
目標1 横の連携と縦の接続を強め、「学校の教育力」を充実させる

施策1　学力向上をめざす教育の推進

今後の方向性

今後の方向性

基礎学力課題支援費　 所管課

令和2年度の取組及び実績

　□拡大　　　■現状維持　　　□改善・効率化　　　□縮小　　　　□休止・廃止　　　□完了

取組の効果及び今後の課題

■推進施策

① 小中一貫教育カリキュラム「宇治スタンダード」の検証と推進

関連
施策

取組の効果及び今後の課題

事業の概要

　３．令和２年度　各施策の主な取組（個別票） 

⑧ 個別指導の充実

　本市における令和3年3月卒業中学生の通信制を含む高等学校進学率は99.2％であり、前年度（令和2年3月）の本市に
おける進学率98.5％と比較すると高まってきている。また、京都府の令和2年3月卒業中学生進学率99.1％（令和３年３月未
発表）との比較になるが、同程度の進学率となっており、近年の京都府の進学率(過去５年平均99.1％）を超えている。
  今後、より一層のきめ細かな個に応じた指導の充実に加え、関係機関と連携した家庭支援体制の強化が必要である。

　全中学校ブロックに小中一貫教育推進のための会計年度任用職員（ラーニングコーディネーターの後補充教員・教科連
携教員）の配置を行い、系統的・継続的指導を進めた。また、新型コロナウイルス感染症の影響により予定の取組が大幅に
実施できない中、感染症拡大防止策を講じ、安全に配慮しながら、ラーニングコーディネーターが要となり、教職員が可能な
取組を精査し展開した。
　学識経験者、保護者、地域関係団体、教職員により構成された「宇治市小中一貫教育推進協議会」において、各中学校
ブロックの取組等を視察するとともに、取組全般の進行管理を行った。

■主な取組

令和2年度の取組及び実績

　基礎学力の定着・向上について課題のある中学校に対して、学校の取組に対する体制等への支援を行うとともに、市立全
小・中学校における基礎学力充実のための教材作成等への取組に対する支援を行う。

事　業　名　称

所管課

② 学習意欲の向上（自ら学ぶ意欲・態度の育成）

③ 基礎的・基本的な知識・技能の定着

④ 言語活動の充実（思考力や表現力、コミュニケーション能力の育成）

⑤ 外国語活動・教科外国語の充実

⑥ 理数教育の充実

⑦ 情報教育の充実（情報活用能力の育成）

―

　変化の激しい社会に的確に対応できるように、確かな学力を身に付け、豊かな心を育み、自ら考え、自ら行動する子どもを
育成することが求められている。画一化、硬直化した学校教育を転換し、基礎学力を確実に定着させることで、希望の進路
を実現できるようにすることについては、市民の強い期待がある。こうした市民の願いに応え、校種の違いから生じる子どもの
負担を軽減し、ゆとりある学校生活の中で、9年間を見通して子どもの多様な資質や能力を伸ばす系統的・継続的な指導を
進めるため、小中一貫教育を推進する。

事業の概要

学校教育課 ―

小中一貫教育推進費 

関連
施策

事　業　名　称

　小中一貫教育全面実施より9年目となり、各中学校ブロックの推進組織体制は確立され各中学校ブロックの特色を活かし
た取組が進められている。昨年度はアンケートの実施はしなかったが、中学校入学に対する不安割合については、一定不
安が解消されていると見て取れるものの、年々その割合が増加していることについては、原因を探る必要があると考えるた
め、タブレットを活用する等働き方改革も考慮したアンケートの実施方法や内容について検討する必要があると考える。

学校教育課

　　□拡大　　　　□現状維持　　　　■改善・効率化　　　　□縮小　　　　　□休止・廃止　　　　□完了

　小学校においては、全校児童を対象に、少人数指導や個別指導、補習授業等を実施した。
　また、中学校においては、新型コロナウイルス感染症拡大防止対策の中でも学びを保障するという観点から、昨年同様、
指導員を活用して全校生徒を対象にした授業支援とともに、希望者を対象とした補習授業やテスト前の学習相談会を実施し
た。
　さらに、指導方法や指導機会の方策について各小・中学校へ啓発するとともに、児童・生徒の学力の充実、希望進路の実
現に向けて、教材・参考図書の配付等を行った。
  通信制を含む高等学校進学率は99.2％であった。
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今後の方向性

今後の方向性

令和2年度の取組及び実績

事業の概要

関連
施策

　□拡大　　　□現状維持　　　■改善・効率化　　　□縮小　　　　□休止・廃止　　　□完了

　□拡大　　　■現状維持　　　□改善・効率化　　　□縮小　　　　□休止・廃止　　　□完了

　各小中学校で実施する｢宇治学｣学習が充実したものとなるよう、以下の２事業を実施する。
　　(1) ｢宇治学｣副読本及び指導の手引きの計画的改訂と配付
　  (2) 小学校第3学年等での宇治茶学習への支援

取組の効果及び今後の課題

所管課

　教育研究員事業
　「学力向上研究部」　…　学力向上についての具体的実践に係る研究（授業改善、学習意欲の向上）（年5回）
　「英語教育研究部」　…　7年間を見通した外国語活動の在り方の研究、英語指導助手の活用についての研究（年2回）
　「情報教育研究部」  …　プログラミング教育に係る研究及びGIGAスクール構想を見据えた研究（年7回）
　「宇治学研究部」 　  …　「宇治学」副読本の改訂・活用に係る研究（小中別　年3回）

学校教育課

「宇治学」推進事業

令和2年度の取組及び実績

　「学力向上研究部」については、研究協議会を重ね、活動方針に沿った実践方法の研究を進め（オンライン研修を用いる
等）、全市立小・中学校にその成果を示した。
　「英語教育研究部」については、新学習指導要領の改訂に伴い、テーマを絞り各校の教育実践につなぐ研究を進めた。新
型コロナウイルス感染症拡大防止対策のため限られた回数となるが、指導の方向性・評価方法等、次年度につなぐ協議を
進めることができた。
　研究員の構成について、今日的課題となるよう精査するとともに、研究員には負担がかからないよう、自身の実践を中心に
研究内容を深めることが必要である。
　「情報教育研究部」については、プログラミング教育の推進に資する指導実践を研究し、タブレット設置に係る実践方法を
中心に研究を進めることができた。
　「宇治学研究部」については、小中学校部会を構成し、副読本を活用した市独自の実践事例を研究・作成し、各校の授業
改善に働きかけることができた。

　（1）　｢宇治学｣副読本及び指導の手引きの改訂と配付
　　　 〇副読本－小学校第3学年児童数他1,600部、中学校第1学年生徒数他1,650部　指導の手引き－担任数他150部
　（2）  小学校第3学年等での宇治茶学習への支援
　　　 〇全小学校に体験学習用市内産抹茶を配付（年間2回）

　市内全小中学校（小学校第3学年～中学校第3学年）で｢宇治で学ぶ、宇治を学ぶ、宇治のために学ぶ｣のコンセプトの
下、共通の学習内容を各学年の重点単元として示すと共に、探究的な学習を推進する宇治市版副読本の活用と改訂を進
め、「宇治学」の教材の充実に努めた。新型コロナウイルス感染症拡大防止策を講じ、「宇治茶スタートセット」を活用した抹
茶体験学習を各小学校で実施し、宇治の将来を担う児童に本市の伝統産業（宇治茶）の学習に寄与した。副読本が全学年
（小学校第3学年～中学校第3学年）に配付されて２年目となり、小中一貫教育各中学校ブロックでは7年間を見通したカリ
キュラム作りが行われている。
　「宇治学」の学習による探求的な学習により「学ぶ意欲」の向上と「学び方」を習得させ、他教科の学力向上に波及させる必
要がある。

関連
施策

施策2

　宇治市教育の課題解決に資するため、指導主事と教育研究員が協働して教育内容の充実・振興に資する調査・実践研究
を実施し、その成果を各小中学校に還元する。又、学校教育に係る指導・助言や相談を行い、学校教育の充実を図る。

事　業　名　称 教育研究費　

取組の効果及び今後の課題

事業の概要

学校教育課所管課事　業　名　称 施策2
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今後の方向性

今後の方向性

今後の方向性

学校教育課所管課

英語指導助手設置費　 所管課

施策2

　　□拡大　　　　■現状維持　　　　□改善・効率化　　　　□縮小　　　　　□休止・廃止　　　　□完了

　　□拡大　　　　□現状維持　　　　■改善・効率化　　　　□縮小　　　　　□休止・廃止　　　　□完了

学校教育課

学校教育課

令和２年度の取組及び実績

学校図書館費　

事　業　名　称

事　業　名　称

　図書の購入・配架、学校司書による支援や、学校図書館ボランティアの活動により、児童・生徒の学習活動や読書活動の
充実を図ることができた。図書館ボランティア養成講座については、新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から中止し
た。
　◎図書館教育充実事業費　　27,529千円
　　　各中学校ブロックに学校司書を配置
　◎図書館ボランティア養成事業費　　0千円
　　　ボランティア養成講座開催数　　　0回
　◎学校図書館図書充実費
　　　小学校　　7,778千円  中学校　　7,698千円

　学習指導要領では、英語によるコミュニケーションを重視した指導が求められているが、これらに対応するため、教員ととも
に英語指導助手が連携して指導を行うことにより、児童生徒の興味関心を高めることができた。さらに、英語指導助手の発音
を活かして、全校英語放送・運動会の英語アナウンスやヒアリング、スピーキングテストの支援なども行われており、より積極
的な活用が図られている。
　小学校英語科における英語指導助手の活用方法の検討や、新型コロナウイルス感染症の影響で、ＪＥＴプログラムのＡＥＴ
の来日が滞っている状況に対する対応が急務である。

　画一的な授業ではなく、地域や児童・生徒の実態に応じて、各学校が創意工夫し、特色ある教育活動を展開するため、総
合的な学習の時間の実施にかかる財政支援を行う。

　学校司書が全中学校ブロックに配置されたことにより、学校図書館が整備され、宇治学等では学校司書と教員の連携が図
られている。さらに、学校司書の役割を周知し、学校図書館における教育環境の充実を図るとともに、児童生徒の学力向上
につなげるため、学校司書と司書教諭を中心に教員との連携強化及び指導力向上を図る必要がある。

取組の効果及び今後の課題

事業の概要

　◎小学校「総合的な学習の時間」推進費　　3,507千円
　　　主な学習内容
　　 　・国際（異文化）理解    ・キャリア教育
　◎中学校「総合的な学習の時間」推進費　　3,499千円
　　　主な学習内容
　　　　・キャリア教育

　　□拡大　　　　■現状維持　　　　□改善・効率化　　　　□縮小　　　　　□休止・廃止　　　　□完了

　児童・生徒の基礎学力の定着、向上のため、小・中学校の学校図書館図書を充実させるとともに、学校司書の配置と学校
図書館ボランティアの活用により図書館教育の充実を図る。また、学校図書館ボランティアの養成のため、希望する保護者・
市民が必要な知識・技術を修得する講座を開催するとともに、教職員を対象とした図書館教育・読書活動に関する研修を行
う。

関連
施策

事　業　名　称

事業の概要

関連
施策

事業の概要

―

令和２年度の取組及び実績

所管課小・中学校「総合的な学習の時間」推進費　

施策5関連
施策

取組の効果及び今後の課題

　ＪＥＴプログラム｢語学指導等を行う外国青年招致事業｣(総務省、外務省、文科省、国際化協会)で招致した10名を、英語指
導助手（ＡＥＴ）として市立幼、小・中学校への派遣や教職員研修を通じて各校における外国語教育や国際理解教育の充実
を図る。

　新型コロナウイルス感染症の影響で、各校での社会人講師等の活用が減少したものの、従来の授業とは異なる総合的な
学習を実施し、自主的・実践的な態度を育成する教育振興を図ることができた。今後も、探究的な学習の過程において、問
題解決に必要な知識及び技能、主体的かつ協働的な取り組み方、積極的な社会参画の態度の習得に向けて、総合的な学
習を推進する。

取組の効果及び今後の課題

令和2年度の取組及び実績

　新型コロナウイルス感染症拡大防止のための休校や、JETプログラムのAETの来日が遅れていることにより、派遣日数が減
少したが、年間、幼稚園3園へ延べ42日、小学校22校へ延べ779日、中学校10校へ延べ579日派遣することができた。
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今後の方向性

　

今後の方向性

今後の方向性

　限られた児童生徒しか参加できない事業形態を、どのように学校での理科教育の推進に活かせるかということが、本事業
開始以来の課題である。ICT機器を活用し、市内小・中学校の教員が共有する等の方策を検討している。

　　□拡大　　　　□現状維持　　　　　■改善・効率化　　　　□縮小　　　　　□休止・廃止　　　　□完了

宇治市中学生理科教室（エネルギー理工学研究所）

　いきいき学級支援員を活用することで、授業の場面において個別の指導計画に基づき、個に応じた指導を積極的に進め
ることができた。学習場面だけではなく、日常の生活場面でも言葉がけをするなど児童生徒へのきめ細やかな支援を図るこ
とができた。当該児童生徒の個別の指導計画は1,205名分、率にして72.5％を作成することができているが、個別指導の一
層の充実を図るために、引き続き、支援の必要な児童生徒全員分の個別の指導計画作成を目指す。

取組の効果及び今後の課題

取組の効果及び今後の課題

　通常の学級における発達障害を含む障害のある児童生徒の学習面や生活面の困難を改善するため、市立小・中学校に
支援員(宇治市会計年度任用職員)を配置し、通常の学級に在籍する発達障害を含む障害のある児童生徒への特別支援
教育校内推進体制を整備する。

学校教育課事　業　名　称

事業名（実施場所） 対象者

宇治市小学生理科教室（京都大学宇治キャンパス） 小学校5・6年生

小学校1校

令和2年度の取組及び実績

いきいき学級支援員設置費

事業の概要

　市内各校においては、いきいき学級支援員を活用する中で取り出し指導等、個別の指導・支援を行うこともできた。そうした
中で特別支援教育コーディネーターを中心とした特別支援教育推進体制を確立することができ、配慮が必要な児童生徒の
個別の教育支援計画及び個別の指導計画等に基づく組織的で継続的な指導を実施することができるようになってきた。

スクール・サイエンス・サポート事業

　小・中学校の一般教材備品、理科教育振興備品などの充実を図り、教育環境の整備に努めた。
　　◎小学校教材充実費　　34,719千円     ◎中学校教材充実費　　20,000千円

　　□拡大　　　　■現状維持　　　　□改善・効率化　　　　□縮小　　　　　□休止・廃止　　　　□完了

　各教科の授業等で必要な教材について、教材備品の整備に関する規程を設けるなど学校間の格差が生じないよう配慮し
ながら、教材の充実を図る。

所管課

　京都大学宇治キャンパスの最先端技術の見学及び、京都大学の研究者による講義や体験（実験）授業の実施。

令和2年度の取組及び実績

施策4
施策8

関連
施策

所管課

関連
施策

学校教育課

中学校科学（理科）部員

事　業　名　称 小・中学校教材充実費　

　教材等の購入費用について適正に執行し、各校における教育環境を整備することにより、教育活動の充実に寄与した。
　新型コロナウイルス感染症対策やICT機器等、多様化する教材に対して、学校現場のニーズに合わせ、今後も、理数教材
を含めて各校の特色・希望に沿って教材整備を行い、継続して教育環境の充実に努める。

事　業　名　称 所管課

取組の効果及び今後の課題

京都大学施設訪問（黄檗プラザきはだホール）

　　下記事業を予定していたが、新型コロナウイルス感染症拡大の影響により全て中止になった。

施策7

令和２年度の取組及び実績

施策8

学校教育課　

事業の概要

関連
施策

事業の概要

　　□拡大　　　　■現状維持　　　　□改善・効率化　　　　□縮小　　　　　□休止・廃止　　　　□完了
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今後の方向性

今後の方向性

今後の方向性

所管課 学校教育課

取組の効果及び今後の課題

　児童生徒への学習支援として、総数56名を配置し、授業中・放課後補習の教科指導の充実を図った。個別の学習支援が
充実されることで、臨時休業後の学習進度への不安等を和らげることができ、児童生徒の学力定着と落ち着いた学校生活
に効果があった。また、教員の負担軽減にもつながった。年間を通した支援員の配置が可能となったことにより、安定した教
育の提供に繋がっていたことが、学校現場からの声に現れた。

　　□拡大　　　　□現状維持　　　　□改善・効率化　　　　□縮小　　　　　□休止・廃止　　　　■完了

事　業　名　称

　新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、臨時休業措置としていた学校の教育活動再開後、児童生徒への学習支援の
ために「まなび支援員」を該当の小・中学校に配置し、小学校低学年と中学校３年生を中心に、学習の基盤となる教科に重
点をおき、教科における指導補助や放課後等の補充学習支援を行う（令和２年度に限る措置）。

令和２年度の取組及び実績

〇小学校第1学年を中心とした低学年（第3学年まで）及び中学校第3学年を対象とし、該当の市内小・中学校への支援員を
配置
〇教科における指導補助や放課後等の補充学習支援を行うまなび支援員の配置
　　延べ56人（小学校20校中学校10校、6学級毎に週15時間を配置）

関連
施策

―

事業の概要

まなび支援員設置費

事　業　名　称 小学校プログラミング教育推進費 所管課 学校教育課 関連
施策

―

　　□拡大　　　　■現状維持　　　　□改善・効率化　　　　□縮小　　　　　□休止・廃止　　　　□完了

事業の概要

　市立小学校に１台のPepperを配備し、プログラミング教育を実施する。また、児童がプログラミングしたプログラムをPepper
に送り、実際に動作させ、児童自作プログラムを可視化・検証する。

令和２年度の取組及び実績

　○研修を実施し、教員のスキルアップを図り、各校の活用につなげた。
　○令和2年度年間指導計画を作成し、各校に周知した。
　○プログラミング教育以外にも、学校行事や教科の学習に活用された。

取組の効果及び今後の課題

　児童が作成したプログラム通りにPepperが動くことを確認することで、児童は興味関心を持ちプログラミング教育の学習意
欲を高めた。また、実践事例の研修を行い、教員の指導方法の改善に努めた。GIGAスクール構想に基づき1人1台端末を
整備したことで、より手軽にプログラミング教育を実施できる環境となり、各校での指導充実のためモデル授業を示し、より活
用が進むよう教員の研修を進める。

事　業　名　称 小・中学校コンピュータ教育充実事業費 所管課 学校教育課 関連
施策

事業の概要

―

　児童・生徒に１人１台のタブレット端末や学校内の通信環境等、教育のICT環境を整えた。教員によって活用に差が生じな
いように、ICT支援員を活用し、研修会や授業の中での活用事例の紹介を行うなど、スキルアップを図り、効果的な活用に努
める。また、新型コロナウイルス感染症対策として臨時休校時の学習機会を保障するため、家庭へのタブレット端末の持ち帰
りを検討する。

　　□拡大　　　　■現状維持　　　　□改善・効率化　　　　□縮小　　　　　□休止・廃止　　　　□完了

　小・中学校のコンピュータ教室におけるICT環境を整備し、活用を図ることにより、授業内容の充実や学習意欲の向上等を
図る。
　GIGAスクール構想に基づき児童・生徒1人1台のタブレット端末と校内通信ネットワークを整備し、多様な子どもを誰一人取
り残すことなく、公正に個別最適化され、一人ひとりの個性に応じた学習環境を整える。

令和２年度の取組及び実績

　新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、GIGAスクール構想に基づくICT機器の整備が前倒しで実施されることになった
ことから、すべての児童・生徒に１人１台のタブレット端末を配備した他、周辺機器や通信環境の整備を行い、3学期から順
次、タブレット端末の操作に慣れることを目的に、授業で活用を始めた。また、タブレット端末の配備前に、教育研究員による
授業研究を行い、各校の教員に実践事例を示したり、オンラインで質問会を開催するなど教員のスキル向上に努めた。

取組の効果及び今後の課題
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施策2　豊かな心をはぐくむ教育の推進

今後の方向性

今後の方向性

■推進施策

③ キャリア教育の充実（社会的・職業的自立に向けた力の養成）

④ ボランティア学習の充実

⑧ 相談体制の充実

②「宇治学」の充実（伝統・文化を学ぶ活動の充実）

学校教育課

事　業　名　称

教育研究員事業
「道徳教育研究部」　　 …　「道徳的価値の内面的な自覚を促す指導方法の工夫」に関する研究（年7回）
「情報教育研究部」　　 …　プログラミング教育に係る研究及びGIGAスクール構想を見据えた研究（年7回）
「宇治学研究部」 　　　 …　「宇治学」副読本の改訂・活用に係る研究（小中別　年3回）

取組の効果及び今後の課題

関連
施策

事業の概要

　人権問題について理解を深め、近年の社会情勢を踏まえた人権教育のあり方と効果的な指導方法を研修し、教員の指導
力向上と人権意識の高揚に資することができた。人権問題が多様化・深刻化する中、教員が知的理解を深め、望ましい人
権感覚を身につけるため、毎年研修内容を見直す必要がある。

①「心の教育」の充実（道徳教育、人権教育の充実）

　市立幼稚園、小・中学校の教職7年目、12年目の教職員が「人権教育及び啓発の推進に関する法律」に基づいて策定さ
れた「宇治市人権教育・啓発推進計画」に従い、人権問題について理解を深め、同和問題をはじめとした様々な人権問題
に対する教員の人権意識高揚と指導力向上を図る。

関連
施策

施策6人権教育研修講座

⑦ 情報モラル教育の充実

所管課

　　□拡大　　　　■現状維持　　　　□改善・効率化　　　　□縮小　　　　　□休止・廃止　　　　□完了

　人権教育研修講座を実施し、61名が参加した。

　新型コロナウイルス感染症拡大防止対策を講じるため、各校代表の参加を求める全体研修は行わず、データを媒介として
情報共有を図ることで成果を広める。
　「道徳教育研究部」については、総合単元的な道徳教育、9年間を見通した授業実践を研究し、「心の教育」の充実を図っ
た。
　「情報教育研究部」については、プログラミング教育の研究をする中で、情報モラルについての理解を深め、指導方法を提
案した。
　「宇治学研究部」については、小中学校部会を構成し、副読本を活用した市独自の実践事例を研究・作成し、宇治の将来
を担う児童の伝統産業（宇治茶）の学習に寄与した。
　研究部の構成については、精査を図るとともに、研究員には負担がかからないよう、自身の実践を中心に研究内容を深め
ることが必要である。

施策1所管課 学校教育課

■主な取組

事業の概要

取組の効果及び今後の課題

令和2年度の取組及び実績

事　業　名　称

　宇治市教育の課題解決を図るため、指導主事と教育研究員が協働して教育内容の充実・振興に資する調査・実践研究を
実施し、その成果を各小中学校へ還元する。また、学校教育に係る指導・助言や相談を行い、学校教育の充実を図る。

教育研究費

令和2年度の取組及び実績

　　□拡大　　　　□現状維持　　　　■改善・効率化　　　　□縮小　　　　　□休止・廃止　　　　□完了

⑨ 不登校児童生徒自立支援教室（Ｕｊｉふれあい教室）の推進

⑥ いじめ防止対策の充実

⑤ 環境教育の充実
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今後の方向性

今後の方向性

今後の方向性

　画一的な授業ではなく、地域や児童・生徒の実態に応じて、各学校が創意工夫し、特色ある教育活動を展開するため、総
合的な学習の時間の実施にかかる財政支援を行う。

　◎小学校「総合的な学習の時間」推進費　　3,507千円
　　　主な学習内容
　　 　・国際（異文化）理解    ・キャリア教育
　◎中学校「総合的な学習の時間」推進費　　3,499千円
　　　主な学習内容
　　　　・キャリア教育

事業の概要

小・中学校「総合的な学習の時間」推進費

学校教育課 関連
施策

　　□拡大　　　　■現状維持　　　　□改善・効率化　　　　□縮小　　　　　□休止・廃止　　　　□完了

取組の効果及び今後の課題

事　業　名　称

取組の効果及び今後の課題

　児童生徒に豊かな人間性や、社会性を育成するとともに、勤労観や職業観、職業に関する知識や技能などを身につける
機会となっている。令和２年度は新型コロナウイルス感染症の影響により、全校実施できなかったが、今後、ICT機器の活用
等も含め、全小・中学校での実施を目指していく。

関連
施策

所管課

取組の効果及び今後の課題

―

令和２年度の取組及び実績

　新型コロナウイルス感染症の影響で、各校での社会人講師等の活用が減少したものの、学校が地域の特性や創意工夫を
生かして従来の授業とは異なる総合的な学習を実施し、自主的・実践的な態度を育成できた。今後も、探究的な学習の過
程において、問題解決に必要な知識及び技能、主体的かつ協働的な取り組み方、積極的な社会参画の態度の習得に向け
て、総合的な学習を推進する。

事業の概要

所管課事　業　名　称 仕事・文化体験活動推進事業費

令和2年度の取組及び実績

学校教育課

事　業　名　称 関連
施策

施策1

　各小中学校で実施する｢宇治学｣学習が充実したものとなるよう、以下の２事業を実施する。
　（1） ｢宇治学｣副読本及び指導の手引きの計画的改訂と配付
　（2）小学校第3学年等での宇治茶学習への支援

　市内全小中学校（小学校第3学年～中学校第3学年）で｢宇治で学ぶ、宇治を学ぶ、宇治のために学ぶ｣のコンセプトの
下、共通の学習内容を各学年の重点単元として示すとともに、探究的な学習を推進する宇治市版副読本の活用と改訂を進
め、「宇治学」の教材の充実に努めた。「宇治茶」スタートセットを活用した抹茶体験学習を全ての小学校で実施し、宇治の
将来を担う児童に本市の伝統産業（宇治茶）の学習に寄与した。
　「宇治学」の学習を通じて、児童生徒が「ふるさと宇治」に誇りを持ち、さらに良くしていこうとする実践的態度を育成するた
めの学習を推進する必要がある。

　（1）　｢宇治学｣副読本及び指導の手引きの改訂と配付
　　　　（副読本－小学校第3学年児童数他1,600部、中学校第1学年生徒数他1,650部　指導の手引き－担任数他150部）
　（2）  小学校第3学年等での宇治茶学習への支援
　　　　〇全小学校に体験学習市内産抹茶を配付（年間2回）

事業の概要

令和2年度の取組及び実績

施策1「宇治学」推進事業

　　□拡大　　　　■現状維持　　　　□改善・効率化　　　　□縮小　　　　　□休止・廃止　　　　□完了

　地域社会における豊かな体験活動を通して、児童生徒に豊かな人間性や、社会性を育成するために、たくましい勤労観
や職業観、職業に関する知識や技能などのいわゆるキャリア教育に関する事業及び児童生徒の豊かな文化体験等を行う事
業を実施する。

　新型コロナウイルス感染症拡大防止対策を講じながら、小学校11校・中学校3校が仕事に関する体験活動を実施した。

所管課

学校教育課

　　□拡大　　　　■現状維持　　　　□改善・効率化　　　　□縮小　　　　　□休止・廃止　　　　□完了
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今後の方向性

今後の方向性

今後の方向性

取組の効果及び今後の課題

令和2年度の取組及び実績

施策6

事業の概要

事　業　名　称 関連
施策

　生徒指導の推進、研究を行うとともに、児童生徒の問題行動に対し適切な指導を行うため、教職員に対して研修等を開催
した。
　11月を「いじめ防止啓発月間」として設定し、いじめ防止のための啓発活動を実施した。
  問題行動件数は経年的に減少傾向にある。令和2年度については新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、４月・５月
に学校を臨時休校としたことの影響もあったと考えられる。

　問題行動　　　延べ指導人数　　 小学校　　　　241人（前年比  　118人減）      中学校　 　　 311人（前年比  　181人減）

取組の効果及び今後の課題

事業の概要

所管課

令和2年度の取組及び実績

　新型コロナウイルス感染症の影響により、予定していた研修計画の中止・変更を余儀なくする中、一般研修として道徳教育
公開授業講座・人権教育研修講座など7講座開催し、受講者総数は258名であった。

関連
施策

事　業　名　称

　適切な指導体制、相談体制を確保するため、関係機関との連携方法等、生徒指導の推進と研究、指導体制の整備等を行
う。
  また、「いじめ防止啓発月間」を設定し、いじめ防止の取組を強化する。

　外部の専門家は、事案ごとに選任するため、委員を決定するまでに時間がかかる可能性がある。

事業の概要

　実績なし。

　　　□拡大　　　　□現状維持　　　　■改善・効率化　　　　□縮小　　　　　□休止・廃止　　　　□完了

教育支援課

取組の効果及び今後の課題

事　業　名　称 所管課いじめ調査委員会委員報酬

　本市学校教育の諸課題について研修を深め、校内研修の実施を促し、教職員の資質能力の向上及び指導力の充実・強
化を図るため、一般研修（職能別研修、教職経験年数別研修、専門研修、公開授業研修、領域別研修）と専門研修（英語
教育研修）、情報教育研修の講座を開設し実施する。

　研修の実施等を通じて、教員の指導力の向上を図った。問題行動への指導延べ人数は小・中学校ともに減少した。また、
いじめ防止啓発のための掲出物により、児童生徒及びその保護者並びに教職員に対していじめを防止することの重要性に
関する理解を深める機会としている。
　児童・生徒の問題行動は、低年齢化等の課題を抱えており、適切な指導体制、相談体制の確保と教員の指導力の向上を
図る必要がある。
　また、いじめの発生しにくい学級集団作りに向けた研修や正しい認識と迅速な対応に向けた研修の充実を図る必要があ
る。

教育支援課

講座等開催費 施策6学校教育課

生徒指導研究推進費 所管課

―

令和2年度の取組及び実績

　いじめの重大事態が発生した（又は発生したと思われる）場合に、教育委員会に外部の専門家で構成する「いじめ調査委
員会」を設置、調査・報告を行う。

　　□拡大　　　　■現状維持　　　　□改善・効率化　　　　□縮小　　　　　□休止・廃止　　　　□完了

関連
施策

　　□拡大　　　　□現状維持　　　　■改善・効率化　　　　□縮小　　　　　□休止・廃止　　　　□完了

　国・府・本市の教育課題に対応できる研修を進め、指導力の向上に資する研修が実施できた。
　社会の変化に対応した教育活動を維持するため、教職員の資質能力の向上を目的として、若手教員及び中堅教員育成
のための講座をさらに充実させる。
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今後の方向性

今後の方向性

今後の方向性

事　業　名　称 関連
施策

―

関連
施策

教育支援課

所管課

心と学びのパートナー派遣事業費

　不登校児童生徒自立支援教室（Ujiふれあい教室）は、市内小学校３年生から中学校３年生の不登校児童生徒を対象とし
ており、小集団の中で作業や遊びなど体験活動を通して人間関係の築き方を学べる場となっている。

　生徒が身近に感じる年齢層（臨床心理専攻の大学院生）を相談員に委嘱し、気軽に相談できる環境を整備し、生徒の問
題行動や不登校の未然防止に努めた。別室や相談室で定期的に対象生徒と会うなかで、生徒に寄り添って感情を受け止
めることができ、精神面での安定、心の回復や成長を促すことができた。
　なお、令和2年度は新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴い、4,5月は緊急事態宣言が発令され学校が休校になった
ことと、7月からは京都府の「心の居場所サポーター」が拡充され、本事業と同様の活動となったため、対応人数は減少した。

令和2年度の取組及び実績

所管課

　学校からの支援要請に基づいて、20小中学校の39ケースに支援を行った。
　不登校児童生徒の支援に教員と共に取り組むことや、研修を実施すること等で、教員の不登校への理解が進んだ。
　学校におけるケース会議や家庭訪問等による支援を行うことにより、不登校家庭への対応を行った。
　支援の必要な児童生徒やその家庭に対して、適切な支援につなぐ仕組みづくりが課題である。

事　業　名　称

令和2年度の取組及び実績

不登校児童生徒支援事業

　　□拡大　　　　■現状維持　　　　□改善・効率化　　　　□縮小　　　　　□休止・廃止　　　　□完了

関連
施策

事業の概要

　学校への支援及び不登校児童生徒や家庭への直接支援を通じて、不登校児童生徒の社会的自立に向けた支援を行う。

取組の効果及び今後の課題

事　業　名　称 教育支援課 施策６

事業の概要

　コーディネーター、支援員及びSSWを配置し、全小中学校を巡回訪問して、不登校児童生徒の支援に取り組む中で、教
職員の不登校への理解が進んだ。また、直接支援として、支援員が家庭訪問等による支援を実施した。福祉的な観点が必
要なケースで協働することにより、市福祉部局との連携が強化された。
　併せて、学校からの要請に応じて「おはようハンドブック」を用いた研修を行った。

　小学校３年から中学校３年までの不登校児童生徒に対して、個々の状態に応じてUjiふれあい教室で受け入れ、学校、保
護者、関係機関と連携を図り学校復帰へ向けて支援を行った。

　在籍児童生徒数　　　　　　　　　 　30人
　改善状況　　　　　　  学校復帰　   3人、   部分登校　   12人、    好転　  15人、   変化なし　0人

　同じ趣旨で府が配置している「心の居場所サポーター」の配置中学校以外の、市内6中学校に臨床心理を専攻する大学
院生を中心とした「心と学びのパートナー」を派遣し、別室登校や不登校傾向の生徒の悩みに気軽に応じる相談員として配
置した。
　【中学校】
　  対応延べ人数　　119人

取組の効果及び今後の課題

所管課 ―

　　□拡大　　　　■現状維持　　　　□改善・効率化　　　　□縮小　　　　　□休止・廃止　　　　□完了

　　□拡大　　　　■現状維持　　　　□改善・効率化　　　　□縮小　　　　　□休止・廃止　　　　□完了

　不登校児童生徒の社会的自立に向けた指導・援助を行い、学校復帰を支援した。
　平成30年度より、小集団活動が困難な児童生徒に対して個別支援を行い、後に小集団活動に参加できたり、学校への部
分登校が可能になるなどの成果があった。
　令和2年度の教室在籍の児童生徒のうち、中学3年生は6人であり、中学校卒業後は全員が高等学校へ進学を果たした。
不登校の低年齢化に伴い、低学年への対応が今後の課題である。
　引き続き、専門的な知識を学び、子どもたちの心の居場所として、Ｕｊｉふれあい教室を開設し、各学校や関係機関との連携
を図る中で、社会的自立に向けて取組をすすめていく。

令和2年度の取組及び実績

不登校児童生徒自立支援教室運営費

教育支援課

取組の効果及び今後の課題

事業の概要

　　臨床心理を専攻する大学院生及び院卒生を市内6中学校に配置し、別室登校生徒や不登校傾向生徒等の相談活動を
中心に実施する。
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施策3　たくましく、健やかな身体をつくる教育の推進

今後の方向性

今後の方向性

今後の方向性

所管課

所管課

―

　学校保健安全法に基づく各種事業を継続的に実施することにより、学校教育の円滑な実施とその成果の確保に資するた
め、児童・生徒の健康保持の増進、安全確保に努めた。
　宇治久世医師会から、校医報酬の増額（出校料の付与）を求められている。
　また、令和2年度は新型コロナウイルス感染症対策のため、各種検診・検査の時期や感染対策等を調整のうえ、実施した。

事業の概要

② 健康教育の充実

　宇治市立全小学校・全学年児童の希望者を対象にフッ化ナトリウム水溶液によるフッ化物洗口（うがい）を実施する。

令和2年度の取組及び実績

　宇治市立全小学校・全学年児童の希望者を対象に、フッ化ナトリウム水溶液によるフッ化物洗口（うがい）を実施した。
　　◎事業実施児童数　　　　 5,235人     ◎事業実施率　　　　　　　約56.0％     ◎平均実施回数             10.0回

　各家庭のパソコンや携帯電話等で弁当の注文予約・代金支払手続きが可能となる予約システムにより、家庭の事情等で持
参できない生徒の昼食の提供を行う。

―事　業　名　称 幼稚園、小・中学校保健管理費

■主な取組

事　業　名　称 フッ化物洗口事業費

中学校昼食提供事業費 関連
施策

■推進施策

　　□拡大　　　　□現状維持　　　　■改善・効率化　　　　□縮小　　　　　□休止・廃止　　　　□完了

取組の効果及び今後の課題

　栄養面に配慮した昼食提供を行うことにより、生徒の健全な発育の促進に努めた。
　中学校給食の実施まで持参弁当の補完的役割を果たす本事業については、総括を踏まえた事業の継続が必要である。

令和２年度の取組及び実績

　利用実績
 　南宇治中学校  5.2％   西宇治中学校  0.3％   西小倉中学校  0.8％   広野中学校     0.3％   宇治中学校     0.0％
   東宇治中学校  0.2％   北宇治中学校  0.2％   木幡中学校     0.1％   槇島中学校　   0.6％   黄檗中学校     0.1％

学校管理課

事業の概要

　学校保健及び学校安全に関し、法令に定める健康診断の実施や環境衛生の確保に努め、学校管理下における事故災害
に対する必要な給付を行い、園児、児童・生徒の心身の健全な育成を図る。

令和2年度の取組及び実績

事　業　名　称

　園児、児童・生徒の健康診断や各種検診・検査を実施した。

　◎小学校保健管理費　　72,330千円  ◎中学校保健管理費　　34,030千円  ◎幼稚園保健管理費　　　　3,637千円
　◎小学校心臓検診充実費　　　5,859千円   ◎中学校心臓検診充実費　　　3,078千円
　◎結核予防対策費　　　　　 　　　  36千円

① 運動習慣の定着（体力向上）

取組の効果及び今後の課題

学校管理課 関連
施策

　う歯予防効果の高いフッ化物洗口の実施により、児童の健全な発育の推進に努めた。フッ化物洗口は継続的に実施する
ことで、う歯予防効果が高まることから、引き続き実施することでう歯保有率が減少する見通しである。
　フッ化物洗口は継続実施することにより、う歯予防効果が高まる事業であるため、引き続き実施した上で、児童のう歯保有
率の推移を長期的に確認する必要がある。また、フッ化物洗口だけでなく、歯科治療の促進やその他各種う歯予防対策を
併せて行うことにより、う歯保有率の低下に努める必要がある。
　令和2年度は新型コロナウイルス感染症の影響により、前年度と比べ、実施児童数は3,508人減、平均実施回数は1/2を下
回った。

　　□拡大　　　　■現状維持　　　　□改善・効率化　　　　□縮小　　　　　□休止・廃止　　　　□完了

所管課 学校管理課

事業の概要

③ 食育の充実

④ 安全教育の充実

関連
施策

―

取組の効果及び今後の課題

　　□拡大　　　　■現状維持　　　　□改善・効率化　　　　□縮小　　　　　□休止・廃止　　　　□完了

　また、利用率が低調であることから利用する意思のある生徒に対して利用しやすい工夫を今後とも検討していく必要がある。
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今後の方向性

今後の方向性

今後の方向性

事業の概要

　調理委託によって給食運営の効率化を図るとともに、給食環境の改善を進め、成長期にある児童の健全な育成を推進す
ることができた。
　平成24年度に第2次学校給食調理民間委託実施方針の総括を行い、令和２年度まで直営校6校・委託校14校の給食調理
体制を維持することとした。委託料や業者選定方法、契約内容等について市場動向を十分に把握し、検討していく必要が
ある。給食食器・トレイについても、導入から一定期間を経過していることから、特に劣化が著しいものについては、計画的な
更新を検討していく必要がある。

関連
施策

―事　業　名　称

事業の概要

中学校給食の実施に向け、各中学校に必要となる配膳室の配置検討などを行う。

令和２年度の取組及び実績

　令和２年度宇治市子どもの安全な生活を守るネットワーク会議は新型コロナウイルス感染症の影響により中止

取組の効果及び今後の課題

　本ネットワーク会議の共同アピールのもとに、小学校区ごとに「学区安全管理委員会」が組織され、学校・家庭・地域社会
が共に手を携えながら、地域ぐるみで子どもの安全を守るという本市独自の取組が進められている。
　今後、さらに地域への周知を広げるとともに、子ども達への充実した安全教育実施に向け検討をすすめる。

所管課 学校教育課 関連
施策

―

事業の概要

　学校や幼稚園、家庭、地域諸団体及び警察や行政が緊密に連携し、子どもの安全を守る取組をより強固なものとすること
を目的に、平成16年12月「宇治市子どもの安全な生活を守るネットワーク会議」を設立し、毎年12月の「市民安全・安心推進
旬間」の取組の一つとして、本ネットワーク会議を開催する。

事　業　名　称 宇治市子どもの安全な生活を守るネットワーク会議

取組の効果及び今後の課題

  給食センター方式での実施に向けて、引き続き早急な用地の確保及び学校現場との調整に取り組む必要がある。

  中学校給食検討委員会の意見を踏まえ策定した「宇治市中学校給食基本構想」に基づき、給食センター方式での実施を
目指す中で、各中学校に必要となる配膳室の配置検討を行った。
  ◎事業委託料　495千円

　◎調理業務委託料          14校委託　　　　  　　　 　208,755千円
　◎非常勤職員（学校栄養士）配置　　10校　　　　      27,873千円
　◎給食用トレイ購入費（更新）        給食用トレイの購入費用   　271千円

取組の効果及び今後の課題

　　□拡大　　　　□現状維持　　　　■改善・効率化　　　　□縮小　　　　　□休止・廃止　　　　□完了

学校管理課所管課中学校給食準備事業費

　平成12年度から毎年の調理員の退職数に合わせて順次自校民間委託調理方式への移行を進め、給食運営の効率化を
進めるとともに、委託化による財政効果を活用し、給食食器更新など学校給食環境の整備や非常勤職員（学校栄養士）等
の配置を行う等の給食環境の向上を図る。

令和２年度の取組及び実績

―所管課 学校管理課事　業　名　称 給食・調理環境充実費（管理運営分） 関連
施策

令和２年度の取組及び実績

　　□拡大　　　　■現状維持　　　　□改善・効率化　　　　□縮小　　　　　□休止・廃止　　　　□完了

　　□拡大　　　　□現状維持　　　　■改善・効率化　　　　□縮小　　　　　□休止・廃止　　　　□完了
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施策4　特別な教育的支援が必要な子どもへの支援の充実

① 就学前から一貫した支援体制の構築

⑤ 希望に沿った進路の確保

今後の方向性

今後の方向性

④ 校内体制の整備・充実

令和2年度の取組及び実績

　就学奨励費の支給や物品の購入などにより、保護者の経済的負担の軽減を図るとともに、特別な支援を必要とする児童・
生徒の教育内容の充実や機会を確保することができた。
　今後、児童・生徒のニーズの多様化が進むなかで、個々の教育的ニーズに応じた学習面・生活面の学びをより充実し、個
別最適化に向けた教育を目指し継続実施する。

取組の効果及び今後の課題

　◎小学校特別支援教育費　　3,444千円
　　　　うち扶助費　2,891千円     うち備品等　  553千円
  ◎中学校特別支援教育費　　1,318千円
　　　　うち扶助費　1,009千円     うち備品等　  309千円

　小学校は、2学級増設、3学級減の20校42学級、中学校は、2学級増設、１学級減の10校26学級の特別支援学級を設置
し、児童・生徒の障害の状況や特性に応じた適切な教育を進めるとともに、就学奨励費を支給した。
　◎小学校特別支援学級開設費　　1,245千円     ◎中学校特別支援学級開設費　　　 678千円

所管課 学校教育課 関連
施策

―

　市内各校においては、いきいき学級支援員を活用する中で取り出し指導等、個別の指導・支援を行うことができた。そうし
た中で特別支援教育コーディネーターを中心とした特別支援教育推進体制を確立することができ、配慮が必要な児童生徒
の個別の教育支援計画及び個別の指導計画等に基づく組織的で継続的な指導を実施することができるようになってきた。

　いきいき学級支援員を活用する中で特別支援教育コーディネーターが各教室の状況を把握したり、個別面談を行ったりす
ることができた。そうした中で特別支援教育コーディネーターを中心とした校内の特別支援教育に関わる支援体制を確立す
ることができ、当該児童生徒の個別の指導計画は1,205名分、率にして72.5％を作成することができ個別指導の充実が図れ
た。
　個別の指導計画の作成対象は、通級による指導や個別取り出しによる指導を受ける子どもを主として特別な教育的支援が
必要な子どもとして全員分の個別の指導計画作成を目指しており、通級による指導生徒に対しては全員分の作成ができて
いる。今後も、作成の対象を精査し、有効な支援を継続的に行うことを目指す。

■推進施策

② 特別支援教育の充実

③ 発達障害の早期支援

■主な取組

事　業　名　称 いきいき学級支援員設置費 学校教育課 関連
施策

施策1
施策8

　　□拡大　　　　■現状維持　　　　□改善・効率化　　　　□縮小　　　　　□休止・廃止　　　　□完了

　　□拡大　　　　■現状維持　　　　□改善・効率化　　　　□縮小　　　　　□休止・廃止　　　　□完了

所管課

事業の概要

取組の効果及び今後の課題

　障害のある児童・生徒の教育的ニーズに応じた教育を進めるため、特別支援学級等の運営を行う。また、特別支援学級在
級児童・生徒の保護者の経済的負担軽減を図り、義務教育を保障するため、就学奨励費の支給を行う。

事業の概要

　通常の学級における発達障害を含む障害のある児童生徒の学習面や生活面の困難を改善するため、市立小・中学校に
支援員(宇治市会計年度任用職員)を配置し、通常の学級に在籍する発達障害を含む障害のある児童生徒への特別支援
教育校内推進体制を整備する。

令和2年度の取組及び実績

事　業　名　称 小・中学校特別支援教育費
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今後の方向性

今後の方向性

事業の概要

　宇治市立幼稚園に入園を希望し、教育的な支援を必要とする幼児とその保護者に対して、一人一人の 障害の種類や状
況はもとより、それぞれの教育的ニーズに十分留意し、丁寧な就園支援をすすめる。

令和2年度の取組及び実績

　令和3年度入園願書提出者及び進級児のうち、各園で勧奨したケース及び保護者が希望したケースについて教育相談を
実施した。

取組の効果及び今後の課題

　発達的な課題及び行動面に関する課題のある幼児の的確な実態把握と、必要となる教育的な支援の検討を通して、個に
応じた支援や体制のみならず、その土台となる基礎的環境整備としての保育の充実・向上が図れた。
　入園後、集団生活を経験する中で、乳幼児検診や家庭では見えなかった課題が生じるケースや、保護者の障害受容が進
まないケースに対して、継続的に検討・支援していく必要がある。

事　業　名　称 就園支援委員会 所管課 学校教育課 関連
施策

―

事業の概要

　就学支援委員を任命又は委嘱し、障害のある児童、生徒及び就学前の幼児に対し、障害の状態、発達段階、特性などを
的確に把握し、個々の教育的ニーズに応じた就学の相談を行う。
　就学指導委員会に4つの専門部会を置いて相談活動等を実施する。

令和2年度の取組及び実績

　就学相談部・・・障害児一人一人の障害と発達の実態に基づいて、就・修学指導のための相談活動を行った。
　進路指導部・・・障害児一人一人の障害と発達の実態に基づいて、児童生徒の就・修学及び進路の実現のための相談活
動を行った。
　調査研究部・・・障害児の就・修学や発達促進のための調査活動並びに必要な調査研究を行った。
　啓発部・・・・・・・障害や障害児（者）に対する偏見や差別をなくし、特別支援教育に対する理解を高めるための研修・啓発
活動を行った。新型コロナウイルス感染症拡大防止のため啓発の集いは中止とした。

取組の効果及び今後の課題

　特別な支援を必要とする幼児児童生徒について、障害の状態と教育的支援について検討し、特別支援学校、特別支援学
級等、児童生徒の教育的ニーズにあった、就学、進路の相談を、新型コロナウイルス感染症拡大防止対策のため、参観や
体験など、内容を精選しながら行った。また、啓発紙「青い空に」を発行し、特別支援教育に対する理解を高める活動ができ
た。
　相談件数の増加に対して、切れ目ない支援につながるように、関係機関との連携と相談支援の継続が必要である。

事　業　名　称 就学支援委員会 所管課 学校教育課 関連
施策

―

　　□拡大　　　　■現状維持　　　　□改善・効率化　　　　□縮小　　　　　□休止・廃止　　　　□完了

　　□拡大　　　　■現状維持　　　　□改善・効率化　　　　□縮小　　　　　□休止・廃止　　　　□完了
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施策5　就学前の子どもに関する教育の充実

今後の方向性

今後の方向性

今後の方向性

事業の概要

③ 中学校ブロックにおける保幼小中の連携強化

事　業　名　称 幼稚園預かり保育事業費 学校教育課 関連
施策

令和2年度の取組及び実績

―

事業の概要

市立幼稚園の教育課程に係る教育時間終了後に、在籍園児のうち希望する者を対象に預かり保育を行う。

令和２年度の取組及び実績

取組の効果及び今後の課題

所管課

  就園時間後の預かり保育事業を試行実施することで、就学前教育の充実と保護者ニーズへの充足が図れた。
  令和3年度から、東宇治幼稚園で預かり保育を開始し、新型コロナウイルス感染症対策を施した上で、市立幼稚園の全園
で試行実施する。

　　■拡大　　　　□現状維持　　　　□改善・効率化　　　　□縮小　　　　　□休止・廃止　　　　□完了

事　業　名　称 保幼小合同研修講座 所管課 学校教育課 関連
施策

―

取組の効果及び今後の課題

　市立幼稚園2園（神明幼稚園・木幡幼稚園）において、園の開園日に預かり保育を試行実施した。
　実施時間：月・火・木・金 - 14:00～17:00   水 - 11:45～17:00
　利用料：1時間200円（上限1,000円／日）
　利用人数（のべ）：神明幼稚園　605人       木幡幼稚園　628人
　新型コロナウイルス感染症の影響で２か月未実施の期間があったが、元年度より利用者数は増加した。

　幼児期の教育において育まれた資質・能力を踏まえ、小学校教育が円滑に行われるよう、保育所・幼稚園・認定こども園と
小学校が、研修を通じて「幼児期の終わりまでに育ってほしい姿」を念頭においた、幼児期の教育と小学校教育の円滑な接
続について学び合う。

　　□拡大　　　　■現状維持　　　　□改善・効率化　　　　□縮小　　　　　□休止・廃止　　　　□完了

事業の概要

　ＪＥＴプログラム｢語学指導等を行う外国青年招致事業｣(総務省、外務省、文科省、国際化協会)で招致した10名を、英語指
導助手（ＡＥＴ）として市立小・中学校だけでなく幼稚園へも派遣し、各園における就学前の国際理解教育の一助とする。

令和2年度の取組及び実績

　新型コロナウイルス感染症拡大防止対策を講じるため、ソーシャルディスタンスを保ち対面での交流となった。絵本の読み
聞かせ等、楽しめる内容を工夫して実施できた。
　年間、幼稚園3園へ延べ42日、一園あたり月2回のペースで派遣することができた。

取組の効果及び今後の課題

　園児が英語指導助手と交流することで、異文化や言語に興味・関心を持つことができた。
　限られた訪問回数の中、新型コロナウイルス感染症の影響下でのソーシャルティスタンスを保った指導のあり方を含む、よ
り効果的な活用方法等を検討する必要がある。

事　業　名　称 英語指導助手設置費 所管課 学校教育課 関連
施策

施策1

■推進施策

① 子育て支援の充実

② 公立幼稚園教育の充実

　本事業において、カリキュラムの接続が次の課題であったため、モデル園校の取組により、その意義について共有すること
ができた。令和2年度、受講者がいなかった公立保育所に対し、保育支援課と連携して働きかけを行っている。
　今後はモデル園校の取組を広げるため、本事業において教育という観点をもちながら小学校と就学前施設の教員や保育
士等が協働で研修を行うことにより、教育の質の確保・向上を目指し、市内のどの就学前施設に所属していても、小学校に
向かう学びの芽生えをしっかりと培うことができるようにするなど縦の接続とともに、横の連携の強化を図っていく。

　カリキュラムの接続を目指して、 モデルとして取り組む公立幼稚園と小学校を指定し、取組の過程や成果と課題について
の実践報告を行った。また、「幼児期の終わりまでに育ってほしい姿」を読み取るビデオ視聴を行い、山城教育教育局指導
主事の指導助言を受けた。緊急事態宣言解除直後であったため、研究協議については実施しなかった。受講者は36名。

■主な取組

　　□拡大　　　　■現状維持　　　　□改善・効率化　　　　□縮小　　　　　□休止・廃止　　　　□完了
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施策6　教員の指導力量の向上

今後の方向性

今後の方向性

　生徒指導の推進、研究を行うとともに、児童生徒の問題行動に対し適切な指導を行うため、年度当初の宇治市小・中学校
生徒指導担当者会議において、小中学校で起こっている問題行動の状況を共有するとともに、指導の重点について研修を
行っている。さらに、毎月、宇治市中学校生徒指導主任会を開催し、問題行動の報告を受けるとともに、適切な指導方法に
ついての研修を実施している。
　令和2年度については、新型コロナウイルス感染症の影響により、年度当初の担当者会議が中止なり、さらに、生徒指導主
任会も中止した月があった。、
　１１月を「いじめ防止啓発月間」として設定し、いじめ防止のための啓発活動を実施した。

　問題行動　　　延べ指導人数　　 小学校　　　　241人（前年比   118人減）     中学校　 　　 311人（前年比 　181人減）

取組の効果及び今後の課題

　　　□拡大　　　　□現状維持　　　　■改善・効率化　　　　□縮小　　　　　□休止・廃止　　　　□完了

事業の概要

　適切な指導体制、相談体制を確保し、教職員の指導力量の向上を図るため、生徒指導の推進と研究、指導体制の整備等
を行う。
  また、「いじめ防止月間」を設定し、いじめ防止の取組を強化する。

事　業　名　称

　研修の実施等を通じて、教員の指導力の向上を図った。問題行動への指導延べ人数は小・中学校ともに減少した。また、
いじめ防止啓発のための掲出物により、児童生徒及びその保護者並びに教職員に対していじめを防止することの重要性に
関する理解を深める機会としている。
　児童・生徒の問題行動は、低年齢化等の課題を抱えており、適切な指導体制、相談体制の確保と教員の指導力の向上を
図る必要がある。
　また、いじめの発生しにくい学級集団作りに向けた研修や正しい認識と迅速な対応に向けた研修の充実を図る必要があ
る。

教育支援課 関連
施策

施策2

令和2年度の取組及び実績

生徒指導研究推進費 所管課

■推進施策

　本市学校教育の諸課題について研修を深め、校内研修の実施を促し、教職員の資質能力の向上及び指導力の充実・強
化を図るため、一般研修（職能別研修、教職経験年数別研修、専門研修、公開授業研修、領域別研修）と専門研修（英語
教育研修）、情報教育研修の講座を開設する。

令和2年度の取組及び実績

　国・府・本市の教育課題に対応できる研修を進め、教職員の資質能力の向上・指導力の向上に寄与した。
　今後さらに、時代の潮流を踏まえた資質・能力の向上や、市教職員人材育成を狙う講座を充実させる。なお、管理職のマ
ネジメント能力の向上については、府教委が主催する研修や講座等への参加を促している。

事　業　名　称

取組の効果及び今後の課題

講座等開催費 所管課 学校教育課

　10年目研修前の若手を対象とした中堅教職員研修講座、初任者研修、小中一貫教育非常勤講師研修など市独自の教職
員研修や研究活動を実施した。新型コロナウイルス感染症の影響により、予定していた計画のうち、一般研修5講座、情報教
育研修2講座以外は中止とした。

関連
施策

施策2

事業の概要

② 管理職のマネジメント能力の向上

　　□拡大　　　　□現状維持　　　　■改善・効率化　　　　□縮小　　　　　□休止・廃止　　　　□完了

■主な取組

① 市独自の教職員研修や研究活動の充実
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今後の方向性

今後の方向性

　同和問題（部落差別）をはじめとする様々な人権問題について認識の深化を図り、指導方法を研修することで、指導力の
向上を図ることができた。特に一昨年度府教委実施の「人権教育に関する教職員の意識調査」の結果を踏まえ、知的理解
に重点を置いたことで、同和問題（部落差別）の現状、関連法の趣旨などについて見直す契機となった。今後、より若い世代
が益々増えることを踏まえ、同和教育の成果と手法を継承し、指導力向上を図るため、研修内容について見直しを図りた
い。

事業の概要

　市立幼稚園、小・中学校の教職7年目、12年目の教職員が「人権教育及び啓発の推進に関する法律」に基づいて策定さ
れた「宇治市人権教育・啓発推進計画」に従い、人権問題について理解を深め、同和問題をはじめとした様々な人権問題
に対する教員の人権意識高揚と指導力向上を図る。

令和2年度の取組及び実績

　　□拡大　　　　■現状維持　　　　□改善・効率化　　　　□縮小　　　　　□休止・廃止　　　　□完了

関連
施策

学校教育課 関連
施策

　事例研究セミナーの実施等を通じて、教員の指導力の向上を図った。ふれあい学習会は、児童生徒の保護者及び教職員
に対して不登校に対する理解を深める機会としている。
　教職員の教育相談における指導の力量を高めるとともに、保護者の対応、関係機関との連携方法などについて学ぶ機会
の拡充が必要である。

事　業　名　称 不登校児童生徒自立支援教室運営費

取組の効果及び今後の課題

　事例研究セミナーやふれあい学習会などを通じて、保護者への啓発、関係機関との連携方法など、教職員の教育相談に
おける指導力量の向上を図る。

施策2

施策２

　　　□拡大　　　　■現状維持　　　　□改善・効率化　　　　□縮小　　　　　□休止・廃止　　　　□完了

所管課

所管課 教育支援課

事業の概要

令和2年度の取組及び実績

　人権教育研修講座を実施し、61名が参加した。

事　業　名　称 人権教育研修講座

　不登校児童生徒への対応等について、保護者に対する啓発を行うため、ふれあい学習会を開催するとともに、児童生徒
に対し適切な指導を行うため、教職員に対して事例研究セミナーを開催した。
  様々な要因が重なり、不登校となっている傾向にはあるが、令和2年度については、4月・５月の学校の臨時休校により家庭
で過ごす時間が長かったことや、学校生活においても変化が多かったことが影響していると考えられる。
　
　不登校　　　　人数　 　　　　 　　  小学校  92人（前年比  18人増）、     中学校  133人（前年比  16人減）

取組の効果及び今後の課題
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施策7　地域社会の力をいかした学校運営の推進

④ 大学・団体・企業などとの連携の拡大

今後の方向性

今後の方向性

令和2年度の取組及び実績

　学校評議員活動に対する理解を深め、地域の特性を活かした特色ある学校運営に関する知識や情報を得る機会とするた
め、例年実施してきた。
　学校運営に関わって、学校評議員からいただいた意見を基に、地域とともにある学校づくりを推進する。学校評議員の懇
話会開催は、令和4年度に開始するコミュニティ・スクールについての理解・周知を図る機会とする予定。

取組の効果及び今後の課題

事　業　名　称 学校評議員懇話会開催費 所管課 学校教育課 関連
施策

施策11

　新型コロナウイルス感染症拡大防止対策を講じる中、学習内容や行事が変更となり、例年と異なる状況ではあるが、学校
経営計画（スクールマネージメントプラン）、学校運営やそれぞれの学校の課題、学校評価に係るアンケート調査の結果等に
ついて、多様な意見を幅広くいただくことができた。
　小中一貫教育の取組について、今後の課題も含めて意見をいただくことができた。学校評価に係るアンケート調査の結果
について、学校外の方から多様な意見を幅広くいただくことができた。
　宇治市評議員制度については、コミュニティ・スクール（学校運営協議会）への緩やかな移行を図っていく。

取組の効果及び今後の課題

事業の概要

学校教育課

① 地域特性をいかした特色ある学校運営の推進

施策11

令和2年度の取組及び実績

　学校・家庭・地域が連携協力しながら一体となって子どもの健やかな成長を担っていくため、地域に開かれた学校づくりを
より一層推進する観点から、各小中学校長からの推薦を受け、学校評議員を委嘱する。

事　業　名　称 学校評議員委嘱 所管課

■推進施策

関連
施策

③ 教育委員会独自の活動の推進

■主な取組

　　□拡大　　　　□現状維持　　　　■改善・効率化　　　　□縮小　　　　　□休止・廃止　　　　□完了

② 学校からの情報発信の充実

　市立小学校22校、中学校10校で133名の学校評議員を委嘱した。
　学校評議員会の開催については、開催方法や回数等、新型コロナウイルス感染症拡大防止対策を講じる中での実施と
なったが、限られた機会の中で学校運営、家庭及び地域社会との連携に関する事項等について意見をいただいた。
　意見を聞く会議や、個別に意見を聞く機会を各小中学校で持つことができた。

　新型コロナウイルス感染症に係る対応のため中止。

事業の概要

　　□拡大　　　　□現状維持　　　　■改善・効率化　　　　□縮小　　　　　□休止・廃止　　　　□完了

　中学校ブロックの交流を促進し、学校と家庭及び地域社会の連携を深めるため、学校評議員懇話会を開催し、情報を共
有するとともに、教育活動全般について見識を広めていただくために開催する。
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今後の方向性

今後の方向性

今後の方向性

　　□拡大　　　　□現状維持　　　　■改善・効率化　　　　□縮小　　　　　□休止・廃止　　　　□完了

　　■拡大　　　　□現状維持　　　□改善・効率化　　　　□縮小　　　　　□休止・廃止　　　　□完了

事業の概要

　保護者及び幅広い地域住民等が学校運営へ参画する「コミュニティ・スクール」と、社会全体で未来を担う子どもたちの成
長を支え、地域を創生する「地域学校協働活動」を一体的に推進することにより、「地域とともにある学校」を実現する。市内
全小学校のコミュニティ・スクール導入に向けて、先進地視察や府の主催する研修への参加等教育委員会としての機能構
築のため研究を推進するとともに、研究推進校3校を指定し、実践で得た手法等を市内各校に伝達する。

令和2年度の取組及び実績

　〇コミュニティ・スクールと地域学校協働活動の導入・促進に向けた活動
　　・先進地視察
　　　　　視察2回　西宮市教育委員会、奈良市教育委員会
　　・研究推進校の指定
　　　　　研究推進校4校　菟道小学校、南宇治中学校、宇治黄檗学園（宇治小・黄檗中）
　　・研修会の実施
　　　　　開催数2回　研究推進校研修会、全体研修会

取組の効果及び今後の課題

　宇治市立全小中学校において、コミュニティ・スクールと地域学校協働活動の実施に向け、京都府教育委員会、近隣先進
推進地域より情報を集約しつつ、研究推進校を指定し取組を進め、実施に向けた課題整理を行った。令和4年度全小中学
校導入に向けて各校との連携・協力・支援の継続が必要となり、広く周知を図っていく必要がある。今年度の本事業の課題
としては、法的整備、地域学校協働活動推進員の確保、そして、コミュニティ・スクールと地域学校協働活動を統括できるシ
ステムの構築が必要である。

事　業　名　称 地域学校協働活動推進費 所管課 学校教育課・教育支援課 関連
施策

施策10

関連
施策

事業名（実施場所） 対象者

宇治市小学生理科教室（京都大学宇治キャンパス） 小学校5・6年生

京都大学施設訪問（黄檗プラザきはだホール） 小学校1校

宇治市中学生理科教室（エネルギー理工学研究所）

事業の概要

　京都大学宇治キャンパスの最先端技術の見学及び、京都大学の研究者による講義や体験（実験）授業の実施。

令和2年度の取組及び実績

　　下記事業を予定していたが、新型コロナウイルス感染症拡大の影響により全て中止になった。

中学校科学（理科）部員

取組の効果及び今後の課題

　小・中学生が、実際に京都大学宇治キャンパスへ足を運び、学校とは異なる最先端の科学技術に触れることにより、京都
大学宇治キャンパスをいっそう身近に感じ、科学への興味関心を高めることができる。
　限られた児童・生徒しか参加できないことが課題であり、ICT機器の活用による、市内小・中学校の教員が共有する等の方
策を検討している。

施策1

事　業　名　称 学校支援チーム活動費

　社会福祉士、臨床心理士等の専門家を交えた「宇治市学校支援チーム」を設置するとともに、顧問弁護士及びスクール
ソーシャルワーカーによる、幼、小・中学校の組織的、体系的な支援の取組を進めた。
　支援チーム会議開催数　　7回

取組の効果及び今後の課題

事　業　名　称

所管課 教育支援課 関連
施策

―

令和2年度の取組及び実績

　 直接、専門家から助言を受けることができ、その後の対応の方向性を整理できるようになるなど、学校運営に活かすことが
できた。また、従前、学校や教職員が抱え込んでいた負担感を軽減することができた。
　学校支援チームから受けた助言を事例集等にまとめ、他の小・中学校でも活かすことが必要である。

　　□拡大　　　　□現状維持　　　　■改善・効率化　　　　□縮小　　　　　□休止・廃止　　　　□完了

事業の概要

　いじめ問題をはじめ、現場だけでは解決困難な問題について、学校支援チームを設置することにより、幼、小・中学校を組
織的、体系的に支援を実施する。

スクール・サイエンス・サポート事業 所管課 学校教育課　
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施策8　時代のニーズに応じた教育環境の整備

今後の方向性

今後の方向性

　　□拡大　　　　□現状維持　　　　■改善・効率化　　　　□縮小　　　　　□休止・廃止　　　　□完了

事　業　名　称

事業の概要

　通常の学級における発達障害を含む障害のある児童生徒の学習面や生活面の困難を改善するため、市立小・中学校に
支援員(宇治市会計年度任用職員)を一日当たり4時間程度を配置し、通常の学級に在籍する発達障害を含む障害のある
児童生徒への特別支援教育校内推進体制を整備する。

令和2年度の取組及び実績

取組の効果及び今後の課題

取組の効果及び今後の課題

  トイレの洋式化率向上及び屋内運動場照明のＬＥＤ化を進めることができた。
  各学校施設が老朽化するなか、安全・安心を確保し、よりよい教育環境をトータルコスト縮減や予算の平準化を図りながら
実現するため、「宇治市学校施設長寿命化計画」に沿って、今後も計画的に施設の維持・整備を行うとともに、状態に応じた
適切な対応を行うことが求められる。

いきいき学級支援員設置費 所管課 学校教育課
関連
施策

施策1
施策4

関連
施策

―

事業の概要

　施設・設備の老朽化や損耗が著しいものについて、安全性の確保や教育環境の向上、充実を図るために、日々の維持管
理と計画に基づいた改修を行う。

令和２年度の取組及び実績

　平成２０年度から、第２次学校施設整備計画に基づき、計画的に改修を行っている。
　令和２年度は北槇島小学校、笠取小学校および南宇治中学校のトイレ・ライフライン改修工事、神明小学校、広野中学校
の屋内運動場非構造部材耐震改修工事を行った。また合わせて、西小倉小学校、北小倉小学校、南小倉小学校および西
小倉中学校のトイレ改修工事を行った。

⑧ 分散進学の解消

■主な取組

事　業　名　称 小・中学校、幼稚園維持整備事業 所管課 学校管理課

③ 校内体制の整備・充実

④ 小・中学校教材の充実

⑤ 登下校時の安全の確保

⑥ 児童虐待防止への対応

⑦ 就学援助の実施

■推進施策

① 学校施設・設備の計画的な整備

② 教育情報ネットワークシステムの整備

　特別支援教育コーディネーターを中心とした校内の特別支援教育に関わる支援体制を確立し、個別の指導計画に基づき
取り出し指導の計画等を立てることができた。その計画に沿って、いきいき支援員を活用することで、取り出しによる教育的
ニーズに応じた指導を行うことができた。当該児童生徒の個別の指導計画は、1,205名分、率にして72.5％を作成することが
できているが、個別指導の一層の充実を図るために、引き続き、支援の必要な児童生徒全員分の個別の指導計画作成を目
指す。

　市内各校においては、いきいき学級支援員を活用する中で取り出し指導等、個別の指導・支援を行うこともできた。そうした
中で特別支援教育コーディネーターを中心とした特別支援教育推進体制を確立することができ、配慮が必要な児童生徒の
個別の教育支援計画及び個別の指導計画等に基づく組織的で継続的な指導を実施することができるようになってきた。

　　□拡大　　　　■現状維持　　　　□改善・効率化　　　　□縮小　　　　　□休止・廃止　　　　□完了
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今後の方向性

　

今後の方向性

―

事業の概要

　地域の方々の協力を得て、有償ボランティアとして各校・園に登録いただいた学校運営支援員（スクールサポーター）が、
以下の活動を行う。
　〇校（園）内の不審者の侵入を防ぐため、防犯カメラのモニターや目視での来校者の確認。
　〇必要に応じて校（園）内巡視。
　〇正門や通用門の閉鎖の徹底等、「宇治市学校（園）安全対策マニュアル」の遵守を中心とした校務支援に協力。

令和2年度の取組及び実績

今後の課題

事　業　名　称 緊急安全対策事業費　 所管課 教育総務課・学校教育課
関連
施策

所管課 学校管理課 関連
施策

　小中学校登下校時におけるスクールバス3台の運行委託を行った。またワゴン車1台の運行委託により、給食運搬を行っ
た。
　◎特認入学パンフレット印刷費　　　　　　　 　  70千円　　　◎笠取地区通学バス等維持管理費　　　　 　 440千円
　◎笠取地区通学バス等運行委託料        17,700千円

取組の効果及び今後の課題

―

令和2年度の取組及び実績

　スクールバス・給食運搬用ワゴンの運行を計画的に行った。
  令和2年度は、車内換気やアルコール消毒等の新型コロナウイルス感染症対策を行いながらスクールバスの運行を行っ
た。
  車両の老朽化に対応して計画的な更新を行うとともに、山間部の通学負担の軽減、教育水準の維持及び特認校制度維持
のため、スクールバス及び給食運搬用ワゴンの運行を引き続き実施する必要がある。一方で、スクールバスを地元住民が利
用できるようにとの要望があり、一定の検討を必要としている。

事　業　名　称 小・中学校教材充実費　 所管課 関連
施策

施策1

　教材等の購入費用について適正に執行し、各校における教育環境を整備することにより、教育活動の充実に寄与した。
　多様化する教材に対して、学校現場のニーズに合わせ、今後も継続して、理数教材を含めて各校の特色を活かした教材
備品の整備を行い、教育環境の充実に努める。

取組の効果及び今後の課題

　小中学校登下校時におけるスクールバス3台の運行委託を行う。またワゴン車1台の運行委託により、給食運搬を行う。

令和２年度の取組及び実績

事　業　名　称 へき地校通学対策費　

　　□拡大　　　　■現状維持　　　　□改善・効率化　　　　□縮小　　　　　□休止・廃止　　　　□完了

事業の概要

学校教育課

　　□拡大　　　　■現状維持　　　　□改善・効率化　　　　□縮小　　　　　□休止・廃止　　　　□完了

　小・中学校の一般教材備品、理科教育振興備品などの充実を図り、教育環境の整備に努めた。
　　◎小学校教材充実費　　34,719千円     ◎中学校教材充実費　　20,000千円

事業の概要

　各教科の授業等で必要な教材について、教材備品の整備に関する規程を設けるなど学校間の格差が生じないよう配慮し
ながら、教材の充実を図る。

　35校・園で合計130名の方にスクールサポーターとして登録いただき、半日（4時間以上）の活動を延べ12,753回行ってい
ただいた。
　なお、新型コロナウイルス感染症の影響により学校が臨時休業期間中で生徒や園児が登校・登園しない日については活
動していない。
　スクールサポーターは全員ボランティア保険に加入。
　また、私立幼稚園における運営支援員の配置に要する経費に対して補助を行った。

　　□拡大　　　　□現状維持　　　　■改善・効率化　　　　□縮小　　　　　□休止・廃止　　　　□完了

　スクールサポーターの高齢化による健康面の不安や、一部の学校（園）では人材確保に苦慮している状況がある。また、研
修の必要性や待機ボックス設置の必要性等に対する意見もある。活動実態の把握、分析とともに、他の地域安全活動との連
携や中学校における防犯カメラの整備等、学校の適切な安全対策体制の構築に向けて検討し、園児・児童・生徒が安心し
て学べる環境づくりに努める。

　来校者のチェック機能、校内巡視、抑止力効果等、安全安心な学校（園）の確立という面での効果はもとより、「子供たちと
の良いつながり」「地域と学校のパイプ役」といった安全面以外の効果も見られた。

取組の効果及び今後の課題
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今後の方向性

今後の方向性

事業の概要

　学校の規模の適正化や小中一貫教育をより推進するため校区の再編を検討し、分散進学の解消などを目指す。

令和２年度の取組及び実績

―

―

事業の概要

　義務教育を受ける機会を均等に保障するため、経済的な理由で就学が困難な児童・生徒の保護者に対し、学校で必要な
学用品費、給食費、校外活動費、医療費等の援助を行う。

関連
施策

所管課 学校教育課

　経済的な理由で就労が困難な児童・生徒の保護者に対し、就学援助費の支給を適正に執行し、児童・生徒の教育機会を
確保することができた。新型コロナウイルス感染症により収入が減少した保護者に対しても減少した収入に基づき、適切に対
応した。

事　業　名　称 校区再編の検討　 所管課 教育総務課 関連
施策

令和２年度の取組及び実績

　　◎小学校就学援助費　　　72,833千円
　　　　  新入学児童・生徒学用品費等の入学前支給　　　9,497千円
　　◎中学校就学援助費　　　32,208千円
　　　　  新入学児童・生徒学用品費等の入学前支給　　12,000千円

取組の効果及び今後の課題

事　業　名　称 小・中学校就学援助費　

　　□拡大　　　　■現状維持　　　　□改善・効率化　　　　□縮小　　　　　□休止・廃止　　　　□完了

　　□拡大　　　　■現状維持　　　　□改善・効率化　　　　□縮小　　　　　□休止・廃止　　　　□完了

　分散進学が小中連携の課題であることを踏まえ、学校規模の適正化にあたっては将来の就学児童生徒数の推移を見なが
ら、分散進学を是正するとともに、小中一貫校等の形態となるよう通学区域の再編を行うことについて、部内で検討を行っ
た。

取組の効果及び今後の課題

　（１）学校規模の適正化     （２）小中一貫教育の推進
  学校施設の今後の整備方針などと整合して、校区再編案の整理を行う。
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目標2 調和のとれた子どもの「育ち」を支える「家庭・地域の教育力」を向上させる

施策9　「家庭の教育力」の向上支援

今後の方向性

　第85・86・87号（年間3回）、1回あたり18,500部をオールカラーで発行し、新型コロナウイルス感染症が拡大するなか、幼稚園
児や小・中学生の活躍の様子を保護者等へ発信した。また、本市小中一貫教育の取組、学力向上に係る取組、各幼稚園、
小・中学校の特色ある取組、子育て応援コラムなど、本市の教育行政及び幼稚園・学校教育等に係る情報を記載した。

　新しい教育課題や、新型コロナウイルス感染症拡大防止対策を講じながら行う学校教育活動等についての情報発信は、保
護者や市民に教育施策とその成果の周知や理解・安心感を図る上でも重要である。保護者や市民からの関心も高く、今後より
紙面を充実していく必要がある。
　市民への本市教育に対する啓発と、家庭や地域と連携して子ども達を支援するといった視点からも、ホームページ等を活用
し、広く市民へもその周知を図る必要がある。

　　　□拡大　　　　□現状維持　　　　■改善・効率化　　　　□縮小　　　　　□休止・廃止　　　　□完了

令和2年度の取組及び実績

　市内保育所、幼稚園、小・中学校の保護者及び高等学校、特別支援学校、宇治市立各施設等へ「教育だより」を配布してい
る。

②「家庭教育力」を高めるための支援

事　業　名　称 所管課 学校教育課 関連
施策

■推進施策

① 家庭で望ましい習慣の定着促進

■主な取組

―教育だより発行費 

事業の概要

取組の効果及び今後の課題
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施策10　「地域の教育力」の充実

今後の方向性

今後の方向性

所管課 ―

　少年補導委員を中心に、街頭補導活動、社会環境浄化活動、市民啓発活動等の青少年非行防止活動の実施。

令和2年度の取組及び実績

教育支援課少年補導活動費　事　業　名　称

取組の効果及び今後の課題

　　　□拡大　　　　□現状維持　　　　■改善・効率化　　　　□縮小　　　　　□休止・廃止　　　　□完了

　(1)各小学校区を単位として110人を補導委員に委嘱した。
　(2)高齢の委員が多いため、毎月の校区補導などは、新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から規模を縮小するなど無
　　理のない範囲で実施し、コロナ禍においても地域の青少年非行防止活動を推進した。なお、緊急事態宣言期間中は活動
　　を休止した。
　(3)特別ブロック補導、県祭りでの全体補導やパネル展、街頭啓発活動、地域懇談会、社会環境調査・浄化活動などの活動
　　は中止となった。
　(4)各小学校区を単位とした地域での青少年非行の未然防止と青少年健全育成のため活動は、多くが中止となった。

関連
施策

所管課

取組の効果及び今後の課題

事　業　名　称

　校区補導等の活動については、マスクの着用や規模の縮小、密集の回避等の対策を講じながら、感染に不安を感じる委員
には活動を休んでもらうなど、無理のない範囲内での活動となったが、少年犯罪の未然防止のため一定の成果を上げた。
　地域懇談会などの活動内容については、新しい生活様式に準拠し工夫が必要である。
　また、少年補導委員の高齢化が進む中で、世代交代が各地域での課題である。

青少年健全育成推進費

事業の概要

　令和2年度は新型コロナウイルス感染症の影響により、多くの事業がやむなく中止となった。令和元年度に府立青少年海洋
センター「マリーンピア」で実施したジュニアリーダー育成のための養成学習会に参加した小学5年生31名のうち、中学入学後5
名がジュニアリーダー会に加入した。

　　　□拡大　　　　□現状維持　　　　■改善・効率化　　　　□縮小　　　　　□休止・廃止　　　　□完了

令和2年度の取組及び実績

　市内の多くの団体によって組織されている地域青少年健全育成協議会が実施する夏祭り、クリーン運動などの活動に対する
支援や府立青少年海洋センター「マリーンピア」でジュニアリーダーの育成を目指す養成学習会を実施。

⑤ 地域人材を活用した相談活動の充実

③ 青少年の成長を促す活動の充実

■主な取組

　新型コロナウイルス感染症の影響により、従来実施してきた活動の多くを中止せざるを得なかった。ジュニアリーダー育成の
ための養成学習会については、時期をずらしてアクトパル宇治での開催を検討したが、再び感染状況が悪化したため実施を
見送った。新しい生活様式を取り入れた活動内容の転換や、広報、募集方法について改善や工夫が必要である。

事業の概要

■推進施策

④ 地域の社会教育施設の活用

教育支援課

② 地域と青少年の絆を深める活動の展開

関連
施策

―

① 地域が主体となった青少年健全育成活動の推進
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今後の方向性

今後の方向性

今後の方向性

　　　■拡大　　　　□現状維持　　　　□改善・効率化　　　　□縮小　　　　　□休止・廃止　　　　□完了

　北槇島小学校、笠取第二小学校、平盛小学校で実施されたが、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、４月・５月は学
校が臨時休業となり放課後子ども教室の開催回数等は減少した。
　教室を持続するには地域に安定した協力体制があることが重要であり、複数校への広がりは難しいのが現状であるが、今後
は、地域学校協働活動を推進していくなかで、積極的に子どもを地域で育てるための取り組みを進めていく必要がある。

　小学校の余裕教室等を活用して、平日の放課後及び土曜日の午前中に遊びや学びの場を提供する地域活動に対して、教
育活動推進員及び教育活動サポーターを派遣し、子どもの放課後の居場所の確保に努めた。
　
・放課後学習会＆北槇っ子くらぶ（北槇島小学校）  ・笠二っ子クラブ（笠取第二小学校）  ・まなび（宿題）教室（平盛小学校）
　開催回数　年12回　   　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　開催回数　年183回　　　　　　　　　　　　　　開催回数　年146回
　参加者　延べ 240人　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   参加者　 延べ 899人　　　　　　　　　　　　　参加者　延べ2,607人

取組の効果及び今後の課題

放課後子ども教室支援事業費　

事業の概要

令和2年度の取組及び実績

―

　　　□拡大　　　　■現状維持　　　　□改善・効率化　　　　□縮小　　　　　□休止・廃止　　　　□完了

　青少年によるクリーン宇治運動を秋に実施している。
　宇治市子ども会連絡協議会に対して補助金を交付し、活動の援助を行う。

事　業　名　称

事業の概要

令和2年度の取組及び実績

青少年育成費　 所管課 ―

　　　□拡大　　　　□現状維持　　　　■改善・効率化　　　　□縮小　　　　　□休止・廃止　　　　□完了

―所管課

　例年、宇治市教育月間並びに子ども・若者育成支援協調月間の行事として、宇治市内中学校の代表生徒が１１月に宇治市
文化センターにて「主張」発表していたが、新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から会場での発表形式ではなく、誌上
発表として第39回宇治市「中学生の主張」大会を開催した。まとめ冊子を作成し、関係者へ配布したほか、教育支援課窓口で
配布、市ホームページに全文を掲載した。

関連
施策

　宇治市教育委員会・宇治市青少年健全育成協議会・宇治市連合育友会の共催により、中学生、保護者、市民等の参加の下
に、市内中学校（公立10校、私立１校）の代表生徒が「主張」を発表する。

中学生の主張大会開催費　

　平日の放課後及び土曜日の午前中に子どもの居場所を確保し、遊びの場・学びの場の提供を行う地域の推進組織に対し、
コーディネーター及び教育活動推進員、教育活動サポーターの派遣を行う。公募制。

生涯学習課

事　業　名　称 関連
施策

所管課事　業　名　称 教育支援課

取組の効果及び今後の課題

　中学生が考え、悩み、求めていることを誌上で発表することで、中学生が互いに考え、学び合う機会となり、市民の中学生に
対する理解と認識を深めることができた。新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から来年度以降の開催についても、規模
を縮小して開催するなどの工夫が必要である。

事業の概要

　(1)宇治市スポーツ少年団や宇治市少年少女合唱団、宇治文化少年団、河川レンジャー、ボーイスカウト、ガールスカウト、宇
治市子ども会連絡協議会・宇治市青少年健全育成協議会などで構成される青少年によるクリーン宇治運動実行委員会で、府
立宇治公園塔の島を中心に、ごみ・空き缶等の清掃作業や美化啓発活動を行った。令和2年度中央会場（第77回）は232名が
参加した。地域会場においては新型コロナウイルス感染症の影響により活動が制限される中で、4団体が活動を行った。

　(2)宇治市子ども会連絡協議会　補助金319千円　7支部　会員数942人

関連
施策

教育支援課

令和2年度の取組及び実績

　青少年によるクリーン宇治運動は、少年期から社会に貢献する意識の醸成を促進している。また宇治市子ども会連絡協議会
は地域の子どもを育てる各種事業実施に取り組んでいる。
　子ども会の組織率の低下もあり、子ども会連絡協議会が主催する事業に参加する子どもが固定化している。即効的な改善は
難しい。また、クリーン宇治運動に関しては、中央会場と地域会場の活動に一体感を持たせつつ取り組みを継続していく。

取組の効果及び今後の課題
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今後の方向性

今後の方向性

教育支援課

　　　□拡大　　　　□現状維持　　　　■改善・効率化　　　　□縮小　　　　　□休止・廃止　　　　□完了

　対象を児童生徒とその保護者等に絞り込んだ結果、リニューアル前より電話相談件数が激減した。市ホームページや学校を
通じてのチラシの配布、教育だよりへの掲載、Ｅメールアドレスの2次元コード掲示などを通じて、引き続き児童生徒や保護者
等への周知に努める必要がある。一方、児童生徒等の相談媒体がＳＮＳに変化している状況もあり、相談件数の推移を見なが
ら電話やＥメールによる相談の有効性を検証していく必要がある。

ふれあい教育相談 所管課 ―

　「宇治青少年こころの電話」をリニューアルし、既存の教育相談業務内での取り組みとして「ふれあい教育相談」を実施。既存
の相談事業と連携を取る中で児童生徒や保護者等が相談しやすい環境を整備した。ボランティアによる電話相談に加え、Ｅ
メールでも相談を受け付ける。電話相談日は、原則月曜日から金曜日までの午後1時から午後5時まで。

事業の概要

関連
施策

　令和2年度の相談件数は、電話15件、Ｅメール2件であった。
　午後1時から午後5時まで2交替制で相談を実施した。新型コロナウイルス感染症拡大による緊急事態宣言期間中は休止し、
教育支援課で電話相談を受ける体制をとった。
　また、従来の傾聴するのみの相談ではなく必要に応じて関係機関と連携することができた。

事　業　名　称

取組の効果及び今後の課題

事業の概要

事　業　名　称 地域学校協働活動推進費 所管課 学校教育課・教育支援課 関連
施策

　保護者及び幅広い地域住民等による学校運営への参画により、「地域とともにある学校」を目指すコミュニティ・スクールと、社
会全体で未来を担う子どもたちの成長を支え、地域を創生する地域学校協働活動を一体的に推進する。市内全小中学校のコ
ミュニティ・スクール本格導入に資するため、先進校視察や府の主催する研修への参加等教育委員会としての機能構築のた
め研究を推進するとともに、研究推進校3校を指定し、各校独自の研修も可能となる先行実施を研究し、次年度以降の研究に
つなげる。令和3年度には、地域・保護者等への周知活動も含め、宇治市内小中学校において準備が推進されることを目指
す。

令和2年度の取組及び実績

　〇コミュニティ・スクールと地域学校協働活動の導入・促進に向けた活動
　　・先進地視察
　　　　　視察2回　西宮市教育委員会、奈良市教育委員会
　　・研究推進校の指定
　　　　　研究推進校4校　菟道小学校、南宇治中学校、宇治黄檗学園（宇治小・黄檗中）
　　・研修会の実施
　　　　　開催数2回　研究推進校研修会、全体研修会

令和2年度の取組及び実績

施策７

取組の効果及び今後の課題

　宇治市立全小中学校において、コミュニティ・スクールと地域学校協働活動の実施に向け、京都府教育委員会、近隣先進推
進地域より情報を集約しつつ、研究推進校を指定し取組を進め、実施に向け必要となる規則・要項等を作成する準備を進める
など基盤を整えた。地域住民や保護者だけでなく、地域の企業や大学生、自治会、青少年の健全育成に力を入れている地域
の諸団体等に対して、今後、地域学校協働活動を広報、周知していく必要があり、引き続き、宇治市立全小中学校導入に向
けて各校との連携・協力・支援の継続が必要である。また、コミュニティ・スクールと地域学校協働活動の一体的推進のために
は、この両者をつなぐ要となる地域学校協働活動推進員の委嘱が不可欠だが、地域人材の発掘・育成が課題である。

　　■拡大　　　　□現状維持　　　□改善・効率化　　　　□縮小　　　　　□休止・廃止　　　　□完了
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施策11　学校教育と社会教育のつながりの強化

今後の方向性

今後の方向性 　　　□拡大　　　　□現状維持　　　　■改善・効率化　　　　□縮小　　　　　□休止・廃止　　　　□完了

　新型コロナウイルス感染症にかかる感染対策をとりつつ各種事業・教室等を実施したが、感染リスクの高い一部事業につい
ては中止した。制約がある中でも、各種活動を通じ、青少年の生きる力を育み、健全育成と地域文化活動及び学習の促進を
図った。今後も、感染状況を踏まえ事業内容の工夫に努める。

　　　□拡大　　　　□現状維持　　　　■改善・効率化　　　　□縮小　　　　　□休止・廃止　　　　□完了

　新型コロナウイルス感染症対策のため、合宿や体験などのメイン事業が中止となる中、令和2年度から新規で園芸教室を実
施した。各種活動の実施が制限される中でも、指導員の工夫や努力により、一定数実施することができた。学習・文化・スポー
ツ等、多様な面で子どもたちが協力することができ、遊びと生活を通じた子どもの健全育成に寄与することができた。
　今後は、人権が尊重される豊かな社会の実現に向けて、子どもたちの「生きる力」を育む事業活動の充実を図るとともに、保
護者や子育て世代との交流の促進を図る。また、センターの利用者数を確保するためにも、定期的に学習の機会を設ける等、
学習の習慣づけや学力向上につながる事業にも力を入れたい。

河原青少年センター活動費　

令和2年度の取組及び実績

事　業　名　称

事業の概要

　　学習・文化活動、体育・スポーツ・レクリエーション活動等のセンター事業を実施し、人権が尊重される地域づくりを目指す。
　(1)学習・文化活動
　　　　英語教室、工作教室、体験学習等の実施
　(2)体育・スポーツ・レクリエーション活動
　　　　ダンス教室の実施
　(3)健全な遊び場の提供
　　　　自由遊びや自主学習の場として施設・設備等の提供

令和２年度の取組及び実績

河原青少年センター 関連
施策

―

　学習・文化活動として書道教室、えいごくらぶ、手作り教室等を延べ265回実施し、体育・スポーツ・レクリエーション活動として
スポーツクラブ、体験シリーズ等を延べ22回実施した。
  学習・文化活動には延べ2,825人、体育・スポーツ・レクリエーション活動には延べ340人の参加があった。

② 子どもの読書活動の推進

■推進施策

取組の効果及び今後の課題

③ 社会教育団体などの活動支援

■主な取組

○学習・文化活動
　　英語教室、工作教室、体験学習（1回）、百人一首大会、お茶教室等を実施した。
　　　実施回数75回　参加者数1,047人
○体育・スポーツ・レクリエーション活動
　　ダンス教室を実施した。
　　　実施回数9回　参加者数 126人
○日常的活動
　　図書室、学習室、遊戯室、グラウンド等遊び場を提供した。

　学習・文化活動の場として、また、体育、スポーツ、レクリエーション活動の場、そして健全な遊び場として人権が尊重される
地域づくりをめざし事業を展開する。
 　(1)開館日
　　　　　月曜日から土曜日（祝日・振替休日・年末・年始及びセンター事業実施日を除く）
 　(2)主な活動内容
  　　　 学習・文化活動　　書道教室（6月～3月）、えいごくらぶ（6月～2月）、手づくり教室（1回）　等
　　　 　体育・スポーツ・レクリエーション活動　　スポーツクラブ（4回）　ダンス教室（7回）　　等

所管課

取組の効果及び今後の課題

事　業　名　称 善法青少年センター活動費　 所管課

⑤ 学校評議員制度などによる地域住民の学校運営参画推進

事業の概要

① 青少年支援活動の展開

善法青少年センター ―

④ 青少年に関する状況の共有化による相談活動の充実

関連
施策
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今後の方向性

今後の方向性

　子どもの読書活動を推進していくための具体的な取組の一つとして、公共施設での子ども読書スペース整備を企画してい
る。生涯学習センターをモデルケースとして効果を検証し、今後市内公共施設に広めていく手法も検討していく必要がある。
　担当課に予算がないため、「宇治市子どもの読書活動推進委員会」のワーキングメンバーが中心となって催し等を企画し、関
係課の協力により毎年開催している。個別の事業については、今後継続するかどうかも含めて検討していくが、全庁的な働き
かけは継続したい。

事業の概要

　生涯学習課、学校教育課、教育支援課、こども福祉課、保育支援課、保健推進課、中央図書館、学校司書、学校代表から
成る「宇治市子どもの読書活動推進委員会」を設置し、各種取組みについて検討・実施し、子どもの読書活動の推進に努めて
いる。

事　業　名　称

関連
施策

令和2年度の取組及び実績

　(1)こどもクラブの活動
　　　6種類　7コース
　　　延べ実施回数  48回
　　　延べ参加人数　512人
　(2)教室・各種事業の実施
　　　ジャグリング教室、こども学びの広場、木工・工作教室、プレゼント作り教室、移動動物園等
　　　延べ実施回数   21回
　　　延べ参加人数　432人

大久保青少年センター活動費　

生涯学習課所管課

　新型コロナウイルス感染症の影響で中止した事業も多かったが、実施した各種活動を通じて青少年の生きる力を育み、健全
育成と地域文化活動及び学習の促進を図った。子どもたちの参加意識は高く、目的をもってのびのびと主体的に活動する場
面が多く見られた。また、学校・学年・地域を越えて友達関係の輪を広げることができた。
　なお、青少年の健全育成に関する情報を地域住民と共有するため、地域の安全対策に関する連絡会、青少年健全育成協
議会の各組織に参画した。そのほか、必要に応じて小・中学校と情報交換を行うことにより、子どもたちに適切な指導ができ
た。
　当センターは令和2年8月に旧所在地の大久保町平盛から大久保町山ノ内（大久保幼稚園跡地）へ移転したが、今後も地域
全体で青少年の健全育成の取り組みを推進するとともに、各種の事業については、より多くの子どもの参加を促すため、引き
続き事業内容の工夫に努める。

事業の概要

　　　□拡大　　　　□現状維持　　　　■改善・効率化　　　　□縮小　　　　　□休止・廃止　　　　□完了

　子どもの読書活動推進計画（第二次推進計画）期間が令和3年度末に終了することから、第三次推進計画の策定に向けて、
意識・実態調査を実施し、アンケート結果の集計と素案の作成に係る協議を行った。
　生涯学習センター1階の児童コーナーを、子どもの読書活動を推進できるスペースとして整備した。

取組の効果及び今後の課題

　　　□拡大　　　　■現状維持　　　　□改善・効率化　　　　□縮小　　　　　□休止・廃止　　　　□完了

取組の効果及び今後の課題

所管課

　青少年の健全育成を図ることを目的として、土・日曜日を中心に、文化･芸術･スポーツなどの事業を次のとおり実施してい
る。
(1)こどもクラブ（科学、手芸、茶道、一輪車など6種類）を開設し、10月から活動している。
(2)年間を通して、各種教室（ジャグリング教室、こども学びの広場）や体験学習（移動動物園）などの事業を実施している。
　なお、一部の事業では青少年の指導育成のため、地域の方々に講師やボランティアとして携わっていただいている。

事　業　名　称

関連
施策

―子どもの読書活動推進事業費　

令和2年度の取組及び実績

大久保青少年センター ―
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今後の方向性

今後の方向性

事業の概要

　図書館は、3図書館及び6カ所の予約図書配本所をサービス拠点とし、市民や利用者の読書活動、生涯学習、課題解決や
情報活用能力の向上を支援するため、図書、郷土資料、行政資料等を幅広く収集・提供し長期に亘り保存するとともに各種の
情報提供やレファレンスサービスを実施する。また、テーマ図書展示や企画事業等による学習機会を提供することにより利用
者の知的好奇心に応える。その他、子どもを対象としたイベント、学校や地域文庫等への団体貸出、学校図書館の支援などを
行い、地域に役立つ魅力的な図書館づくりに努める。

　新型コロナウイルス感染症の影響により、長期の臨時休館やサービスの制限などを行わざるを得ず、十分な図書館サービス
を提供することができなかった。しかし、電子図書館サービスの導入により、絵本や学習まんがなどの電子書籍を閲覧・貸出し
できるようになり、子どもの読書活動の継続を図ることができた。「予約図書の無料お届けサービス」では、1人1回に限り2冊まで
の図書を自宅に郵送することにより、外出自粛によるストレスや不安の解消を図った。また、図書館ＬＩＮＥの運用開始により、Ｓ
ＮＳの利用率が高い青少年の利用を促すことができた。
　児童サービスでは、読み物や調べ学習の本などの充実、読書推進事業、各種テーマ図書展示などにより、図書館や本に親
しみ、読書の楽しさや学ぶ喜びを知る機会を提供し、読書や学習意欲の向上を図った。青少年に向けてはライトノベル等の充
実に加え、英文版コミック等を揃えた電子図書館サービスの開始により、来館しにくい青少年の読書推進を図った。少子化、Ｉ
Ｔ化、活字離れが進む中、今後も、おすすめ本ブックリストの作成やどくしょつうちょうの活用、家族で一緒に読書を楽しむ「家
読」など読書習慣を定着させるための取組みを実施する。課題は、読書や学習を好まない子どもや保護者、図書館利用が少
ない青少年に向けたサービスの充実やアウトリーチサービスの拡大である。年度末には、これまでの取組みを評価するとともに
市民や利用者のニーズを的確に把握し、ウィズコロナ・ポストコロナ時代の図書館のあり方を見据えた第2期図書館事業計画を
策定する。

関連
施策

事　業　名　称 施策12所管課図書館資料提供事業　

　中央図書館では、新たに電子図書館サービス、館外返却ポスト及び図書除菌機の設置などの感染防止対策を講じ、臨時休
館中には「予約図書の無料お届けサービス」として3館計1,064人に1,654冊の図書を郵送した。また、宇治市図書館ＬＩＮＥの
運用を開始し、図書館情報の発信と、ＬＩＮEを用いた蔵書検索や予約を可能とした。
　児童向けには、読み物や調べ学習に役立つ本等を揃える他、各種のテーマ図書展示を実施した。また、「やさしい古典のお
はなし会」などの読書推進事業、「読書感想文の書き方教室」などの知的好奇心を高めるための企画事業、「絵本キャラクター
選手権」などの図書館に親しむイベントを開催した。その他、不登校児童生徒読書活動支援事業では、Ｕｊｉふれあい教室への
団体貸出し、図書館の本の整理体験等を実施した。
　新型コロナウイルス感染症の影響により、学校連携では小学校の図書館見学が1校、中学生の職場体験学習が0校、学校団
体貸出しが3館計19校（1,150冊）となった。また、来館者数は91,674人にとどまり、児童書の貸出し点数は103,032点（団体貸出
含む）と大きく減少したが、配本所での貸出しは約50％増となった。児童書の蔵書点数は前年度から微増の64,669点となっ
た。

令和2年度の取組及び実績

施策12

取組の効果及び今後の課題

　　　□拡大　　　　□現状維持　　　　■改善・効率化　　　　□縮小　　　　　□休止・廃止　　　　□完了

取組の効果及び今後の課題

事　業　名　称 図書館資料提供事業　 所管課 東宇治図書館 関連
施策

令和２年度の取組及び実績

中央図書館

　　　□拡大　　　　□現状維持　　　　■改善・効率化　　　　□縮小　　　　　□休止・廃止　　　　□完了

　東宇治図書館では令和2年度に児童書249冊を購入し、児童書の蔵書冊数は18,930冊となったが、新型コロナウイルス感染
症拡大による緊急事態宣言発令のため4・5月に休館したこと、またその後の外出自粛の影響もあり、貸出点数は42,210冊（前
年度比83.3％）と大幅に落ち込んだ。
  開館後は、テーマ図書展示を12回実施したほか、毎月1回の定例おはなし会や出張おはなし会を実施した。また、児童向け
の各種イベントについては、ソーシャルディスタンス確保のために定員を減らしたり、検温・消毒・換気等の感染症対策を講じな
がら実施した。
　その他新型コロナウイルス感染症の影響があった事業として、図書館見学は1園のみ3日間に分散して52人が来館、中学校
の職場体験学習は中止となり、代替措置として中学校で実施された職業講話の講師として職員が中学校に出向いた。
　新たな取組としては、絵本への関心を高めてもらうため、絵本講座を幼稚園の先生向けと保護者向けにそれぞれ実施した。
また、幼児向けにおすすめ絵本を紹介するリーフレットを作成した。その他カウンター及び閲覧テーブルに飛沫防止パーテー
ションを設置し、来館者に安心して本に触れてもらえるよう図書除菌機を設置する等の感染症対策を実施した。

　図書や郷土資料、行政資料等を幅広く収集保存し、最新の情報や資料を提供することにより利用者の自主的な学習活動や
情報活用能力の向上を支援する。また、インターネット予約等により図書館サービスの拡大を図り、世代に応じた講座やテー
マ図書展示等の学習機会を提供し、図書館利用と読書活動の推進を図る。さらに、子どもに向けたおはなし会や工作教室等
を開催し親しみやすい図書館づくりに努める。

事業の概要

　新型コロナウイルス感染症の影響により長期の休館を余儀なくされたことや、開館後も定員を縮小しての事業実施、感染症
対策等、これまでとは大きく違った運営を強いられているが、おはなし会や「ぬいぐるみの図書館おとまり会～新しい生活様式
編～」では子どもたちが自然と感染予防について学べるような内容を盛り込むなど、創意工夫をこらした。
　また、外出できない状況だからこそ家庭で読書を楽しみたいというニーズに応え、これ以上の図書館離れを招くことのないよう
なサービス提供が課題である。
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今後の方向性

今後の方向性

　宇治市の社会教育団体に対して補助金を交付し、活動の援助を行う。

事業の概要

所管課

　成人書・児童書をはじめ郷土資料、行政資料等を幅広く収集保存し、最新の情報や資料を利用者に提供する。講演会等の
学習機会を提供し、子どもにはおはなし会等を開催することで図書館利用と読書活動の推進を図る。

西宇治図書館 関連
施策

令和2年度の取組及び実績

　宇治市連合育友会　補助金500千円　単位育友会・ＰＴＡ数31　会員数14,134人

取組の効果及び今後の課題

　新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、宇治市連合育友会が実施する文化祭やスポーツ交流会は中止した。育友会・Ｐ
ＴＡ役員は毎年代わることが多いため、地域団体と連携した継続的な事業への取り組みは難しいが、今後は地域学校協働活
動の中で、地域の諸団体と連携した取り組みを進めていくことが望まれる。

　　　□拡大　　　　□現状維持　　　　■改善・効率化　　　　□縮小　　　　　□休止・廃止　　　　□完了

　　　□拡大　　　　■現状維持　　　　□改善・効率化　　　　□縮小　　　　　□休止・廃止　　　　□完了

施策12所管課図書館資料提供事業　

関連
施策

　成人書1,737冊、児童書252冊を購入し、資料の充実・蔵書構成の適正化を図った。前年度比、西宇治図書館の蔵書は
73,872冊と微増したが、新型コロナウイルス感染症拡大防止のための臨時休館の影響を受け、貸出点数は150,699点の14％
減となった。
　また、各種イベントについても感染症対策による制約を受けた。おたのしみ会等は、当初計画の一部を中止したが、夏休み
には密を避ける工夫として、マンツーマンでの「ひとりじめおはなし会」を行い、定例のおはなし会は計18回実施した。市子ども
読書の日記念行事「西宇治図書館クイズラリー」は、計20日間・延べ241人の子どもが参加した。「楽しいクリスマス会」は会場を
変更し、定員を改め実施した。子どもが図書館に親しみ、読書の楽しさを知る機会を提供できた。
　他課と連携した事業として、人権週間には人権啓発課との共催事業に新たに取り組んだ。小・中学生の人権擁護啓発ポス
ター展示、関連図書展示、人権擁護委員による人権絵本のおはなし会を、企画展「図書館でホッとハート」として実施した。
　中学生の職場体験学習については感染状況を踏まえ中止したが、小学校の図書館見学は一部を質問状形式や代表者イン
タビューに替える等し、地域の児童・生徒が図書館についての知識を深める機会を確保した。

―教育支援課

取組の効果及び今後の課題

　ウィズコロナ・ポストコロナ時代に即した図書館運営や事業の在り方について、随時見直しを進めていく。新たにサーマルカメ
ラやＣＯ2センサーを設置する等の感染症対策を充実させ、安心して利用できる環境を整える。
　夏休みリサイクル工作教室やクリスマス会などの各種イベントについて、令和3年度は会場を変更し、定員を減らす等の感染
症対策を引き続き講じて実施する。定例のおはなし会はテーマ性を持った内容に改め、乳幼児を対象とした枠を設ける。夏休
みのイベントとして、閉館後の図書館で怪談話をテーマにした「夜のドキドキおはなし会」を実施する。クイズラリーは、密集を避
けた読書推進事業として効果的であり、趣向を凝らして継続実施する。
　近隣に学校の多い地域性も考慮し、子どもの読書活動を推進していく。具体的には、子ども向けイベント等の充実と、青少年
にとって魅力的なコーナーを作ることにより中高生の利用に繋げる工夫を図る。加えて、ディスプレイや案内図・サイン類のリ
ニューアルに取り組み、初めて利用する人にもわかりやすい、探しやすい書架となるよう努める。

事　業　名　称

令和2年度の取組及び実績

事業の概要

事　業　名　称 社会教育団体育成費　
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今後の方向性

今後の方向性

事業の概要

　中学校ブロックの交流を促進し、学校と家庭及び地域社会の連携を深めるため、学校評議員懇話会を開催し、情報を共有
するとともに、教育活動全般について見識を広めていただくために開催する。

令和2年度の取組及び実績

　新型コロナウイルス感染症に係る対応のため中止。

関連
施策

取組の効果及び今後の課題

　　　□拡大　　　　□現状維持　　　　■改善・効率化　　　　□縮小　　　　　□休止・廃止　　　　□完了

事　業　名　称 学校評議員懇話会開催費 所管課 学校教育課

　学校評議員活動に対する理解を深め、地域の特性を活かした特色ある学校運営に関する知識や情報を得る機会とするた
め、例年実施してきた。学校評議員制度の終了を近年に迎えることから、引き続き、学校運営に関わるご協力を得るため、令和
4年度に開始するコミュニティ・スクールについての理解・周知を図る機会を持つ必要がある。

施策7

　新型コロナウイルス感染症拡大防止対策により、開催方法や回数に変更が生じた中ではあるが、学校経営計画（スクールマ
ネージメントプラン）、学校運営やそれぞれの学校の課題、各地域における地域教育力・家庭教育力との連携や支援のあり方
について、学校外の方から多様な意見を幅広くいただいた。又、ブロック小中一貫教育の取組について意見をいただき、今後
の学校運営に生かす機会となった。宇治市評議員制度はコミュニティ・スクールに移行していく。

取組の効果及び今後の課題

　学校・家庭・地域が連携協力しながら一体となって子どもの健やかな成長を担っていくため、地域に開かれた学校づくりをより
一層推進する観点から、各小中学校長からの推薦を受け、学校評議員を委嘱する。

事　業　名　称

令和2年度の取組及び実績

学校教育課

　　　□拡大　　　　□現状維持　　　　■改善・効率化　　　　□縮小　　　　　□休止・廃止　　　　□完了

関連
施策

施策7学校評議員委嘱 所管課

　市立小学校22校、中学校10校で133名の学校評議員を委嘱した。新型コロナウイルス感染症拡大防止対策を講じる影響で、
各校限られた取組となった。
　学校評議員を一堂に会して意見を聞く会議や、個別に意見を聞く機会を各小中学校で持つことができた。

事業の概要
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目標3 一人ひとりの多様な生涯学習活動を「市民の社会還元力」に発展させる

施策12　循環型生涯学習社会の進展

今後の方向性　　　　□拡大　　　　■現状維持　　　　□改善・効率化　　　　□縮小　　　　　□休止・廃止　　　　□完了
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取組の効果及び今後の課題

所管課 生涯学習センター・生涯学習課

生涯学習センター
関連
施策生涯学習センター講座等開催費

⑥ 質の高い生涯学習環境の推進

　新型コロナウイルス感染症の影響により中止した事業が多くあったが、感染防止対策を講じて、幅広い世代に向けた多彩な
講座等を開催した。オンライン化の急速な進展を受け、「オンライン会議のはじめかた講座」や「シニア向けスマートフォン講
座」を行うなど、社会の変化に対応するための学びを提供した。また、「うじ市民活動サポート事業」では、市民団体の事業を
支援し、学習の成果を還元する流れを促した。一方で、「夏休み子ども★わくわくフェア」や「おやこっこらんど」などはウィズコ
ロナ社会において実施に向けて検討を行う年となった。また、「おやこで防災」、「シニア向けスマートフォン講座」は公民館で
開催し、地域の人たちが地元の公民館に来館するきっかけづくりを進めた。
　今後も、様々な年代を対象とする講座の実施や学習情報提供の充実を図るとともに、生涯学習グループや生涯学習ボラン
ティアの養成や活用を行っていく必要がある。あわせて、生涯学習の基礎づくりとして、家庭の教育力の充実や社会・時代の
変化に対応した学習の推進を図っていく必要がある。
　新型コロナウイルス感染症の影響で事業を中止し、施設の利用を休止した期間があったため、事業への参加者が大幅に減
少した。しかし、感染防止対策を講じて開催した事業には多くの参加があり、市民の学習意欲は高かった。今後も、社会や時
代の変化に対応し、事業内容や運営方法を工夫して事業を実施し、様々なニーズに対応した幅広い学習機会の提供に取り
組む必要がある。

事業の概要

　宇治市教育振興基本計画に基づき、宇治市民を対象に、「社会・時代の変化に対応する講座」、「青少年を対象とする講
座」、「教養講座」、「映画鑑賞事業」、「生涯学習推進事業」、「家庭の教育力向上のための講座」等、各種講座の実施、学習
機会の確保、生涯学習グループや生涯学習ボランティアの育成・支援等、生涯学習の推進に努める。

　令和2年度は新型コロナウイルス感染症の影響で多くの事業を中止としたが、感染防止対策を講じた上で実施が可能なもの
から事業を開催した。行政上の課題をテーマとして、「はじめよう！セカンドライフ」、「オンライン会議のはじめかた講座」を開
催し、また、「うじ市民活動サポート事業」では市民団体の事業の実施を支援した。他にも、「小学生の親のための講座」、「思
春期講座」といった子育て支援事業や、「おやこで防災」、「シニア向けスマートフォン体験講座」を開催するなど、子どもから
親世代、シニアまで幅広い世代を対象に様々な事業を展開した。さらに、教養講座としては「ＮＨＫ公開講演会 皇室の名宝」
を開催した。
　また、生涯学習情報紙を市民のスタッフとともに編集し、年4回計10,000部発行、ホームページにも掲載した。

取組の効果及び今後の課題

■推進施策

① 生涯学習情報の的確な提供

② 生涯学習講座の充実

　生涯学習情報の収集と提供については、チラシの配架による情報提供に努めている。また、視聴覚ライブラリーでは、多様
なジャンルの視聴覚教材を所蔵し、市民の生涯学習や小中学校での学習に活用されるよう広報に取り組むとともに、映像ソフ
トを購入し教材の充実を図っている。

事業の概要

関連
施策 ―

④ 生涯学習施設の機能拡充

■主な取組

⑤ 学習成果が循環する仕組みの再構築

事　業　名　称 生涯学習推進費（学習情報の収集と提供） 

③ 市民・地域活動への支援

令和2年度の取組及び実績

　当センターで把握している範囲の学習情報の提供により、市民の生涯学習や地域活動を促進することができた。

令和2年度の取組及び実績

　学習情報の提供のため、当センター事業についてはホームページ等で発信し、さらに当センター１階に市民の事業や市外
の事業についてチラシ等を配架した。しかし、新型コロナウイルス感染症の影響で市民や行政の事業が多く中止となり、例年
よりチラシの配架依頼は減少した。
　一方で、視聴覚ライブラリーで現在1,700本以上のソフトを保有し、ホームページで紹介しているが、新型コロナウイルスの影
響で施設の利用を休止した期間中も、DVDソフトの貸出は継続して行い、貸出本数は約2割増加した。

事　業　名　称 ―所管課

　平成27年度より図書館でDVDソフトの貸出が始まっているため、視聴覚ライブラリーでは主に平和・人権関連のソフトを引き
続き扱っている。
　生涯学習情報の収集と提供については、今後も、市内の活動情報を収集し、生涯学習及び地域活動に取り組む団体・個人
に提供していく必要がある。
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主な対象者

合同社会見学「黄檗宗大本山萬福寺を知る」 市内在住・在勤の方

Ｒ３.2

　障害の種別に応じた講座や社会見学を実施する。

事業の概要

内容

　「自然とのふれあい、自然のなかでの交流」をテーマに、（公財）宇治市野外活動センターを指定管理者として、総合野外活
動センター「アクトパル宇治」の施設管理・運営を行う。センターの各施設を活用した野外活動、宿泊研修、スポーツ活動など
を行う。

生涯学習課

―

　（公財）宇治市野外活動センターを指定管理者として、施設の管理・運営を行った。野外活動に関する事業を通じて、青少
年の豊かな感性を育むとともに、市民のふれあいの場を提供するなど、生涯学習の推進を図った。
　また、（公財）宇治市野外活動センターの適切な運営により、開設以来の利用者数が延べ190万人を越えた。

―

取組の効果及び今後の課題

関連
施策

事　業　名　称

令和2年度の取組及び実績

障害者教室開催費　

取組の効果及び今後の課題

―

　公民館講座の参加者や施設利用する団体・個人の固定化・高齢化が進んでいる。また、新型コロナウイルス感染症の影響
で、活動休止や解散するサークルもあり、全体としてサークル数は減少している。サークル活動の成果を生かした事業や、地
域の人たちが公民館で学習するきっかけとなるような事業を実施し、生涯学習活動の活性化を目指した取り組みを進める必

事業の概要

生涯学習課

　また、公民館の今後のあり方の最終案についての個別説明会・意見交換会は、サークルの現状や要望を直接知る機会にも
なった。それらも参考にしながら、今後も幅広い年代の市民が利用でき、学ぶことができる教育施設づくりや講座運営を行うと
ともに、地域貢献に取り組む人材が育成できるよう事業内容を工夫していく必要がある。

関連
施策

　令和2年度は新型コロナウイルス感染症の影響で、公民館の利用休止や多くの事業を中止したことにより、利用人数や事業
参加者数が大幅に減少したが、感染症防止対策を講じて工夫して実施可能な事業から開催し、公民館の近隣地域の市民が
参加し、生きがいづくりや地域づくりを進めることができた。今後も学習へのニーズに応えるため、社会の状況に対応しなが
ら、内容を工夫して、事業を開催する必要がある。

事　業　名　称 公民館活動費　 所管課

令和2年度の取組及び実績

事業の概要

　公民館を拠点として活動する市民がより住みよい地域づくりの担い手として活動するため、市民がいつでも気軽に利用でき
る公民館を目指し、地域住民の学習意欲や社会の変化に対応する各種講座や教室の開設、文化事業など、学習機会を提
供する。

　新型コロナウイルス感染症の影響で前半の事業は中止したが、秋以降は感染防止対策を講じた上で実施が可能なものから
開催した。子どもを対象としてジャグリング、クッキングクラブ、科学の教室等を、また、親子を対象として木工、工作等の各種
講座を開催した。
　例年、年間を通して開講している宇治鳳凰大学・高齢者教室は新型コロナウイルス感染症の影響で中止したが、学びの場
を少しでも確保するため、大学・教室の申込者を対象に特別講座を5館で計18回行い、合計264人が参加した。他にも、自分
の地域への知識や理解を深める講座や、公民館サークルが講師となり地域の方に学習の成果を還元する講座（版画、書初
めなど）を開催し、地域との繋がりを深め、学びを広げていく取り組みを行った。
　また、公民館サークル、利用団体を対象に、公民館の今後のあり方の最終案についての個別説明会・意見交換会を実施
し、計127団体が参加した。

事　業　名　称 総合野外活動センター管理運営費　 所管課
関連
施策

実施月

　新型コロナウイルス感染症に関わる緊急事態宣言を受けて、施設を休所した時期があり、利用者数は前年に比べて約4割
減少した。今後は感染症対策を講じながら、利用者に安心して楽しんでいただける施設管理と事業実施に努め、利用者数の
回復を図る。
　開所以来20年が経過し、設備の経年劣化が見られる。利用者の安全性・利便性に影響があるものを優先的に、改修を進め
ていく必要がある。

取組の効果及び今後の課題

　障害者団体やボランティアと連携した教室の開催により、障害者の学習機会の提供と仲間づくりを促進できた。参加者の固
定化・高齢化が見られるため、新たな参加者を増やすために、事業のあり方や運営方法を検討し、改善を図る必要がある。

所管課 生涯学習課

令和2年度の取組及び実績

Ｒ２.1０

　　社会見学は新型コロナウイルス感染症の影響で当初予定していた実施日を延期、後日に可能な内容で実施
した。講座の開催にあたっても、感染対策を行った。参加数は例年より少なく、延べ94人が参加した。

合同講座「感染症と共にくらす」 市内在住・在勤の方
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今後の方向性

取組の効果及び今後の課題

　新型コロナウイルス感染症の影響により、長期の臨時休館やサービスの制限などを行わざるを得ず、十分な図書館サービス
を提供することができなかった。しかし、館外返却ポストや図書除菌機の設置、電子図書館サービスの導入などにより、安心し
て図書館や図書館資料を利用してもらえるようになった。電子図書館サービスは、いつでもどこでも電子書籍の貸出し等が可
能であるため、今後、感染症や災害等により臨時休館となっても読書を継続できるようになり、合わせて来館しにくい利用者の
利便性向上を図ることができた。また、電子図書館ではこれまで所蔵していなかった多言語図書を揃えることができた。予約
図書の無料お届けサービスでは、1人1回に限り2冊までの図書を自宅に郵送することにより、外出自粛によるストレスや不安の
解消を図った。さらに、図書館LINEの運用開始によりSNSの利用率が高い若年層の利用を促すことができた。
　成人サービスでは、図書等の充実、企画事業、図書館ＬＩＮＥによる広報強化などを実施し、読書活動や生涯学習の支援と
利用者サービスの向上を図った。今後は、図書館の利用控えの定着が危惧され、来館者や貸出点数の回復は見込みにく
い。このため、来館を前提とした運営を見直し、電子書籍等デジタル資料の充実、オンライン手続きの導入、アウトリーチサー
ビスなど非来館型サービスの拡大を図り、利用者の読書活動等を支える。年度末には、これまでの取組みを評価するとともに
市民や利用者のニーズを的確に把握し、ウィズコロナ・ポストコロナ時代の図書館のあり方を見据えた第2期図書館事業計画
を策定する。

　図書館は、3図書館及び6カ所の予約図書配本所をサービス拠点とし、市民や利用者の読書活動、生涯学習、課題解決や
情報活用能力の向上を支援するため、図書、郷土資料、行政資料等を幅広く収集・提供し長期に亘り保存するとともに各種
の情報提供やレファレンスサービスを実施する。また、テーマ図書展示や企画事業等による学習機会を提供することにより利
用者の知的好奇心に応える。その他、子どもを対象としたイベント、学校や地域文庫等への団体貸出、学校図書館の支援な
どを行い、地域に役立つ魅力的な図書館づくりに努める。

施策11

事業の概要

関連
施策

　令和2年度に開催に向けて検討や準備を重ねた成果を令和3年度の開催に生かす必要がある。今後も、その時代の変化に
対応しながら、市民主導の生涯学習の場として開催に向け取り組んでいく。

所管課

取組の効果及び今後の課題

関連
施策

事業の概要

令和2年度の取組及び実績

　中央図書館では、新たに電子図書館サービス、館外返却ポスト及び図書除菌機の設置などの感染防止対策を講じ、臨時
休館中に「予約図書の無料お届けサービス」として3館計1,064人に1,654冊の図書を郵送した。また、宇治市図書館ＬＩＮＥの
運用を開始し、図書館情報の発信と、ＬＩＮEを用いた蔵書検索や予約を可能とした。
　成人向けには、幅広く図書館資料を揃える他、各種のテーマ図書展示を実施した。また、講演会「日本最古の寺社建築　宇
治上神社」や、平日の昼間利用がしにくい社会人等を対象とした「夜の大人の朗読会」等の企画事業、「あなたの好きな女性
作家人気投票」などのイベント、工夫を凝らした館内ディスプレイなどにより魅力ある図書館づくりに努めた。
　新型コロナの影響により、来館者数は91,674人にとどまり、成人書の貸出し点数は207,435点（うち予約図書配本サービス
12,161点）と大きく減少したが、3月24日に開始した電子図書館サービスは、年度末までに3館合わせて183人が利用申込み
を行い好調な滑り出しとなった。成人書の蔵書点数は前年度から約700点増え123,358点にとなった。

　新型コロナウイルス感染症の影響により開催直前で中止となったが、実行委員会では市民公募の実行委員が主体的に話し
合い、感染症対策を講じた形での開催に向けて準備を進めた。また、出展の申し込みは25団体で、例年よりは少ないものの
堅調で、この事業が生涯学習に取り組む団体・個人にとって、成果の発表や地域との交流の場として定着していることがうか
がえた。

事　業　名　称 図書館資料提供事業 　

事　業　名　称 市民まなびの集い（宇治まなびんぐ）　

中央図書館

生涯学習センター ―

　市内で日頃取り組まれている生涯学習活動の成果発表の場を提供し、市民公募による実行委員会形式によって開催する。
事務局の運営は生涯学習センターが行うが、実行委員会で企画した内容に基づき、出展者を募集する等、主体的に市民が
運営している。

令和2年度の取組及び実績

　例年2月に、生涯学習センター全館を使用して、「つながれ　ひろがれ　まなびのわ」をテーマに、参加体験型の出展に限定
して開催し、令和2年度も市民実行委員、出展者を募集した。実行委員会を重ね、開催できるよう対策を練り、直前まで準備を
進めていたが、緊急事態宣言が発出されたことを受け、当日の開催は中止とした。

所管課

　　　□拡大　　　　□現状維持　　　　■改善・効率化　　　　□縮小　　　　　□休止・廃止　　　　□完了
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令和2年度の取組及び実績

　成人書1,737冊、児童書252冊を購入し、資料の充実・蔵書構成の適正化を図った。前年度比、西宇治図書館の蔵書は
73,872冊と微増したが、新型コロナウイルス感染症拡大防止のための臨時休館の影響を受け、貸出点数は150,699点の14％
減となった。
　テーマ図書展示は成人向けに18回、児童向けに11回実施した。特にウィズコロナ・ポストコロナ時代を意識した成人書展示
「ピンチをチャンスに！」が、利用者の関心を集めた。イベントは感染症対策を徹底した上で開催し、大人のためのおはなしを
楽しむ会には33人が、読書推進講座は29人が参加した。
　新たな取組として、人権週間に人権啓発課・人権擁護委員と共催で企画展に取り組んだ。図書の背ラベルや館内の案内サ
インを更新し、利用者が本を探しやすい環境整理に努めた。ポスター・チラシの掲示、パンフレット等の配架・配布を適切に行
うことで、地域社会の情報を提供することができた。

東宇治図書館
関連
施策 施策11

　成人書・児童書をはじめ郷土資料、行政資料等を幅広く収集保存し、最新の情報や資料を利用者に提供する。講演会等の
学習機会を提供し、子どもにはおはなし会等を開催することで図書館利用と読書活動の推進を図る。

取組の効果及び今後の課題

　図書や郷土資料、行政資料等を幅広く収集保存し、最新の情報や資料を提供することにより、利用者の自主的な学習活動
や情報活用能力の向上を支援する。また、インターネット予約等により図書館サービスの拡大を図り、世代に応じた講座や
テーマ図書展示等の学習機会を提供し、図書館利用と読書活動の推進を図る。さらに、子どもに向けたおはなし会や工作教
室等を開催し、親しみやすい図書館づくりに努める。

所管課事　業　名　称

事　業　名　称 図書館資料提供事業　 施策11
関連
施策所管課 西宇治図書館

事業の概要

　東宇治図書館では令和2年度に1,850冊の図書を購入した。蔵書冊数は年度末現在65,320冊で微増となったが、新型コロ
ナウイルス感染症拡大による緊急事態宣言発令のため4・5月に休館したこと、またその後の外出自粛の影響もあり、貸出点数
は142,183冊と大幅に落ち込んだ。
　休館中は中央・西宇治図書館とともに予約図書の無料お届けサービスを実施し、蔵書の整理・除籍に集中的に取り組ん
だ。
　開館後は、成人向けの読書活動の推進を目的として、テーマ図書展示を13回実施し、講演会や、歴史資料館と共催での写
真展の実施、地域のデイサービスセンター等で認知症対応型の出張おはなし会を開催した。
　新たな取組としては、絵本への関心を高めてもらうため、絵本講座を幼稚園の先生向けと保護者向けにそれぞれ実施した。
また、宇治に関する本や資料を集約した専用本棚「宇治のことがわかる本棚」を開設した。その他カウンター及び閲覧テーブ
ルに飛沫防止パーテーションを設置し、来館者に安心して本に触れてもらえるよう図書除菌機を設置する等の感染症対策を
実施した。

　貸出点数は4・5月の休館、その後の外出自粛の影響により、前年度比87.9%と大きく減少した令和元年度から87.1％とさらに
落ち込んだ。休館中に実施した無料お届けサービスは218人に358冊を郵送し、感謝の手紙やお礼の電話をいただく等、概
ね好評であった。
　新型コロナウイルス感染症の影響により長期の休館を余儀なくされたことや、開館後も閲覧席の削減、定員を縮小しての事
業実施、感染症対策等、これまでとは大きく違った運営を強いられているが、外出が難しい状況だからこそ読書を楽しみたい
というニーズに応え、これ以上の図書館離れを招くことのないように、読書活動のきっかけとなるサービス提供が課題である。

取組の効果及び今後の課題

図書館資料提供事業　

令和2年度の取組及び実績

　密を避けるなどの新しい生活様式への理解が深まる中、年間来館者数は延べ58,593人となった（令和元年度比、約82％・
平成30年度比、約76％）。
　ウィズコロナ・ポストコロナ時代における図書館運営や事業のあり方について、引き続き見直しを進める。新たにサーマルカメ
ラやCO2センサーを設置し、安心して利用できる図書館を目指す。社会状況に即した非来館型サービスとして、図書館LINE
サービスや電子図書館サービス、インターネットサービスの利用促進を図る。SNS等を活用した情報発信を進めると同時に、
他課等との連携事業を検討する等、図書館サービスの充実に努める。蔵書の充実により利用者のニーズに応え、読書活動の
推進を図る。

事業の概要
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今後の方向性　　　□拡大　　　　■現状維持　　　　□改善・効率化　　　　□縮小　　　　　□休止・廃止　　　　□完了

今後の方向性　　　□拡大　　　　■現状維持　　　　□改善・効率化　　　　□縮小　　　　　□休止・廃止　　　　□完了

 

 

今後の方向性　　　□拡大　　　　■現状維持　　　　□改善・効率化　　　　□縮小　　　　　□休止・廃止　　　　□完了

事　業　名　称 ―

目標値・指標値

生涯学習課人材バンク事業費　 所管課
関連
施策

各種総会等参加者数（人） 35

取組の効果及び今後の課題

　令和2年度の各種の研修会・大会は新型コロナウイルス感染症の影響で全て中止または書面議決となったため、参加人数と
しては0人となった。また、審議会では、市民の生涯学習の振興に関する事項について審議している。第9期（任期：令和元年
6月1日～令和3年5月31日）の期間である令和2年度は、「子どもが育つ、地域と学校の連携を目指して」というテーマで、コ
ミュニティ・スクールと地域学校協働活動の一体的な推進について議論を行い、報告書をまとめた。また、新型コロナウイルス
感染拡大防止のため、第10回審議会をZoomによるオンライン開催とした。

87
(平成24年度実績)

20
(平成24年度実績)

88

0(全て中止）

令和2年度の取組及び実績

85審議会委員出席率（％）

計画策定前現状値 令和2年度実績

　人材バンクの認知度・利用率を高めるため、より効果的な広報手段を検討する。
　登録講師の意識向上のため、研修会・イベント等を実施すると共に、事務局と登録講師の連携を図る。

事業の概要

　市内を中心に活動する個人講師や市民グループの人材情報等を集めた「宇治市生涯学習人材バンク」を構築し、市ホーム
ページ上と冊子版（市内公共施設に設置）で情報を提供することにより、総合的な市民の学習活動を促進する。また、登録講
師の意識向上と人材バンクの広報のため、研修会・イベント等を開催する。

令和2年度の取組及び実績

取組の効果及び今後の課題

事　業　名　称 生涯学習審議会　 所管課 生涯学習課 ―

　〇人材バンクの管理・運営
　　ホームページ・冊子版（市内公共施設に設置）により、人材バンクを運営した。
　　より正確な利用実態を把握するため、平成25年度から利用報告書（料金受取人払）を運用している。
　〇研修会等の開催
　　　　新型コロナウイルス感染症対策により中止

　例年、学校・PTA・開放運営委員会主催の「西宇治オープンフェスタ」を開催し、地域開放型教室を利用している市民サーク
ル等が、コーラス、楽器演奏、バンド演奏など、日頃の練習の成果を発表しているが、令和2年度は新型コロナウイルス感染症
拡大防止の観点から中止となった。

取組の効果及び今後の課題

　地域住民のニーズに応じた特別教室の開放や「西宇治オープンフェスタ」の開催により、地域から市全体への情報発信の
機会として、地域の活性化や開かれた学校づくりに役立っている。また、学校における新型コロナウイルス感染症対策の状況
も聞き取りながら、必要な対策を講じたうえで、年間を通じて音楽、文化サークル等が教室を利用した。

事業の概要

学校施設地域開放費　 所管課 生涯学習課
関連
施策

　開放している特別教室（視聴覚室、音楽室、美術室、調理室）の中で、利用ニーズの低い教室（調理室）の新たな利用者の
開拓が課題である。

令和2年度の取組及び実績

事　業　名　称

　平成１１年度に建て替えた西宇治中学校の特別教室を、登録した市民のサークル活動などに有料で開放する。　地域開放
型校舎の開放の円滑な運営を図るため、事業の運営は校長・教頭・育友会（PTA）役員・その他の地域団体役員等で構成す
る「地域開放型教室開放運営委員会」に委託している。

―

事業の概要

　教育委員会の諮問に応じ、市民の生涯学習の振興に関する事項について調査審議し、教育委員会に答申する。また、必
要があると認める事項を教育委員会に建議することができる。2か月に1回の審議会開催の他、調査審議するための研究活動
や、各種総会・研修会・大会等への委員の参加を促進し、審議会の充実を図る。

関連
施策

　登録講師の意識向上と人材バンクの広報に努める。令和2年度の利用率は、令和元年度の利用率より、24.5ポイント減少し
たが、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて、利用中止や活動中止等が多かったためと考えられる。　【利用率】R2.5…
38.6%　⇒　R3.5…14.1%
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施策13　スポーツ文化の推進

今後の方向性　　　□拡大　　　　□現状維持　　　　■改善・効率化　　　　□縮小　　　　　□休止・廃止　　　　□完了

今後の方向性　　　□拡大　　　　□現状維持　　　　■改善・効率化　　　　□縮小　　　　　□休止・廃止　　　　□完了

　基金を活用して各事業を実施し、市民スポーツの水準向上とスポーツ人口の拡大を図った。
　今後も引き続き、基金の有効活用に努めるとともに、最大の効果を挙げられるような事業内容を精査し、スポーツ交流の促進
等に取り組む必要がある。
　また、新型コロナウイルス感染症の影響により、開催中止となる事業が多くあったため、今後新型コロナウイルス感染症拡大
防止のための、新しい生活様式における事業実施・運用方法の確立が課題となっている。

文化スポーツ課
関連
施策

所管課 文化スポーツ課

■主な取組

令和2年度の取組及び実績

　各種団体等が主催する大会を支援し、本市の競技レベルの向上や市民スポーツの推進を図ることができた。
参加者数が横ばいもしくは減少傾向にあることや、参加者の固定化といった状況があり、幅広い世代に向け、情報発信や実
施方法の工夫が課題となっている。
　また、新型コロナウイルス感染症拡大防止のための、新しい生活様式における事業実施・運用方法の確立が課題となってい
る。

取組の効果及び今後の課題

事　業　名　称 スポーツ振興基金活用事業費　 所管課

　スポーツ振興基金を活用し、市民レベルのスポーツ交流の促進、競技力の向上、競技人口の拡大に努める。

⑤ スポーツイベントの開催

① 生涯スポーツの推進

　○市長杯等各種競技大会　補助金605千円　参加者数5094人
　○宇治市障害者スポーツ大会　補助金0千円　新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点により中止
　○地域体育振興事業　補助金1,500千円　加盟数32,848世帯
　○宇治市スポーツ少年団育成事業　補助金561千円　団体数58団体
　○宇治川マラソン大会事業　補助金200千円　新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点により中止

事業の概要

取組の効果及び今後の課題

事業の概要

事　業　名　称

　各種スポーツ競技の発展や、地域に根ざした体育・スポーツの推進を図るため、大会等に助成を行い、自主活動の促進と
団体育成に努める。

―

各種大会事業補助金　

■推進施策

③ 体育施設の機能拡充

―

⑥ スポーツボランティアの普及

関連
施策

④ スポーツに関する情報提供・相談体制の充実

⑦ トップアスリートを活用したスポーツの推進

② 関係団体への支援

令和2年度の取組及び実績

　○府民総体選手派遣費383千円　参加団体数10団体
　○世界大会等参加者激励金120千円　14件　51人
　○生涯スポーツ育成事業195千円　参加団体数　8団体
　○ジュニア技術講習会150千円　参加者数　267人
　○第28回宇治市・宇部市スポーツ交流大会0千円
　　新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点により中止
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今後の方向性　　　□拡大　　　　□現状維持　　　　■改善・効率化　　　　□縮小　　　　　□休止・廃止　　　　□完了

今後の方向性　　　□拡大　　　　■現状維持　　　　□改善・効率化　　　　□縮小　　　　　□休止・廃止　　　　□完了

今後の方向性　　　□拡大　　　　□現状維持　　　　■改善・効率化　　　　□縮小　　　　　□休止・廃止　　　　□完了

学校体育施設開放費　事　業　名　称

関連
施策

所管課 教育総務課

事業の概要

取組の効果及び今後の課題

事　業　名　称

　本市の生涯スポーツの推進を図るため、学校教育に支障のない範囲で学校体育施設を広く市民に開放し、生涯スポーツの
場を提供する。各学校に開放運営委員会を設置し運営を委託している。

令和２年度の取組及び実績

文化スポーツ課

　今後も新型コロナウイルス感染症拡大防止に努めつつ、学校の事務の負担軽減、効率化など運営のあり方の見直し等を検
討し、使用件数の増加を目指す。

令和2年度の取組及び実績

取組の効果及び今後の課題

　本市における体育・スポーツの推進を図るためスポーツ推進委員を委嘱し、スポーツにかかる連絡調整能力や指導力向上
を図る目的で各種研修の取組を行うほか、スポーツ推進委員と連携してスポーツ教室等の開催を行う。

　指導力向上を図るための研修を4回行い、教室などの取組に活かした。

　地域住民にとって身近な学校施設を利用できることの意義は大きく、市民・地域のスポーツ活動の拠点となっており、市民の
生涯スポーツの推進に寄与している。

19,000件

取組の効果及び今後の課題

―

計画策定前現状値 令和２年度実績 目標値・指標値

学校施設使用件数 18,951件 12,718件

関連
施策

関連
施策

　令和2年度は新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、一時施設の開放を休止した事や施設利用者が利用を控えた事
により、令和2年度実績は減少した。
　ただし、この影響で減少した利用者数を除くと例年通りの実績となっている。

―

文化スポーツ課 ―所管課事　業　名　称

所管課スポーツ推進委員活動事業　

　スポーツ推進委員の活動の充実を図ることで、市民に豊かなスポーツライフの場を提供することや、スポーツに関する情報
提供や相談体制の充実が図れた。より多くの市民がスポーツに親しむことができるよう、スポーツ推進委員の活動を通してより
一層スポーツに関する情報提供や相談体制の充実に努める。
　新型コロナウイルス感染症拡大防止のための、新しい生活様式における事業実施･運用方法が課題となっている。

　新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、令和２年度は事業を中止した。

事業の概要

令和2年度の取組及び実績

事業の概要

　本市がホームタウンとなっている京都サンガＦ．Ｃ．の試合の告知や招待・優待の取組をはじめ、市民スポーツまつりにおけ
るサッカー教室に指導者等を派遣してもらうことなどを通して、市民のスポーツに対する関心を高める。

　京都サンガＦ．Ｃ．との協働を通じて市民のスポーツへの関心が高まってきており、スポーツ文化の発展に寄与している。
　より多くの市民がスポーツに関心を持つことができるよう、京都サンガＦ．Ｃ．との協働の取組を推進するとともに、他のスポー
ツ関係団体等との協働の取組も図っていく。

京都サンガＦ．Ｃ．との協働　
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施策14　歴史と文化の継承・活用

今後の方向性　　　□拡大　　　　■現状維持　　　　□改善・効率化　　　　□縮小　　　　　□休止・廃止　　　　□完了

今後の方向性　　　□拡大　　　　■現状維持　　　　□改善・効率化　　　　□縮小　　　　　□休止・廃止　　　　□完了

　宇治川太閤堤跡の整備にあたっては北半部で豊臣秀吉が築堤した当時の遺構再現を行うとともに、南半部では太閤堤が
砂で埋まりそこに茶畑が成立した埋没期の様子を再現整備し、来訪者に現在の宇治川の川筋を確定した太閤堤の治水機能
と、川筋に茶畑が発展していった宇治らしい歴史の重層性を総合的に体感できる史跡公園を整備する。

　整備検討委員会を開催し、解説案内板について検討を行い、その設置を完了するなど、史跡整備の完成に向けて着実に
事業進捗を図ることができた。

　別途事業として進めてきた情報発信施設（愛称：茶づな）が令和2年度に完成し、令和3年度にお茶と宇治のまち歴史公園を
オープンしたが、史跡整備としては引き続き進捗を図る必要があることから、国庫補助金の確保、他の事業とのスケジュール
調整等を図る必要がある。

事　業　名　称

取組の効果及び今後の課題

所管課 ―

令和2年度の取組及び実績

  造成、石積み、石張りなどの各種遺構再現整備及び史跡周辺の景観再現として茶樹の栽培に必要な道具を収納する「覆小
屋」の整備を行ったほか、植栽・舗装工事、解説案内板の設置を行った。

① 市民の歴史文化への意識向上

事　業　名　称

⑤ 関係機関の連携強化

■主な取組

■推進施策

（仮）お茶と宇治のまち歴史公園史跡ゾーン整備事業費　 所管課

文化的景観保護推進事業費　

④ 源氏物語ミュージアムの充実・活用

歴史まちづくり推進課
関連
施策

取組の効果及び今後の課題

　今後、文化的景観の追加選定を予定しているが、文化的景観の制度や内容の周知が必ずしも十分ではないため、引き続き
市民への啓発に努めるとともに、ウィズコロナ・ポストコロナ時代に即した啓発方法の検討が必要である。
　また、拡大申出並びに選定された文化的景観の保全と活用については、市民の理解と協力が不可欠である。

　重要構成要素である茶業関係家屋の修理により茶業に係る宇治らしい通り景観の形成ができた。

　文化的景観を形成する重要な構成要素の保全にかかる修理・修景事業及び良好な景観形成に係る整備事業をはじめ、文
化的景観の価値に関する啓発活動や情報発信を進める。また里山に茶園が広がる白川地区や煎茶文化発祥の地である黄
檗地区など、歴史と茶業景観に特色づけられる宇治の文化的景観の追加選定申出を行う。

令和2年度の取組及び実績

　重要文化的景観の追加選定を目指して取り組むとともに、景観の保全を図るための調整を行った。修理事業としては旧菊
屋萬碧楼建物主屋屋根等修理、福文製茶場土蔵屋根葺き替え修理、上林家住宅ドーム屋根改修の3件の工事を行った。
　また、令和元年度に重要構成要素の追加として文化庁に選定申出をしていた清水家住宅等4件の家屋が重要構成要素とし
て追加選定を受けた。

事業の概要

歴史まちづくり推進課
関連
施策 ―

② 歴史資料・伝統文化の収集・保存

事業の概要

③ 歴史資料館の充実・活用
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今後の方向性　　　□拡大　　　　■現状維持　　　　□改善・効率化　　　　□縮小　　　　　□休止・廃止　　　　□完了

今後の方向性　　　□拡大　　　　■現状維持　　　　□改善・効率化　　　　□縮小　　　　　□休止・廃止　　　　□完了

今後の方向性　　　□拡大　　　　■現状維持　　　　□改善・効率化　　　　□縮小　　　　　□休止・廃止　　　　□完了

関連
施策所管課

令和2年度の取組及び実績

事業の概要

　歴史資料の調査を行い、その結果を報告書としてまとめ、刊行したことにより、本市の歴史・文化を広く公開することができ、
市民の生涯学習の促進を図ることができた。

取組の効果及び今後の課題

　収蔵資料のデータ化及び効果的なデータ活用については、源氏物語ミュージアムと共に諸課題を整理し協議を重ね、デジ
タルアーカイブ導入を見据えた新収蔵目録の項目等を確定した。令和2年度は、資料データの移行を開始し、デジタルアー
カイブ導入に向けた新収蔵目録の制作に取り掛かった。

　歴史資料について調査・研究を行う。本市関係歴史資料に関するデータの充実を図るとともに、収蔵資料調査報告書で成
果を広く公開する。

関連
施策

―

関連
施策

　本市関係歴史資料を調査し、資料の収集を行い、江戸時代の御茶師の一つである尾崎坊家の調査成果をまとめた「収蔵
資料調査報告書23　尾崎坊家文書」を刊行した。

歴史まちづくり推進課

令和2年度の取組及び実績

令和2年度の取組及び実績

　萬福寺の重要文化財法堂ほか6棟保存修理強化対策事業など17件の修理事業について、所有者に対し補助を行った。

事業の概要

事　業　名　称

取組の効果及び今後の課題

調査研究費　

―

　市内に存在する重要な遺跡について発掘調査を実施し、記録の作成を行うとともに、広く市民に発掘成果を公開することに
より、文化財保護の理解を深めることができた。

所管課

　文化財保護法に基づいて、埋蔵文化財包蔵地内において国庫補助金による調査を行うとともに、開発事業に伴う発掘調査
を原因者負担として実施し、発掘成果をもとに史跡指定等の保存措置の検討を行うほか、市民への成果の公開を図る。

博物館管理課（歴史資料館）

事業の概要

　国庫補助事業としては松殿跡の発掘調査を実施し、遺構の分布状況など遺跡の状況把握に努めたほか、白川金色院跡の
範囲確認調査を実施した。また、開発に伴う埋蔵文化財の保護のため、受託事業として宇治市街遺跡の緊急発掘調査1件の
発掘調査監理を実施した。

　文化財の修理等への補助を実施したことにより、文化財の保全に努めることができた。

取組の効果及び今後の課題

事　業　名　称 埋蔵文化財発掘調査費（受託・国庫補助）　

　引き続き優先順位等を見極めて文化財保護の推進を図るとともに、未指定を含めた文化財の修理等への補助を実施する
中で、保存・活用に努める必要がある。

　市内各所に所在する文化財調査を行い、重要かつ歴史・芸術上価値が高いものを市指定文化財に指定し、文化財保護の
推進を図るとともに、国・府・市指定及び未指定文化財の修理等に補助を行い、文化財の保存・活用を推進する。

事　業　名　称 文化財指定推進費　 ―所管課 歴史まちづくり推進課

　今後も引き続き国庫補助事業として発掘調査を実施し、国史跡の追加指定を目指すとともに、開発に伴う埋蔵文化財の保
護のための発掘調査を実施する。
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今後の方向性　　　□拡大　　　　■現状維持　　　　□改善・効率化　　　　□縮小　　　　　□休止・廃止　　　　□完了

　○企画展　  　以下、「　」企画展のテーマ、会期、（　）内数字は目録配布枚数

～ 6月28日

(5月16日～5月17日臨時休館）

～ 9月6日

　　 ～ 3年2月14日

～ 4月18日

企画コーナー「発掘ものがたり宇治・2021」

今後の方向性　　　□拡大　　　　□現状維持　　　　　■改善・効率化　　　　□縮小　　　　　□休止・廃止　　　　□完了

　 （268）

　時宜に合った関心の高いテーマや市民が宇治の歴史や文化を身近に感じられるテーマを選び、特別展、および企画展を
開催した。特に特別展とその記念講演会では、古地図をテーマに、地域の歴史のみならず、日本史の中における宇治の特性
や文化についても紹介することができたが、　新型コロナウイルス感染症拡大防止による臨時休館や同感染症対策を講じな
がら特別展や記念講演会、企画展を開催したため、入館者数や講演参加者数が減少した。

　　＜前期＞　―人口倍増・激動の昭和40年代― （173）

　本市の歴史に関する多様なテーマについて、調査・研究成果を市民に還元するため、特別展、企画展及び関連事業を実
施する。開館以来収集してきた資料を中心に、原物資料、写真パネル、映像資料を組み合わせ、市民が親しみやすい展示
に努める。

令和2年度の取組及び実績

　　＜後期＞　―ひな人形と五月人形―

5月16日　　　　「名所宇治・茶のある風景　―絵はがき120周年記念―」  

　　　　開催日：10月31日　参加者数：39人

12月19日

3年2月20日

事業の概要

―

　○特別展　「古絵図の世界」　会期：9月26日～11月29日　入館者数：845人
　　　　記念講演会　「古地図にみる宇治の世界」　講師：上杉和央（京都府立大学准教授）

　資料の収集及び保存・管理を適切に行うことにより、資料館に留まらず、他館への貸出等、広く活用することができた。

　宇治の歴史や文化、文化財に関する様々な視点からテーマを設定し、展覧会を開催した。

博物館管理課（歴史資料館）
関連
施策事　業　名　称

事業の概要

取組の効果及び今後の課題

　　　　「戦争遺品展　戦後75年　新聞・雑誌に見る戦中・戦後」

（145）

　　　　「ちょっと昔の街と暮らし」  

　今後も持続的に市民が歴史資料に親しみ、その重要性を知る機会を提供し、宇治の歴史や文化について、理解が深めら
れるような展示活動に努める。

展示活動費　 所管課

　収集資料の充実とともに、資料を適切に保存するためモニタリングトラップ調査を継続し、収蔵環境の整備・改善に努めてい
るが、開館3６年を経過し、施設の老朽化や資料の増加により収蔵庫の狭隘化は進行している。

所管課

　市民から民具等の寄贈を受けたほか、本市関係歴史資料として「豊国三代城州宇治川合戦対陣之図」などを購入した。

取組の効果及び今後の課題

　資料を収集して充実を図るとともに、これらをより良い状態で後世に伝えるため、資料の燻蒸及び収蔵庫の環境維持に努める。

令和2年度の取組及び実績

関連
施策

　入場者推計：2,300人

―

博物館管理課（歴史資料館）事　業　名　称 資料収集保存費　

7月18日 （192）
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　3年2月6日

　3年2月27日

　3年3月9、10、12日 古文書講習会　「宇治茶師の古文書から」　歴史資料館学芸員　延べ53人(3日間)

今後の方向性　　　□拡大　　　□現状維持　　　■改善・効率化　　　□縮小　　　　□休止・廃止　　　□完了

今後の方向性　　　■拡大　　　　□現状維持　　　　□改善・効率化　　　　□縮小　　　　　□休止・廃止　　　　□完了

　新型コロナウイルス感染症対策を講じながら各講座を開催し、宇治の歴史と文化について、持続的に市民が関心を持ち、理
解を深められる機会を提供した。また、展覧会関連事業として、子どもを対象とした体験型教室を開催したほか、学校教育と
連携し、市立小学校で出前授業を実施した。

事業の概要

　『源氏物語』や平安時代の文化に関わることを中心に、館蔵品のほか、他館からの借用資料を中心に、様々な視点から趣向
をこらして、テーマを決め、年5～6回企画展を開催する。

歴史講座　「激動の戦国期城館　―播磨赤松氏と宇治真木島氏―」　源氏物語ミュージアム学芸員　15人

―

歴史講座　「西国三十三所巡礼道をたずねて　―宇治・三室戸を歩く―」　小嶋正亮（元宇治市歴史資料館学芸員）　19人

博物館管理課（源氏物語ミュージアム） ―

　歴史講座、古文書講習会を開催し、調査・研究成果を広く公開する。講師は、他の博物館及び大学からも迎えて市民の歴
史研究に資するとともに、博物館活動への理解を深める。

事業の概要

令和2年度の取組及び実績

博物館管理課（歴史資料館）事　業　名　称 教育普及活動費　

所管課
関連
施策

関連
施策

所管課

取組の効果及び今後の課題

事　業　名　称 企画展示費　

取組の効果及び今後の課題

　今後もウィズコロナ・ポストコロナ時代に即した多様な方法によって、あらゆる世代の市民に向けて学習機会が提供できるよう
努めるとともに、学校教育と積極的に連携し、次世代が宇治の歴史と文化について興味が持てるような教育プログラムが提供
できるよう努める。

　上記のほか、展覧会関連事業を実施した。　　事業数：2回　　参加者数：14人

　今後も持続的に市民が古典の魅力や平安時代の文化などに関する理解が深まるよう、新型コロナウイルス感染症拡大防止
対策を図りながら、他機関等とも連携し、魅力ある企画展の開催に努める。

　講座等の開催日、種別、テーマ、講師、参加人数

〇企画展「なにが見える？　―よく見るということは―」　令和2年3月18日～5月10日
                                                                              （3月18日～3月31日、4月10日～5月10日臨時休館）
 　「意識して見る」ためのキーワードを手がかりに、『源氏物語』に関する美術工芸品を紹介した。
〇企画展「小町七変化　―名所図会にみる小野小町―」　5月13日～7月12日（5月13日～5月31日臨時休館）
 　　六歌仙のひとり小野小町について、『都名所図会』や名所図を通して、その伝承やゆかりの地を紹介した。
〇企画展「源氏ワンダーランド」　7月15日～9月13日
 　　『源氏物語』が描かれた平安時代の貴族たちの生活様式について、絵画資料などを通して紹介した。
〇特別企画展「宇治を旅する　平等院を旅する」　9月16日～11月29日
　　平等院ミュージアム鳳翔館と共催で、鳳翔館に収蔵される貴重な資料などを通して、平等院をはじめとする宇治の名所を
    紹介した。 また、関連事業として、両館の学芸員によるリレー講座を実施した。
〇企画展「寿ぐ！屏風絵」　12月2日～令和3年2月14日
 　　源氏物語図屏風をはじめ、新春を寿ぐ画題の屏風を展示し、屏風の魅力を紹介した。
〇企画展「なにが見える？　―よく見るということは―」　令和3年2月17日～4月25日（4月25日臨時休館）
 　「意識して見る」ためのキーワードを手がかりに、『源氏物語』に関する美術工芸品を紹介した。

　新型コロナウイルス感染症対策を講じながら特別企画展及び企画展を開催した。毎年テーマを工夫し、話題性のある展覧
会を開催することで、観覧者に『源氏物語』をはじめとする古典の持つ魅力を発信し、平安時代の文化などに関する理解を深
めることができた。しかし、新型コロナウイルス感染症拡大防止による臨時休館により、会期を短縮した企画展もあった。

令和2年度の取組及び実績
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今後の方向性　　　□拡大　　　　□現状維持　　　　■改善・効率化　　　　□縮小　　　　　□休止・廃止　　　　□完了

今後の方向性　　　□拡大　　　　□現状維持　　　　■改善・効率化　　　　□縮小　　　　　□休止・廃止　　　　□完了

今後の方向性　　　□拡大　　　　■現状維持　　　　□改善・効率化　　　　□縮小　　　　　□休止・廃止　　　　□完了

関連
施策

博物館管理課（源氏物語ミュージアム）

　新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、開催を延期した講座もあったが、感染症対策を講じながら、持続的な学習機会
を提供することで、市民の生涯学習に寄与した。

関連
施策事　業　名　称 博物館管理課（源氏物語ミュージアム）

取組の効果及び今後の課題

令和2年度の取組及び実績

関連
施策 ―博物館管理課（源氏物語ミュージアム）所管課

事業の概要

　今後も、ウィズコロナ・ポストコロナ時代に即し、既存の媒体だけでなく、新たな情報媒体の活用も含めたより計画的で効果的
な広報に努める。

講座等開催費　

　スマートフォンなどの電子媒体を活用した広報活動のほか、新たに京都京阪バス車内アナウンスを実施し、宇治市近郊から
の誘客に努めた。

事業の概要

　今後も、教育以外の部局とも連携し、宇治の観光振興に寄与できるよう努める。

　今後も持続的に市民が古典の魅力や平安時代の文化などに関する理解が深まるよう、新型コロナウイルス感染症対策を図
りながら、ウィズコロナ・ポストコロナ時代に即した多様な方法によって、より多くの学習機会が提供できるよう努める。

事　業　名　称 源氏ろまん事業　 所管課

　○連続講座「日本文化のなかの藤原定家　―和歌、物語、そして芸能―」（全10回）　9月～令和3年3月
　　　参加者数延べ353人　（新型コロナウイルス感染症対策のため、開催日、会場、参加人数を変更して実施）
　○入門講座「超！入門講座　宇治で源氏物語を読むために」（全14回） 　9月～令和3年3月　参加者数延べ267人
　○特別企画展リレー講座（全5回）　9月～11月　参加者数延べ77人
　○源氏物語セミナー「旅という人の生き死に―宇治と平等院に伝わる旅日記から―」　10月10日　参加者数45人

取組の効果及び今後の課題

　「古典の日」が法制化されたことにより、古典をすべての市民に広く浸透させるよう恒常的な取り組みが求められている。この
ような背景のもと、本市の貴重な歴史・文化遺産を後世に伝えるとともに、ふるさと意識の醸成や観光の振興を進め、多くの市
民に古典に親しむ機会を提供するため、源氏ろまんでは多彩な事業を開催している。当館では、源氏物語セミナーを開催し
ている。

―

　源氏ろまん関連の広報において、源氏物語ミュージアムの事業が掲載されることで、新たな客層の発掘につながっている。

事業の概要

　源氏物語セミナー「旅という人の生き死に　―宇治と平等院に伝わる旅日記から―」　10月10日　参加者数45人

取組の効果及び今後の課題

令和2年度の取組及び実績

　旅行情報誌等への雑誌広告を行い、広報宣伝活動に取り組む。

　当館学芸員による入門講座、平安時代の文学・歴史を専門とする研究者を講師に迎える連続講座、源氏物語セミナーのほ
か、参加・体験型講座を開催する。

令和2年度の取組及び実績

　特別企画展の開催にあわせ、30～40代の子育て世代層をターゲットにしたWEB広告を２か月間実施した。また、新たな取り
組みとして、京阪宇治駅で下車する利用客を対象にした京都京阪バス車内アナウンス広告を４か月間実施した。

事　業　名　称

―所管課源氏物語ミュージアム広報活動費　
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