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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 30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 52件 

     各回の付議事項は、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14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 

第15号 大野城市スポーツ推進審議会委員の委嘱について 

第16号 学校運営協議会委員の任命について 

第17号 学校運営協議会委員の任命について 

第18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19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 

Ⅰ 教育委員会の活動状況 
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開催日等 付議案件 

５月 25日 

第５回定例会 

第20号 大野城市スポーツ推進委員の委嘱について 

第21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22号 大野城市道徳教育推進協議会委員の委嘱について 

第23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24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25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26号 大野城市スポーツ推進委員の委嘱について 

６月 27日 

第６回定例会 
第27号 

臨時に代理した事件の承認について(大野城市スポーツ推進審議会委員の

委嘱) 

７月 21日 

第７回定例会 

第28号 大野城市教育支援委員会委員の委嘱等について 

第29号 学校運営協議会委員の任命について 

第30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 

８月 30日 

第８回定例会 

第32号 
大野城市社会体育施設の設置及び管理に関する条例施行規則等の一部を

改正する規則の制定について 

第33号 大野城市道徳教育推進協議会委員の委嘱について 

第34号 平成 30年度使用小学校教科用図書採択について 

第35号 大野城市ことばの教室設置要綱の一部を改正する要綱の制定について 

第36号 臨時に代理した事件の承認について(社会教育委員の委嘱) 

９月 21日 

第９回定例会 
第37号 通学区域の設定について 

10月 31日 

第 10回定例会 

第38号 
大野城市ふるさと文化財保存整備活用基本計画検討委員会設置規則の制

定について 

第39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 

11月 29日 

第 11回定例会 

第40号 学校運営協議会委員の解任について 

第41号 学校運営協議会委員の任命について 

第42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43号 
大野城市ふるさと文化財保存整備活用基本計画検討委員会委員の任命に

ついて 
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開催日等 付議案件 

12月 26日 
第 12回定例会 

第44号 
大野城市学校運営協議会規則及び大野城市立小中学校管理規則の一部を

改正する規則の制定について 

第45号 大野城市立小学校プール開放規程の一部を改正する規程の制定について 

第46号 大野城市心理判定専門員設置要綱の一部を改正する要綱の制定について 

１月 30日 
第１回定例会 

第１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２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３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 

２月 27日 

第２回定例会 

第４号 大野城市立小中学校管理規則の一部を改正する規則の制定について 

第５号 大野城市立学校処務規程の一部を改正する規程の制定について 

第６号 
大野城市立学校の事務の共同実施に関する規程の一部を改正する規程の

制定について 

第７号 大野城市立小中学校学校評議員運営規程を廃止する規程の制定について 

第８号 
平成 30 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 

３月 26日 
第３回定例会 

第９号 小学校・中学校管理職員等の人事について 

第10号 教育委員会事務局職員の人事について 

第11号 
大野城市スポーツ推進委員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 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13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14号 大野城市歴史資料展示室管理運営規則を廃止する規則の制定について 

第15号 
大野城市子ども読書活動推進委員会設置要綱の一部を改正する要綱の制

定について 

第16号 平成 30年度大野城市教育振興基本計画について 

第17号 平成 30年度産業医の選任について 

第18号 大野城市指定有形文化財（考古資料）の指定について 

第19号 
大野城市小中学校日本語支援ボランティア派遣事業実施要綱の制定につ

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 29年度においては、教科書採択や議案についての事前協議、総合教育会議、ランドセ

ルクラブ等を議題に 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） 

◇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、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（奈良市） 

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（太宰府市） 

九州地区市町村教育委員会研修大会（宮崎市） 等 

 

  

○ 主な報告事項 

・ふるさと文化財保存整備活用基本計画に関する報告 

・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 

・学校訪問計画 

・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 29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 

人と環境にやさしい、

質の高いまちづくり 

市民の減災・防災意識の向上 
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３ 点検・評価 
 
 
 

「平成 29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 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ○ … 「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 29 年度に新規で行った取組等 
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１．学校教育 

 
 

教育施策大綱に 

揚げた取組 

平成 29年度教育振興基本計画に 

揚げた取組内容  
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、および各校

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

つなぎ手となるように活動しま

す。 

●学校運営協議会推進大会を開

催し、各協議会との連携・情報交

換に努めます。 

【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、各校の学校運

営協議会や行事等に参画した。 

○学校運営協議会推進大会では、児童生

徒が地域で活躍する平野台区の実践を発

表し、学校運営協議会の取組の成果を発

信した。 

【教育指導室】 

② ＰＴＣＡ活動に

よるＣＶＴ学習（心

の教育）の推進 

●学校運営協議会におけるＰＴ

ＣＡ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】 

○ＰＴＣＡ活動の一環として、ランドセ

ルクラブを実施し、共育を理念とした学

びの共同体を推進するため、企業や事業

所など地域の力を活用する支援人材バン

クの拡充を行った。共育の理念に基づき、

学校・地域の特色を活かしたＰＴＣＡ活

動を実践した。 

☆支援人材バンクの登録は本年度末で

242人となり、支援指導に携わった大人

は、支援人材バンクを含め延べ 1,200人

であった。 

□ＰＴＣＡ活動と共育の理念を浸透さ

せ、地域社会で子どもを育てる意識の醸

成を図る必要がある。 

【教育振興課】 

○学校運営協議会、校長会、学校運営協議

会推進大会で、ＰＴＣＡ活動の目的と意

義及び成果について発表を行った。 

☆各学校及び地域における効果的で特

色ある活動の成果を発信することがで

きた。 

【教育指導室】 

 

 

 

 

 

 

 

  

リーディング・プラン  市民に信頼される開かれた学校づくり 
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③ 授業研修などに

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 

★「小学校学力向上支援員」を配

置し、小学校中学年に対する教

科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 10校に配置

し、苦手な内容を克服できるような補充

指導を実施した。 

○毎月一回、「学力向上支援員連絡協議

会」を実施し、効果的な指導法及び教材づ

くりについて情報共有し、各学校の実践

にいかした。 

【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、不登校専門の指導

主事を中心として専門的立場で

ある臨床心理士、学校社会福祉

専門員のかかわりを増やしま

す。 

★適応指導教室の調査研究を進

めます。 

●いじめ・不登校対策について

の初期対応への組織的な支援と

連携の体制を構築します。 

●不登校対策サポートティー 

チャーを配置し、小中連携とし

て支援します。 

●中学１年生の不登校予防の取

組を継続して行います。 

【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、教育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。 

○適応指導教室では、保護者・児童生徒の

交流や保護者会の実施等、年間計画に位

置付け定期的に実施した。 

○新たな場所に適応指導教室開設に向け

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た。 

☆毎週水曜日に、教育サポートセンター会

議を実施し、いじめ・不登校対応に関する

最新情報を共有し、個に応じた担当を、Ｓ

ＳＷとＳＣ、担当指導主事で構成し、初期

対応及び継続支援をすることができた。 

○不登校サポートティーチャーと教育サ

ポートセンタースタッフが連携し、小中

接続や中学校ブロックごとの対応を行っ

た。 

【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 年度に開設した学校 

ホームページを小・中学校の情

報発信の重要な手段と位置付

け、掲載内容の充実を図ります。 

【教育振興課】 

○全小・中学校において、学校ホームペー

ジを活用し、学校行事や休校案内のほか、

学校生活や給食内容等について情報発信

を行った。 

□学校によって活用状況に差が生じてい

ることから、取組の少ない学校に対して積

極的に働きかけていく必要がある。 

【教育振興課】 

 

 

 

 

 

 

  



11 

 

⑥ 小・中学校の情報

基盤整備の推進 

★電子黒板の効果的な利用方法

等に関する研修会を筑紫地区全

体で実施します。 

●全小・中学校に電子黒板を導

入し、教育の情報化へ向けた環

境整備を進めるとともに、教職

員が積極的にＩＣＴ機器を活用

できるようサポートを行ってい

きます。 

【教育指導室・教育振興課】 

○筑紫地区全体の研修会として、太宰府

東小学校ＩＣＴ研究発表会に筑紫地区各

校の先生方が参加し、電子黒板等の効果

的な活用方法についての研修を実施し

た。 

○平成 29年度に全小・中学校に 1台ずつ

電子黒板を導入した。 

○導入後も専門の講師のもとで研修を行

い、さらにＩＣＴ支援員とともに活用の

サポートを行った。 

【教育指導室・教育振興課】 

⑦ 教育サポートセ

ンターを核とし

た、「福祉」と「教

育」の連携による

「０歳から義務教

育課程修了まで」

一貫して支援する

取組の充実・強化 

★保育所、幼稚園、小学校の合同

の会議と「就学前から入学後ま

での学びの基礎づくり手引き」

作成委員会を連動させて、手引

きの活用と付加修正を図りま

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

用していきます。 

【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

議の実施や保育所、幼稚園及び全小学校

長による幼稚園指導参観実施により、

「就学前から入学後までの学びの基礎

づくり手引き」活用の成果を発信した。 

○３歳児健診等に就学前通級指導員や教

育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。 

○教育指導室及びこども健康課をはじ

めとする庁内及び関係機関との連携強

化により、要保護児童等への支援を実施

した。 

【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 

★「就学前から入学後までの学

びの基礎づくり手引き」の保護

者版を作成し、就学前の基本的

生活習慣の大切さを啓発してい

きます。 

【教育指導室】 

○「就学前から入学後までの学びの基礎

づくり手引き」を作成し、全中学校にも

配付した。また、就学前と小学校を円滑

につなぐ取組の重要性について発信し

た。 

○就学前の保護者向けパンフレット作成

の構想を立案した。 

【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

ける情報共有により、地域の方々からの

いじめの早期発見・対応の連絡の在り方

について協議を行った。 

□今後、地域も対象にした「いじめ防止 

リーフレット」を作成し、情報発信してい

く必要がある。 

【教育指導室】 
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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

（※）構築のための特別支援教

育推進のために、児童等及び保

護者の状況やニーズに応じた就

学指導を行います。 

※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】 

○教育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

育推進を図った。 

【教育指導室】 

⑪ 通級指導支援事

業に基づく通級指

導教室の推進 

●就学前通級指導員による保育

所・幼稚園訪問を行い、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

する指導等機能を強化します。 

●中学校の通級指導員を配置

し、小学校から継続して通級指

導が行える環境整備をします。 

 

【教育指導室】 

○就学前通級指導員及び小学校通級指導

教室の言語聴覚士の個別指導により、児

童生徒のニーズに応じた通級指導を行っ

た。 

☆個別の指導計画の目標を具体化し、目

標到達に向けた指導の充実を図ること

で、通級指導教室入退級システムの改善

を図ることができた。 

○中学校への通級指導員配置により、小

学校から中学校まで継続した通級指導を

実施した。 

【教育指導室】 

 

 

 

 

教育施策大綱に 

揚げた取組 

平成 29年度教育振興基本計画に 

揚げた取組内容  
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

践の成果を、児童生徒の意見発表により

発信し、大野城市の伝統と文化をアピー

ルした。 

○全小・中学校において道徳の公開授業

を実施し、保護者や地域の方々に対して、

各学校独自の心の教育への取組による成

果を発信した。 

【教育指導室】 

 

 

 

 

 

 

  

分野別プラン① 創造的な学校教育の推進  

 



13 

 

イ ｢ふるさと創生

学校じまん事業｣

の推進 

●「心の教育」及び本市の文化遺

産をいかした「ふるさと学習」の

充実を図るとともに、将来にわ

たり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】 

○児童生徒が命の尊さを理解し、郷土に

誇りを持つことができるよう、各学校に

おいてそれぞれの歴史や特色をいかした

教育活動を実施した。 

□本市の事業趣旨が十分生かされ、かつ、

事業目的についての共通認識のもと、事

業が円滑に進められるように補助対象や

手続き・様式の簡素化等について見直し

ていく必要がある。 

【教育振興課】 

ウ 学力向上推進協

議会・学力向上実

行委員会を中心と

した取組の充実 

★全国学力・学習状況調査の結

果分析に基づき、国語科及び算

数科をテーマとして、小学校で

授業研修を実施します。 

●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】 

○学力向上ロードマップの作成及び活用

により、各学校で意図的・計画的な学力

向上の取組を実践した。 

☆全国学力・学習状況調査結果を分析し、

本市の成果と今後必要な学習指導につい

て、校長会及び教頭会、学力向上推進協

議会で伝達し、各学校の取組にいかすこ

とができた。 

【教育指導室】 

エ 小学校外国語活

動及び中学校外国

語科の指導の充実 

●筑紫地区において、英語教育

推進リーダーや中核教員を集め

た英語教育の研修会を開き、人

材育成を推進します。 

●小・中学校の英語教育の担当

教員研修会をＡＬＴ（外国語指

導助手）も交えて実施します。 

【教育指導室】 

☆本市の英語教育研修会の内容を筑紫地

区の英語教育研修会と連携したものとし

たことから、英語教育担当者の指導力向

上を図ることができた。 

○小・中学校の英語教育担当教員研修会

では、月の浦小学校で、ＡＬＴを交えて

実施し、ＡＬＴの効果的な活用法につい

て研修を深めた。 

【教育指導室】 
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オ 障がいのある方

との交流学習などを

通じた福祉教育の充

実 

●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

携して、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】 

○福祉課、大野城市社会福祉協議会と連

携し、各学校の実態に応じたカリキュラ

ムを作成し、副読本を活用した学習を実

施した。 

○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 

推進校期間：平成 28～29年（２年間）  

年間 50コマ実施（１コマ 45分） 

□地域福祉の現場にふれることができる

授業を検討する。 

○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 25回 

延べ児童数 2,824人 

□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。 

○福祉教育基礎研修の開催 

テーマ：学校と地域・家庭をつなぐ福祉 

教育 

講師：大阪教育大学 

教育学部教育協働学科 

 教授 新崎 国広 氏 

☆参加者:教職員 23人・福祉委員 21人・

民生委員児童委員 28人・その他２人

合計 74人 

□教職員の参加をより促すために、開催

時期については教育委員会とも協議を行

い、早めに周知を行う必要がある。 

【教育指導室・福祉課】 
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教育施策大綱に 

揚げた取組 

平成 29年度教育振興基本計画に 

揚げた取組内容  
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、部活動な

どと整合を図りながら、「一部地

域の学校選択制」の継続や児童生

徒の事情等に配慮した就学先の

あり方などの弾力的運用を図り

ます。 

【教育振興課】 

○「一部地域の学校選択制」を継続して

実施した。 

○児童生徒の個々の事情に応じて、指定

学校変更や区域外就学の制度を活用し

た就学の弾力的な運用を行った。 

【教育振興課】 

 

 

教育施策大綱に 

揚げた取組 

平成 29年度教育振興基本計画に 

揚げた取組内容  
点検・評価結果 

ア 老朽化などの対

策を目的とした校

舎の計画的な大規

模改修の実施 

●老朽化した校舎について、計

画的に大規模な改修（大利小学

校、平野小学校、大野中学校）や

増築（大城小学校）を行います。 

【教育政策課】 

○大利小学校、平野小学校、大野中学校

の大規模改修及び大城小学校の校舎増築

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 体育館などのバ

リアフリーに配慮

した施設の改善 

●体育館へのバリアフリーに配

慮した多目的トイレの整備を進

めます。（大野南小学校） 

【教育政策課】 

○大野南小学校の体育館の多目的トイレ

整備を実施した。 

□平成 30 年度には大野東小学校及び大

利小学校体育館への多目的トイレの整備

を予定している。 

【教育政策課】 

ウ 大規模改修に併

せた給食室の床の

乾式化 

●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

床の乾式化を進めています。（本

年度実施校なし） 

【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、給食室の床の乾式化（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

学校遊具の取替えを計画的に進

めており、今年度は全小学校の

「うんてい・シーソー」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、全小学校の「うんてい・シー

ソー」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 

揚げた取組 

平成 29年度教育振興基本計画に 

揚げた取組内容  
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 

●校舎の大規模改修工事や増築

工事に併せ（一部単独工事あ

り）、空調設備及び天井付扇風機

の整備を進めます。（大利小学

校、平野小学校、大城小学校、大

野中学校、大野南小学校） 

【教育政策課】 

○大野南小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４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 

揚げた取組 

平成 29年度教育振興基本計画に 

揚げた取組内容  
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、全小・中学

校で取組を実践します。 

●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

クの実践内容について共有した。特に、大

利中ブロックにおいては、中学校生徒会

が主体となり、小学校児童会と連携した

いじめ防止サミットを、学校文化として

毎年実施している。 

○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】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

分野別プラン⑤ 不登校等への対応 

 

分野別プラン④ 空調等による学校環境の改善 
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教育施策大綱に 

揚げた取組 

平成 29年度教育振興基本計画に 

揚げた取組内容  
点検・評価結果 

ア 就学援助制度の

周知と利用促進 

●新入学用品費の早期（４月）支

給や、ランチ給食サービスの利

用が支給対象となることについ

て、チラシの配布等により、保護

者への周知を図ります。 

【教育政策課】 

○就学援助のチラシを新入学説明会（１、

２月）と始業式（４月）の２回配布し、市

のホームページや広報でも周知を図っ

た。 

【教育政策課】 

イ 就学資金などの

基金を活用した人材

育成 

●家庭の経済的な理由により就

学が困難な生徒に対し、就学の

途を開くため、奨学資金のため

の基金を活用し、奨学資金（給付

型）を支給することで支援を行

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 29年度奨学生（継続受給者含む） 

大学生３人、高校生 16人 

☆平成 30年度奨学生新規内定者 

大学生２人、高校生５人 

【教育政策課】 
 

分野別プラン⑥ 就学機会の拡充 
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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 

揚げた取組 

平成 29年度教育振興基本計画に 

揚げた取組内容  
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企画･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 19講

座に加え、人文部門の新規１講座を実施

した。 

☆定期講座数 20講座 

☆受講者数延べ 603人 修了者数 283人 

○スポット講座を６回実施 

①九州国立博物館 講座４回 

②ふるさとにぎわい課 講座２回 

☆スポット講座 参加者数 271人 

○企画委員会とクラスサポーターがシニ

ア大学の運営に携わり、市と協働して運

営を行った。 

☆企画委員会議 ４回 

☆クラスサポーター交流会１回 

□シニア大学「山城塾」をより多くの方に

知ってもらうため、高齢者への周知方法

等を見直すことにより、新規の受講生を

発掘し、シニア大学「山城塾」の活性化を

図っていく。 

【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】 

○夏休み期間中、各区（地域）による学習

室など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 2,779人（27公民館） 

【コミュニティ文化課】 

③ 地域の問題と「ま

ちの政治」とのつ

ながりの認識、政

治や選挙の重要性

の理解の促進 

●地域のさまざまな問題や課題

について学習する「まちをみつ

めよう学級」や出前講座等を通

じて政治や選挙意識の向上を図

ります。 

【総務課(選挙管理委員会）】 

○まちをみつめよう学級では、市出前講

座や筑紫地区合同による社会見学等を実

施し、学習を行った。 

☆実施回数９回・平均出席者 13人 

□台風により筑紫中央高校への出前講座

が中止となったため、次年度以降実施し、

若年層への選挙啓発を推進したい。 

【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 

揚げた取組 

平成 29年度教育振興基本計画に 

揚げた取組内容  
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、現代を生きる大人たち

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】 

☆平成 29年度のおおの山城大文字まつり

では、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 119団体、

約 2,500 人の参加者と、子どもからご年

配の方まで延べ 64,000人の参加者でにぎ

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合唱な

ど、子どもたちや市民の参画によりまつ

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 

揚げた取組 

平成 29年度教育振興基本計画に 

揚げた取組内容  
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

りなどを活用した

生涯学習情報の提

供 

●各コミュニティセンターや公

民館のホームページと、コミュニ

ティ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。 

☆ホームページに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 29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 160冊 

【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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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】 

○さまざまなイベントが同時開催される

「まどかフェスティバル」において「生涯

学習展」「こども映画・読書まつり」を実

施した。 

☆来場者数 

生涯学習展 6,051人 

こども映画・読書まつり 201人 

【コミュニティ文化課】 

 

教育施策大綱に 

揚げた取組 

平成 29年度教育振興基本計画に 

揚げた取組内容  
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

ブックについて随時見直しを行

うなど、システム利用の促進を

図ります。 

【コミュニティ文化課】 

○利用ガイドブックの改定の検討を行っ

たが修正点はなかった。今後とも利用し

やすいシステムとなるよう検討を行って

いく。 

【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を行います。 

【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・サークルなどのＰＲを行っ

た。 

☆定期講座発表会開催日： 

９月 15日（金）16日（土） 

３月 17日（土）18日（日） 

【コミュニティ文化課】 

ウ 生涯学習の推進

と地域での活躍を

推進する施設間の

連携 

●コミュニティセンターや公民

館で、生涯学習センターの事業

のＰＲに努め、また生涯学習セ

ンターで他の施設利用の案内や

事業の紹介などを行います。 

【コミュニティ文化課】 

○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 講師派遣などの

事業を通した、生

涯学習センターの

事業活性化 

●家庭教育学級等への講師紹介

を行います。 

【コミュニティ文化課】 

○家庭学級等からの問い合わせに対し、

講師への依頼等、仲介的な業務を行った。 

【コミュニティ文化課】 

 

 

 

 

 

 

 

分野別プラン② 生涯学習施設間の連携強化 
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教育施策大綱に 

揚げた取組 

平成 29年度教育振興基本計画に 

揚げた取組内容  

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・ 

ふるさとにぎわい課】 

○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・維持管理を行っ

た。 

【コミュニティ文化課・ 

ふるさとにぎわい課】 

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・ 

地域行政センター】 

○まどかぴあと毎月定例会を行った。 

○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】 

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】 

○大城小学校の校舎を増築し、地域へ開

放するための多目的室の確保を行った。 

□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】 

○特別教室を集約した地域開放ゾーンで

は、留守家庭児童保育所やランドセルク

ラブの放課後事業、市内の団体等が使用

できるよう関係機関と調整を行い開放で

きる体制を整えた。 

【教育振興課】 

(2) 読書活動の推進 

 

教育施策大綱に 

揚げた取組 

平成 29年度教育振興基本計画に 

揚げた取組内容  
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。 

【教育振興課・ 

コミュニティ文化課】 

○地域貸出文庫等の読書ボランティアを

対象として講座を実施し、地域貸出文庫

の活動の充実につなげた。 

☆「読書ボランテイア養成講座」の実施

時：平成 30年 2月 13日（火） 

所：大野城まどかぴあ多目的ホール 

参加者：66名  

     【教育振興課・ 

コミュニティ文化課】 

分野別プラン① 読書活動の推進 

 

分野別プラン③ 生涯学習施設・機能の拡充 
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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

どもたちの読書活動を充実させ

ます。 

【教育振興課】 

○図書司書の研修会を２回実施した。ま

た、市外での研修会に積極的に参加でき

るような環境づくりを検討し、より一層

の資質向上に努める必要がある。 

【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 

●各小・中学校や地域貸出文庫

等に対し「団体貸出」の周知に努

めます。 

【コミュニティ文化課】 

○各小・中学校や地域貸出文庫等に対し、

年間を通じて団体貸出を実施した。 

☆団体貸出を利用した地域貸出文庫数：

６文庫（全 28文庫中） 

貸出冊数：697冊 

□毎年、地域貸出文庫に対し、団体貸出制

度の説明を行っているが、それぞれの団

体を取り巻く環境の変化にも留意しつ

つ、更なる読書活動の推進を図る。 

【コミュニティ文化課】 

エ まどかぴあ図書

館と連携した読み

聞かせボランティ

アや小学生読書 

リーダーの養成と

活用の促進 

●読み聞かせボランティアの養

成講座等の実施及び活用促進に

努めます。また、小学生読書リ ー

ダー養成講座の受講生が、学校

で読書活動のリ ーダーとして活

動できるよう取り組みます。 

【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。 

☆平成 30年２月 13日(火)実施。 

参加者 66人 

○読書リーダー養成講座の中で、学校の

図書司書等と児童の交流や話し合いの場

を設け、他の児童等に読書活動を拡げる

取組を各学校独自に実施した。 

【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 12,951冊 

【コミュニティ文化課】 
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３．青少年教育 

 

教育施策大綱に 

揚げた取組 

平成 29年度教育振興基本計画に 

揚げた取組内容  
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） 

○乳幼児期から青年期までの子ども及び

保護者に対して実施したアンケートの結

果をもとに、中間評価を行い、中間評価報

告書を作成した。 

□プランの進捗管理とアンケート結果を

もとに、新プラン策定に向けて施策方針

や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

の協働により、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】 

○５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。 

☆５つの小学校で 350回開催。 

延べ参加者数 児童 10,689人 

地域ボランティア    729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) 

□既存の公共施設での設置が決定したた

め、今後「若者育成部会」や「準備委員会

（仮）」において開設時間やレイアウト、

スタッフの配置など具体的な内容につい

て協議をしていく。 

【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  放課後総合学習

「ランドセルクラ

ブ」の推進 

●放課後に特別教室で学習や

体験活動などを行うランドセ

ルクラブの試行２年目に当た

り、前年度の課題解決を行うと

ともに、実施日を週３日に増や

し、平成 31 年度のモデル校３

校の本格実施に向けてランド

セルクラブの形を作っていき

ます。 

【こども未来課・教育振興課】 

○ランドセルクラブの試行２年目として

市内３小学校（大野北、大野東、月の浦）

で、週に３日開催した。 

☆参加登録児童は３校で合計約 150 人

となり、支援指導に携わった大人は、延

べ 1,200人であった。 

☆参加条件や支援体制の整備に着手し、

安定した運営が行えた。また、週３日の

開催で、より多くの体験学習を提供でき

た。 

□モデル校の成果をふまえ試行の方針を

転換し、平成 31年度の全小学校のランド

セルクラブ実施をもって本格実施とする

こととした。 

【こども未来課・教育振興課】 

 

 

教育施策大綱に 

揚げた取組 

平成 29年度教育振興基本計画に 

揚げた取組内容  
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
ーラムの開催などで横の連携
ができる体制を強化していき
ます。 

【こども未来課】 

○「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：149人 

☆パネリストとして中学生２人、高校

生８人、大学生２人が参加 

□フォーラムでは、子ども・若者、その保
護者など、多くの人が関心を持てるテー
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。 

□更なる周知に向けて関係機関と協議し

ていく。また、必要に応じて内容の修正を

行っていく。 

【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 

 



25 

 

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、瓦田子ども会、中央地区子ども

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。 

☆日程：７月 29日～８月１日 

参加者：小学生 35人、中学生３人 

□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 

揚げた取組 

平成 29年度教育振興基本計画に 

揚げた取組内容  
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、主体的な活動内容を意

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」の会員が子ども会等の要請

に応じて、レクリエーション指導等を 

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 ８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」３人が参

加した。 

□会員の拡大を目標に、団体のＰＲ・周知

に努めていく。 

【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」「それ行

け☆青年組」などの世代ごとの

青少年団体の活性化を図ると

ともに関係団体の連携を図り

ます。また、これらの団体の活

動について、広報紙や市のイベ

ント（まどかフェスティバルな

ど）等でＰＲし、さらなる拡充

を促進します。 

【こども未来課】 

○インリーダー研修会…本研修は台風接

近により中止となったが、予定していた

事後研修の中で野外炊飯等を実施した。 

☆研修生 68 人 指導員･スタッフ 34 人

（うち中高大生 18人） 

□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である。 

○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：33人 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：26人 年間活動回数：29回 

□中学生リーダーズクラブ会員からの入

会を促進し、継続して世代交代を行って

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・保護者アンケートなど

による事業の改善と効率化、報

告会を通じた研修効果の更な

る波及を図ります。 

【こども未来課】 

○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人 

☆団員・保護者アンケートでは全員が

事業に好意的である。 

□平成 29年度より国際青少年研修協会と

の共同企画により実施。現地の中学生や

高校生との交流の機会がより多くとれる

ように、プログラムを見直し、改善してい

く。 

□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】 

 

 

 

  



27 

 

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を、復

興が進みつつある東北とこれ

から復興を進める熊本の体験

や思いとつなぎ、研修生を地域

の防災リーダーとして、活躍の

機会を設けます。 

【教育指導室】 

○中学生からのメッセージを通して、こ

れまでの被災地派遣研修事業の成果とと

もに、地域防災の重要性と必然性につい

て学校、家庭、地域の方々に発信した。 

【教育指導室】 

 

 

 

教育施策大綱に 

揚げた取組 

平成 29年度教育振興基本計画に 

揚げた取組内容  
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

提案など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、

北コミュニティ運営委員会育成部と連携

して、北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、27区全部の自主防犯活

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 27区 

【安全安心課】 

 

 

教育施策大綱に 

揚げた取組 

平成 29年度教育振興基本計画に 

揚げた取組内容  
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。 

【教育指導室】 

○各学校のカリキュラムに基づき、情報

モラルに関する研修を実施した。 

【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

教師への研修など

の実施 

●道徳教育実行委員会で、授業

研修会を行い、道徳の教科化に

向けた研修を実施します。 

【教育指導室】 

○文部科学省調査官の講話内容をもと

に、全小・中学校主幹教諭を対象に道徳

の教科化に向けた研修を実施した。 

【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 

揚げた取組 

平成 29年度教育振興基本計画に 

揚げた取組内容  
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

会や講座に積極的に参加し、相談対応技

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。 

□今後も子ども相談センター相談員の相

談対応技術の向上に資するよう研修内容

を精査しながら支援の充実に努める。 

【こども健康課】 

イ 児童虐待などに

関する情報の一元

化・共有化の推進 

●要保護児童対策地域協議会

を中心として関係機関と連携

を行い、定期的に情報共有をす

るとともに、支援体制の構築を

図ります。また、児童相談シス

テムを活用し、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」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：６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、要保護児童等へ

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 ３回実施(延べ 40人参加) 

□今後も、子育て支援に関する最新の情

報を盛り込みながら、子育て支援関係者

に分かりやすい支援方法の普及啓発に努

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 

揚げた取組 

平成 29年度教育振興基本計画に 

揚げた取組内容  
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」の実施、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

行っていきます。 

【こども未来課】 

○11 月に強調月間を実施。チェックシー

トを全小学校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。 

○メディアとの過度な接触時間を減らし

て、親子で規則正しい生活習慣が確立で

きるように、アウトメディアの取組を追

加した。 

○取組を、各家庭でより深く理解しても

らうために、保護者用の啓発チラシを作

成した。 

☆配布数 6,500枚 

□チェックシートの内容の検証を行うた

め、今後アンケート調査を実施する。 

【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

や家族などととも

に食事をする「共

食」についての啓発

と子どもたちの朝

食喫食率 95%に向け

た取組の推進 

●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】 

○各小・中学校で、「基本的生活習慣づく

り」や「栄養管理・免疫力アップ調理」等

をテーマとした講話と、「親子で楽しくパ

ン・クッキーづくり」等をテーマとした実

技を開催し、家庭内の食事に関心を持ち、

「共食」につながる講座の実施を促した。 

☆各小・中学校で、「共食」をテーマに

した講座を１～２回開催できた。 

【教育振興課】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

リーディング・プラン  家庭の教育力向上  
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教育施策大綱に 

揚げた取組 

平成 29年度教育振興基本計画に 

揚げた取組内容  
点検・評価結果 

ア 市全体での講演

会の開催など、保護

者への家庭教育に

関する学習機会の

充実 

●家庭教育学級生だけでなく、

一般市民の参加を見込んだ開

催を検討します。 

【教育振興課】 

○計３回の合同講演会を開催した。（平

日２回、土曜日１回） 

○小・中学校の保護者だけでなく、一般

市民も対象に開催し、家庭教育の大切さ

を啓発した。 

☆３回の講演会参加者数 457人 

【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】 

○昨年度に引き続き重点テーマを「基本

的生活習慣づくりと家庭学習の習慣づ

くり」とし、家庭教育学級の講座が、子

ども理解や家庭の教育力向上につなが

る内容とした。 

☆各小・中学校で重点テーマに基づく

講座を平均２回開催できた。 

□中学校における参加者の減少により、

各中学校の家庭教育学級自主運営が厳

しくなってきている。中学校における学

級生参加の啓発とともに、中学校ブロッ

クでの小中連携による合同運営を推進

していく。 

【教育振興課】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

分野別プラン① 家庭教育の推進 
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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 

揚げた取組 

平成 29年度教育振興基本計画に 

揚げた取組内容  
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、改定後の指針及び実施計画の具

体的事業について、昨年度の実施状況を

各課から取りまとめ報告し、審議会意見

及びそれに対する担当課回答を集約し、

報告書を作成した。 

【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】 

○「いまの人権と 人権のいま」をテー

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・同和問題研修会」を

開催した。 

☆中央コミュニティセンター 

 （参加者：128人） 

☆南コミュニティセンター 

 （参加者：106人） 

☆東コミュニティセンター 

 （参加者：151人） 

☆北コミュニティセンター 

 （参加者：161人） 

□内容が一部専門的・学術的な内容が 

あったため、市民に興味・関心をもって

もらう内容にするなど、工夫が必要であ

る。 

【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  
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教育施策大綱に 

揚げた取組 

平成 29年度教育振興基本計画に 

揚げた取組内容  
点検・評価結果 

ア 保育所、幼稚園、

学校、家庭、地域、

職場などのあらゆ

る場に応じた人権

教育・啓発活動の推

進 

●それぞれの場における課題を

十分に考慮しながら、適切な 

テーマや手法により教育・啓発

を進めます。 

【人権男女共同参画課】 

○各種講座や研修を実施した。 

☆市民向けの講座として、９月～３月

にかけて全６回の「人権をまなぶ講座」

を実施し、延べ 161人が受講した。 

☆12月に人権週間（12月４日～10日）

に併せて「人権週間講演会」を開催し

た。参加者数は 186人。 

○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。 

☆10,000 部を発行、全小・中学校の全

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】 

イ より効果的な施

策を実施していく

ための市民意識調

査の実施 

●平成 26 年度に実施した市民

意識調査の結果を活用しなが

ら、より効果的な事業を実施し

ていきます。次回調査は平成 31

年度に行います。 

【人権男女共同参画課】 

○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」などの研修等

を通じて、地域で啓発リーダー

として主体的に行動できる人材

の育成に努めます。 

【人権男女共同参画課】 

○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。 

☆初級修了生 26人（うち市民 10人） 

中級修了生 20人（うち市民５人） 

□修了生を今後、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（特

に市民の修了者）。 

○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。 

☆44,300部を発行、全戸配布。 

【人権男女共同参画課】 

 

 

 

 

 

 

  

分野別プラン① 人権教育・啓発活動の推進 
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エ 市民の自主的参

加を促すための講

座・研修内容の充実 

●講座や研修への新たな参加者

が獲得できるよう各種講座の内

容や周知方法などの見直しを図

ります。 

【人権男女共同参画課】 

○各種講座や研修を実施した。 

☆市民向けの講座として、９月～３月

にかけて全６回の「人権をまなぶ講座」

を実施し、延べ 161人が受講した。 

☆12月に人権週間（12月４日～10日）

に併せて「人権週間講演会」を開催し

た。参加者数は 186人。 

□「人権をまなぶ講座」「人権週間講演会」

ともに、市民の人権問題に対する理解促

進のため、近年取り上げていないテーマ

を扱った。テーマ及び講演形式を工夫し、

今後の参加者数の増加に結び付けていく

必要がある。 

【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

の情報提供のほか、パネル展な

どの実施を通じて各種啓発週間

や月間等の周知を行います。 

【人権男女共同参画課】 

○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。 

 （詳細は上記ウに記載） 

・「人権作文集」の発行、配布。 

 （詳細は上記アに記載） 

・人権週間やまどかフェスティバルなど

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】 

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。 

○中学校ブロックで人権・同和教育公開

授業を実践し、全小・中学校で人権教育

に関する研修を行った。 

【教育指導室】 
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(2) 男女共同参画社会の実現 

 

教育施策大綱に 

揚げた取組 

平成 29年度教育振興基本計画

に 

揚げた取組内容  

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

体操などを通して、妊娠・出

産・育児への協力についての

知識の普及を図ります。 

【こども健康課】 

○適切な子育て支援情報、父親が自主的に

育児参加を考える機会、相互交流や仲間づ

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、助産師の講話及び妊

婦体操等を実施した。 

☆開催回数：６回 参加者数：157人 

満足度：妊 婦 100.0% 

    ﾊﾟｰﾄﾅｰ 100.0% 

☆精神的や身体的に不安のある妊婦等に

対し、産後の訪問指導等、継続した支援を

行った。 

□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、出前講座を実施

した。 

☆開催校：２校（平野中・大野東中） 

受講生徒数：471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

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 

●平成 28年度に実施した地域

女性リーダー育成講座の受講

生について、講座内で作成し

た活動 プランを地域の中で

実践していくことができるよ

うに支援していきます。 

【人権男女共同参画課】 

○地域女性リーダー育成講座（第２期生）

についてフォローアップ講座（全２回）を

実施した。 

①「ふら～っとカフェ壱岐南」視察 

②「想いを実行するために『やりたいこと

をカタチにする』学びのワン・ツーステッ

プ」 

□平成 30 年から始まる第３期講座の運営

とともに、第１期・第２期の受講生が、実

際に地域のリーダーとなるまでの道筋を、

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、区長会な

どの機会に、各区役員への女

性の積極的な登用について働

きかけます。 

【人権男女共同参画課】 

○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、区に対し

て男女平等推進センター アスカーラ主催

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 

揚げた取組 

平成 29年度教育振興基本計画に 

揚げた取組内容  
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 アスカーラ情報誌「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 アスカーラの

登録団体に対し、会議室や備品の無償貸

し出しを行い、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 アスカーラ登録

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

等を実施し、団体の意見交換・連携を図っ

た。 

【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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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】 

☆事前協議書受理件数 18件 

（うち女性割合 40％未満 ４件） 

☆女性登用状況事前協議対象審議会等 

委員数  

809人（うち女性委員数 351人、43.39％） 

【人権男女共同参画課】 

エ 女性のキャリア

アップ支援に関す

る講座などの充実 

●「スキルアップのため資格

取得講座」のほかに、「キャリ

アプランの立て方」や「育休中

の自分磨き」講座などを開催

し、女性のキャリアアップを

支援します。 

【人権男女共同参画課】 

○スキルアップのための資格取得講座 

☆簿記３級 参加者延べ 210人 

☆簿記２級 参加者延べ 210人 

☆ＪＷ－ＣＡＤ初級講座 

参加者延べ 90人 

☆福祉住環境コーディネーター２級 

  参加者 延べ 205人 

○再就職応援事業 

☆再就職チャレンジ講座 

  参加者延べ 380人 

☆ＷＯＲＤ／ＥＸＥＬを使った簡単 

ＰＯＰ・チラシ作成講座 参加者 39人 

☆キャリアアップ講座 

 参加者延べ 47人 

【人権男女共同参画課】 
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教育施策大綱に 

揚げた取組 

平成 29年度教育振興基本計画に 

揚げた取組内容  
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

広報掲載などにより重点的に

啓発を行います。 

●若年化するＤＶ被害を防止

していくため、中学生を対象と

したデートＤＶの防止に関す

る研修を実施していきます。 

 

【人権男女共同参画課・ 

教育指導室】 

○ＤＶ防止キャンペーン事業 

・啓発展示（大野城まどかぴあ館内） 

 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（西鉄福岡駅前にてチラシ配布） 

・講演会「ＤＶ,デートＤＶ～暴力が子ど

もに与える影響を考える～」 

 参加人数 21人 

○全中学校にてデートＤＶ研修（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 154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相談窓口を紹介する「ＤＶホット

ラインカード」を作成し、市庁舎、市内

公共施設、大型商業施設、筑紫医師会所

属医療機関に配布した。 

○庁内関係課の手続きを一覧にしたパン

フレットを作成し、関係課窓口に設置し

た。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 

揚げた取組 

平成 29年度教育振興基本計画に 

揚げた取組内容  
点検・評価結果 

ア まどかぴあ、コ 

ミュニティセン 

ター、公民館での市

民に身近な芸術文

化事業の実施 

●「お出かけ事業（地域の施設

に出向いての、事業実施など）」

を積極的に活用し、各地域での

ミニコンサート等の「身近な」

事業を実施します。 

【コミュニティ文化課】 

○平成 29年度アウトリーチ事業「お出か

けコンサート」を実施した。 

☆実施回数：３回 

実施事業所数：３か所 

【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】 

○平成 29年度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：68回 

実施校数：７校 

【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、様々な場を高揚の機会と捉

え、市内文化団体と相互に連

携、協働しながら、芸術文化の

振興を図ります。 

【コミュニティ文化課】 

○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 

揚げた取組 

平成 29年度教育振興基本計画に 

揚げた取組内容  
点検・評価結果 

ア まどかぴあ、コ 

ミュニティセン 

ター、公民館におけ

るホームページや

機関紙の作成と、芸

術文化活動の情報

発信 

●ホームページや機関紙を活

用した情報発信の内容の充実・

強化を図ります。 

【コミュニティ文化課 

・地域行政センター】 

○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 
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教育施策大綱に 

揚げた取組 

平成 29年度教育振興基本計画に 

揚げた取組内容  
点検・評価結果 

ア 文化連盟などが

開催する、まどか文

化祭やジュニアと

きめき文化祭など

の芸術文化イベン

トへの支援 

●各団体による芸術文化イベ

ントの内容を充実させるため、

助言や支援を行います。 

【コミュニティ文化課】 

○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 531人 

          出展者数 103人 

  「ジュニアときめき文化祭」 

          出演者数 830人 

          出展者数 181人 

【コミュニティ文化課】 

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・他市との文化交流などの取組を

行った。 

☆「文化連盟所属の子ども会員」 

   519人 

【コミュニティ文化課】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

分野別プラン③ 市民文化の醸成 

 

ジュニアときめき文化祭 
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教育施策大綱に 

揚げた取組 

平成 29年度教育振興基本計画に 

揚げた取組内容  
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。旗の舞については、中学校の体育

祭においても披露した。 

☆参加者数  

 「大野城の舞」29人 

 「旗の舞」75人（参加中学校数５校） 

「大野城物語ショー」52人 

○「大野城物語」は転入世帯すべてに小冊

子を配布している。また電子書籍化し、Ｐ

Ｒに努めた。 

☆転入者数約 6,000人 

□引き続きＰＲを進めていく必要があ

り、その方法については更なる工夫が求

められる。 

【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】 

(2) 文化財の保護・活用 

 

教育施策大綱に 

揚げた取組 

平成 29年度教育振興基本計画に 

揚げた取組内容  
点検・評価結果 

① 歴史・子ども・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

設工事を完成させるとともに、

開館(平成 30 年７月予定)に向

けての準備を進めます。 

【ふるさとにぎわい課】 

○平成 29 年 12 月に建設工事が完了、平

成 30 年３月には展示製作業務が完了し

た。 

□併せて、開館に向けた各種準備を進め

ている。 

【心のふるさと館運営課】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

分野別プラン④ 文化遺産の活用と次世代への継承 

 

リーディング・プラン  まちの魅力向上 
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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 

●整備を行った登山道を使っ

た事業を実施し、ＰＲを行い、

活用を図ります。 

【ふるさと文化財課】 

○６月の「大野城を歩く」や 11月の「大

野城跡さわやかハイク」などで、積極的に

登山道の活用・ＰＲを行った。 

☆「大野城をあるく」参加者数 22人、

「大野城跡さわやかハイク」 

 参加者数約 100人 

○登山道整備の一環として、トイレ設置

工事を実施し、９月から供用を開始した。 

□登山道のＰＲを積極的に行いながら、

トイレの管理を適切に進め、利用促進に

努める。 

【ふるさと文化財課】 

④ 他自治体で開催さ

れる古代山城サ 

ミットに対する協

力・支援、及び古代

山城所在自治体と

の交流・連携 

●福岡県朝倉市で平成 30 年度

に開催を予定されている古代

山城サミットに向けて、協力・

支援を行います。 

【ふるさと文化財課】 

○８月に大野城市で担当者会議を実施し

た。また、平成 29年７月の九州北部豪雨

の影響で、平成 30年度の古代山城サミッ

ト朝倉大会は中止となり、同年大野城市

で開催することとなった。 

☆担当者会議参加者 29人（19自治体） 

□平成 30年度のサミット開催に向けて準

備を進める必要がある。 

【ふるさと文化財課】 

 

 

 

教育施策大綱に 

揚げた取組 

平成 29年度教育振興基本計画に 

揚げた取組内容  
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 

●指定候補物件の調査・検討を

進め、文化財指定を行い、保護・

啓発を行います。また、史跡の

追加指定にむけて地権者と協

議を進め、保護・保存に努めま

す。 

【ふるさと文化財課】 

○史跡の追加指定について、６月に地権

者説明会を実施した。また市指定文化財

の新規指定について検討を行った。 

☆有形文化財１件（古野遺跡経筒）を新

規に指定した。 

□水城跡の追加指定を着実に進めていく

必要がある。また新たな市指定文化財の

選定に向けて検討を行う必要がある。 

【ふるさと文化財課】 

 

 

 

 

 

 

 

分野別プラン① 文化財の保存・継承 
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教育施策大綱に 

揚げた取組 

平成 29年度教育振興基本計画に 

揚げた取組内容  
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 

●牛頸須恵器窯跡整備基本設

計に基づき、法面保護工事、樹

木整理等を行います。 

【ふるさと文化財課】 

○樹木整理工事・樹木調査・覆屋設計等を

実施した。 

○史跡環境整備サポーター事業として、

市民参加型の樹木伐採等を実施した。 

☆史跡環境整備サポーター事業参加者

計 80人（計７回） 

□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。 

●収蔵庫の整備を実施します。 

【ふるさと文化財課】 

○埋蔵文化財及び民具の整理を行い、  

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 1,459 点等を行い、台帳を作成し

た。 

○牛頸に文化財収蔵庫を建設した。 

☆牛頸収蔵庫へ一部埋蔵文化財及び民

具の移動を行った。 

□データベース化を計画的に進めなが

ら、収蔵物の管理を適切に行い、活用方法

についても検討が求められる。 

【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】 

○中ノ島広場周辺散策路整備工事・樹木

整理工事・発掘調査等を実施した。 

○史跡環境整備サポーター事業として、

市民参加型の樹木伐採等を実施した。 

☆発掘調査現地説明会参加者約 160人、

史跡環境整備サポーター事業参加者計

50人（計３回） 

□計画に基づいて今後も整備を進めてい

く必要がある。 

○水城と同時に築造された小水城跡に、

市民が憩える「小水城ゆめあかり広場」を

整備した。 

【ふるさと文化財課】 

 

 

 

  

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 

●地域の連携・協力を得なが

ら、保存整備計画の策定を進

め、工事へ向けての準備を進め

ます。 

【ふるさと文化財課】 

○地元区でのワークショップ、近隣住民・

地元小中学校アンケート等を踏まえて、

整備計画・設計を策定した。 

☆ワークショップ参加者計 34人（計３

回）、近隣住民アンケート回答者 24人、

小中学校アンケート 333人 

○善一田古墳の周知を図り、整備への機

運を高めるため、現地公開・考古学講座・

文化財講演会・企画展を実施した。 

☆現地公開参加者 73人、 

考古学講座参加者計 249人（計６回）、

文化財講演会参加者 102人、 

企画展見学者 415人 

□周知・啓発を進めながら、適切に整備工

事を実施する必要がある。 

【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」管

理運営計画に基づき、館で活動

する市民サポーターの組織体

制づくりや育成を進めます。 

●史跡案内のボランティア「山

城楽講」と協働して出前講座や

史跡案内を積極的に実施しま

す。 

【心のふるさと館運営課・ 

ふるさと文化財課】 

○館で活動する市民サポーターの体制と

して、「ふるサポの会設置要綱」を制定す

るとともに、サポーター募集を行い約 70

人が登録している。 

○サポーター登録者は、館での活動に備

え、随時「ガイダンス」「入門研修」「スキ

ルアップ研修」を受講している。 

【心のふるさと館運営課】 

○小・中学校などに対し、山城楽講の受講

生と協力して出前講座を実施した。 

☆出前講座参加者 5,034人（計 59回）、 

山城楽講活動回数 33回 

□ボランティアの育成、活動支援を積極

的に進める必要がある 

【ふるさと文化財課】 

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学習をカリキュラムに位

置づけ、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した。 

【教育指導室】 
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教育施策大綱に 

揚げた取組 

平成 29年度教育振興基本計画に 

揚げた取組内容  
点検・評価結果 

① 駅などを基点

として、歩きな

が ら 地 域 の 自

然・文化・歴史な

どを楽しめる散

策路「（仮称）大

野城トレイル」

基本計画の策定

と整備 

★平成 28 年度に実施したワーク

ショップの成果等に基づき、上大

利にある小水城跡の整備を進め

ます。 

【ふるさと文化財課】 

○発掘調査、修正設計等を行ったうえ

で、小水城跡の整備工事を実施した。

また広場の愛称を募集した。 

☆発掘調査現地説明会参加者数 

274人、広場命名応募者数 212人 

□より積極的な周知・活用を進める必

要がある。 

【ふるさと文化財課】 

 

 

 

 

 

 

リーディング・プラン  人と環境にやさしい、質の高いまちづくり 

小水城ゆめあかり広場 
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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 

揚げた取組 

平成 29年度教育振興基本計画に 

揚げた取組内容  
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、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づくり

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】 

○市独自のコミュニティスポーツ倶楽部

の設立に向け、県・体育協会等と継続し

て協議を行った。 

□設立形態及び条件を再度確認し、関係

機関との調整を行いながら、設立に必要

な環境整備を進めていく必要がある。 

○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 23教室） 

☆実施回数 171 回 参加人数 4,809 人

（前年度 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る。 

【スポーツ課】 

イ コミュニティ地

区 に お け る 軽 ・  

ニュースポーツの

普及・推進 

●「ＭＡＤＯＫＡれくスポ祭」

や「出前講座」などを通じ、軽・

ニュースポーツの普及、推進に

取り組みます。 

【スポーツ課】 

○れくスポ祭や出前講座等を開催し、誰

もが気軽に楽しめる軽・ニュースポーツ

を体感する機会を創出することで、生涯

スポーツの意識付を行った。 

☆「ＭＡＤＯＫＡれくスポ祭」参加者 

 各コミ計 6,190人（前年度 6,260人) 

☆出前講座 20件 1,003人 

（前年度 15件  563人） 

☆実施種目 五目お手玉、ドッヂビー、

わなげ、ペタンク、バッゴー、ダーツ、

ユニカール 

□新たな軽・ニュースポーツ種目を取り

入れ、更なる普及・推進を図る。 

【スポーツ課】 

 

 

 

 

 

分野別プラン① 大野城市スポーツ推進計画の策定 

 

分野別プラン② 生涯スポーツの推進 
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教育施策大綱に 

揚げた取組 

平成 29年度教育振興基本計画に 

揚げた取組内容  
点検・評価結果 

ア 体育協会及び競

技団体、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 54団体 1,578人 

（前年度 56団体 1,573人） 

  競技種目団体 96団体 2,281人 

（前年度 99団体 2,417人） 

□スポーツ登録団体の公平性を確保する

ために、団体への適正な指導管理を随時

行っていく。 

【スポーツ課】 

イ 中学校部活動へ

の支援 

●指導者が不足する部活動へ

体育協会のスポーツ・レクリ 

エーションリーダーバンク制

度を活用し、外部指導者の派遣

を行います。また、併せて制度

の充実を図っていきます。 

●生徒数の減少により、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。 

☆派遣指導者 17人 1,090回 

（前年度 16人 1,267回） 

大野中学校  ４種目 411回 

大野東中学校 ４種目 179回 

大利中学校  ４種目 136回 

平野中学校  ５種目 355回 

御陵中学校  １種目   9回 

(※１人の指導者で複数種目の派遣有) 

□県の「部活動指導員配置事業」との整理

が必要。 

○大野東中と御陵中において、合同部活

動（１種目）を試行実施した。 

□試行期間（27年度～29年度）終了後の

成果検証を行う必要がある。 

【スポーツ課】 

 

 

 

 

分野別プラン③ スポーツ活動団体の支援・連携 
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教育施策大綱に 

揚げた取組 

平成 29年度教育振興基本計画に 

揚げた取組内容  
点検・評価結果 

ア コミュニティセ

ンターにおける備

品整備など、誰もが

身近な場所で気軽

にスポーツを楽し

むことができる環

境づくりの推進 

●軽・ニュースポーツの研究を

進めるとともに市民が身近な

場所で気楽に運動できる環境

を整備します。 

【スポーツ課】 

○新たな軽・ニュースポーツの情報収集

を行ったり、出前講座のアンケート等を

参考に、誰もが容易に取り組める種目の

検討を行った。 

□各コミュニティが所有する備品を確

認・把握し、各コミュニティの実情に応

じた計画的な備品購入を行っていく。 

【スポーツ課】 

イ 総合公園など、各

スポーツ施設の老

朽化対策と効率的

な管理運営の実施 

●平成 27 年度に作成した改修

計画をもとに、経年劣化の進ん

だ市内のスポーツ施設を、安全

で快適に利用できるよう年次

的に改修を行っていきます。 

【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 

☆北市民プール鉄骨階段更新工事 

☆総合体育館外壁防水改修工事 

□施設改修計画について、施設の状況や利

用者の要望を確認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、施設のより一層の利用促進

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 9,712人(前年度 12,083人) 

□近年、利用者数が減少しているため、適

切な施設の維持管理を行う中で、利用者

数増加を図るための周知や仕組みづくり

が必要である。 

【スポーツ課】 

エ 小学校運動場の

公園的利用の推進 

●学校開放時間外に、小学校運

動場を公園と同様の取扱いに

より、地域に開放します。 

【スポーツ課】 

○全小学校の運動場を、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 127,585人 

（前年度 120,212人） 

□運動場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】 

  

 

 

 

 

 

 

分野別プラン④ スポーツ施設の整備・管理 
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オ 利用登録者の自

己責任、自己管理方

式による小・中学校

運動場及び体育館

の地域開放の促進 

●本市が独自に進めるコミュ

ニティスクールの取組として、

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

及び体育館を学校開放施設と

して地域に開放します。 

【スポーツ課】 

○登録団体の定期使用等に対して、学校

体育施設を開放した。 

□学校体育施設の開放を行う方法・手段

について、周知徹底を図っていく。 

【スポーツ課】 

 

 

教育施策大綱に 

揚げた取組 

平成 29年度教育振興基本計画に 

揚げた取組内容  
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

など、スポーツ・レ

クリエーション競

技大会の実施と周

知促進 

●多くの市民が気軽に楽しく

軽・ニュースポーツに親しむこ

とができる事業を、関係機関と

の連携により実施します。ま

た、広く市民が参加してもらえ

るよう周知に努めます。 

【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、各機関ごとのホームページにおいて

事業の周知に努めた。 

☆「いこいの森ロードレース」 

参加者 1,254人（前年度 中止） 

☆「まどかリンピック（総合開会式・綱

引大会・陸上競技大会）」 

  参加者 1,384人（前年度 1,286人） 

□今後も様々な媒体、機会を捉え、更なる

事業の周知を図っていく。 

【スポーツ課】 

イ コミュニティ単

位での交流事業開

催などによるレク

リエーション活動

の推進 

●「いつでも」「どこでも」「だ

れでも」スポーツ・レクリエー

ションを親しむことができる

ように、地域の特性を活かした

コミュニティ単位による生涯

スポーツの推進を目指します。 

【スポーツ課】 

○ＭＡＤＯＫＡれくスポ祭等において、

各コミュニティ毎に企画立案を行い、地

域の特性を活かした軽・ニュースポーツ

大会を実施した。 

□出前講座の依頼状況や各地域で自主的

に行っているスポーツ・レクリエーショ

ン活動を把握し、交流事業開催等の支援

を行っていく。 

【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 

揚げた取組 

平成 29年度教育振興基本計画に 

揚げた取組内容  
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。また、次期国際化推進プ

ランの策定準備を進めます。 

【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、市刊行物等の翻訳などに加え、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。 

☆平成 29 年度の通訳件数 59 件（対応

窓口総件数 80件、委託翻訳件数７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

などの国際交流イ

ベントにおける幅

広い市民参画の促

進 

●関係団体と協力しながら、市

民への国際交流イベントの周

知・ＰＲを徹底します。 

【ふるさとにぎわい課】 

☆市民参加型の国際交流イベントを実

施した。 

・11月４日(土)５日(日)のまどかフェス

ティバルにて国際交流フェスティバル

〔外国料理屋台出店（販売食数 583食）・

ステージイベント（来場者数約 50人）〕 

・２月 25日(日)に国際交流パーティ（参

加者数 121人） 

・習字体験などの文化講座（参加者数 62

人） 

【ふるさとにぎわい課】 

ウ 外国語によるイ

ベント周知など、 

ホームページを活

用した外国人市民

の地域社会への参

画の促進 

●広報紙や地域行事、休日夜間

当番医などの情報を翻訳し、 

ホームページ等を通じ在住外

国人への情報提供を行います。 

【ふるさとにぎわい課】 

○広報紙の英語抜粋版「Ｊｏｅ’ｓ Ｎ

ＥＷＳ」を広報発行に併せ毎号作成、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。 

【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 
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教育施策大綱に 

揚げた取組 

平成 29年度教育振興基本計画に 

揚げた取組内容  
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】 

○平成 29年度も継続して支援を行った。 

【ふるさとにぎわい課】 

イ 外国人を対象と

した日本語スピー

チコンテストや外

国語ができる人材

の育成を目的とし

た外国語スピーチ

コンテストの実施 

●英語・日本語スピーチコンテ

ストの実施を通した、外国語が

できる人材の育成に努めてい

きます。  

【ふるさとにぎわい課】 

○11月５日(日)に第４回の英語・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８人、高校生・

大学生の部 10人、日本語部門５人がス 

ピーチを行い、来場者は 98 人であっ

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】 

 

分野別プラン② 国際感覚豊かな人づくり 

 

英語・日本語スピーチコンテスト 
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８．その他 

(1) 保健医療・健康・食育の推進 

 

教育施策大綱に 

揚げた取組 

平成 29年度教育振興基本計画に 

揚げた取組内容  
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：24 回 参加人数：1,386 人 

□相談予約者が多い日は、相談の質の確保

に努めるため、対応するスタッフの人数に

留意する必要がある。 

□「言葉」に関する相談件数が増加傾向に

あるため、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）を開催した。 

☆開催数と参加者数 

情報コース：３回（19人） 

お産コース：３回（33人） 

栄養コース：３回（23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。 

□参加者数増のために、実施内容を充実

していく必要がある。 

【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 

 

すくすく子育て（両親）教室 
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イ 乳幼児健康診査・

歯科検診の実施 

●４カ月、10カ月、１歳６カ月、

３歳児の小児科健診(集団健診

含)の受診勧奨に努めるととも

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カ月児及び３歳児の

歯科検診の受診勧奨に努め、む

し歯予防に関する保健指導を

行い、意識の向上を図ります。 

【こども健康課】 

○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、栄養指導及び歯

科診察(１歳６カ月児・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及び県内の特別

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

援の情報提供も行った。 

☆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。 

○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カ月児：1,059人（100.0%） 

10カ月児：1,036人(99.2%) 

１歳６カ月児 

 小児科：1,033人(98.4%) 

  歯科：1,000人(95.2%) 

３歳児 

 小児科：1,038人(99.4%) 

  歯科：1,038人(99.4%) 

□未受診者への受診勧奨を今後も継続し

ていく必要がある。 

【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 27.7％（暫定値）で

あり、昨年度と同等程度の結果であった。 

【すこやか長寿課】 
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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】 

○各学校のカリキュラムをもとに、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】 

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 

揚げた取組 

平成 29年度教育振興基本計画に 

揚げた取組内容  
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勧奨 

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 

の助成 

☆子どもの定期予防接種（13 種）の延

べ接種者数：26,525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。 

申請件数(実件数)：19件 

接種延回数     ：124回 

□適切な時期に予防接種を受けることが

できるように、助成制度の周知を図る。 

【こども健康課】 

   

分野別プラン② 感染症の予防・対策 
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イ 「新型インフルエ

ンザ等対策行動計

画」に基づく対策の

実施 

●インフルエンザの感染予防

策（マスク着用・咳エチケット・

手洗い・うがい、人混みを避け

る等）の普及啓発を図ります。 

【すこやか長寿課】 

○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】 

 

 

教育施策大綱に 

揚げた取組 

平成 29年度教育振興基本計画に 

揚げた取組内容  
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、既

存のパンフレットの反省を踏まえ、新小

学１年生用・新中学１年生用と対象を絞

った新しいパンフレットを各 4,000 部作

成。 

○既存のパンフレットは、給食試食会、新

１年生入学説明会時に説明し、活用した。 

□新パンフレットは、今後、中学校の入学

説明会時での配布を検討する。 

【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

元農作物ならびに食の大切さ

の周知を行います。 

【ふるさとにぎわい課】 

○じゃがいもの収穫体験(６月 18日(日))・

作付け体験(２月４日(日))を実施した。地

元食材を使った、「ぼっかけ」や「豚汁」の

ふるまいも行った。 

☆収穫体験参加者 68 人(保護者 32･子 36）

作付け参加者 81人（保護者 40・子 41） 

【ふるさとにぎわい課】 

エ 健康・食育フェス

ティバルなどのイ

ベントによる食育

の普及啓発の推進 

●健康・食育フェスティバルの

食育コーナーで、朝ごはんの大

切さなどを呼びかけ、望ましい

食習慣を身につけるよう啓発

します。 

【こども健康課・ 

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】 

   

 

   

分野別プラン③ 食育の推進 
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オ 地域での食育活

動を推進している

食生活改善推進会

などの団体への活

動支援や事業連携

の推進 

●子どもや高齢者等を対象に、

市民の健康の向上を図るため、

地域における各種食生活改善

推進会事業（親子料理教室、高

齢者との交流会、各種料理講習

会等）の実施を支援します。 

【すこやか長寿課】 

☆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(18

区)、高齢者との交流会(18区)が開催され

た。 

【すこやか長寿課】 

  

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」で得られた意見を参考

に、容器の更新時に併せて、よ

り良い見栄えとなるような色

に順次変更を行います。 

●中学校の入学説明会におい

て、ランチ給食サービスのリー

フレットの配布や内容説明な

どにより、保護者の理解を浸透

させ、利用促進を図ります。 

●給食やランチ給食サービス

を通し、「食」の大切さへの理解

を促進します。また、イベント

食（卒業お祝いなど）などによ

り「楽しさ」も演出するととも

に、献立・メニューの充実改善

に努めます。 

【教育政策課】 

○意見交換会における意見を参考に、「パ

ンメニューの導入」や食数が増加した学

校への「券売機の追加設置」を実施した。 

○ランチ給食サービスを紹介するリーフ

レットを作成し、中学校入学説明会での

保護者説明及び配布を行った。 

○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 小学校などにお

ける地元産野菜や

地元製造品を使っ

た給食の推進 

●給食やランチ給食サービス

において地元産野菜や市商工

会推奨品（大野ジョーハッピー

リング）などを使用し、地産地

消を推進します。 

【教育政策課】 

○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。 

☆市産じゃがいも、たまねぎを使用し

たメニュー実施日数 ５日間 

○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 1,041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 

揚げた取組 

平成 29年度教育振興基本計画に 

揚げた取組内容  
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 

34,725人（一日平均 124人） 

【こども未来課】 

○『おおのじょう子育てサポートブッ

ク』の作成を行い（平成 30 年度より配

布）、子ども情報センターを中心とした

子育て関連事業間の連携への取組の推

進を行った。 

○子育て支援センターにおいて、親子あ

そび教室（10組×６回コース）を年３回、

リーダー養成講座（６回コース）を開催

し（参加者数 17人）、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

推進した。 

【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】 

○公民館親子サロンを 24 区（合同開催

含む）において開催し、出前講座の実施

や備品の貸出などによるサロン充実に

向けた支援を行うとともに、未開催区

（３区）への開催の要請を行った。 

○公民館親子サロンへの備品の貸出を

10件行い（前年比▲３件）、さらに各区

における出前講座（各区年４～６回）を

実施するなど、地域の子育て支援活動の

活性化を図った。 

【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 

●本年度における事業計画見直

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】 

○子ども・子育て支援事業計画につい

て、子ども・若者育成会議（子育て支援

部会）の中で進捗状況の確認や実態に照

らした計画値の再検討を行うなど「中間

見直し」（平成 29年度が５年計画におけ

る中間年度に該当）を実施し、子育て支

援施策の充実・拡大に向けた目標の再設

定を行った。 

○待機児童の解消に向けて、保育定員の

拡充、幼稚園から認定こども園への移行

を行い、市内全体で認可保育所等の定員

を 122人増員した。 

○保育士確保に向けて、７月２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で、待機児童の受

入人数に応じた運営補助を９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

５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 1,453件（月平均 132件） 

【こども未来課】 

 
 
 
 

教育施策大綱に 

揚げた取組 

平成 29年度教育振興基本計画に 

揚げた取組内容  
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

てサークルなどに

関する情報提供の

充実 

●子育て関連団体から事業・活

動（子育て支援）の情報を収集

し、担当者によるネットワーク

会議を開催しながら、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】 

○子育て関連事業に関する情報の取り纏

めを行い、『おおのじょう子育てサポート

ブック』を作成した。平成 30 年度に同 

ブックの配布を開始するとともに、同ブ

ックの活用促進及び子育て支援関連事業

者間の連携強化をねらいとするネット 

ワーク会議を開催する方針を取り決め

た。 

【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

師等による訪問と合わせて全

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 

妊産婦等：1,098人 乳児：1,108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：26人 乳児：26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

体調不良などで、育

児や家事が困難な

家庭へのホームヘ

ルパー派遣による

育児や家事援助 

サービスの提供 

●育児支援や家事援助を行う

ことで、養育者の負担を軽減

し、適切な養育環境の確保を図

ります。また、ＰＲ活動を充実

させ、事業の周知に努めます。 

【こども健康課】 

○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：61人 延べ利用者：50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 

●事業の周知徹底と定期開催

（午前・月８回、午後・月１回）

を継続し、事業の推進を図りま

す。 

●３歳児健診時に、ブックス 

タートに関するアンケートを

実施し、結果の分析と事業効果

の検証等を行い、必要に応じて

実施内容の改善・工夫を図りま

す。 

【子育て支援課】 

○ブックスタート事業の周知徹底（対象

者向けの案内や広報活動等）と定期開催

（年間計 107 回開催）を継続し、事業参

加の推進を図った（参加率 76.4%⇒前年

比＋6%）。 

○ブックスタート参加者へのアンケート

を実施し、事業趣旨の理解度や内容・実

施時間等の満足度の分析を行った上で、

今後のより良い事業運営につき検討し

た。 

【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 

●平成 28年 10月から拡充した

医療費の助成制度（入院…中学

３年生まで、通院…小学６年生

まで）を継続し、子育て世帯の

負担軽減を図ります。 

【国保年金課】 

○子ども医療対象 

入院・・・中学３年生まで 

通院・・・小学６年生まで 

☆助成件数と助成金額 

小学生通院 59,315件、91,497千円 

中学生入院 97件、13,475千円 

         【国保年金課】 

 

  

教育施策大綱に 

揚げた取組 

平成 29年度教育振興基本計画に 

揚げた取組内容  
点検・評価結果 

ア 学校施設などを

活用した保育内容

の充実 

●入所者数の増加に伴い、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 28 年度には家具転

倒防止対策を行いました。平成

29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（平成 28 年策

定）、公共施設マネジメント計画（平成 29

年策定）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】 

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 

●大野北小・大野東小・月の浦

小で平成 28 年度から試行を開

始した「ランドセルクラブ」の

実施状況を検証し、「放課後子

ども総合プラン」を推進するた

めの取組（「ランドセルクラブ」

と「留守家庭児童保育所」との

一体的運営）を進めます。 

 

【こども未来課・教育振興課】 

○ランドセルクラブの開始に伴いアンビ

シャス広場を廃止し、目的や要素を承継

する方針とした。 

○国の示す放課後子ども総合プランに基

づき、留守家庭児童保育所とランドセル

クラブが連携し、モデル３校で一体的運

営を行った。 

□モデル校での成果をふまえ、両事業が

より充実した一体的運営を行えるよう検

証を重ね、今後実施する学校においても

一体的運営を行う。 

【こども未来課・教育振興課】 

 

 

分野別プラン② 放課後児童施策の推進 
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(3) 安全・安心まちづくりの推進 

 

教育施策大綱に 

揚げた取組 

平成 29年度教育振興基本計画に 

揚げた取組内容  
点検・評価結果 

① コミュニティ単位

の総合防災訓練お

よび総合避難訓練

の継続的な実施 

★災害発生時に学校・地域住

民・行政がスムーズな連携の下

に活動できるよう、それぞれが

一体となって参加する大野城

市総合避難訓練の実施に向け

て協議を進めます。 

【安全安心課】 

○北地区コミュニティに実行委員会を設

置、訓練開催に向けて協議を重ね、コミュ

ニティならびに該当各区において、一斉

に訓練を実施した。 

☆総参加者数：1,591人、21団体 

（うち避難者 1,129人） 

☆協定締結事業者等：21団体（社協・国

際交流協会・事業者等） 

☆逃げタオル運動参加世帯 1,898世帯 

□平成 30年度も実施地区コミュニティと

十分に連携し、参加者総数 1,600人、逃げ

タオル運動参加世帯 1,900世帯を目指す。 

【安全安心課】 

 

教育施策大綱に 

揚げた取組 

平成 29年度教育振興基本計画に 

揚げた取組内容  
点検・評価結果 

① 市内４地区の防犯

パトロール隊員の

拡大 

●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、登録の拡

大を目指します。 

【安全安心課】 

☆登録者数 719人（３月末現在） 

□平成 30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 58（３月末現在） 

（前年比 28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

などを通した自主

防災組織活動の充

実・強化と指導者の

育成 

●市内 27 区の自主防災組織に

よる訓練等防災活動への支援

を通じて、自助、共助による防

災力の充実・強化を図ります。 

【安全安心課】 

○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 24 区が（延べ 52 回）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 

リーディング・プラン  市民の減災・防災意識の向上 
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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  ３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 ９件 

補助合計額 約 477.7万円 

□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 

揚げた取組 

平成 29年度教育振興基本計画に 

揚げた取組内容  
点検・評価結果 

ア 防犯教室や訓練

などの継続的な実

施 

●不審者に対応する避難訓練

をすべての小学校で実施しま

す。 

【教育指導室】 

○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 16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

公表を行った。 

【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 

揚げた取組 

平成 29年度教育振興基本計画に 

揚げた取組内容  
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・安全安心課】 

☆３月末現在の登録者数 6,742人 

 （対前年度比：3.6％増） 

【危機管理課・安全安心課】 

イ 犯罪防止に関す

る情報の市民ニー

ズに即した内容や

発信方法の検討 

●公民館・コミュニティセン 

ターと連携して、市民の目に留

まるような掲示方法を検討し

ます。 

●各区に対して、公民館だより

への掲載依頼を行います。 

【安全安心課】 

○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 

揚げた取組 

平成 29年度教育振興基本計画に 

揚げた取組内容  
点検・評価結果 

ア カーブミラー、 

ガードレール、ガー

ドパイプなどの交

通安全施設整備や

通学路の路側帯カ

ラー塗装の実施 

●地域の実態に配慮した交通安

全施設の整備を進めるととも

に、既存施設の安全管理に努め

ます。 

【建設管理課】 

○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 28基 

カラー塗装 600ｍ（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、危険箇所に対する対応について

検討を行った。 

【教育振興課】 

ウ 小・中学校及び高齢

者を対象とした交通

安全教室の開催 

●市交通安全指導員と協力・連携

し、道路での歩行や交通ルール等

の指導（小学校１年生）、自転車

教室（小学校４年生・中学校１年

生）を開催するとともに、高齢者

を対象とした交通安全教室につ

いても、より多く開催できるよう

広報に努めます。 

【教育指導室・安全安心課】 

☆全小・中学校と５か所の学童保育所、

８か所のシニアクラブ、３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  

○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（平野小学校・大野中学校） 

 （ 平野小学校運営協議会 会長 田中 保 ） 

 （ 大野中学校運営協議会 会長 藤田 實 ） 

 ※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 28 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 

◇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つながってい

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。 

 

 

・読書リーダー養成事業は５年目を迎え、学校

や図書司書にもその活動が認知され、連携体制

が推進されている。 

・具体的には、夏休みの基礎講座で図書司書が

児童と共に学校での実践活動の計画を立て、２

学期に各校で実施し、２月の交流会で他校の取

組発表を開き、自校の取組の参考としている。 

・読書リーダー養成事業に限らず、まどかぴあ

図書館、学校図書館、地域の読み聞かせボラン

ティア等が「大野城市図書関係機関・団体連絡

協議会」を核として連携を深められるよう支援

していく。 

◇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。 

 

・平成 30 年度までに順次開催準備を進め、平成

31年度には市内全小学校で実施することとした。 

・「一人一人に向き合う必要がある児童支援」、

「安全安心な運営」、「多種多様な体験学習の提供

のための企画・調整」などに対応できる人材とし

てのコーディネーターを地域から選出した。 

・コーディネーターの配置により、運営体制や児

童の支援・指導方法の安定が図られたと同時に、

学校・家庭・地域と行政のつなぎ役として、ＰＴ

ＣＡ活動の充実につながった。 

・３つの放課後事業を整理するため、学校施設内

開催のアンビシャス広場はランドセルクラブ実

施に伴い統合する。また、留守家庭児童保育所と

ランドセルクラブの一体化については、国の動向

も注視しながら、今後の方向性を慎重に研究す

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、質の評価の向上につながると考える。 

 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

 

・重点テーマにかかわる講座では、学校長や教

頭、主幹教諭等の協力を得たり、福岡教育事務

所の社会教育主事を講師に招聘することで、重

点的に取り組んでいる。習慣づくりに関して

は、家庭と学校が連携して取り組むことが重要

であるため、引き続き重点講座とする。 

・各校における講座を「講話」と「実技・実

習」に分け、それぞれの参加人数や受講生の感

想等をもとに、講座の内容を分析・評価し、子

育てに活かしたり保護者の悩み解消につなげた

りできる質の高い講座実施につなげていく。 
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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。 

・家庭教育の大切さについては、学校やＰＴＡ

との関わりや小・中学校間の連携を深めてい

き、ＰＴＡ総会や学級懇談会の機会をとらえ啓

発したり、学校と連携してプリントやメールで

参加を募ったりして、より多くの保護者に学習

の場を提供し普及に努める。 

・家庭教育の向上のため、今後も学校・ＰＴＡ

と連携し、ＰＴＡ合同研修会や小中合同講座の

実施も行う。 

 

（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 

市内小中学校において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、小中学校だけではなく約 6,000 人の市

民に対し出前講座が実施され、「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。 

学習教材の対象となっていない牛頸須恵器窯跡

を「牛頸須恵器窯跡保存管理計画」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」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ので、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。 

 

市内小中学校で行われているふるさと学習

では、水城跡や大野城跡に足を運んで学ぶ現

地学習の要望も多く、理解が深まったと考え

る。 

出前講座は 5,034 人であり、小中学生も含

み多くの市民が利用した。 

大野城歴史の散歩道に続き整備した大城自然

の宝道は、その名称も大城小学校の生徒に協

力して提案してもらい決定に至った。地域に

親しみやすい名前が選考され、今後も親しみ

をもって多くの人が利用してくれるものと感

じている。 

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るとともに、心のふる

さと館オープンに伴い、理解が深まるように

していきたい。 

教職員に対しては、大野城心のふるさと館

がオープンすることで大野城市の歴史も理解

しやすくなるものと考えられ、ふるさと館を

活用した教職員の研修についても検討してい

きたい。 

学校運営協議会の場で、「ふるさと学習」の

これまでの成果について協議することができ

た。 

◇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。 

特に文化財関連の事業を行う際には積極的に情

 

例年どおりさまざまな事業やイベントの中

でふるさとの歴史と文化を伝えることができ

た。出前講座には 5,034 人、山城塾には 423

人、文化財講演会には 102 人等、平成 29 年度

文化財に関連した事業への参加者は延べ人数

で 10,835 人となっている。引き続きふるさと

意識の醸成に向けて力を入れていく予定であ

る。 

広報 15日号に掲載している文化財関連の記

事は、平成 29 年度は大野城市の地名をテーマ

に展開し、地名からわかるふるさとの歴史を
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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、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り、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。 

伝えることができた。 

また、積極的な情報提供も行い、年齢に関係

なくふるさとの歴史を理解しやすいように注

意しながら進めていった。 

歌「私のふるさと」については、おおの山城

大文字まつりのオープニングで市内の小中学

生の合唱により披露し、まつりを盛り上げる

ことに貢献できた。区長会にＣＤを配布し、市

内のいろんな場面で歌っていただけるように

ＰＲを行った。 

歴史資料展示室は平成 30 年 3 月 31 日を 

もって、閉室となった。今後は心のふるさと館

の中で大野城市の歴史が今まで以上に多くの

人に理解してもらえるよう、展示について、ふ

るさと館準備室(当時)と協議を進めた。 

平成 29 年度は水城跡が大野城跡に引き続

き、続日本 100 名城に選出されたため、さらな

るＰＲに努め、市民が誇れるふるさとの宝を

広く周知した。 

◇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、今後は整備活用に、

より力を入れてもらいたい。 

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どおり行わ

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。 

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。 

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。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。 

 

水城跡や牛頸須恵器窯跡はそれぞれの計画に

基づいて整備を進めていく予定である。 

水城跡の追加指定については、太宰府市との協

力しながら、１筆 158.89 ㎡を行った。引き続き

依頼もあっているので順次県と協議しながら進

めていく予定である。 

遺物及び民具のデータ化は計画どおり、心のふ

るさと館のオープンを見据えて進めることがで

きた。本年度は遺物 1,459 点、民具 85 点のデー

タ化を行った。 

史跡関係のデータベース化は心のふるさと館

を中心に、市内に広がる史跡、文化財が関連しな

がら理解が深まるように工夫しながらデータ  

ベースも含めて検討していきたい。 

史跡のボランティアガイドは定期的に会議を

行いながら、出前講座等、積極的にガイドを行う

ことができた。年間 15回、延べ 63人の人がガイ

ドとしてふるさとの歴史を伝えることができた。 

２期生も１期生と変わらないレベルでガイド

ができているものと感じている。 

３期生の育成も順調に進んでいる状況である。 

文化財の指定については、古野遺跡経筒を新し

く市指定文化財にした。 

関係機関との連携については今までどおり、継

続していく。 

29 年度も筑紫地区合同で文化財パネル展を展

開するなど連携を深めながら進めることができ

ている。 
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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 

 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。 

 

 

コミュニティスポーツ倶楽部の創設に向け

て、これまで関係機関と協議を行っているが、

倶楽部創設に至るまでの結論が出ていない。ご

指摘の体育協会事業との兼ね合いも考慮しな

がら、引き続き関係機関と協議を続けていく。 

◇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。 

  

軽・ニュースポーツの普及推進を図るため、出

前講座を実施し、各団体からの依頼も年々増加し

ている。 

 さらに、各コミュニティの軽・ニュースポーツ

用具の購入支援を定期的に行っており、新たな種

目の用具購入を希望する声が多く寄せられてい

る。 

◇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。 

 

中長期計画に基づいて各施設の改修を実施

する中で、随時利用者アンケートの結果等も考

慮しながら計画の時点修正を行っている。 

乙金多目的広場の芝生管理も常時芝の状態を

確認し、体育協会と連携して適切な管理を行っ

ている。 

 

（４）学校運営協議会（大利小学校・御陵中学校） 

意見の概要 対応・取組の状況 

◇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人体制の導入を検

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。 

 

（１）平野台区の実践のように、学校運営協議

会の協議のもと、中学生が地域で活躍する場

を設定し、地域の方々にほめていただく機会

が増えてきた。 

 

（２）全小学校に１人ずつの体制で、学力向上

支援員を配置するとともに、毎月一回「学力向

上支援員連絡協議会」を実施し、有効な指導法

及び教材について情報共有することができ

た。 

（３）市雇用のＳＳＷ３人、ＳＣ１人体制及び

教育サポートセンター指導主事でチーム編成

し、不登校児童生徒の現状に応じた支援を継

続的に実施した。 
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（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。  

（４）就学前指導員、言語聴覚士、特別支援教

育担当指導主事によるチームスタッフとこど

も健康課との連携により、就学前のこどもの

情報共有を行い、就学先の支援を行うことが

できた。 

（５）平成 30 年度実施に向けた、通級指導教

室の入退級システムを構築することができ

た。 

◇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。 

 

（１）学校運営協議会の協議充実により、特に、

中学校では、地域貢献活動の充実を図ることが

できた。 

 

 

 

 

（２）本市では、学力向上ロードマップを全小・

中学校が作成・活用し、児童生徒の課題解決に向

けた各学校の取組を計画的に実施することがで

きた。 

 

（３）英語教育の研修では、筑紫地区主催の研修

と市主催研修の内容を効果的に接続させ、外国

語の教科化及び中学年外国語活動実施に向けた

準備支援を行うことができた。 

◇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

活動をそろえ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。 

 

（１）大野城市教育研修会で、全小・中学校の

校長、副校長、教頭、主幹教諭等に対して､各

学校の小中連携教育ビジョンにもとづいた実

践を情報共有し、意識向上を図った。 
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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」の取り組みについては、計画的・継続的に行われてお

り、着実に成果があがっていると考える。 

 今後のより一層の発展のために、参加人数を学校規模に応じ弾力的に認めたり、校内だ

けの活動にとどまらず地域に拡げていったりするための実施内容や方法を検討すること

が望まれる。 

 子ども読書活動推進計画の取り組みにより、「読み聞かせボランティア養成講座」等の

参加者が増えたことは評価できる。 

今後、小学生がリーダーとなり、幼児を含む子育てサークルとの交流などを通して、学

校だけでなく地域においても読書に親しむ環境づくりをしていく取り組みが望まれる。 

  

 

◇青少年教育について（ランドセルクラブ） 

 

 ＰＴＣＡ活動の一環として行われてきたランドセルクラブ事業は、着実なモデルケース

が出来上がりつつあり、全小学校 10 校の実施により「放課後子ども総合プラン」が推進

されていくことを期待している。また、モデル校３校による試行で多くの地域の方々が支

援員として携わり様々な体験活動が提供できたことは評価できる。 

 これからの事業推進の課題は、各校のコーディネーターがリーダーとして活躍するため

の学びと実践につなぐ研修や情報提供・共有等の場の充実と、地域人材を活用した支援員

の確保であると考える。 

小学校との連携という面から、事業の趣旨・目的またモデル校の現在までの進捗状況や

課題等の早期の情報提供及びこれから先の具体的方向性を、校長会を中心とした全小学校

の理解のもと共有していくことが望まれる。 

 

 

◇家庭教育について（家庭教育学級） 

 

 市内統一した年間の重点テーマを設定し、他市町には見られない各校の家庭教育学級自

主運営を継続していることは、子育てに関する保護者の家庭教育力育成に大きく関わって

いるととらえることができる。 

年３回の合同講演会を実施したことで、多くの保護者や一般市民に家庭教育の大切さを

啓発し、子どもの理解や家庭の教育力向上につながっていると評価する。 

市全体の学級生数が減少していることは気になるところである。女性の社会進出に伴い

保護者の就業状況や生活意識の変化がある中、さらに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。 

中学校の運営状況と学級生数減少については危惧するところである。各学校の現状を把

握し、運営改善と学級生増加に向けた取り組みが望まれる。 
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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、毎年各校「ふるさと創生学校じまん事業報

告書」に歴史、民俗、自然などに関係した体験的学習が行われていることが具体的に報告

されており「ふるさと関連の学習」が実践されていることがわかる。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、小中学校だけではなく昨年度は約 5,000 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

市民にふるさとの文化や伝統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」・

「小水城ゆめあかり広場」など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、一般市民や小中学生の学習教材の対象になっていない。このことはこれからの課題で

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」・「牛頸須恵器窯跡整備基本

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、今後は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 

 

水城跡・大野城については、ここ２０年来、中学校の歴史分野の教科書に大きく取り上げ

られるようになったこととあわせ、平成 29年度は水城跡が大野城跡に続き、続日本 100名

城に選出され、さらなるＰＲに努めたことは評価できる。 

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、「小水城ゆめあかり広場」の整備については、これまでの「小水城の会」の地道な

活動が深く関係していると考えられる。このような地域住民のふるさとに対する善意から

の積極的な活動には、市当局や市教育委員会もできる限りの協力と支援をしていく必要が

あると思われる。 

「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ふれあい歴史体験、平成 30年 7月に開館した大

野城心のふるさと館などを活用して、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 

 

「特別史跡水城跡整備基本計画」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・活用は意欲的に、また着実に進められていると考える。 

牛頸須恵器窯跡は、今後計画に沿った整備活用に力を入れてもらいたい。牛頸須恵器窯

跡は指定域も広大であり、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。３期生の育成についても順

調に進んでおり、今後は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、引き続き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。 

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 

 

◇生涯スポーツの推進 

 

 コミュニティスポーツ倶楽部の創設・支援について、まどかスポーツ教室を各コミュニ

ティ地区間で均衡に開催するためには、各コミュニティ施設を均衡に使用できるように、

年間事業の調整を図る必要があると考える。また、各コミュニティセンターや市が主催す

る事業の中にスポーツ教室の内容に類似したものも散見されるため、一度類似事業の見直

しや本当に必要な時間帯の事業なのか調査したほうが良いと思われる。 

 

 子どもの体力向上や市民のスポーツ実施率を高めるためにもコミュニティスポーツ倶楽

部の設立は急務であると思うので、設立目標時期を明記したほうが良いと思われる。 

 

◇スポーツ活動団体の支援・連携 

 

中学校部活動への支援について、福岡県の「部活動指導員配置事業」と本市のリーダーバ

ンク制度を活用した「部活動指導者派遣事業」との整理が必要であるとのことだが、利用側

の実態やニーズ等の調査を通して、民間等を活用した指導者の確保等も含め、真に必要な

事業として活用できるものを創出すべきであると思われる。  

  

 

(４) 学校運営協議会 

 

◇市民に信頼される開かれた学校づくりについて 

 

(1)教育委員会職員が学校運営協議会の委員として会議や行事に参加したことは、本校児

童の実態や学校の取り組み、学校運営協議会の状況を知ってもらう上で、有意義であっ

たと思う。さらに、継続して同じ職員が同じ学校の委員になると、委員の理解が深ま

り、行政としての支援の方策がみえやすいと思う。 

(2)学校運営協議会推進大会での実践発表は、学校と地域連携の先進的な取り組みとして

参考にできる。 

(3)学力向上支援員の配置については、学力が定着できていない子どもたちへの対応とし

て評価できる。さらに、勤務日数が拡大できることが望ましい。 

(4)不登校総合支援予防プロジェクトにおいて、ＳＳＷが学校を訪問し、不登校児童や保

護者と関わりをもつ体制づくりについては評価できる。さらに、ＳＳＷの特性を生かし

た不登校状況の改善に向けた家庭や保護者への働きかけを学校と連携してどうつくって

いくかを検討する必要がある。 

(5)「就学前から入学後までの学びの基礎づくり手引き」の活用、改善のための会議は、

保幼小のスムーズな接続のために有意義であったと評価できる。就学前の保護者向けパ

ンフレット作成も、保護者啓発のために是非進めてほしい。 

(6)地域も対象にした「いじめ防止リーフレット」の作成については、学校、家庭、地域

が共通の認識をもって、いじめ防止、早期発見、早期対応にあたる上で価値がある。 

(7)教育サポートセンタにおける就学相談は、困り感のある児童生徒、保護者対応の方策

として有意義である。 
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(8)通級指導教室の指導の効果が児童生徒、保護者に認識され、そのニーズは、年々高ま

ってきている。入退級システムの改善により、今後も、通級終了のゴールを適切に設定

するとともに、効果的な指導により、より多くの児童生徒に対応していくシステムづく

りが大切だと考える。 

(9) 教育委員会職員が参画する取り組みにおいては、行政からの視点からの意見を得るこ

とができる上で有意義であると考える。主に学校運営協議会での会議の場での意見を得

ることが中心であったが、もっと学校の行事等に直接参画できるような仕組みを作るこ

とが課題である。 

(10) 学校運営協議会推進大会の取り組みでは、大野城市の代表的な取り組みの実践発表

を聞くことができる良い機会であることから、とても有意義な取り組みであると考え

る。これからも、大野城市の各地域が、どのように生徒を地域行事に参加、そして参画

させているのかについて具体例を交流し合う場がもてると、さらに学校運営協議会の取

り組みが広まるのではないかと思う。 

 

◇創造的な学校教育の推進について 

 

(1)道徳科の公開授業を同一日、同時間帯に全校一斉に行ったことは、道徳科の学習の大

切さを保護者、地域にアピールする点で効果的であると考える。 

(2)学力向上ロードマップの作成、活用については、年間を見通した学力向上策を講じる

上で評価できる。 

(3)英語教育研修会の実施については、５，６年生の外国語科、３，４年生の外国語活動

導入にあたって、有意義であると評価できる。 

 

◇不登校等への対応について 

 

(1)小中連携した不登校児童生徒の情報共有及び早期対応については、今後も充実した取

り組みが望まれる。 

(2)中学生が被災地派遣研修に赴き、その成果を発信したことは、将来の地域防災を担う

一員としてできることを協力していこうという立場の自覚につながり、広がりが期待で

きるものと考える。 

 

◇青少年のモラルの向上について 

 

(1)情報モラルに関する研修は、児童生徒とともに保護者に対しても行っていく必要があ

る。 

(2)道徳の教科化の理念に基づいた具体的な授業づくりの研修を継続していくことが大切

であると考える。 

(3)人権・同和教育の実践については、小中連携による積み上げの継続により、児童生徒

の人権認識を涵養していくことが大切であると考える。 

(4)歴史・文化遺産を活用した学習の推進については、地域の「ひと・もの・こと」を活

用した特色あるＣＶＴ学習が定着しており、ふるさとを愛する心の育成につながってい

る。
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