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学校運営協議会とは？
委員に任命された保護者や地域住民、学識経験者などが、学
校運営の基本方針を承認し、その目標の実現のために「どの
ような子どもを育てていくか」「どういった取り組みが必要
なのか」などをそれぞれの立場で意見を述べ、話し合う場

「保護者・地域住民」
当事者として学校教育に関わる

　市は、地域と連携・協働した学校
づくりを一層推進し、これからの時
代を担う子どもたちを地域総がかり
で責任をもって育てていくため、中
学校区ごとにCSを導入します。
　令和4年度はモデル中学校区とし
て第八・城南中学校区の2校区に導
入します。

学校運営協議会（右ページ）制度
を導入した学校

コミュニティ・スクール（CS）とは？

全中学校区で導入を目指すコミュニティ・スクール（CS）の
目的や概要をお知らせします。

	 �教育指導課／℡674-7631
地域教育青少年課／℡674-7654

問

　他者と協力しながら生き抜く力や
よりよい社会づくりに参画する力を
子どもたちに育むためには、学校だ
けではなく、保護者や地域住民と目
標や課題を共有し、地域総がかりで
子どもたちを育てていく体制が必要
です。
　中学校区ごとにCSを導入し、学
校と保護者・地域住民が義務教育9
年間で子どもたちにつけたい力を共
有し、連携・協働することで、より
質の高い学校教育の実現を目指して
います。

保護者や地域と目標を共有
質の高い学校教育の実現へ

　地域学校協働活動とは、保護者、地域住民、学
生、NPO・ボランティア団体などが行う子ども
たちの学びや成長を支える活動です。例えば授業
補助、絵本の読み聞かせ、子どもの安全見守りな
どで、これまでにも行われてきました。
　CSの導入とともに、新たに配置される地域学
校協働活動推進員（コーディネーター）は、学校
運営協議会で話し合ったことを踏まえ、学校と地
域がパートナーとして連携・協働して地域学校協
働活動を推進できるよう、両者の橋渡し役を担い
ます。

学びや成長を支える
地域学校協働活動

　市は「確かな学力の育成」「豊かな人間性の育
成」「地域との協働関係の強化」を目指し、平成
28年度から連携型小中一貫教育を実施してきま
した。
　この枠組みを基盤にCSを導入し、学校運営協
議会と地域学校協働活動を両輪で一体的に進める
ことで高槻の教育が目指す「人や社会とつなが
り、学び続け、よりよい自分と社会を創る子ど
も」を育てていくことができると考えています。
　保護者や地域住民の皆さんには、これからの時
代を担う子どもたちを育てる「学校の応援団」に
なっていただき、子どもたちの未来のために、
CSの導入にご理解ご協力をお願いします。

皆さんが学校の応援団に
・質の高い学校教育　　・地域社会の担い手に

「子どもたち」

学校運営協議会の
イメージ

放課後学習

校内環境の整備

安全見守り

学校運営協議会 高槻市
教育委員会

校長

学校運営の
基本方針

教育目標や
教育活動

委員：保護者、地域住民、学識経験者など

協議会の設置
委員の任命

支援

意見

説明

承認

説明

意見

ID 	029199
ID  037414コミュニティ・スクール

全中学校区で導入へ

子どもたちを地域総がかりで育てる

24 | たかつきDAYS　2022.4 たかつきDAYS　2022.4 | 25



N
E

W
S

 P
ic

k
U

p
 2

総合スポーツセンターなどの市立スポーツ施設（※1）、萩谷
総合公園、古曽部防災公園の指定管理者が、4月から美津濃株式
会社を代表とする高槻みらい創造パートナーズに変更することに
伴い、今後さまざまな取り組みが予定されています（※2）。今
号ではその一例をご紹介します。

※1　�総合スポーツセンター（総合体育館、陸上競技場、テニスコー
ト、青少年運動広場）、西大樋テニスコート、郡家テニスコー
ト、芥川緑地テニスコート、南大樋運動広場、牧田運動広場、庄
所運動広場、堤運動広場（体育館・運動広場）、萩谷総合公園テ
ニスコート・サッカー場・野球場、古曽部防災公園体育館・野球場

※2　�準備が整い次第、順次始まりますので、開始時期や詳細について
は、4月以降に各施設へご確認ください

� �文化スポーツ振興課／℡674-7649
公園課／℡674-7516

問

　各スポーツのトップアスリート・プロ指
導者から直接指導を受けられる教室や、競
技者から運動が苦手な人、障がい者まで楽
しめる充実したプログラムが、新たに実施
される予定です。また、スポーツ施設や公
園の自然を活用した運動イベントや健康増

魅力ある運動プログラムの実施

　駐車場精算機を最新機器に入れ替えるた
め、スムーズな入出庫が可能になります。
　また、障がい者手帳などを持つ人は駐車
場利用時に、その場で駐車料金の割引処理
ができるようになります。

障がい者の駐車場割引が 
簡単に

　来場者が気軽にスポーツやレジャーを楽
しめるように、ボールやシューズ、ラケット
など各種スポーツ用品などの貸し出しが始
まります。アンケートなどにより要望があっ
た用品も、積極的に導入される予定です。

スポーツ・レジャー用品の 
貸し出しを開始

施設の機能　ニーズに合わせた場を提供

高品質なサービスを提供

・�新たな料金の個人利用回数券を発行するため、令和4年3
月までに発行した個人利用回数券は4月以降利用できませ
ん。未使用分の払い戻しは、総合スポーツセンターと古
曽部防災公園体育館で行います。なお、未使用分が1回分
だけの場合は、払い戻しできません。

・�利用者の住所が市外の場合（利用者が市内に通勤し、又
は通学している場合は除く）、利用額が2倍になります。

個人利用に関するお知らせ 市立スポーツ施設の
問合先

総合スポーツセンター
　℡677-8200
古曽部防災公園体育館
　℡681-0031
萩谷総合公園
　℡699-0700

　古曽部防災公園施設内に大画
面スクリーンと音響設備が設置
され、約30種類のフィットネ
スプログラムが時間帯を分けて
毎日配信されます。体を動かし
たい、体力を向上させたい人な
ど、一人一人の目的に合わせて
利用できます。

バーチャルフィットネス
　古曽部防災公園を「ウオーキ
ングステーション」と位置づ
け、体育館内にある休憩場所や
シャワー室を提供します。ま
た、体育館前の空きスペースに
はテーブルや椅子を設置し、休
憩交流スペースとしても活用で
きます。

ウオーキングステーション
　総合体育館・古曽部防災公園
体育館内にある古くなったウエ
イトマシンが最新の機種に入れ
替わります。また、ストレッチ
スペースの設置や各トレーニン
グの種目ごとのエリア分けな
ど、誰もが利用しやすいように
なります。

トレーニングマシン更新

ID �029240

進を目的とした青空教室など楽しみながら
体を動かせるイベントも予定されています。

スポーツ施設の
サービスを拡充

新たなサービスに注目
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手作りの温かい給食
（第六中学校）

New

手数料無料

New

手数料無料

New

手数料無料

New

手数料無料

手数料無料クレジットカードでの
決済は手数料必要

4月から市立中学校で始まる給食費の無償化と35人学
級編制の導入について、概要をお知らせします。

市は、昨年から導入している、各種市税や国民健康保
険の保険料のスマートフォン決済に、新たに4種類のア
プリを追加します。

	 	給食＝保健給食課／℡674-7606
学級編制＝教育指導課／℡674-7631

問
	 	市税＝収納課／℡674-7152

保険料＝国民健康保険課／℡674-7076
問

　学校給食は、心身の健全な発達や食育を推
進していく上で重要です。市では、平成26
年から全ての市立中学校で学校で手作りした
給食をスタートしました。
　そして今年度からは、部活動や習い事な
ど、家庭における教育費の負担が大きくな
る、中学生がいる世帯を支援するため、所得
制限を設けず給食費を無償化します。

　きめ細かで質の高い教育を推進するため、
今年度から中学1年生で、来年度からは全学
年で、35人学級編制を実施します。
　小学校では、すでに全学年が35人学級編
制となっていて、学習目標に到達した児童の
増加や「落ち着いて勉強ができる」「ノート
などを丁寧に見てもらえる」などの成果があ
りました。
　担任教員1人当たりの受け持ち生徒が減少
することによって、学習指導や生徒指導の充
実を図ります。

所得制限なしで家計を応援 
全学年で給食費の負担がゼロに

35人学級編制できめ細かな指導
令和4年度は1年生で

　アプリを起動し、納付書のバーコードを読み込むことで、
支払うことができます。

※	ダウンロードは無料。
通信費用は利用者負担

　これまでの「モバイルレジ」「PayPay」
の2種類のアプリに加え、4月から「LINE	
Pay」「d払い」「au	PAY」「J-Coin	Pay」
の4種類が使えるようになります（右欄）。
　場所や時間に関係なく納付でき、感染対策
としても効果的です。この機会にぜひご利用
ください。なお、市役所・支所や金融機関窓
口、コンビニエンスストア店頭でスマホアプ
リを利用した納付はできませんのでご注意く
ださい。

スマホから簡単に納付

①市・府民税（普通徴収）
②固定資産税・都市計画税（土地・家屋）
③固定資産税（償却資産）
④軽自動車税（種別割）
※	車検で納税証明書がすぐに必要な場合は金融機関
窓口などで納付してください

対象の市税

利用手順

利用できるアプリ

生徒の
学力向上

生徒への
細かな対応

学習指導の
充実

教員の
負担軽減

期待する成果

各アプリを起動
読み取り画面を立ち
上げる

納付書のバーコード
を読み取る

お支払い内容を確認
し、支払い完了

STEP1 STEP2 STEP3 STEP4

ID 	032436
ID 	037300 ID 	002411

ID 	001846

注意　	スマホ決済は領収書の発行がありませ
ん。手元に領収印のない納付書が残るた
め二重納付にご注意ください

給食の無償化と
35人学級編制

税などのスマホ決済
新たに4種類を追加

4月から中学校でスタート いつでもどこでも簡単納付

28 | たかつきDAYS　2022.4 たかつきDAYS　2022.4 | 29


