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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ＨＰ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。 

 

教育長および教育委員 （平成 28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 大石 薫 
H22.12.17 ～  H24.９.30 

H24.10.１ ～  H28.９.30 

委員 安部 一枝 H24.10.１  ～ H28.９.30 

委員 髙木 和敏 H27.６.26  ～ H31.６.25 

委員 梶原 千春 H27.６.26  ～ H31.６.25 

 

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 47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 28日 

第５回定例会 

第25号 平成 27年度大野城市教育振興基本計画について 

第26号 
大野城市寺子屋連携共育事業「ランドセルクラブ」支援人材バンク設置要

綱の制定について 

第27号 中学校運動部活動の新たな試みについての指針について 

第28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29号 大野城市スポーツ推進審議会委員の委嘱について 

Ⅰ 教育委員会の活動状況 
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開催日等 付議案件 

４月 28日 

第５回定例会 

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 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32号 臨時に代理した事件の承認について(学校運営協議会委員の任命) 

５月 28日 

第６回定例会 

第33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34号 大野城市教育委員会事務決裁規程の一部を改正する規程の制定について 

第35号 大野城市心理判定専門員設置要綱の制定について 

第36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制定について 

第37号 大野城市適応指導教室設置要綱の一部を改正する要綱の制定について 

第38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39号 大野城市スポーツ推進委員の委嘱について 

第40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) 

第41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42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) 

６月 26日 

第７回定例会 

第43号 教育長の職務を代理する者の指名について 

第44号 
大野城市道徳教育推進協議会設置要綱の一部を改正する要綱の制定につ

いて 

第45号 大野城市スポーツ推進委員の委嘱について 

７月 23日 

第８回定例会 

第46号 大野城市学校運営協議会規則の一部を改正する規則の制定について 

第47号 大野城市道徳教育推進協議会委員の委嘱について 

８月 27日 

第９回定例会 

第48号 平成 28年度使用中学校教科用図書採択について 

第49号 
教育長の権限に属する事務の一部を学校長に委任する規程の制定につい

て 

第50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 27日 

第 10 回定例会 

第51号 
大野城市立学校児童生徒医療援助規則の一部を改正する規則の制定につ

いて 

第52号 平成 27年度学校薬剤師の委嘱について 
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開催日等 付議案件 

10 月 27日 

第 11 回定例会 
議案なし 

11 月 26日 

第 12 回定例会 
第53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 

12 月 18日 

第 13 回定例会 
議案なし 

１月 26日 

第１回定例会 

第１号 

大野城市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に

関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条

例施行規則の制定について 

第２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３号 大野城市学習・スポーツ登録団体の登録に関する規程の制定について 

第４号 大野城市学習団体の登録に関する規程を廃止する規程の制定について 

第５号 
大野城市スポーツ登録団体の登録に関する規程を廃止する規程の制定に

ついて 

２月 26日 

第２回定例会 

第６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の一部を改

正する規則の制定について 

第７号 
平成 28 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８号 平成 28年度産業医の選任について 

３月 25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 
職務に専念する義務の免除に関する規則等の一部を改正する規則の制定

について 

第12号 大野城市生徒指導委員会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14号 
大野城市学級運営サポート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16号 心の教室相談員設置要綱を廃止する要綱の制定について 

第17号 大野城市学校運営協議会の設置について 

第18号 平成 28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 27年度においては、教育委員会制度改正・中学校ランチサービス・総合教育会議・ラ

ンドセルクラブ等を議題に 11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（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（春日市）等 

 

  

○ 主な報告事項 

・史跡発掘調査等に関する報告 

・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」（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、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」を毎年度策定しています。 

今回の点検評価では、平成 27 年度大野城市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 

大野城市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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大野城市教育施策の体系 

 

社会教育(共育)活動・生涯学習活動の振興 

 
 
 
 
 
 

 

 

 
市民に信頼される開かれた学校づくり 

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

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

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

・人権教育・啓発活動の推進 

 
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 

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 

・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 

・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 

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・子育て支援の推進    安全・安心まちづくりの推進
充実・強化        

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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２ 点検・評価 

「自己点検・評価」欄の見方について 

 

 

 

 

 

 １ 学校教育 
 

 

取り組みObjective 
平成 27年度教育振興基本計画

で定めた取組内容 
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

り組みの推進、および各

校区の取り組みに関する

情報交換 

●学校運営協議会推進大会を

開催し、各学校運営協議会の

取り組みについて情報交換を

行います。 

【教育指導室】 

○アンケートをもとに、学校運営

協議会１年目～３年目までの経年

比較を行い、成果と課題を共有し

た。 

○福岡教育大学副理事・教授の伊

藤克治先生にスクール・コミュニ

ティの講話をいただいた。 

☆推進大会の参加者 511名 

□保護者、地域の方々への学校運

営協議会に対する啓発を図る必要

がある。 

【教育指導室】 

② ＰＴＣＡ活動によるＣ

ＶＴ学習（心の教育）の推

進 

★学校運営協議会にＰＴＣＡ

部会を設置し、学校、家庭、

地域が連携・共働し地域の大

人が子どもの教育に関わるこ

とで、子どもと共に過ごし、

共に学び、共に育つという共

育を理念とした「学びの共同

体」をつくります。 

●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

実施します。 

【教育振興課・教育指導室】 

○年度当初、学校運営協議会委員

のうち教育委員会事務局から選出

された委員に対し、ＰＴＣＡ活動

やＣＶＴ学習の研修会を実施し

た。 

○学校運営協議会において、教育

委員会事務局から選出された委員

が、ＰＴＣＡ活動について説明を

行った。 

☆全小・中学校で、同じテーマの

下、取組を進めることができた。 

□中学校ブロックでの学校運営協

議会の取組を協議する必要があ

る。 

【教育指導室】 

○平成 28 年度の２学期からモデ

ル３小学校（大野北、大野東、月

の浦）で開設する放課後総合学習

「ランドセルクラブ」の準備業務

として、３校の学校運営協議会会

長、学校長、ＰＴＡ代表による大

 ○ … 「実際の取組内容」  

 ☆ … 「取り組みによる成果・効果など」 

 □ … 「今後の方針や課題、反省点など」 

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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野城市ＰＴＣＡ活動連絡協議会

を設置し、コーディネイター３名

を雇用した。 

○教育委員会規程を見直し、登録

団体がランドセルクラブを支援す

る仕組みを構築した。 

【教育振興課】 

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 

★「学力向上支援員」を小学校

３校に配置し、算数の個別指

導を行います。 

【教育指導室】 

○小学校中学年を中心に算数の個

別指導を行った。 

☆個別にプリントを作成する等、

個に応じた対応ができた。 

□複数学年を指導するため、学年

会での連絡調整を密にする。 

【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 

●教育サポートセンターでの

相談活動の周知に努めるとと

もに、学校や保護者からの申

請に応じて、「学校心理専門

員」や「学校社会福祉専門員」

を派遣します。 

【教育指導室】 

○課題に応じ、センターの専門性

を生かした職員が対応した。 

☆１年間の相談件数 720件 

□全小・中学校における不登校の

児童生徒数を減らす取組を行う。 

【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 

★情報の受け手のニーズなど

必要な情報は何かを検討し、

またＳＮＳ(Social Network 

Service:幅広いコミュニケー

ションを取り合うことを目的

としたコミュニティ型の Web

サイト)を含め、より効果的な

方法で、各学校がホームペー

ジを開設し、情報を発信して

いきます。 

【教育振興課】 

○全小・中学校のホームページの

トップページを作成し、各校の情

報化担当教員等に操作方法等の研

修を行った。 

☆ホームページを開設した小・中

学校 15 校 

□平成 28年９月までに全小・中学

校で本格的に運用開始の予定だ

が、学校間で更新状況に差がある

ため、今後、各校が随時更新して

いけるよう、運用体制の協議を進

めていく。 

【教育振興課】 

⑥ 小・中学校の情報基盤整

備の推進 

★平成 26年度に整備したモデ

ル校（大野北小・大利中）の結

果を踏まえ、他の 13校の整備

を完了させます。全小・中学

校に充実した情報基盤が整備

されます。 

【教育振興課】 

○未整備の小・中学校 13校の基盤

整備を行うとともに、校務支援シ

ステムを導入した。 

☆新たに整備された教職員用パソ

コン 493 台 

□整備された情報化基盤の効果的

な活用方法について、学校と協議

しながら検討していく必要があ

る。 

【教育振興課】 
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⑦ 教育サポートセンター

を核とした、「福祉」と「教

育」の連携による「０歳か

ら義務教育課程修了ま

で」一貫して支援する取

り組みの充実・強化 

●保育所、幼稚園、小学校合同

の連絡会議を行い、児童への

継続した指導が行えるよう連

携します。 

●３歳児健診等に教育や心理

の専門家等を派遣し、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。 

●児童等のデータベースを整

備し、０歳から 15 歳まで一

貫・継続した支援を行えるよ

うにします。 

【教育指導室】 

○小学校１年生の授業参観後、保

幼小合同で連絡会議を実施した。 

○３歳児健診に指導主事を派遣

し、待合室での様子を観察すると

ともに、気になる幼児についての

情報を担当職員に伝えた。 

☆保育所や幼稚園を訪問しての教

育相談 16件 

○今までの記録をデータベースで

一括管理できるように整理した。 

□個人情報保護の観点から、デー

タベースの情報共有についてこど

も健康課と協議し、スムーズな活

用を図る。 

【教育指導室】 

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、

教育相談を随時実施します。 

●発達検査を実施できる体制

を整え、児童の実態に応じた

就学指導を行います。 

【教育指導室】 

○３歳児健診時に就学に関するリ

ーフレットを配布し、啓発を行っ

た。 

☆就学に関するための発達検査の

実施 42 件 

□療育事業との連携を図る必要が

ある。 

【教育指導室】 

⑨ いじめ防止対策推進法

に基づく取り組みの推進 

★大野城市いじめ問題対策連

絡会議を定期的に開催し、大

野城市いじめ防止基本方針の

検証・改善を行います。 

★大野城市いじめ問題対策連

絡会議で作成した「いじめ防

止リーフレット」を全戸に配

布し、いじめ防止の啓発を図

ります。 

【教育指導室】 

○大野城市いじめ問題対策連絡会

議を３回実施し、年間計画に基づ

いて、現状報告や実践発表等を行

った。 

○いじめ防止リーフレットを全

小・中学校の保護者、教職員に配

布し、啓発を図った。 

○中学校ブロックで児童会、生徒

会が連携している取組を紹介し

た。 

□地域の方へもリーフレットを配

布する方策を検討する。 

【教育指導室】 

⑩ 「障害を理由とする差別

の解消の推進に関する法

律」の制定に伴い改正さ

れた学校教育法施行令に

基づく取り組みの推進 

●教育サポートセンターでの

就学相談により、児童等及び

保護者の状況やニーズに応じ

た就学指導を行います。 

【教育指導室】 

○合理的配慮等、各学校での取組

と就学相談をリンクさせた。 

☆発達・就学に関する相談 154件 

□筑紫地区全体で取り組みを推進

できる仕組みをつくる。 

【教育指導室】 
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取り組みObjective 
平成 27年度教育振興基本計画

で定めた取組内容 
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 

●小学生の意見発表や中学生の

弁論大会を実施し、心の教育

の成果を広く紹介します。 

●各学校の道徳の時間を全学

級、公開します。 

★「大野城」築造 1350年を記

念した楽曲を、ふるさと学習

の一環としてつくり、「心の教

育フェスティバル」で発表し

ます。 

【教育指導室】 

○小・中学生とも意見発表という

形で、テーマを決めて発表できる

ようにした。 

○心の教育推進月間として、全小・

中学校の道徳の授業を全学級公開

した。 

☆「大野城」築造 1350年を記念し

た楽曲を、ふるさと学習の一環と

してつくり、「心の教育フェスティ

バル」で披露した。 

☆心の教育推進大会の参加者 

721名 

□地域の方中心の組織である「大

野城市道徳教育推進協議会」と、

学校の教職員中心の組織である

「大野城市道徳教育実行委員会」

との連携を図る。 

【教育指導室】 

イ ｢ふるさと創生学校じ

まん事業｣と「ふるさと学

習」をリンクさせた事業

の推進 

●水城や大野城等歴史的遺産

の学習や、学校と地域の「人・

もの・こと」の繋がりを深める

学習など「ふるさと学習のカ

リキュラム化」を充実させ、郷

土への愛着と誇りを育成する

ことに努めます。 

【教育振興課】 

○地域の歴史学習とともに、地域

の人々との交流や自然の中での体

験学習を実施し、より効果的に郷

土への愛着や誇りを高める学習を

進めた。 

□「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

や手続きについての学校への指導

の徹底を図る。 

【教育振興課】 

ウ 学力向上推進協議会を

中心とした取り組みの充

実 

●全国学力・学習状況調査や

市の学力検査の結果を分析

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】 

○小学校では、算数のブロック別

授業改善実践研修会を３回実施し

た。中学校では、基礎基本を含む

活用力診断テストを用いた授業づ

くりを推進した。 

☆全国学力状況調査問題等を用い

た授業をパターン化した取り組み

を福岡県教育委員会に紹介した。 

□主幹教諭と研究主任、学力向上

コーディネーターを中心とした組

織の内容を整理する。 

【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 

★外国語活動及び中学校外国

語科担当教員研修会を小・中

学校連携して行います。 

★次期の学習指導要領改訂で

教科化が予定される小学校外

国語の先進的な取り組みを調

査し、市の外国語指導プラン

策定の準備を進めます。 

【教育指導室】 

○ＡＬＴを活用した授業研修会を

大利中学校ブロックで２回開催し

た。 

☆ＡＬＴも授業後の整理会に参加

し、教員と意見交流を行った結果、

担任との役割分担が明確となっ

た。 

○岐阜県大垣市と愛知県岡崎市の

取り組みを視察した。 

□筑紫地区で小学校外国語のカリ

キュラム作成について検討する必

要がある。 

【教育指導室】 

オ 障がいのある方との交

流学習などを通じた福祉

教育の充実 

★大野城市社会福祉協議会と

連携して、教員対象の福祉教

育に関する研修会を実施しま

す。 

★総合的な学習の時間を中心

とした福祉教育のゲストティ

ーチャーとして、障がいのあ

る方や福祉施設の方を社会福

祉協議会と連携して招聘しま

す。 

【教育指導室・福祉課】 

○福祉教育基礎研修会の開催 

テーマ：「ともに生きる力を育む福

祉教育」 

講師：日本福祉大学教授 原田 

正樹氏 

☆参加者：教職員 34 名・福祉委員

24名・民生委員児童委員９名・そ

の他５名 

□福祉教育の基礎になる部分は変

えずに進める。学校と地域の関わ

りをどうコーディネートしていく

かを研究する。 

○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９校・合計 33回 

    延べ児童数 1,159 名 

□体験学習後のリフレクションの

方法等について検討する。 

【教育指導室・福祉課】 

 

 

取り組みObjective 
平成 27年度教育振興基本計画

で定めた取組内容 
点検・評価結果 

ア 学校区域の弾力的運用 ●学校規模や地域活動などと

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（白木原５丁目３～７

番）における学校選択制を継続し

て実施した。 

○家庭の事情などに配慮し、指定

校変更や区域外就学など、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実施状

況（指定校変更 小学校 31 件、中

分野別プラン② 学校規模の適正化 
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学校 27 件 区域外就学小学校 78

件、中学校 27件） 

□学校選択性の地域拡大など、弾

力的運用の促進について検討して

いく必要がある。 

【教育振興課】 

 

 

取り組みObjective 
平成 27年度教育振興基本計画

で定めた取組内容 
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 

●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】 

○大野南小学校、大利中学校の大

規模改修を実施した｡  

○大利小学校、大野中学校の大規

模改修については、文科省補助が

国の補正予算にて採択されたこと

により平成 28 年度実施に計画の

見直しを行った。 

□今後も、老朽化した校舎の大規

模改修や給食室のドライ化、段差

解消などのバリアフリー化を計画

的に進める。 

【教育政策課】 

イ 体育館などのバリアフ

リーに配慮した施設の改

善 

●体育館へのバリアフリーに

配慮した多目的トイレの整備

を進めます。 

【教育政策課】 

○大野東中学校の体育館の多目的

トイレ整備を実施した。 

□平成 28 年度には大野小学校体

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】 

○平成 27年度は、改修対象となる

給食室が無く、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

た学校遊具の取替えを計画的

に進めており、今年度は「砂

場」を取り替えます。 

【教育政策課】 

○砂場枠及び踏切板の取替えを実

施し、安全・安心な遊具の利用が

可能となった。 

□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③ 学校施設の適正な管理 
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取り組みObjective 
平成 27年度教育振興基本計画

で定めた取組内容 
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 

★普通教室の空調整備が未設

置である６校に設置した天井

付扇風機について、平成 26年

度に行ったその効果の検証結

果を踏まえ、空調設備のより

効果的な整備の計画を策定し

ます。 

【教育政策課】 

○☆検証を実施し、平成 28 年度以

降、全小・中学校に、空調設備と

天井付扇風機を併せて整備すると

いう基本方針を作成した。 

□空調未設置校（小学校５校・中

学校１校）について、原則、校舎

の大規模改造工事に併せて空調設

備を年次的に整備する。 

【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

（薬剤散布）を実施します。 

★大規模校・平野中学校の水

泳授業の円滑化のため、プー

ルを２レーン増設します。 

【教育政策課】 

☆全小・中学校に、砂塵を抑える

ための薬剤散布（防塵対策）を実

施し、体育祭などにおいて砂埃の

低減効果を得た。 

□今後も防塵対策を実施する。 

☆平野中学校のプール改修工事を

実施し、２レーン増の計９レーン

とした。 

【教育政策課】 

 

 

取り組みObjective 
平成 27年度教育振興基本計画

で定めた取組内容 
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

り組みの推進 

★大野城市小中連携ビジョン

の検証・改善を行うとともに、

各中学校区でビジョンを策定

します。 

★中１ギャップ対策の一つと

して、小学校卒業生（新中学１

年生）の春休みの課題として、

「ファースト・ステップ」を作

成し、配布します。 

【教育指導室】 

○中学校ブロックごとに、小中連

携ビジョンを作成した。 

☆小中連携の研修会を開き、情報

共有を行った。 

○中学校で、小学校卒業生（新中

学１年生）の春休みの課題として

のプリント「ファーストステップ」

を作成、配布した。 

□本市における小中連携の在り方

を調査・研究する。 

【教育指導室】 

 

 

取り組みObjective 
平成 27年度教育振興基本計画

で定めた取組内容 
点検・評価結果 

ア 就学援助制度の周知と

利用促進 

★制度の周知に努め、援助費

の支給時期等の検討を行いま

す。また、コミュニティセンタ

ーでの就学援助の申請書類の

○就学援助費のうち、新入学用品

費について、申請の受付時期と支

給時期の前倒しを行った（２月に

申請受付、平成 28年４月に支給）。 

分野別プラン⑤ 不登校などへの対応 

 

分野別プラン⑥ 就学機会の拡充 

 

分野別プラン④ 空調等による学校環境の改善 
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預かりを始めます。 

【教育政策課】 
☆２月申請件数 222件 

支給 436 万円（199 人） 

 

○４月からコミュニティセンター

での受付を開始した。 

☆コミュニティセンターでの申請

件数 438件 

【教育政策課】 

イ 就学資金などの基金を

活用した人材育成 

●家庭の経済的な理由により

就学が困難な生徒に対し、就

学の途を開くため、奨学資金

のための基金を活用し、支援

します。奨学生の選考の基準

を見直し、より意欲・夢を持つ

生徒を支援し、未来を担う人

材の育成に貢献します。 

【教育政策課】 

○意欲・夢を持つ生徒に対し、奨

学資金を支給した。 

☆平成 27年度奨学生 

大学生２名、高校生 17名 

（継続受給者含む） 

☆平成 28年度奨学生新規内定者 

大学生２名、高校生７名 

【教育政策課】 

 
 

心の教育フェスティバルでの実践発表 
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２ 社会教育・生涯学習 

(1) 社会教育(共育)活動・生涯学習活動の振興 
 

 

取り組みObjective 
平成 27年度教育振興基本計画

で定めた取組内容 
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

続講座 14 講座に加え、人文部門

の新規４講座を実施した。 

○スポット講座として、①九州国

立博物館による講座を４回、②ふ

るさと文化財課職員による講座を

２回、③放送大学講師による歴史・

文学系の講座を１回実施した。 

☆運営委員会議 ５回 

☆定期講座数 18講座 

受講者数のべ 387 人 

修了者数 209人 

☆スポット講座 

参加者数 372 人 

□運営委員会と講座内容の充実を

図った他、放送大学との連携によ

り、魅力ある講座を増やすことが

できた。 

□高齢者への周知方法の見直し策

として、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

ミュニティバスの吊り広告等を実

施し、受講生が 92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 

●市が設置した公民館を管理

運営している区（地域）と共働

で「いつでも・誰でも・気軽に」

利用できる公共施設として、

研修等を通じて利用促進を図

ります。 

【コミュニティ文化課】 

○夏休み期間中、各区（地域）に

よる学習室等の開放事業を実施

し、子ども達に学習の場を提供し

た。 

☆利用者数 2,591 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 

●福祉、自治、教育、環境など

さまざまな地域の問題・課題

について学習する「まちをみ

つめよう学級」を開級します。 

【総務課(選挙管理委員会）】 

○出前講座や講義等の受講、議会

傍聴を行った。 

☆計 11回実施、学級生の参加人数

延べ 156人 

□新たな学級生の発掘（20 代から

40 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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取り組みObjective 
平成 27年度教育振興基本計画

で定めた取組内容 
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４地域で行われるイベン

トの充実・活性化を図ります。 

★水城・大野城・基肄城築造

1350年記念事業の最終年であ

り、まつりをより盛大で充実

したものとするため、｢日本の

最初の防衛施設である水城・

大野城・基肄城｣をテーマにし

た劇を市民参加で実施しま

す。 

【自治戦略課・ふるさとにぎわい課】 

○おおの山城大文字まつりは、27

の団体で構成される「おおの山城

大文字まつり委員会」を中心に企

画、運営を行った。来場者は延べ

６万６千人で、子どもからご年配

の方までまつりを楽しんでいただ

いた。 

☆大野城築造 1350 年を記念した

「大野城物語特別公演」は 69名の

小・中学生が出演し、まつりの集

客、にぎわい創出に繋がった。 

【自治戦略課・ふるさとにぎわい課】 

 

 

取り組みObjective 
平成 27年度教育振興基本計画

で定めた取組内容 
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

ミュニティセンターだよりを

活用した情報提供を推進しま

す。 

【コミュニティ文化課・地域

行政センター】 

○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（コミュニティセンター） 

☆コミュニティセンターだよりの

発行（月１回）（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】 

○「まなブック」の作成、配布。 

☆配布場所 35カ所（各公民館・コ

ミュニティセンター） 

配布数 200 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 

●関係各課が連携して、「まど

かフェスティバル」の充実を

図り、生涯学習の普及啓発を

推進します。 

【コミュニティ文化課】 

○「まどかフェスティバル」にお

いて「生涯学習展」「こども映画ま

つり」を実施した。 

☆来場者数 

「生涯学習展」4,503人 

「こども映画まつり」217人 

□昨年度と比較し来場者数が減少

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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したため、来場者数を増やすため

内容の充実を図る。 

【コミュニティ文化課】 

 

 

取り組みObjective 
平成 27年度教育振興基本計画

で定めた取組内容 
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、利用マ

ニュアルを更に分かりやすい

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（マニュアル）

を分かりやすいものに改訂し、ホ

ームページに公開した。 

【コミュニティ文化課】 

イ 生涯学習関係団体への

支援 

●サークルの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。 

☆定期講座発表会開催回数 ４回 

【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で、

生涯学習センターの事業のＰ

Ｒ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、生涯学習センター

にまなブックをそれぞれ設置し、

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

る講師を家庭教育学級へ紹介し

た。 

【コミュニティ文化課】 

  

 

取り組みObjective 
平成 27年度教育振興基本計画

で定めた取組内容 
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・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】 

○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】 

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

●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

○「寺子屋連携教育事業（ランド

セルクラブ）」で小学校の特別教室

を使用できるように、地域開放ゾ

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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ーンの整備）と地域開放

による生涯学習（共育活

動）の推進 

別教室を集約した地域開放ゾ

ーンの整備プランを策定しま

す。 

【教育政策課・教育振興課】 

ーンの整備プランを策定した。 

【教育政策課・教育振興課】 

○留守家庭児童保育所及びランド

セルクラブが小学校の特別教室を

使用することに関し、規則改正を

行った。 

【教育振興課】 

(2) 読書活動の推進 

 
 

取り組みObjective 
平成 27年度教育振興基本計画

で定めた取組内容 
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 

●地域貸出文庫の体制をより

充実させ、子どもたちが地域

においても読書に親しめる環

境をつくります。 

【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

ィアを対象とした「子どもの読書

活動推進ボランティア研修会」実

施し、地域貸出文庫の活動の充実

につなげた。 

【教育振興課・コミュニティ文化

課】 

イ 学校図書の充実を目的

とした図書整備計画の毎

年の策定と図書司書研修

会の定期的な実施 

●図書整備計画を策定し、図

書の質の向上を図り、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】 

○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

書司書の研修についても２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

（年度末時点） 

小学校 118.95％ 

中学校 114.38％ 

□27年度に導入した図書管理シス

テムの活用を図る。 

□学校間およ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２回行った。 

☆利用文庫数：10文庫 

貸出冊数：1,050 冊 

【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 

●まどかぴあ図書館と連携し

て養成する読書ボランティア

は地域貸出文庫、小学生読書

リーダー養成講座の修了生は

小学校内などにおいて、読み

聞かせを実施します。 

○小学生読書リーダー養成講座

を、まどかぴあ図書館と連携・共

働して夏休み中に開催し、２学期

から各小学校で読み聞かせなど各

種の読書活動を展開した。 

【教育振興課】 

分野別プラン① 読書活動の推進 
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【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

相互利用を行った。 

☆新規購入図書冊数 12,845 冊 

【コミュニティ文化課】 

 

 

 

おおの山城大文字まつり 
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３ 青少年教育 
 

 

取り組みObjective 
平成 27年度教育振興基本計画

で定めた取組内容 
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（５回開催） 

☆子ども育成部会（４回開催） 

☆子育て支援部会（３回開催） 

☆青少年対策連携部会（３回開催） 

□平成 28 年度に行う中間アンケ

ートの結果を分析して、必要に応

じてプランの修正を行う。 

【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）｣を実施す

るとともに、月の浦小では、新し

い放課後子ども教室として「ラン

ドセルクラブ」への移行について

検討を行った。 

☆６つの小学校で 457回開催。 

延べ参加者数 児童 14,169 人 

 地域ボランティア   931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。（月

の浦小・大野東小・大野北小は、

H28.9 月からランドセルクラブの

試行運営を開始し、H31年度に本格

実施。６つの小学校については、

H31 年度以降の移行を目指す。） 

【こども未来課・教育振興課】 

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協議を進

めます。 

【こども未来課】 

○若者育成部会を５回開催し、協

議を行った。現在、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モデル協議が

今後も必要。 

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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【こども未来課】 

④ (仮称)大野城市寺子屋

連携共育事業「ランドセ

ルクラブ」(放課後子ども

総合プラン)の推進 

★平成 28年度からモデル事業

を実施するため、学校運営協

議会などと連携しながら支援

員の募集、運営の検討など準

備を進めます。 

【こども未来課・教育振興

課】 

☆ランドセルクラブ試行要綱及び

支援人材バンク設置要綱を制定

し、人材バンクへの登録業務（募

集）を推進し、81名が学習支援員

に登録している。 

【教育振興課】 

 

 

取り組みObjective 
平成 27年度教育振興基本計画

で定めた取組内容 
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・若者育成会議や部

会、フォーラムの開催などで

横の連携ができる体制を構築

していきます。 

【こども未来課】 

 

※「子ども・若者育成会議」 

NPO法人、社会福祉法人、民

生・児童委員、PTA、子ども

会、コスポーツ少年団、少年相

談員、各コミュニティ青少年育

成部、青年団体連絡協議会、高

等学校など、地域の現場で子ど

もや若者と接する団体等で構成

された「４つの部会」による会

議。 

○「子ども・若者育成会議」にて、

各施策の審議を行った。 

また、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：142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】 

 

※子育て八策…子ども（特に小

学生）に関わる大人が、子ども

を育てる上で大切な心構えを

まとめた冊子。 

※子育て八策Ｑ＆Ａ…八策の心

構えに沿って、よくある疑問と

その解決策をまとめたもの。 

○☆冊子を 2,000 部作成し、課所

管の事業やイベントで配布、及び

大野小学校の依頼により保護者に

配布した。 

□さらなる周知・活用に向けて関

係機関と協議していく。 

【こども未来課】 

ウ 青少年団体事業の支援

と活性化 

●子ども会等の地域が主体と

なって行う事業への支援や助

言、ＰＲ等を行っていきます。 

○「それいけ☆青年組」のメンバ

ーが、地域に赴き、レクリエーシ

ョンの指導などを行った。 

分野別プラン① 青少年健全育成体制の充実 
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●「少年の船」事業を支援する

ことにより、青年と少年が共

に学び、共に育つ機会づくり

を推進します。 

【こども未来課】 

☆大野城市子ども会連絡協議会前

期指導者研修会、上筒井区子ども

会行事への派遣 

□「それいけ☆青年組」メンバー

の派遣については、メンバーのス

ケジュール調整に関して課題が多

いことから、今後は「中学生リー

ダーズクラブ」のメンバーによる

支援も受けながら、柔軟に対応し

ていく。 

○「大野城市少年の船」（目的地：

沖縄県内各地）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：8 月 21 日（金）～22 日

（土）※台風により日程短縮。 

参加者：47 名 

（小学生 46 名、中学生 1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】 

 

 

取り組みObjective 
平成 27年度教育振興基本計画

で定めた取組内容 
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、常に主体性な活動

内容を意識し、地域活動等に

おいて青少年の活躍の機会を

設けます。 

●福岡県子ども会育成会主催

のリーダー育成事業への参加

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などの要請に

応じて、レクリエーションなどを

行った。また、本市のまつりやイ

ベントに出店し、子どもとの交流

を行っている。これらは、会員が

学んだ事を実践する良い機会とな

っている。 

☆活動回数 ９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リーダー

研修会に参加した。 

☆「中学生リーダーズクラブ」か

ら２名、「それいけ☆青年組」から

３名が参加。 

分野別プラン② 青少年活動の充実 
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□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】 

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」の活性化、効

率化を図ります。 

【こども未来課】 

 

※インリーダー研修会…市内

の小学生（主に子ども会会

員）が対象。体験活動等を通

じ、研修生のリーダーとして

の資質を高め、コミュニケー

ション能力を培うことが目

的。 

 

※中学生リーダーズクラブ…

市内の中学生を対象とした地

域活動団体。 

 

※それいけ☆青年組…高校生

以上対象の地域活動団体。 

○インリーダー研修会…宿泊研

修、事後研修、報告会等を実施。 

☆研修生 76 名  指導員・スタッフ

45名（うち中高生 13名） 

□研修生が、地元の子ども会等で

いかに学んだ事を生かしていける

かが課題。 

○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を実施。 

☆会員数：27 名 

年間活動回数：23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

の参加などを実施。 

☆会員数：23 名 

年間活動回数：34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 

●平成 26年度のアンケートや

反省点などによる事業の改善

と、全体化、効率化、ＰＲなど

を推進していきます。 

【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。 

アンケートや反省点を生かし、事

業の改善を行った。改善の一つと

して、事業のＰＲも兼ねた報告会

のライブ中継を行った。 

☆派遣団員数：14名 

☆ライブ視聴数：390人 

□今後も、保護者や団員などの意

見等を参考に改善していきたい。 

【こども未来課】 
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エ 将来の地域のリーダー

を養成するための、リー

ダー候補者の他地域への

派遣事業（中学生被災地

派遣研修等）の推進 

●東日本大震災の被災地に中

学生を派遣し、現地での調査

や現地の中学生との交流活動

を通じて防災教育について学

ばせるとともに、被災地支援

として実施されている会津若

松市の「プラチナ未来人材育

成塾」への派遣により、リー

ダー性を育てます。 

【教育指導室】 

○福島県南相馬市や宮城県松島町

を中心に復興に携わる人々との交

流を充実させた。 

☆市民報告会を人権研修会と一緒

に開催し、多くの参加者を得た。

参加者 286 名 

□これまでの研修会の総括と今後

の取り組みにどうつなげていくか

を検討する。 

【教育指導室】 

 

 

取り組みObjective 
平成 27年度教育振興基本計画

で定めた取組内容 
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 

★平成 26年度に組織を再編し

た子ども・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】 

○各コミュニティ青少年育成部の

実施事業を調査し、「ネット社会か

ら子どもを守る」をテーマに一つ

のコミュニティをモデルとして連

携事業を行う方針を決定。 

☆３回の会議を実施。 

【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 20

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】 

○少年相談員を中心に毎月第２・

４金曜日に地域・警察・行政によ

る一斉街頭啓発活動を実施した。 

☆自主防犯活動団体 27区中 19区 

※登録団体 65 団体（前年比１増） 

【安全安心課】 

 

 

取り組みObjective 
平成 27年度教育振興基本計画

で定めた取組内容 
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 

  

★福岡県の事業を活用し、児

童生徒や保護者を対象に、情

報モラルに関する研修会を開

催します。 

●全ての学校の家庭教育学級

において、年間１回以上の情

報モラル研修を実施します。 

【教育指導室】 

○規範意識学習会として各学年の

発達段階に応じた研修会を開催し

た。 

☆大野城市ＰＴＡ連絡協議会で

は、携帯とスマホの使い方に関す

るチラシ「ＳＴＯＰ！ケイタイ・

スマホ」を作成し、市内全保護者

に配布した。 

□情報モラルへの啓発を継続して

行う必要がある。 

【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

●各学校の道徳教育推進教師

から成る道徳教育実行委員会

○平野小学校、平野中学校で地域

教材を活用した授業研修を行っ

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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推進教師への研修などの

実施 

において、授業を伴った研修

会を実施します。 

【教育指導室】 

た。 

☆ＣＶＴ学習のＴ（トレジャー学

習）の視点に立った授業づくりを

行った。 

□特別の教科道徳の実施に向けた

研修を推進する必要がある。 

【教育指導室】 

 

 

取り組みObjective 
平成 27年度教育振興基本計画

で定めた取組内容 
点検・評価結果 

ア 子ども相談センターの

体制強化 

●相談員の安定確保と相談対

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不登校

アドバイザー養成講座、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 児童虐待などに関する

情報の一元化・共有化の

推進 

★児童相談システムの運用を

開始し、要保護児童等の適切

な支援体制の構築をはじめ、

事務処理の統一化や正確性の

向上、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：７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

のペアレント・トレーニ

ングの普及・推進 

●出前講座や研修の機会を通

して、保護者や子育て支援関

係者にペアレント・トレーニ

ングを紹介します。また、実施

後の結果を検証し、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：６回実施 

（のべ 86人参加） 

 人権同和研修：１回実施 

（213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 
 

 

取り組みObjective 
平成 27年度教育振興基本計画

で定めた取組内容 
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 

●平成 26年度までに子ども・

若者育成会議で作成または改

訂したチラシを、効率よくＰ

Ｒし、配布します。 

【こども未来課】 

○乳幼児期～青年期まで、各発達

段階に併せたチラシを作成し、学

校や各団体行事等を通じて、周知・

配布の拡大を行った。 

また、効果的な配布方法を検討し

た結果、チラシのテーマに沿った

強調月間を実施し、集中して取り

組みを行った。 

【こども未来課】 

② ＰＴＡ活動、家庭教育学

級を通した、規則正しい

食生活や家族などととも

に食事をする「共食」につ

いての啓発と子どもたち

の朝食喫食率 95%に向け

た取り組みの推進 

★すべての家庭教育学級にお

いて、食育をテーマとした講

座を実施します。 

【教育指導室】 

○第１回家庭教育学級講演会での

食育の全体研修に加え、13 校の家

庭教育学級で食育をテーマにした

実習や講話を実施できた。 

☆第１回家庭教育学級講演会参加

者 162 名 

□家庭教育学級生以外への参加呼

びかけを積極的に行う必要があ

る。 

【教育指導室】 

   

 

取り組みObjective 
平成 27年度教育振興基本計画

で定めた取組内容 
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 

●公開講演会を２回開催しま

す。平日の参加が難しい保護

者のために、開催日時の設定

等を工夫します。 

【教育振興課・教育指導室】 

○公開講演会を平日の日中に１

回、夜間に１回開催した。日曜日

開催については、記録的な寒波・

大雪により中止した。 

【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 

●講師一覧を活用した子育て

に活きる講座の実施と、学校

と連携した受講生を増やす取

り組みを行います。 

【教育振興課・教育指導室】 

○すべての学校の家庭教育学級で

講師一覧を活用した講座を実施す

ることができた。 

☆プリント配布や、学校のメール

の活用により、受講生を増やす努

力をした。 

□受講生を増やす取り組みを継続

して行う。 

   【教育指導室】 

☆全小・中学校単位で６～８回の

家庭教育学級を開催し、647 名の

学級生が家庭教育の大切さを学ん

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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だ。 

○平成 27年度の重点的な取り組

みとして、「メディアとの関わり

方」をテーマに掲げ、全小・中学

校の家庭教育学級で講座を開催

し、「ＳＴＯＰ！ケイタイ・スマ

ホ」というＰＴＡ宣言が採択さ

れ、全小・中学校で運動が展開さ

れている。 

【教育振興課】 

 

 

「ＳＴＯＰ！ケイタイ・スマホ」チラシ 
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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 

 

 

取り組みObjective 
平成 27年度教育振興基本計画

で定めた取組内容 
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年度末で現実施計画

の計画期間満了を迎えるにあ

たり、関係各課と協議しなが

ら、「大野城市人権教育・啓発

基本指針」及び同指針の実施

計画の改訂作業を進めます。 

【人権男女共同参画課】 

○大野城市人権政策審議会におけ

る３回の審議と関係各課との協議

を経て、３月に「大野城市人権教

育・啓発基本指針」及び同指針の

実施計画を改訂した。 

【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 

●コミュニティ別研修会の内

容を充実させ、また市民・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】 

○「共に学ぼう！！ わたしのため

に、みんなのために」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・同和研修

会」を開催した。 

☆南コミュニティセンター 

（参加者：121名） 

テーマ「障がい者問題を考える」 

☆東コミュニティセンター 

（参加者：213名） 

テーマ「子ども問題を考える」 

☆中央コミュニティセンター 

（参加者：137名） 

テーマ「高齢者問題を考える」 

☆北コミュニティセンター 

（参加者：140名） 

テーマ「同和問題を考える」 

☆参加者合計 611 名（過去最多） 

【人権男女共同参画課】 

  

 

取り組みObjective 
平成 27年度教育振興基本計画

で定めた取組内容 
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

を充分に考慮しながら、適切

なテーマや手法により教育・

啓発を行います。 

【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 159 名

が受講した。 

☆12 月に東日本大震災をテーマ

とした「人権週間講演会」を開催

し、講演及び研修報告会を実施し

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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た。参加者数は 286 名。 

【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年度中に調査、分析

した結果に基づいて、報告書

を作成するとともに、概要版

パンフレットを作成し市民へ

の周知を進めます。 

【人権男女共同参画課】 

○平成 26年 9月に実施した「人権

問題に関する市民意識調査」の報

告書の配布及び概要版を作成し、

市民へ周知を行った。 

☆報告書配布部数 約 700 部 

【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 

●市職員と市民が参加する

「初級・中級講座」を、内容の

充実を図りながら、継続して

実施します。 

【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 49 名（うち市民 20 名）

で、市民の参加が増えている。 

（修了生のうち市民 平成 25 年

度 17 名・平成 26年度 19 名） 

○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。 

☆43,500冊を発行、全戸配布。 

○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。 

☆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。 

【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 

●市民意識調査で示された市

民の関心や問題意識に基づい

て、内容や手法を工夫しなが

ら、「人権をまなぶ講座」や「人

権週間講演会」などの市民向

けの講座等を実施していきま

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 159 名

が受講した。 

☆12 月に東日本大震災をテーマ

とした「人権週間講演会」を開催

し、講演及び研修報告会を実施し

た。参加者数 286 名。 

【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、各種啓発月

間や週間に関する周知など、

適切な時期を捉えて行ってい

きます。 

【人権男女共同参画課】 

○人権に関する情報提供として以

下の事業を実施した。 

・啓発冊子「みんなのしあわせの

ために」の作成、配布。 

（詳細は上記ウに記載） 

・「人権作文集」の発行、配布。 

（詳細は上記ウに記載） 

・人権週間やまどかフェスティバ

ルなどでのパネル展の実施。 
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・広報、ホームページ等を活用し

たイベント等の人権関連情報の提

供。 

【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

践を行うとともに、カリキュ

ラムの検証・改善を行います。  

●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】 

○全小・中学校において、社会科

歴史学習基底カリキュラムに基づ

いた授業公開を行った。 

☆小・中学校での取り組みやブロ

ックとしての課題を共通理解する

ことができた。 

□各学年の系統性を踏まえて小中

連携して取り組む。 

【教育指導室】 

 

 
  

コミュニティ別人権・同和研修会 
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(2) 男女共同参画社会の実現 
 

 

 

取り組みObjective 
平成 27年度教育振興基本計画

で定めた取組内容 
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：194人 

満足度：妊婦 99.0% 

 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。 

□参加者間で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

学ぶと共に感性豊かな人間育成を

醸成することを目的に出前講座

(ゲストティーチャー)を実施し

た。 

☆開催校：平野中・御陵中 

☆受講生徒数：434 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とても

有意義な教室であった。 

【こども健康課】 

③ 地域で活躍できる女性

リーダーの育成 

●平成 26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】 

○修了生（第 1 期生）により結成

された 2 つのグループの地域活動

支援（定例会、コミュニティ活動

応援ファンド事業に関する協議参

加等）を行った。同時に、更なる

スキルアップのためフォローアッ

プ研修（2 回）を実施した。 

【人権男女共同参画課】 

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

●区長会に対して、各区役員

への女性の積極的な登用につ

いて依頼していくとともに、

地域活動に意欲のある女性を

地域に繋げていくための仕組

みについて検討します。 

【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

講座など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】 

  

 

取り組みObjective 
平成 27年度教育振興基本計画

で定めた取組内容 
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、多世代・多分野での男女

共同参画の推進を図ります。 

【人権男女共同参画課】 

○大野城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、女性ネットワーク大野城加入

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 

●審議会等委員の選任に際し

て実施している事前協議制度

に関して、目標とする委員総

数の 40％以上の登用率を目指

して、庁内各課への周知徹底

を図り、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 24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 

829 名（うち女性委員数 361 名） 

登用率 43.55％ 

【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 

●従来の資格取得講座のほか

に、「キャリアプランの立て

方」・「育休中の自分磨き」講

座などを開催し、女性のキャ

リアアップ支援を図ります。 

【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 52名 

☆「育休カフェ＆トーク」 

（全 2 回）参加者 39名 

【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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取り組みObjective 
平成 27年度教育振興基本計画

で定めた取組内容 
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。 

【人権男女共同参画課】 

★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) 

【人権男女共同参画課】 

○全中学校にてデートＤＶ講座

（生徒対象、教職員対象各 1 回ず

つ）の実施 

【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 

●平成 26年度からスタートし

た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被害者相談台帳を作成し、

関係課間における被害者状況の共

有を図った。 

☆台帳作成（更新） 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

女性トイレに設置した。 

○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 

 

 

取り組みObjective 
平成 27年度教育振興基本計画

で定めた取組内容 
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 

●アウトリーチ手法（地域の

施設に出向き、事業を実施す

るなど）を積極的に用い、「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 39回（６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 

●芸術文化イベントへの小・

中学校の参加を促進します。 

【コミュニティ文化課】 

○ジュニアときめき文化祭におい

て、全小・中学校に作品の出展を

依頼し、出展を受けた。 

☆出展者数 291 人 

【コミュニティ文化課】 

ウ 市民が親しみやすい芸

術文化を推進するための

芸術文化振興計画の策定 

●「芸術文化」の持つ意義の理

解を促進するため、様々な場

をその高揚の機会と捉え、取

り組んでいきます。 

【コミュニティ文化課】 

○まどかぴあを芸術文化の発信拠

点とし、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】 

 

 

取り組みObjective 
平成 27年度教育振興基本計画

で定めた取組内容 
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】 

  

 

取り組みObjective 
平成 27年度教育振興基本計画

で定めた取組内容 
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】 

○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」の開催支援。 

☆「まどか文化祭」 

出演者数 550 人 出展者数 111人 

「ジュニアときめき文化祭」 

出演者数 821 人 出展者数 447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 ●子ども文化活動の事業推進 ○子ども文化活動の活性化及び青

分野別プラン① 芸術文化の推進 

 

分野別プラン② 芸術文化の発信 

 

分野別プラン③ 市民文化の醸成 
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援と子ども文化活動・交

流事業の推進 

のため、協力や支援を行いま

す。 

【コミュニティ文化課】 

少年の健全育成を目的として、文 

化連盟所属の子ども会による各イ

ベントでの発表・他市との文化交

流等の取組みを支援した。 

☆文化連盟所属の子ども会員 

384人 

【コミュニティ文化課】 

 

 

取り組みObjective 
平成 27年度教育振興基本計画

で定めた取組内容 
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 

★大野城の舞、旗の舞、大野城

物語ショーに加え、今年度は

大野城築城 1350 年を記念し

て特別公演を実施します。 

【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、大野城築造 1350 年を記

念した、「大野城物語特別公演」を

実施した。 

☆参加者数 

「大野城の舞」28人 

「旗の舞」79人 

「大野城物語特別公演」69人 

□平成 27 年度は大野城物語ショ

ーを「大野城物語特別公演」とい

う形で実施したため、今後の実施

方法について再検討する。 

【教育振興課・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 
 

 

取り組みObjective 
平成 27年度教育振興基本計画

で定めた取組内容 
点検・評価結果 

① 歴史・こども・観光をキ

ーワードに、世代を超え

た交流や、市民活動が行

える「（仮称）大野城心の

ふるさと館」の市民参加

による計画策定と整備 

●「（仮称）大野城心のふるさ

と館」の設計を行い、建設工事

に着手します。 

●「（仮称）大野城心のふるさ

と館」事業運営計画を策定し、

開館に向けての準備を進めま

す。 

【ふるさとにぎわい課】 

〇３月に設計業務を完了し、建設

工事の発注事務に着手した。 

□建設工事は平成 28 年７月着手

予定。 

〇「（仮称）大野城心のふるさと館」

管理運営計画策定作業に着手し

た。 

□管理運営計画は平成 29 年２月

完成予定。 

【ふるさとにぎわい課】 

② 文化遺産などを活かし

た「水城・大野城・基肄城

1350 年事業」の市民との

協働による実施 

★水城・大野城・基肄城 1350

年事業として、「大野城をある

く」(５月)、「大野城フェスタ」

(８月)、「おおの山城大文字ま

つり」（９月）、「古代山城サミ

ット記念イベント」（10月）、

「1350 年記念式典」（12 月）

を開催します。 

【自治戦略課】 

○「水城・大野城・基肄城 1350年

事業」は、推進協議会を市内 10団

体で、実行委員会を近隣の４市２

町２県２団体で、事業展開を行っ

た。 

☆市内外から、全イベントで延べ

68,000 人以上の来場者を迎え、ふ

るさと意識の醸成やにぎわいづく

りができた。 

【自治戦略課】 

③ 市名の由来となってい

る大野城跡へのアクセス

ルート（登山道）となる

「（仮称）歴史をつなぐ路

(みち)」の整備 

●第１期工事として、大野城

総合公園（まどかパーク）から

四王寺山頂までのアクセスル

ート（登山道）の整備を始めま

す。 

【ふるさと文化財課】 

○大野城総合体育館から、毘沙門

堂までの登山道約 1,300ｍを整備

した。名称を募集し応募数 780 件

の中から「大野城歴史の散歩道」

と決定した。 

☆子どもから高齢者まで歩きやす

い道の整備を行った。 

□今後も整備を推進し、さらなる

利用者拡大を図る。 

【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 

★佐賀県基山町で開催される

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】 

○広報等で応募を募り、約 50人の

市民と共に基山町のサミットに参

加した。 

☆基肄城に登城した他、式典等に

も参加し、協力支援を行った。 

□今後も継続的な協力・支援を行

っていく。 

【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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取り組みObjective 
平成 27年度教育振興基本計画

で定めた取組内容 
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 

●水城跡、牛頸須恵器窯跡の

史跡買上を行い、史跡の保存

に努めます。 

【ふるさと文化財課】 

○水城跡は６筆 1468.38 ㎡を買上

げた。牛頸須恵器窯跡は７筆

23,079 ㎡を買上げを行った。 

☆予定通りの買上げができた。 

□今後も地権者と連携をとりなが

らスムーズな買上げを行う。 

【ふるさと文化財課】 

 

 

取り組みObjective 
平成 27年度教育振興基本計画

で定めた取組内容 
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 

★牛頸須恵器窯跡の整備を、

今年度から約７年にわたる整

備に着手します。 

【ふるさと文化財課】 

○今後の樹木整理を計画するため

に小田浦窯跡群の樹木調査を行っ

た。また、梅頭窯跡の案内サイン

の整備を行った。 

☆整備の着手を予定通り行うこと

ができた。 

□予算の確保、補助金の確保を確

実に行い、予定通りの事業推進を

図る必要がある。 

【ふるさと文化財課】 

イ (仮称)大野城心のふる

さと館において大野城市

の文化財の活用を図るた

めの文化財のデータベー

ス化と、将来を見据えた

埋蔵文化財の収蔵管理体

制の確立 

★埋蔵文化財の再整備、デー

タベース化を開始します。 

★収蔵庫管理体制の研究を行

います。 

【ふるさと文化財課】 

○牛頸須恵器窯跡の５つの遺跡か

ら発掘された遺物 380 点のデータ

ベース化を行った。 

☆台帳管理システムと合わせた管

理体制が徐々に構築できている。 

□ふるさと館建設と連動していく

部分もあり、担当課との密な連携

が必要である。 

【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、水城ゆめ広場などの

整備、樹木調査、樹木整理、追

加調査を開始します。 

【ふるさと文化財課】 

○水城ゆめ広場の広場整備、東屋

1棟の建設、樹木調査、樹木整理を

行うことができた。 

☆水城跡の追加調査には予定より

長い期間を要したが、その他は予

定通りの整備ができた。 

□水城ゆめ広場において破損や盗

難などが発生した。問題の有無に

限らず全体的に適正な維持管理を

行っていく必要がある。 

【ふるさと文化財課】 

分野別プラン① 文化財の保存・継承 

 

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 

★保存整備用地の取得と、整

備プランの策定を進めます。 

【ふるさと文化財課】 

○29 年度に予定していた用地購

入が他事業の進捗関係から、変更

され、27 年度に整備用地 8981 ㎡

を購入した。 

☆予定より前倒しで購入できたこ

とにより、整備範囲がより明確に

なりプランの策定もより明確に進

められるようになった。 

□適正な維持管理を行い、継続的

な啓発を行っていく。 

【ふるさと文化財課】 

オ 東アジアでも極めて稀

な、日本最古の防衛施設

である「水城跡」、「大野城

跡」及び「基肄城跡」を核

とする史跡の「日本遺産」

への登録の推進 

★大野城市、宇美町、基山町と

の連携により、「古代山城歴史

回廊～倭国から日本国へ～」

というタイトルで日本遺産へ

の登録（認定）を目指します。 

【自治戦略課・ふるさと文化財課】 

○日本遺産登録については、本市

を中心に積極的に登録に向けた活

動を行った。 

☆申請は不採用となり登録はでき

なかったが、2 町とは活動をとお

して連携を強化することができ今

後の活動契機ともなった。 

☆今後は県が主導で進めていくた

め、県との連携を行っていく必要

がある。 

【ふるさと文化財課】 

カ 大野城市の宝である文

化遺産を保存し、活かす

ための、既存のボランテ

ィア団体との協働や、新

規ボランティア団体の育

成・支援の推進 

●「（仮称）大野城心のふるさ

と館」事業運営計画を策定す

るなかで、館で活動する市民

サポーターの育成計画を策定

します。 

【ふるさとにぎわい課】 

〇平成 27年度中は未着手。 

□平成 28年度中に、市民サポータ

ーの育成計画を策定する。 

【ふるさとにぎわい課】 

キ 小・中学校での歴史・文

化遺産を活用した学習の

推進 

●水城や大野城、牛頸須恵器

窯跡など、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」

を実施します。 

【教育指導室】 

○総合的な学習の時間等を使い、

地域のひと・もの・ことを活用し

たトレジャー学習を実施した。 

☆道徳の時間において、地域教材

を使うことで地域のよさを伝える

ことができた。 

□地域教材の開発を継続的に行う

必要がある。 

【教育指導室】 
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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 

 

 

取り組みObjective 
平成 27年度教育振興基本計画

で定めた取組内容 
点検・評価結果 

ア スポーツに関する本市

の現状及びニーズに応じ

たスポーツ推進計画の策

定 

★スポーツ推進計画を策定

し、計画の実施に着手します。 

【スポーツ課】 

○９月に「大野城市スポーツ推進

計画」を策定した。 

☆計画期間 

平成 27年～平成 36年の 10年間 

□日常生活で誰もがスポーツに親

しめる生涯スポーツの社会づくり

やスポーツ活動を行っている人た

ちを支援する基本方針を示した。 

【スポーツ課】 

 

 

取り組みObjective 
平成 27年度教育振興基本計画

で定めた取組内容 
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

部の本格実施に向け、各コミ

ュニティにおけるスポーツ教

室を支援します。 

●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】 

○コミュニティセンター指定管理

者がデモ事業として、昨年に引き

続き「かけっこ教室」と新たに「ロ

コモ運動教室」を行った。今後も

体育協会を含めて問題点を共有し

創設に向けて協議を進めていく。 

□モデル地区を指定して取組みを

進めていく。 

○体育協会による「まどかスポー

ツ教室」の開催を支援した。（16種

目 22 教室） 

☆実施回数 223回 

☆参加人数 4,298 人 

□各コミュニティ地区で均衡に教

室が出来るように努める。 

【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、出前講座などを通

じて、子どもから高齢者まで、誰

でも・どこでも自分の好みや体力

に合わせて、生涯にわたって楽し

め、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

ツの普及に取り組んだ。 

☆出前講座 件数５件 95 人 

（前年度 件数７件 189人） 

☆実施種目 ドッヂビー、バッゴ

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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ー、アジャタ、ユニカール 

□普及活動に伴い、区やコミュニ

ティでの催しもスポーツ行事（ソ

フトボールなど）から、レクリエ

ーションスポーツ（グラウンドゴ

ルフ、ペタンクなど）へと変化し

てきている。性別を問わず子ども

から高齢者まで参加しやすい状況

となっている。 

【スポーツ課】 

 

 

取り組みObjective 
平成 27年度教育振興基本計画

で定めた取組内容 
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 

●定期使用の承認や使用料の

一部助成により、競技団体、ス

ポーツ登録団体の活動を支援

します。 

【スポーツ課】 

○スポーツ登録団体の活動を支援

し、活動の活性化や競技力向上に

資するため、各団体が使用する施

設において実施する年間事業や定

期使用を認めている。また、定期

使用や各種大会等における施設の

利用に対して（体育協会を通じ）

施設利用補助金を交付し活動を支

援している。 

☆加盟団体数 

競技種目団体  

スポーツ少年団 56 団体 1,598人 

（前年度 58 団体 1,731 人） 

競技種目団体 85団体 2,539 人 

（前年度 86 団体 2,572 人） 

□登録団体数及び会員数ともに微

減の状況が続いている。 

スポーツ少年団における「少子化」

や「民間によるスポーツ塾」の増

加が原因であり、スポーツ塾は、

保護者の活動参画が必要ないこと

から、保護者の意識の変革も課題

となっている。 

競技団体では、野球とソフトボー

ルのチームの入替わりが毎年あっ

ており若い人材の確保が進んでい

ない状況にある。施設使用料支援

は、団体から高く評価されている。 

【スポーツ課】 

イ 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 

●中学校部活動の振興を図る

ため、体育協会のスポーツ・レ

クリエーションリーダーバン

○学校からの依頼に応じ登録され

た指導者の派遣を行った。 

☆登録者数 54人 

分野別プラン③ スポーツ活動団体の支援・連携 
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クの充実のための支援を行い

ます。 

★中学校運動部活動の新たな

試みとして実施する大野東中

学校と御陵中学校による合同

部活動を支援します。 

【スポーツ課】 

・中学校運動部活動指導者派遣 

 合計 17人：1,179 回 

大野中学校 ４種目４人 503回 

大野東中学校３種目３人 114回 

大利中学校 ４種目４人 190回 

平野中学校 ５種目５人 366回 

御陵中学校 １種目１人 ６回 

○御陵中学校のバスケットボール

部員の減少により、大野東中学校

との合同部活動を実施（試行）。 

【スポーツ課】 

  

  

取り組みObjective 
平成 27年度教育振興基本計画

で定めた取組内容 
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

近な場所で気軽に運動できる

環境を整備します。 

【スポーツ課】 

○スポーツ推進委員により新しい

競技の研究がなされ「五目お手玉」

が取り入れられ、南地区で実践が

なされた。今後も、市による備品

の整備に努めるとともに、れくス

ポ祭の補助金によるコミュニティ

地区での備品整備を働きかける。 

☆27 年度整備備品 

・囲碁ボール ２組 

・ユニカールジュニアセット２組 

□各施設の所有備品一覧を作成

し、効果的使用に努める。 

【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 

●各スポーツ施設の効果的な

活用や、利用者サービスの向

上のため、施設を管理運営し

ている指定管理者とともに、

適切な維持管理に努めます。 

【スポーツ課】 

○各スポーツ施設の調査を行い、

緊急度に応じた施設改修計画を作

成した。 

○旭ケ丘テニスコート改修工事の

実施 

☆総合公園利用者 

221,124人（前年度 212,337 人）  

□施設改修計画を基に、施設の状

況を確認し、見直しを行いながら

改修を行っていく。 

【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、施設の利用率の向上を

目指します。 

【スポーツ課】 

○体育協会・市・ボランティアで、

芝生の管理を行った。 

☆利用者数 

12,941 人（前年度 11,475 人） 

□更なる利用率向上を図る。 

【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】 

○全小学校の運動場について、社

会体育及び文化的活動の普及、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

ている。 

☆スポーツ活動による利用者 

139,175人 

□現在の小学校周辺には、住宅が

多く、不法侵入者や利用者による

騒音などの問題が発生しており、

ルールを守っての使用の徹底を呼

び掛けていきたい。 

【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り組みと

して、利用登録者の自己責任、

自己管理方式による小・中学

校運動場及び体育館を地域に

開放します。 

【スポーツ課】 

○登録団体に対して、学校体育施

設の定期使用等で開放している。 

□利用登録者個人に対して、学校

体育施設の開放を行う方法・手段

について検討を行う。 

【スポーツ課】 

 

 

取り組みObjective 
平成 27年度教育振興基本計画

で定めた取組内容 
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、

ＭＡＤＯＫＡれくスポ祭

など、スポーツ・レクリエ

ーション競技大会の実施

と周知促進 

●多くの市民が気軽に楽しく

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】 

○市及び体育協会、コミュニティ

センターとの連携のもとに、市広

報、ポスターやチラシによる周知

活動に努めた。 

【スポーツ課】 

イ コミュニティ間での交

流事業開催などによるレ

クリエーション活動の推

進 

●各スポーツ・レクリエーシ

ョン事業を、地域住民にとっ

て参加しやすいイベントとな

るように、体育協会、コミュニ

ティ運営委員会、パートナー

シップ活動支援センターなど

と連携し推進します。 

【スポーツ課】 

○軽・ニュースポーツの普及事業

を兼ねて実施される催しについ

て、体育協会や各コミュニティセ

ンターで所有する備品の相互貸借

を行い、多くの競技体験が出来る

よう支援を行った。 

【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 

 



44 

 

(2) 国際交流の推進 
 

 

取り組みObjective 
平成 27年度教育振興基本計画

で定めた取組内容 
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 

●日本語への翻訳・通訳など

を通し、在住外国人への支援

を充実させます。 

【ふるさとにぎわい課】 

○来庁された外国人への通訳、市

刊行物の翻訳版の作成。 

☆通訳業務は 23件、翻訳件数は 93

件あり、在住外国人の支援に取り

組むことが出来た。 

【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 

●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】 

○国際交流パーティの開催 

○文化講座の開催 

講演会２回・能楽体験１回 

☆国際交流パーティーは 80名、講

演会や能楽体験の文化講座は 76

名の参加があった。 

□情報周知の方策についても検討

していく。 

【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 

●広報紙の翻訳などにより在

住外国人へより多くの情報を

提供します。 

【ふるさとにぎわい課】 

○広報紙への掲載及び市ＨＰ上の

広報紙の英語抜粋版「 Joe’s 

NEWS」に多くの情報を掲載。 

☆「Joe’s NEWS」閲覧数は、415

件であった。 

□在住外国人への情報周知の方策

についても検討していく。 

【ふるさとにぎわい課】 

  

  

取り組みObjective 
平成 27年度教育振興基本計画

で定めた取組内容 
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、支援を充実させます。 

【ふるさとにぎわい課】 

○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 

●平成 26 年度(第１回）スピ

ーチコンテストの結果を踏ま

え、内容を改善・充実し、実施

します。 

【ふるさとにぎわい課】 

○第 2 回英語・日本語スピーチコ

ンテストを開催。 

☆英語部門中学生の部に 10人、高

校生・大学生・一般の部に 11人、

日本語部門に５人が出場し、スピ

ーチを行った。 

□事業の周知方法の拡充を図る。 

【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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８ その他 

(1) 保健医療・健康・食育の推進 
 

 

取り組みObjective 
平成 27年度教育振興基本計画

で定めた取組内容 
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 

●乳幼児を対象に、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…保護者の

育児不安の軽減を目的とした、

助産師・保健師・栄養士・臨床

心理士等、各専門職による個別

の育児相談 

 

※母親教室…妊婦の友達づくり

の場づくりや妊婦同士の情報交

換、さらに妊婦に正確なマタニ

ティ情報を提供し妊娠・出産に

対する不安の軽減を図ることを

目的とした教室。 

○すこやか育児相談の実施。 

☆実施回数：12回 

☆参加人数：1,250 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。

（大雪のため 1 月開催の情報コー

スは中止） 

☆開催数と参加者数 

情報コース：２回（21人） 

お産コース：３回（37人） 

栄養コース：３回（31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】 

イ 乳幼児健康診査・歯科

検診の実施 

●４カ月、10 カ月、１歳６カ

月、３歳児の小児科健診(集団

健診含)の受診勧奨に努める

と共に、３歳児集団健診(歯科

含)の満足度の維持・向上を図

ります。 

●１歳６カ月児及び３歳児の

歯科検診の受診勧奨に努め、

むし歯予防に関する保健指導

を行い、意識の向上を図りま

す。 

【こども健康課】 

○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カ

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） 

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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☆受診者数（受診率） 

４カ月児：1,136 人（99.6%） 

10 カ月児：1,115 人(100.4%) 

１歳６カ月児 

 小児科：1,059 人(98.3%) 

  歯科：1,017 人(94.4%) 

３歳児 

 小児科：1,134 人(100.6%) 

  歯科：1,134 人(100.6%) 

□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 

●たばこ、アルコール、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」を実

施します。 

【教育指導室】 

○薬物乱用防止学習を保健の時間

に位置付け、実施した。 

☆児童生徒の健康教育の促進につ

ながった。 

□ゲストティーチャーを招聘し、

より専門的な分野から授業づくり

を推進する。 

【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 24.7％（暫定

値）であり、昨年度と比べ横ばい

であった。 

【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 

●生活習慣を要因とする病気

として、がんを取り上げ、その

予防について学ぶ機会を設け

ます。 

【教育指導室】 

○保健の学習の中でがんの予防に

ついて授業を実施した。 

☆生活習慣病について改めて見直

す機会となった。 

□小学校、中学校で系統的に学習

を発展させていく。 

【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 

★こころの健康づくり講座

（出前講座）を実施し、睡眠の

重要性やうつ病の予防につい

て、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２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】 
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取り組みObjective 
平成 27年度教育振興基本計画

で定めた取組内容 
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) 

○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（13種）

の延べ接種者数 23,458人 

☆予防接種費用助成事業の申請者 

延べ 29人（接種児延べ 92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

を図っていく。 

【こども健康課】 

イ 「新型インフルエンザ

等対策行動計画」に基づ

く対策の実施 

●インフルエンザの感染予防

策（マスク着用・咳エチケッ

ト・手洗い・うがい、人混みを

避ける等）の普及啓発を図り

ます。 

【すこやか長寿課】 

○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】 

 

 

取り組みObjective 
平成 27年度教育振興基本計画

で定めた取組内容 
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。 

○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。 

分野別プラン② 感染症の予防・対策 

 

分野別プラン③ 食育の推進 
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【すこやか長寿課】 【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 14 回の教室を開催した。

（乳児期教室３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 

●事業の周知を図りながら、

親子によるじゃがいもの作付

け・収穫体験イベントを継続

実施します。 

【ふるさとにぎわい課】 

〇親子農業体験として、じゃがい

もの収穫体験・作付けを実施。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 28人 

（保護者 13人・子ども 15人） 

作付け参加者 77人 

（保護者 36人・子ども 41人） 

☆作付けについては、PRチラシの

改善と、初めて小学校への参加募

集を行い、例年より、参加人数が

倍近く増えた。 

☆参加者からも大変好評で、親子

のふれあいを通じ、食育の学習に

つながった。 

□駐車スペースの確保 

□参加者アンケートの実施 

【ふるさとにぎわい課】 

エ すこやか健康フェステ

ィバルなどのイベントに

よる食育の普及啓発の推

進 

●すこやか健康フェスティバ

ルの子どもの食育コーナー

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。 

【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呼び

かけを行った。 

【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(20区)が開催された。 

【すこやか長寿課】 

カ 学校給食・ランチサー

ビスの充実 

●給食やランチサービスを通

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。 

○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

理等の献立を小学校給食で提供

し、食文化への理解促進を図った。 

○ランチ給食サービスでふるさと

メニューウィーク（郷土料理や大

野城にちなんだ献立）や中学校３
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★ランチサービスによる中学

校の「選択制の昼食」をテーマ

のひとつとして、児童生徒、保

護者、教師による意見交換会

を開催します。 

【教育政策課】 

年生の卒業祝いとして市商工会推

奨品の「大野ジョーハッピーリン

グ」をつけた特別メニューなどの

イベント食を提供した。 

☆ふるさとメニューウィーク中の

最高食数 1151食/日 

○児童生徒、保護者及び教師によ

るランチ給食サービスについての

意見交換会を各中学校区単位で開

催した。 

☆意見交換会の参加者（全５回） 

 計 201名 

□意見が多かった注文区分の多様

化（おかずのみの注文等）やメニ

ューの多様化（パンメニューなど）

を今後検討する。 

□中学校の入学説明会時にランチ

給食サービス試食会を行うなど、

新入学生の利用の促進に努める。 

【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た学校給

食での地産地消推進として、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。 

○市商工会推奨品の「大野ジョー

ハッピーリング」をつけた給食を

小学校２校で実施した。 

【教育政策課】 

 
  

大野ジョーハッピーリング 給食 
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(2) 乳幼児教育・子育て支援の充実・強化 
 

 

取り組みObjective 
平成 27年度教育振興基本計画

で定めた取組内容 
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

間の連携への取り組みを推進

します。 

●子育て支援センターにおい

て親子遊びリーダー養成講座

を開催し、子育てサークルの

育成を支援します。 

【こども未来課・子育て支援

課】 

○子育て関連団体によるネットワ

ーク会議の開催に向け協議した。 

○利用者増に対応するため、親子

サロンの増床工事を行った。 

○パンフレットスタンドを購入

し、子育て支援に関する情報を集

約・掲示した。 

☆親子サロンの利用者数 

25,508 人（一日平均 90人） 

□子育て関連団体によるネットワ

ーク会議を開催する。 

【こども未来課】 

○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。（全６回） 

☆参加者 19 名のうち、18 名（４

回以上の出席者）が受講修了。各

人が受講体験を活かし、所属する

サークル・団体での子育て支援活

動のさらなる充実化に向けて取り

組むことを期待する。 

□参加者の満足度は概ね良好（受

講後の感想より）であり、H28年度

も引き続き開催する。 

【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一番身

近な居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。 

★公民館親子サロンに対し遊

具やイベント用の備品の貸出

を行う等、地域の子育て活動

の充実を支援します。 

【子育て支援課】 

○☆公民館親子サロン実施区は、

前年度 22 区から 24 区（＋２区）

となった。また、サロンの運営者

に対し、ＣＤやパネルシアターの

貸出及び親子遊びの実演研修を新

たに開始した。 

□物品貸出事業により、今後サロ

ンの活性化と実施内容のさらなる

充実化を図る。 

□既存サロンの継続と充実化、未

開催区への開催要請など。 

【子育て支援課】 

③ 子ども・子育て支援事業

計画の策定と、計画に基

づく保育所の定員拡充

★平成 27年３月に策定した子

ども・子育て支援事業計画の

進捗状況の管理を行います。 

○☆子ども・子育て支援事業計画に

基づき、待機児童解消に向けて、小

規模保育事業所の設置を進め、平成

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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や、届出保育施設への支

援 
★低年齢児の待機児童解消の

ため、平成 27年４月の状況に

基づき、小規模保育施設の設

置を検討します。 

★市内の届出保育施設に待機

児童の受入人数に応じた運営

費支援、及び保育環境向上の

ための施設整備費等の支援を

行います。 

【子育て支援課】 

28 年４月１日に２箇所（定員合計

38名）が開園となった。 

□今後も待機児童解消に向けた取

り組みを継続していく。 

○☆市内の届出保育施設７施設に

対して、待機児童の受入人数に応

じた運営費補助を行った。また、

同施設６施設に対して、保育環境

向上のため、待機児童だけでなく

市内居住児童の入所人数に応じた

施設整備等補助を行った。 

□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、相談室の設置等を行いま

す。 

【こども未来課】 

○子ども情報センターの改修工事

（相談室の設置）を行った。 

☆８月から相談件数の集計を開

始。（８月～３月までの相談件数：

1,004 件、月平均相談件数：126件） 

【こども未来課】 

 

 

取り組みObjective 
平成 27年度教育振興基本計画

で定めた取組内容 
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】 

○子育て関連団体によるネットワ

ーク会議の開催に向けて、協議を

進めている。 

【こども未来課】 

イ 乳幼児がいる家庭の訪

問による親子の心身状況

の把握や子育て支援に関

する情報提供の実施 

●助産師等による赤ちゃん

（未熟児含）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…子育ての孤立

化を防ぎ、楽しく育児ができる

環境を整えることを目的とし

○赤ちゃん訪問の実施。 

☆助産師訪問延人数 

妊産婦：1,053人 

乳児  ：1,063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：61 人乳児：61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

要とされることから、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

分野別プラン① 子育て支援の充実 
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て、生後４カ月未満の乳児のい

る家庭を全戸訪問し、親子の心

身の状況の把握や子育て支援に

関する情報提供を行うもの。 

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繋

ぐなど、今後も養育環境改善に向

けた対応が必要。 

【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：55人 のべ利用者：29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への参

加者増へ向けて、事業の対象

者で未参加の人へ一定期間毎

に案内を行う他、市内の小児

科にポスター掲示を行うな

ど、周知等のさらなる取り組

みを進めます。 

【子育て支援課】 

○☆92 回実施。対象者 1,066 名参

加者 751名（参加率 70.1%）。 

４ヶ月健診案内時に、対象者全員

に案内通知を同封し、不参加の児

童に対しては２度の再通知を行

い、参加の要請を行った。 

□更なる参加者増に向け、平成 28

年度から、月８回の午前中開催に

加え、月１回午後にも開催するこ

ととした。 

【子育て支援課】 

オ 入院費助成年齢を延長

した子ども医療助成制度

の継続 

●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】 

○小学６年生まで拡充した子ども

医療費助成制度について、継続し

て実施した（原則として医療証交

付による現物給付）。 

☆助成件数 42件 

助成額 6,216千円 

□平成 28 年 10 月から、助成対象

年齢をさらに拡充する予定。 

【国保年金課】 

 

  

取り組みObjective 
平成 27年度教育振興基本計画

で定めた取組内容 
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 

●入所者数に応じた保育スペ

ースを確保するため、学校施

設所管部署と連携し、小学校

教室等の活用を進めます。 

○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４ク

ラス活用。 

分野別プラン② 放課後児童施策の推進 
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【こども未来課】 □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、現行の建築基準法施行

前に設置された留守家庭児童

保育所について、耐震診断結

果に基づき、耐震工事を行い

ます。 

【こども未来課】 

○現行の建築基準法施行前に設置

された施設（大野東児童保育所・御

笠の森児童保育所）に対する耐震工

事や老朽化した施設（月の浦児童保

育所）に対する改修工事を行った。 

【こども未来課】 

ウ 下校時間から、放課後

子ども教室（アンビシャ

ス広場）、ランドセルクラ

ブや留守家庭児童保育事

業に引き継ぐ形式により

学校を拠点に一体運営す

る「放課後子ども総合プ

ラン」の推進 

★小学校の特別教室を集約し

た地域開放ゾーンを拠点に、

放課後子ども教室（アンビシ

ャス広場）、ランドセルクラブ

と留守家庭児童保育事業を一

体的に運営する「放課後子ど

も総合プラン」を推進するた

めの取り組みに着手します。 

【こども未来課・教育振興

課】 

○「放課後子ども総合プラン」推

進のため、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

た。 

☆H28年度から、３つの小学校（月

の浦小・大野北小・大野東小）に

ついて、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

営予定。（月の浦小は H28.9 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する。） 

【こども未来課】 

○留守家庭児童保育所事業と放課

後子ども教室（アンビシャス広

場）、ランドセルクラブ（放課後総

合学習）を、学校の特別教室で一

体的に運営するための構想を整備

し、その取り組みの一つとして、

学校開放施設に配置するアンビシ

ャス広場の安全管理指導員のあり

方を見直して、留守家庭児童保育

所、アンビシャス広場、ランドセ

ルクラブの安全管理指導業務の一

元化を図った。 

【教育振興課】 
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(3) 安全・安心まちづくりの推進 
 

 

取り組みObjective 
平成 27年度教育振興基本計画

で定めた取組内容 
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 

●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、780人

の登録を目指します。（平成 26

年３月末現在：706人） 

【安全安心課】 

☆３月末現在、700 名が登録。 

□平成 28 年度は、積極的に働きか

け、登録員数 820 名を目指す。 

【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創設 

●平成 26 年度より事業を開始

した本制度について、今年度、

50 事業所の登録を目指しま

す。 

【安全安心課】 

○市内の事業所（120 事業所）に出

向き、登録を依頼した。 

☆３月末現在、28事業所が登録。 

□平成 28年度は、積極的に働きか

け、登録数 120事業所を目指す。 

【安全安心課】 

③ 防災危機管理専門官に

よる指導や区単位での防

災訓練などを通した自主

防災組織活動の充実・強

化と指導者の育成 

●市内 27区の自主防災組織に

よる訓練等防災活動への支援

を通じて、自助、共助による防

災力の充実・強化を図ります。 

【安全安心課】 

○区の自主防災活動に係る費用を

助成する「災害活動等助成金」の交

付や防災専門官や安全安心課職員

による出前講座等で支援を実施。 

☆27 区中 20 区が防災訓練等の自

主防災活動を実施。 

【安全安心課】 

④ 行方不明者に対する迅

速な捜索の着手と的確な

捜索活動、早期の安全確

保に向けた、市、警察、関

係機関・団体との連携強

化 

●行方不明事案が発生した場

合は、「大野城市行方不明者等

捜索マニュアル」に基づき、迅

速な捜索活動を実施します。 

★警察、関係機関・団体との連

絡体制の整備に努めます。 

【危機管理課】 

○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 ０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り組み

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もしくは、耐

震基準を満たしている。 

○住宅については、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

の補助を行っている。 

☆実績 申請数 11 件 

補助合計額 653 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】 

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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取り組みObjective 
平成 27年度教育振興基本計画

で定めた取組内容 
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】 

○不審者に対する避難訓練を全小

学校で実施した。 

☆子ども自らが安心、安全面に気

をつける意識が高まった。 

□警察等関係機関と連携して行事

を進めていく。 

【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

の検証・改善を行います。 

【教育指導室】 

○各学校で危機管理マニュアルを

策定し、マニュアルに基づく対応

を行った。 

☆今までのマニュアルを第三者に

点検してもらい、施錠の徹底など

改善点を挿入できた。 

□地域の方や近隣企業も含めた危

機管理体制を検討する。 

【教育指導室】 

ウ 登下校時の児童・生徒

の見守り活動の継続 

●見守り活動を学校運営協議

会の取り組みとして位置づ

け、継続的に推進していきま

す。 

●通学路調査における危険箇

所の情報を共有化します。 

【教育振興課・教育指導室】 

○学校運営協議会の中で地域の方

と連携して見守り活動を実施し

た。 

☆地域の方の見守りのおかげで、

登下校時に安心して通学する環境

をつくることができた。 

□危険箇所については、日々検証

を加え、情報共有する必要がある。 

【教育指導室】 

○合同での安全点検の実施を通じ

て、春日警察署、道路管理者、教

育委員会、学校関係者の間で危険

箇所に関する情報共有を図った。 

【教育振興課】 

 

 

取り組みObjective 
平成 27年度教育振興基本計画

で定めた取組内容 
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、

今年度には、5,510人の登録を

目指します。（平成 26年 10月

末現在：5,262人） 

【安全安心課】 

☆３月末で 6,505 人が登録。 

【安全安心課】 

イ 犯罪防止に関する情報 ★公民館・コミュニティセン ○公民館に犯罪抑止に関するのぼ

分野別プラン① 安全・安心な学校づくり 

 

分野別プラン② 防犯意識の高揚 
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の市民ニーズに即した内

容や発信方法の検討 

ターと連携して、市民の目に

留まる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】 

りを設置したり、防犯広報を作成

する等、市民へ犯罪防止の啓発、

情報の発信を行っている。 

【安全安心課】 

 

 

取り組みObjective 
平成 27年度教育振興基本計画

で定めた取組内容 
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

カラー塗装を実施した。 

☆カーブミラー整備 21件、カラ

ー塗装 700ｍ（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等の調査

を行います。対応・措置が必要

な箇所については、春日警察

署に要望を行います。 

【教育振興課】 

○通学路の危険箇所に関する合

同安全点検を実施し、対応・措置

が必要なものについては、警察

に要望した。 

☆警察に対応・措置を要望した

件数３件 

□現在年度末に実施している点

検の実施時期について、今後検

討する。 

【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

た交通安全教室を計画的に開

催します。 

【教育振興課・安全安心課】 

☆全・小中学校と７箇所の学童

保育所、９箇所のシニアクラブ

で交通安全教室を実施した。 

【教育振興課・安全安心課】 

  

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、附属機関等からの

意見を聴取し、改善に生かしていくこととしています。 

 

２ 前年度（平成 27 年度）に実施した点検及び評価における、附属機関等からの意見に対

する対応・取組みの状況 

(１) 社会教育委員の会 
意見の主な内容 対応・取組みの状況 

◇月の浦小学校「ふくおか寺子屋事業」 

 

・土曜日の午後の問題が話題となり、土曜授

業に踏み切った県や市町村もあるなか、地域

で子どもを育てる学校週五日制の主旨を生か

したこの事業は大変すばらしいものである

が、できれば各コミュニティ地区に１校、ゆ

くゆくは全小学校に広げてみてはどうか。 

・地域における学習支援員の確保について、

多くの方々の協力が得られているように見受

けられたが課題も多く、高校生・大学生のボ

ランティア参加を募ってみてはどうか。若者

に合わせ、ホームページやブログなどを通し

ての事業のＰＲや参加募集、もしくは口伝え

による身近な場所での勧誘も大事かと思われ

る。特に、地元の高校生の活用も反響がある

のではないか。本事業にとってもメリットが

あり、高校生にとっても貴重な体験であり、

社会性やコミュニケーション力など自分磨き

ができて有効だと思われる。 

 

・時間中に集中力がなく、学習意欲が欠けて

いる児童がいるとの課題があるようだが、児

童自身の意欲面に問題があるのであれば、土

曜日に学習した内容を月曜日に担任に提出

し、担任から一声かけてもらったり、担任印

をもらったりするだけでも効果があると思

う。小さなことだがこれも学校と地域の連携

と言えるのではないだろうか。 

 

・行政が地域に働きかけて、学校も協力して

いる、という印象があり、保護者の姿があ

まり見えてこない。地域と学校と、保護者

も協力しないと、連携のバランスが取れな

 

 

・寺子屋事業の趣旨を踏まえた寺子屋連携共育事

業「ランドセルクラブ」（放課後総合学習）を、平

成 28 年度２学期から、モデル３校（大野北、大野

東、月の浦）で試行を行う。 

・この試行結果によるが、教育委員会としては、「ラ

ンドセルクラブ」を大野城版寺子屋（放課後総合学

習）として、全小学校に広げていく方針である。 

・まずは小中連携として、中学生が１年に１回程

度、母校の小学校に帰って、中学生が小学生の学習

を支援する仕組みを、平成 28 年度中に構築してい

く。 

・近隣を含む高校生や大学生の支援については、平

成 28 年度中に協力を呼びかけ、平成 29 年度から

の支援につなげていく。 

・さらに、平成 28 年度中に、近隣を含めた各種Ｎ

ＰＯにも協力を呼びかけ、平成 29 年度からの支援

につなげていく。 

 

 

・学校との連携は大きな課題である。 

・現状では、学校は寺子屋事業に対して、プリント

の提供などに限られていることから、ランドセル

クラブの試行を通して、より具体的に連携・共働す

る仕組みを構築していく。 

 

 

 

 

・参加児童の保護者の多くは、土曜日に働いている

などにより、現状は保護者の参加・協力体制ができ

ていない。 

・保護者の参加・協力についても、ランドセルクラ

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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い。課題にもあるように、参加児童の保護

者の一部には事業の主旨が理解されていな

いようであるが、保護者の反応、意見を聞

いてみてはいかがか。 

 

ブの試行の中で、１年に１回はＰＴＡの割り振り

により支援員として協力する仕組みを構築するこ

とで協議している。 

◇家庭・地域の教育力向上「家庭教育学級」 

 

・子どもの健全な成長発達には、大人の意識

が大きく影響し、特に親の教育力は子どもに

大きく左右するが、家庭教育学級は、その親

育てに長年にわたって貢献しており、その役

割は大きなものがある。反面、マンネリ化

や、参加者の少なさ、固定などの課題もあ

る。参加者拡大のため、子育てサロン等の就

学前の親との交流を通し、子育ての大切さを

共有し、新一年生になったら一緒に参加して

もらうなど、就学前から切れ目のない「家庭

教育」となるような工夫も必要であろう。 

 

・学童保育や、不登校を支える会等があれ

ば、交流も必要ではないか。 

 

 

 

 

・趣旨目的は大変すばらしく、実施内容につ

いても組織的、計画的であり、学校独自の工

夫があってとてもよい。学級生のメンバーの

固定化が懸念されているが、非常に難しいと

は思うが参加してほしい保護者への積極的な

啓発が必要。子どもに問題を感じている保護

者や、保護者自身が孤立している人などへの

啓発を工夫することで、子育てに関する交流

がより深まると思われる。例えば、毎年小学

校で実施されている入学説明会時に、「子育

て」に関する講演会を入れることも効果的で

あろう。共働きが多い中、子育てについて真

剣に考える場を、一人でも多くの保護者に機

会を設けることも大切である。 

 
 
・就学前からの参加については、今後の課題として

いるが、保育所や留守家庭児童保育所の保護者懇

談会への出席状況が数人という実態からすれば、

平日の家庭教育学級への参加は厳しいものがある

と認識している。 

・そこで、就学前の保護者に対しては、新入学生健

康診断や入学説明会で対応している。 

・また、子育て支援課が行っているサロン事業やブ

ックスタート時においても、家庭教育の大切さを

学ぶ時間をつくっている。 

 

 

・学童保育の保護者との連携は、ランドセルクラブ

を通して進めることとしている。 

・不登校を支える会はないが、教育指導室が適応指

導室に通学する生徒の保護者に対する取り組みを

丁寧に進めている。 

 

・現在行っている新入学生の健康診断や入学説明

会における取り組みなど、教育指導室とタイアッ

プして、より工夫していきたいと考えている。 

◇子ども読書活動の推進「小学生読書リーダ

ー養成事業」 

 

・子どもの読書活動は、感性を豊かにし、集

中力を高めるなど多くの教育的効果を生み、

その読書活動を活発にするための小学生読書

リーダー養成事業は大変すばらしい事業の一

つである。学んだことを学校で実践し、子ど

もたちの自信にもつながっている。さらに、

 

 

 

・中学生の夏休みは、中体連やサマースクール、

模擬試験などで忙しく、読書リーダー養成講座の

開設は難しい。 

・また、中学生読書リーダーを養成できたとして

も、中学校の２学期以降の活動の展開も厳しいも

のがある。 
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中学生の養成講座も行ってみてはどうか。 

 

 

 

・まどかぴあ図書館が中心となり、学校の図

書教諭や司書と連携した、組織的に活動する

読書活動が進むとよい。 

 

 

 

・趣旨目的について、読書離れが進む昨今、

一人でも多くの児童に読書に関心を持たせる

上でたいへん有効である。ただ、事業に参加

した児童はたいへん意欲や関心が高まり有意

義だが、「読書リーダー」として学校でどの

ように活躍させていくかが大切である。学校

によっては、読書活動への取り組みに温度差

があるようなので、現在のように市内から一

同に集めて研修会をするのもいいが、各学校

の図書委員会の活動の中でこの養成事業の実

施をしてみるというのはどうか。子どもを指

導する教員も、「読書」の意義や価値、活動

の良さを理解し、日々の指導をしていくこと

が大切である。 

 

・教育委員会としては、小学生の読書リーダーを

養成し、小学校での活動はもちろんのこと、中学

校での活動も期待しているところである。 

 

・平成 28 年度にまどかぴあ図書館と学校の図書

室の連携・共働を具体的に進めるため、連絡協議

会と推進部会を設置することとしている。 

・この連絡協議会と推進部会の中で、必要な取り

組みを展開していく。 

 

・小学校単位の読書リーダーの育成と活動は、教

育委員会が配置している図書司書が中心となって

取り組んでいる。 

・教育委員会がまどかぴあ図書館とタイアップし

て実施している読書リーダー養成講座は、小学校

単位の読書リーダーの育成や活動を支援するため

の技術講習会としての位置づけが大きいところで

ある。 

・今後は、まどかぴあ図書館と小学校の図書司書

が連絡協議会を通じて、密に連携・共働していく

ことになる。 

 
  



60 

 

(２) 史跡対策委員会 
意見の主な内容 対応・取組みの状況 

◇「ふるさと学習」の推進 

 

・すべての小・中学校で実施しているふる

さと学習の成果を共有できるような事業展

開も考えてほしい。 

 

 

 

 

・大野城市の文化財が掲載された小冊子

「わたしたちの文化財」を毎年小学校 5年

生に配布しているがその活用方法を工夫し

たり、出前講座の参加状況を考慮したメニ

ューの更新を検討してほしい。 

 

・築造 1350年事業により特別史跡である大

野城跡、水城跡は認知度も上がり理解が進

んできているが、国の史跡である牛頸須恵

器窯跡も同じように文化的価値をわかりや

すく伝えてほしい。 

 

 

・築造 1350 年の記念事業において、大野小学校の生徒

がふるさと学習で学んだ成果をまどかぴあ大ホール

で発表し多くの人がその内容を共有できた。また平野

中学校の生徒が記念歌「私のふるさと」を作詞作曲し、

披露した。今後はこの歌も多くの人に親しまれるよう

に努めたい。 

 

・小冊子「わたしたちの文化財」は内容を更新し子

どもたちに親しみやすく工夫を行った。 

・出前講座については全体的に人気の内容であるた

め、相手の希望の日程で実施できるようにすばやい

対応を行うことができた。 

 

・牛頸須恵器窯跡については、整備計画に基づき整

備をすすめるための説明会や、市民と協力して樹木

整備を進めるための内部協議を進めた。 

◇市民の「ふるさと意識」の醸成 

 

・ふるさと学習や文化財関係の出前講座等

をとおして、子どもたちから高齢者までの

広い範囲で「ふるさと意識」は浸透してき

ていると評価できる。 

 

・「ふるさと意識」が「郷土愛」につながっ

ていくように引き続き出前講座等に力を

いれて推進してもらいたい。その一方で、

市民転入出が激しい地域では特に「ふるさ

と意識」に偏りが感じられるので、より広

く「ふるさと意識」が浸透するように市民

啓発に努めてほしい。 

 

・「ふるさと意識」の醸成のため、地域の伝

承・民話など地域の文化を多くの人に伝

え、継承していく必要がある。また、県指

定の無形文化財「博多独楽」等の形のない

貴重な文化財の認知も高めてほしい。 

 

・ホームページや広報「大野城」、パンフレ

ット配布による情報発信。発掘現場などで

の記者発表や現地説明会での情報提供。ふ

れあい歴史体験、出前講座等の各種啓発事

業の実施を広く行い、引き続き文化財啓発

 

 

・ふるさと学習や出前講座に加え山城楽講において

もふるさとの歴史を伝え、ふるさと意識の浸透に努

めた。 

 

 

・発掘調査終了後には現場説明会を開催し、発掘現

場と同じ地域の住民の人たちに広く案内しふるさ

との歴史をより近くで感じてもらった。 

 

 

 

 

 

・無形文化財についても、機会があれば積極的にＰ

Ｒできるように努めている。 

 

 

 

 

・広報「大野城」やパンフレット、チラシなどによ

って、市民に対して文化財の啓発は力を入れて行っ

ている。 

・事業やイベントの開催時には、参加者に対して

様々な方法で貴重な文化財をＰＲしている。 
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に努めてほしい。 

 

・平成 27 年度に開催される水城・大野城・

基肄城 1350年事業をうまく活用し、「ふる

さと意識」をより多くの人に浸透できるよ

う努めてほしい。 

 

 

・築造 1350 年事業については様々な事業を展開し、

多くの人に参加してもらった。特別史跡「大野城」、「水

城」をはじめ、ふるさとへの意識づけは十分にできた

と考える。 

◇文化財の保護・保存・活用 

 

・特別史跡水城跡環境計画や史跡牛頸須恵

器窯跡整備活用計画に基づいた整備・活用

を進めてほしい。 

 

・水城跡や牛頸須恵器窯跡の公有化を推進

するために、引き続き、水城跡の追加指定

の促進と計画的な買上げを進めていく必要

がある。 

 

 

・地元ボランティアと連携を深め、協力し

て史跡の保護・保存に努めてほしい。 

 

・文化財への理解を広め、市内に所在する

文化財の掘り起しと調査を進め、指定文化

財に価するものを検討し指定にむけて推進

してほしい。 

 

・九州国立博物館、九州歴史資料館、福岡

県、他市町村等と連携を深め、引き続き、

文化財の保護・保存・活用を推進してほし

い。 

 

 

・計画にもとづいて順次整備をすすめることができた。 

 

 

 

・予定通り水城跡の追加指定を行うことができた。 

・買上げも水城跡、牛頸須恵器窯跡ともに計画に基づい

て予定通り行うことができた。 

 

 

 

・地元ボランティアである薊の会と小水城の会には、連

携をとってお互いの協力体制を推進した。 

 

・指定文化財については、指定についての内部協議を進

め新たな指定に向けての調整をすすめた。平成 28年度

には保護審議会に諮りたい。 

 

 

・九州国立博物館等の連携は定期的な会議の中で情報

共有や協力を行い、文化財の保護・保存・活用について

推進した。 
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(３) スポーツ推進審議会及びスポーツ推進委員会 

意見の主な内容 対応・取組みの状況 

◇コミュニティによるスポーツの振興 

 

・地域が主体となって企画・立案し実施す

る「MADOKAれくスポ祭」は、大型台風の接

近により前日に中止をした判断は正しかっ

たと考える。平成 27年度も子どもから高齢

者まで、誰もが参加、体験できる軽・ニュ

ースポーツが実施されることを期待する。 

 

 

 

 

 

・また、コミュニティスポーツ倶楽部設立

に向けて各コミュニティセンターの指定管

理者が取り組んでいる「かけっこ教室」は

好評のため、関係者と協力して、今後も進

めていただきたい。各地区コミュニティセ

ンターの指定管理者（パートナーシップ活

動支援センター）・関係団体等と問題点を協

議し、スポーツを通じて地域間の交流を深

めることができる環境作りを支援していく

ことが望ましい。 

 

 

・「MADOKA れくスポ祭」は、区対抗競技が東地区、南

地区で行われ、南地区では 504 名の参加があった。区

対抗戦終了後は各体験コーナーへ参加され、各コーナ

ーに列が出来ていた。会場全体の傾向として、家族（親

子）で楽しめる体験コーナーが増え、幼児向け特設コ

ーナーが３地区で設置されていた。27年度の特色とし

て就学前の子どもをつれた親子の姿が増加していた。

今後も幅広い年代の参加を目指す取組みを進める。 

 

 

 

・各コミュニティセンター指定管理者がデモ事業と

して、昨年に引き続き「かけっこ教室」と新たに「ロ

コモ運動教室」を行った。今後も体育協会を含めて

問題点を共有し創設に向けて協議を進めていく。 

 

◇市民のスポーツ活動の支援 

 

・地域からの要請で行う出前講座では、誰

もが気軽に楽しく参加できる種目を取り入

れ、軽・ニュースポーツの普及、推進に取

り組んでいる。 

 

・また、地域スポーツや中学校運動部活動

の振興のために、体育協会はスポーツリー

ダーバンクを設置し、学校からの依頼に応

じて、登録されている指導者の派遣事業を

行うことで市内中学校の運動部活動育成に

貢献している。今後も、中学校からの依頼

に応じられるよう支援をしていく必要があ

る。 

 

・スポーツ少年団や体育協会に加盟してい

る団体への支援については、今後も活動を

支援し競技力の向上に資するため支援が必

要である。 

 

・スポーツ登録団体への研修会、講習会の

実施については、資質向上のため、継続し

 

 

・出前講座は、５件依頼があり 95人に対して実施した

が、よりいっそうの軽・ニュースポーツの普及・推進

に取り組んでいく。 

 

 

・平成 27年度は中学校からの依頼により、リーダーバ

ンクから 17人・1,179回の派遣を行った。 

 今後も支援を行っていくが、学校からの依頼に応え

られる人材の登録の充実を目指していく。 

 

 

 

 

 

・体育協会を通じて施設利用補助金を交付し、競技団

体やスポーツ少年団への支援を行っている。 

 

 

 

・平成 27 年度は、スポーツ登録団体だけではなく、学

習登録団体へも同時に学習・スポーツ登録団体指導者
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て実施する必要がある。今後も受講者のニ

ーズを把握し、必要とされる研修会、講習

会を行うことが望ましい。 

 

・スポーツ推進委員会が企画・立案する自

主的な事業については、今回で 2回目であ

り、今後も継続していく必要がある。ま

た、参加者を増やすために、内容等をスポ

ーツ推進委員会で十分協議し工夫する必要

がある。 

講習会を行い、指導者の資質向上を図った。 

 

 

 

・平成 27 年度にはスポーツ推進委員による準備体操

を考案し、市内の各種団体へ普及を行っていく。 

◇スポーツ施設の充実 

 

・スポーツ少年団や体育協会に加盟する団

体による、学校教育に支障のない範囲での

学校施設の有効活用を、今後も支援してい

くことが望ましい。また、設備等の不具合

等を把握し整備に努め、開かれた利用しや

すい施設とすることが重要である。 

 

・体育協会は、コミュニティセンターと連

携したまどかスポーツ教室を実施してい

る。また、民間施設を活用した子ども水泳

教室、子どもスケート教室、ゴルフ教室な

どを行っている。今後も各施設と連携した

事業の実施を期待する。 

 

 

・登録団体へ開放している学校体育施設について、

今後も開放支援を行いながら、利用しやすい施設と

なるよう注意していく。 

 

 

 

 

・平成 27 年度に関しては、スケート教室が施設の問

題で開催されなかったが、今後も同様に教室を行っ

ていく。 

◇スポーツを通じた育成 

・夏休み期間中に、体育協会が自主事業と

して実施しているスポーツ体験事業（サマ

ーチャレンジプロジェクト）は本市では体

験出来ない海洋スポーツが中心となってお

り、団体行動、市内小学校の他校児童との

交流、及び滞在先の子どもたちや地域の人

たちとの交流など、その事業効果は大きい

ことから、今後も継続することが望まし

い。 

 

・また、体育協会主催による有名プレーヤ

ー等のスポーツ教室は、子どもから大人ま

で多くの参加者に夢と感動を与えている。

市民のスポーツへの関心の高まりへ繫がる

という点において、評価できる。 

 

・また、小学校が実施する新体力テスト

は、複数の判定員を必要としており、平日

に実施されることから支援が可能なスポー

ツ推進委員が限られた者になることが多い

が、今後もスポーツ推進委員、体育協会と

協力をして、支援を継続する必要がある。 

 

・夏休み期間中に、体育協会主催で「サマーチャレ

ンジプロジェクト」が小値賀島で実施された。海洋

スポーツ・民泊体験など、子どもたちの健全育成や

体力向上に繋がっている。 

 

 

 

 

 

 

・体育協会主催の有名プレーヤーによるスポーツ教

室が実施された。子どもや保護者、指導者など多く

の参加者から好評であった。 

 

 

 

・小学校が実施する新体力テストへの支援を、スポ

ーツ推進委員とスポーツ課職員で行った。体力テス

トは平日の授業の一環として実施されており、支援

が可能なスポーツ推進委員が限られた者となってい

る。 
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(４) 学校運営協議会（大野北小学校・大利中学校） 

意見の主な内容 対応・取組みの状況 

◇誇れる学校づくりの推進 

・「確かな学力」を身につけた児童の育成

については、研究発表会や小学校部会での

授業改善研修会等を通し、教師自らが学び

合いながら指導力を高めることにつながっ

ていると考える。過度な負担にならないよ

うに配慮をしながらも教師が学び合う場と

して充実していくことを期待する。 

 

・小学校英語教育の充実（教科化）及び早

期化が予定されている。更なるＡＬＴ増員

及び日本人英語活動指導員（ＪＥＴ）の配

置で、各学校の英語教育を支援する体制を

充実させる必要がある。 

 

・小学校での特別支援教育を充実させるた

めにも、就学前の早い時期から子どもの実

態を把握し、保護者への相談・支援を積極

的に行っていく必要がある。そのために

は、教育サポートセンターを中心に、子育

て支援課や福祉課、こども健康課などとの

更なる連携が大切である。 

 

・不登校（傾向）の子どもは、不安や精神

的不安定を抱えている場合が多く、小学校

から中学校へのスムーズな移行が難しいこ

とがある。小中の綿密な連携はもとより、

教育サポートセンターによる継続的で丁寧

な見守りや支援を期待したい。 

 

・特別支援学級在籍児童だけでなく、通常

学級に在籍する中にも配慮を要する児童が

増えてきている。介助員や個別に支援する

職員等の体制を更に充実させていく必要が

ある。 

 

・学力向上については、文部科学省が実施

している「全国学力・学習状況調査」にお

いて、全国平均を上回っている。数学につ

いては、活用力も少しずつついてきてい

る。ただし、自分の考えを文章にまとめた

り、発表したりする表現について苦手な生

徒も多いように思う。日頃の授業から鍛え

てほしい。また、学習意欲を高めるような

授業づくりを行う必要がある。 

 

・交通安全に係る指導については、特に、

自転車運転の新しいルールやマナーについ

て子どもたちにはもちろん、保護者や地域

 

・研究発表会では、大野東小学校が算数科、大野南

小学校が外国語活動、大野東中学校が全教科を公開

をすることで、教科等でねらう知識・理解に留まら

ず、思考力、判断力、表現力等の育成を目指した。

また、授業改善研修会では、算数のＢ問題を中心に

活用力の向上をねらいとした。 

 

 

・小学校の外国語活動の教科化に向けて、岐阜県大

垣市や愛知県岡崎市の先進地視察をすることで、３

年生からの外国語のカリキュラムづくりや授業の在

り方について研修することができた。今後は、時間

の確保を含め、検討していきたい。 

 

・保護者の了解の下、保育園（所）・幼稚園訪問を

実施し、子どもたちの見取りを行うとともに、こど

も健康課との連携をさらに強化するために、教育指

導室に関係のある事案をこども健康課と月に一度検

討する要保護児童対策地域協議会と教育サポートセ

ンターの連携会議を開催した。 

 

 

・教育サポートセンターでは、不登校問題に関する

相談が最も多く、年間 239 件にのぼっている。中学

校ブロックによる取組等も紹介し、小中連携をさら

に強化していきたい。 

 

 

 

・学校の現状を踏まえ、通常学級における学級運営

サポートティーチャーや特別支援学級における介助

員の配置を適宜、行っていく。 

 

 

 

・全国学力・学習状況調査においては、大野城市全

体の分析を行い、ホームページに公表した。 

また、自校でただ単に、教師が問題を解くだけでな

く、正答率の低い問題をとらえさせるためには、日

頃からどのようなことに注意して授業を実践してい

けばよいかを考えさせた。さらに、アクティブ・ラ

ーニングの手法を使った授業研修を今後検討してい

く必要がある。 

 

 

・小学校では、１年生において横断歩道の渡り方、

４年生において自転車の乗り方等について交通安全

教室を開いている。今後、地域や保護者の方にも協
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住民にも徹底して指導していく必要があ

る。関係機関と協力するなどして子どもや

地域住民の安全のために取組を進めてほし

い。地域や保護者としても、子どもたちの

登下校や安全見守りに努めていきたい。 

 

・防災・防犯の避難訓練は、確実に実施さ

れているが、今後は、保護者や地域、行政

と連携した防災・減災の計画や訓練の具体

化を検討する必要があろう。 

力を依頼しながら安全指導を充実させていきたい。 

 

 

 

 

 

・月の浦小学校では、地域と安全安心課、消防署等

が連携し、全校で防災訓練を行った。 

◇人権が尊重される教育・啓発活動の充実 

・いじめを生まない人間関係づくりの指導

など、道徳の時間を中心とした道徳教育、

人権・同和教育の更なる充実を期待する。 

 

 

・子ども療育支援センター事業研修会を通

した太宰府特別支援学校と大野北小学校特

別支援学級との交流学習は、異校種間交

流、地域間交流の推進に効果があったと言

える。この取組を市内全小・中学校にも順

次広げていってほしいと考える。 

 

・大野城市では、心の教育を推進している。道徳の

時間を中心に、自尊感情や規範意識、対人関係能力

や郷土愛等、目指すこども像を明確にして授業を行

っている。 

 

・太宰府特別支援学校と大野北小学校の交流学習で

は、様々な体験活動を通して、社会的自立の基礎を

養ううえで有効であった。他の特別支援学級にも広

げられるようにしていきたい。 

◇郷土愛を育む教育の充実 

・ふるさと大野城市を愛する心の育成は、

自分の学校や自分の校区を好きにならずし

てできるものではない。そういった意味で

も、「ふるさと学習」を充実させることと

同時に、学校運営協議会を中核とした小学

校区コミュニティの更なる充実を図ってい

くことが大切である。 

 

・地域教材を取り扱うことはとてもよいこ

とだし、先生方の努力を感じる。今後、子

どもたちに地域の伝承行事を伝えていきた

い。 

 

・大野城市が推進するＣＶＴ学習の一層の教材開発

を行う必要がある。そのためには、学校運営協議会

の協力も得ながら、地域の「人・もの・こと」と関

わる環境を整えていく。 

 

 

 

 

・社会科や総合的な学習の時間を活用し、地域の伝

承行事を学ぶ機会を設定できるようにする。 

◇学校・地域・家庭が連携し協働して取り

組む活動の展開 

・大野北小学校学校運営協議会の最大のよ

さ・強みは、学校のことや地域のことなど

を考えたり取り組んだりするときに、そこ

にかかわる人たちが繋がり合えることであ

る。このよさ・強みを更に充実させるとと

もに、積極的に発信していく必要があると

考える。 

 

・地域活動への生徒の参加については、よ

い意味で昨年と変わらず、よく連携できて

いると思う。思春期という難しい年齢なの

で、地域でも見守っていきたい。また、中

 

 

・大野城市では、学校運営協議会において、ＰＴＣ

Ａ活動として、Ｃ（コミュニティ）を大切にしてい

る。学校は、家庭や地域からしてもらうだけでなく、

自分たちから地域に対して何ができるかを考えて実

践できるようにする。 

 

 

 

・中学生は、部活動単位で地域の行事の手伝いや活

動に参加している。今後は、継続して地域の方々と

交流できるように働きかけていきたい。また、学校

の中と外で挨拶の仕方が変わらないように意識させ
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学生はよく挨拶をするようになった。子ど

もたちの元気を借りながら地域を元気にし

ていくような取組を今後、検討してもらい

たい。特に、夏祭りは地域にとっても、中

学生と触れ合うよい機会になると思う。コ

ミュニティ・スクールが充実していくため

には、「活動と対話」を積み重ねていくこ

とが大切である。 

ていきたい。 

◇次代を担う青少年の育成 

・２月の学校運営協議会推進大会で、学

校・家庭・地域で心の教育を推進していく

ことが確認されたが、具体的な内容を保護

者や地域へ発信し、みんなが共有していく

ことが大切である。 

 

・いじめ防止については、学校だけではな

く、保護者や地域、そして、行政が共通認

識をもち、協働で取り組むことを継続して

いくことが大切である。 

 

・大利中生徒会が「いじめ根絶運動」の取

組で小学校に説明している。小学生にとっ

ては、あこがれの中学生として見られてい

る。中学生は、期待されているという意識

をもって、頑張ってほしい。 

 

・学校運営協議会推進大会では、学校運営協議会の

認知度を家庭や地域に対して上げる必要がある。そ

のためには、学校運営協議会の目的や方法を共有で

きるようにし、推進大会に参加していない方々にも

啓発していきたい。 

 

・「いじめをしない、させない、見過ごさない」取

組を学校、家庭、地域が連携して行う必要がある。 

 

 

 

・大利中学校ブロックの児童会と生徒会が連携した

いじめ問題を取組をリーフレットにして、各学校の

全保護者に配布した。 

◇０歳から義務教育課程修了まで一貫した

支援体制の構築 

・保・幼・小連携については、連絡会議を

通した園長と学校長の共通理解を基盤に、

職員同士が教育課程や具体的な取組をいっ

しょに検討する場を設けていくことも必要

である。 

 

・大野北小学校は、学校情報化基盤整備の

モデル校として先行的に整備されてきた

が、その成果と課題を踏まえて、市内全

小・中学校への導入を確実に進めてほし

い。その際、学校現場の意見もできるだけ

考慮してほしい。 

 

 

・下大利小学校において、１年生の授業を参観した

後、大野城市教育サポートセンターの就学前の取組

や学校ごとの情報交換を行った。 

 

 

 

・学校情報化基盤整備を全校的に進めることができ

た。今後は、ＩＣＴをいかに有効に活用できるかと

いった視点で取組を充実させていきたい。 
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３ 平成 27 年度の事業実施に対する附属機関等からの意見 

(１) 社会教育委員の会 

◇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 

・昨今の家庭状況は大変危機的なものを感じる。今こそ学校・家庭・地域が連携・共働し

て子どもたちへ手を差し伸べて、市民全体で子どもの共育に関わるべきだと思う。 

・初めての取り組みは、いろいろな問題がその都度でたくさん出てくることを想定内と捉

え、この取り組みを円滑に進めるためには、趣旨目的や方針をしっかりと説明し、それぞ

れが共通認識を持って、地道に進めるしかないと思う。 

・子どもたちに新たな居場所ができて、スムーズなコミュニケーションがとれる、豊かな

人間性の育成につながることと思われる。 

・学校・家庭・地域の理解を得ることが重要であるが、モデル校の３校が軌道に乗り、ラ

ンドセルクラブが形になってきた来年度（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。 

・地域や学校、家庭に、あまり負担にならないようにしていただきたい。 

・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、自ら志を持って、または義務的に関わる方もいると思う。そんな中

で、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。心にゆとりを持って子どもたちに接するために、市が作成した「大

野城市子育て八策」や「子育て八策Ｑ＆Ａ」などによる、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。 

・保護者の参加・協力についてはなかなか困難だとは思うが、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が取れる。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。 

 

◇家庭・地域の教育力の向上「家庭教育学級」 

・市の取り組みもあり、ここ数年は少しずつ家庭の教育力が向上してきたようにも思える

が、親にも二極化が見られ、子どもたちが苦しい状況に置かれている現状もある。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。 

・家庭教育、子育ての基本は、しつけ等を含め家庭にある。家庭教育学級では、講師や他

の学級生からの話を聞いて、自身の子育てを振り返り、わが子が保育園・幼稚園・小学校

に入ったときの喜びを思い出すような絶好の機会であると思う。ぜひ今後も家庭教育学級

という学ぶ場、機会を絶やさず、親が勉強することの大切さを理解してもらい、親として

の自覚をしっかりと促していただきたい。 

・趣旨目的や実施内容はたいへん良いものであり、組織的、計画的に進められていること

と思う。 

・今後の講演の分野として新たに取り入れてほしいものとして、中学校の生徒はすでに学

校で学んでいる、男女の人権に絡んだ「デートＤＶ」や「男女間のもつれ」など、子ども

たちを取り巻く新たな社会問題の情報を、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。 

 

◇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

たな取り組みを行うなど、児童の読書活動をより一層推進してほしい。  
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(２) 史跡対策委員会 

◇「ふるさと学習」の推進 

これまで小・中学校で行われていた「ふるさと学習」が平成 27 年度から「ふるさと創

生学校じまん事業」に統合され、「ふるさと関連の学習の場」が一本化されている。この

ため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。 

それらの平成 27 年度の内容は事業主題やその活動目的として「地域の人々との連携・

交流活動」、「地域環境を取り入れた心の教育」、「地域ボランティア」、「歴史体験学習」な

どが挙げられており、その学習方法には、これまでそれぞれの学校で積み重ねられた創意

工夫の成果が多くみられる。 

主眼の「郷土愛を育む」の観点でみると、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。 

昨年度も指摘したが、ふるさと学習の取り組みでは大野城跡と水城跡に関連したことが

多く、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。この状況は昨年度、一昨年度のイベントとしても注目を集めた「水

城・基肄城・大野城築造 1350 年事業」により特別史跡である大野城跡、水城跡の学習に

力が入ったこととあわせて、水城跡の導入場所である「水城ゆめ広場」の整備が進み水城

跡への市民の関心が高まったことで学校現場にも影響したものと考える。 

したがって今後は、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。 

 

◇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」、昨年度まで行われた「水城・基肄城・

大野城築造 1350 年度事業」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にも評価し

たいが、月２回発行の市報「大野城」の影響は大きなものがあると考えるので、１日号に

も掲載したり枠を増やしたりして掲載するなど、さらに充実した啓発努力をお願いした

い。 

その他、市ホームページ、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。 

「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、ふれあい歴史体験などでは多

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。 

 

◇文化財の保護・保存・活用 

「特別史跡水城跡環境計画」や「史跡牛頸須恵器窯跡整備活用計画」に基づいた整備・

活用を今後も着実に計画に基づいて進められていると考える。 
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牛頸須恵器窯跡については、指定域も広大であり、史跡も点在しているので、梅頭窯跡の

周知や整備予定の小田浦窯跡の周知を積極的に行い、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通り行われているものと考える。 

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・保存に努めてほ

しい。 

また、山城楽講生においては 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 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。 

文化財への理解を広め、市内に所在する文化財のほり起こしと調査を進め、指定文化財

に値するものを検討し指定に向けて推進していただきたい。 

築造 1350 年事業をはじめ、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。 
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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 

   コミュニティスポーツ倶楽部の取り組み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。 

 

◇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活用については、過渡的なものとして捉え、将来、教育委員

会内に中学校の部活動（運動部活動及び文化部活動とも）へ派遣する部外指導者を確保

するための体制作りを推進していくべきだと考える。 

 

◇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。 
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(４) 学校運営協議会（大野東小学校・平野中学校） 

〈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〉 

① 平野中学校では、地域（公民館）の要請に応じて、部活動生徒による地域貢献活動を

行っているが、地域の方々にコミュニティ・スクールとしての活動と結びついていない

と考えられる。 

② 家庭科で実施している子育てサロンや総合的な学習の時間で地域人材活用を行って

いるが、地域での活動への支援をお願いしていきたい。 

③ 指導者が増えることは、学力向上のために大きな効果が期待できる。更なる配置増を

望む。 

④ ＳＣ（スクールカウンセラー）やＳＳＷ（スクールソーシャルワーカー）の派遣申請

を行う段階からアドバイスをいただき、担任の負担感を軽減することができた。 

  専門性をもつ職員の配置を継続することが相談体制の更なる充実につながる。 

⑤ ホームページを開設し、情報を発信する役割の校務分掌を平成 28 年度から設置する

ことを確認した。また、担当予定者に事前研修を受講させた。 

  ホームページについては、専門的な機能をもつ職員の配置を進めてほしい。 

⑥ 校務支援システム「Ｃ４ｔｈ」の整備が完了し、校務分掌に応じた各種の研修を実施

することができた。システムの研修が中心であったため、教育内容に応じた研修が不十

分であった。 

  全小中学校における情報基盤の整備で、業務のスリム化につなげてほしい。 

⑦ 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益々重要になる。

このような取組の充実、強化に期待する。 

⑨ 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。 

⑩ 平成 28 年度から個別の教育支援計画、個別の指導計画に合理的配慮を記述するよう

に確認した。 

  仕組みを整えることで、就学指導の充実を図っていただきたい。 

 

〈分野別プラン① 創造的な学校教育の推進〉 

ア 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。 

イ ふるさと創生学校じまん事業実施計画に基づいた事業を行うことができた。学校は、

地域の行事等に参加し、地域からは、ゲストティーチャーや地域ボランティアとしてご

支援・ご協力をいただいた。 

  地域への愛着を深め、地域のすばらしさを知り、地域に貢献する気持ちを育てるうえ

で有効である。 

ウ 教科ごとに問題と検査結果を分析し、学力向上委員会を中心に計画的、組織的に対応

することができた。 

  学力向上のために、地域（公民館）でも学習会に取り組んだ。今後、保護者の意識を

高めていきたい。 

エ 英語教員が小学校の外国語活動の支援を行うことができた。 

  まずは、大野城市としてのカリキュラムを整備し、子どもたちの国際性をさらに育ん

でいただきたい。 
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オ 特別支援学級の成果とに係る内容の研修や事例研を行っている。 

  障害のある方々と直接関わることが福祉教育の充実のために大変有効な手だてであ

るのでさらに進めていただきたい。 

 

〈分野別プラン② 学校規模の適正化〉 

  地域との整合性、児童生徒の状況等、難しい面もあるが、進めていかなければならな

い事情もあると思う。 

 

〈分野別プラン③ 学校施設の適正な管理〉 

ア 大規模改修だけでなく、老朽化した箇所や破損した箇所の早期の補修をお願いしたい。 

イ 平野中学校の体育館の外階段（非常階段）が、肢体不自由の方への対応として不十分

である。 

  確実かつ迅速に進めていただきたい。 

ウ 手動ではあるが、乾燥化はできるようになっている。 

エ 砂場の取替を行っていただいた。 

   

〈分野別プラン④ 空調等による学校環境の改善〉 

ア 平野中学校では、平成 28年度の空調設備の設置工事が決定した。 

イ 生徒の更衣室等、施設の状況は、以前のままの状態である。 

  市内の全小中学校についても、計画的な改修が必要である。 

 

〈分野別プラン⑤ 不登校などへの対応〉 

ア 平野中学校ブロックでは、挨拶、清掃、学習規律、家庭学習等で共通の取組を行って

いる。 

  小中学校のつなぎとして様々な取組が進められていることは、よいことである。さら

に進めていただきたい。 

 

〈分野別プラン⑥ 就学機会の拡充〉 

ア 大野城市の施策に基づいて保護者に対応している。 

イ 大野城市の施策に基づいて保護者に対応している。 

   貧困家庭の問題は、社会問題にもなっており、支援の充実を図ることで、未来を担う人

材育成を進めてほしい。 
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