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大野城市教育振興基本計画について 

平成 27年４月、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の改正法が施行され、

教育委員会制度に関し大きな改革が実行されました。この改革の大きな柱の一つは、

市長と教育委員会が、相互の連携を図りつつ、より一層民意を反映した教育行政を

推進していくため、総合教育会議を設けることです。そして、その中で、十分な協

議・調整を経て、市長が総合的な教育施策の大綱を策定することとされました。こ

のため、本市においても、今後の教育施策の基本目標や施策の体系等を掲げる「大

野城市教育施策 大綱」を策定したところです。 

そして、これらの基本目標を具現化するため、毎年度の具体的な取り組みや重点

目標を掲げるのが、この「大野城市教育振興基本計画」です。 

本市は、市の施策のうち、「教育委員会」、「市長部局」の所管に関わりなく、広く

「教育」と関わるものを教育施策と位置づけ、教育行政を推進しています。このた

め、「大野城市教育施策 大綱」、そして、これを受けた「大野城市教育振興基本計

画」の策定も、教育委員会と市長部局とが共働して行います。 

なお、次ページに、本市における「大野城市教育施策 大綱」及び「大野城市教

育振興基本計画」の策定・基本方針と、これらの関係性を示す図表を掲げています。 

 

【３ページの教育施策の体系の見方】 

 

 

 

 

本市は、教育施策を、市全体の計画や施策との整合を保つため、市の総合計画（基本計画）

に掲げられているプランの中で、広く「教育」に関わるものを、教育施策とし、それらに、

教育における喫緊の課題であると判断したものを加え、大野城市教育施策の体系としてまと

めています。 

【４ページ以降の「平成 28年度の取り組み内容」の見方】 

平成 28年度の取り組み内容 Content 

●地域の人・もの・こと（人材や文化財等）を活用した心

の教育をＣ、Ｖ、Ｔの視点から整理し、学校の特色が出せ

るようにします。 

★学校運営協議会におけるＰＴＣＡ活動や、学校・家庭・

地域が連携したＣＶＴ学習を推進し、子どもと大人が共に

過ごし、共に学び、共に学び育つ「共育」を理念とした「学

びの共同体」を推進します。【教育指導室・教育振興課】 

教育施策の柱となるテーマ 基本テーマ 

リーディング・プラン 

分野別プラン 

基本計画のリーディング・プランに掲げられた 
施策の中で、この基本テーマに沿うもの 

基本計画の分野別プランに掲げられた施策の中で、 
この基本テーマに沿うもの 

●…前年度以前からの 

継続した取り組み 

★…今年度に新たに行う 

取り組み 

【○○○】…担当課・室 
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○ 市長は、対象期間を５年とした「教育大綱」を、総合教育会議において教育委員会と

調整のうえ策定する。 

  ※「５年」 総合計画の前期・後期基本計画に合わせ期間を設定する。なお、平成 27
年度に策定した大綱は、後期基本計画の期間（平 26～30）により、平成
27年度から平成 30年度までの４年間とした。 

○ 教育委員会は、教育大綱に掲げる基本理念・基本目標を達成するための期間中の各年

度の重点目標・取り組みを掲げる「教育振興基本計画」を策定する。 

   【教育施策 大綱】  市長が策定 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＝（総合計画） 

＝（実施計画） 【教育振興基本計画】 
（各年度の重点目標、 
主な取組み・事業） 

 

〇年度 重点目標・取り組み 

◇年度 重点目標・取り組み 

☆年度 重点目標・取り組み 

◎年度 重点目標・取り組み 

〇年度～□年度の基本理念、基本目標、施策体系、重点事業 

教育委員会が（市長部局と
共働して）策定 

 

□年度 重点目標・取り組み 

「大野城市教育施策 大綱」及び「大野城市教育振興基本計画」の策定・基本方針 
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スポーツ・レクリエーション 国際交流の推進 
活動の振興・発展 

社会教育(共育)活動・生涯学習活動の振興 

 
 
 
 
 
 

 

読書活動の推進 

 

市民に信頼される開かれた学校づくり 

・創造的な学校教育の推進 
・学校規模の適正化 
・学校施設の適正な管理 
・空調等による学校環境の改善 
・不登校などへの対応 
・就学機会の拡充 

人権・同和教育(啓発)の推進               男女共同参画社会の実現 

豊かな人権文化のまちづくり お互いを尊重し、協力し合う男女共同参画
のまちづくり 

・人権教育・啓発活動の推進 ・女性と男性が共同参画するコミュニティ都市づくり 
・性に基づく暴力の根絶 

 
青尐年を育む地域環境づくり 

家庭の教育力向上 

・家庭教育の推進 

・青尐年健全育成体制の充実 
・青尐年活動の充実 
・青尐年健全育成環境の整備 
・青尐年のモラルの向上 
・相談体制の充実 

芸術文化の振興  文化財の保護・活用 

まちの魅力向上 
・芸術文化の推進 

・芸術文化の発信 

・市民文化の醸成 

・文化遺産の活用と

次世代への継承 

・大野城市スポーツ推進
計画の策定 

・生涯スポーツの推進 
・スポーツ活動団体の支
援・連携 

・スポーツ施設の整備・
管理 

・レクリエーション活動
の推進 

・多文化共生の
コミュニティ
づくり 

・国際感覚豊か
な人づくり 

・文化財の保存・
継承 

・史跡・文化財の
整備･活用 

・読書活動の推進 

市民力を高める学習機会の充実 

豊かな創造性あふれる地域づくり 

・生涯学習情報の提供機能の充実 

・生涯学習施設間の連携強化 

・生涯学習施設・機能の拡充 

大野城市教育施策の体系 

学校教育 社会教育及び生涯学習 

人権・同和教育及び男女共同参画 

芸術文化及び文化財 スポーツ・レクリエーション及び国際交流 

青少年教育 

家庭教育 

保健医療・健康・食育の  乳幼児教育・子育て支援の      安全・安心まちづくりの 
推進           充実・強化           推進 

安心して子どもを生み、育
てられるまちづくり 

安全・安心まちづくりの推進 ・こころとからだの健
康づくりの推進 

・感染症の予防・対策 

・食育の推進 
・子育て支援の充実 
・放課後児童施策の推進 

・安全・安心な学校づくり 
・防犯意識の高揚 
・交通安全対策の強化 

その他 
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１ 学校教育 

 

子ども一人一人に生きる力の基礎となる確かな学力と豊かな人間性を育むため、

学校運営協議会を設置しています。この協議会を中心に、家庭・地域・学校・行政

が連携し、児童・生徒の自尊感情、対人関係能力、規範意識や郷土愛の育成を図り、

地域の創意工夫を生かした特色ある学校づくりと支援体制を充実させながら開か

れた学校運営に取り組みます。特に大野城市が推進しているＰＴＡ（Parent=保護

者、Teacher=教職員、Association=組織）にＣ（Community=地域）を加えたＰＴＣ

Ａ活動により、大野城市の「人・もの・こと」を積極的に活かしたＣ（Career=キ

ャリア学習）、Ｖ（Volunteer=ボランティア活動）、Ｔ（Treasure=ふるさと学習）

の体験を通じたＣＶＴ学習（心の教育）を推進します。 

また、教職員の授業力の向上や校務の効率化、及び児童・生徒の学習意欲・情報

活用能力の向上に向けた取り組みを推進します。 

取り組み Objective 平成 28年度の取り組み内容 Content 

① 全小・中学校に設置した学校運営協議

会による取り組みの推進、および各校

区の取り組みに関する情報交換 

●地域や学校の特色が出せるように教育委員会

職員が地域とのつなぎ手となるなど、第２期指

定について拡充します。 

【教育指導室】 

② ＰＴＣＡ活動によるＣＶＴ学習（心の

教育）の推進 

★学校運営協議会におけるＰＴＣＡ活動や、学

校・家庭・地域が連携したＣＶＴ学習を推進し、

子どもと大人が共に過ごし、共に学び、共に育

つ「共育」を理念とした「学びの共同体」を推

進します。 

●地域の人・もの・こと（人材や文化財等）を活

用した心の教育をＣ、Ｖ、Ｔの視点から整理し、

学校の特色が出せるようにします。 

【教育振興課・教育指導室】 

③ 授業研修などによる小・中学校の授業

改善、及び尐人数指導に特化した講師

の配置の検討 

●「学力向上支援員」を学力テストの分析をもと

に小学校３校に配置し、算数の個別指導を行い

ます。 

【教育指導室】 

④ いじめ・不登校の解決に向けた児童・

生徒の心のケアの充実 

★不登校総合支援予防プロジェクトとして、不登

校の要因から、不登校専門の指導主事、臨床心

理士、学校社会福祉専門員を派遣します。 

★適応指導教室南教室開設に向けて準備をしま

す。 

●不登校対策サポートティーチャーを４名配置

し、小中学校への支援を行います。 

【教育指導室】 

リーディング・プラン  市民に信頼される開かれた学校づくり 
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⑤ 小・中学校ホームページの開設と充実

による地域への情報発信 

★平成 28 年度当初には全小中学校のホームペー

ジを開設できる環境が整うことから、順次公開

し情報を発信していきます。 

【教育振興課】 

⑥ 小・中学校の情報基盤整備の推進 ★全小中学校の情報基盤整備が整ったことから、

今後は特別支援学級においてのタブレットＰＣ

や電子黒板などの機器整備を進めていきます。 

【教育振興課】 

⑦ 教育サポートセンターを核とした、

「福祉」と「教育」の連携による「０

歳から義務教育課程修了まで」一貫し

て支援する取り組みの充実・強化 

●保育所、幼稚園、小学校合同の連絡会議を行い、

児童への継続した指導が行えるように支援しま

す。 

●３歳児健診等に就学前通級指導員やサポート

センター指導主事を派遣し、教育相談・就学相

談を行います。 

●保護者や保育所、幼稚園の要請により、保育所

や幼稚園を訪問して教育相談を実施します。 

●こども健康課と連携し、児童等のデータベース

を整備し、活用できるようにします。 

【教育指導室・こども健康課】 

⑧ 早期からの就学相談体制の充実と児

童・生徒それぞれのニーズに応じた教

育の推進 

●就学に関するリーフレットを年長児の保護者

及び３歳児健診受診の保護者に配布します。 

【教育指導室】 

⑨ いじめ防止対策推進法に基づく取り

組みの推進 

●大野城市いじめ問題対策連絡会議を３回実施

し、市のいじめ問題の状況や各学校の取り組み

を共有します。 

●「いじめ防止リーフレット」を各学校に配ると

ともに、市の広報紙に載せ、啓発を図ります。 

【教育指導室】 

⑩ 「障害を理由とする差別の解消の推進

に関する法律」の制定に伴い改正され

た学校教育法施行令に基づく取り組み

の推進 

●インクルーシブ教育システム構築のための特

別支援教育推進のために、児童等及び保護者の

状況やニーズに応じた就学指導を行います。 

【教育指導室】 

⑪ 通級指導支援事業に基づく通級指導

教室の推進 

★就学前通級指導員による家庭訪問や園訪問を

行い、就学相談や体験通級の啓発を行います。 

★小学校通級指導教室に言語聴覚士を配置し、言

語障がいに対する指導を行う等機能を強化しま

す。 

★中学校の通級指導員を配置し、小学校から継続

して通級指導が行える環境整備をします。 

【教育指導室】 
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「生きる力」の基盤となる確かな学力と豊かな人間性の育成及び国際理解教育

の充実とコミュニケーション能力の育成を図るため、創造的な学校教育を推進し

ます。 

取り組み Objective 平成 28年度の取り組み内容 Content 

ア ｢心の教育フェスティバル｣の充実と

道徳授業の公開 

●市がめざす心の教育の資質能力からテーマを

決め、小中学生の意見発表を実施します。 

●各学校の道徳の時間等を全学級、公開します。 

【教育指導室】 

イ ｢ふるさと創生学校じまん事業｣の推

進 

★平成 27年度に「ふるさと学習」の統合を行い、

「心の教育」及び「ふるさとの宝を次代へ継承

する学習」を充実・推進する体制を整えたこと

から、今後は「命の大切さ、命の尊さ」につい

ての教養を深める活動を加え、本市で教育を受

けたことを自慢できるような教育活動を行いま

す。 

【教育振興課】 

ウ 学力向上推進協議会を中心とした取

り組みの充実 

★先進校の取り組みの紹介や講師を派遣し、学力

向上について研修します。 

●各種学力テストの結果を早期に分析し、各学校

の学力向上プランの検証・改善を図るとともに、

個に応じた指導の充実を図ります。 

【教育指導室】 

エ 小学校外国語活動及び中学校外国語

科の指導の充実 

★筑紫地区において、英語教育推進リーダーや中

核教員を集めた英語教育の研修会を開き、人材

育成を推進します。 

●小・中学校の英語教育の担当教員研修会をＡＬ

Ｔも交えて実施します。 

【教育指導室】 

オ 障がいのある方との交流学習などを

通じた福祉教育の充実 

★大野城市社会福祉協議会、福祉課と連携して、

福祉教育のカリキュラムを作成します。 

●大野城市社会福祉協議会と連携し、授業におい

て障がいのある方や福祉施設の方をゲストティ

ーチャーとして招聘します。 

【教育指導室・福祉課】 

 

 

 

 

分野別プラン① 創造的な学校教育の推進  
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就学対象者の推移に応じた施設の改修や通学区域の弾力的な運用を実施します。 

取り組み Objective 平成 28年度の取り組み内容 Content 

ア 学校区域の弾力的運用 ●学校規模、地域活動、部活動などと整合を図り

ながら、「一部地域の学校選択性」の継続や児童

生徒の事情等に配慮した就学先のあり方などの

弾力的運用を図ります。 

【教育振興課】 

 

 

 

計画的な校舎の大規模改修とバリアフリーに配慮した施設の整備など、学校施

設として必要な整備を推進します。 

取り組み Objective 平成 28年度の取り組み内容 content 

ア 老朽化などの対策を目的とした校舎

の計画的な大規模改修の実施 

●計画に基づき、老朽化した校舎について、大規

模な改修を行います。 

【教育政策課】 

イ 体育館などのバリアフリーに配慮し

た施設の改善 

●体育館へのバリアフリーに配慮した多目的ト

イレの整備を進めます。 

【教育政策課】 

ウ 大規模改修に併せた給食室のドライ

システム化 

●安全衛生管理の向上のため、大規模改修に合わ

せ、給食室のドライシステム化（乾式化）を進

めます。 

【教育政策課】 

エ 計画的な学校遊具の取替の実施 ●安全性に配慮し、老朽化した学校遊具の取替え

を計画的に進めており、今年度は「登り棒」を

取り替えます。 

【教育政策課】 

 

 

分野別プラン② 学校規模の適正化 

 

分野別プラン③ 学校施設の適正な管理 

 

登り棒 多目的トイレ 
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空調設備の効果的な整備等、学校環境の改善を図ります。 

取り組み Objective 平成 28年度の取り組み内容 Content 

ア 天井付扇風機の効果の検証結果を踏

まえた全小・中学校の空調設備の効果

的な整備の促進 

★天井付扇風機等の効果の検証結果を踏まえ、平

成 28年度から原則大規模改造工事に併せ、空調

設備並びに天井付扇風機の整備を実施します。 

【教育政策課】 

イ 児童・生徒の体調や学校の状況に配

慮した対策の実施 

●運動会、体育会等の時期に合わせ、活動や観覧

に支障のないよう砂埃を抑える対策（薬剤散布）

を実施します。 

【教育政策課】 

 

 

不登校の児童・生徒への対応を円滑に行うため、小・中学校が一貫した指導

体制を推進していきます。 

取り組み Objective 平成 28年度の取り組み内容 Content 

ア ｢大野城市小中連携教育ビジョン｣に

基づく取り組みの推進 

●各ブロックで作成した小中連携ビジョンをも

とに、各中学校ブロックの取り組みを実践しま

す。 

●小学校卒業生の春休みの課題として「ファース

トステップ」を作成し、配布します。 

【教育指導室】 

 

 

経済的理由により就学困難な児童・生徒へ支援を行います。 

平成２年度に、石井 久氏（立花証券会長）からいただいた１億円のご寄付をもとに 

基金を設け、平成３年度以降、延べ 400名以上の生徒に就学を支援するための奨学資金を 

給付しています。 

取り組み Objective 平成 28年度の取り組み内容 Content 

ア 就学援助制度の周知と利用促進 ★新入学用品費について、これまでよりも時期を

早め、4月に支給します。また、ランチ給食サー

ビスの利用について就学援助の支給対象としま

す。 

【教育政策課】 

イ 就学資金などの基金を活用した人材

育成 

●家庭の経済的な理由により就学が困難な生徒

に対し、就学の途を開くため、奨学資金のため

の基金を活用し、支援を行います。 

【教育政策課】 

分野別プラン⑤ 不登校などへの対応 

 

分野別プラン⑥ 就学機会の拡充 

 

分野別プラン④ 空調等による学校環境の改善 

 



9 

 

２ 社会教育・生涯学習 

(1) 社会教育(共育)活動・生涯学習活動の振興 

 

市民と行政が、共に「大野城市をもっと住みよいまちにしていこう」というまち

づくりの方向性や理念を理解し、それに基づき行動できるよう、若い世代から高齢

者まで市民力を高める学習機会の充実を図ります。 

取り組み Objective 平成 28年度の取り組み内容 Content 

① 高齢者の元気づくりや生涯学習の場

として開講したシニア大学山城塾の充

実 

●受講生代表からなる運営委員会と連携し、講座

内容を充実させ、高齢者の学究活動、元気づく

り及び生活リズムづくりを支援します。 

【長寿支援課】 

② 市民にとって最も身近な公的施設で

ある公民館の「いつでも・誰でも・気

軽に」利用できる生涯学習の場として

の推進 

●公民館が市民にとって身近な場所で気軽に利

用できる公共施設となるように、区（地域）と

共働して利用促進を図ります。 

【コミュニティ文化課】 

③ 地域の問題と「まちの政治」とのつな

がりの認識、政治や選挙の重要性の理

解の促進 

●地域のさまざまな問題や課題について学習す

る「まちをみつめよう学級」や出前講座等を通

じて政治や選挙意識の向上を図ります。 

【総務課(選挙管理委員会）】 

 

リーディング・プラン  市民力を高める学習機会の充実 

まちをみつめよう学級 



10 

 

 

地域に住む人が互いに尊敬しあって交流し、それぞれの市民が持っている知識

や経験や活力を発揮できる、創造性あふれる地域づくりに取り組みます。 

取り組み Objective 平成 28年度の取り組み内容 Content 

① 市最大の市民参加型のまつりである

「おおの山城大文字まつり」をはじめ

とした、多くの市民参加、地域や小学

校の連携によるイベントの継続と充実 

●地域と学校の連携により、市内 4地域で行われ

るイベントの充実・活性化を図ります。 

●おおの山城大文字まつりは、ふるさと大野城を

築いた先人への敬意、現代を生きる大人達の情

熱、未来を担う子ども達の夢や希望を表現した

古（いにしえ）と未来をつなぐまつりとなるよ

う、市民参加型で実施します。 

【ふるさとにぎわい課】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「いつでも どこでも 誰でも」学べる生涯学習活動の推進のために、各施

設のホームページやコミュニティセンターだよりなどの広報媒体を活用した情

報提供を推進します。 

取り組み Objective 平成 28年度の取り組み内容 Content 

ア 各施設のホームページ、コミュニテ

ィセンターだよりなどを活用した生涯

学習情報の提供 

●各コミュニティセンターや公民館のホームペ

ージと、コミュニティセンターだよりを活用し

た情報提供を推進します。 

【コミュニティ文化課・地域行政センター】 

イ 生涯学習講座に関するさまざまな情

報を掲載した｢まなブック｣を通した情

報提供 

●各公民館等での講座情報を掲載する「まなブッ

ク」を作成し、公民館、コミュニティセンター

等に配布します。 

【コミュニティ文化課】 

分野別プラン① 生涯学習情報の提供機能の充実 

 

リーディング・プラン  豊かな創造性あふれる地域づくり  

おおの山城大文字まつり 

（大野東中吹奏楽部演奏） 
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ウ 生涯学習啓発イベント（生涯学習展）

の充実を図るなど、生涯学習の普及啓

発の推進 

●関係各課が連携して、「まどかフェスティバル」

の充実を図り、生涯学習の普及啓発を推進しま

す。 

【コミュニティ文化課】 

 

 

  まどかぴあやコミュニティセンター、公民館などでの生涯学習講座を継続し

て実施するとともに、各施設の連携を強化し、共同事業や情報交換、講師派遣

などの事業を推進します。 

取り組み Objective 平成 28年度の取り組み内容 Content 

ア 公共施設予約システムの利用促進に

向けた改善 

★公共施設予約システムを容易に利用できるよ

う、利用ガイドブックをさらに分かりやすいも

のに改訂し、システム利用の促進を図ります。 

【コミュニティ文化課】 

イ 生涯学習関係団体への支援 ●定期講座発表会や各地区の芸能祭・文化祭等、

講座・サークル等のＰＲと発表の場を提供しま

す。 

【コミュニティ文化課】 

ウ 生涯学習の推進と地域での活躍を推

進する施設間の連携 

●コミュニティセンターや公民館で、生涯学習セ

ンターの事業のＰＲに努め、また生涯学習セン

ターで他の施設利用の案内や事業の紹介などを

行います。 

【コミュニティ文化課】 

エ 講師派遣などの事業を通した、生涯

学習センターの事業活性化 

●家庭教育学級への講師紹介、保護者向けの講師

紹介を行います。 

【コミュニティ文化課】 

 

 

  

 まどかぴあやコミュニティセンター、公民館などの生涯学習関連施設の改修

や整備の実施と効果的な運営管理を推進します。また、小学校特別教室の地域

開放をより積極的に推進します。 

取り組み Objective 平成 28年度の取り組み内容 Content 

ア 生涯学習関連施設の充実と老朽化対

策等の実施 

●機器の更新及び施設の改修計画に基づく整備

を図るとともに、利用者視点に立った施設整備

を推進します。 

【コミュニティ文化課】 

分野別プラン② 生涯学習施設間の連携強化 

 

分野別プラン③ 生涯学習施設・機能の拡充 
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イ 生涯学習関連施設の運営管理の充実 ●まどかぴあ、コミュニティセンター、公民館の

指定管理者と密に連携・共働した運営管理を行

います。 

【コミュニティ文化課】 

ウ 小学校校舎の大規模改修等による特

別教室の集約化（地域へ開放するゾー

ンの整備）と地域開放による生涯学習

（共育活動）の推進 

●小学校特別教室を市民の生涯学習の場として、

より積極的に活用（開放）するため、特別教室

を集約した地域開放ゾーンの整備を実施しま

す。 

【教育政策課・教育振興課】 
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(2) 読書活動の推進 

 

 

  子どもたちがさまざまな場所で本と出会えるような環境を整備し、読書活動

を推進します。 

取り組み Objective 平成 28年度の取り組み内容 Content 

ア 子ども読書活動推進計画の推進によ

る、子どもたちが本にふれる機会の充

実 

●地域貸出文庫をより充実させ、子どもが学校だ

けではなく地域においても読書に親しむことが

できる環境づくりを目指します。 

【教育振興課・コミュニティ文化課】 

イ 学校図書の充実を目的とした図書整

備計画の毎年の策定と図書司書研修会

の定期的な実施 

●「学校図書館図書選定基準」に基づき、図書の

質の向上と充実を図ります。また、研修会を通

し図書司書の資質を向上させ、子どものたちの

読書活動を充実させます。 

【教育振興課】 

ウ まどかぴあ図書館による団体貸出や

地域貸出文庫の推進 

●各団体に対し「団体貸出」の周知に努めます。 

【コミュニティ文化課】 

エ まどかぴあ図書館と連携した読み聞

かせボランティアや小学生読書リーダ

ーの養成と活用の促進 

●読み聞かせボランティアの養成講座等の実施

及び活用促進に努めます。また、小学生読書リ

ーダー養成講座の受講生が、学校で読書活動を

推進するリーダーとして活躍できるような取り

組みを推進します。 

【教育振興課】 

オ まどかぴあ図書館や相互利用できる

福岡都市圏市町の図書館等の利用の促

進 

●まどかぴあ図書館の蔵書を充実させ、また、福

岡都市圏市町の図書館の相互利用を継続しま

す。 

【コミュニティ文化課】 

 

分野別プラン① 読書活動の推進 

 

小学校の図書室 
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３ 青尐年教育 

 

地域の人と人とがつながりあう環境づくりを推進することで、多世代間交流を図

り、子ども会や青尐年団体、スポーツ団体など、地域のあらゆる団体との連携も含

め、地域全体で社会性や道徳性を持った青尐年を育成します。 

取り組み Objective 平成 28年度の取り組み内容 Content 

① 子ども・若者育成会議による「夢とみ

らいの子どもプランⅡ」の施策の推進 

●事業の成果等をもとに、子ども・若者育成会議

や部会において施策の進捗状況について検証、

審議し、推進します。 

【こども未来課】 

② ｢放課後子ども教室（アンビシャス広

場）｣を通した、小学生の異年齢間交流

や地域とのつながりの形成 

●既存の放課後子ども教室の目的は残しつつ、教

育委員会との共働により、児童の新たな放課後

の居場所づくりを進めます。 

【こども未来課】 

③ 若者一人一人の成長に寄り添う、「心」

の居場所の設置の検討 

●子ども・若者育成会議の若者育成部会におい

て、具体的な場所の検討や必要な機能について

協議を進めます。 

【こども未来課】 

④ 大野城市寺子屋連携共育事業「ランド

セルクラブ」の推進 

★現在実施しているアンビシャス広場に代わる

新しい「放課後子ども教室」として、２学期か

らは大野北小・大野東小・月の浦小の３つの小

学校において、放課後に児童が人材バンクのボ

ランティアによる学習や体験活動などをしなが

ら過ごす「ランドセルクラブ」を３年間試行し、

その状況を検証しながら、全小学校に広げてい

きます。 

【こども未来課・教育振興課】 

 

リーディング・プラン  青尐年を育む地域環境づくり 

月の浦小学校寺子屋教室 

（特別教室の様子） 
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地域団体相互の連携や子どもに関わる大人への助言、活動支援など、青尐年

の健全育成体制の充実を図ります。 

取り組み Objective 平成 28年度の取り組み内容 Content 

ア 青尐年関係機関や団体が、相互に連

絡・調整・協議ができる体制づくり 

●子ども・若者育成会議やフォーラムの開催など
で横の連携ができる体制を強化していきます。 

【こども未来課】 

イ 子どもに関わる育成者の発掘やスキ

ルアップ 

●子どもに関わる全ての大人に向けて作成した

冊子「子育て八策」及び「子育て八策Ｑ＆Ａ」

の周知と活用を図ります。 

【こども未来課】 

ウ 青尐年団体事業の支援と活性化 ●子ども会や「尐年の船」等の、地域が主体とな

って行う事業への支援や助言、ＰＲ等を行って

いきます。 

【こども未来課】 

 

 

 

社会の一員として責任ある大人へ成長するため、市と各団体が連携し、青尐

年活動の充実を図ります。 

取り組み Objective 平成 28年度の取り組み内容 Content 

ア 青尐年が主体的に実施するリーダー

育成事業やグループ活動への支援 

●「中学生リーダーズクラブ」「それいけ☆青年

組」の活動において、主体性な活動内容を意識

し、地域行事等において青尐年の活躍の機会を

設けます。 

●市内外を問わず、リーダー育成事業や研修会へ

の青尐年の参加を推進します。 

【こども未来課】 

イ 世代ごとの青尐年育成事業の推進と

周知方法の見直し 

●「インリーダー研修会」「中学生リーダーズク

ラブ」「それいけ☆青年組」などの、世代ごとの

青尐年団体の活性化やＰＲ、団体間の連携を図

ります。 

【こども未来課】 

ウ 国際的な広い視野を持つ青尐年の育

成を目的とした「中学生・高校生交流

の翼事業」の充実 

●団員・保護者アンケートなどによる事業の改善

と効率化、報告会を通じた研修効果の更なる波

及を図ります。 

【こども未来課】 

 

分野別プラン② 青尐年活動の充実 

 

分野別プラン① 青尐年健全育成体制の充実 
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エ 将来の地域のリーダーを養成するた

めの、リーダー候補者の他地域への派

遣事業（中学生被災地派遣研修等）の

推進 

★中学生被災地派遣研修５年目の集大成として、

成果を検証する場を設定し、研修生を地域にお

ける青尐年防災リーダーとして、活躍の機会を

設けます。 

【教育指導室】 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地域で青尐年を育てるために、地域・家庭・学校・警察が連携し、健全育成

環境の整備を図ります。 

取り組み Objective 平成 28年度の取り組み内容 Content 

ア 各コミュニティの青尐年育成部への

活動支援 

●子ども・若者育成会議の「青尐年対策連携部会」

において、コミュニティ毎の育成事業への提案

など連携の強化を図ります。 

【安全安心課】 

イ 青尐年の安全を地域で守るための支

援体制の拡充 

●尐年相談員（補導員）による巡回パトロールを

継続するとともに、今年度は 27 区中 22 区の自

主防犯活動団体の設立を目指し、積極的な働き

かけを行います。 

【安全安心課】 

分野別プラン③ 青尐年健全育成環境の整備 

 

中学生リーダーズクラブ 

（保育所訪問） 

インリーダー研修会 
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  青尐年に社会の一員である自覚を持たせるため、道徳教育などの強化を進め、

モラルの向上を図ります。 

取り組み Objective 平成 28年度の取り組み内容 Content 

ア インターネット社会に対応するため

の児童・生徒、保護者への情報モラル 

に関する啓発の推進 

●児童生徒、保護者を対象に、情報モラルの研修

会を開催します。 

●リーフレットで、情報モラルについての啓発を

各家庭に行います。 

【教育指導室】 

イ 道徳教育の推進を目的とした各学校

の道徳教育推進教師への研修などの実

施 

●道徳教育実行委員会で、授業研修会を行い、道

徳の教科化に向けた研修を実施します。 

【教育指導室】 

 

 

 

複雑・多様化している青尐年に関わる問題に対応するため、要保護児童を支

える保護者・児童相談所などの関係機関・地域などとの連携強化、子ども相談

センター窓口の相談支援体制の充実に努めます。 

取り組み Objective 平成 28年度の取り組み内容 Content 

ア 子ども相談センターの体制強化 ●相談員の相談対応技術等の向上を図り、要支援

児童への支援の充実を図ります。 

【こども健康課】 

イ 児童虐待などに関する情報の一元

化・共有化の推進 

●平成 27 年度から運用開始した児童相談システ

ムを活用し、要保護児童等の適切な支援体制の

構築をはじめ、更なる事務の効率化を図ります。 

【こども健康課】 

ウ 保護者等の支援のためのペアレン

ト・トレーニングの普及・推進 

●保護者や子育て関係者に、親子の絆を深める研

修を行います。また、実施後の結果を検証し、

保護者等への支援体制の推進に努めます。 

【こども健康課】 

 

分野別プラン④ 青尐年のモラルの向上 

 

分野別プラン⑤ 相談体制の充実 
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４ 家庭教育 

 

子どもたちが基本的な生活習慣を身につけ、健やかな心身を育むために、保護者に対して

家庭教育の重要性を呼びかけます。 

取り組み Objective 平成 28年度の取り組み内容 Content 

① 家庭教育の推進を図るために作成し

た、自分を振り返る世代ごとのチェッ

クシート等の周知・配布 

★市独自の強調月間「大野ジョーくんの生活がん

ばり月間」を定め、啓発チラシ等の配布をとお

して、親子がコミュニケーションを取りながら

自身の生活を見直すための取り組みを拡大しま

す。 

【こども未来課】 

② ＰＴＡ活動、家庭教育学級を通した、

規則正しい食生活や家族などとともに

食事をする「共食」についての啓発と

子どもたちの朝食喫食率 95%に向けた

取り組みの推進 

●各学校の家庭教育学級において、食育をテーマ

とした講座が開かれるように啓発します。 

【教育指導室】 

  

  

 

家庭での教育的役割の向上をめざします。 

取り組み Objective 平成 28年度の取り組み内容 Content 

ア 市全体での講演会の開催など、保護

者への家庭教育に関する学習機会の充

実 

●家庭教育学級生だけでなく、一般市民の参加を

見込んだ開催を検討します。 

【教育振興課・教育指導室】 

イ 各小・中学校で実施している家庭教

育学級での、家庭教育の大切さを学習

する内容の充実と、より多くの保護者

への周知 

●年間の重点テーマを設定し、それに向けての講

座の内容の充実や、学級運営の支援をしていき

ます。 

【教育振興課・教育指導室】 

 

分野別プラン① 家庭教育の推進 

 

リーディング・プラン  家庭の教育力向上  
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５ 人権・同和教育及び男女共同参画 

(1) 人権・同和教育(啓発)の推進 

人権の尊重が文化として根付き、性別・年齢・国籍・障がいの有無といったお互

いの違いを理解し、一人一人の個性が尊重され、誰もが生き生きと豊かに自己実現

できるまちづくりをめざして、地域・家庭・職場など、あらゆる場で人権教育・啓

発を行います。 

取り組み Objective 平成 28年度の取り組み内容 Content 

① ｢大野城市人権教育・啓発基本指針｣及

び同指針に基づく実施計画の見直しに

よる、効果的施策の総合的推進 

●平成 27 年度に改定を行った新たな大野城市人

権教育・啓発基本指針とその実施計画に基づき、

個々の事業内容の見直しを進めます。 

【人権男女共同参画課】 

② 市民と市職員の企画による、市の施策

を発表する機会も取り入れた｢人権・同

和問題研修会｣の開催 

●地域との連携により、コミュニティ別研修会の

企画内容の充実を図るとともに、市民・企業等

の参加者数を増やすため、広報活動に努めます。 

【人権男女共同参画課】 

 

リーディング・プラン  豊かな人権文化のまちづくり  

コミュニティ別人権・同和問題研修会 
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市民一人一人が人権を尊重することの重要性を正しく理解し、他人の人権にも

十分配慮した行動がとれるよう、あらゆる場において効果的な人権教育・啓発活

動を推進します。 

取り組み Objective 平成 28年度の取り組み内容 Content 

ア 幼稚園、保育所、学校、家庭、地域、

職場などのあらゆる場に応じた人権教

育・啓発活動の推進 

●それぞれの場における課題を十分に考慮しな

がら、適切なテーマや手法により教育・啓発を

進めます。 

【人権男女共同参画課】 

イ より効果的な施策を実施していくた

めの市民意識調査の実施 

●平成 26 年度に実施した市民意識調査の結果を

活用しながら、より効果的な事業を実施してい

きます。次回調査は平成 31年度に行います。 

【人権男女共同参画課】 

ウ 人権感覚を持って主体的に行動でき

る人材を育成するための研修の実施 

●「人権・同和問題啓発推進員初級・中級講座」

などの研修等を通じて、地域で啓発リーダーと

して主体的に行動できる人材の育成に努めま

す。 

【人権男女共同参画課】 

エ 市民の自主的参加を促すための講

座・研修内容の充実 

●講座や研修への新たな参加者が獲得できるよ

う各種講座の内容や周知方法などの見直しを図

ります。 

【人権男女共同参画課】 

オ 市の広報やホームページを活用した

人権に関する情報提供の充実 

●本市に限らず、他団体も含めた啓発事業や相談

窓口についての情報提供の他、パネル展などの

実施を通じて各種啓発週間や月間等の周知を行

います。 

【人権男女共同参画課】 

カ 小・中学校における授業実践を通し

た人権教育の推進 

●小・中学校の社会科基底カリキュラムを活用し

た授業実践を行い、カリキュラムの検証・改善

を継続して実施します。 

●中学校ブロックで、人権・同和教育に関する授

業実践を共有します。 

【教育指導室】 

 

 

分野別プラン① 人権教育・啓発活動の推進 
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(2) 男女共同参画社会の実現 

 

男女共同参画社会の実現のため、家事や子育てなどで男女が協力し合うことの大

切さを学ぶ機会を提供するとともに、地域などあらゆる場で、男女それぞれの個性

や能力を発揮できる環境づくりを進めます。また、地域において男女共同参画を推

進していく女性リーダーの育成を進めます。 

取り組み Objective 平成 28年度の取り組み内容 Content 

① 家族の協力による子育ての大切さを

理解することを目的とした、家族で参

加する子育て教室の開催 

●妊婦とそのパートナーを対象に「すくすく子育

て教室」を開催し、妊婦体験ジャケットの着用

や助産師の講話、妊婦体操などを通して、妊娠・

出産・育児への協力についての知識の普及を図

ります。 

【こども健康課】 

② 育児や介護を男女が協力して行う大

切さを実感することを目的とした、子

どもを対象とした育児体験学習の実施 

●中学生を対象に保健師等による出前講座「赤ち

ゃんとのふれあい体験学級」を実施し、講話や、

妊婦体験ジャケットの着用、赤ちゃん人形の抱

っこ体験等の学習機会を提供します。 

【こども健康課】 

③ 地域で活躍できる女性リーダーの育

成 

●地域で主体的に活動するリーダー的役割を担

う女性の人材の育成を進めるため、地域女性リ

ーダー育成講座（第 2期）を実施します。 

【人権男女共同参画課】 

④ 地域運営における女性の積極的登用

をめざした、関係機関への働きかけの

実施 

●各種啓発事業を通じて、地域の女性登用に対す

る意識向上を図るとともに、区長会などの機会

に、各区役員への女性の積極的な登用について

働きかけます。 

【人権男女共同参画課】 

 

 

あらゆる分野における男女共同参画を進めていくために、まどかぴあ男女平等

推進センター｢アスカーラ｣を中心とした推進活動の充実を図ります。 

取り組み Objective 平成 28年度の取り組み内容 Content 

ア 男女共同参画活動団体への支援 ●既存の団体に加え、発足して間もない団体への

支援を充実し、新たな団体の育成に努めるとと

もに、これらの団体が連携・協力できるようサ

ポートしていきます。 

【人権男女共同参画課】 

リーディング・プラン  お互いを尊重し、協力し合う男女共同参画のまちづくり 

分野別プラン① 女性と男性が共同参画するコミュニティ都市づくり 
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イ まどかぴあ男女平等推進センター

「アスカーラ」の情報発信機能の充実 

●「情報交流ひろば」、「アスカーラギャラリー」

の機能を活かして、寄り合い的な小規模講座や

交流会を開催し、情報発信機能の充実を図りま

す。 

【人権男女共同参画課】 

ウ 施策・方針決定の場への女性登用の

推進 

●審議会等委員選任に関する事前協議制度につ

いて、目標値である委員総数の 40％以上の登用

率を維持・継続できるよう適切な運用を行って

いきます。 

【人権男女共同参画課】 

エ 女性のキャリアアップ支援に関する

講座などの充実 

●「スキルアップのため資格取得講座」のほか

に、「キャリアプランの立て方」や「育休中の自

分磨き」講座などを開催し、女性のキャリアア

ップを支援します。 

【人権男女共同参画課】 

 

  

ＤＶ（ドメスティック・バイオレンス）防止のための啓発活動を推進していく

とともに、被害者支援のための体制を整備します。 

取り組み Objective 平成 28年度の取り組み内容 Content 

ア ＤＶ防止のための啓発活動の充実 ●DV 防止をテーマとした市民向け講座等を開催

する他、11 月のＤＶ防止キャンペーン期間中に

は、パネル展の開催や広報掲載などにより重点

的に啓発を行います。 

●若年化するＤＶ被害を防止していくため、中学

生を対象としたデートＤＶの防止に関する研修

を実施していきます。 

【人権男女共同参画課・教育指導室】 

イ ＤＶ被害者への支援体制の整備 ●ＤＶ被害者対応の庁内連携体制について、関係

課会議等を開催しながら、運用を徹底していく

とともに、問題点を洗い出し、より効果的なも

のになるよう改善していきます。 

【人権男女共同参画課】 

ウ 関係機関、民間団体の相談窓口の周

知 

●ＤＶ相談に関する窓口の周知用に作成したカ

ードを市内の公共施設等に設置するとともに広

報やホームページを通じて、定期的に関係機関

窓口の周知を図っていきます。 

【人権男女共同参画課】 

分野別プラン② 性に基づく暴力の根絶 
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６ 芸術文化及び文化財 

(1) 芸術文化の振興 

 

 

心豊かな生活が実感できるように、市民に身近な芸術文化の振興を図ります。 

取り組み Objective 平成 28年度の取り組み内容 Content 

ア まどかぴあ、コミュニティセンター、

公民館での市民に身近な芸術文化事業

の実施 

●「お出かけ事業（地域の施設に出向いての、事

業実施など）」を積極的に活用し、「身近な」事

業を実施します。 

【コミュニティ文化課】 

イ 小・中学校における芸術文化事業の

推進 

●アウトリーチ（講師派遣事業）を活用し、子ど

もたちが芸術文化に触れる機会を促進します。 

【コミュニティ文化課】 

ウ 市民が親しみやすい芸術文化の推進 ●市総合計画に掲載されている「芸術文化の振

興」を推進するため、様々な場をその高揚の機

会と捉え、取り組んでいきます。 

【コミュニティ文化課】 

 

まどかぴあを中心として、地域の拠点であるコミュニティセンターや公民館か

ら、文化連盟などの各種団体と連携した芸術文化活動の情報を発信します。 

取り組み Objective 平成 28年度の取り組み内容 Content 

ア まどかぴあ、コミュニティセンター、

公民館におけるホームページや機関紙

の作成と、芸術文化活動の情報発信 

●ホームページや機関紙を活用した情報発信の

内容の充実・強化を図ります。 

【コミュニティ文化課・地域行政センター】 

  

 

地域の芸術文化普及のため、各種団体が主導する芸術文化イベントの支援を行

います。 

取り組み Objective 平成 28年度の取り組み内容 Content 

ア 文化連盟などが開催する、まどか文

化祭やジュニアときめき文化祭などの

芸術文化イベントへの支援 

●各団体による芸術文化イベントの内容の充実

のため、助言や支援を行います。 

【コミュニティ文化課】 

分野別プラン① 芸術文化の推進 

 

分野別プラン② 芸術文化の発信 

 

分野別プラン③ 市民文化の醸成 
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イ 子ども文化団体への支援と子ども文

化活動・交流事業の推進 

●子ども文化活動の事業推進のため、協力や支援

を行います。 

【コミュニティ文化課】 

 

  

 

郷土に対する誇りや愛着を育むため、文化遺産を守り継承する理念から創造さ

れた芸術文化を次世代に継承していきます。 

取り組み Objective 平成 28年度の取り組み内容 Content 

ア 第１回古代山城サミットを契機とし

て、創造された芸術文化の継承、及び

大野城物語のＰＲ 

●イベント等の機会にあわせ「大野城の舞」、「旗

の舞」の披露、「大野城物語」のＰＲを行います。 

【教育振興課・ふるさと文化財課 

・コミュニティ文化課】 

 

 

 

分野別プラン④ 文化遺産の活用と次世代への継承 

 

旗の舞（大野東中学校） 

旗の舞（おおの山城大文字まつり） 
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(2) 文化財の保護・活用 

 

市民の心にふるさと意識を醸成し、「ふるさと大野城」を次代につなぐため、地域

の自然、歴史、文化などを守り、伝え、活かした「大野城の魅力」向上の取り組み

を、多くの市民参加を得ながら行い、市内外へ情報を発信します。 

取り組み Objective 平成 28年度の取り組み内容 Content 

① 歴史・こども・にぎわいをキーワード

に、世代を超えた交流や、市民活動が

行える「（仮称）大野城心のふるさと館」

の整備 

●「（仮称）大野城心のふるさと館」の建設工事

に着手します。 

●「（仮称）大野城心のふるさと館」管理運営計

画を策定し、開館に向けての準備を進めます。 

【ふるさとにぎわい課】 

② 市名の由来となっている大野城跡へ

のアクセスルート（登山道）となる「（仮

称）歴史をつなぐ路(みち)」の整備 

★第２期工事において山道の整備及びトイレの

建設を行います。また、「大野城歴史の散歩道」

のオープン式を実施します。 

【ふるさと文化財課】 

④ 他自治体で開催される古代山城サミ

ットに対する協力・支援、及び古代山

城所在自治体との交流・連携 

★愛媛県西条市で開催される古代山城サミット

に対し、協力・支援を行います。 

【ふるさと文化財課】 

 

 

 

 

 

 

 

 

水城跡や牛頸須恵器窯跡などの文化財の指定を推進し、保存・継承に努めます。 

取り組み Objective 平成 28年度の取り組み内容 Content 

ア 文化財指定の推進による文化財の保

存と継承 

●文化財指定のための検証を進めます。また、牛

頸須恵器窯跡の買上を行い、史跡の保存に努め

ます。 

【ふるさと文化財課】 

リーディング・プラン  まちの魅力向上 

分野別プラン① 文化財の保存・継承 

 

「（仮称）大野城心のふるさと館」 

完成予想図（外観） 
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ふるさとのかけがえのない市民共通の文化遺産として、大野城跡・水城跡・

牛頸須恵器窯跡などの史跡の整備や文化財の活用を図るとともに、市民団体と

の連携、活動の育成支援などを推進し、大野城の宝としていきます。 

取り組み Objective 平成 28年度の取り組み内容 Content 

ア 牛頸須恵器窯跡整備活用計画に基づ

く整備と活用の推進 

★樹木調査、樹木整理、地盤調査、サイン設置等

を行います。 

●計画に基づいて整備を進めます。 

【ふるさと文化財課】 

イ (仮称)大野城心のふるさと館におい

て大野城市の文化財の活用を図るため

の文化財のデータベース化と、将来を

見据えた埋蔵文化財の収蔵管理体制の

確立 

●埋蔵文化財の再整備、データベース化を進めま

す。 

●収蔵庫の整備に着手します。 

【ふるさと文化財課】 

ウ 特別史跡水城跡整備基本計画に基づ

いた水城ゆめ広場を始めとする環境整

備の推進 

●大野城市、太宰府市、福岡県と共同で作成した

整備計画に基づき、水城跡の整備、樹木調査、

樹木整理、追加調査を行います。 

【ふるさと文化財課】 

エ 善一田遺跡（古墳群）の保存整備（歴

史公園化）と活用の推進 

★整備プランの策定準備を進めます。 

【ふるさと文化財課】 

オ 大野城市の宝である文化遺産を保存

し、活かすための、既存のボランティ

ア団体との協働や、新規ボランティア

団体の育成・支援の推進 

●「（仮称）大野城心のふるさと館」の管理運営

計画を策定する中で、館で活動する市民サポー

ターの組織体制や育成計画を策定します。 

【ふるさとにぎわい課】 

カ 小・中学校での歴史・文化遺産を活

用した学習の推進 

●水城・大野城築造 1350 年を受け、大野城ＣＶ

Ｔ学習における「Ｔreasure（文化財等）を活か

したふるさと学習」の啓発を図ります。 

【教育指導室】 

 

分野別プラン② 史跡・文化財の整備･活用 

 

善一田遺跡（古墳群） 
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７ スポーツ・レクリエーション及び国際交流 

(1) スポーツ・レクリエーション活動の振興・発展 

 

 

 

平成 27年度に本市が達成すべきスポーツ推進の指針となる「大野城市スポー

ツ推進計画」を策定しましたので、これに基づき以下の分野別プランに取組ん

でいきます。 

 

 

 

市民が日常生活の中でスポーツに親しみ、家族や地域ぐるみでスポーツを楽

しむことができるよう、生涯スポーツの普及や、いつでも、だれでも、気軽に

できる軽・ニュースポーツの推進に努めます。 

取り組み Objective 平成 28年度の取り組み内容 Content 

ア コミュニティスポーツ倶楽部の創

設・支援 

●コミュニティスポーツ倶楽部の創設を支援し、

だれでも、身近で、気軽にコミュニティスポー

ツ倶楽部に参加できる環境作りを支援します。                

●体育協会が開催する「まどかスポーツ教室」

を支援します。 

【スポーツ課】 

イ コミュニティ地区における軽・ニュ

ースポーツの普及・推進 

●「MADOKA れくスポ祭」や「出前講座」などを

通じ、軽・ニュースポーツの普及、推進に取り

組みます。 

【スポーツ課】 

 

分野別プラン① 大野城市スポーツ推進計画の策定 

 

分野別プラン② 生涯スポーツの推進 
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  スポーツ活動を行っている人たちを支援するために、競技団体の育成や学校

におけるスポーツ活動の育成に努めます。 

取り組み Objective 平成 28年度の取り組み内容 Content 

ア 体育協会及び競技団体、スポーツ尐

年団への育成支援 

●定期使用の承認や施設使用料の一部を助成す

ることにより、競技団体、スポーツ登録団体の

活性化を図ります。 

【スポーツ課】 

イ 中学校部活動への支援 ●指導者が不足する部活動へ体育協会のスポー

ツ・レクリエーションリーダーバンク制度を活

用し、外部指導者の派遣を行います。また、併

せて制度の充実を図っていきます。 

●生徒数の減尐により、創部・存続が困難な部活

動について、学校間の連携を図り、複数校によ

る合同部活動を試行し、その成果について検証

を行います。 

【スポーツ課】 

  

  

  市民がスポーツに親しむことができるよう、施設・備品などの環境整備に努

めます。また、小・中学校の運動場や体育館の地域開放をより推進します。 

取り組み Objective 平成 28年度の取り組み内容 Content 

ア コミュニティセンターにおける備品

整備など、誰もが身近な場所で気軽に

スポーツを楽しむことができる環境づ

くりの推進 

●軽・ニュースポーツの研究を進めるとともに市

民が身近な場所で気楽に運動できる環境を整備

します。 

【スポーツ課】 

イ 総合公園など、各スポーツ施設の老

朽化対策と効率的な管理運営の実施 

●市内の社会体育施設は、３０年以上経過してい

る施設もあり、経年劣化等が進んでいます。利

用者に安全に施設を利用していただくためにも

計画的に施設の改修を行います。 

【スポーツ課】 

ウ 天然芝生の乙金多目的広場の利用促

進 

●芝生を良好な状態に保つなど、適切な施設の維

持管理に努め、施設の利用促進に努めます。 

【スポーツ課】 

エ 小学校運動場の公園的利用の推進 ●学校開放の一環として「いつでも」「だれでも」

利用できる公園と同様の取扱いにより、小学校

運動場を地域に開放します。 

【スポーツ課】 

分野別プラン③ スポーツ活動団体の支援・連携 

 

分野別プラン④ スポーツ施設の整備・管理 
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オ 利用登録者の自己責任、自己管理方

式による小・中学校運動場及び体育館

の地域開放の促進 

●本市が独自に進めるコミュニティスクールの

取り組みとして、利用登録者の自己責任、自己

管理方式による小・中学校運動場及び体育館を

地域に開放します。 

【スポーツ課】 

 

 

 

 多くの市民参加によるスポーツ・レクリエーション競技大会を充実していきます。 

取り組み Objective 平成 28年度の取り組み内容 Content 

ア いこいの森ロードレースや、まどか

リンピック、ＭＡＤＯＫＡれくスポ祭

など、スポーツ・レクリエーション競

技大会の実施と周知促進 

●多くの市民が気軽に楽しく軽・ニュースポーツ

に親しむことができる事業を、関係機関との連

携により実施します。また、広く市民への周知

に努めます。 

【スポーツ課】 

イ コミュニティ単位での交流事業開催

などによるレクリエーション活動の推

進 

●「いつでも」「どこでも」「だれでも」スポーツ・

レクリエーションを親しむことができるよう

に、地域の特性を活かしたコミュニティ単位に

よる生涯スポーツの推進を目指します。 

【スポーツ課】 

 

 

分野別プラン⑤ レクリエーション活動の推進 

 

大野城いこいの森ロードレース 
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(2) 国際交流の推進 

 

 

すべての市民が言葉や生活習慣などお互いの文化の違いを認め、尊重し合い、

外国人市民を含む多くの市民が地域社会の一員としての役割と責任を担い、主

体的に地域活動に参画する多文化共生社会の実現をめざします。 

取り組み Objective 平成 28年度の取り組み内容 Content 

ア 国際感覚豊かな国際化推進員の専門

的な能力を活かした国際化推進事業の

実施 

●国際化推進員を中心に、市国際化推進プランの

進捗を図ります。 

【ふるさとにぎわい課】 

イ 国際交流パーティーや文化講座など

の国際交流イベントにおける幅広い市

民参画の促進 

●関係団体と協力しながら、市民への国際交流イ

ベントの周知・PRを徹底します。 

【ふるさとにぎわい課】 

ウ 外国語によるイベント周知など、ホ

ームページを活用した外国人市民の地

域社会への参画の促進 

●広報紙や地域行事、休日夜間当番医などの情報

を翻訳し、ホームページ等を通じ在住外国人へ

の情報提供を行います。 

【ふるさとにぎわい課】 

  

 

国際化の進展に伴い、地球規模で考えることのできる知識力・表現力を持ち、

国際社会で主体的に活動できる人材の育成を図ります。 

取り組み Objective 平成 28年度の取り組み内容 Content 

ア 国際交流協会の活動の拡大に向けた

支援体制の充実 

●国際交流協会の活動に対する助言、支援を行い

ます。 

【ふるさとにぎわい課】 

イ 外国人を対象とした日本語スピーチ

コンテストや外国語ができる人材の育

成を目的とした外国語スピーチコンテ

ストの実施 

●平成 27 年度（第 2 回）スピーチコンテストの

実施を踏まえ、内容の改善・充実を行い、人材

育成に努めていきます。  

【ふるさとにぎわい課】 

 

 

分野別プラン① 多文化共生のコミュニティづくり 

 

分野別プラン② 国際感覚豊かな人づくり 

 

英語・日本語スピーチコンテスト 
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８ その他 

(1) 保健医療・健康・食育の推進 

 

「大野城健康食育プラン」に基づき、健康寿命の延伸と生活の質の向上をめ

ざし、がん・生活習慣病対策及びうつ病・自殺予防対策を推進します。また、

育児や乳幼児の健康に関する相談や教室開催などの適切な支援を行います。 

取り組み Objective 平成 28年度の取り組み内容 Content 

ア 妊娠期から乳幼児期を対象とした育

児や子どもの健康に関する相談や教室

の開催 

●乳幼児の育児、成長・発達、離乳食、予防接種

等についての「すこやか育児相談（要支援者向

け含）」を毎月開催し、育児不安の軽減を図りま

す。 

●妊婦やそのパートナーを対象に「母親教室」「す

くすく子育て（両親）教室」を実施し、妊娠期

からの継続的な支援を充実させます。 

【こども健康課】 

イ 乳幼児健康診査・歯科検診の実施 ●４カ月、10 カ月、１歳６カ月、３歳児の小児

科健診(集団健診含)の受診勧奨に努めると共

に、３歳児集団健診(歯科含)の満足度の維持・

向上を図ります。 

●１歳６カ月児及び３歳児の歯科検診の受診勧

奨に努め、むし歯予防に関する保健指導を行い、

意識の向上を図ります。 

【こども健康課】 

ウ 子どもの健全な発育・発達の推進 ●各学年の発達段階に応じ、薬物等が健康に与え

る影響を知り、将来にわたって使用しないため

の「薬物乱用防止学習」を支援します。 

【教育指導室】 

エ 健診内容の充実と将来を見据えた効

果的な健診事業の実施 

●すこやか交流プラザ、コミュニティセンター及

び病院で実施している特定健診の受診率を向上

させ、効果的な事業を推進します。 

【すこやか長寿課】 

オ 生活習慣病の早期発見・発症予防と

重症化予防のための健康教育及び相談

事業の実施 

●保健教育において、生活習慣病の予防について

の学習を充実させます。 

【教育指導室】 

カ うつ病や睡眠の重要性に関する正し

い知識の普及啓発 

●出前講座を実施し、睡眠の重要性やうつ病の予

防、心の悩みを抱える人への対応方法等の正し

い知識の普及啓発を行います。 

【すこやか長寿課】 

分野別プラン① こころとからだの健康づくりの推進 
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感染症の発生やまん延の防止を目的として、予防接種の実施や未接種者への

接種の勧奨を行います。また、新型インフルエンザなどの感染症の予防・対策

を実施します。 

取り組み Objective 平成 28年度の取り組み内容 Content 

ア 各種予防接種の実施 ●子ども、特に乳幼児の定期予防接種の接種率向

上に努め、感染症のまん延防止を図ります。 

【こども健康課】 

イ 「新型インフルエンザ等対策行動計

画」に基づく対策の実施 

●インフルエンザの感染予防策（マスク着用・咳

エチケット・手洗い・うがい、人混みを避ける

等）の普及啓発を図ります。 

【すこやか長寿課】 

 

 

  生涯にわたって豊かな心と健康な身体であることをめざし、「安心・安全な食

を選択する力」と「健全な食生活を実践する力」を培う取り組みを推進します。 

取り組み Objective 平成 28年度の取り組み内容 Content 

ア 朝食の喫食率及び栄養バランスの向

上に関する啓発 

●食育連携会議を開催し、幼稚園・保育所・小学

校・地域の連携を図りつつ、「一汁二菜の朝ごは

ん」の啓発を行います。 

【すこやか長寿課】 

イ 健全な食生活を実践する力を培う料

理教室の実施 

●食に関する知識と料理を作る技術を身につけ

るために、各世代の課題に応じた教室を開催し

ます。 

【すこやか長寿課】 

ウ 生産者や農業女性グループと連携し

た親子による農業体験の実施 

●親子によるじゃがいもの作付け・収穫体験イベ

ントの実施を通じ、生産者との交流と、地元農

作物ならびに食の大切さの周知を行います。 

【ふるさとにぎわい課】 

エ 健康・食育フェスティバルなどのイ

ベントによる食育の普及啓発の推進 

●健康・食育フェスティバルの食育コーナーで、

朝ごはんの大切さなどを呼びかけ、望ましい食

習慣を身につけるよう啓発します。 

【こども健康課】 

オ 地域での食育活動を推進している食

生活改善推進会などの団体への活動支

援や事業連携の推進 

●子どもや高齢者等を対象に、市民の健康の向上

を図るため、地域における各種食生活改善推進

会事業（親子料理教室、高齢者との交流会、各

種料理講習会等）の実施を支援します。 

【すこやか長寿課】 

分野別プラン② 感染症の予防・対策 

 

分野別プラン③ 食育の推進 
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カ 学校給食・ランチ給食サービスの充

実 

★平成 27 年度に実施したランチ給食サービスに

係る意見交換会で得られた意見や改善提案につ

いて検証し、実施可能なことから積極的に改善

していきます。 

★中学校の入学説明会における、小学６年生の保

護者を対象としたランチ給食試食の実施や、ラ

ンチ給食サービスを紹介するハンドブックの制

作・配布を通じて、ランチ給食サービスへの理

解を浸透させ、利用促進を図ります。 

●給食やランチ給食サービスを通し、「食」の大

切さへの理解を促進します。また、イベント食

（卒業お祝いなど）などにより「楽しさ」も演

出するとともに、献立・メニューの充実改善に

努めます。 

【教育政策課】 

キ 小学校などにおける地元産野菜や地

元製造品を使った給食の推進 

●給食やランチ給食サービスにおいて地元産野

菜や市商工会推奨品（大野ジョーハッピーリン

グ）などを使用し、地産地消を推進します。 

【教育政策課】 

 

 

ランチ給食サービスに関する意見交換会 

（平野中学校校区・南コミュニティセンター会場） 
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(2) 乳幼児教育・子育て支援の充実・強化 

 

安心して子どもを生み、育てることができるように、相談体制の充実や保育所入

所待機児童解消に向けた保育所の整備・拡充、届出保育施設への支援、地域の人材

を活用した子育て支援の充実を図ります。 

取り組み Objective 平成 28年度の取り組み内容 Content 

① 子育てに関する情報を共有し、効率的

な支援サービスを提供するための子育

てサークルの育成や子育てネットワー

クの確立 

●子ども情報センターを中心とした市内の子育

て関連事業間の連携への取り組みを推進しま

す。 

●子育て支援センターにおいて親子あそび・リー

ダー養成講座を開催し、地域の子育てサロンス

タッフや子育てサークルの育成を推進します。 

【こども未来課・子育て支援課】 

② 乳幼児を持つ家庭が気軽に利用でき

る子育てサロンの拡充 

●子育て世帯にとって最も身近な場所である公

民館親子サロンの充実に向けた支援と、未開催

の区へ開催の要請を行います。 

●公民館で開催する親子サロン等に対し遊具や

季節イベント用の備品の貸出を行う他、スキル

アップ講習の実施等、地域の子育て支援活動の

活性化を図ります。 

【子育て支援課】 

③ 子ども・子育て支援事業計画の策定

と、計画に基づく保育所の定員拡充や、

届出保育施設への支援 

●平成 29 年度の事業計画見直しを見据え、子ど

も・若者育成会議等を開催し、子育て支援施策

の充実・拡大に向けた協議を行います。 

●待機児童解消を目的に、保育所等の定員拡充策

を検討するとともに、不足する保育士の確保に

向けた取り組みを推進します。 

●届出保育施設に対する支援策を広く周知し、施

設や利用者への支援を推進します。 

【子育て支援課】 

④ 妊娠・子育てに関する相談体制の充実 ●子ども情報センターにおける相談体制の強化

を図るため、平成 27年度に新設した相談室を活

用し、妊娠・子育てに関する悩みや不安の解消

に努めます。 

【こども未来課】 

 

 

 

 

 

リーディング・プラン  安心して子どもを生み、育てられるまちづくり 
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核家族の増加や地域社会の希薄化により、子育てに対して不安を抱える親や

児童虐待が増加するなど、子どもや家庭をめぐる問題の複雑化に対応するため、

子育て支援サービスの充実はもとより、子育てに関する相談体制や情報提供の

充実を図るなど、子どもの健全育成に向けた環境づくりを推進します。 

また、絵本を通して、親子が一緒に過ごす時間を共有できるブックスタート

事業を推進します。 

取り組み Objective 平成 28年度の取り組み内容 Content 

ア 子ども情報センターを子育て情報の

発信拠点とした子育てに関する制度、

保育施設、子育てサークルなどに関す

る情報提供の充実 

●子育て関連団体によるネットワーク会議を開

催し、子ども情報センターを核とした市内の子

育て関連情報の集約・提供の強化を図ります。 

【こども未来課・子育て支援課】 

イ 乳幼児がいる家庭の訪問による親子

の心身状況の把握や子育て支援に関す

る情報提供の実施 

●助産師等による赤ちゃん（未熟児含む）訪問を

実施し、保健指導の充実を図ります。 

●エンゼルサポーターによる訪問の中で、相談や

子育て情報の提供を行います。また、助産師等

と合わせて全戸訪問を目指し、要支援家庭の把

握と適切なサービス提供に努めます。 

【こども健康課】 

ウ 妊婦や養育者の体調不良などで、育

児や家事が困難な家庭へのホームヘル

パー派遣による育児や家事援助サービ

スの提供 

●育児支援や家事援助を行うことで、養育者の負

担を軽減し、適切な養育環境の確保を図ります。

また、ＰＲ活動を充実させ、事業の周知に努め

ます。 

【こども健康課】 

エ 絵本を通して、子どもの健やかな成

長を支援するブックスタート事業の推

進 

★ブックスタート事業参加者の更なる拡大に向

けて、事業開催時間について、現行の午前のみ

の開催に午後の開催日を追加し、事業の拡充を

図ります。 

【子育て支援課】 

オ 子ども医療費助成制度の継続・充実 ★子育て世帯の負担を軽減するため、助成制度の

更なる充実を図ります。 

●小学校６年生までに拡充している入院医療費

の助成制度を継続します。 

【国保年金課】 

 

 

 

 

 

分野別プラン① 子育て支援の充実 

 

ブックスタート事業 
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放課後の児童の健全育成を図るため、適切な遊びや生活の場を提供するとと

もに、実施施設の快適な環境づくりを推進します。 

 小学校施設内に留守家庭児童保育施設の機能（仮称・学童ルーム）を計画的に整備し

ていきます。また、「放課後子ども総合プラン」を推進するため、小学校の特別教室を

集約した「地域開放ゾーン」の整備を進めます。 

取り組み Objective 平成 28年度の取り組み内容 Content 

ア 学校施設などを活用した保育内容の

充実 

●平成 28 年度より対象児童を 6 年生まで拡大し

たことから、入所者数に応じた保育スペースを

確保するため、学校施設の活用・整備について、

教育委員会・学校との協議を行い、安全で快適

な保育環境づくりを進めます。 

【こども未来課】 

イ 留守家庭児童保育所施設の安全性と

利便性の確保 

●入所児童の安全性の確保のため、平成 27 年度

には現行の建築基準法施行前に設置された施設

に対する耐震工事や老朽化した施設に対する改

修工事を行いました。平成 28年度以降について

も、安全かつ快適な保育環境の確保を目指し、

必要に応じて適切な改修計画を策定します。 

【こども未来課】 

ウ 下校時間から、放課後子ども教室（ア

ンビシャス広場）、ランドセルクラブや

留守家庭児童保育事業に引き継ぐ形式

により学校を拠点に一体運営する「放

課後子ども総合プラン」の推進 

●小学校の特別教室を集約した地域開放ゾーン

を拠点に、放課後子ども教室（アンビシャス広

場）、ランドセルクラブと留守家庭児童保育事業

を一体的に運営する「放課後子ども総合プラン」

を推進するための取り組みを進めます。 

★２学期から「ランドセルクラブ」を試行開始す

る大野北小・大野東小・月の浦小において、留

守家庭児童保育所との一体運営に取り組みま

す。 

【こども未来課・教育振興課】 

 

分野別プラン② 放課後児童施策の推進 

 

留守家庭児童保育所 
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(3) 安全・安心まちづくりの推進 

 

 

犯罪や火災を未然に防止し、安全で安心して暮らせる社会をつくるため、警察・

消防をはじめ自治会や各種団体、事業所との連携強化、地域の自主的な防犯・防災

体制の強化・拡充のほか、大野城市耐震改修促進計画に基づいた市内建築物の耐震

化を進めます。 

取り組み Objective 平成 28年度の取り組み内容 Content 

① 市内４地区の防犯パトロール隊員の

拡大 

●事業所にも働きかけを行うなど、若い世代が積

極的にパトロールに参加できるような支援体制

の整備を進め、820人の登録を目指します。 

【安全安心課】 

② 安全安心まちづくり推進事業所登録

制度の推進 

★他の業務も含め、全庁的に事業所への働きかけ

を行い、登録店舗の増加を目指します。 

【安全安心課】 

③ 防災危機管理専門官による指導や区

単位での防災訓練などを通した自主防

災組織活動の充実・強化と指導者の育

成 

●市内 27 区の自主防災組織による訓練等防災活

動への支援を通じて、自助、共助による防災力

の充実・強化を図ります。 

【安全安心課】 

④ 行方不明者に対する迅速な捜索の着

手と的確な捜索活動、早期の安全確保

に向けた、市、警察、関係機関・団体

との連携強化 

●行方不明事案が発生した場合は、「大野城市行

方不明者等捜索マニュアル」に基づき、迅速な

捜索活動を実施します。 

●警察、関係機関・団体との連絡体制の整備に努

めます。 

【危機管理課】 

⑤ 「大野城市耐震改修促進計画」に基づ

く住宅や公共建築物の耐震化の促進 

●市民の生命の保護を最優先に考えた公共建築

物の耐震化を進め、また住宅の耐震化促進のた

めの意識啓発に向けた取り組みを進めます。 

【都市計画課】 

 

 

 

  学校、保護者、地域が連携し、児童・生徒の安全確保を図り、安全・安心な学

校づくりを推進します。 

取り組み Objective 平成 28年度の取り組み内容 Content 

ア 防犯教室や訓練などの継続的な実施 ●不審者に対応する避難訓練をすべての小学校

で実施します。 

【教育指導室】 

リーディング・プラン  安全・安心まちづくりの推進 

分野別プラン① 安全・安心な学校づくり 
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イ 外部からの不審者や緊急時に対応す

る危機管理対策の徹底 

●学校の危機管理マニュアルが実働しやすいも

のとなるよう、検証・改善を行います。 

【教育指導室】 

ウ 登下校時の児童・生徒の見守り活動

の継続 

●登下校時の見守り活動を学校運営協議会の取

り組みとして位置付け、推進します。 

●通学路調査における危険箇所の情報を道路管

理者、警察、学校、ＰＴＡ、地域の方々と共有

化し、対策について協議を行います。 

【教育振興課・教育指導室】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

犯罪防止のためには、市民自らが犯罪に遭わないように注意した行動をとる

ことも重要なことから、犯罪防止に関する情報を提供するなど市民一人一人の

防犯意識を高めます。 

取り組み Objective 平成 28年度の取り組み内容 Content 

ア 地域における犯罪や不審者情報を知

らせる「防災メールまもるくん」の登

録者拡大に向けた普及啓発活動の実施 

●効果的な普及啓発に努め、登録数の３％増加を

目指します。 

【安全安心課】 

イ 犯罪防止に関する情報の市民ニーズ

に即した内容や発信方法の検討 

●公民館・コミュニティセンターと連携して、市

民の目に留まるような掲示方法を検討します。 

●各区に対して、公民館だよりへの掲載依頼を行

います。 

【安全安心課】 

 

分野別プラン② 防犯意識の高揚 

 

登下校の様子 

（ランドセルカバー） 
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  交通事故を減らすため、地域の実態に配慮したカーブミラーやガードレールな

どの交通安全施設の整備を進めるとともに、運転者や歩行者の交通安全意識を高

めます。 

取り組み Objective 平成 28年度の取り組み内容 Content 

ア カーブミラー、ガードレール、ガー

ドパイプなどの交通安全施設整備や通

学路の路側帯カラー塗装の実施 

●地域の実態に配慮した交通安全施設の整備を

進めるとともに、既存施設の安全管理に努めま

す。 

【建設管理課】 

イ 必要な信号機の設置や交通規制の実

施に関する公安委員会への要望 

●春日警察署と連携して通学路における危険箇

所の調査を行います。対応・措置が必要な箇所

については、春日警察署に要望等を行うと共に、

毎年対応状況を確認していきます。 

【教育振興課】 

ウ 小・中学校及び高齢者を対象とした

交通安全教室の開催 

●市交通安全指導員と協力・連携し、道路での歩

行や交通ルール等の指導（小学校１年生）、自転

車教室（小学校４年生・中学校１年生）を開催

するとともに、高齢者を対象とした交通安全教

室についても、より多く開催できるよう広報に

努めます。 

【教育指導室・安全安心課】 

 

 

分野別プラン③ 交通安全対策の強化 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

月の浦小学校 運動会 

 

 

 

 

大野城市教育振興基本計画 
 

平成 28 年 4 月 

大野城市教育委員会 


