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 「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」において、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・公表することと定められています。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、上記の趣旨に基づき、毎年度教育行政の基本方針として定めている「大野城

市教育振興基本計画」に関し、点検及び評価を実施した結果をとりまとめたものです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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項の規定により

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項の規定に
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、前項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） 

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 
 

・市のホームページに掲載 
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１ 教育委員会  

  平成 27 年４月１日に施行された、改正後の「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」

に基づき、本市では平成 27 年６月 26 日に、新制度による教育長が任命され、この改正法に

基づく体制へと移行しました。 

教育長及び教育委員 （平成 29年３月 31日現在）  

職 名 氏 名 任 期 

教育長 吉富 修 
H23.６.26  ～ H27.６.25 

H27.６.26  ～ H30.６.25（新制度による教育長就任） 

委員 

(教育長 

職務代理者) 

角 敬之 

H23.６.26  ～ H27.２.28 

H27.３.１  ～ H27.６.25（教育委員長） 

H27.６.26  ～ H31.６.25 

委員 安部 一枝 
H24.10.１  ～ H28.９.30 

H28.10.１  ～ H32.９.30 

委員 髙木 和敏 H27.６.26  ～ H31.６.25 

委員 梶原 千春 H27.６.26  ～ H31.６.25 

委員 松本 民仁 H28.10.１  ～ H32.９.30 

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項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 12回（定例会 12回、臨時会０回） 

(２)  付議事項 26件 

     各回の付議事項は、一部が継続審議となった他、全て可決承認されました。  

開催日等 付議案件 

４月 27日 

第４回定例会 

第19号 大野城市立学校施設使用規則の一部を改正する規則の制定について 

第20号 大野城市スポーツ推進審議会委員の委嘱について 

第21号 学校運営協議会委員の任命について 

５月 24日 

第５回定例会 

第22号 大野城市文化財保護審議会委員の委嘱について 

第23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24号 学校運営協議会委員の任命について 

第25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) 

Ⅰ 教育委員会の活動状況 
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開催日等 付議案件 

６月 24日 

第６回定例会 

第26号 
大野城市立学校施設使用規則の一部を改正する規則の制定について【継

続審議】 

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 

７月 26日 

第７回定例会 
第28号 大野城市立学校施設使用規則の一部を改正する規則の制定について 

８月 23日 

第８回定例会 

第29号 大野城市立学校施設使用規則の一部を改正する規則の制定について 

第30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 

９月 27日 

第９回定例会 
議案なし 

10月 27日 

第 10回定例会 
議案なし 

11月 29日 

第 11回定例会 
議案なし 

12月 16日 

第 12回定例会 
第31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 

１月 27日 

第１回定例会 
第１号 

臨時に代理した事件の承認について(大野城市いじめ問題対策連絡会議委

員の委嘱) 

２月 24日 

第２回定例会 

第２号 
大野城市学校社会福祉専門員設置要綱の一部を改正する要綱の制定につ

いて 

第３号 
平成 29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４号 平成 29年度産業医の選任について 

３月 28日 

第３回定例会 

第５号 小学校・中学校管理職員等の人事について 

第６号 教育委員会事務局職員の人事について 

第７号 
大野城市心身障がい児就学指導委員会規則の全部を改正する規則の制定

について 

第８号 大野城市ことばの教室就学前教室設置要綱の制定について 

第９号 
大野城市不登校対策サポートティーチャー派遣事業実施要綱の一部を改

正する要綱の制定について【継続審議】 

第10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一部を改正する要

綱の制定について 

第11号 
大野城市小中学校ヤングアドバイザー事業実施要綱の一部を改正する要

綱の制定について 

第12号 大野城市スポーツ推進委員の委嘱について 

第13号 平成 29年度大野城市教育振興基本計画について 
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(３) 報告事項 

教育長及び教育委員会事務局から下記の事項等について報告を行いました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 28年度においては、議案についての事前協議や総合教育会議、ランドセルクラブ等を

議題に 10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） 

◇本市独自に実施 

その他の学校(９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、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（高知市） 

福岡県市町村教育委員会女性教育委員研修会（福岡市博多区） 

筑紫地区教育委員研修会（大野城市） 等 

 

  

○ 主な報告事項 

・学校訪問計画 

・市奨学資金奨学生の選考結果について 

・全国学力調査結果について 

・入学式、卒業式、新成人のつどい等の各行事に関する報告 

・そのほか各課の実施事業に関する報告等 
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１ 「大野城市教育施策大綱」と「大野城市教育振興基本計画」について 

  本市では、平成 27年４月に、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（以下「教育施策大綱」）」（平成 27年度～平成 30年度）を策定しました。 

市教育委員会では、教育施策大綱に基づき、その基本目標を具現化するため、具体的な取

組や重点目標を掲げた「大野城市教育振興基本計画（以下「教育振興基本計画」）」を毎年度

策定しています。今回の点検評価では、平成 28年度教育振興基本計画に定められた取組等に

ついて、自己点検及び評価を行っています。 

これらの教育施策大綱・教育振興基本計画・点検評価等の関係性は以下のとおりです。 

２ 大野城市教育施策の体系 

教育振興基本計画の中では、教育政策について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を加え、次ページの「大野城市教育施策の

体系」としてまとめています。 

【次ページの教育施策の体系の見方】 

 

 

 
  

Ⅱ 施策の点検・評価 
 

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 
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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 
・不登校等への対応 
・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 

 
青少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 

・青少年健全育成体制の充実 
・青少年活動の充実 
・青少年健全育成環境の整備 
・青少年のモラルの向上 
・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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３ 点検・評価 
 

「平成 28年度教育振興基本計画に掲げた取組内容」欄の記号について 

 

 

 

「点検・評価結果」欄の記号について 

 

 

 
 
１．学校教育 

 
 

教育施策大綱に 

掲げた取組 

平成 28年度教育振興基本計画に 

掲げた取組内容  
点検・評価結果 

①全小中学校に設置

した学校運営協議

会による取組の推

進及び各校区の取

組に関する情報交

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】 

○教育委員会職員が、全小中学校の学校

運営協議会委員となり、地域及び家庭と

学校のつなぎ手として活動した。 

【教育指導室】 

②ＰＴＣＡ活動によ

るＣＶＴ学習（心

の教育）の推進 

※ＰＴＣＡ活動 

→ＰＴＡ（Parent=保護

者、Teacher=教職員、

Association=組織）に

Ｃ（Community=地域）

を加えた活動 

 

※ＣＶＴ学習 

→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

学習 

★学校運営協議会におけるＰＴＣ

Ａ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】 

○学校運営協議会、校長会等で、ＰＴＣ

Ａ活動の目的と意義及び成果について説

明した。 

□各学校及びコミュニティにおける効果

的で特色ある活動の成果をアピールして

いく必要がある。 

【教育指導室】 

○２学期から試行として市内３小学校

（大野北、大野東、月の浦）で放課後総合

学習「ランドセルクラブ」を実施した。 

○「大野城市小学校ＰＴＣＡ活動連絡協

議会」を実施主体として、学校施設を利

用し、保護者や地域ボランティアと連携

して基礎基本学習や体験学習のプログラ

ムを実施した。 

○各校にコーディネーターを派遣し、学

校・家庭・地域と行政のつなぎ役として

「学びの共同体」を推進した。 

【教育振興課】 

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 

 ○ … 「実際の取組内容」  

 ☆ … 「取組による成果・効果等」 

 □ … 「今後の方針や課題等」 

● … 従前から継続して行った取組等  

 ★ … 平成 28 年度に新規で行った取組等 
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③ 授業研修等によ

る小中学校の授業

改善及び少人数指

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】 

○｢学力向上支援員｣を小学校３校に配置

し、算数の個別指導を中心に実施した。 

□全小学校において、本年度の取組の成

果（成績の向上）を数値化し、｢学力向上

支援員｣の有効性を検証していく。今後、

成果をアピールしていく予定である。 

【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】 

○不登校総合支援予防プロジェクト推進

に向けて、サポートセンターが毎週児童

生徒の状況を共通理解し、ケースに応じ

た支援をチームで実行した。 

□適応指導教室南教室開設に向けて、保

護者及び児童生徒のニーズに応じた設置

場所の検討を進める。 

□全中学校にそれぞれサポートティー 

チャーを派遣し、中学校区内の小学校につ

いてもサポートティーチャーによる支援

を行うための派遣申請の仕組みが必要で

ある。 

【教育指導室】 

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】 

○全小中学校でホームページを開設し、

学校行事等の情報提供のほか、荒天時の

休校等の緊急情報の提供にも活用した。 

□学校によって更新の頻度に差があるた

め、ＩＣＴ支援員の活用等により、その

差をカバーしていく必要がある。 

【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

電子黒板等の機器整備を進めてい

きます。 

【教育振興課】 

○全小中学校でＩＣＴサポート事業を開

始し、特別支援学級用タブレットを導入

した。教職員へのサポートをしながら授

業へのＩＣＴの活用を進めた。 

☆ＩＣＴ支援員の訪問回数全 120回 

特別支援教育用タブレットの導入台数

75 台 

□ＩＣＴサポート事業によるＩＣＴ支援

員の授業サポートについて、小学校に比

べて進んでいない中学校においても事業

を進めていく。 

【教育振興課】 



9 

 

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

取組の充実・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】 

○保育所、幼稚園、小学校合同の連絡会

議を実施し、児童への継続した指導を実

施した。 

○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、個々

の実態把握及び相談対応を実施した。 

○ニーズに応じた保育所・幼稚園の訪問

及び教育相談を実施した。 

□今後も教育指導室により、こども健康

課をはじめ庁内及び関係機関との情報

共有による連携強化を図り、要保護児童

等への支援体制の向上に努める。 

【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】 

○就学に関するリーフレットを作成し、

配布した。 

□今後は、作成したリーフレットをもと

に幼稚園における授業研修を実施すると

ともに、より汎用性を向上させるために

リーフレットの改善を行う必要がある。 

【教育指導室】 

⑨ いじめ防止対策

推進法に基づく取

組の推進 

●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組を共有しま

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】 

○大野城市いじめ問題対策連絡会議にお

ける情報共有及び改善策協議をもとに、

各学校の実践を共有できた。 

○いじめ防止リーフレットの配布及び各

学校での取組の情報発信につとめた。 

【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

組の推進 

●インクルーシブ教育システム

(※)構築を目的とした特別支援

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。 

※障がいのある者とない者が可能

な限り共に学ぶ仕組み（文部科学省

ホームページより） 

【教育指導室】 

○サポートセンターにおける就学相談、

全小中学校への特別支援学級訪問及び学

校訪問を実施し、インクルーシブ教育シ

ステム構築を目的とした特別支援教育推

進を図るための指導を行った。 

【教育指導室】 
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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

指導を行うなど機能を強化しま

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】 

○就学前通級指導員や、小学校通級指導

教室に配置した言語聴覚士の活用によ

り、児童生徒のニーズに応じた通級指導

を行った。 

□入級した児童生徒の成長を保護者と学

校に対し、データをもとに伝えるととも

に、通級教室を修了するシステムをつく

り、より入級が必要な児童生徒への着実

な支援体制を整える必要がある。 

【教育指導室】 

 

 

教育施策大綱に 

掲げた取組 

平成 28年度教育振興基本計画に 

掲げた取組内容  
点検・評価結果 

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】 

○各学校で取り組んできた心の教育の実

践の成果と課題をわかりやすく整理し、

大野城市の伝統と文化をアピールした。 

□道徳の時間の教科化に向けた大野城市

の先進的かつ伝統的な取組を、筑紫地区

教育連絡協議会を通じて発信する必要が

ある。 

【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】 

○「命の大切さ、命の尊さ」についての活

動として、新たに「中学校子育てサロン」

を中学校の対象事業に加えた。 

□「ふるさと意識の醸成」という本来の目

的についての学校の理解を深めるととも

に、補助対象範囲や手続きが明確になる

よう関係様式等を見直す必要がある。 

【教育振興課】 

ウ 学力向上推進協

議会を中心とした

取組の充実 

★先進校の取組の紹介や講師を派

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】 

○学力向上の前提となる「学級経営力の

向上」及び「学習指導力の向上」につい

て、本市主管の研修会でわかりやすく講

義・演習を実践し、学校訪問で検証、指導

を行った。 

□今後、学力向上ロードマップを導入し

て無理なく効果的かつ確実に取組の評価

及び改善ができるようにし、学校の教職

員に成果をフィードバックしていく必要

がある。 

【教育指導室】 

分野別プラン① 創造的な学校教育の推進  
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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ＡＬＴも交えて実施しま

す。 

【教育指導室】 

○本市の英語教育実践をもとに、筑紫地

区における英語教育の推進及びＡＬＴを

交えた英語教育担当教員研修会を効率的

に実施した。 

【教育指導室】 

オ 障がいのある方

との交流学習等を

通じた福祉教育の

充実 

★福祉課、大野城市社会福祉協議会

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】 

○福祉教育基礎研修会の開催 

テーマ：地域で育む福祉教育の進め方 

講師：大阪教育大学准教授 新崎国広氏 

☆参加者：教職員 15名・福祉委員 21 名・

民生委員児童委員 30 名・その他 16名 

合計 82 名 

□学校と地域の関わりをどのようにコー

ディネートしていくかを研究する必要が

ある。 

○小学校等への福祉教育の実施 

内容：総合的な学習の時間等を利用した

福祉教育 

☆対象：小学校８校 合計 26回 

    延べ児童数 983名 

□体験学習後のリフレクションの方法等

について検討していく。 

○福祉教育推進校の共同事業として、総

合的な学習の中で福祉教育教材「ともに

生きる」を活用した授業を行った。 

☆対象：大野小学校４年生（156名） 

推進校期間：平成 28～29年 ２年間 

□各学校の総合的な学習の時間、特別支

援教育における交流及び共同学習の実践

において、大野城市社会福祉協議会と連

携した教育活動の成果と課題を検証して

いく。 

【教育指導室・福祉課】 
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教育施策大綱に 

掲げた取組 

平成 28年度教育振興基本計画に 

掲げた取組内容  
点検・評価結果 

ア 学校区域の弾力

的運用 

●学校規模、地域活動、部活動等

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

等の弾力的運用を図ります。 

【教育振興課】 

○一部地域(白木原５丁目３～７番）にお

ける学校選択制を継続実施した。 

○家庭の事情等に配慮し、指定校変更や

区域外就学等、学校区域の弾力的運用を

図った。 

☆学校区域の弾力的運用の件数 

指定校変更 小学校 34件 中学校 26件 

区域外就学 小学校 67件 中学校 36件 

□区域外、指定校変更の許可に関して関

係課による協議の必要がある。 

【教育振興課】 

 

 

教育施策大綱に 

掲げた取組 

平成 28年度教育振興基本計画に 

掲げた取組内容  
点検・評価結果 

ア 老朽化等の対策

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】 

○大利小学校、大野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

や給食室のドライシステム化、段差解消

等のバリアフリー化を計画的に進める。 

【教育政策課】 

イ 体育館等のバリ

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】 

○大野小学校の体育館の多目的トイレ整

備を実施した。 

□平成 29 年度には大野南小学校体育館

への多目的トイレの整備を予定してお

り、今後も体育館への多目的トイレの整

備を進める。 

【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】 

○大規模改修の対象となる給食室がなか

ったため、給食室の清掃や害虫駆除等の

適正な維持管理を実施した。 

□今後も、給食室のドライシステム化を

進める。 

【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】 

○安全性を確保し、より安心して利用で

きるよう、全小学校に設置している登り

棒を取り替えた。 

□今後も、計画的に遊具の取替を進める。 

【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 
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教育施策大綱に 

掲げた取組 

平成 28年度教育振興基本計画に 

掲げた取組内容  
点検・評価結果 

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

調設備及び天井付扇風機の整備

を実施します。 

【教育政策課】 

○平野中学校に空調設備を整備した。空

調設備又は既設の天井付扇風機を状況に

応じて使用するなど、効果的・効率的な

運用を開始した。 

□空調設備のない小学校５校について、

年次的に整備を進める。 

【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（防塵剤

散布）を実施します。 

【教育政策課】 

☆全小中学校で防塵剤を散布し、運動会

等において砂埃を低減させた。 

□今後も、砂埃を抑える対策を実施する。 

【教育政策課】 

 

 

教育施策大綱に 

掲げた取組 

平成 28年度教育振興基本計画に 

掲げた取組内容  
点検・評価結果 

ア ｢大野城市小中

連携教育ビジョ

ン｣に基づく取組

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

ブロックの取組を実践します。 

●小学校卒業生の春休みの課題

としてプリントを作成し、配布

します。 

【教育指導室】 

○大野城市小中連携ビジョン及び小中連

携教育の方策をもとに、各中学校ブロッ

クの実践を共有することができた。 

○作成した春休み課題を、小学校卒業後

の春休みに活用した。 

【教育指導室】 

 

 

教育施策大綱に 

掲げた取組 

平成 28年度教育振興基本計画に 

掲げた取組内容  
点検・評価結果 

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】 

○新入学用品費を早期に支給するため、

小中学校新１年生の保護者からの申請受

付時期を早めた。（２月受付、４月支給） 

○学期ごとのランチ給食サービスの利用

数に応じ、保護者負担分（250 円/食）を

就学援助の「ランチ給食費」として支給

した。 

☆２月申請件数 177件 

支給額 463 万円（199人） 

☆ランチ給食費支給件数  

支給額 558 万円(延べ 1,170 人) 

【教育政策課】 

分野別プラン⑤ 不登校等への対応 

 

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 
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イ 就学資金等の基

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】 

○成績が優秀で、経済的な理由により就

学が困難な生徒に対し、奨学資金を支給

した。 

☆平成 28年度奨学生（継続受給者含む）

大学生３名、高校生 13名 

☆平成 29年度奨学生新規内定者 

大学生１名、高校生８名 

【教育政策課】 
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２．社会教育及び生涯学習 

(1) 社会教育(共育)活動・生涯学習活動の振興 

 
 

教育施策大綱に 

掲げた取組 

平成 28年度教育振興基本計画に 

掲げた取組内容  
点検・評価結果 

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】 

○定期講座内容の充実のために継続 16講

座に加え、自然・生命科学部門 の新規２

講座、人文部門の新規１講座を実施した。 

○スポット講座を７回実施 

①九州国立博物館 講座４回 

②ふるさと文化財課 講座２回 

③放送大学講師 講座１回 

☆運営委員会議 ４回 

☆クラスサポーター交流会１回 

☆定期講座数 19 講座 

受講者数延べ 514 人 修了者数 253 人 

☆スポット講座 参加者数 369 人 

○運営委員会・クラスサポーターとの協

力や放送大学との連携により魅力ある講

座を増やした。 

☆高齢者への周知方法を見直し、九州国

立博物館とタイアップしたスポット講座

の開催とコミュニティバスへの広告掲載

等を実施し、受講生が 44人増となり、活

性化を図ることができた。 

【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・ 

地域行政センター】 

○夏休み期間中、各区（地域）による学

習室等の開放事業を実施し、子どもたち

に学習の場を提供した。 

☆利用者数 2,492 人（27 公民館） 

910 人（４コミュニティセンター） 

【コミュニティ文化課・ 

地域行政センター】 

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）】 

○「まちをみつめよう学級」において出前

講座や講義等の受講、議会傍聴を行った。 

☆実施回数 計 10回 

☆参加人数 延べ 141人 

□新たな学級生の発掘（20 歳代から 40歳

代の学級生がいない） 

【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 
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教育施策大綱に 

掲げた取組 

平成 28年度教育振興基本計画に 

掲げた取組内容  
点検・評価結果 

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

内各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、未来を担う子どもたちの

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】 

☆市内 27 の各種団体で構成されるおお

の山城大文字まつり委員会を中心に企

画・運営を行い、出演団体延べ 120 団体、

約 1,800 名の参加者と、子どもからご年

配の方まで延べ６万２千人の来場者でに

ぎわった。 

☆小学校６年生が将来の夢を描いた灯篭

がまつり会場を彩る「夢灯り」や大野城

築造 1350 年を記念し作られた記念歌の

平野中学校による合唱等、小中学生の参

画によりまつりの充実が図られた。 

【ふるさとにぎわい課】 

 

 

教育施策大綱に 

掲げた取組 

平成 28年度教育振興基本計画に 

掲げた取組内容  
点検・評価結果 

ア 各施設のホーム

ページ、コミュニ

ティセンターだよ

り等を活用した生

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

ニティ通信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】 

○各コミュニティセンターや公民館の 

ホームページにて、各施設における生涯

学習情報の提供を行った。 

☆ホームページへの生涯学習情報の掲載

（全コミュニティセンター） 

☆月１回コミュニティ通信を発行 

（全コミュニティセンター） 

☆ホームページに公民館活動の掲載 

（全公民館） 

【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】 

○平成 28年度版「まなブック」を作成し、

各公民館やコミュニティセンターに配布

した。 

☆配布場所 36 か所、配布数 204冊 

【コミュニティ文化課】 

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 

●関係各課の連携により、「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】 

○11月５・６日開催のまどかフェスティ

バルにおいて「生涯学習展」「まどかシア

ター」を実施した。 

☆来場者数 

生涯学習展 4,239 人 

まどかシアター384 人 

【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  
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教育施策大綱に 

掲げた取組 

平成 28年度教育振興基本計画に 

掲げた取組内容  
点検・評価結果 

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】 

○利用ガイドブックをさらに分かりやす

いものに改訂するために、検討を行った。 

【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】 

○まどかぴあにおいて定期講座発表会を

開催し講座・サークル等のＰＲを行った。 

☆定期講座発表会：４回開催 

【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

事業の紹介等を行います。 

【コミュニティ文化課】 

○全コミュニティセンターに、まなブッ

ク及び生涯学習センター事業のＰＲチラ

シを、また、生涯学習センターに、まな

ブックを設置し、他施設の事業の案内を

行った。 

【コミュニティ文化課】 

エ 講師派遣等の事

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】 

○生涯学習センターに登録している講師

について、保護者等の相談に応じ個別に

紹介を行った。 

【コミュニティ文化課】 

 

 

教育施策大綱に 

掲げた取組 

平成 28年度教育振興基本計画に 

掲げた取組内容  
点検・評価結果 

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】 

○各施設を安全かつ機能的な公共施設と

して保つため、耐用年数を考慮し、利用

者視点に立った施設整備及び維持管理を

行った。 

【コミュニティ文化課】 

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・ 

地域行政センタ－】 

○各指定管理者と年度協定を結び、密に連

携・共働した運営管理を行った。 

【コミュニティ文化課・ 

地域行政センター】 

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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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】 

○平野小学校に校舎を増築し、特別教室の

集約化（多目的室の増設等）を行った｡ 

□今後、小学校校舎の大規模改修等に併

せて、地域開放ゾーンの整備プランに基

づく改修を実施していく。 

【教育政策課】 

○留守家庭児童保育所及びランドセルク

ラブが小学校施設を利用するための学校

開放施設の手引きと安全管理マニュアル

を整備し実施した。 

【教育振興課】 

(2) 読書活動の推進 

 

教育施策大綱に 

掲げた取組 

平成 28年度教育振興基本計画に 

掲げた取組内容  
点検・評価結果 

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。 

【コミュニティ文化課】 

○読書ボランティアを対象とした研修会

を実施し、地域貸出文庫の活動の充実を

図った。 

☆子どもの読書活動充実事業「読書ボラ

ンティア養成講座」を開催した。 

【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】 

○各小中学校で計画的に購入を行い、全

校で学校図書館標準冊数を超えた蔵書数

となっている。 

○図書司書の研修（図書管理システムの

活用研修等）を４回開催し、資質向上に努

めた。 

☆学校図書館図書標準の達成状況 

小学校 115.9％ 中学校 115.8％ 

(年度末現在) 

□学校間及びまどかぴあ図書館との相互

貸出について検討する必要がある。 

【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】 

○団体貸出を年間を通じて実施。 

☆団体貸出を利用した地域貸出文庫数：

10文庫（全 28文庫中） 

貸出冊数：888冊 

□地域貸出文庫に対し、団体貸出制度の

周知を行い、読書活動の更なる推進を図

る。 

【コミュニティ文化課】 

分野別プラン① 読書活動の推進 
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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組を

推進します。 

【コミュニティ文化課・教育振興課】 

○読み聞かせボランティアの養成講座を

実施した。 

☆２月 21日実施 参加者 48名 

○小学生読書リーダー養成講座を実施し

た。基礎講座では、まどかぴあ図書館と

連携・協働して３回の講座を実施し、実

践講座では、基礎講座の経験を活かし 

リーダーと図書司書が中心となって各小

学校で読み聞かせや読書活動を展開し

た。 

【コミュニティ文化課・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】 

○まどかぴあ図書館の蔵書を充実させ、

福岡都市圏市町の図書館の相互利用を継

続して行った。 

☆新規購入図書冊数 14,228 冊 

【コミュニティ文化課】 

 

小学生読書リーダー養成講座 
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３．青少年教育 

 

教育施策大綱に 

掲げた取組 

平成 28年度教育振興基本計画に 

掲げた取組内容  
点検・評価結果 

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】 

○所管部署から報告された施策・事業の

進捗状況について、子ども・若者育成会議

や各部会内で検証・審議等がなされた。 

☆子ども・若者育成会議（５回開催） 

☆若者育成部会（４回開催） 

☆子ども育成部会（４回開催） 

☆子育て支援部会（５回開催） 

☆青少年対策連携部会（５回開催） 

○幼児期から青年期までの子ども及び保

護者に対してプランの中間アンケートを

実施して、回収及び集計を行った。 

☆調査人数 6,317 人 

回収数 3,712 人、回収率 58.8％ 

□アンケート調査の結果をもとに、中間

評価を行い、施策方針・基本施策の見直し

を行う。 

【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】 

○６つの小学校及び各コミュニティセン

ターにて放課後子ども教室(アンビシャ

ス広場)を実施した。月の浦小では９月に

ランドセルクラブへ移行した。 

☆６つの小学校で 386回開催。 

延べ参加者数 児童 13,017 人 

 地域ボランティア   848 人 

□アンビシャス広場からランドセルクラ

ブへ円滑な移行を行う。 

【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】 

○若者育成部会で協議を行った。 

(４回開催) 

□公共施設における具体的な場所が未定

であるため、具体的な方向性を示すまで

には至っていない。まずは最低限の設備

を置き、その発展度合いに応じて事業展

開できるような居場所の具体的な協議が

今後も必要である。 

【こども未来課】 

リーディング・プラン  青少年を育む地域環境づくり 
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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

動等をしながら過ごす「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】 

○放課後児童クラブ（留守家庭児童保育

所）と放課後子ども教室（ランドセルク

ラブ・アンビシャス広場）の一体運営を

目指し協議を行った。 

○ランドセルクラブでは、人材バンク登

録ボランティアを活用し、基礎基本学習

と体験学習を実施した。 

☆人材バンク登録者数 約 345 名 

○体験学習にアンビシャス広場の一つの

要素である異年齢間交流とテーマに応じ

た自由遊びを取り入れ実施した。 

○学習内容の充実や支援体制の確立等、

課題の整理を進め、全小学校での実施に

向けて、大野城市小学校ＰＴＣＡ活動連

絡協議会と協議を行った。 

【こども未来課・教育振興課】 

 

 

教育施策大綱に 

掲げた取組 

平成 28年度教育振興基本計画に 

掲げた取組内容  
点検・評価結果 

ア 青少年関係機関

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

ラムの開催等、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】 

○「子ども・若者育成会議」にて、各施策

の審議を行った。 

○子ども・若者育成フォーラムでは、パネ

ルディスカッション等を通して、大人と

子どもの「気付き」の場や機会を提供し、

市民が一丸となって子どもや若者の育成

に関わり、寄り添っていくことを目的と

して実施した。 

☆子ども・若者育成会議（５回開催） 

☆子ども・若者育成フォーラム 

（１回開催）参加者：137 名 

□フォーラムでは、多くの人に参加して

もらうための、テーマ設定や企画が課題

となっている。 

【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】 

○☆課所管の事業やイベント及び子ども

会の行事等において配布した。 

□更なる周知・活用に向けて関係機関と

協議していく。 

【こども未来課】 

分野別プラン① 青少年健全育成体制の充実 
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ウ 青少年団体事業

の支援と活性化 

●子ども会や「少年の船」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】 

○「それいけ☆青年組」や「中学生リーダー

ズクラブ」の会員が、地域でのイベントの支

援やレクリエーションの指導等を行った。 

☆大野城市子ども会連絡協議会前期指導

者研修会、北フェス 2016、大池子ども会・

瓦田子ども会行事への派遣 

□学業等によりメンバーのスケジュール

調整が難しくなっており、すべての派遣

依頼に応じられていない。 

○「大野城市少年の船」（目的地：沖縄県）

には、市内の児童生徒が参加し、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、社会参加の意義を学んだ。 

○「大野城市少年の船」に「それいけ☆青

年組」のメンバー２名が、引率指導員とし

て参加した。 

☆日程：７月 30日～８月 22日 

参加者：小学生 39名、中学生４名 

□事業継続には、指導者やスタッフの確

保及び育成が課題である。 

【こども未来課】 

 

 

教育施策大綱に 

掲げた取組 

平成 28年度教育振興基本計画に 

掲げた取組内容  
点検・評価結果 

ア 青少年が主体的に

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少

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少年の

参加を推進します。 

【こども未来課】 

○「中学生リーダーズクラブ」や「それい

け☆青年組」の会員が子ども会や学童保

育所等の要請に応じて、レクリエーショ

ン等を行った。また、本市のイベント等に

出店し、子どもとの交流を行った。 

☆活動回数 11回 

□参加者の固定化もあり、活動回数の拡

大が困難である。 

○「中学生リーダーズクラブ」や「それい

け☆青年組」の会員が、スキルアップを目

指すため、福岡県子ども会育成会主催の

研修会に参加した。 

☆「中学生リーダーズクラブ」２名、「そ

れいけ☆青年組」３名が参加した。 

□継続的な参加を推進していく方法を模

索していく。 

【こども未来課】 

分野別プラン② 青少年活動の充実 
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イ 世代ごとの青少

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」等の、世代ごとの

青少年団体の活性化やＰＲ、団

体間の連携を図ります。 

【こども未来課】 

○インリーダー研修会…宿泊研修、事後

研修、報告会等を実施した。 

☆研修生 70名 指導員･スタッフ 49名（う

ち中高大生 22 名） 

□研修生が、地元の子ども会等で学んだ事

を活かしていくことが課題。 

○中学生リーダーズクラブ：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、年２回の宿泊研修、インリーダー研

修会への指導員としての参加等の活動を

実施した。 

☆会員数：24 名 年間活動回数：18回 

□会員の増加策とレベルアップの取組を

検討する必要がある。 

○それいけ☆青年組：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

しての参加等の活動を実施した。 

☆会員数：24 名 年間活動回数：36回 

□中学生リーダーズクラブ会員からの入

会を促進し、世代交代を継続して行って

いく必要がある。 

【こども未来課】 

ウ 国際的な広い視

野を持つ青少年の

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・保護者アンケート等に

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】 

 

○国際的な広い視野を持つ青少年の育成

のため市内の中学生・高校生をオースト

ラリアに派遣した。 

☆派遣団員数：14 名 

○団員・保護者アンケートでは全員が事

業に好意的であるが、渡航前の準備等へ

の不安が挙げられたため、旅行会社と連

携し詳細な事前説明を行った。 

□今後も、保護者や団員等の意見等を参

考に改善していきたい。 

【こども未来課】 

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

における青少年防災リーダー

として、活躍の機会を設けま

す。 

【教育指導室】 

○中学生被災地派遣研修事業のこれまで

の成果と今後の方向性を整理し、中学校

長会と連携した取組を実践することがで

きた。 

【教育指導室】 

 



24 

 

 

 

教育施策大綱に 

掲げた取組 

平成 28年度教育振興基本計画に 

掲げた取組内容  
点検・評価結果 

ア 各コミュニティ

の青少年育成部へ

の活動支援 

●子ども・若者育成会議の「青

少年対策連携部会」において、

コミュニティ毎の育成事業へ

の提案等連携の強化を図りま

す。 

【安全安心課】 

☆「青少年対策連携部会」を５回開催し、

南コミュニティ運営委員会育成部と連携

して、南コミュニティセンターで講演会

を実施した。 

□今後、他のコミュニティセンターと連

携した事業を計画していく。 

【安全安心課】 

イ 青少年の安全を

地域で守るための

支援体制の拡充 

●少年相談員（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】 

○毎月第２・４金曜日に地域・警察・行政

による一斉パトロールを実施した。 

○少年相談員を中心に春・夏・冬の児童・

生徒の長期休暇時期に店舗や公園等の巡

回パトロールを実施した。 

☆自主防犯活動団体 27区中 23区 

※登録団体 70 団体（前年比５団体増） 

【安全安心課】 

 

 

教育施策大綱に 

掲げた取組 

平成 28年度教育振興基本計画に 

掲げた取組内容  
点検・評価結果 

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】 

○情報モラルの研修会を実施した。 

○リーフレットを活用し、情報モラルに

ついての啓発を行った。 

【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

教師への研修等の

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】 

○道徳教育実行委員会を中心に、全学校

に道徳の教科化に向けた研修内容を伝

達、指導した。 

【教育指導室】 

 

 

 

 

 

 

分野別プラン③ 青少年健全育成環境の整備 

 

分野別プラン④ 青少年のモラルの向上 
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教育施策大綱に 

掲げた取組 

平成 28年度教育振興基本計画に 

掲げた取組内容  
点検・評価結果 

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】 

○児童相談所や各種機関が開催する研修

会や講座に参加し、相談技術の向上を 

図った。 

☆児童相談関係職員研修や児童虐待予防

支援研修等に参加した。 

□今後も研修内容を精査し、相談技術の

向上に努める。 

【こども健康課】 

イ 児童虐待等に関

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】 

○教育指導室との定期的な情報共有や

「児童相談システム」の本格導入により

事務の効率化を図った。 

☆要保護児童対策地域協議会（要対協）実

務者会議：12 回 

☆要対協・教育サポートセンター連携会

議：12回 

□今後も、教育指導室及び関係機関と定

期的に情報共有を図り、要保護児童への

支援体制の向上に努める。 

【こども健康課】 

ウ 保護者等の支援

のためのペアレン

ティング・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】 

○出前講座や人権同和研修において、ロー

ルプレイを交えながらペアレンティング・

トレーニングの紹介を行った。 

☆出前講座７回実施(延べ 140 人参加) 

☆人権同和研修１回実施（173 人参加） 

□今後も、最新の情報を盛り込みながら、

分かりやすい支援方法の普及に努める。 

【こども健康課】 

 

分野別プラン⑤ 相談体制の充実 
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４．家庭教育 

 
教育施策大綱に 

掲げた取組 

平成 28年度教育振興基本計画に 

掲げた取組内容  
点検・評価結果 

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

布を通して、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組を

拡大します。 

【こども未来課】 

○11 月に強調月間を実施。チェックシー

トを各小学校、各公立保育所及びコミュ

ニティセンター等に配布。また、小学校に

大野ジョーを派遣して、強調月間のＰＲ

を行った。 

☆配布数 6,500 枚 

□より多くの取組を推進するためにも、

チェックシートの内容の検証を行ってい

く必要がある。 

【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

や家族等とともに

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

取組の推進 

●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。 

【教育振興課】 

○親子でできる料理の実技教室や、中学校

ランチサービスの試食会、栄養教諭による

講話等の食や食育をテーマとした講座を

各学校の家庭教育学級で年間合計 20 回実

施した。 

【教育振興課】 

   

 

教育施策大綱に 

掲げた取組 

平成 28年度教育振興基本計画に 

掲げた取組内容  
点検・評価結果 

ア 市全体での講演

会の開催等、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】 

○全３回計画し、２回開催した。 

（１回は運動会延期により中止。） 

○家庭教育学級生だけでなく、市内の全

小中学校の保護者を対象に、２回の講演

会を実施することができ、家庭教育の大

切さを啓発した。 

【教育振興課】 

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】 

○年間の重点テーマを「基本的生活習慣

づくりと家庭学習の習慣づくり」とし、全

小中学校の家庭教育学級で講座を開催

し、子どもの理解や家庭の教育力向上に

つながる内容とした。 

【教育振興課】 

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 

 

教育施策大綱に 

掲げた取組 

平成 28年度教育振興基本計画に 

掲げた取組内容  
点検・評価結果 

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】 

○大野城市人権政策審議会（全３回）に

おいて、改訂前の指針及び実施計画につ

いての総括を行うとともに、平成 28年度

からの新たな指針及び実施計画の進め方

について改めて確認した。 

□前指針で積み残された課題を、今後解

決に向けて取り組む必要がある。 

【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】 

○「未来に伝えよう 人権の尊さを」をメ

インテーマに、コミュニティセンターに

おいて「コミュニティ別人権・同和研修

会」を開催した。 

☆南コミュニティセンター(173 名参加) 

テーマ「子どもの人権を考える」 

☆中央コミュニティセンター(113名参加) 

テーマ「同和問題を考える」 

☆東コミュニティセンター（197 名参加） 

テーマ「障がい者の人権を考える」 

☆北コミュニティセンター（147 名参加） 

テーマ「高齢者の人権を考える」 

☆参加者合計 630 名（過去最多） 

□内容が固定化しつつあるので、参加者

アンケート等を参考に、内容の刷新を図

っていきたい。 

【人権男女共同参画課】 

  

 

教育施策大綱に 

掲げた取組 

平成 28年度教育振興基本計画に 

掲げた取組内容  
点検・評価結果 

ア 幼稚園、保育所、

学校、家庭、地域、

職場等のあらゆる

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】 

○各種講座や研修を実施した。（※詳細は

「エ」に記載） 

○全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。 

☆１万部を発行、全小中学校の児童生徒、

公民館等市内施設に配布した。 

【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  

分野別プラン① 人権教育・啓発活動の推進 
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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。 

【人権男女共同参画課】 

○平成 26年度実施の意識調査結果は、筑

紫地区合同の社会教育職員研修等におい

て、資料として活用した。 

【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」等の研修等を

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】 

○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。 

☆修了生 51名（うち市民 17名） 

☆過去の修了生の中から、本市の人権擁

護委員として推薦し、平成 29年１月に法

務大臣から委嘱を受けることとなった。 

□修了生（特に市民の修了者）を他の人権

教育・啓発活動への参画につなげていく

ことが課題である。 

○初級講座修了生等の編集による「みん

なのしあわせのために」（人権・同和問題

啓発冊子）を発行した。 

☆44,600冊を発行、全戸配布。 

【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

容や周知方法等の見直しを図り

ます。 

【人権男女共同参画課】 

○各種講座や研修を実施した。 

☆市民向け講座「人権をまなぶ講座」 

全６回実施・受講者数延べ 151 名 

☆「人権週間講演会」としてアマチュア落

語家による「人権落語」を開催し、173名

が参加した。 

□「まなぶ講座」では時宜にかなったテー

マを設定し、「人権週間講演会」では関心

をもちやすいような形式で開催した。こ

のような工夫を、今後の参加者数の増加

に結びつけていきたい。 

【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、パネル展等の

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】 

○人権問題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」

の作成､配布。（詳細はウに記載） 

・「人権作文集」の発行、配布。（詳細はア

に記載） 

・人権週間やまどかフェスティバル等の

機会に人権パネル展を実施した。 

・広報、ホームページ、ＳＮＳ等を活用し、

人権関連イベントの情報提供や結果報告

を行った。 

【人権男女共同参画課】 
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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】 

○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もとに、人権・同和

教育全体計画への検証・改善を実施した。 

【教育指導室】 

 

(2) 男女共同参画社会の実現 

 

教育施策大綱に 

掲げた取組 

平成 28年度教育振興基本計画に 

掲げた取組内容  
点検・評価結果 

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

等を通して、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】 

○適切な子育て支援情報の提供、父親の

自主的な育児参加を考える機会や相互交

流・仲間づくりができる機会の提供を目

的に妊婦体験ジャケットの着用、助産師

の講話、妊婦体操等を実施した。 

☆開催回数：６回 参加者数：192 人 

満足度：妊婦 97.9% 

 パートナー 99.0% 

☆精神的・身体的に不安のある妊婦等に

対し、産後の訪問指導等、継続した支援が

できた。 

□参加者間の交流や情報交換ができるよ

うな雰囲気づくりを心がけたい。 

【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】 

○中学生が、乳幼児や保護者とのふれあ

いを通して、命の大切さを学ぶとともに

感性豊かな人間育成を目的に出前講座

(ゲストティーチャー)を実施した。 

☆受講生徒数：平野中 生徒 147人 

☆実施後のアンケートでは、妊婦や乳幼

児への思いやりの気持ちに加え、親への

感謝の気持ち、命の大切さに関する記述

も多く得られ、とても有意義な教室で 

あった。 

【こども健康課】 

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 
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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】 

○地域女性リーダー育成講座（第２期）

を、まどかぴあ男女平等推進センター（ア

スカーラ）の協力のもとに計 12回実施し、

２月には受講者による活動発表会を開催

した。 

☆受講生 18 名 

□第１期・第２期の受講生が、実際に区長

等の地域のリーダーとなるまでの過程や

道筋を、今後どのようにつなげていくか

が課題となる。 

【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、区長会等の機

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】 

○定例区長会で地域役員への積極的な女

性登用について依頼した。また、男女平等

推進センター主催の男女共同参画に関す

る講演会や講座等の案内を積極的に行い

参加を促した。 

【人権男女共同参画課】 

 

 

教育施策大綱に 

掲げた取組 

平成 28年度教育振興基本計画に 

掲げた取組内容  
点検・評価結果 

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】 

○まどかぴあホームページ、男女平等推

進センター情報誌「すてっぷ」、チラシ、

書籍配置等により情報提供を行った。 

○男女平等推進センター登録団体に対

し、会議室、備品の無償貸出を行い、活動

を支援した。 

【人権男女共同参画課】 

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】 

○男女平等推進センター登録団体、大野

城共生ネットワーク加入団体への情報提

供・共有を行うとともに、市民グループ支

援事業交流会、登録団体交流会、男女平等

推進センターサポーター交流会等を開催

し、団体の情報交換・連携を図った。 

【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】 

☆事前協議書提出 22 件 

（うち女性割合 40％未満 ２件） 

☆女性登用状況事前協議対象審議会等委

員 781名（うち女性委員数 341 名）登用率

43.66％ 

【人権男女共同参画課】 

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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エ 女性のキャリア

アップ支援に関す

る講座等の充実 

●「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」講座等を開催し、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】 

○子育てママ応援事業の実施 

☆「ママの未来チャレンジ」 
（全３回）参加者 86 名 

☆「育休カフェ＆トーク」 
（全２回）参加者 34 名 

【人権男女共同参画課】 

 

 

教育施策大綱に 

掲げた取組 

平成 28年度教育振興基本計画に 

掲げた取組内容  
点検・評価結果 

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ほか、

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

広報掲載等により重点的に啓

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】 

○ＤＶ防止キャンペーン事業 
・啓発展示(まどかぴあ館内) 
パープルリボン装飾、パネル展 

・「女性に対する暴力をなくす運動」街頭
啓発(駅前チラシ配布) 

・講演会「全ての子どもや女性に対する暴
力という名の支配について考える講座」
参加者 27人 

○全中学校にてデートＤＶ講座（生徒対

象、教職員対象各１回）を実施した。 

【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】 

○ＤＶ被害者支援関係課会議を開催し、

庁内連携体制の課題と改善策について協

議した。 

○ＤＶ被害者相談台帳により、関係課に

よる被害者状況の共有を図った。 

☆台帳作成（更新）件数 95件 

【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】 

○ＤＶ相談ホットラインカードを作成

し、市庁舎、市内公共施設のトイレ等に設

置した。 

○庁内関係機関の手続きを一覧にしたパ

ンフレットを作成し、庁内関係課の窓口

に設置、また必要に応じて相談者に配布

した。 

【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 
 
 

教育施策大綱に 

掲げた取組 

平成 28年度教育振興基本計画に 

掲げた取組内容  
点検・評価結果 

ア まどかぴあ、各コ

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、事業実施等）」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】 

○学校アウトリーチ事業「まどかぴあ芸

術教室」を実施した。 

☆実施回数 54回・実施校数 7校 

【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】 

○ジュニアときめき文化祭において、市

内小学校から作品を出展した。 

【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 

●市総合計画に掲げている「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】 

○大野城まどかぴあを芸術文化の発信拠

点とし、また市文化連盟を芸術文化の継

承・発展の中心的団体として位置づけ、

相互に連携・協働しながら、芸術文化の

振興を図った。 

【コミュニティ文化課】 

 

 

 

 

教育施策大綱に 

掲げた取組 

平成 28年度教育振興基本計画に 

掲げた取組内容  
点検・評価結果 

ア まどかぴあ、各コ

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】 

○まどかぴあや市のホームページにおい

て、芸術文化事業について掲載し、情報発

信を行った。 

【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 

 

ジュニアときめき文化祭 
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教育施策大綱に 

掲げた取組 

平成 28年度教育振興基本計画に 

掲げた取組内容  
点検・評価結果 

ア 文化連盟等が開

催する、まどか文化

祭やジュニアとき

めき文化祭等の芸

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・教育振興課】 

○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」の開催を支援した。 

☆「まどか文化祭」 

出演者数 430 人・出展者数 96 人 

☆「ジュニアときめき文化祭」 

出演者数 721 人・出展者数 195人 

【コミュニティ文化課・教育振興課】 

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】 

○子ども文化活動の活性化及び青少年の

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を行っ

た。 

☆文化連盟所属の子ども会員 309人 

【コミュニティ文化課】 

 

 

教育施策大綱に 

掲げた取組 

平成 28年度教育振興基本計画に 

掲げた取組内容  
点検・評価結果 

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。 

【ふるさと文化財課・ 

ふるさとにぎわい課・ 

コミュニティ文化課】 

○おおの山城大文字まつりにて、大野城

の舞(保育所園児)、旗の舞(中学生)の披

露を継続して実施したほか、文化連盟所

属の子ども文化団体による「大野城物語

ショー」を実施し、大野城物語のＰＲを

行った。 

☆参加者数 

「大野城の舞」   29 人 

「旗の舞」     75 人 

「大野城物語ショー」55 人 

○大野城物語は、転入者全員に小冊子を

配布している。また、チラシの作成等積

極的にＰＲを行った。 

☆配布数 転入者約 6,000 人 

□今後も引き続きＰＲを進めていく必要

があり、ＰＲの方法には更なる工夫が必

要である。 

【ふるさと文化財課・ 

ふるさとにぎわい課・ 

コミュニティ文化課】 

 

分野別プラン③ 市民文化の醸成 

 

分野別プラン④ 文化遺産の活用と次世代への継承 
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(2) 文化財の保護・活用 

 

教育施策大綱に 

掲げた取組 

平成 28年度教育振興基本計画に 

掲げた取組内容  
点検・評価結果 

① 歴史・こども・にぎ

わいをキーワード

に、世代を越えた交

流や、市民活動が行

える「大野城心のふ

るさと館」の整備 

●「大野城心のふるさと館」の

建設工事に着手します。 

●「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】 

○６月から「大野城心のふるさと館」建

設工事に着手した。 

○「大野城心のふるさと館」管理運営計

画は、平成 29 年５月を完成予定として準

備を進めた。 

【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

「大野城歴史の散

歩道」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】 

○５月に「大野城歴史の散歩道」のオー

プン式として「四王寺山フェスタ」を行

い、広く大野城跡へのアクセスルートに

ついてＰＲを行った。 

☆四王寺山フェスタ参加者 約 500人 

○第２期工事は、登山道の整備を行い大

城小学校と協力し「大城自然の宝道」と

名称を決定した。 

○トイレ建設は、平成 29年度まで事業を

延長し、建設を進めている。 

☆第２期工事の整備地は、整備により全

体的に歩きやすい登山道になった。 

□トイレの建築を適切に進め、その後は

ＰＲを行い、登山道の利用促進に努める

必要がある。 

【ふるさと文化財課】 

③ 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】 

○古代山城関連事業推進協議会委員及び

山城楽講生も参加し、本市キャラクター大

野ジョーも参加し、参加者のお出迎えをす

るなどしてサミットを盛り上げた。また、

自治体担当者間の担当者会議を主催地と

協力して主体的に開き、今後のサミットに

ついて協議を行った。 

☆本市からのサミット参加者 19人 

□平成 29 年度は担当者会議が開催され

るので、平成 30 年度の朝倉サミットに関

する協力を行い、その後のサミット継続

について方針を定めていく必要がある。 

【ふるさと文化財課】 

 

 

リーディング・プラン  まちの魅力向上 
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教育施策大綱に 

掲げた取組 

平成 28年度教育振興基本計画に 

掲げた取組内容  
点検・評価結果 

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】 

○水城跡については未指定の箇所を調査

するなど、指定にむけて少しずつ進めて

いった。 

☆牛頸須恵器窯跡については６筆

23,792.58 ㎡を買上げた。 

□水城跡の追加指定について着実に進め

ていく必要がある。 

【ふるさと文化財課】 

 

 

教育施策大綱に 

掲げた取組 

平成 28年度教育振興基本計画に 

掲げた取組内容  
点検・評価結果 

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】 

○樹木整理、法面工事設計、サイン設置、

境界復元測量等を行った。 

☆史跡環境整備サポーター事業を展開し

竹林の除伐作業を６回実施した。 

□計画に基づいて今後も整備を進めてい

く必要がある。 

【ふるさと文化財課】 

イ 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】 

○民具も含めた埋蔵文化財の整理を行

い、データベース化を進めた。 

☆埋蔵文化財収蔵資料の実測図デジタル

化 1393 点、写真撮影 644 点を行い、台帳

を作成した。 

○収蔵庫の建築に着手し平成 29 年度に

活用ができるように進めた。 

□データベース化は計画どおり進め、収

蔵庫建築については適切に事業を完了し

ていく。今後は収蔵庫の活用も考えてい

く必要がある。 

【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】 

○ふるさと水城跡公園内の再整備工事や

樹木整備工事等を行った。 

☆史跡環境整備サポーター事業を展開し

史跡整備として３回実施した。 

□太宰府市、福岡県と引き続き連携を行

い、計画に基づいた事業の推進が今後も

必要である。 

【ふるさと文化財課】 

分野別プラン① 文化財の保存・継承 

 

分野別プラン② 史跡・文化財の整備･活用 
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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】 

○設計業者を決定し前倒しで整備に関す

る計画・設計の策定を開始した。 

☆業者を決定し、協議を開始した。 

□市民参加のワークショップを実施し、

整備計画、設計を定めていく必要がある。 

【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 

●「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】 

○「大野城心のふるさと館」管理運営計

画を平成 29 年５月に、大野城心のふるさ

と館サポーター育成計画を平成 29 年６

月にそれぞれ完成予定とし、策定準備を

行った。 

【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ＣＶＴ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】 

○大野城ＣＶＴ学習の推進を図ったこと

で、各学校の特色を活かしたふるさと学

習を実施することができた。 

【教育指導室】 

 

大野城心のふるさと館 

（完成イメージ図） 
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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り組んでいきます。 

 

 

教育施策大綱に 

掲げた取組 

平成 28年度教育振興基本計画に 

掲げた取組内容  
点検・評価結果 

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】 

○市独自の総合型地域スポーツクラブと

して、コミュニティスポーツ倶楽部の設

立を、県・体育協会・地域と協議した。 

○体育協会による「まどかスポーツ教室」

開催を支援した。（16種目 22 教室） 

☆実施回数 179回 参加人数 4,596 人 

□できるだけ各コミュニティ地区での教

室開催が均衡になるよう努めた。 

【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」等を通じ、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】 

○れくスポ祭や出前講座等を通じて、全

市民が生涯にわたって定期的に体を動か

すという習慣づけに役立つ軽・ニュース

ポーツの普及を行った。 

☆出前講座 15件 563人 

（前年度実績 5件  95人） 

☆「MADOKA れくスポ祭」参加者 

 各コミ合計 6,260 人（過去最高） 

【スポーツ課】 

 

 

教育施策大綱に 

掲げた取組 

平成 28年度教育振興基本計画に 

掲げた取組内容  
点検・評価結果 

ア 体育協会、競技団

体及びスポーツ少

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】 

○スポーツ登録団体の活動の活性化のた

め、各団体が使用する施設での年間事業

や定期使用の承認を行った。 

○定期使用や大会での施設の使用に対し

施設利用補助金を交付し団体の活動を支

援した。 

☆加盟団体  

 スポーツ少年団 56団体 1,573 人 

 競技種目団体 99団体 2,417人 

【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 

 

分野別プラン③ スポーツ活動団体の支援・連携 
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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。 

●生徒数の減少により、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】 

○学校からの依頼によりリーダーバンク

登録者を指導者として部活動への派遣を

行った。 

☆派遣 16人 1,267回 

大野中学校  ４種目 463 回 

大野東中学校 ２種目 131 回 

大利中学校  ４種目 221 回 

平野中学校  ６種目 452 回 

御陵中学校  なし 

○大野東中及び御陵中において、合同部

活動（１種目）を継続実施した。 

【スポーツ課】 

   

教育施策大綱に 

掲げた取組 

平成 28年度教育振興基本計画に 

掲げた取組内容  
点検・評価結果 

ア コミュニティセ

ンターにおける備

品整備等、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】 

○平成 27年度に普及をはじめた「五目お

手玉」をれくスポ祭で実施した。 

☆五目お手玉セット ４セット作成 

（各コミュニティ１セット） 

【スポーツ課】 

イ 総合公園等、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】 

○施設改修計画に基づき、改修工事を実施

した。 

☆総合公園多目的グラウンド改修工事 

☆大野北小学校防球ネット改修工事 

☆大城小学校夜間照明設備設置工事 

☆大野北小学校他１校夜間照明設備更新

工事 

☆総合公園大型遊具改修工事 

□施設改修計画について、施設の状況や利

用者の要望を参考にしながら計画を見直

し、改修していく。 

【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】 

○体育協会と市で芝生の管理を行った。 

☆利用者 12,083人(前年度 12,941人) 

□利用率が向上すると芝生を良好な状態

に保つことが難しいため、適正な利用率

を検討する。 

【スポーツ課】 

分野別プラン④ スポーツ施設の整備・管理 
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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】 

○市内小学校 10校の運動場を、社会体育

等の普及、安全な遊び場の確保等を目的

に、学校教育に支障のない範囲で開放し

た。 

☆運動場利用者 120,121 人 

□運動場等施設を利用する際のルールや

マナーについて徹底を図っていく。 

【スポーツ課】 

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組として、

利用登録者の自己責任、自己管

理方式により小中学校運動場

及び体育館を地域に開放しま

す。 

【スポーツ課】 

○登録団体に対して、学校体育施設を開

放し、使用を許可した。 

□コミュニティスクールでの、学校体育

施設の開放を行う方法・手段について検

討を進める。 

【スポーツ課】 

 

 

教育施策大綱に 

掲げた取組 

平成 28年度教育振興基本計画に 

掲げた取組内容  
点検・評価結果 

ア いこいの森ロー

ドレースや、まどか

リンピック、ＭＡＤ

ＯＫＡれくスポ祭

等、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】 

○市、体育協会及びコミュニティセンター

との連携のもとに、市広報・ポスターやチ

ラシ、更に各機関ごとのホームページでも

それぞれ事業の周知活動に努めた。 

【スポーツ課】 

イ コミュニティ単

位での交流事業開

催等によるレクリ

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】 

○地域住民の交流活動や各種団体内での

親睦活動において、軽・ニュースポーツ

が参加しやすい競技種目として定着して

きたことから、スポーツ推進委員による

新たな競技の研究や情報収集を行うとと

もに、年次的に新たな用具の購入を行っ

た。 

○各施設で所有する用具のリスト作成と

相互貸し出しができる体制を整備した。 

【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 
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(2) 国際交流の推進 

 

教育施策大綱に 

掲げた取組 

平成 28年度教育振興基本計画に 

掲げた取組内容  
点検・評価結果 

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】 

○庁内手続き時における外国人への通

訳、市刊行物等の翻訳等に加え、国際化

推進プランに基づき、災害時における在

住外国人支援のための協定締結（市・市

国際交流協会）を始め各種事業の実施、

検証を行った。 

☆年間通訳件数 58 件 翻訳件数 11件 

【ふるさとにぎわい課】 

イ  国 際交 流パ ー 

ティーや文化講座

等の国際交流イベ

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】 

○市民参加型の国際交流イベントとし

て、以下のイベントを実施した。 

☆11月５日・６日国際交流フェスティバ

ル（まどかフェスティバルにて） 

〔外国料理屋台出店（271 食販売） 

・ステージイベント（約 40 名来場）〕 

☆国際交流パーティ(参加者数 114 名) 

☆コンサート・講演会・文化体験講座・

料理教室等の文化講座 

（参加者数延べ 388 名） 

 【ふるさとにぎわい課】 

ウ 外国語によるイ

ベント周知等、 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

間当番医等の情報を翻訳し、

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】 

○広報紙の英語抜粋版「Joe’s NEWS」を

広報発行に併せ毎号作成、また、休日夜

間当番医情報の英語版を毎月作成し、市

ホームページへの掲載を行った。地域行

事情報も地域からの情報提供時に随時掲

載した。 

【ふるさとにぎわい課】 

  

 

教育施策大綱に 

掲げた取組 

平成 28年度教育振興基本計画に 

掲げた取組内容  
点検・評価結果 

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】 

○国際交流協会の活動に対する助言、支

援を継続して行った。 

☆災害時における在住外国人支援のため

の協定を市と国際交流協会との間で締結

した。 

【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 
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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】 

○第３回英語・日本語スピーチコンテス

トを実施した。 

☆英語部門中学生の部７名、高校生・大

学生・一般の部 13名、日本語部門６名が

スピーチを行い、来場者は 87名だった。 

□一般来場者の増を目的に、事業の拡充

を図る。 

【ふるさとにぎわい課】 

 

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 

 

教育施策大綱に 

掲げた取組 

平成 28年度教育振興基本計画に 

掲げた取組内容  
点検・評価結果 

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】 

○すこやか育児相談を実施した。 

☆実施回数：23回 参加人数：1,402人 

□相談予約者が多い日は、対応するスタッ

フの人数に留意し、相談の質の確保に努め

る必要がある。 

□「言葉」に関する相談件数が増加傾向に

あり、ＳＴ(言語聴覚士)による相談日の

増加について調整が必要である。 

○「母親教室」（３コース）の開催。 

☆開催数と参加者数 

情報コース：３回（25人） 

お産コース：３回（51人） 

栄養コース：３回（26人） 

☆特に、転入間もなく周囲に知人がいな

い妊婦等に参加を促し、友達づくりや不

安解消の機会となっている。 

□今後は、妊娠期特有の疾患を予防する

ための保健指導を充実していく。 

【こども健康課】 

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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イ 乳幼児健康診査・

歯科検診の実施 

●４か月、10か月、１歳６か月、

３歳児の小児科健診(集団健診

含)の受診勧奨に努めるととも

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か月児及び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】 

○乳幼児の発育･発達チェック及び保護

者に対する適切な指導を目的に身体測

定、内科診察、保健指導、栄養指導、歯科

診察(１歳６か月児と３歳児)を実施し

た。 

○３歳児集団健診では上記に加えて、臨

床心理士による心理相談や、県内の特別

支援学校教諭による教育相談も実施し

た。また、食育・親子遊びを含む子育て支

援の情報提供も実施した。 

○未受診者への受診勧奨の実施 

（ハガキ通知・電話・訪問） 

☆受診者数（受診率） 

４か月児：1,064 人（99.3%） 

10か月児：1,088 人(98.1%) 

１歳６か月児 

 小児科：1,097 人(99.3%) 

  歯科：1,054 人(95.4%) 

３歳児 

 小児科：1,069 人(100.3%) 

  歯科：1,069 人(100.3%) 

□集団健診は個別健診と比較し、親子の

状況を直接把握できるため、早期支援に

つながっている。 

【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】 

○各学年の実態に応じた「薬物乱用防止

学習」を実施した。 

【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】 

☆特定健診受診率は 27.6％（暫定値）で

あり、昨年度と比べ向上した。 

【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】 

○各学校の教育指導計画書をもとに、保

健教育における生活習慣病予防に関する

学習を実施した。 

【教育指導室】 
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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】 

☆市民を対象としたうつ病や睡眠に関す

る健康教育を１回実施した。また、自殺予

防に関する研修会を１回実施した。 

【すこやか長寿課】 

 

教育施策大綱に 

掲げた取組 

平成 28年度教育振興基本計画に 

掲げた取組内容  
点検・評価結果 

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】 

○感染症の発生及びまん延の防止のため

接種勧奨に取り組んだ。 

①母子健康手帳交付時の「予防接種ガイ

ドブック」の配布 

②新生児訪問指導での接種案内 

③乳幼児健診での接種勧奨 

④健診後のフォロー時(電話や訪問等)の

接種勧奨 

⑤健康パンフレット、広報、ホームページ

での周知 

⑥保育所・幼稚園・小学校を通じた勧奨

(通知書配布) 

⑦県外で予防接種を受けた場合の費用助

成事業を開始した。 

☆子どもの定期予防接種（14 種）の延べ

接種者数 25,857人 

□予防接種費用助成事業により、予防接

種のために産後の里帰り期間を短縮した

り、予防接種の時期を遅らせたりする状

況が解消されている。 

□適切な時期に予防接種を受けることが

できるよう助成制度の周知を図る。 

【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

るなど）の普及啓発を図りま

す。 

【すこやか長寿課】 

○インフルエンザの感染予防のため、全

小中学校に、消毒液・マスクの配布を行っ

た。 

【すこやか長寿課】 

 

 

 

 

分野別プラン② 感染症の予防・対策 
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教育施策大綱に 

掲げた取組 

平成 28年度教育振興基本計画に 

掲げた取組内容  
点検・評価結果 

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】 

○食育連携会議による協議を通して、保

育所や小学校において、「大野城食育ブッ

ク」を活用した啓発やイベント時の啓発

を行った。 

【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】 

☆合計 16回の教室を開催した。 

（乳児期教室５回、幼児期教室２回、壮年

期教室４回、高齢期教室５回） 

【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

元農作物及び食の大切さの周

知を行います。 

【ふるさとにぎわい課】 

○じゃがいもの収穫体験(６月)・作付け体

験(２月)を実施し、地元食材を使用した

「ぼっかけ」や「豚汁」のふるまいも行っ

た。 

☆収穫体験参加者 親子計 65 人 

作付け参加者  親子計 83 人 

☆小学校への参加募集を行ったことによ

り多くの参加を得た。また、参加者から

も親子のふれあい、食育の学習につなが

ったとの感想をいただいた。 

【ふるさとにぎわい課】 

エ 健康・食育フェス

ティバル等のイベ

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

切さ等を呼びかけ、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・すこやか長寿課】 

○健康・食育フェスティバルの食育コー

ナーにて、「早寝早起き朝ごはん」や、具

だくさんみそ汁による野菜摂取量増加に

ついてのＰＲを行い、望ましい食習慣を

身につけるよう啓発した。 

【こども健康課・すこやか長寿課】 

オ 地域での食育活

動を推進している

食生活改善推進会

等の団体への活動

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】 

☆食生活改善推進会に対し、事前学習会

を開催し、それに基づき、各区公民館で食

生活改善推進会による親子料理教室(16

区)、高齢者との交流会(20 区)が開催され

た。 

【すこやか長寿課】 

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（卒業お祝い等）等により「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】 

○意見交換会における意見を参考に、「パ

ンメニューの導入」や「容器の色の変更」

（新規購入分）を実施した。 

○小学６年生の保護者を対象に、ランチ

給食の試食会（全中学校区）を開催した。

またランチ給食サービスを紹介するハン

ドブックを作成し、中学校入学説明会に

て配布した。 

☆試食会の参加者（全７回） 

 計 266名（約 27％） 

○小学校給食において、食物繊維を多く

取り入れたファイバー給食、世界の料理、

郷土料理等のメニューを提供し、食文化

への理解促進を図った。 

○ランチ給食サービスにおいて以下のイ

ベント食を提供した。 

☆ふるさとメニュー週間 

（郷土料理や大野城にちなんだ献立） 

☆卒業おめでとうランチ 

（詳細は下の「キ」に記載） 

☆生徒考案メニュー週間 

（大野東中、平野中生徒考案） など 

□意見が多かった注文区分（おかずのみ

の注文等）やメニューの多様化を今後も

引き続き検討する。 

【教育政策課】 

キ 小学校等におけ

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）等を使用し、地産地消

を推進します。 

【教育政策課】 

○生産者団体等と連携し、学校給食での

地産地消推進のため、月１回「県産品の

日」の実施や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。 

○小学校給食では、「大野ジョーハッピー

リング」をつけた給食を３校で実施した。 

☆ハッピーリング提供数 1506 個 

○中学校ランチ給食サービスでは、卒業

おめでとうランチとして「大野ジョー 

ハッピーリング」をつけた特別メニュー

を実施した。 

☆ハッピーリング提供数 1154 個 

【教育政策課】 
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(2) 乳幼児教育・子育て支援の充実・強化 

 

教育施策大綱に 

掲げた取組 

平成 28年度教育振興基本計画に 

掲げた取組内容  
点検・評価結果 

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

連携への取組を推進します。 

●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】 

○子ども情報センターで親子サロン等

の子育て関連事業を実施した。 

☆親子サロンの利用者数 

36,678 人（一日平均 131 人） 

【こども未来課】 

○親子あそび・リーダー養成講座を全６

回開催した。 

☆講師による講義、あそび実践（実習）

を織り交ぜた形式で実施し、参加者 20名

のうち 16名（４回以上の出席者）が修了

した。受講体験を活かし、地域のサーク

ル・団体における子育て支援活動におい

て大きな役割を果たしている。 

□参加者の満足度は概ね良好（受講後の

感想より）である。今後も地域の子育て

支援活動で活躍する新たな参加者を増

やしていきたい。 

【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ほか、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】 

○公民館親子サロンの運営者に対し、Ｃ

Ｄやパネルシアターの備品貸出事業の

周知に力を入れた。また、サロン未開催

区に対して近隣区との合同開催や出前

講座の試行等を提案した。 

☆備品貸出事業はＰＲの効果もあり、前

年度の３件から 13 件に増加した。 

□公民館によっては、参加者増加による

運営スタッフ体制の充実や利用場所の

確保が課題となっている。なお、サロン

未開催区に対しては引き続き開催に向

けた働きかけを行っていく。 

【子育て支援課】 

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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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

に向けた取組を推進します。 

●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】 

○保育所等の定員拡充に向けて、市内認

可保育所と協議を行うとともに、市内私

立幼稚園と認定こども園への移行につ

いての協議を行った。 

○保育士確保に向けて、７月３日に市内

認可保育所 15 園合同で、保育士合同就

職支援説明会を開催した。 

□今後も待機児童解消に向けた取組を

継続していく。 

○☆市内の届出保育施設 11 施設のう

ち、待機児童の受入人数に応じた運営費

補助を 11 施設に、また、市内居住児童

の入所人数に応じた保育環境向上のた

めの備品購入等補助を７施設に対して

行った。 

□今後も届出保育施設との連携を図り、

支援を継続していく。 

【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】 

○子ども情報センターの相談室におい

て、子育てについての心配や悩みの相談

に応じた。 

☆相談件数 2,593 件（月平均 225 件） 

【こども未来課】 

 
 
 
 

教育施策大綱に 

掲げた取組 

平成 28年度教育振興基本計画に 

掲げた取組内容  
点検・評価結果 

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

てサークル等に関

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】 

○子育て支援部会において子育て関連団

体によるネットワーク会議開催に向け

て、子育て関連団体に対して事業概要等

のアンケート調査を実施したが、会議開

催はできなかった。 

☆子育て関連団体のアンケートの集計結

果により現状把握ができた。 

□子ども情報センターを核とした市内の

子育て関連団体によるネットワーク会議

の開催を実現する。 

【こども未来課・子育て支援課】 

分野別プラン① 子育て支援の充実 
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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】 

○赤ちゃん訪問の実施。 

☆助産師訪問延べ人数 

妊産婦：1,086人 乳児  ：1,096 人 

(低出生体重児、新生児含む) 

☆エンゼルサポーター訪問 

延べ人数 産婦：45人乳児：45人 

□EPDS ハイリスク者は、虐待予防の観点か

らも、より丁寧な支援が必要とされるた

め、保健師による継続支援を今後も実施す

る。 

(EPDS：エジンバラ産後うつ病質問票) 

□エンゼルサポーターの訪問後は、訪問者

と共に要支援家庭としての対応の必要性

を検討している。状況により、養育支援訪

問事業へつなぐなど、今後も養育環境改善

に向けた対応が必要である。 

【こども健康課】 

ウ 妊婦や養育者の

体調不良等で、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】 

○赤ちゃんホームヘルプサービスとして、

出産後の母親の体調不良等で育児や家事

を行うことが難しい家庭に対しホームヘ

ルパーを派遣し、養育者の負担軽減を行っ

た。また、母子健康手帳交付時等に事業の

周知を行った。 

☆赤ちゃんホームヘルプサービス 

登録者：65人 延べ利用者：37人 

□今後も、母子健康手帳交付時等に広く事

業の周知を図っていく。 

【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】 

○子ども情報センターにおいて、月 1 回午

後の開催を追加した。また、ブックスター

トに参加した後の状況調査として３歳児

健診時にアンケート調査を行った。 

☆開催日を前年度より 12回増やし、年間

104 回開催。参加者は昨年度の 751 名から

780 名に増えた。また、アンケート結果に

おいて、参加者の 84％の方が「子どもと

絵本を楽しむ時間を持つようになった」

と回答があり、家庭での読み聞かせの 

きっかけ作りができた。 

□３割弱の「ブックスタート不参加者」へ

のアプローチが今後の課題であるため、

その対応を検討していく。 

【子育て支援課】 
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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】 

○平成 28 年 10 月受診分から「小学生の

通院費」「中学生の入院費」を新たに助成

することとした。(原則として医療証交付

による現物給付) 

☆助成件数と助成金額  

小学生通院 27,940 件、43,993千円 

中学生入院   32件、 2,895千円 

【国保年金課】 

 

  

教育施策大綱に 

掲げた取組 

平成 28年度教育振興基本計画に 

掲げた取組内容  
点検・評価結果 

ア 学校施設等を活

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】 

○学校施設の活用・整備について、教育委

員会・学校と協議した。 

☆学校施設内の特別教室等を６クラス活

用した。 

□入所者数は年々増加していることから、

引き続き特別教室等の活用を進めていく

必要がある。 

【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】 

□既存施設の改修、更新を対象とした、公

共施設等総合管理計画（H28 策定）、公共

施設マネジメント計画（H29策定予定）に

基づいた個別計画の策定のため、関係課

と協議を進める。 

【こども未来課】 

分野別プラン② 放課後児童施策の推進 
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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組

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】 

○「放課後子ども総合プラン」の推進のた

め、こども部と教育委員会が協働して推

進会議を実施し、アンビシャス広場から

ランドセルクラブへの移行やランドセル

クラブと留守家庭児童保育事業との連携

について協議を進め、各々の視点から事

業を実施検証した。 

○ランドセルクラブのモデル校３校（月

の浦小・大野北小・大野東小）ともに留守

家庭児童保育所との一体運営を見据え、

ランドセルクラブ児童と留守家庭児童保

育所児童の引渡し方法や下校指導等の安

全管理について実施検証した。 

☆モデル校で留守家庭児童保育所と一体

型のランドセルクラブを試行運営した。 

（月の浦小は９月から既設のアンビシャ

ス広場からランドセルクラブへ移行） 

【こども未来課・教育振興課】 

(3) 安全・安心まちづくりの推進 

 

教育施策大綱に 

掲げた取組 

平成 28年度教育振興基本計画に 

掲げた取組内容  
点検・評価結果 

① 市内４地区の防犯

パトロール登録員

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】 

☆登録者数 753名（３月末現在） 

（前年比 53 名増） 

□平成 29年度も積極的に働きかけ、登録

員数 820人を目指す。 

【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】 

☆登録事業所数 30（３月末現在） 

（前年比２事業所増） 

○大野城市指名登録業者の加点項目の１

つに本事業を追加した。 

（平成 29年８月１日より運用開始） 

【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

等を通した自主防

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】 

○職員や防災専門官による図上訓練指導

や防災講話等の出前講座の実施及び自主

防災組織が行う防災訓練に要する費用を

助成する「災害活動等助成金」の交付を

行った。 

☆27 区中 21 区が避難訓練等の自主防災

活動を実施した。 

【安全安心課】 

リーディング・プラン  安全・安心まちづくりの推進 
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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】 

○捜索マニュアルに基づく警察、関係機

関・団体との連絡体制は整備されている。 

☆捜索マニュアルに基づく児童・生徒の

捜索件数  ２件 

【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

組を進めます。 

【都市計画課】 

○公共建築物については、98.7％の建物

が耐震対策済み又は耐震基準を満たして

いる。 

○昭和 56年以前建築の木造戸建て住宅の

耐震工事に対し、50％相当額、上限 60万

円の補助を行った。 

☆実績 申請数 10件 

補助合計額 約 546 万円 

□住宅の耐震化の更なる促進に向けた周

知方法を検討する。 

【都市計画課】 

 

 

教育施策大綱に 

掲げた取組 

平成 28年度教育振興基本計画に 

掲げた取組内容  
点検・評価結果 

ア 防犯教室や訓練

等の継続的な実施 

●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】 

○各小学校において実態に応じた不審者

に対応する避難訓練を実施した。 

【教育指導室】 

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】 

○校長会及び学校訪問において、より実

効性のある危機管理マニュアルの改善に

ついて指導を行った。 

【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

校運営協議会の取組として位

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】 

○学校運営協議会において、登下校中の

児童生徒の安全確保について協議した。 

【教育指導室】 

○通学路交通安全プログラムに基づき、

教育委員会、道路管理者、警察、学校、

地域が連携して合同安全点検を実施し、

結果の情報共有を図った。 

☆通学路安全点検箇所数 24か所 

□通学路交通安全プログラムに基づき、

安全点検結果についてホームページで

の公表を行う必要がある。 

【教育振興課】 

 

分野別プラン① 安全・安心な学校づくり 
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教育施策大綱に 

掲げた取組 

平成 28年度教育振興基本計画に 

掲げた取組内容  
点検・評価結果 

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。 

【危機管理課】 

☆３月末現在の登録者数 6,505 人 

【危機管理課】 

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】 

○公民館への犯罪抑止に関するのぼりの

配布や、防犯広報の作成等、犯罪防止の

啓発、情報の発信を行った。 

○犯罪の発生状況に合わせて、各区回覧

板等での周知を依頼した。 

【安全安心課】 

 
 

教育施策大綱に 

掲げた取組 

平成 28年度教育振興基本計画に 

掲げた取組内容  
点検・評価結果 

ア カーブミラー、 

ガードレール、ガー

ドパイプ等の交通

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】 

○カーブミラーの整備や路側帯のカラー

塗装を実施した。 

☆カーブミラー整備 19件・ 

カラー塗装 400ｍ（道路延長） 

【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

を行うとともに、毎年対応状況

を確認していきます。 

【教育振興課】 

○警察と道路管理者、学校、ＰＴＡ、地

域が参加しての通学路合同安全点検を

実施し、危険箇所に対する信号等の要望

の可否について検討を行った。 

☆信号の要望可能と判断された点検箇

所数 １か所 

【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。 

【安全安心課】 

☆全小中学校と７か所の学童保育所、９

か所のシニアクラブ、２か所の保育施設

で交通安全教室を実施した。 

【安全安心課】 

分野別プラン② 防犯意識の高揚 

 

分野別プラン③ 交通安全対策の強化 
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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項） 

  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、以下の附属機関等

からの意見を聴取し、改善に活かしていくこととしています。 

  また、昨年度に聴取した附属機関等からの意見に対しての対応・取組の状況については

次ページに掲載しています。 

 

・意見を聴取した附属機関等 ※（）内は各機関の代表者 

○社会教育委員の会 

 （ 議長 鬼塚 春光 ） 

 

○史跡対策委員会 

 （ 委員長 平田 善積 ） 

 

○スポーツ推進審議会及びスポーツ推進委員会 

 （ スポーツ推進審議会 会長 関 明廣 ） 

 （ スポーツ推進委員会 委員長 森 茂行 ） 

 

○学校運営協議会（大利小学校・御陵中学校） 

 （ 大利小学校学校運営協議会 会長 瀧口 正隆 ） 

 （ 御陵中学校学校運営協議会 会長 大木 裕憲 ） 

 ※学校運営協議会については、小学校・中学校各１校から意見を聴取。 

 

  

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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２ 昨年度、附属機関等から聴取した「平成 27 年度事業の点検及び評価に対する意見」へ

の対応・取組の状況 

(１) 社会教育委員の会 

意見の概要 対応・取組の状況 

◇ＰＴＣＡ活動による放課後総合学習「ランドセ

ルクラブ」の創設準備 

昨今の家庭状況から、今こそ学校・家庭・地域

が連携・共働するとともに市民全体で子どもの共

育に関わるべきだと思う。 

 

モデル校の３校が軌道に乗り、平成 29年度にで

も、他校の関係者がモデル校の３校を見学する機

会があると、実際に現場を見て理解は深まると思

う。 

月の浦小寺子屋、ランドセルクラブと、さらに

多くの市民が支援ボランティアとして関わること

になるが、あまり学校に関わっていない大人が、

現在の多種多様な子どもたちの姿を見て戸惑うこ

とは避けられない。そこで市が作成した「大野城

市子育て八策」や「子育て八策Ｑ＆Ａ」等によ

る、地域の子どもに対する心構えを整理して望ん

でいただきたい。 

学校・家庭・地域が連携・共働することで、運

営体制のバランスをとり、保護者が参加しやすい

体制づくりを構築する必要がある。 

 

 

共育の理念のもと、ランドセルクラブ支援人

材バンクを多方面にＰＲし、地域の企業や地域

で活動する団体、さらには保護者にも多数の協

力を得た。 

試行初年度はモデル３校で実施し、学校施設

の利用、児童の対応方針、地域人材の発掘等、

関係各位と協議を重ね、方向性の統一を図った。 

 

学校、家庭、地域の３者と行政を繋ぎ、運営

をコーディネートする新たな立場の人材を育成

支援した。 

支援に携わる方に、「子育て八策Ｑ＆Ａ」や

学校施設利用上の留意点や最近の学習内容、各

校の家庭学習の進め方等を配布し、活用した。 

 

 

保護者からの協力を得るために、偏りや負担

感がないようプログラムを作成した。また、各

校ＰＴＡ本部の協力も得て、支援体制の確立を

行った。 

◇家庭・地域の教育力の向上「家庭教育学級」 

今後は、家庭教育に関心がなさそうな保護者を学

級に引き込む方策に取り組む必要がある。 

 

今後、男女の人権に絡んだ「デートＤＶ」や「男

女間のもつれ」等、保護者もしっかりと把握し、認

識しておくことが大切だと思う。 

 

各校の全保護者に対して、ＰＴＡ総会や学級

懇談会の機会をとらえ、家庭教育学級の趣旨・

目的について情宣・広報活動を行っている。 

講座講師選定として「青少年が抱える問題」

の部門も含まれている県の非行防止・ネット依

存防止地域ミーティング講師一覧からも選定す

るように今後推奨していきたい。 

◇子ども読書活動の推進「小学生読書リーダー養成

事業」 

まどかぴあ図書館と市内小中学校との連携を目標

に、読書関係者の連絡協議会のような「動ける組

織」を設置することは良いことと思う。これをきっ

かけに、学校内において新たな取組を行うなど、児

童の読書活動をより一層推進してほしい。 

 

 

まどかぴあ図書館・学校・その他関係機関と

の連携を強化するため、「大野城市図書関係機

関・団体連絡協議会」を立ち上げた。 

 

「まどかぴあ図書館・小中学校図書室連携部

会」を組織することにより、より実働的な協議を

行う体制を整え、各関係機関が図書・読書に関す

る情報を柔軟に共有できるネットワークづくり

や、協働の取組等を検討できるよう助言してい

く。 

 
  



56 

 

(２) 史跡対策委員会 

意見の概要 対応・取組の状況 

◇「ふるさと学習」の推進 

年間を通してふるさとの歴史とともに現在の地

域状況についての体験的学習が各学校で積極的に

取り組まれていることを評価したい。 

さらに、「ふるさと学習」が学校のみにとどま

らず、家庭や地域から広く市民に浸透し広がって

いくことを望みたい。 

ふるさと学習の取組では国指定史跡でもある牛

頸須恵器窯跡が学習教材の対象になっていないこ

とは今後の課題であると考える。今後は、牛頸須

恵器窯跡も学習教材の一つとなるように「牛頸須

恵器窯跡保存管理計画」に基づき整備を適宜進め

るとともに、その歴史遺産の価値を広く啓発して

ほしい。 

 

「ふるさと学習」の推進の中心となってい

るのは、「出前講座」であり、ふるさと文化財

課が担当しているメニューにおいて平成 28年

度は、延べ約 6,000 人が利用し、多くの人にふ

るさとについての歴史を伝えることができた

と考える。  

牛頸須恵器窯跡については、引き続き計画

に基づいて整備を進め、多くの小中学生が足

を運べるように事業を推進していきたい。 

また、ボランティアガイドの「山城楽講」は、

今後牛頸須恵器窯跡についてもガイドできる

ように学習を進めていけるよう計画されてい

る状況である。 

◇市民の「ふるさと意識」の醸成 

「ふるさと学習」や「出前講座」、「山城塾」、

あるいは「おおの山城大文字まつり」や「文化財

講演会」、「埋蔵文化財発掘現場説明会」等の行事

やイベントを通して、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」高揚に大きな役割を果たすの

は郷土の歴史であり、その物証が文化財だと考え

る。発掘現場の現地説明会や、歴史展示室の紹

介、ふれあい歴史体験等では多くの市民が参加で

きるように引き続き広く市民に周知されるよう工

夫に努めてほしい。 

 

歴史資料展示室では常設展示で大野城市の

歴史について紹介するだけではなく、企画展

においてスポット的に大野城市の歴史につい

て紹介することができた。 

多くの機会にチラシやパンフレットの配布

を積極的に行い、多くの人にＰＲして、ふるさ

と意識の醸成の推進を行った。 

 また、毎月実施した考古学講座においては、

年間延べ約 300人の参加者を得ることができ、 

多くの参加者が継続的にふるさとの文化財に

ついて学んでもらうことができた。 

◇文化財の保護・保存・活用 

「特別史跡水城跡保存整備基本設計」や「牛頸

須恵器窯跡整備基本設計」に基づいた整備・活用

を今後も着実に計画に基づいて進められていると

考える。 

水城跡や牛頸須恵器窯跡の公有化推進のため水

城跡の追加指定の促進と水城跡及び牛頸須恵器窯

跡の計画的な買上げは予定どおり行われているも

のと考える。 

また、山城楽講生においては第１期生がボラン

ティアガイドとして認定され大野城跡や水城跡の

ガイドを積極的に行っていることは評価したい。

今後は第２期生の育成に努めるとともに、ボラン

ティア内容の拡充に努めて欲しい。 

各種協力イベントにより、九州国立博物館、九

州歴史資料館、福岡県、他市町村等との連携が深

まっているものと考える。引き続きその関係を維

持するとともに更なる連携を強化し、文化財の保

護・保存・活用を推進してほしい。 

 

平成 28 年度も計画に基づいて水城跡及び牛頸

須恵器窯跡の整備・活用を進めることができた。 

また、牛頸須恵器窯跡については予定どおりの

指定地の買上げを進めることができた。 

これにより、牛頸須恵器窯跡については指定し

ているところすべてを買上げすることができた

こととなる。今後は買上げを行ったところを多く

の人に活用してもらえるように継続して整備を

進めていく。 

 山城楽講生については、年度末に 2期生の研修

をすべて終え、新たにガイドボランティアを行う

ことができる人材が 12人誕生した。 

 今後は新しいボランティアガイドがスムーズ

にガイドができていくように、山城楽講生たちと

の連携を深めていっている。 

 他自治体との連携については、協議会等で協力

して、写真展を開催するなど継続的な連携を行っ

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 

意見の概要 対応・取組の状況 

◇コミュニティスポーツ倶楽部の創設・支援につ

いて 

 コミュニティスポーツ倶楽部の取組が遅いよう

に感じる。（公財）大野城市体育協会と十分協議を

行い、各コミュニティで市民みんながスポーツを

楽しめるよう、しっかり支援を行うことを期待す

る。 

 
 

市独自の形での総合型地域スポーツクラブと

して、コミュニティスポーツ倶楽部の設立を、

県・体育協会・地域と協議を行っている。 

 

◇中学校部活動への指導者の派遣と複数の中学校

による合同部活動の推進について 

現行の学習指導要領で「学校教育の一環とし

て、教育課程の関連が図られるよう留意する」こ

とと明示していることから、「運動部活動は学校

教育の一環として行われるべきもの」であると考

える。 

現在、大野城市が実施している中学校運動部活

動への体育協会のスポーツ・レクリエーション 

リーダーバンクの効果的活用について、さらに研

究をされたい。 

 

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、更なる制度の充

実を図っていく。 

学校からの依頼によりリーダーバンク登録

者を指導者として派遣を行った。 

大野東中において、御陵中の生徒を受け入れ

合同部活動（１種目：女子バスケットボール部）

を実施中である。活動を集約して今後の参考と

していく。 

◇スポーツ施設の充実 

総合体育館については、記述がないようだが、

老朽化しているので計画的に整備を行うべきと考

える。 

 

平成 27 年度作成の施設改修計画に基づき、

計画的に改修工事を実施している。施設改修計

画について、施設の状況や利用者の要望を参考

にしながら、計画を見直し、改修をしていく。 
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(４) 学校運営協議会（大野東小学校・平野中学校） 

意見の概要 対応・取組の状況 

〈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〉 

 

 

 

 

 

 保育園・幼稚園と小学校が連絡を密にして連携

していくことが今後ますます重要になる。このよ

うな取組の充実、強化に期待する。 

 年度当初に大野城市いじめ防止基本方針、平野

中学校いじめ基本方針に基づいたいじめの未然防

止、早期発見、初期対応の校内研修会を実施し

た。 

地域、保護者への啓発について、確実に進め、

意識を高めていく必要がある。 

 

 

学校運営協議会については、各学校に教育

委員会職員が委員として参画し、各学校にお

ける学校運営協議会の取組状況を短期・中期

的に情報を共有することができた。 

 

作成した就学前リーフレットをもとに保・

幼・小の接続の重要性について意識を高める

ことができた。今後、さらに就学前リーフレッ

ト改善事業を実施し、リーフレットを活用し

た授業研修等をもとに、保育園、幼稚園と小学

校の教職員、教育委員会が連携を密にし、保・

幼・小の接続を重視するとともに、小中連携と

も関連させ、大野城市としての人材育成を、教

育委員会内各課の横の連携を強めていく。 

〈分野別プラン① 創造的な学校教育の推進〉 

 心の教育推進月間の道徳の授業では、行政区長

等にゲストティーチャーとして協力をいただい

た。また、築城 1350年記念では、平野中学校の

生徒や教諭が作詞作曲し、生徒の合唱を披露する

ことができた。 

 心の教育では、市をあげて推進していることが

すばらしいことであり、継続してほしい。また、

学校と地域がどのように連携を図っていくのか具

体化が必要である。 

 

心の教育推進では、学校道徳教育実行委員

会を年５回実施し、大野城市学校道徳教育実

行委員を中心に計画的に実施することができ

た。 

 今後は、学校と地域との連携の事績を作成

し、計画的な連携及びその成果を発信してい

く。 
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３ 今回の点検及び評価に対する附属機関等からの意見 

 

(１) 社会教育委員の会 

 

◇社会教育及び生涯学習について（子ども読書活動の推進） 

 小学生読書リーダー養成事業が着実に根付き、事業に参画した児童の意欲・関心の高

まりは、大変有意義である。読書リーダーとして、各学校で今後どのように活躍させて

いくかの見取りが大切であると考える。 

 「大野城市図書関係機関・団体連絡協議会」の立ち上げにより、まどかぴあ図書館・

学校図書館等の読書関係ネットワークの連携強化に繋がっている。幼児を含む子育てサ

ークルに対する読み聞かせグループの育成や連携を進めていくべきと考える。 

 

◇青少年教育について（ランドセルクラブ） 

 地域全体で子どもたちを育てる「ＰＴＣＡ」という理念の下に運営している事業の目

的・趣旨については、子どもを取り巻く様々な問題への対応としても期待ができ、全小

学校への普及が望まれる。 

 アンビシャス広場が抱えた課題（家庭や地域との目的の共有、お世話する人の確保等）

の解決策を整理し、より良い運営のための組織化と、子どもたちへの指導（教育）が確

実にできる人材配置（資格保有者等）が必要であると考える。 

 「放課後子ども総合プラン」の推進のため、「学童」「アンビシャス広場」「ランドセル

クラブ」の役割を整理し、一つの方向性を示すことができるように、保護者の理解と地

域・家庭・学校の３者の連携がこれまで以上に望まれる。 

 

 

◇家庭教育について（家庭教育学級） 

 就業状況や意識の変化などにより、年間を通じての学級参加が難しい中、学級生が増

加したことは、テーマや講師選定の吟味、本市における各校の自主運営開催方式の成果

であると評価する。 

 事業の評価指標として、「開催回数」や「学級生数」以外にも、「講義・実技・見学」

という形の面や「基本的な生活習慣・子どもの育ち・親の生き生きとした生活」等の内

容の面の数値化についても示すことにより、質の評価の向上に繋がると考える。 

 小中学校で共通となっている年間の重点テーマをそれぞれの保護者ニーズを把握した

実態に即したものを設定するなど、参加率の増加の取組を進めていくべきと考える。 

 子育ての基本は、親（保護者）である。学校と家庭の役割を理解したうえで、特に関

心の薄い保護者に対する家庭教育学級の大切さの普及・啓発を推進する必要があると考

える。 
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(２) 史跡対策委員会 

 

郷土愛を育む教育の充実 

 

◇「ふるさと学習」の推進 

市内小中学校において年間を通し継続して「ふるさと関連の学習」が行われている。その

中で、各学校とも郷土学習に広がりと深みのある取り組みが行われていることがうかがわ

れる。このように「郷土愛を育む」という観点でみて、ふるさとの歴史とともに現在の地域

状況についての体験的学習が各学校で積極的に取り組まれていることを評価したい。 

取り組みの一環としては市教育委員会ふるさと文化財課が担当している文化財に関連し

た「出前講座」の活用も見受けられる。しかし、小中学校だけではなく昨年度は約 6,000 人

の市民に対し出前講座が実施されている。これは、「ふるさと学習」が学校のみにとどまら

ず、家庭や地域から広く市民に浸透し広がっていることを示すものであろう。今後ともよ

り多くの市民にふるさとについて伝えていって欲しい。 

「大野城歴史の散歩道」・「大城自然の宝道」の整備が進んだ大野城跡、水城ゆめ広場から

順次整備が進められている水城跡については学習環境も一段と整ってきているといえる。

このことにより現地学習が容易になり、学習教材にもなりやすいことが考えられる。それ

に対し、国指定史跡でもある牛頸須恵器窯跡はまだまだ、学習教材の対象になっていない。

このことは今後の課題であるが、現在進められている「牛頸須恵器窯跡保存管理計画」に

のっとった整備が順調に進んでいけば、活用も多くなってくるものと考えるので計画に基

づき適宜整備を進めながらその歴史遺産の価値を広く啓発してほしい。 

「ふるさと学習」、とりわけ小中学校においての学習成果は、指導する教師の力量と熱意

にかかっているといっても過言ではない。その意味から、市内小中学校の全教職員が「ふ

るさととしての大野城市」について研修を受けられる機会を作って欲しい。 

 

◇市民の「ふるさと意識」の醸成 

「ふるさと学習」や「出前講座」、「山城塾」、あるいは「おおの山城大文字まつり」や「文

化財講演会」、「埋蔵文化財発掘現場説明会」などの行事やイベントをとおして、子どもた

ちから高齢者までの広い範囲で「ふるさと意識」は年々浸透してきていると評価できる。 

また、「文化財関連の特集記事」が市の広報１５日号に掲載されていることを大いに評価

したい。引き続き広報誌を通して市民の多くに啓発していけるよう努めて欲しい。 

その他、市ホームページやパンフレット配布による情報発信も有効であるので引き続き

力を入れてほしい。特に文化財関連の事業を行う際には積極的に情報を発信し、子どもや

高齢者だけにとどまらず働きざかりといわれる年齢層にも啓発を積極的に行ってほしい。 

また、水城・大野城・基肄城築造 1350年事業において平野中学校生徒が製作した歌「私

のふるさと」はふるさと意識を醸成するために活用すべきものである。市民が参加する様々

なイベントや集会、会合等の機会に積極的に披露紹介し、市民に浸透させ広めていって欲

しい。 

「ふるさと意識」高揚に大きな役割を果たすのは郷土の自然と歴史であり、その物証が文

化財だと考える。発掘現場の現地説明会や、歴史展示室での紹介、ふれあい歴史体験などで

多くの市民が参加できるように引き続き広く市民に周知されるよう工夫に努めてほしい。 
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◇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」に基づいた史跡の整

備・活用は着実に進められていると考える。 

牛頸須恵器窯跡について、史跡指定地すべての買上げが終了したことを評価する。今後

は整備活用により力を入れてもらいたい。 

また、牛頸須恵器窯跡は指定域も広大であり、史跡も点在しているので、代表的な梅頭

窯跡や小田浦窯跡の史跡としての価値や位置づけを積極的に啓発し、小中学校での教材と

しての取り上げやすいように工夫するとともに市民への周知も行っていただきたい。 

水城跡の公有化推進のため水城跡の追加指定の促進と水城跡の計画的な買上げは予定

通り行われているものと考える。 

埋蔵文化財の再整備、データベース化は進められているようであるが、今後は市内全域

の史跡関係のデータベース化も検討してもらいたい。そのデータベースを体系化し、小中

学生でも理解できる「大野城市通史」の企画化を検討してもらいたい。 

地元ボランティアに対しては引き続き連携を深め、協力して史跡の保護・保存・啓発に努

めてほしい。 

また、山城楽講生においては 1 期生 2 期生がボランティアガイドとして認定され大野城

跡や水城跡のガイドを積極的に行っていることは評価したい。継続して育成を行い、今後

は 3 期生の育成について進めるとともにボランティア内容の拡充に努めて欲しい。さらに

認定ボランティアガイドについては、認定者のガイド技量維持向上のため定期的な研修の

機会を持ってもらいたい。 

文化財への理解を広め、市内に所在する文化財の掘りおこしと調査を進め、指定文化財に

値するものを検討し指定に向けて進めていっていただきたい。 

最後に各種協力イベントにより、九州国立博物館、九州歴史資料館、福岡県、他市町村等

との連携が深まっているものと考える。その連携による情報の共有化について今後検討し

てもらいたい。 

そして、引き続きその関係を維持するとともにさらなる連携を強化し、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 

 

◇コミュニティスポーツ倶楽部の創設・支援について 

 

 市独自の総合型地域スポーツクラブとしてコミュニティスポーツ倶楽部の設立協議を、

（公財）大野城市体育協会・県・地域と行っているとのことだが、市民皆スポーツのた

めのスポーツへの入り口として、体育協会の事業と重複がないように調整を図り、でき

るだけ早期に設立されることを期待している。 

 

◇コミュニティ単位での交流事業開催について 

 

スポーツ推進委員が地域で行っている軽・ニュースポーツの普及・推進への取組みに

ついては、MADOKA れくスポ祭や各地区で大会が開催されるなどして定着してきており、

今後もより一層の普及を期待している。 

そのために、新たな種目の研究や用具などの整備を図り、普及・促進の環境整備に努

められたい。 

 

◇スポーツ施設の充実 

 

 施設改修計画に基づき改修を行っているが、利用者の要望等も参考にして、改修を推

進し、安全で安心して利用できる施設として管理していくべきと考える。 

 乙金多目的広場についても、市内唯一の天然芝生の広場であることから、芝生を良好

な状態で多くの利用者に利用してもらえるように、適切な管理がなされるべきと考える。 
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(４) 学校運営協議会（大利小学校・御陵中学校） 

 

◇市民に信頼される開かれた学校づくりについて 

 

（１）学校運営協議会制度は４年目となり、各学校独自の実践が充実してきたと考える。

今後はさらに、学校・家庭・地域及び各学校運営協議会が連携し、生徒が主体的に参

画できるような取組を検討していく必要があると考える。 

（２）学力支援員については、学力が定着できてない児童に焦点化し、個別指導を行う体

制ができたことはとても評価できる。さらに充実した指導を行うためにも、小学校１

校１名体制の導入を検討していく必要があると考える。 

（３）不登校総合予防プロジェクトについては、不登校生徒に対する手厚いサポートでき

る体制となってきたことは評価できる。これからも不登校生徒数が増えると考えら

れる。さらにサポート体制を整えるために、臨床心理士等の専門家の増員についても

検討していく必要があると考える。 

（４）保育所、幼稚園、小学校の合同連絡会議を実施し、連携体制が構築できたことは評

価できる。その連携体制をもとに、さらに就学相談体制が充実するような取組を進め

ていくべきだと考える。 

（５）通級指導教室については中学校の通級教室も設置され、年々充実してきている。所

管課が掲げているとおり、通級教室を終了するシステムづくりを検討していく必要

がある。  

 

◇創造的な学校教育の推進 

 

（１）各学校の「心の教育公開授業」地域教材を取り入れた道徳の公開がおこなわれて

いることは評価できる。しかし、全国学力・学習状況調査において、大野城市の生徒

は「地域に貢献しようとする意欲」が全国に比べ低い。この結果に基づき、地域に貢

献しようとする生徒を増やすべく具体的な方策や努力をしてほしい。 

（２）学力向上については、各学校の取組で、全国平均を上回るレベルを維持している

ことは評価できる。学力向上ロードマップをもとに、各校が取組を評価改善できる

ような体制を確立してほしい。 

（３）小学校外国語活動及び中学校の外国語指導の充実においては、小中合同、そして

ＡＬＴを交えた研修会を行っていることは評価できる。小学校５，６年生の外国語

の教科化と小学校３，４年生の外国語活動の導入へ向けた、研修会の充実が求めら

れる。 

 

◇不登校への対応 

 

（１）中１ギャップの解消のために、「大野城市小中連携教育ビジョン」にもとづき小中

学校の教育活動をそろるなどの連携が進んできたことは評価できる。さらに小中９

年間で子どもを育てていくという意識で、小学校、中学校の連携を進めて欲しい。 
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