
○平成 31年度大野城市教育振興基本計画の概要について 

 

１．目的 

「大野城市教育振興基本計画」は、総合教育会議の議を経て策定する「大野城

市教育施策大綱」に即して各年度実施すべき事項を、教育基本法第 17条第２項

の規定に基づき、本市における教育の振興に関する基本的な計画として定めた

ものである。 

本市では、市の施策のうち「教育委員会」、「市長部局」の所管に関わりなく、

広く「教育」と関わるものを「教育施策大綱」として掲げている。そして、基本

目標を具現化するため、教育委員会の取組に特化し、毎年度の具体的な取組内容

や重点目標を掲げたものが、この「教育振興基本計画」である。 

  

２．策定スケジュールについて 

平成３０年 

１２月 ・関係各課に対し、平成 31年度に行う事業の取組内容について 

提出の依頼 

平成３１年 

１月 ・教育政策課にて取りまとめを行い、原案を作成 

・経営会議に付議（職員意見募集）【1/28】 

・職員への意見募集【1/28～2/4】 

２月 ・経営会議に付議（意見募集結果報告）【2/25】 

・２月定例教育委員会協議会にて教育委員と協議【2/27】 

３月 ・総合教育会議にて協議・調整【3/28】 

・３月定例教育委員会に付議【3/28】 

・ホームページに掲載 

 

３．今年度の策定について 

・「第６次大野城市総合計画」が策定され、「大野城市教育施策大綱」も新たに

策定された。この教育施策大綱に掲げている各事業において、教育委員会の

行う取組内容を記載した。 

・平成 30年度教育振興基本計画に掲げた取組内容に対して、関係各課に照会

し、事業の進捗状況・新たな取り組み等を踏まえ、内容の確認・見直しを行

った。 

・毎年度、教育振興基本計画を基に点検・評価報告書を作成している。点検・

評価報告書において適切に評価できるよう、指標を設定した。 

・総合計画、実施計画及び教育施策大綱との関係を理解しやすくするため、事

業名等をこれらと合わせて表記した。 

資料５ 



平成31年度教育振興基本計画策定スケジュール

中旬 下旬 中旬 下旬 上旬 中旬 下旬 上旬 中旬 下旬

原案の作成
各課照会
12/7～25

経営会議等
2/25経営会議付議
結果報告

2/27教育委員会協
議会における協議

3/28総合教育会議
における協議調整

教育委員会へ
の議案提出

3/28教育委員会へ
の議案提出

３月

教育委員会・総
合教育会議に
おける協議調整

1/28教育委員会協議会への提案
→意見等募集（～2/12まで）

教育委員からの質疑等に対する
担当課への確認等

協議結果の取りまとめ

1/28経営会議付議
職員意見募集（1/28～2/4）

取りまとめ
原案作成

１２月 １月 ２月
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大野城市教育振興基本計画について 

「大野城市教育振興基本計画（以下「教育振興基本計画」という。）」は、総合教育会議

の議を経て策定する「大野城市教育施策大綱（以下「教育施策大綱」という。）」に即して

各年度実施すべき事項を、教育基本法第17条第２項の規定に基づき、本市における教育の

振興に関する基本的な計画として定めたものです。 

 総合教育会議とは、平成27年４月に施行された「地方教育行政の組織及び運営に関する

改正法」に位置づけられた会議で、市長と教育委員会が相互に連携を図り、より一層市民

の皆さんの意見を反映した教育行政を推進することを目的に協議する場として設定され

たものです。 

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

育」と関わるものを「教育施策大綱」として掲げています。そして、基本目標を具現化す

るため、教育委員会の取組に特化し、毎年度の具体的な取組内容や重点目標を掲げたもの

が、この「教育振興基本計画」です。 

 また、今年度は、「第６次大野城市総合計画（以下、「総合計画」という。）」の初年度と

なっていることから、この総合計画に即した新たな「教育施策大綱」に基づき「平成31

年度教育振興基本計画」をここに策定するものです。 

 本計画では、市全体の施策の基本である総合計画、実施計画及び教育施策大綱との関係

性を理解しやすくするため、事業名等をこれらと合わせた表記としています。 

 なお、次ページに、本市における「教育施策大綱」及び「教育振興基本計画」の策定･

基本方針とこれらの関係性を示す図表を掲げています。 

 

【３ページの教育施策の体系の見方】 

     

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

教育に関する施策については、市全体の計画や施策と整合が保たれる必要があります。そのた

め、市全体の施策の基本である総合計画の中で、広く「教育」に関わるものを教育施策の大綱と

して位置付け、その体系をまとめています。 

 

● 小施策 

● 小施策 

 

大施策 

都市将来像の実現に向けて掲げた４政策の 

区分を基に、基本テーマを設定 

総合計画の大施策の中で、教育に関するもの 

総合計画の小施策の中で、教育に関するもの 

基
本
テ
ー
マ 
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○ 市長は、対象期間を５年とした「教育施策大綱」を、総合教育会議において 

教育委員会と調整のうえ策定する。 

  ※「５年」 総合計画の前期・後期基本計画に合わせ期間を設定する。 

○ 教育委員会は、教育施策大綱に掲げる基本理念・基本目標を達成するための 

期間中の各年度の重点目標・取組を掲げる「教育振興基本計画」を策定する。 

   【教育施策大綱】 市長が策定 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＝（総合計画） 

＝（実施計画等） 

【教育振興基本計画】 
（各年度の重点目標、 
主な取組・事業） 

 

〇年度 重点目標・取組 

◇年度 重点目標・取組 

☆年度 重点目標・取組 

◎年度 重点目標・取組 

〇年度～□年度の基本理念、基本目標、施策体系、重点事業 

教育委員会が策定 

 
□年度 重点目標・取組 

「教育施策大綱」及び「教育振興基本計画」の策定・基本方針 

 

 

 

 

教育施策大綱（期間５年）の策定 

（法第 1 条の３第 1項） 

 

教育振興基本計画 
（教育基本法第 17 条） 

●重点目標 

○主な取組 

大野城市の教育 

★教育振興基本計画の概要（ダイジェスト版） 

★各小中学校の紹介 

▼資料編 

◎特別号 

議 
 
 
 
 

会 

市 
 
 
 
 

民 

議会に報告・説明（国通知） 

市民に公表 

・広報、ホームページ掲載 

議会に提出（法第 26条） 

市民に公表（法第 26条） 

・ホームページ掲載 

 
市民に周知  

・広報、ホームページ掲載 

 

教育委員会 

・「法」…「地方教育行政の組織及び運営
に関する法律」 

・「国通知」… 
「平成 26年 7月 17日付・各都道府県教
育委員会等あて、文部科学省初等中等教
育局長通知」 

「教育施策大綱」「教育振興基本計画」「点検・評価報告書」「大野城市の教育」 関係性・流れ 

（毎年度作成） 

総合教育会議（法第 1条の４第 1項） 

市 長 教育委員会 
「調整」「協議」 

【(各年度の)翌年度】 

事務の管理・執行の状況

に関する自己点検・評価

（法第 26条） 

点検・評価報告書 
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☆･･･教育振興基本計画で定める取組 

 

未
来
を
担
う
子
ど
も
た
ち
が 

心
豊
か
に
育
つ
教
育 

 

地
域
と
行
政
の
共
働
に
よ
る
教
育 

そ
の
他 

● 子ども・若者を育む環境づくり 

● 青少年育成事業の推進 

子ども・若者の健全育成 

● 保健衛生・給食・就学援助の充実 

● 教育施設の維持管理と計画的な更新 

● 教育基盤の充実支援 

● 教材教具等の整備 

● 確かな学力と豊かな人間性の醸成 

● いじめ対策や不登校支援の実施 

● 学校・家庭・地域の連携による放課後等の 

居場所づくり 

● 家庭教育と社会教育の推進 

学校・家庭・地域・行政が連携した共育の推進 

教育支援の充実と施設の整備 児童生徒の総合的な支援の充実 

学校教育環境の振興 

● 教育委員会の円滑な運営 

● 教職員の労働衛生環境の整備 

教育政策の推進 

 
妊娠・出産・子育てに関する 

切れ目ない専門的支援の充実 

● 子育て世代への包括的な相談・支援 

体制の充実 

● 親子の健康支援の推進 

待機児童の解消と安全で 

安心な保育環境の維持 

● 子育て支援事業とひとり親家庭の 

支援の充実 

● 児童手当・（特別）児童扶養手当関係 

事務の適正な実施 

こころと体の健康づくりの推進 

子育て支援の充実 

● 保育定員の拡充と保育所・幼稚園等関係事務の 

適正な実施 

● 安全で安心な保育環境の維持と教育・保育の 

質の向上 

● 健康づくりの推進 

大野城市教育施策の体系 

● スポーツの普及啓発と施設の維持管理 

● 多文化共生と国際交流の推進 

● 生涯学習施設の計画的な更新 

● 生涯学習活動の振興 

● 芸術文化の振興 

地域資源の活用 生涯学習の推進 

生涯スポーツの推進 

● 心のふるさと館の活用 

人権教育・啓発と男女共同参画の推進 

● 人権が尊重されるまちづくり 

● 男女共同参画社会の実現 

● 文化財の調査と研究 

● 文化財の保護と整備 

● 文化財の啓発と活用 

文化財の調査・保護・啓発 

心のふるさと館を核とした 
ふるさと意識の醸成 

☆ 

☆ 

☆ 

☆ 

☆ 

☆ 

☆ 
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【５ページ以降の「平成31(2019)年度の取組内容」の見方】 

 

１ 未来を担う子どもたちが心豊かに育つ教育 

 

                                 【教育政策課】 

教育長、教育委員、教職員、そして事務局職員が連携を密にし、教育の基本方針・目標の達

成に向け業務を行うことができるように、環境づくりに努め、教育委員会の運営を円滑に進

めます。 

 また、各種施策が機能するように進捗管理を徹底し、教育政策を確実に推進します。 

 

 

◆教職員の労働衛生環境の整備 

教職員の労働衛生環境を整備し、教職員の働き方改革について検討し、推進していきます。 

 

教育施策大綱に掲げた取組 
平成31（2019）年度の取組内容 

（主な事業）  
目標値 

①教職員勤務管理システム導入・運

用事業 

 教職員勤務管理システムの導

入・運用などによる、教職員の働

き方改革を推進します。 

教職員勤務管理システム運用事業 

（実施計画） 

●教職員の働き方改革を推進するため、

昨年度、勤務管理システムを導入し、

今年度から本格的に運用を進めてい

きます。また、教職員の勤務時間や勤

務状況を把握し、適正な労働安全衛生

の管理、教職員の業務改善に活かしま

す。 

 

教職員の業務改善に

対する意識付け 

：９０％以上 

（業務改善に対する

アンケートの実施） 

 

 

 

 

 

 

 

 

※「実施計画」・・・市全体の施策の基本である総合計画に掲げた施策を実現するため、３年間の具体的

な事業の実施内容を示したもの。 

 

（１）教育政策の推進 

基本テーマ 

大施策  担当課  

小施策  

教育施策大綱に掲げた主

な取組を記載。 

  

事業名、取組内容を記載。 

★･･･今年度に新たに行う取組 

●･･･前年度以前からの継続的な取組 

・実施計画（※）の場合は事業名の後

ろに（実施計画）と記載。 

  

取組内容から目

標値を設定。 
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１ 未来を担う子どもたちが心豊かに育つ教育 

 

                                    【教育政策課】 

教育長、教育委員、教職員、そして事務局職員が連携を密にし、教育の基本方針・目標の達

成に向け業務を行うことができるように、環境づくりに努め、教育委員会の運営を円滑に進

めます。 

 また、各種施策が機能するように進捗管理を徹底し、教育政策を確実に推進します。 

 

 

◆教育委員会の円滑な運営 

教育委員会を円滑に運営するとともに、総合教育会議の円滑な運営を推進します。また、教育

に関する各種施策の点検評価を実施します。 

 

教育施策大綱に掲げた取組 
平成31（2019）年度の取組内容 

（主な事業）  
目標値 

①教育委員会委員活動事業 

 教育委員会と学校現場の連携を

深めるため、教育委員による学校

訪問を毎年実施します。 

教育委員会委員活動事業 

●教育の現状と課題を把握し、教育行政

へ反映させるため、教育委員による学

校訪問を全ての小中学校で実施しま

す。 

●教育委員会活動の内容を広く市民に

理解していただくため、定例会の開催

日時等の情報を伝え、周知を行いま

す。 

 

教育振興基本計画事

業の審査件数 

：３０件 

②教育委員会運営事業 

 学校及び教育委員会の活動を広

く市民に広報するため、「大野城

市の教育」を年２回作成します。 

教育委員会運営事業 

●学校及び教育委員会の活動を知って

もらうため、本計画の中から、新たな

取組を中心に掲載した「大野城市の教

育」を作成します。また、広く市民の

方に広報するため、ホームページに公

開します。 

●本計画の進行管理にあたって、各事業

の実施状況、成果、課題などについて

点検評価を行い、報告書を作成しま

す。 

 

点検・評価報告書に

おける実施項目の到

達率 

：９０％以上 

 

 

 

（１）教育政策の推進 
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◆教職員の労働衛生環境の整備 

教職員の労働衛生環境を整備し、教職員の働き方改革について検討し、推進していきます。 

 

教育施策大綱に掲げた取組 
平成31（2019）年度の取組内容 

（主な事業）  
目標値 

①教職員勤務管理システム導入・運

用事業 

 教職員勤務管理システムの導

入・運用などによる、教職員の働

き方改革を推進します。 

教職員勤務管理システム運用事業 

（実施計画） 

●教職員の働き方改革を推進するため、

昨年度、勤務管理システムを導入し、

今年度から本格的に運用を進めてい

きます。また、教職員の勤務時間や勤

務状況を把握し、適正な労働安全衛生

の管理、教職員の業務改善に活かしま

す。 

 

教職員の業務改善に

対する意識付け 

：９０％以上 

（業務改善に対する

アンケートの実施） 

②小中学校教職員ストレスチェッ

ク実施事業 

 教職員のメンタルヘルス不調を

未然に防止するため、年１回スト

レスチェックを実施します。 

小中学校教職員ストレスチェック実施

事業（実施計画） 

●教職員の心理的な負担の程度を把握

するための検査である、ストレスチェッ

クを実施します。また、ストレスチェッ

クの結果に応じて、面接指導医（産業

医・健康管理医）による面接を行いま

す。 

 

ストレスチェックの 

受検率 

：１００％ 

[平成30年度実績] 

：９０．１％ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

学校訪問（平野中学校） 
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                                    【教育政策課】 

児童生徒が安全・安心・快適・健康に、学校生活を送ることができるように、ハード、ソ

フトの両面から、学校施設の計画的な整備や適正な維持管理、学校保健、小学校給食、中学

校ランチ給食サービスの充実を図るとともに、奨学資金の支給など就学援助事務においてス

ピーディかつ適切な執行に努め、児童生徒やその保護者への支援の拡充を図ります。 

 

 

◆保健衛生・給食・就学援助の充実 

学校保健の整備や小中学校給食の充実や就学援助などにより、児童生徒が健康に学校生活を送

ることができる環境を整えます。 

 

教育施策大綱に掲げた取組 
平成31（2019）年度の取組内容 

（主な事業）  
目標値 

①中学校ランチ給食サービス事業 

 生徒の心身の健全な育成を図る

ため、中学校ランチ給食サービス

の利用促進を図ります。 

中学校ランチ給食サービス事業 

●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）によっ

て「楽しさ」も演出するとともに地元

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、郷土料理の鶏ぼっかけを

取り入れるなど献立・メニューの充実

改善に努めます。 

中学校ランチ給食サービスＰＲ事業 

（実施計画） 

●ランチ給食サービスを紹介するハン

ドブックを作成し、新１年生及びその

保護者に配布して、ランチ給食サービ

スへの理解を浸透させ、利用促進を図

ります。 

中学校ランチ給食サービス用保温カー

ト買替事業（実施計画） 

★耐用年数の経過した保温カートの買

い替えを行い、あたたかく、安全で安

心なランチ給食サービスを提供しま

す。 

 

ランチ給食サービス

の一日平均食数 

：６００食以上 

 

[平成30年度実績見込] 

：５３０食 

 

 

 

 

 

 

（２）教育支援の充実と施設の整備 
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②就学援助費支給事務事業 

 就学援助支給対象者に対し早期

支給を行うため、新入学用品費の

入学前支給を実施します。 

就学援助システム改修事業（実施計画） 

★就学援助の平成32(2020)年度の新入

学用品費の前年度支給（入学準備金）

に向けて、就学援助システムの改修等

事務を進めます。 

就学援助費支給事務事業 

●中学校入学時の保護者の経済的負担

感を軽減するため、制服取扱業者の協

力を得て、就学援助費の充当による制

服代の後払いを実施します。 

●家庭の経済的理由によって、就学が困

難な生徒に対し、基金を活用した奨学

金（給付型）を支給することで、高校・

大学への就学の道を開くなどの支援

を行います。 

中学校ランチ給食サービス保護者支援

拡充事業（実施計画） 

●中学校のランチ給食サービスを就学

援助の適用とし、就学援助支給対象者

がランチ給食を利用した場合は全額

補助します。 

平成32(2020)年度入

学予定の就学援助対

象児童生徒の新入学

用品費の入学前支給

率 

：８５.６％以上 

 

◆教育施設の維持管理と計画的な更新 

校舎などの大規模改修や各種設備などの維持保全を計画的に行い、児童生徒が安全かつ安心し

て学習できる環境整備を行います。 

 

教育施策大綱に掲げた取組 
平成31（2019）年度の取組内容 

（主な事業）  
目標値 

①校舎等大規模改造事業 

 教育環境の維持・改善を図るため

に、学校施設の劣化状況に応じた

改修工事を計画的に実施します。 

校舎等大規模改修事業（実施計画） 

●老朽化した校舎について、計画的に大

規模な改修を行います。（大城小学

校・月の浦小学校・下大利小学校） 

●校舎の大規模改修工事に併せた空調

設備（大城小学校・月の浦小学校）の

整備及び天井付扇風機の整備（大野東

中学校、大利中学校、御陵中学校）を

進めます。 

学校屋外グラウンド改修事業 

（実施計画） 

学校プール施設改修事業（実施計画） 

●校舎以外の施設について、計画的に改

修等を行います。（大利小学校グラウ

ンド、大利中学校プール、御陵中学校

屋内運動場） 

校舎の大規模改造工

事実施校数 

：３校 

（公共施設等マネジ

メント計画に沿った

校舎の大規模改造工

事の適正な実施） 

[平成30年度実績見込] 

：２校 
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②小中学校施設定期点検事業 

 施設の劣化状況の把握に努め、適

正な維持管理を図るため、必要に

応じて専門的な点検や診断を行

います。 

学校吊物装置及び体育設備維持保全事

業（実施計画） 

●児童生徒の安全を守るために、体育設

備の点検や屋内運動場のステージの

バトン装置のワイヤー交換を行いま

す。 

 

屋内運動場のバトン

装置のワイヤー交換

実施 

：１００％ 

 

 

 

                                    【教育振興課】 

学校教育におけるＩＣＴ(※1)教育環境の充実を図り、児童生徒の情報活用能力の育成や、

教職員の事務の効率化を進めるほか、時代に即した教材教具などの整備を行い、児童生徒が

効果的に学習できる環境づくりを進めます。 

 

◆教育基盤の充実支援 

次代を担う子どもたちが、社会で生き抜く力を身につけるために、教科横断的にＩＣＴ機器を

活用して、多様な学習へ対応ができるように教育基盤整備を計画的に進めていきます。 

 

教育施策大綱に掲げた取組 
平成31（2019）年度の取組内容 

（主な事業）  
目標値 

①教育用コンピュータ整備事業 

 児童生徒の情報活用能力育成の

ため、各小中学校にコンピュータ

を整備し、情報教育の推進を図り

ます。 

小中学校教育用コンピュータ整備事業

（実施計画） 

★小中学校のパソコン教室のＩＣＴ機

器を更新し、よりＩＣＴを活用しやす

くします。 

 

小中学校のパソコン

教室のＩＣＴ機器更

新率 

：１００％ 

②ふるさと創生学校じまん事業支

援事業 

 ふるさと大野城市で教育を受け

たことを“じまん”できるような、

学校独自の特色ある教育活動を

支援します。 

ふるさと創生学校じまん事業支援事業 

●「心の教育」及び本市の文化遺産を活

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“じまん”できるような

教育活動を行います。 

 

活動を通じて交流を

行った校外からの参

加者数 

：２，５００人以上 

 

 

 

 

 

 

 

（３）学校教育環境の振興 



10 

 

◆教材教具等の整備 

学校教育に必要な教材や備品について、時代に即した整備を行い、学習環境の充実を図ります。 

 

教育施策大綱に掲げた取組 
平成31（2019）年度の取組内容 

（主な事業）  
目標値 

①教育管理事務事業 

 学校教育に必要な教材や備品に

ついて整備を行い、児童生徒が効

果的に学習できる環境づくりを

進めます。 

小中学校教育管理事務事業 

●児童生徒が効果的な学習を行えるよ

う、学校で使用する教材・備品・消耗

品等の購入を適宜進め、教育環境の充

実を図ります。 

 

学級増に対応した

机・椅子・モニター等

各種備品の整備 

：１００％ 

[平成30年度実績見込] 

：１００％ 

 

②図書館運営事業 

 学校図書の整備を進め、図書環境

を充実させて、児童生徒が読書に

親しむ心を育みます。 

小中学校図書館運営事業 

●「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、研修会を通じて図書司書の資質の

向上を図り、児童生徒の読書活動を充

実させます。 

●まどかぴあ図書館、司書教諭・学校司

書、市が連携して講座の企画・運営を

行い、児童の主体的な活動を支援しま

す。 

 

児童生徒１人あたり

の年間図書貸出し冊

数 

:小学校 ５６冊以上 

 中学校 １５冊以上 

[平成30年度実績見込] 

：小学校   ５５冊 

 中学校 １４.３冊 

 

（※1）ＩＣＴ 

  情報処理・情報通信分野の関連技術の総称。「Information and Communication Technology」の頭

文字をとったもの。学習指導要領（平成29年告示）では、言語能力、問題発見・解決能力と同様に、コ

ンピュータや情報通信ネットワークなどを利用して育成する情報活用能力が、「学習の基盤となる資

質・能力」であると新たに位置付けられている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ＩＣＴを活用した授業 



11 

 

 

                                    【教育振興課】 

学校を核として、学校・家庭・地域・行政が連携・協働し、地域の大人が子どもの教育に

関わり、多様な学習機会の提供ができる環境整備を進めます。 

 また、子どもの放課後などの居場所づくりを通して、子どもと大人が、共に学び・共に育

つ、という共育
ともいく

を理念としたスクール・コミュニティ(※2)を目指します。 

 

◆学校・家庭・地域の連携による放課後等の居場所づくり 

ＰＴＣＡ活動(※3)を通じて、放課後に子どもが安心して過ごせる、生活・学習・体験の場づく

りを総合的に進めます。 

 

教育施策大綱に掲げた取組 
平成31（2019）年度の取組内容 

（主な事業）  
目標値 

①ランドセルクラブ事業 

 地域の協力のもと、放課後の小

学校で、学習やさまざまな体験

活動を行うランドセルクラブを

実施します。 

ＰＴＣＡ活動推進事業「（放課後総合学習）

ランドセルクラブ」（実施計画） 

●学校を核としたスクール・コミュニティ

を目指したＰＴＣＡ活動や、学校・家

庭・地域が連携したＣＶＴ学習(※4)を

推進し、子どもと大人が共に学び、共に

育つ「共育」を理念とした「学びの共同

体」を推進します。 

●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。 

●放課後の小学校での学習の習慣化とさ

まざまな体験活動を通して社会性を育

む、｢放課後子ども教室」として、「ラン

ドセルクラブ」を、市内全小学校で実施

します。 

●「新・放課後子ども総合プラン」を推進

するため「ランドセルクラブ」と「留守

家庭児童保育所」との一体運営の実現を

目指します。 

 

ランドセルクラブの

人材バンクボラン

ティアの登録人数 

：３５０人以上 

[平成30年度実績見込] 

：３１５人 

 

  

 

 

 

 

 

（４）学校・家庭・地域・行政が連携した共育の推進 
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◆家庭教育と社会教育の推進 

学校・家庭・地域における学びの場（保護者向けの家庭教育講座など）を積極的に提供すると

ともに、「第３次大野城市子ども読書活動推進計画」に基づいた読書活動を推進します。 

 

教育施策大綱に掲げた取組 
平成31（2019）年度の取組内容 

（主な事業）  
目標値 

①家庭教育学級事業 

 家庭の教育力向上を目指し、小中

学校の保護者を対象に、子育てに

活かせる講座（講話や実技実習）

を実施します。 

家庭教育学級事業 

●日常の子育てにおける課題とその改

善方法を中心としたテーマを設定し、

家庭教育の質の向上を図るための家

庭教育学級講座及び合同講演会を開

催します。 

●年間の重点テーマを設定し、日常の生

活で子育てに活かせる内容の講座の

推進や、家庭教育学級運営の支援を行

います。 

 

合同講演会の実施 

：３回以上 

[平成30年度実績] 

：３回 

②小学生読書リーダー養成事業 

 児童の読書活動の促進を目的と

し、まどかぴあ図書館との連携に

より読書リーダーを養成します。 

小学生読書リーダー養成事業 

（実施計画） 

●小学生読書リーダー養成講座を実施

し、受講児童が、学校や家庭での読書

活動の充実に寄与できるよう取り組

みます。 

 

受講児童及び司書教

諭・学校司書等の満

足度 

：９０％以上 

 

(※2)スクール・コミュニティ 

  学校と地域がそれぞれの役割を全うし、対等な立場で、互いに補い合うという、本市における新しい

学校運営協議会の考え方。スクール・コミュニティの実現には、学校と地域が日頃から交流し、互いに

相談し合える関係を構築していくことが重要としている。 

 

(※3)ＰＴＣＡ活動 

  ＰＴＡ（保護者：Parent、先生：Teacher、組織：Association）にＣ（地域：Community）を加えた

もので、学校、家庭、地域が連携・協働して行う活動。 

 

(※4)ＣＶＴ学習 

大野城市の「人・もの・こと」を積極的に活かした、Ｃ（Career＝キャリア教育）、Ｖ（Volunteer

＝ボランティア活動）、Ｔ（Treasure＝ふるさと学習）の体験を通して、自主性・自発性・社会性・連

帯性を育てる「心の教育」（道徳教育）。 
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                                    【教育指導室】 

未来の創り手となるために必要な知識や力を持った児童生徒を育成するため、学校運営協

議会を柱として、学校・家庭・地域・行政が連携した教育活動の充実、保育所・幼稚園・小

学校・中学校の縦の連携による情報共有など、児童生徒への支援体制を強化させながら、市

民に信頼される開かれた学校づくりを進めます。 

 

◆確かな学力と豊かな人間性の醸成 

分かりやすい授業づくりや特別支援教育の充実、学校運営協議会の活性化を図り、学力向上推

進とともに、豊かな人間性の醸成に向けた環境づくりを進めます。 

教育施策大綱に掲げた取組 
平成31（2019）年度の取組内容 

（主な事業）  
目標値 

①学力向上推進協議会の開催 

 学力向上に向けた授業改善の取

組について、各学校間での情報共

有を行い、児童生徒の学力向上を

図ります。 

小中連携教育推進事業（実施計画） 

●小学校卒業生の学年末休業日及び学

年始休業日（春休み）の課題としてプ

リントを作成し、配布します。 

●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。 

外国語指導助手派遣事業（実施計画） 

●全小学校に外国語指導員を配置し、外

国語科、外国語活動の充実を図りま

す。 

小学校学力向上支援員派遣事業 

（実施計画） 

●「学力向上支援員」を学力テストの分

析を基に全小学校に配置し、算数、国

語の個別指導を行います。 

中学１年生の標準学

力分析調査において

合計得点が筑紫地区

平均を上回る中学校

数 

：５校 

[平成30年度実績] 

：２校 

②道徳教育実行委員会の開催 

 「心の教育」の推進及び教師の道

徳の指導力量を高めるための研

修を行い、児童生徒の道徳心の向

上を図ります。 

大野城市道徳教育推進協議会支援事業 

●市が目指す「心の教育」に基づくテー

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。 

●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。 

中学校被災地派遣研修事業（実施計画） 

●中学生被災地派遣研修によって、復興

が進みつつある東北と、これから復興

を進める熊本や朝倉市の方々の体験

や思いを学びます。 

心の教育フェスティ

バルへの来場者数 

：前年度比１０％ 

 増加 

[平成30年度実績] 

：５２９人 

（５）児童生徒の総合的な支援の充実 
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◆いじめ対策や不登校支援の実施 

いじめ防止のための取組や不登校支援対策の強化を図り、児童生徒一人一人に寄り添う支援策

を実施します。 

 

教育施策大綱に掲げた取組 
平成31（2019）年度の取組内容 

（主な事業）  
目標値 

①教育サポートセンターによる相

談窓口の充実 

 いじめや不登校、発達の課題など、

教育に関する全般的な相談に対応

します。 

不登校支援事業（実施計画） 

いじめ防止対策等推進事業（実施計画） 

●不登校対策サポートティーチャーを

各中学校に１名（計５名）配置し、校

区内の小中学校への支援を行います。 

●保育所（園）・幼稚園・小学校の合同

の会議を年２回実施し、就学前児童の

小学校への円滑な入学を支援します。 

●大野城市いじめ問題対策連絡会議を

年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。 

●インクルーシブ教育システム(※5)構

築のため、児童及び保護者等のニーズ

や状況に応じた就学指導を行い、特別

支援教育の推進を図ります。 

 

指導主事の相談対応

件数 

：前年度比１０％ 

 増加 

[平成30年度実績見込] 

：３０６件 

②スクールカウンセラー(※6)・ス

クールソーシャルワーカー(※7)

の派遣 

 教育相談機能の充実を図るため、

スクールカウンセラーやスクール

ソーシャルワーカーを小中学校へ

派遣します。 

不登校支援事業（実施計画） 

●不登校の要因に応じて、不登校専門の

指導主事、臨床心理士、公認心理師、

学校社会福祉専門員を派遣します。 

 

スクールカウンセラー・ 

スクールソーシャルワー

カーの相談対応件数 

：前年度比１０％ 

 増加 

[平成30年度実績見込] 

：１，４８８件 

③生徒指導委員会の開催 

 小学校と中学校が連携し、いじめ

や生徒指導に対する取組につい

て情報共有を行い、いじめの未然

防止を図ります。 

不登校支援事業（実施計画） 

いじめ防止対策等推進事業（実施計画） 

●小中学校の生徒指導担当指導主事が、

いじめや生徒指導に関する中学校ブ

ロックごとの取組に関する情報共有

や本市スクールカウンセラーによる

講話等の研修会を実施し、積極的な生

徒指導の充実を図ります。 

●毎月定例の校長会において、各学校の

いじめ認知及び解消の状況、不登校の

現状について情報共有し、いじめ・不

登校防止に対する意識の向上を図り

ます。 

 

認知したいじめの解

消率 

：１００％ 
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④適応指導教室の機能充実 

 心理的又は情緒的な理由によっ

て不登校状態にある児童生徒が

通級できる適応指導教室の機能

充実を図ります。 

不登校支援事業（実施計画） 

●適応指導教室通級児童生徒の実態に

応じた個別の支援の充実を図ります。 

●適応指導教室通級児童生徒の保護者

との連携及び支援を行います。 

●適応指導教室指導員と、担任、全中学

校の不登校サポートティーチャーが

連携し、適応指導教室退級後の支援の

充実を図ります。 

 

不登校児童生徒が学

校に復帰した割合 

：４０％以上 

 

(※5)インクルーシブ教育システム 

  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） 

 

(※6)スクールカウンセラー 

  学校において、児童生徒の生活上の問題や悩みの相談に応じ、教員や保護者に指導助言を行う心理の

専門家。 

 

(※7)スクールソーシャルワーカー 

学校において、生活上の困りごとを抱える児童生徒とその保護者に対し、家庭環境などに働きかけを

行う福祉の専門家。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

まどかフェスティバル 
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２ 地域と行政の共働による教育 

 

                                【ふるさと文化財課】 

市民のふるさと意識の醸成と精神的な豊かさを育む一助として、市内文化財の調査や研究、

保護・整備を進めるとともに、活用に努め、文化財を活かしたまちづくり、人づくり、にぎ

わいづくりを促進し、ふるさとを愛し、地域を愛する心豊かな市民の育成に努めます。 

 

◆文化財の調査と研究 

文化財の調査と研究を行い、その成果を報告書に取りまとめるとともに、広報紙やホームペー

ジ、説明会などを活用し、市民に対して成果を分かりやすく発信するように努めます。 

 

教育施策大綱に掲げた取組 
平成31（2019）年度の取組内容 

（主な事業）  
目標値 

①埋蔵文化財発掘調査事業（市内遺

跡） 

 住宅などの建設に伴い失われる

遺跡について、事前に発掘調査を

実施し、その内容などについて、

報告書に記録します。 

 

埋蔵文化財発掘調査事業（市内遺跡） 

●発掘調査を行い地域の歴史・文化を的

確に記録するとともに、その成果を公

開することで、市民の郷土・文化財に

対する理解や関心を高めます。 

現地説明会参加者数 

：１８０人以上 

[平成30年度実績] 

：１７６人 

②埋蔵文化財報告書作成事業 

 市内の歴史を明らかにするため、

これまで発掘調査が行われた遺

跡の報告書作成を行います。 

埋蔵文化財報告書作成事業 

●「心のふるさと館」等で活用するため、

文化財のデータベース化を進め、適切

な収蔵管理を行います。 

●市内の歴史を明らかにするため、これ

まで発掘調査が行われた遺跡の報告

書作成を行います。 

 

埋蔵文化財発掘調査

報告書の刊行数 

：６冊以上 

[平成30年度実績] 

：６冊 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）文化財の調査・保護・啓発 
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◆文化財の保護と整備 

「水城跡」や「牛頸須恵器窯跡」などの史跡指定・買い上げを行い、保護を行った遺跡につい

て整備計画を策定し、その計画に基づいて整備を進めます。 

 

教育施策大綱に掲げた取組 
平成31（2019）年度の取組内容 

（主な事業）  
目標値 

①「水城跡」保存整備事業 

 「水城跡」を身近で親しみのある

史跡として活用し、歴史を学ぶこ

とができる場として整備します。 

文化財保護審議会運営事業  

「水城跡」保存整備事業（実施計画） 

国指定史跡買上事業（実施計画） 

●市内の文化財保護のため、指定候補物

件の調査検討を行い、指定物件の適正

な保存管理に努めます。また、史跡の

追加指定に向けて地権者と協議を進

め、保護・保存に努めます。 

●水城跡の価値を伝え、未来へつなぐた

め、大野城市・太宰府市・福岡県が共

同で作成した整備計画に基づき、水城

西門跡周辺の整備設計、西門西側土塁

の樹木整理、欠堤部外濠広場の確認調

査を行います。 

●水城跡・上大利小水城跡を地域の宝と

するため、地域の歴史愛好団体との更

なる連携を図り、活用を促進します。 

 

水城跡発掘調査実施

数 

：１カ所 

（特別史跡水城跡保

存整備基本設計をふ

まえ、実施計画の指

標に定めた調査の適

正な実施） 

[平成30年度実績] 

：１カ所 

②「牛頸須恵器窯跡」整備活用事業 

 九州最大の須恵器窯跡である「牛

頸須恵器窯跡」を、本市の宝とし

て活かすため、整備します。 

「牛頸須恵器窯跡」整備活用事業 

（実施計画） 

●牛頸須恵器窯跡の実態を伝えるため、

小田浦地区に窯跡を保護・展示する施

設（覆屋）を建設します。 

●牛頸須恵器窯跡の整備に向けて、確認

調査を実施します。 

●牛頸須恵器窯跡の内容を伝えるため、

石坂地区・長者原地区に解説サインを

設置します。 

★牛頸須恵器窯跡の価値を伝え地域の

宝とするために、現地見学や講座等の

学習を進めます。 

 

整備事業実施数 

：２カ所 

（牛頸須恵器窯跡整

備基本設計をふま

え、実施計画の指標

に定めた整備の適正

な実施） 

[平成30年度実績] 

：１カ所 
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◆文化財の啓発と活用 

文化財を身近に感じてもらえるように、インターネットなどを通じた情報発信を進めます。 

また、「心のふるさと館」での各種講座や史跡めぐりなどを充実させ、ふるさと意識の醸成と

まちづくりへの有効活用に努めます。 

 

教育施策大綱に掲げた取組 
平成31（2019）年度の取組内容 

（主な事業）  
目標値 

①文化財啓発事業 

 「水城跡」や「大野城跡」などの

文化財や「心のふるさと館」の展

示品について、広くその価値を伝

えます。 

文化財啓発事業 

●「大野城を歩く」や「水城を歩く」な

どの史跡めぐり、考古学講座や古文書

講座などの講座・講演会を通じて、文

化財の普及・活用を進めます。 

★心のふるさと館運営課と連携しなが

ら、「心のふるさと館」での展示充実

に努めます。 

★善一田古墳群を地域に愛される史跡

とするため、整備後の活用を促進しま

す。 

 

史跡めぐり実施回数 

：５回以上 

[平成30年度実績] 

：５回 

②古代山城関連事業 

 「旗の舞」や「大野城物語」を活

用し、大野城跡や日本の古代山城

の素晴らしさを広めます。 

古代山城事業 

●市名の由来である大野城跡を市民に

広く知らせるため、イベント等の機会

にあわせ「大野城の舞」、「旗の舞」の

披露や、「大野城物語」のＰＲを行い

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。 

 

古代山城関連自治体

から大文字まつりへ

の出演自治体数 

：２自治体以上 

[平成30年度実績] 

：２自治体 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大野城跡・水城跡 
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                                   【スポーツ課】 

市民が将来にわたって主体的にスポーツ活動を行い、健康で活力のある生活を送ることが

できるよう、使いやすい施設づくりを行うとともに、子どもたちの発達や成長を支える基礎

体力の向上を目指します。 

 また、スポーツ・レクリエーション活動の普及振興を行いながら、地域に根ざした、地域

を豊かにするスポーツライフの創造を進めます。 

 

◆スポーツの普及啓発と施設の維持管理 

さまざまな機会を活かしつつ、地域に根ざしたスポーツの普及啓発や振興を進めます。また、

計画的な施設の改修を行います。 

 

教育施策大綱に掲げた取組 
平成31（2019）年度の取組内容 

（主な事業）  
目標値 

①子どものスポーツ機会の充実 

 スポーツへの関心を高めるため

のスポーツ教室などの実施や、子

どもの体力向上を図るための学

校体力テストへの支援を行いま

す。 

スポーツ推進委員及び審議会運営事業 

●大野城市体育協会が開催する「スポー

ツ教室」を支援します。 

●「誰でも」「身近で」「気軽に」スポー

ツができる「総合型スポーツクラブ」

を創設・支援するため、組織づくりを

進めます。 

★スポーツ推進委員を中心としたオリ

ジナル体操の普及や学校体力テスト

への支援を行います。 

 

スポーツ推進事業（ス

ポーツ教室・市民水泳

大会）の子どもの参加

者数 

：８００人以上 

[平成30年度実績] 

：７１７人 

②国際的なスポーツイベントを契

機としたスポーツ振興と地域活

性化 

 東京2020オリンピックパラリン

ピックなどの国際的大会を契機

とした関連イベントの開催や障

がい者スポーツを充実させるこ

とで、地域活性化を図ります。 

ＭＡＤＯＫＡれくスポ祭開催支援事業 

●多くの市民が気軽に楽しく軽・ニュー

スポーツ教室に親しむことができる

事業を、関係機関と連携し実施しま

す。また、広く市民に参加してもらえ

るよう周知に努めます。 

●「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。 

●「だれでも」・「いつでも」・「どこでも」

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。 

 

軽・ニュースポーツ用

具の貸出件数 

（市内各コミュニティ

センター合計） 

：２４０件以上 

[平成30年度実績見込] 

：２００件 

   

（２）生涯スポーツの推進 
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③総合公園施設等維持管理事業 

 市民がスポーツ・レクリエーショ

ン活動を安全で安心に行えるよ

うに、市内の各スポーツ施設など

の維持管理を行います。 

北市民プール整備事業（実施計画） 

総合公園等改修事業（実施計画） 

●平成27年度に作成した改修計画を基

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

年次的に改修を行います。 

小中学校運動場及び体育館開放施設運

営管理事業 

●本市が独自に進めるスクール・コミュ

ニティの取組として、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。 

 

北市民プールの利用

者数 

：２０，０００人 

 以上 

[平成30年度実績] 

：１４，６５０人 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

まどかリンピック 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大野城市教育振興基本計画 
 

 

平成３１年３月 

大野城市教育委員会 
 

大野小学校 せんだんの集い 


