
 

 
 

 

 

 

平成 26 年度事業 事務の管理及び執行の状況 

 

 

平成 27年 11月 

大野城市教育委員会 
 

平成 27年度 

大野城市教育委員会 

点検・評価報告書 
 

 



 

 

 

  はじめに 1 

Ⅰ 教育委員会の活動状況 2 

Ⅱ 施策の点検・評価 6 

  １ 大野城市教育施策要綱 6 

  ２ 点検・評価  7 

    （１）誇れる学校づくりの推進 7 

    （２）人権が尊重される教育・啓発活動の充実 14 

    （３）郷土愛を育む教育の充実 17 

    
（４）学校・地域・家庭が連携し共働（協働）して 

取り組む活動の展開 21 

    （５）心身ともに充実した市民生活の実現 25 

  （６）次代を担う青尐年の育成 30 

  
（７）０歳から義務教育課程終了まで一貫した 

支援体制の構築 34 

Ⅲ 点検及び評価に対する意見 35 

  １ 学識経験等を有する者の知見の活用 35 

 
２ 前年度の附属機関等からの意見に係る 

対応・取組みの状況 
35 

  ３ 今年度の事業実施に係る附属機関等からの意見 43 

 

 

 

表紙：「体育祭」（大野東中学校） 



1 

 

 

 

 

 平成 19 年６月に「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」が改正され（平成

20 年４月１日施行）、各教育委員会は、毎年、その権限に属する事務の管理及び執行

の状況について点検・評価を行い、その結果に関する報告書を作成して議会に提出・

公表することとされました。これは、効果的な教育行政の推進に資するとともに市民

への説明責任を果たすことを目的として定められたものです。 

 この報告書は、この趣旨を規定した同法第 26 条に基づき、毎年度教育行政の基本

方針として定めている「大野城市教育施策要綱」に関し、平成 26 年度の基本目標を

具現化するための７つの重点事頄について、点検及び評価を実施した結果をとりまと

めたものです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

教育委員会による 

点検・自己評価 

附属機関等からの意見聴取（知見の活用） 

はじめに 
 

（教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価等） 

第 26 条 教育委員会は、毎年、その権限に属する事務（前条第１頄の規定により教

育長に委任された事務その他教育長の権限に属する事務（同条第４頄の規定によ

り事務局職員等に委任された事務を含む。）を含む。）の管理及び執行の状況に

ついて点検及び評価を行い、その結果に関する報告書を作成し、これを議会に提

出するとともに、公表しなければならない。 

２ 教育委員会は、前頄の点検及び評価を行うに当たつては、教育に関し学識経験を有

する者の知見の活用を図るものとする。 

 

教育委員会の 

事務 

議会への報告 

・報告書を提出 

・委員会において報告 

市民への公表 

 

・市のＨＰに掲載 
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１ 教育委員会委員 

（平成 27年３月 31日現在）  

職 名 氏 名 任 期 

委員長 角 敬 之 
H23. 6.26  ～ H27. 6.25 

※H27.3.1より委員長就任 

委員長職務代理者 安 部 一 枝 H24.10. 1  ～ H28. 9.30 

委員 大 石 薫 
H22.12.17 ～  H24. 9.30 

H24.10. 1 ～  H28. 9.30 

教育長 吉 富 修 H23. 6.26  ～ H27. 6.25 

 

２ 教育委員会の会議 

  教育委員会の会議は、原則として、定例会を毎月１回開催しています。また、必

要に応じ臨時会を開催しています。会議においては、教育行政における重要事頄に

ついて審議を行い、その方針等を決定しています。 

(１)  開催回数  13回（定例会 12回、臨時会 1回） 

(２)  付議事項  42件 

     各回の付議事頄は、全て可決承認されました。  

開催日等 付議案件 

４月 25日 

第４回 

定例会 

第14号 
臨時に代理した事件の承認について(学校心理専門員及び学校社会福

祉専門員の委嘱) 

第15号 
大野城市立小・中学校介助員設置要綱の全部を改正する要綱の制定に

ついて 

第16号 臨時に代理した事件の承認について(学校運営協議会委員の任命) 

第17号 大野城市スポーツ推進審議会委員の委嘱について 

第18号 大野城市スポーツ推進委員の委嘱について 

５月 26日 

第５回 

定例会 

第19号 教育委員会委員長の選挙について 

第20号 教育委員会委員長職務代理者の指定について 

第21号 臨時に代理した事件の承認について(学校運営協議会委員の任命) 

５月 26日 

第５回 

定例会 

第22号 臨時に代理した事件の承認について(学校運営協議会委員の任命) 

第23号 臨時に代理した事件の承認について(文化財保護審議会委員の委嘱) 

Ⅰ 教育委員会の活動状況 
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開催日等 
付議
案件 

開催日等 

６月 26日 

第６回 

定例会 

第24号 
大野城市中学校給食問題検討委員会設置要綱を廃止する要綱の制定

について 

７月 31日 

第７回 

定例会 

第25号 大野城市社会教育委員の委嘱について 

第26号 学校医の委嘱について 

第27号 大野城市道徳教育推進協議会委員の委嘱について 

８月 29日 

第８回 

定例会 

第28号 
教育委員会の権限に属する事務の管理及び執行の状況に係る点検及

び評価について 

第29号 平成 27年度使用小学校教科用図書採択について 

９月 25日 

第９回 

定例会 

議案なし 

10月 31日 

第 10回 

定例会 

議案なし 

11月 26日 

第 11回 

定例会 

第30号 
大野城市立学校教職員に係る不祥事防止対策検討委員会の設置に関

する要綱について 

12月 24日 

第 12回 

定例会 

第31号 大野城市いじめ問題対策連絡会議委員の委嘱について 

１月 27日 

第１回 

定例会 

議案なし 

２月 26日 

第２回 

定例会 

第１号 大野城市いじめ問題対策連絡会議委員の委嘱について 

第２号 
平成 27 年度学校医、学校歯科医、学校薬剤師及び健康管理医の委嘱

について 

第３号 平成 27年度産業医の選任について 

３月 16日 

第３回 

臨時会 

第４号 大野城市教育委員会会議規則の一部を改正する規則の制定について 

第５号 
大野城市教育委員会会議傍聴規則の一部を改正する規則の制定につ

いて 

第６号 
大野城市教育委員会公告式規則の一部を改正する規則の制定につい

て 

第７号 
大野城市教育委員会事務委任規則の一部を改正する規則の制定につ

いて 

第８号 
大野城市教育委員会教育長の職務に専念する義務の特例に関する規

則の制定について 
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開催日等 
付議
案件 

開催日等 

３月 16日 

第３回 

臨時会 

第９号 
大野城市教育委員会教育長の職務を代理する職員の順序を定める規

則を廃止する規則の制定について 

第10号 
大野城市教育委員会教育長の勤務時間その他の勤務条件に関する規

則の制定について 

第11号 
大野城市教育委員会事務局の組織及び職の設置に関する規則の一部

を改正する規則の制定について 

第12号 
教育行政に関する相談に関する事務を行う職員を指定する規則等の

一部を改正する規則の制定について 

第13号 
大野城市教育委員会公印管守規則の一部を改正する規則の制定につ

いて 

第14号 
大野城市視聴覚センターの設置及び管理に関する規則を廃止する規

則の制定について 

第15号 
大野城市教育委員会事務決裁規程の一部を改正する規程の制定につ

いて 

第16号 
大野城市適応指導教室設置要綱等の一部を改正する要綱の制定につ

いて 

第17号 英語指導助手就業要綱を廃止する要綱の制定について 

３月 25日 

第４回 

定例会 

第18号 小学校・中学校管理職員等の人事について 

第19号 教育委員会事務局職員の人事について 

第20号 
大野城市立学校児童生徒就学援助規則の一部を改正する規則の制定

について 

第21号 大野城市立小学校学力向上支援員派遣事業実施要綱の制定について 

第22号 大野城市ことばの教室設置要綱の制定について 

第23号 大野城市スポーツ推進委員の委嘱について 

第24号 大野城市指定文化財の指定について 

 

(３) 報告事項 

教育長及び教育委員会事務局から下記の事頄等について報告を行いました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 主な報告事頄 

・教職員の不祥事防止（飲酒運転撲滅に向けた取組、情報漏洩等の防止等） 

・教科用図書採択に係る事務の流れ 

・学校訪問計画 

・入学式、卒業式、新成人のつどい等の各行事 

・「いこいの森ロードレース」等の各主催行事 

・そのほか各課の実施事業に関する報告等 
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３ 教育委員会協議会 

  教育委員と教育委員会事務局は、教育委員会会議の他にも、教育施策・教育行政

に関し、意見を交換し、また情報を共有するため、協議会を開催しています。  

平成 26 年度においては、教育委員会制度改正・中学校ランチサービス・天井付

扇風機に関するアンケート・学校情報化等を議題に 12回協議を行いました。 

 

４ その他の活動の状況 

○学校訪問 

 

◇福岡県教育委員会福岡教育事務所と共同で実施 

学校改善訪問(３校）、新任校長赴任校訪問(４校) 

◇本市独自に実施 

その他の学校(８校) 

○行事への参加 

 

◇市内小・中学校の行事 

入学式、卒業式、運動会、体育会等 

◇その他 

教職員赴任式、まどかリンピック開会式、まどかレクス

ポ祭、新成人のつどい等 

○研修等への参加 

 

◇研修・研究協議会 

全国市町村教育委員研究協議会（別府市）、福岡県市町村

女性教育委員研修会（福岡市東区）、筑紫地区教育委員研

修会（那珂川町）等 
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１ 大野城市教育施策要綱 

  大野城市教育委員会は、平成 26 年度教育施策要綱において、施策を推進する上

での基本目標として次の３つを掲げました。 

  

 

 

 

 

 

 

  そして、これらの目標を具現化するため、平成 26 年度の重点施策として次の７

つの柱を掲げ、様々な取組みを進めました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  次頄では、この７つの柱ごとに、その主な取組みの推進状況に関し点検及び評価

を行い、その内容や今後の課題等を明らかにしています。 

 

 

 

 

Ⅱ 施策の点検・評価 
 

★ 明日の大野城市を担うことのできる人間性豊かで、個性と創造性、国際性

を持った青少年の育成 

★ 郷土を愛し、地域の活性化に主体的にかかわる心豊かな市民の育成 

★ すこやかな体と豊かな感性を育み、実践力を備えたたくましい市民の育成 

【１】 誇れる学校づくりの推進 

 

【３】 郷土愛を育む教育の充実 

 

【５】 心身ともに充実した市民生活の実現 

【２】 人権が尊重される教育・啓発活動の充実 

 

【４】 学校・地域・家庭が連携し共働（協働）して取り組む活動の展開 

 

【６】 次代を担う青少年の育成 

 

【７】 ０歳から義務教育課程終了まで一貫した支援体制の構築 
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２ 点検・評価 

 

 

 

 ※平成 27 年度の機構改革により、事業の移管や課の新設・統廃合が行われたこと

に伴い、上段●の【 】内には前年度の事業担当課を、下段◇の【 】内には今年

度の事業担当課を記載しています。 

 

(１) 重点施策１ 

１ 誇れる学校づくりの推進 

  各学校の伝統や地域性を生かした特色ある教育活動を進め、生きる力の基礎とな

る確かな学力の育成を重視した施策を実施するとともに、子どもが安心して通える

学校づくりに向けて支援を充実していきます。 

  

取組み１ 「確かな学力」を身につけた児童・生徒の育成 

●大野城市学力向上戦略会議や学力向上推進協議会・学力向上実行委員会による基礎

学力定着のための取組みの実施、家庭での学習習慣を形成するための啓発活動の推

進                              【教育指導室】 

◇学力向上推進協議会注１）及び学力向上実行委員会注２）を各４回開催し、それぞれ

協議内容に応じ、小学校部会と中学校部会に分かれ協議を行った。 

・小学校部会 授業改善研修会で実施する「算数科における知識・技能を活用す

る力」の育成に関する研究内容（具体的には算数における授業の

あり方）について検討し、中学校ブロック別研修会で公開授業を

実施した成果を各学校の授業改善に生かした。 

・中学校部会 小・中連携注３）を意識した学力向上の取組みを中学校ブロックで

検討し、また、本市の統一テストや全国学力状況調査の成果を確

認し、基礎学力の定着と学力向上につなげることができた。 

今後、各学校において基礎基本を含めた活用を育てる授業実践に取り組む。 

注１）学力向上推進協議会…各小中学校の主幹教諭による学び方や家庭との連携の取組を 

検討する組織 

注２）学力向上実行委員会…各小中学校の研究主任又は、学力向上コーディネーターによる 

授業改善の研修を行う組織 

注３）小・中連携 … 小学校と中学校との連携をいう。           【教育指導室】 

●言語能力に視点を置く学力調査の実施、思考力等を高める授業づくりの工夫等によ

る教育内容の深化拡充                     【教育指導室】 

上段 ● … 「取組み」のテーマ  

下段 ◇ … 具体的な内容、取組みに対する「評価」、「今後の課題」等 
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◇本市が行う学力調査を、記述式の問題を多く取り入れた調査問題とし、思考力や表

現力における課題を分析できるようにした。そして、本学力調査の結果や全国学

力・学習状況調査注４）、および福岡県学力実態調査の結果等をもとに、教員研修を

実施し、知識や技能を活用する力(思考力)の育成につながる教材や話合い活動の

工夫を行った。今後、調査問題を継続して、経年変化を分析し、課題に応じた指

導ができるようにしていく。                

 注４）全国学力・学習状況調査 … 全国的な児童生徒の学力や学習状況を把握するため、 

平成19年度から実施されている文部科学省による調査 

（小学校６年、中学校３年対象）     【教育指導室】 

●研究発表会や授業改善研修会などを通した教師の指導力向上   【教育指導室】 

◇研究発表会を実施する過程で、各学校の特色を生かした授業研究を年３回以上実施

するとともに講師を招聘し専門的立場からの指導助言を通して教師の授業力向上

を図った。 

≪研究発表会の実施校≫ 

・大野中学校 「活用する力を身に付けた生徒を 

育てる学習指導」（９月25日） 

・御笠の森小学校「自ら運動や健康に親しむ子ど

もを育てる体育科学習指導」 （10月30日） 

・大野小学校 

「自己を拓く子どもを育てる道徳教育」（11月７日） 

◇授業改善研修会では、学力向上推進協議会を中心に校長会、教頭会、主幹教諭が連

携し、課題を明確にしながら、算数科の指導法について協議・検討し、代表的な

活用問題の授業例としてまとめ、学力向上推進協議会をとおして各学校に配付し

、共通理解に努めた。今後は、その共通理解した指導法をもとに各学校で授業実

践を行い指導力向上に努めていく。               【教育指導室】 

 

取組み２ 配慮を要する子どもに対する教育支援及び教育環境の充実 

●早期からの就学相談の実施による、就学支援の仕組みの整備   【教育指導室】 

◇市が実施する３歳児健診や各学校が行う就学前健診に臨床心理士や指導主事を派

遣し、就学相談を行った。また、幼稚園長、保育所長、小学校長との連絡会議に

おける情報交換や、指導主事や臨床心理士による幼稚園・保育園への訪問などを

行った。 

幼稚園、保育園訪問回数：９園（市外の２園を含む）・17名    【教育指導室】 

●大野城市教育サポートセンターの設置による教育相談体制の充実化 【教育指導室】 

大野小学校 研究発表会 
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◇就学に関するリーフレットや相談カードを作成し、発育や発達に関する不安や悩み

への対応、就学に関する総合的な案内を行った。また、毎月２回実施されている３

歳児健診や各学校が実施する就学前健診時にも、サポートセンターから指導主事を

派遣し、教育相談を行った。                 【教育指導室】 

●介助員による特別支援学級の活動の支援             【学校教育課】 

◇特別支援学級における介助が必要な児童・生徒について介助員を配置した。介助

により学級運営の安定化・円滑化が図られ、充実した特別支援教育が行われた。

また、学期途中の学校からの要請にも随時対応できるように介助員は臨時職員登

録制を採っており１学期当初から３学期末にかけて小学校６名、中学校３名を追

加配置した。 

延介助員配置人数：小学校１８名、中学校５名、合計２３名   【教育指導室】 

 

取組み３ いじめ防止や不登校対策の強化 

●「大野城市いじめ防止基本方針」の策定・周知    【学校教育課・教育指導室】 

◇各学校で策定された「学校いじめ防止基本方針」は、平成26年３月策定の「大野城

市いじめ防止基本方針」を受けて見直しが図られた。 

また、６月に「大野城市いじめ防止条例」を策定し、市民に周知を図った。                      

【教育指導室】 

●教育委員会への心理・福祉の専門家の配置による教育相談の充実 

【学校教育課・教育指導室】 

◇大野城市教育サポートセンターにスクール・カウンセラーやスクール・ソーシャル

ワーカーを配置し、保護者や児童生徒、教職員に対し面談を行った。 

面談人数実績：165名                       【教育指導室】 

●各学校が設置する「いじめ防止対策委員会」による、保護者や地域と連携したいじ

め防止対策の推進                 【学校教育課・教育指導室】 

◇市内の全小・中学校に保護者、地域住民、教職員などで構成する「いじめ防止対策

委員会」を設置し、家庭や地域と連携したいじめ防止の取組みを推進した。 

                                【教育指導室】 

●「いじめ問題対策連絡会議」設置による、市のいじめ防止の取組みの検証・改善 

                     【学校教育課・教育指導室】 

◇各関係機関と連携し、大野城市におけるいじめの現状や施策等について協議する「

いじめ問題対策連絡会議」を２回実施した。 

その中で、大野城市いじめ防止基本方針の説明や学校でいじめが発生した場合の連

絡体制等、いじめから児童生徒を守るための取組みを実施した。 【教育指導室】 
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●スクールカウンセラーの効果的活用、不登校サポートティーチャ―による学校への

支援体制の充実、適応指導教室における個別指導の充実 

【学校教育課・教育指導室】 

◇不登校問題への対応 

・スクールカウンセラー１名による教育相談25名 

・適応指導教室指導員２名による授業８名 

・電話相談２３件、来級相談２０件              【教育指導室】 

 

取組み４ 就学援助等各種支援の充実 

●経済的理由による就学困難な児童生徒の保護者への援助        【教務課】 

◇経済的理由によって就学困難となっている児童生徒の保護者に対し、給食費や学用

品費等を支給し、援助した。 

 ・小学生 1,158人 80,705千円 

・中学生 572人 38,439千円                 【教育政策課】 

 

取組み５ 総合学習の推進 

●学校運営協議会等を通じたＣ（キャリア教育）、Ｖ（ボランティア活動）Ｔ（人財

や文化財の活用）学習の推進                  【教育指導室】 

◇大野城ＣＶＴ学習のススメ（試案）を各学校に配布し、「心の教育」推進に向けた

活動を行った。                        【教育指導室】 

 

取組み６ 「食に関する指導」の充実 

●食事のマナーや感謝の心を身につけた子どもの育成    【教育指導室・教務課】 

◇学級活動での食事中のマナーに関する指導や

給食記念日に合わせて給食調理員との交流を

含めた給食週間等の取組みを実施した。 

今後も、各学校の「食育に関する全体計画」

に基づき教科等の学習を含めて推進したい。 

      【教育指導室・教育政策課】 

●学校給食における地産地消の推進、献立の工夫による食文化への理解促進 

【教務課・産業振興課】 

給食の配膳（大野小学校） 
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◇生産者団体等と連携した学校給食における地産地消の推進 

・月１回「県産品の日」を実施した。 

・食育週間に市産のじゃがいも、たまねぎを 

使用したメニューを提供した。 

◇生産者へのインタビュー等を収めたＤＶＤを 

作成し、６月の食育月間における食育教材と 

して活用した。 

◇食物繊維を多く取り入れたファイバー給食、世界の料理、郷土料理等、献立の工夫

により食文化への理解の促進を図った。  【教育政策課・ふるさとにぎわい課】 

●「中学校ランチ給食サービス」注５）の実施              【教務課】 

◇中学校の昼食については、家庭からの弁当、学校でのパン購入、そしてランチ給

食サービス（栄養管理され、保温・保冷した弁当型ランチの提供）による選択制

としている。 

◇選択制の効果等を検証するため、生徒・教職員・保護者を対象にアンケートを実

施した。アンケートの結果では、「選択制の昼食」により確保できる時間の有効

活用の効果や、当日注文可能なランチ給食サービスやパンの利便性についての評

価が見られ、希望に応じて選べる選択制が、生徒、教職員及び保護者の多くの支

持を得ていることがわかった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◇新たな試みとして、中学３年生の卒業をお祝い

するため、市商工会推奨品の「大野ジョーハッ

ピーリング」を付けた特別なメニューを提供し

た。また、当日は大野ジョーが御陵中学校を訪

問し、ランチ給食サービスのＰＲを行った。 

３年生の特別メニューの注文数  581食 
注５）平成２７年度より、本サービスの持つ給食としての機能をより分かりやすく伝えるため、 

これまでの「ランチサービス」から「ランチ給食サービス」に名称変更したもの。  
【教育政策課】 
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じて選べるのでよい 

「選択制の昼食」は、給食の

場合の「準備、配ぜんや後片

付けを行う時間」を、友達と

の会話や他の活動時間に充て

ることができる 

■そう思う ■そう思わない ■わからない・どちらでもない 

※「中学生の食事に関するアンケート」の報告書から抜粋 
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取組み７ 学校施設の充実 

●防犯・防災計画に基づいた避難訓練等の実施     【学校教育課・教育指導室】 

◇各学校で、２回、防犯または防災についての避難訓練を実施した。今後も、市の防

災訓練との連動や、災害時の学校の役割等についての共通理解の促進を図る。  

                                【教育指導室】 

●防犯カメラの適切な運用・管理による不審者の侵入防止や登下校時における安全の

確保                               【教務課】 

◇校内の安全安心確保に有効との学校現場からの評価を得ている。 【教育政策課】 

●交通安全教室の充実による交通マナー向上と交通事故防止 

【学校教育課・教育指導室】 

◇小学校１年生に安全な歩行を教える交通安全教室、小学校４年生及び中学校１年生

に自転車利用についての交通安全教室を実施した。 

また、通学路の危険箇所調査を、学校・地域・警察・道路管理者などの関係機関と

合同で行い、危険箇所対策として、歩道へのポールの設置、見通しの悪い樹木の伐

採、路側帯のカラー舗装化などを実施した。 

今後も、年度初めや学期初めの通学方法の指導も併せて交通事故防止に努める。 

              【教育振興課・教育指導室】 

●計画的な校舎の大規模改修と安全性、バリアフリー化に配慮した施設整備の推進 

                                 【教務課】 

◇計画どおり大野南小学校、大野東中学校、大利中学校の大規模改修を実施した｡ 

今後も、老朽化した校舎の大規模改修や給食室のドライ化、段差解消などのバリア

フリー化を計画的に進める。                  【教育政策課】 

●老朽化した小学校遊具の取替え                   【教務課】 

◇低鉄棒の取替を実施し、安全・安心な遊具の利用が可能となった。 

今後も、年次的に遊具の取替を進める。            【教育政策課】 

●天井付扇風機による学習環境の検証および充実            【教務課】 

◇検証を実施し、今後、全

小中学校に、空調設備（エ

アコン）と天井付扇風機を併

せて整備していくという学

習環境改善の基本方針を作

成した。   

【教育政策課】 
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取組み８ 学校の情報化基盤の整備 

●学校の情報化基盤の整備による児童生徒の学習意欲の向上および教職員の執務環境

の改善                      【学校教育課・情報政策課】 

◇学校情報化基盤整備事業としてモデル校２校への整備を行った。 

（校長室・職員室・事務室などへの校内ネットワークの敷設、教職員への１人１台パ

ソコン配備、書画カメラ・プロジェクター等の備品整備） 

今後は、学校での校務が出来ない場合や、情報漏えいのリスクを解消する方法とし

て、自宅等で校務を遂行可能とするリモート接続環境を整えるとともに、残る13

校への備品整備を進める。             【教育振興課・情報広報課】 
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（２）重点施策２  

２ 人権が尊重される教育・啓発活動の充実 

  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、学校教育・社会教育を通じた人権教育を推進すると

ともに、各種機関・団体や地域・コミュニティと連携した人権啓発活動を展開しま

す。 

 

取組み１ 人権・同和教育及び啓発の推進 

●年間指導計画に基づく人権感覚と人権に関する知識理解を深める学習の実施            

【教育指導室】 

◇道徳の時間等を中心に、年間指導計画及び人権・同和教育に関する全体計画をもと

に実施している。今後も、いじめを生まない教育活動を含めた人間関係づくり等

の指導を充実させる。                     【教育指導室】 

●人権意識の向上を図る｢大野城市社会科基底カリキュラム」の作成と活用の推進 

【教育指導室】 

◇平成24年度に策定した「大野城市社会科基底カリキュラム」の中学校版について見

直しを行った。                        【教育指導室】 

●人権・同和問題啓発推進員の要請による地域における人権・同和教育及び啓発の推進 

                            【文化学習課】 

◇人権・同和問題啓発推進員の養成のため、初級、中級講座を開催した。 

・修了者51名のうち市民が19名で、市民の参加が増えている。 

（修了者のうち市民 平成24年度 16名・平成25年度 17名） 

◇初級講座修了生の編集による「みんなのしあわせのために」(人権・同和問題啓発

冊子)を44,000冊発行し、全戸に配付した。 

◇市内小・中学校の児童生徒の作品を編集した「人権作文集」を発行した。 

・10,000部（市内小・中学校の全児童生徒、教員などに配布） 

【人権男女共同参画課・教育指導室】 

●街頭啓発及びコミュニティ別研修の実施による同和問題啓発強調月間（7月）の周知 

                【人権男女共同参画課・文化学習課】 

◇７月１日に市内４箇所（春日原駅前、白木原駅前、下大利駅前、イオン大野城前）

で市職員・地域・関係団体から54名が参加し、街頭啓発として啓発物850セットを

配布した。 

◇「見直そう 今一度、踏み出そう もう一歩」をテーマに、市内３つのコミュニテ

ィセンターにおいて以下のとおりコミュニティ別人権・同和研修会を開催した。 
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・南コミュニティセンター（７月８日、参加者：111名） 

テーマ 「同和問題を考える」  

・北コミュニティセンター （７月17日、参加者：152名） 

テーマ 「障がい者問題を考える」 

・中央コミュニティセンター（７月22日、参加者：132名） 

テーマ 「子ども問題を考える」           

※東コミュニティセンター（７月10日）は、台風接近のため中止。 

【人権男女共同参画課】 

●男女平等教育の推進、男女平等意識の醸成【教育指導室】【人権男女共同参画課】 

◇３月７日（土）開催の第19回大野城男女共生フォーラムの一環として、「小中学生

図画ポスター・標語コンクール」を実施し、小中学生の男女共同参画社会への理解

と関心を深めた。                    

応募作品総数 802点（図画ポスター 242点、標語 560点）【人権男女共同参画課】 

●男女平等推進センターを拠点とした各種講座及び研修会の開催による男女共同参画

社会の実現に向けた市民意識の醸成            【人権男女共同参画課】 

◇男女平等推進センターを拠点として、様々な講座や研修会を開催し、男女共同参画

社会の実現に向けた市民意識の醸成に努めた。 

講座及び研修会の開催実績としては、啓発事業関連では、「男女平等推進センター

フェスティバル」を始めとして、9事業全50回実施し、延べ6,066人が参加し、支援

事業関連では、「スキルアップのための資格取得講座」を始めとして、６事業全147

回開催し、延べ3,402人が参加した。          【人権男女共同参画課】 

●高齢者の人権尊重のための講演会及び研修会の開催  【福祉課・介護サービス課】 

◇認知症についての正しい理解と適切な対応の仕方等について理解を深めてもらう

ため認知症サポーター養成講座を開催。また認知症啓発事業として年に１度、権

利擁護や認知症をテーマにした「みんなで支えよう認知症」を開催した。これら

の講座や講演会は、認知症の人の尊厳を守り地域で支える活動の一環として重要

な役割を担っている。         【福祉課・長寿支援課・すこやか長寿課】 

●シニア世代を中心としたコミュニティ活動及びボランティア活動の参加促進による

社会参加の機会づくり                       【福祉課】 

◇60歳以上の方に対して学習機会の提供、学究活動の支援を行い、シニア世代の元気

づくりと生涯学習の促進を図ることを目的として、『シニア大学山城塾』を開催し

ている。人文・社会・自然・生命・などのさまざまな講座を設けており、講座数は

18講座で、人権をテーマとした内容も多く、市民の自主的な参加を促すための講座

内容の充実を図っている。                  【長寿支援課】 
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●障がい者施設等と小・中学校の交流活動の推進、児童生徒の福祉活動への参加と理

解の促進及び小・中学校における人権教育の推進        【教育指導室】 

◇福祉教育基礎研究会の中で、福祉について学習するよさを総合的な学習の時間と関

連させてとらえさせることができた。今後、さらに社会福祉協議会と連携し、福祉

活動での体験的な活動の充実を図ることとする。        【教育指導室】 

●外国人に対する偏見や差別意識を解消し、異なる文化、価値観などを尊重する人権

意識を育てるための講座やイベントの実施            【文化学習課】 

◇講演会やバスハイク、外国料理教室などの文化講座を３回実施した。 

◇まどかフェスティバルの中で、「国際交流フェスティバル」を実施し、市民に外国

の文化を通じて世界を身近に感じてもらうことを目的に、ウガンダ料理及びウガン

ダ自然栽培コーヒーの販売を実施した。また、ウガンダドラム演奏とダンス、ウガ

ンダの文化を紹介した。               【ふるさとにぎわい課】 

●日々、社会の進展に伴い多様化、複雑化する人権課題に関する情報提供の充実及び

講座や研修の実施                    【人権男女共同参画課】 

◇人権に関する情報提供として以下の事業を実施した。 

・啓発冊子「みんなのしあわせのために」を作成し、市内全世帯に配布した。 

・市内小・中学校の児童生徒の作品を編集した「人権作文集」を発行し、市内全小・

中学生、教員などに配布した。 

・人権週間やまどかフェスティバルなどにおいてパネル展を実施した。 

・広報、ホームページ等を活用して、イベント等の人権関連情報を提供した。 

◇各種講座や研修を実施した。 

・市民向けの講座として、９月～12月にかけて全６回の「人権をまなぶ講座」を実施

し、延べ127名が受講した。 

・人権・同和問題啓発推進員の養成のため、８月～２月にかけて初級、中級講座（各

６回ずつ）を開催し、市民19名を含む51名が修了した。 

・12月４日に「人権週間講演会」を開催し、222名の市民が参加した。 

【人権男女共同参画課】 

●大野城市子ども療育支援センター事業研修会をとおした、特別支援学校、小・中学

校、地域間の交流の推進             【こども健康課・教育指導室】 

◇「障がいがあってもなくても、大野城の子どもは、大野城で守り育てよう」を基

本テーマに、平成24年度から｢子ども療育支援センター事業研修会｣を実施してお

り、平成26年度も７月30日に第３回の研修会を実施した。研修会には、太宰府特

別支援学校の生徒や平野中学校・大野北小学校の児童生徒を含めて142名が参加

した。 

今後も子ども本来がもつ「育つ力」を引き出す取組みをとおして、特別支援学

校・小中学校、地域間の交流の推進につなげる｡ 【こども健康課・教育指導室】 
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（３）重点施策３ 

３ 郷土愛を育む教育の充実 

  大野城市の歴史遺産や文化を学び、郷土への愛着と誇りを高める学校教育を充実

するとともに、文化財の保護や活用のための施策を推進し、市民の「ふるさと意識」

を高めていきます。 

 

取組み１ 「ふるさと創生学校じまん事業」及び「ふるさと学習」の推進 

●古代山城の歴史を学ぶ学習や、地域の人・もの・ことを題材とする体験を重視した

学習など「ふるさと学習のカリキュラム化」の充実  【学校教育課・教育指導室】 

◇特別史跡水城跡・大野城跡に関する学習を全小・中学校で実施した。また、ふるさ

とフォーラムにおいて、下大利小学校・大城小学校・大野東中学校がふるさと学

習の発表を行った。平成27年度からは、補助事業の効率化と学校規模に応じた事

業が計画できるように「ふるさと創生学校じまん事業」及び「ふるさと学習推進

事業」を統合した。今後も「水城・大野城・基肄城1350年事業」を契機に、各学

校での授業内容等を充実させていく。              【教育振興課】 

●学習活動を通じた文化財に触れる機会の拡充、文化財に関する情報提供の充実  

                            【ふるさと文化財課】 

◇出前講座の学習活動において、文化財に関する情報提供及び実際に触れる機会の拡

充に取り組んだ。出前講座では、むかしのくらし講座、大野城市の歴史探訪、大野

城市今昔物語、古代人体験講座、歴史資料展示室の見学などの内容で行い、合計約

4,400人の参加があった。                 【ふるさと文化財課】 

 

取組み２ 市民の「ふるさと意識」の醸成 

●特別史跡大野城跡の活用を図る古代山城関連事業の実施 

【文化学習課・ふるさと文化財課】 

◇おおの山城大文字まつりの中で、小学生読書リーダー養成講座の参加者約20人から

希望者５人により「大野城物語特大紙芝居」を実施し、参加者に対し、大野城跡に

ついての理解を深めてもらうことができた。       【ふるさと文化財課】 

●古代山城サミットを契機とした「まちづくり」や「ふるさと意識の醸成」の取組み

の発展、深化                         【文化学習課】 

◇例年、各校で独自のテーマを持って文化財担当者を招く出前講座の実施や、山城の

見学、水城跡で開催される祭りへの参加などさまざまな学習や体験を行っている。 

市の歴史に関する事業や地域活動に繰り返し参加することで、まちづくりやふるさ

と意識の醸成が深まりを見せている。２月７日に行われた「ふるさとフォーラム大

野城」でも、大城小、下大利小、大野東中がふるさと学習発表を行い、その成果が

発揮されている。                      【教育振興課】 
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●古代山城ネットワークを活用した自治体間の文化的、人的交流の推進 

【文化学習課】 

◇ネットワーク内の自治体(佐賀県基山町・佐賀県神埻市・長崎県対馬市・太宰府市)

の代表と共に首長が韓国扶余を表敬訪問し、史跡、文化財の視察や意見交換など文

化的人的交流を行った。 

◇古代山城サミット担当者会義を本市で実施した。（21市町 33人参加） 

◇「おおの山城大文字まつり」で、平成27年度サミットを実施する基山町によるＰＲ

発表を行った。                    【ふるさと文化財課】 

●「水城・大野城・基肄城1350年事業」の開催を通じた文化的、人的交流の推進 

【歴史をつなぐ事業推進室・ふるさと文化財課・文化学習課・産業振興課】 

◇11月22日に「水城ゆめ広場」のオー

プン式典に合わせて、「水城跡フェ

スタ」を開催した。 

◇２月７日に記念事業として、大野城

まどかぴあで「ふるさとフォーラム

大野城」を開催し、ふるさと学習発

表会や記念講演会等を実施し、延べ

1,300人が参加した。 

◇８月23日に太宰府市で記念式典・シンポジウムを開催し、４市２町の住民を中心と

して延べ1,000人の参加があった。 

◇６月１日及び８月30日に水城跡発掘現場の一般公開を実施し、延べ1,700人が参加

した。        【ふるさと文化財課・ふるさとにぎわい課・自治戦略課】 

●市内の文化資源の普及活用事業の推進             【文化学習課】 

◇大野城跡などの大野城市の史跡のガイドボランティアを養成する「山城楽講」を開

催した。（計８回、受講生17名） 

 また、ガイドボランティアとして、水城跡フェスタ等で３回のガイドを実施した。

                            【ふるさと文化財課】 

●おおの山城大文字まつりの中での子どもに関連した催しの実施  【文化学習課】 

◇おおの山城大文字まつりの中で、平成22年度に開催された古代山城サミットを契機

に創造された新たな文化を以下の演目で発信した。 

 ・市立保育所の園児による「大野城の舞」の披露 

・市内各中学校の生徒による「旗の舞」の披露 

・「子ども文化フェスティバル」の開催 

・子ども文化団体による「大野城物語ショー」の公演 

【教育振興課・コミュニティ文化課】 
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●市民への文化財関係の情報の提供            【ふるさと文化財課】 

◇ホームページやパンフレットによる情報発信を行った。 

◇広報紙に｢あけてみよう！歴史のとびら｣(文化財の記事)をシリーズ連載した。 

◇市内小学校５年生に対し、本市指定文化財が掲載された小冊子「わたしたちの文化

財」を配布した。 

◇善一田遺跡の発掘現場の現地説明会を実施（約500人参加）し、身近で発掘された

古墳に対する情報提供を行った。            【ふるさと文化財課】 

 

取組み３ 文化財の保護・保存・活用 

●「ふるさと文化財保存整備活用基本計画」に基づいた市内に存する文化財の調査、

保護・活用                      【ふるさと文化財課】 

◇水城跡西側「水城ゆめ広場」に解

説施設を建築し、水城跡導入の拠

点として整備を行った。 

◇水城ゆめ広場のオープン式典を実

施し、水城跡のガイドも含め水城

跡を身近に感じてもらえるような

イベントを行った。 

◇牛頸須恵器窯跡の保護のために小

田浦地区の竹林伐採を行った。 

【ふるさと文化財課】 

●特別史跡水城跡の追加指定の促進及び保存修理の実施、環境整備計画策定協議の実

施                           【ふるさと文化財課】 

◇追加指定の促進のため、地権者７名より指定の同意を受諾、手続きを進めた。 

◇福岡県、太宰府市と協議を重ね特別史跡水城跡保存整備基本設計を策定した。 

【ふるさと文化財課】 

●国史跡牛頸須恵器窯跡整備活用計画策定の検討       【ふるさと文化財課】 

◇平成26年６月に計画の策定を行った。          【ふるさと文化財課】 

●市内未指定の文化財を指定文化財への推進         【ふるさと文化財課】 

◇新たに上大利の三兹池に建つ石碑「溜井之碑」を市指定有形文化財に指定した。 

◇市内未指定の文化財についても検証を進めていく。    【ふるさと文化財課】 
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●筑紫地区４市１町と九州国立博物館の定期的協議、連携 

 【ふるさと文化財課・歴史をつなぐ事業推進室】 

◇九州国立博物館と連携して筑紫地区の文化財についてのパネル展を行い、情報を発

信した。今後も継続して実施していく。 

◇九州国立博物館と筑紫地区自治体との定期的協議は、平成26年度をもって廃止し、

今後は各市町が必要性に応じ、その都度、九州国立博物館と協議を行い、連携して

いく。                        【ふるさと文化財課】 

●ふるさと大野城を次の世代につないでいくための歴史系複合施設「（仮称）大野城

心のふるさと館」整備に向けた協議  

【ふるさと文化財課・歴史をつなぐ事業推進室】 

◇（仮称）大野城心のふるさと館整備検討委員会を開催した。（４回） 

◇市民ワークショップを開催した。（２回）※延べ参加者数１２９名 

◇設計業務に着手した。（平成26年８月～継続中） 

◇平成28年度の工事着工に向けて、担当各課による協議を進行していく。 

【ふるさと文化財課・ふるさとにぎわい課】 
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（４）重点施策４ 

４ 学校・地域・家庭が連携し共働（協働）して取り組む活動の展開 

  大人のネットワークを形成して子どもを育てるという理念から、学校、家庭、地

域が連携し共働（協働）する仕組みを整えるとともに、大野城市の特徴であるコミ

ュニティの機能を生かした教育やスポーツ及び文化活動の振興、子どもの安全対策

の強化に努めます。 

   

取組み１ 学校・地域・家庭が連携し共働（協働）する学校運営協議会の充実 

●学校運営協議会による学校、家庭、地域が連携した共育システムの構築 

【学校教育課・教育指導室】 

◇学校運営協議会を生かした教育活動についての実践発表や、専門家の講話を通して

学校・家庭・地域が連携して子どもを育てることの重要性を啓発した。  

講話テーマ「子どもの社会力を育成するために学校・家庭・地域にできること」 

 

 

 

【教育振興課・教育指導室】 

 

取組み２ 放課後子ども教室（アンビシャス広場）の推進 

●放課後子ども教室（アンビシャス広場）の各小学校への開設  【こども未来課】 

◇平成21年度から項次開設している「放課後子ども教室（アンビシャス広場）」は

市内の６小学校で実施している。平成26年度には新規開設校として大野南小学校

に開設した。 

今後は、留守家庭児童保育所や平成28年度から試行的に実施する寺子屋連携共育

事業「ランドセルクラブ」と連携し、放課後の児童の居場所を市内の小学校全10

校で事業展開する計画を策定した。            【こども未来課】 

 

取組み３ 地域･コミュニティが主体となるスポーツ･レクリエーションの振興 

●「ＭＡＤＯＫＡれくスポ祭」などコミュニティ単位でのスポーツ振興の支援と促進                          

【スポーツ課】 

◇各コミュニティにおいて毎年行われている「ＭＡＤＯＫＡれくスポ祭」は、平成26

年度は大型台風の接近により中止となった。軽・ニュースポーツの祭典として、今

後も各地区の特色にあった内容となるよう支援し、促進していく。【スポーツ課】 

平成 26 年度学校運営協議会推進大会 

実践発表：大城小 

講話：愛媛大学教育学部学校教育講座 

露口 健司 教授  
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●各コミュニティ地区におけるウォーキングの普及         【スポーツ課】 

◇スポーツ推進委員と協力して、各コミュニティで地域の特性を生かし、誰でも参

加しやすいウォークラリーのコースをつくり、普及に取り組んでいる。毎年コー

スを変更し、参加者にも好評だが、新たなコース設定が課題である。 

平成26年度は台風の接近により中止となり実施できなかった。  【スポーツ課】 

●コミュニティスポーツ倶楽部の創設に向けた協議         【スポーツ課】 

◇コミュニティスポーツ倶楽部創設に向け、各コミュニティセンター指定管理者がプ

レ事業として「かけっこ教室」を行った。今後も、（公財）大野城市体育協会（

以下、「体育協会」という。）を含めて問題点を共有し、創設に向けて協議を行

っていく。                         【スポーツ課】 

 

取組み４ 地域･コミュニティが主体となる生涯学習及び文化･芸術活動の推進 

●コミュニティセンターや公民館、学校開放施設を中心とした共働による生涯学習の

推進                    【文化学習課・新コミュニティ課】 

◇夏休み期間中、各区およびコミュニティ運営委員会による学習室等の開放事業を

実施し、子ども達に学習の場を提供した。 

 ・27公民館、４コミュニティセンターで実施 

 ・１日平均利用人数（１公民館）4.33人（全公民館で１日100人程度） 

  （平成24年度 4.08人、平成25年度4.30人）     【コミュニティ文化課】 

●夏祭りや文化祭などの諸事業を通じた、地域が主体となる生涯学習の推進 

【文化学習課・新コミュニティ課】 

◇地域で行われる諸事業について、各区が各学校を通じて、児童生徒に参加を呼び

かけるなど、学校運営協議会活動の一つとして、区と学校が連携・共働する取組

みを進めた。               【コミュニティ文化課・教育指導室】 

●学校の宿題や復習等の補充学習を支援する「寺子屋」の実施   【文化学習課】 

◇月の浦小学校区の平野台、月の浦両公民館で、児童の学習習慣の定着を図り、教

育に対する地域や家庭の支援体制の構築と教育力を目的に「ふくおか寺子屋」事

業を実施した。 

・期間：平成26年６月１日～平成27年２月28日（土曜日開催） 

・開催回数：各公民館27回ずつ 計54回 

・参加児童：月の浦小学校の４～６年生 41名         【教育振興課】 

●学校のＰＴＡ活動に「地域の住民（Ｃ）」を加えた「ＰＴＣＡ」の組織化に向けた

モデル事業の推進                       【文化学習課】 

◇地域・学校・行政が協力して、月の浦小学校区平野台公民館と月の浦公民館で「寺

子屋」事業を行った。学習支援のため、両地区から 15名の学習支援員が参加し、

子どもたちを指導した。 
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◇今後は、学校運営協議会にＰＴＣＡ部会の設置を図り、「寺子屋事業」と「アンビ

シャス広場」、「学童保育」を一体化した寺子屋連携共育事業「ランドセルクラブ」

を展開していく計画を策定した。                【教育振興課】 

 

取組み５ 地域・コミュニティが他の機関・団体等との連携・共働（協働）して取り

組む子どもの安全対策及び非行防止の強化 

●非行のエスカレートおよび悪質化、深刻化の抑制のための地域と連携した非行防止

活動の推進                    【教育指導室・安全安心課】 

◇各コミュニティの青尐年育成部会、市の尐年相談員(警察委嘱の尐年補導員含

む)・学校等による月２回の夜間パトロール（帰宅指導や店舗巡回）を実施した。 

◇地域の状況に合わせて、地域・学校・PTA・市・警察等が一体となった特別巡回

活動を実施した。 

◇45 名の市尐年相談員（尐年補導員含む) 延べ 787 人による春・夏・冬の地域巡回、

店舗(コンビニ・書店・携帯電話店等)の立入調査（83 店舗）を実施した。 

◇７月には市内中学生と市尐年相談員による「万引き防止」キャンペーン（市内２

箇所）、11 月（子ども若者育成支援強調月間）に尐年相談員による「ネット社会

への注意」キャンペーンを実施した。（市内６箇所） 

◇今後も学校・地域・家庭と連携し、地域実情にあった育成活動を実施する。                       

【安全安心課】 

 

取組み６ 家庭・地域の教育力の向上 

●家庭教育に関する情報提供及び関係団体と連携した家庭、地域の教育力の向上 

                               【文化学習課】 

◇社会状況に応じたテーマで「家庭教育講演会」を開催した。 

 ・第１回「子どもにおける本の力～親子のかかわりの中で～」 

 参加者数 199人 

 ・第２回「子どもたちからのＳＯＳ」 参加者数 160人    【教育振興課】 

●各学校で実施している「家庭教育学級」の運営の支援 【教育指導室・文化学習課】 

◇市内全小・中学校の「家庭教育学級」の学級生は計680人、開催回数99回。(前年度

計725人、開催回数96回）各学校の実行委員会が企画し、子育てに生かせる講話や

実習を開催している。 

◇各家庭教育学級では、ほとんどの学校が年間５～８回以上実施した。その中で、子

育てに生かせる講話を３回以上設定し、保護者の教育的役割の向上と自信を持っ

て子育てができる実践力を培った。今後、子育てに生かせる講話と内容の充実を

学校ごとに図っていく。 

子育てに生かせる講話：64講座(99講座中)実施率64％【教育振興課・教育指導室】 
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●「家庭のモデルチラシ」による家庭教育の重要性についての啓発【こども未来課】 

◇「子ども・若者育成会議」において既存の「家庭のモデルチラシ」の見直しや新規

チラシ作成の協議を行い、青尐年の発達段階毎の課題に合わせた内容で作成し、啓

発を行った。今後も適宜内容を見直し、活用度の向上を図る必要がある。 

【学童期（小学生）チラシ】 

「生活習慣の改善」をテーマに、市内小学校全児童約 6,000名分を新たに作成

した。今後は効果的な啓発方法について検討を進めていく。 

【思春期（中学生）チラシ】 市内中学校全生徒約 3,000名に配布した。 

【青年期（高校生以上）チラシ】 

 「インターネット」や「ＳＮＳ」に関する啓発内容を取り入れ新たに作成した。 

市内中学３年生及び筑紫中央高校ほか近隣高校の生徒約 3,000名に配布した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【こども未来課】 

●地域における食育の推進                   【健康推進課】 

◇公民館で、地域のボランティアによる親子料理 

教室を開催した。 

 実施区数：21区  参加者数：446人 

◇６月の食育月間に合わせ、ＪＡ筑紫ゆめ畑 

大野城店で「食育キャンペーン」を実施した。 

来場者数：150人        【すこやか長寿課】 

家庭のモデル 
チラシ 

（高校生版） 



25 

 

（５）重点施策５ 

５ 心身ともに充実した市民生活の実現 

  心身ともに充実した市民生活を実現するために、スポーツ・レクリエーション活

動及び学習活動、芸術文化活動、国際交流活動を支援します。 

  

取組み１ スポーツ・レクリエーション活動の推進 

●スポーツ振興計画に基づいたスポーツ活動に親しむ総合的な施策の推進 

【スポーツ課】 

◇地域主体で開催している、軽・ニュースポーツの祭典「ＭＡＤＯＫＡれくスポ祭」

について、体育協会等と連携して支援し、市民の参加しやすい充実したイベントと

しており今後は、体験コーナーの趣向を凝らすなど、工夫していくことが課題であ

る。                            【スポーツ課】 

●軽・ニュースポーツの普及、推進                【スポーツ課】 

◇出前講座などを通じて、子どもから高齢者まで、誰でも、どこでも自分の好みや体

力に合わせて、生涯にわたって楽しめる、また定期的に体を動かすという習慣付け

に役立つ軽・ニュースポーツ(バッゴー、ユニカール、囲碁ボール等)の普及に取り

組んだ。 

新種目の用具については、地域やスポーツ推進委員に聞き取りを行い、要望があっ

た囲碁ボール用具を配置し、実技指導を行った。このことが出前講座の実施増につ

ながっている。 

・出前講座 件数10回 参加者数 284人（前年度７回、189人）   【スポーツ課】 

●地域や学校部活動の振興のための体育協会のスポーツ・レクリエーションリーダー

バンクの充実の支援                  【スポーツ課】 

◇体育協会は、各種スポーツ等の指導者の資格を有する人材を登録し、派遣機関と

してリーダーバンクを設置している。中学校からの依頼に応じ、登録されている

指導者を派遣し、市内中学校の部活動を支援している。 

（登録者数 53人、派遣実績数 37人） 

・派遣状況① 

（中学校運動部活動指導者派遣事業） 

市内各中学校 合計20人、1,283回派遣 

 

 

・派遣状況② 年間で16教室開催したスポーツ教室等（総合体育館、各コミュニテ

ィセンター等）の講師に、登録者17人を派遣した。       【スポーツ課】 

大野中学校 ５種目(５人)計536回 

大野東中学校 ３種目(３人)計135回 

大利中学校 ６種目(６人)計236回 

平野中学校 ４種目(４人)計298回 

御陵中学校 ２種目(２人)計 78回 
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●スポーツ尐年団や体育協会に加盟している団体への支援  【スポーツ課】 

◇スポーツ登録団体の活動を支援し、活動の活性化や競技力の向上に資するため、各

団体に対し、学校施設等の使用を認めている。また、コミュニティセンターにお

いても、同様に市がその使用を認めている。 

また、定期使用や各種大会等における施設の利用に対して、施設利用補助金を交付

し、活動を支援している。 

・加盟団体数  スポーツ尐年団 58団体 1,731人  

体育協会     86団体 2,572人      【スポーツ課】 

●スポーツドクターやコーチングの専門家等による研修会、講習会の実施 

【スポーツ課】 

◇スポーツ登録団体（競技団体等）の指導者（監督・コーチ等）やスポーツ推進委員

等を対象に、地域づくりを担うスポーツ指導者としての資質向上のため、組織運

営における問題やスポーツ指導のあり方等について研修を実施した。 

・「誰でも出来るメンタルサポート」(講義) 参加者数 258人  【スポーツ課】 

●スポーツ推進委員が企画・立案する事業の支援           【スポーツ課】 

◇スポーツ推進委員自らが企画・立案する事業として、大野北小学校体育館でニュー

スポーツ体験教室が実施された。スポーツ推進委員が行う自主的な事業は、今回で

２回目であり、今後も継続して行うことでスポーツ推進委員の活動の活性化に繋が

る。今後は内容や会場の見直しを行うなど、参加者増に繋がる工夫をする必要があ

り、今後も支援を行っていく。 

 ・参加者数 15人                       【スポーツ課】 

 

取組み２ スポーツ・レクリエーション施設の充実 

●学校と連携した学校施設の有効活用の推進           【スポーツ課】 

◇社会体育及び文化的活動の普及、安全な遊び場の確保等の目的のもと、学校教育

に支障のない範囲で学校施設を有効に活用するため、「学校施設の開放」を行っ

ており、年間で延べ30万人を超える利用者がある。利用者の利便性や施設の安全

性の向上のため、設備等の不具合箇所を把握し、速やかな整備に努めている。 

・利用者数 334,884人（前年度 308,644人）          【スポーツ課】 

●市内スポーツ施設の有効活用及び民間施設と連携した事業の実施 【スポーツ課】 

◇市のスポーツ施設を有効に活用し、稼働率を向上させるため、体育協会の事業（ま

どかスポーツ教室など）でも活用を促している。また、民間施設の有効活用のた

め、体育協会と連携し、子ども水泳教室、スケート教室等を実施した。 

・教室の開催 30教室 参加者数 4,658人（前年度30教室、参加者数 4,511人） 

【スポーツ課】 
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取組み３ 生涯学習・文化芸術活動の支援 

●生涯学習まちづくり出前講座の実施              【文化学習課】 

◇市民のニーズや関心の高いテーマ、市の重点テーマなどを常に意識しながら、メニ

ューの更新を行っている。昨年は出前の件数が260件を超え、分かりやすさは、約

８割の受講者から「分かりやすい」との回答を得ている。今後も分かりやすさや興

味を引く内容で実施することに留意し、受講者の満足度を高めたい。 

・全70講座：出前件数 268件（平成25年度 233件） 

・受講者数 10,590人（平成25年度 9,460人） 

・出前１位「地域で子育て」２位「みんなの食育講座」３位「古代人体験講座」 

【コミュニティ文化課】 

●まどかぴあ等の公共施設で開催されている講座や教室を掲載した「まなブック」の

作成                             【文化学習課】 

◇平成26年度版「まなブック」を作成（200冊）し、各コミュニティセンターや公民

館などに配布し、また市ホームページにも掲載した。 

まどかぴあ生涯学習センターや各区公民館などで行われるさまざまな講座や教室

を紹介し、「学び」を始めること、新たな「学び」への支援をしている。より多く

の市民の目に留まるよう、紙面づくりの改善に努める。 【コミュニティ文化課】 

●「まどかフェスティバル」の開催                【文化学習課】 

◇さまざまなイベントが同時に開催される「まどかフェスティバル」（11月）におい

て、従来の「生涯学習展」や「国際交流フェスティバル」に加え、「まどかシアタ

ー」（子ども、大人向けの映画上映）を実施。 

今後も個々のイベントの充実度・満足度等を検証し、改善に生かしていく。 

・来場者数 「生涯学習展」5,020人 

 「国際交流フェスティバル」728人 

「まどかシアター」461人          【コミュニティ文化課】 

●「大野城市シニア大学・山城塾」の実施               【福祉課】 

◇「高齢者が創り、学び、地域で教える大学」を基本コンセプトに 60歳以上の方に

対して学習機会の提供、学究活動の支援を行い、シニアの元気づくりと生涯学習の

促進を図ることを目的に開催した。                 

・講座数 15講座・修了者数 117人・受講人数延べ 211人（重複受講あり）   

【長寿支援課】 
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●読書ボランティア養成事業の実施                【文化学習課】 

◇まどかぴあ図書館の協力のもと、地域貸出文庫担当者を対象に、「読書ボランティ

ア養成講座」を開催した。 

・受講者数：27人 ・テーマ：「子どもと本の出会いのために」 

◇「小学生読書リーダー養成講座」を今年も開催。市内全小学校において、読み聞か

せなどを学んだリーダーが積極的に読書活動を進めており、今後も継続して開催

したい。               【コミュニティ文化課・教育振興課】 

●大野城市文化連盟を中心とした地域文化芸術の振興の推進     【文化学習課】 

◇ 文化連盟による「まどか文化祭」と実行委員会による「ジュニアときめき文化祭

」の開催を支援。 

・「まどか文化祭」出演者数 507人  

・「ジュニアときめき文化祭」出演者数 974人 出展者数 886人 

◇「ジュニアときめき文化祭」は、近郊では唯一の“子どもだけの文化祭”であり、

多くの子どもたちにとって、日ごろの成果を発表できる貴重な機会であるため、自

主財源の確保により、県からの補助金終了後も、事業の継続開催に努めていく。  

【コミュニティ文化課・教育振興課】 

●子ども文化団体の育成・支援・指導及び文化交流事業の推進    【文化学習課】 

◇子ども文化活動の活性化及び青尐年の健全育成を目的として、各イベントでの発表

・他市との文化交流等の取組みを行っている。 

・「文化連盟所属の子ども会員」 384人         【コミュニティ文化課】 

 

取組み４ 生涯学習・文化芸術施設の充実 

●視聴覚教材の整備、利用促進                  【文化学習課】 

◇16ミリ映写機によるアニメーション等を上映する「こども映画まつり」を開催。 

（５会場 参加者 507人） 

・上映作品 

 「ジャックと豆の木」「はらぺこあおむし」「ミッキーマウスの楽しい冬」 

 「木を植えた男」「くまのプーと虎」 

◇映写機は年代物であるため、部品交換・調達など故障時の対応が不安。対応策の検

討を急がなければならない。 

◇視聴覚教材の各団体への貸出は、前年度比で、件数、視聴人数、利用団体数ともに

伸びている。 

（件数52件、視聴人数3,730人、利用団体28団体）    【コミュニティ文化課】 
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取組み５ 国際交流活動の推進 

●「中学生・高校生交流の翼」事業の支援及び国際交流事業を継続できる体制の整備                      

【こども未来課・文化学習課】 

◇国際的な広い視野を持つ青尐年の育成のた

め、「中学生・高校生交流の翼」事業において、

平成26年度は市内の中学生・高校生15名をオー

ストラリアに派遣した。 

また、派遣先の学校の生徒（15名）が本市にホ

ームステイし、学校での授業体験や文化体験を

通して相互に国際交流を深め、連携を強化した。 

◇報告会や学校での発表機会を通して、団員以

外の青尐年への波及効果を促進し、事後活動と

して「国際交流協会」の参加奨励を行った。 

・平成26年度の団員の国際交流協会への加入率 80％（15名中12名）【こども未来課】 

●スピーチコンテスト（英語・日本語）の実施           【文化学習課】 

◇母国語以外のコミュニケーション能力の向上と、異文化への国際理解力の向上を

目的に、第１回大野城市英語・日本語スピーチコンテストを実施した。 

日本語部門・英語部門（中学生の部）・英語部門（高校生・大学生・一般の部）

の３部門を設定し、25名がスピーチを行った。    【ふるさとにぎわい課】 

●在住外国人も地域社会の一員として、安心して快適に暮らせるような環境づくり                           

【文化学習課】 

◇国際交流協会との連携によることばの交流広場を年間34回実施した。 

屋外活動なども行ったが、課題として、継続的な受講生が尐なく、市民窓口等で積

極的な宣伝を行って頂く等の働きかけが必要である。  【ふるさとにぎわい課】 

 

  

キャッスルヒル（オーストラリア）にて 
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（６）重点施策６ 

６ 次代を担う青尐年の育成 

  しっかりとした生きる力を蓄えていけるよう、学校、家庭、地域と行政が一体と

なって、次代を担う青尐年の様々な活動をサポートしていきます。 

  

取組み１ 道徳性を養う心の教育の充実 

●「心の教育フェスティバル」、「心の教育の公開事業」などの実施 

【学校教育課・教育指導室】 

◇10・11月を心の教育推進月間に位置づけ、全15

小・中学校で道徳の時間の授業公開を中心に、

心の教育の授業を地域に公開した。また11月１

日に大野城まどかぴあで心の教育推進大会を

開催し、小学生による意見発表、中学生による

弁論大会を通して心の教育を推進した。   

              【教育指導室】 

●学校運営協議会を活かした心の教育の推進            【教育指導室】 

◇２月に学校運営協議会推進大会を開催し、学校、家庭、地域での心の教育の推進、

目標の共有、教育環境の向上を図ることを確認した。      【教育指導室】 

●(仮称)「特別の教科 道徳」の実施に向けた研究の実施      【教育指導室】 

◇(仮称)「特別の教科 道徳」の実施に向けて校内研修等で理解を図った。今後、学

校道徳実行委員会を中心に研修し、各学校へ周知を図る。     【教育指導室】 

 

取組み２ スポーツ活動等を通じた青尐年の育成活動の充実 

●学校の長期休暇中を利用した体験スポーツ事業の実施       【スポーツ課】 

◇夏休み期間中に、本市では体験できない

海洋スポーツを通じた交流事業（サマー

チャレンジプロジェクト）を行った。子

どものたちの健全育成、体力向上のため

に、今後も継続実施していきたい。 

 

・場所  長崎県壱岐市 

・期間  ７月23日～25日   

・参加者 小学校４～６年生 24人               

【スポーツ課】 

 

心の教育推進大会 
パネル（各校の取組み）展示 

サマーチャレンジ 
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●トップアスリートなどの活躍を市民へ情報提供、青尐年のスポーツへの関心の高揚

                               【スポーツ課】 

◇体育協会により有名プレーヤー等によるスポーツ教室が実施された。子どもや保護

者、指導者など多くの参加がある。青尐年のスポーツへの関心を高めることにつな

がる効果がある。また、今後は、本市出身のトップアスリートの活躍などを市民に

どう伝えるか、その方法・手段等をさらに研究する必要がある。 

・「有名プレーヤー等によるスポーツ教室」  

大野城尐年尐女サッカー教室 11月16日 参加者数 98人 

   小倉隆史氏、中西永輔氏（両氏ともに元日本代表） 

・第10回大野城市尐年野球教室 12月７日 参加者数 235人 

本多 雄一選手、松田 宣浩選手、城所 龍磨選手、森福 允彦選手 

(いずれも福岡ソフトバンクホークス)が参加        【スポーツ課】 

●スポーツ推進委員による小中学校の新体力テストへの支援     【スポーツ課】 

◇小学校が実施する新体力テストにおいて、スポーツ推進委員が判定員として支援を

行った。なお、平日の授業での実施のため、支援可能なスポーツ推進委員が限られ

るが、今後もスポーツ推進委員、体育協会と連携し、支援していく。 

 ・小学校４校への支援 スポーツ推進委員 延べ10人 

スポーツ課職員  延べ９人       【スポーツ課】 

 

取組み３ 集団・宿泊・体験的青尐年活動の充実 

●「大野城市尐年の船」など地域間交流事業の支援     【こども未来課】 

◇「大野城市尐年の船」には、61名

（小学生59名、中学生２名）の児

童生徒が参加した。集団行動や体

験活動を通してお互いの友情を

深めながら、自尊感情や協調性と

いった「生きる力」を養った。 

37回目を迎えた歴史・実績のあ

る事業であるが、事業継続のため

には、指導者やスタッフの確保お

よび育成が課題である。 

  

【こども未来課】 

出航時の様子 
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●リーダー育成研修・活動を通じた青尐年の育成        【こども未来課】 

◇発達段階毎のリーダー育成事業がそれぞれ連携し、異年齢間の交流や体験活動を通

して、次世代のリーダーを育成する仕組みづくりを支援した。今後も継続した会員

確保に努め、事業活性化を行っていく必要がある。 

○インリーダー研修会（市内の小学生（主に子ども会会員）対象） 

【研修概要】2泊3日の宿泊研修、事後研修兹報告会等を実施。 

【参加者数】研修生38名 指導員・スタッフ45名（うち中高生19名） 

【効果】体験活動等を通じ、研修生のリーダーとしての資質を高め、コミュニケーシ

ョン能力を培う機会となった。 

○中学生リーダーズクラブ 

（市内の中学生を対象とした地域活動団体） 

【団体概要】月１回のミーティングを軸に、年

間を通して地域の清掃活動や、年２回の宿泊

研修等を実施。中学生指導員として、上記イ

ンリーダー研修会へも参加。 

【会員数】30名 【年間活動回数】22回 

【効果】県等が主催する子育てイベントや、まどかフェスティバルにおける「子ども

映画まつり」への参加などを通じ、会員のスキルを向上することができた。 

○それいけ☆青年組（高校生以上対象の地域活動団体） 

【団体概要】月2回のミーティングを軸に、子ども会や留守家庭児童保育所へのレク

リエーション指導者としての派遣、インリーダー研修会への指導員としての参加な

どを実施。 

【会員数】21名 【年間活動回数】26回 

【効果】団体発足当初の会員が就職等で脱退する中、中学生リーダーズクラブ出身の

会員が新たに加わり、世代交代がなされている状況であるが、対外的な活動を積極

的に取り入れながら、会員のスキルを向上することができた。 【こども未来課】 

●東日本大震災の被災地の中学校における防災教育やボランティア活動の経験を通じ

た将来を担う青尐年の育成             【教育指導室・安全安心課】 

◇中学生10名を４泊５日で被災地に派遣し、研修内容を各学校及び市全体で報告を行

った。現地での視察などの体験や、被災した方々との交流により自然の力の大き

さと復興に取り組む人々の努力や思いを感じ取ることができるとともに、災害等

に対して備えることや地域住民が協力することの大切さを学ぶことができた。 

今後、被災地の現状も変わっていくことから、視察地の選定や活動の見直しを図っ

ていく。                          【教育指導室】 

中学生リーダーズクラブ・ 

それいけ☆青年組のみなさん 
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●「新成人のつどい」の実施                  【文化学習課】 

◇新成人自身が組織する実行委員会（実行委員13人）の企画・運営によって、「新成

人のつどい」を開催した。「新成人自らが実施する」方式が定着し、自主性と責任

感を育むことができている。 

 ・参加者数：836人（参加率：76.3％） 

◇本市では、成人の日に開催しているが、

ふるさとを離れている新成人の都合等を 

考慮して、成人の日の前日（日曜日）に

開催する市町も増えている。 

本市においても、新成人への意向調査等

を十分に行った上で、開催日について検

討する必要がある。 【こども未来課】 
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（７）重点施策７ 

７ ０歳から義務教育課程終了まで一貫した支援体制の構築 

  子どもたちの発達を継続的に支援することができるよう、早期からの教育相談体

制の整備や、こども健康課などの関係部署・機関との連携に努めます。 

 

取組み１ 幼稚園及び保育所との連携の強化 

●幼稚園・保育所と小学校との連絡会議の開催    【教育指導室・子育て支援課】 

◇２月～３月に現場担当者間で幼保小連絡協議会、６月に保育園（所）長・幼稚園長

・小学校長合同会議を開催し、配慮を要する年長園児・新1年生児童を中心とした

情報交換、幼児教育と学校教育についての情報交換を行っている。 

連携強化により、各園（所）及び各小学校では、小学校入学前後での年長園児・新

１年生児童のフォロー、配慮を要する在園児への早期対応、教育カリキュラムへの

フィードバックを行い、保育と教育の改善に役立てている。  

【教育指導室・子育て支援課】 

 

取組み２ 早期からの教育相談体制の充実 

●大野城市教育サポートセンターによる早期からの教育相談や発育・発達に関する相

談体制の充実                   【教育指導室・こども健康課】 

◇教育サポートセンターの設置により、子ども

相談センターでは、平成26年度は469件の情報

共有を行った。今後も情報共有や連絡体制を

充実させ、教育サポートセンターと子ども相

談センターが十分に機能できるように努めて

いく。 

◇教育サポートセンターのリーフレットを作成

し、各幼稚園、保育園へ配布した。 

また、学校心理専門員を小学校８校へ派遣した。 

児童や保護者との教育相談件数：総計238名    【教育指導室・こども健康課】 

●学校情報化基盤の整備によるＩＣＴの活用による教育相談機能の充実および連続、

一貫した支援体制の推進                     【教育指導室】 

◇校務支援システム実証実験のモデル校として、大野北小学校と大利中学校に先行的

に情報化基盤を整備することで、成果と課題を検証した。 

今後は、市内のすべての学校に導入し、教育環境を整えていく。 【教育指導室】 
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１ 学識経験等を有する者の知見の活用 

  教育に関する事務の管理及び執行の状況について点検及び評価を実施するに

当たっては、その客観性を確保する観点から、学識経験等を有する者の知見を

活用することが規定されています。（地方教育行政の組織及び運営に関する法

律第 27 条第２頄） 

  このため、本市においては、教育委員会による点検及び評価に対し、附属機

関等からの意見を聴取し、改善に生かしていくこととしています。 

 

２ 前年度(平成 25 年度)の附属機関等からの意見に係る対応・取組みの状況 

(１) 社会教育委員の会 

意見の主な内容 対応・取組みの状況 

◇「生涯学習まちづくり出前講座」の実施 

・申込方法や条件等を見直し、市民にとって

より「利用しやすい」講座にしていかなけれ

ばならない。 

 

・実施回数が多い講座の中には、出前講座を

半ば利用者の主催事業として活用しているケ

ースもみられる。出前講座は知識やノウハウ

を利用者に教え伝えるための事業であり、そ

の後は利用者自身の努力により事業を進めて

いくということを講座の担当課と利用者の両

方に周知・啓発していく必要がある。 

 

・逆に、実施回数の尐ない講座のうち、市民

生活に密接に関係するメニュー（税・国保・

年金など）や、市の施策として広く PRする

べきもの以外のメニューは、廃止・統合して

もよいものと考える。これらを勘案した上

で、講座メニューの再編を行うべきである。 

 

・メニューについては、各課において現

在の講座内容を精査した上で、例年見直

しを行っている。 

 

・意見の中にあるように、出前講座の主

旨を超えた実施状況については、本事業

の主旨を再確認した上で、その主旨を踏

まえた実施をしていくよう関係各課と協

議を行っていきたい。 

◇「新成人のつどい」の実施 

・プログラムの中に識者による講話や、地域

で活動している新成人の活動成果の発表の場

などがあれば、さらに新成人にとって印象深

い式になるのではと考える。 

 

 

 

・新成人自身が実行委員会を組織し、自ら式

典の企画立案や運営をする形式は、本人たち

にとって大変良い経験となっているため、今

 

・実行委員会の提案により南福岡自動車

学校から講師を迎え、運転機会の増える

成人に対して「交通安全の大切さ」につ

いての講演を行った。今後も、新成人の

意識向上に繋がるプログラムを実施して

いく。 

 

・成人式の実行委員会を開催（10 回）し

た。総合的な企画・運営に携わることが

本人たちにとって貴重な経験となってい

Ⅲ 点検及び評価に対する附属機関等からの意見 
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後も継続していくべきである。 

 

 

 

 

 

・本市は「成人の日の午前中」に式を開催し

ているが、参加者の中には遠方から帰省して

参加したり、何時間も前から着付や支度をす

る新成人も多いため、「成人の日の前日（＝日

曜日）開催」「午後開催」に移行しているケー

スが近隣の市町でも増えている。本市も参加

者の目線に立ち、開催日時の変更を検討すべ

きである。 

る。自身で企画することによって、成人

としての自覚や責任感に繋がっている。

今後も、来場者にとって有意義な事業内

容を実行委員が自主性を持って企画でき

る環境づくりを支援していく。 

 

・開催日時について、「筑紫地区社会教

育振興協議会」を通して情報交換を行っ

ている。また、新成人のつどい当日にお

ける新成人へのアンケート調査や成人式

実行委員会の意見を踏まえ、来年度以降

の開催日を決定する。 

◇大野城市文化連盟を中心とした地域文化芸

術の振興の推進 

・多くの文化芸術団体が存在する現在、日頃

の練習や稽古の成果を発揮する場や機会が多

く求められており、「まどか文化祭」「ジュニ

アときめき文化祭」は重要な意味を持つ事業

である。特に「ジュニアときめき文化祭」は

大野城市独自の事業であり、近隣市町からの

参加も多いなど、費用対効果の高い貴重な事

業であり、今後に向けて財源を確保しながら

継続していくべきである。 

 

・文化連盟と行政が今まで以上に密接に連

携・共働することによって、本市が文化芸術

面で振興発展し、先進的な取組みを市外に向

けてアピールできるような仕組みづくりを進

めていってほしい。 

 

 

・文化芸術の振興・発展には、発表の場

の提供が重要だと考えられる。 

・今後も市文化連盟と連携しながら、現

在行っているイベントの継続実施、また

新たな仕組みづくりについて検討してい

く。 

 

  



37 

 

(２) 史跡対策委員会 

意見の主な内容 対応・取組みの状況 

◇「ふるさと学習」の推進 

・すべての小・中学校で実施しているふるさと

学習を、より一層子どもたちのものにするた

め、学校内外での発表や報告のチャンスを多く

設け、多くの市民がその成果を共有できるよう

な事業展開を考えていく必要がある。 

 

 

・ふるさと学習を通じ、文化財への理解を深め

ることは重要。子どもたちがより早い時期から

文化財に興味を持ち、理解できるように今後も

工夫を重ねてほしい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・特別史跡である大野城跡、水城跡、国の史跡

の牛頸須恵器窯跡の歴史的価値をわかりやす

く伝えていく必要がある。 

 

・昨年度より、ふるさと学習の成果発

表を行っており（昨年度は 2 月のふる

さとフォーラムにおいて大利小、大城

小、大野東中が発表）、今年度も 1350

記念式典イベントで、小・中学校代表

校が市民向けに発表予定。 

 

・一部ではあるが、小学校中学年から

の社会科見学において特別史跡の見学

を行い、文化財について担当課より説

明を行っている。これにより、ふるさ

と学習を深めるきっかけとなったと感

じている。 

・「ふるさと学習」「ふるさと創生学

校じまん事業」補助金の統合を行った。

個別に行っていた事業を統合的に行う

ことで、相乗効果が期待される。具体

的には特別史跡について見学のみ行う

のではなく、学校での事前学習や、ふ

るさと文化財課による出前講座等の機

会を増やし、また現在の地域との関係

など、様々な角度からアプローチし、

理解の促進を図る。 

 

・特別史跡大野城跡については、「大

野城物語」の漫画版を発刊し、理解を

深める方法の工夫を行っている。 

◇市民の「ふるさと意識」の醸成 

・ふるさと学習や文化財関係の出前講座等をと

おして、子どもたちの「ふるさと意識」は浸

透してきていると評価でき、今後「郷土愛」

につながっていくことを強く期待したい。 

・その一方で、一般市民に「ふるさと意識」が

偏りなく、より広く浸透するように市民啓発

に努める必要がある。 

・「ふるさと意識」の醸成のため、地域の伝承・

民話など地域の文化を多くの人に伝え、継承

していく必要がある。 

 

・ホームページや広報「大野城」、パンフレッ

ト配布による情報発信、発掘現場などでの記

者発表や現地説明会での情報提供、ふれあい

歴史体験、出前講座等の各種啓発事業の実施

を広く行い、文化財啓発を継続的に進めてほ

 

・出前講座の参加者数は前年度と比べ

ると約 800 人増加しており、ふるさと

をより深く理解したいという思いが強

くなってきていると感じている。 

・文化財については、専門的なところ

もあり、興味をもつ人が偏る傾向があ

るので、より広い範囲で興味をもって

もらえるように、文化財関係の講演会

についても、初めて聞いても理解でき

るような内容で行うよう努めている。 

 

・情報発信については、あらゆる媒体

を用いて発信しているが、他市との連

携事業においてもチラシの配布など、

市内文化財や文化財事業についてのＰ

Ｒを行った。 
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しい。 

 

・平成 26 年度、27 年度に開催される水城・大

野城・基肄城 1350年事業を有効に活用し、「ふ

るさと意識」をより多くの人に浸透できるよ

う努める必要がある。 

 

 

・水城・大野城・基肄城 1350年事業につ

いて他市町との連携を深めながら事業を

展開し、ふるさと意識を多くの人に浸透

できるように事業を進めてきた。 

◇文化財の保護・保存・活用 

・特別史跡水城跡保存整備基本計画・基本設計

や史跡牛頸須恵器窯跡整備活用計画に基づき

整備・活用を推進する必要がある。 

 

 

 

 

 

・地元ボランティアの連携、育成に力を注ぎ、

史跡の保護・保存に努める必要がある。 

・文化財への理解を広め、市内に所在する文化

財の調査、指定文化財の指定にむけて努力する

必要がある。 

 

・九州国立博物館、九州歴史資料館、福岡県、

筑紫地区、他市町村等と連携をより深め、文化

財の保護・保存・活用に努める必要がある。 

 

・策定された特別史跡水城跡保存整備

基本設計に準じ水城ゆめ広場を整備

し、今後もその基本設計に沿った整備

を行っていく。 

・史跡牛頸須恵器窯跡については、整備

活用計画に基づき、整備活用基本設計を

策定した。 

 

・地元ボランティアの事業を協力して進

めるなど、連携を深めた。 

 

 

 

 

・他自治体や九州国立博物館、九州歴史

資料館とは 1350 年事業を始めとした連

携事業において協力し、啓発活動に取り

組むことができた。 
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(３) スポーツ推進審議会及びスポーツ推進委員会 

意見の主な内容 対応・取組みの状況 

◇コミュニティによるスポーツの振興 

・地域が主体となって企画・立案し実施する

「MADOKAれくスポ祭」は、子どもから高齢者ま

で、誰もが参加できる軽・ニュースポーツを体

験できる内容となっている。ウォークラリーも

好評であるが、毎年、新たなコースを設定する

ことが課題である。 

 

・平成 28年度のコミュニティスポーツ倶楽部

(総合型地域スポーツクラブ) 設立に向けて取

組みが進められている。子どもから高齢者まで

が継続してスポーツへ取り組むために、「プロ

グラム化」や「教室化」の役割を担うコミュニ

ティスポーツ倶楽部の早期設立が望まれる。そ

のために、各地区コミュニティセンターの指定

管理者（パートナーシップ活動支援センター）

や関係団体等と協議を行って準備を進め、スポ

ーツを通じての交流を深めることができる環

境作りを支援していくことが望ましい。 

 

・「MADOKAれくスポ祭」の中で実施される

ウォークラリー、ウォーキングのコース

設定は、一部見直しが行われている。平

成 26年度の「MADOKAれくスポ祭」は、台

風の接近により残念ながら中止となっ

た。 

 

・平成 28年度のコミュニティスポーツ倶

楽部(総合型地域スポーツクラブ) 設立

に向けて、各コミュニティセンターの指

定管理者が、小学生向けの「かけっこ教

室」をプレ事業として実施した。 

◇市民のスポーツ活動の支援 

・乙金多目的広場の良好な芝生の状態を維持す

るために、スポーツだけでなく、レクレーショ

ン、地域の祭り等様々な行事の使用状況を確認

し、芝の管理方法を確立していく必要がある。 

 

・市内スポーツ施設の有効活用及び民間施設と

連携した事業の実施については、今後も各施設

の有効活用を行っていく事が望まれる。 

 

・乙金多目的広場は、夏に雤が多く天候

不項であったが、良好な芝生の状態を維

持することができた。今後も芝の状況に

注意を払い、管理を行っていく。 

 

・市内スポーツ施設については、定期使

用や一般使用など、多くの利用がある。

また、民間施設と連携した事業の実施に

ついては、体育協会が行うスポーツ教室

で、スケート・水泳・ゴルフなどが民間

施設を利用している。 

◇スポーツ団体への支援 

・スポーツ登録団体の使用を支援するため、今

後も定期使用及び各種大会等の施設使用料の

一部助成が継続されることが望ましい。 

 

・社会体育指導者講習会では、生今後も受講者

のニーズを把握し、必要とされる研修会、講習

会を行うことが期待されている。 

 

・スポーツ登録団体の使用を支援するた

め、定期使用及び各種大会等の施設使用

料の一部助成を継続している。 

 

・社会体育指導者講習会は、前年度の講

習会終了時にアンケートを行い、受講者

のニーズを把握して実施した。 

◇スポーツを通じた育成 

・夏休み期間中に、体育協会が実施するスポー

ツ体験事業で、本市では体験出来ない海洋スポ

ーツを通じて交流事業を行い、スポーツをする

動機づくりとしている。子どもたちの健全育成

及び体力向上に取組んでおり、今後も継続して

 

・夏休み期間中に、体育協会主催で「サ

マーチャレンジプロジェクト」が壱岐

市で実施された。海洋スポーツ・民泊

体験など、子どもたちの健全育成や体

力向上に繋がっている。 
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実施することが望ましい。 

 

・体育協会主催の有名プレーヤーによるスポー

ツ教室を実施しており、子どもや保護者、指導

者など多くの参加者から好評である。青尐年の

スポーツへの関心の高まりへ繫がるという点

において、今後も実施していく必要がある。 

 

・スポーツ推進委員は小学校が実施する新体力

テストへの支援を行っている。体力テストは平

日の授業の一環として実施されており、支援が

可能なスポーツ推進委員が限られた者になり

がちであるが、今後もスポーツ推進委員、体育

協会と連携し、支援を行っていくことが望まし

い。 

 

 

・体育協会主催の有名プレーヤーによる

スポーツ教室が実施された。子どもや保

護者、指導者など多くの参加者から好評

であった。 

 

 

・小学校が実施する新体力テストへの支

援を、スポーツ推進委員とスポーツ課職

員で行った。体力テストは平日の授業の

一環として実施されており、支援が可能

なスポーツ推進委員が限られた者となっ

ている。 
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(４) 学校運営協議会（大野南小学校・大野東中学校） 

意見の主な内容 対応・取組みの状況 

◇誇れる学校づくりの推進 

・学力向上については、それぞれの学校の「学

力向上プラン」に基づいて取り組まれている

が、その成果の検証や取組みの重点化といった

ことが重要である 

 また、文部科学省が実施している「全国学

力・学習状況調査」における調査結果について

は、保護者を含めて地域住民が情報を共有して

協力体制を整えることであると考える。各学校

で広く地域住民に知らせるとともに、児童生徒

の個人差に対応する教育が必要と考える。 

 

 

 

・大野南小学校では、小学校１年生からの英語

教育が先進的に行われている。市内の小学校の

英語教育の進め方の参考となるよう様々な研

修の機会を通じて周知してもらいたい。 

また、英語教育の小学校３年生からの早期化

が計画されている。さらにネイティブ等を増員

し、児童生徒の学習支援の体制を整える必要が

ある。 

 

・配慮が必要な児童生徒に対する特別支援教育

においては、その対象者の増加が見込まれてい

る。介助員や個別に支援する職員等の体制を整

えることが必要と考える。 

 

・防災訓練について、各学校ともに確実に実施

されているが、今後とも地域との連携を視野に

入れた防災・減災計画、訓練の実施が検討され

るべきであろう。 

 

・交通安全にかかる指導については、特に自転

車の運転（右側通行の禁止など、）、ルール・マ

ナーについて徹底して指導して欲しい。関係機

関と協力するなどして、児童生徒と地域住民の

安全のため取り組んで欲しい。地域としても登

下校の安全等の見守りに努力していきたい。 

 

・平野中学校区、大野東中学校区では小・中連

携した活動や授業が企画されてきている。中学

校でのいろいろなトラブルを防止する上でも

大変重要なことであるので、今後とも推進いた

だきたい。 

 

・市の学力向上推進計画においては、「思

考力・判断力・表現力」の育成をめざす

授業づくりに重点を置いている。特に、

表現・交流する場の確保を考え、児童生

徒の説明や発表、話し合う場を 15 分以上

取ることを目標に掲げている。 

・全国学力・学習状況調査の結果につい

ては、市全体の結果をホームページで、

その分析とともに公表した。また、学校

運営協議会や学校通信等を通じて公表結

果を周知した。 

 

・大野南小学校は、平成 27 年 11 月 27

日に外国語活動の研究発表会を予定して

いる。各学校の研修の機会となるよう周

知していく。次期学習指導要領改訂を踏

まえ、小学校の外国語活動について情報

を集めていく。 

 

 

・介助員については、学校の要請に応じ

て、状況を観察し、適宜、配置していく。 

 

 

 

・各学校で防災訓練が実施されているが、

今後、家庭・地域との連携を含めて検討

する。 

 

 

・各学校において、交通安全教室が開催

されているが、自転車の乗り方や交通ル

ールについて指導を徹底していく。 

 

 

 

・市がめざす小中連携ビジョンを提案し

た。中学校ブロックごとにできる取組を

検討する。 

◇郷土愛を育む教育の充実 

・各学校の「ふるさと学習」は、様々に工夫さ

れてきているが、1350年を迎える「水城・大野

 
・平成 27 年２月７日「ふるさとフォーラ

ム大野城」の中で、大城小学校・下大利
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城」の取組みを加えて、児童生徒が郷土への誇

りや愛情を育てるよい機会として欲しい。 

小学校・大野東中学校の３校が「ふるさ

と学習発表会」を開催した。今後も、事

業の啓発をしていく。 

◇地域と連携した教育活動の推進 

・今後も、各学校区で児童生徒の状況に応じた

活動の展開に期待している。また、他の学校区

の活動の様子を知る機会を持って欲しい。 

 

・平成 27 年２月に学校運営協議会推進大

会を開催し、大城小学校に取組みを発表

してもらった。今後も、各学校の取組み

を伝え合える場をつくっていく。 

◇生きる力を備えた心豊かな市民の育成     

・「心の教育」に取り組まれて、平成 26年度

は 20周年となる。市内の全校が道徳を公開す

ることはあまり例がないと聞いている。全国に

先駆けて行われてきた取組みを検証するとも

に、次のステップを期待している。 

 

・いじめ防止対策推進法が施行され、いじめ防

止組織として学校運営協議会が活用されてい

る。いじめ防止等に関する法律や条例、制度な

どを研修する機会をもちたいと考えている。ま

た、各学校で児童生徒のいじめの状況や取組み

を共有するとともに、地域や保護者が協力して

できる活動などを計画していきたい。 

 
・心の教育 20 周年記念イベントとして、

卒業生によるスピーチや平野中学校合唱

団の歌声を披露した。道徳の授業公開は、

一層、地域の「もの・ひと・こと」を活

用できるようにしていく。 

 

・各中学校ブロックや学校運営協議会に

おいて、いじめを防止する各種の取組み

が今後も展開できるようにしていく。 
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３ 今年度(平成 26 年度)の事業実施に係る附属機関等からの意見 

(１) 社会教育委員の会 

◇月の浦小学校「ふくおか寺子屋事業」 

・土曜日の午後の問題が話題となり、土曜授業に踏み切った県や市町村もあるなか、

地域で子どもを育てる学校週五日制の主旨を生かしたこの事業は大変すばらし

いものであるが、できれば各コミュニティ地区に１校、ゆくゆくは全小学校に広

げてみてはどうか。 

・地域における学習支援員の確保について、多くの方々の協力が得られているよう

に見受けられたが課題も多く、高校生・大学生のボランティア参加を募ってみて

はどうか。若者に合わせ、ホームページやブログなどを通しての事業のＰＲや参

加募集、もしくは口伝えによる身近な場所での勧誘も大事かと思われる。特に、

地元の高校生の活用も反響があるのではないか。本事業にとってもメリットがあ

り、高校生にとっても貴重な体験であり、社会性やコミュニケーション力など自

分磨きができて有効だと思われる。 

・時間中に集中力がなく、学習意欲が欠けている児童がいるとの課題があるようだ

が、児童自身の意欲面に問題があるのであれば、土曜日に学習した内容を月曜日

に担任に提出し、担任から一声かけてもらったり、担任印をもらったりするだけ

でも効果があると思う。小さなことだがこれも学校と地域の連携と言えるのでは

ないだろうか。 

・行政が地域に働きかけて、学校も協力している、という印象があり、保護者の姿

があまり見えてこない。地域と学校と、保護者も協力しないと、連携のバランス

が取れない。課題にもあるように、参加児童の保護者の一部には事業の主旨が理

解されていないようであるが、保護者の反応、意見を聞いてみてはいかがか。 

 

◇家庭・地域の教育力向上「家庭教育学級」 

・子どもの健全な成長発達には、大人の意識が大きく影響し、特に親の教育力は子

どもに大きく左右するが、家庭教育学級は、その親育てに長年にわたって貢献し

ており、その役割は大きなものがある。反面、マンネリ化や、参加者の尐なさ、

固定などの課題もある。参加者拡大のため、子育てサロン等の就学前の親との交

流を通し、子育ての大切さを共有し、新一年生になったら一緒に参加してもらう

など、就学前から切れ目のない「家庭教育」となるような工夫も必要であろう。 

・学童保育や、不登校を支える会等があれば、交流も必要ではないか。 

・趣旨目的は大変すばらしく、実施内容についても組織的、計画的であり、学校独

自の工夫があってとてもよい。学級生のメンバーの固定化が懸念されているが、

非常に難しいとは思うが参加してほしい保護者への積極的な啓発が必要。子ども

に問題を感じている保護者や、保護者自身が孤立している人などへの啓発を工夫

することで、子育てに関する交流がより深まると思われる。例えば、毎年小学校
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で実施されている入学説明会時に、「子育て」に関する講演会を入れることも効

果的であろう。共働きが多い中、子育てについて真剣に考える場を、一人でも多

くの保護者に機会を設けることも大切である。 

◇子ども読書活動の推進「小学生読書リーダー養成事業」 

・子どもの読書活動は、感性を豊かにし、集中力を高めるなど多くの教育的効果を

生み、その読書活動を活発にするための小学生読書リーダー養成事業は大変すば

らしい事業の一つである。学んだことを学校で実践し、子どもたちの自信にもつ

ながっている。さらに、中学生の養成講座も行ってみてはどうか。 

・まどかぴあ図書館が中心となり、学校の図書教諭や司書と連携した、組織的に活

動する読書活動が進むとよい。 

・趣旨目的について、読書離れが進む昨今、一人でも多くの児童に読書に関心を持

たせる上でたいへん有効である。ただ、事業に参加した児童はたいへん意欲や関

心が高まり有意義だが、「読書リーダー」として学校でどのように活躍させてい

くかが大切である。学校によっては、読書活動への取り組みに温度差があるよう

なので、現在のように市内から一同に集めて研修会をするのもいいが、各学校の

図書委員会の活動の中でこの養成事業の実施をしてみるというのはどうか。子ど

もを指導する教員も、「読書」の意義や価値、活動の良さを理解し、日々の指導

をしていくことが大切である。 
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(２) 史跡対策委員会 

 ◇「ふるさと学習」の推進 

 ・すべての小・中学校で実施しているふるさと学習の成果を共有できるような事業

展開も考えてほしい。 

・大野城市の文化財が掲載された小冊子「わたしたちの文化財」を毎年小学校 5年

生に配布しているがその活用方法を工夫したり、出前講座の参加状況を考慮した

メニューの更新を検討してほしい。 

・築造 1350 年事業により特別史跡である大野城跡、水城跡は認知度も上がり理解

が進んできているが、国の史跡である牛頸須恵器窯跡も同じように文化的価値を

わかりやすく伝えてほしい。 

 

◇市民の「ふるさと意識」の醸成 

・ふるさと学習や文化財関係の出前講座等をとおして、子どもたちから高齢者まで

の広い範囲で「ふるさと意識」は浸透してきていると評価できる。 

・「ふるさと意識」が「郷土愛」につながっていくように引き続き出前講座等に力

をいれて推進してもらいたい。その一方で、市民転入出が激しい地域では特に「ふ

るさと意識」に偏りが感じられるので、より広く「ふるさと意識」が浸透するよ

うに市民啓発に努めてほしい。 

・「ふるさと意識」の醸成のため、地域の伝承・民話など地域の文化を多くの人に

伝え、継承していく必要がある。また、県指定の無形文化財「博多独楽」等の形

のない貴重な文化財の認知も高めてほしい。 

・ホームページや広報「大野城」、パンフレット配布による情報発信。発掘現場な

どでの記者発表や現地説明会での情報提供。ふれあい歴史体験、出前講座等の各

種啓発事業の実施を広く行い、引き続き文化財啓発に努めてほしい。 

・平成 27年度に開催される水城・大野城・基肄城 1350年事業をうまく活用し、「ふ

るさと意識」をより多くの人に浸透できるよう努めてほしい。 

 

◇文化財の保護・保存・活用 

・特別史跡水城跡環境計画や史跡牛頸須恵器窯跡整備活用計画に基づいた整備・活

用を進めてほしい。 

・水城跡や牛頸須恵器窯跡の公有化を推進するために、引き続き、水城跡の追加指

定の促進と計画的な買上げを進めていく必要がある。 

・地元ボランティアと連携を深め、協力して史跡の保護・保存に努めてほしい。 

・文化財への理解を広め、市内に所在する文化財の掘り起しと調査を進め、指定文

化財に価するものを検討し指定にむけて推進してほしい。 

・九州国立博物館、九州歴史資料館、福岡県、他市町村等と連携を深め、引き続き、

文化財の保護・保存・活用を推進してほしい。 
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(３) スポーツ推進審議会及びスポーツ推進委員会 

◇コミュニティによるスポーツの振興 

・地域が主体となって企画・立案し実施する「MADOKAれくスポ祭」は、大型台風の

接近により前日に中止をした判断は正しかったと考える。平成 27 年度も子ども

から高齢者まで、誰もが参加、体験できる軽・ニュースポーツが実施されること

を期待する。 

・また、コミュニティスポーツ倶楽部設立に向けて各コミュニティセンターの指定

管理者が取り組んでいる「かけっこ教室」は好評のため、関係者と協力して、今

後も進めていただきたい。各地区コミュニティセンターの指定管理者（パートナ

ーシップ活動支援センター）・関係団体等と問題点を協議し、スポーツを通じて

地域間の交流を深めることができる環境作りを支援していくことが望ましい。 

 

◇市民のスポーツ活動の支援 

・地域からの要請で行う出前講座では、誰もが気軽に楽しく参加できる種目を取り

入れ、軽・ニュースポーツの普及、推進に取り組んでいる。 

・また、地域スポーツや中学校運動部活動の振興のために、体育協会はスポーツリ

ーダーバンクを設置し、学校からの依頼に応じて、登録されている指導者の派遣

事業を行うことで市内中学校の運動部活動育成に貢献している。今後も、中学校

からの依頼に応じられるよう支援をしていく必要がある。 

・スポーツ尐年団や体育協会に加盟している団体への支援については、今後も活動

を支援し競技力の向上に資するため支援が必要である。 

・スポーツ登録団体への研修会、講習会の実施については、資質向上のため、継続

して実施する必要がある。今後も受講者のニーズを把握し、必要とされる研修会、

講習会を行うことが望ましい。 

・スポーツ推進委員会が企画・立案する自主的な事業については、今回で 2回目で

あり、今後も継続していく必要がある。また、参加者を増やすために、内容等を

スポーツ推進委員会で十分協議し工夫する必要がある。 

 

◇スポーツ施設の充実 

・スポーツ尐年団や体育協会に加盟する団体による、学校教育に支障のない範囲で

の学校施設の有効活用を、今後も支援していくことが望ましい。また、設備等の

不具合等を把握し整備に努め、開かれた利用しやすい施設とすることが重要であ

る。 

・体育協会は、コミュニティセンターと連携したまどかスポーツ教室を実施してい

る。また、民間施設を活用した子ども水泳教室、子どもスケート教室、ゴルフ教

室などを行っている。今後も各施設と連携した事業の実施を期待する。 
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◇スポーツを通じた育成 

・夏休み期間中に、体育協会が自主事業として実施しているスポーツ体験事業（サ

マーチャレンジプロジェクト）は本市では体験出来ない海洋スポーツが中心とな

っており、団体行動、市内小学校の他校児童との交流、及び滞在先の子どもたち

や地域の人たちとの交流など、その事業効果は大きいことから、今後も継続する

ことが望ましい。 

・また、体育協会主催による有名プレーヤー等のスポーツ教室は、子どもから大人

まで多くの参加者に夢と感動を与えている。市民のスポーツへの関心の高まりへ

繫がるという点において、評価できる。 

・また、小学校が実施する新体力テストは、複数の判定員を必要としており、平日

に実施されることから支援が可能なスポーツ推進委員が限られた者になること

が多いが、今後もスポーツ推進委員、体育協会と協力をして、支援を継続する必

要がある。 
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(４) 学校運営協議会（大野北小学校・大利中学校） 

◇誇れる学校づくりの推進 

・「確かな学力」を身につけた児童の育成については、研究発表会や小学校部会で

の授業改善研修会等を通し、教師自らが学び合いながら指導力を高めることにつ

ながっていると考える。過度な負担にならないように配慮をしながらも教師が学

び合う場として充実していくことを期待する。 

・小学校英語教育の充実（教科化）及び早期化が予定されている。更なるＡＬＴ増

員及び日本人英語活動指導員（ＪＥＴ）の配置で、各学校の英語教育を支援する

体制を充実させる必要がある。 

・小学校での特別支援教育を充実させるためにも、就学前の早い時期から子どもの

実態を把握し、保護者への相談・支援を積極的に行っていく必要がある。そのた

めには、教育サポートセンターを中心に、子育て支援課や福祉課、こども健康課

などとの更なる連携が大切である。 

・不登校（傾向）の子どもは、不安や精神的不安定を抱えている場合が多く、小学

校から中学校へのスムーズな移行が難しいことがある。小中の綿密な連携はもと

より、教育サポートセンターによる継続的で丁寧な見守りや支援を期待したい。 

・特別支援学級在籍児童だけでなく、通常学級に在籍する中にも配慮を要する児童

が増えてきている。介助員や個別に支援する職員等の体制を更に充実させていく

必要がある。 

・学力向上については、文部科学省が実施している「全国学力・学習状況調査」に

おいて、全国平均を上回っている。数学については、活用力も尐しずつついてき

ている。ただし、自分の考えを文章にまとめたり、発表したりする表現について

苦手な生徒も多いように思う。日頃の授業から鍛えてほしい。また、学習意欲を

高めるような授業づくりを行う必要がある。 

・交通安全に係る指導については、特に、自転車運転の新しいルールやマナーにつ

いて子どもたちにはもちろん、保護者や地域住民にも徹底して指導していく必要

がある。関係機関と協力するなどして子どもや地域住民の安全のために取組を進

めてほしい。地域や保護者としても、子どもたちの登下校や安全見守りに努めて

いきたい。 

・防災・防犯の避難訓練は、確実に実施されているが、今後は、保護者や地域、行

政と連携した防災・減災の計画や訓練の具体化を検討する必要があろう。 
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◇人権が尊重される教育・啓発活動の充実 

・いじめを生まない人間関係づくりの指導など、道徳の時間を中心とした道徳教育、

人権・同和教育の更なる充実を期待する。 

・子ども療育支援センター事業研修会を通した太宰府特別支援学校と大野北小学校

特別支援学級との交流学習は、異校種間交流、地域間交流の推進に効果があった

と言える。この取組を市内全小・中学校にも項次広げていってほしいと考える。 

 

◇郷土愛を育む教育の充実 

・ふるさと大野城市を愛する心の育成は、自分の学校や自分の校区を好きにならず

してできるものではない。そういった意味でも、「ふるさと学習」を充実させるこ

とと同時に、学校運営協議会を中核とした小学校区コミュニティの更なる充実を

図っていくことが大切である。 

・地域教材を取り扱うことはとてもよいことだし、先生方の努力を感じる。今後、

子どもたちに地域の伝承行事を伝えていきたい。 

 

◇学校・地域・家庭が連携し協働して取り組む活動の展開 

・大野北小学校学校運営協議会の最大のよさ・強みは、学校のことや地域のことな

どを考えたり取り組んだりするときに、そこにかかわる人たちが繋がり合えるこ

とである。このよさ・強みを更に充実させるとともに、積極的に発信していく必

要があると考える。 

・地域活動への生徒の参加については、よい意味で昨年と変わらず、よく連携でき

ていると思う。思春期という難しい年齢なので、地域でも見守っていきたい。ま

た、中学生はよく挨拶をするようになった。子どもたちの元気を借りながら地域

を元気にしていくような取組を今後、検討してもらいたい。特に、夏祭りは地域

にとっても、中学生と触れ合うよい機会になると思う。コミュニティ・スクール

が充実していくためには、「活動と対話」を積み重ねていくことが大切である。 

 

◇次代を担う青尐年の育成 

・２月の学校運営協議会推進大会で、学校・家庭・地域で心の教育を推進していく

ことが確認されたが、具体的な内容を保護者や地域へ発信し、みんなが共有して

いくことが大切である。 

・いじめ防止については、学校だけではなく、保護者や地域、そして、行政が共通

認識をもち、協働で取り組むことを継続していくことが大切である。 

・大利中生徒会が「いじめ根絶運動」の取組で小学校に説明している。小学生にと

っては、あこがれの中学生として見られている。中学生は、期待されているとい

う意識をもって、頑張ってほしい。 
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◇０歳から義務教育課程修了まで一貫した支援体制の構築 

・保・幼・小連携については、連絡会議を通した園長と学校長の共通理解を基盤に、

職員同士が教育課程や具体的な取組をいっしょに検討する場を設けていくことも

必要である。 

・大野北小学校は、学校情報化基盤整備のモデル校として先行的に整備されてきた

が、その成果と課題を踏まえて、市内全小・中学校への導入を確実に進めてほし

い。その際、学校現場の意見もできるだけ考慮してほしい。 
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