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 「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」において、各教育委員会は、毎年、その権限

に属する事務の管理及び執行の状況について点検・評価を行い、その結果に関する報告書を作

成して議会に提出・公表することと定められています。これは、効果的な教育行政の推進に資

するとともに市民への説明責任を果たすことを目的として定められたものです。 

 この報告書は、上記の趣旨に基づき、毎年度教育行政の基本方針として定めている「大野城

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

はじめに 
 

（教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価等） 
第 26 条 教育委員会は、毎年、その権限に属する事務（前条第１項の規定により

教育長に委任された事務その他教育長の権限に属する事務（同条第４項の規定に
より事務局職員等に委任された事務を含む。）を含む。）の管理及び執行の状況
について点検及び評価を行い、その結果に関する報告書を作成し、これを議会に
提出するとともに、公表しなければならない。 

２ 教育委員会は、前項の点検及び評価を行うに当たつては、教育に関し学識経験を有
する者の知見の活用を図るものとする。 

教育委員会による 

点検・自己評価 

附属機関等からの意見聴取（知見の活用） 

教育委員会の 
事務 

議会への報告 

・報告書を提出 

・委員会において報告 

 

市民への公表 
 

・市のホームページに掲載 
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１ 教育委員会  

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

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

づく体制へと移行しました。 

 

教育長及び教育委員 （平成31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） 

H30.６.26 ～ R３.６.25 

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  ～ R１.６.25 

委員 安部 一枝 
H24.10.１  ～ H28.９.30 

H28.10.１  ～ R２.９.30 

委員 髙木 和敏 H27.６.26  ～ R１.６.25 

委員 梶原 千春 H27.６.26  ～ R１.６.25 

委員 松本 民仁 H28.10.１  ～ R２.９.30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅰ 教育委員会の活動状況 
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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 40件 

     各回の付議事項は、全て可決承認されました。  

 

開催日等 付議案件 

４月27日 

第４回定例会 

第20号 大野城市スポーツ推進審議会委員の委嘱について 

第21号 学校運営協議会委員の任命について 

第22号 臨時に代理した事件の承認について（学校運営協議会委員の任命） 

５月29日 

第５回定例会 

第23号 臨時に代理した事件の承認について（文化財保護審議会委員の委嘱） 

第24号 大野城市教育支援委員会委員の委嘱等について 

第25号 学校運営協議会委員の任命について 

第26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27号 
大野城市ふるさと文化財保存整備活用基本計画検討委員会委員の委嘱及

び任命について 

６月26日 

第６回定例会 

第28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29号 大野城市道徳教育推進協議会委員の委嘱について 

第30号 臨時に代理した事件の承認について（学校運営協議会委員の任命） 

第31号 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） 

７月30日 

第７回定例会 

第32号 平成31年度使用小学校教科用図書採択について 

第33号 平成31年度使用中学校教科用図書採択について 

第34号 大野城市指定史跡名勝天然記念物（史跡）の指定について 

８月27日 

第８回定例会 

第35号 大野城市教育委員会公印管守規則の一部を改正する規則の制定について 

第36号 
教育委員会の権限に属する事務の管理及び執行の状況に係る点検及び評

価について 

９月28日 

第９回定例会 

第37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解任） 

第38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） 
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開催日等 付議案件 

10月26日 

第10回定例会 

第39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解任） 

第40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） 

11月26日 

第11回定例会 

第41号 
大野城市長の権限に属する事務の一部を大野城市教育委員会に委任する

ことに関する協議について 

第42号 
大野城市長の権限に属する事務の一部を大野城市教育委員会の事務を補

助する職員をして補助執行させることに関する協議について 

12月27日 

第12回定例会 
議案なし 

１月28日 
第１回定例会 

第１号 大野城市教育支援委員会規則の一部を改正する規則の制定について 

第２号 大野城市心理判定専門員設置要綱の一部を改正する要綱の制定について 

第３号 大野城市学校心理専門員設置要綱の一部を改正する要綱の制定について 

第４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 

２月27日 
第２回定例会 

第５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６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７号 平成31（2019）年度学校医、学校歯科医、学校薬剤師の委嘱について 

第８号 平成31（2019）年度健康管理医の委嘱について 

３月28日 
第３回定例会 

第９号 小学校・中学校管理職員等の人事について 

第10号 教育委員会事務局職員の人事について 

第11号 
大野城市教育委員会共催等に関する要綱の一部を改正する要綱の制定に

ついて 

第12号 平成31（2019）年度大野城市教育振興基本計画について 

第13号 平成31（2019）年度学校医の委嘱について 

第14号 大野城市スポーツ推進委員の委嘱について 

第15号 
大野城市留守家庭児童保育所の設置及び管理に関する条例施行規則の制

定について 

第16号 大野城市留守家庭児童保育所入所可否決定基準取扱要綱の制定について 

第17号 平成31（2019）年度産業医の選任について 
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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、教育委員会会議のほかにも、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30年度においては、学校訪問や議案についての事前協議、総合計画、教育施策大綱、

教育委員視察研修等を議題に10回協議を行いました。 

 

４ その他の活動の状況 

○学校訪問 

 

◇福岡県教育委員会福岡教育事務所と共同で実施 

学校改善訪問（４校） 

◇本市独自に実施 

その他の学校（７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 

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） 

教育委員視察研修（品川区、渋谷区、新宿区）等 

 

  

○ 主な報告事項 

・大野城市立学校における学校閉庁日の実施について 

・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 

・大野城市立小中学校修学旅行実施要項の改正について 

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

  本市では、平成27年４月に、今後の教育施策の基本目標や施策の体系等を掲げる「大野城

市教育施策大綱（以下「教育施策大綱」）」（平成27年度～平成30年度）を策定しました。 

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

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

策定しています。今回の点検評価では、平成30年度教育振興基本計画に定められた取組等に

ついて、自己点検及び評価を行っています。 

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

２ 大野城市教育施策の体系 

教育振興基本計画の中では、教育政策について市全体の計画や施策との整合を保つため、

市の総合計画（基本計画）に掲げられているプランの中で、広く「教育」に関わるものを教

育施策とし、それらに、教育における喫緊の課題を加え、次ページの「大野城市教育施策の

体系」としてまとめています。 

【次ページの教育施策の体系の見方】 

 

 

 
  

Ⅱ 施策の点検・評価 
 

教育施策の柱となるテーマ 
基本テーマ 

リーディング・プラン 

分野別プラン 

基本計画のリーディング・プランに掲げられた 
施策の中で、この基本テーマに沿うもの 
基本計画の分野別プランに掲げられた施策の中で、 
この基本テーマに沿うもの 

‘ 
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スポーツ・レクリエーション 国際交流の推進 
活動の振興・発展 

社会教育(共育)活動・生涯学習活動の振興 

 
 
 
 
 
 

 

読書活動の推進 

 
市民に信頼される開かれた学校づくり 

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

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

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

・人権教育・啓発活動の推進 ・女性と男性が共同参画するコミュニティ都市づくり 
・性に基づく暴力の根絶 

 
青少年を育む地域環境づくり 

家庭の教育力向上 

・家庭教育の推進 

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

芸術文化の振興  文化財の保護・活用 

まちの魅力向上 
・芸術文化の推進 

・芸術文化の発信 

・市民文化の醸成 

・文化遺産の活用

と次世代への

継承 

・大野城市スポーツ推進
計画の策定 

・生涯スポーツの推進 
・スポーツ活動団体の支
援・連携 

・スポーツ施設の整備・
管理 

・レクリエーション活動
の推進 

・多文化共生
のコミュニテ
ィづくり 

・国際感覚豊
かな人づくり 

・文化財の保存・継承 

・史跡・文化財の整備･
活用 

・読書活動の推進 

市民力を高める学習機会の充実 

豊かな創造性あふれる地域づくり 

・生涯学習情報の提供機能の充実 

・生涯学習施設間の連携強化 

・生涯学習施設・機能の拡充 

大野城市教育施策の体系 

学校教育 社会教育及び生涯学習 

人権・同和教育及び男女共同参画 

芸術文化及び文化財 スポーツ・レクリエーション及び国際交流 

青少年教育 

家庭教育 

保健医療・健康・食育の  乳幼児教育・子育て支援の      安全・安心まちづくりの推進 
充実・強化        推進               

安心して子どもを生み、育
てられるまちづくり 安全・安心まちづくりの推進 

・こころとからだの健
康づくりの推進 

・感染症の予防・対策 

・食育の推進 ・子育て支援の充実 
・放課後児童施策の推進 

・安全・安心な学校づくり 
・防犯意識の高揚 
・交通安全対策の強化 

その他 

人と環境にやさしい、

質の高いまちづくり 

市民の減災・防災意識の向上 
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３ 点検・評価 
 
 
 

「平成30年度教育振興基本計画に掲げた取組内容」欄の記号について 

 

 

 

 

 

「点検・評価結果」欄の記号について 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ○ … 「実際の取組内容」  

 ☆ … 「取組による成果・効果等」 

 □ … 「今後の方針や課題等」 

● … 従前から継続して行った取組等  

 ★ … 平成30年度に新規で行った取組等 
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１．学校教育 

 
 

教育施策大綱に 

掲げた取組 

平成30年度教育振興基本計画に 

掲げた取組内容  
点検・評価結果 

① 全小・中学校に

設置した学校運営

協議会による取組

の推進、および各

校区の取組に関す

る情報交換 

●地域や学校の特色が出せるよ

うに教育委員会職員が地域と

のつなぎ手となるように活動

します。 

●学校運営協議会推進大会を開

催し、各協議会との連携・情報

交換に努めます。 

【教育指導室】 

 

○教育委員会職員が全小・中学校の学校

運営協議会委員となり、学校・地域・家

庭と連携し、各校の学校運営協議会や

行事等に参画した。 

☆まどかぴあ大ホールにて学校運営協議

会推進大会を開催し、各協議会間の連

携を深めることができた。 

【教育指導室】 

② ＰＴＣＡ活動に

よるＣＶＴ学習

（心の教育）の推

進 

●学校運営協議会におけるＰＴ

ＣＡ活動や、学校・家庭・地域

が連携したＣＶＴ学習を推進

し、子どもと大人が共に過ご

し、共に学び、共に育つ「共育」

を理念とした「学びの共同体」

を推進します。 

●地域の人・もの・こと（人材や

文化財等）を活用した心の教育

をＣ、Ｖ、Ｔの視点から整理し、

学校の特色が出せるようにし

ます。 

【教育振興課・教育指導室】 

 

○ＰＴＣＡ活動の一環としてランドセル

クラブを実施し、「共育」を理念とした

「学びの共同体」を推進するため、支援

人材バンクから多数の大人に子どもた

ちの学習支援に携わってもらった。 

☆支援人材バンクの登録者数： 

297人（平成30年度末時点） 

□ＰＴＣＡ活動と共育の理念を浸透さ

せ、地域社会で子どもたちを育てる意

識の醸成を推進する必要がある。 

【教育振興課】 

○心の教育として、道徳の授業公開を全

小・中学校で行った。 

□ＣＶＴ学習として、地域の人・もの・こ

とを活かした授業展開を工夫してい

く。 

【教育指導室】 

 

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」を学力テス

トの分析をもとに全小学校に

配置し、算数、国語の個別指導

を行います。 

【教育指導室】 

 

○全小学校に学力向上支援員を配置し、

算数、国語の指導の充実に努めた。 

【教育指導室】 

リーディング・プラン  市民に信頼される開かれた学校づくり 
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④ いじめ・不登校

の解決に向けた児

童・生徒の心のケ

アの充実 

●不登校総合支援予防プロジェ

クトとして、不登校の要因に応

じて、不登校専門の指導主事、

臨床心理士、学校社会福祉専門

員を派遣します。 

●不登校対策サポートティー 

チャーを全中学校に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。 

【教育指導室】 

 

○教育サポートセンターが学校のコー 

ディネーター及び管理職員と連携し、

不登校専門の指導主事、臨床心理士、学

校社会福祉専門員の派遣を行った。 

○不登校対策サポートティーチャーを全

中学校に配置し、支援した。 

【教育指導室】 

⑤ 小・中学校ホー

ムページの開設と

充実による地域へ

の情報発信 

●学校による取組の差が出ない

ように、基本的なページ構成や

実施方法等を見直すとともに、

研修などを通じて各校のスキ

ルを高めます。 

【教育振興課】 

 

○ＩＣＴ活用教育推進委員の教員に対

し、各小・中学校のホームページで参考

とすべき内容や工夫等についての研修

を行った。 

□学校によって活用状況に差が生じてい

ることから、取組の少ない学校に対し

て継続的に働きかけていく必要があ

る。 

【教育振興課】 

 

⑥ 小・中学校の情

報基盤整備の推進 

●学校情報化基盤整備事業基本

計画が今年度で計画期間満了

となることから、学習指導要領

の改訂に向けた新たな計画の

策定を行います。 

【教育振興課】 

★教職員の業務改善、適正な労働

安全衛生の管理のため、勤務時

間や勤務状況を把握するシス

テムを構築します。 

【教育振興課・教育政策課】 

 

○新たな学校情報化基盤整備事業基本計

画の策定業務を行った。 

【教育振興課】 

○全小・中学校に導入している公務支援

システム（Ｃ４ｔｈ）に勤務管理機能を

追加し、平成31年２月より教職員の勤

務時間把握の本格運用を開始した。 

【教育政策課】 
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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

取組の充実・強化 

●保育所・幼稚園・小学校の合同

の会議と「就学前から入学後ま

での学びの基礎づくり手引き」

作成委員会を連動させて、手引

きの活用と付加修正を図りま

す。 

●３歳児健診等に就学前通級指

導員やサポートセンター指導

主事を派遣し、教育相談・就学

相談を行います。 

●保護者や保育所・幼稚園の要請

により、保育所や幼稚園を訪問

して教育相談を実施します。 

●教育指導室とこども健康課が

連携し、児童等のデータベース

を整備し、活用していきます。 

【教育指導室・こども健康課】 

 

○保育所・幼稚園・小学校の合同会議を開

催し、子どもの育成に関する連携を深

めるため、手引きの活用を進めた。 

○保護者向けのパンフレット「こんにち

は！３歳児のお子さんとご家庭のみな

さまへ」を作成し、３歳児健診時に配布

した。 

○こども健康課と教育指導室が児童等に

関するデータベースの活用のため、密

に連携を取り、情報共有を図った。 

【教育指導室・こども健康課】 

⑧ 早期からの就学

相談体制の充実と

児童・生徒それぞ

れのニーズに応じ

た教育の推進 

●「就学前から入学後までの学び

の基礎づくり手引き」を配布

し、就学前の基本的生活習慣の

大切さを啓発します。 

【教育指導室】 

 

○「就学前から入学後までの学びの基礎

づくり手引き」を保育所（園）・幼稚園・

小学校で活用し、連携を図った。 

【教育指導室】 

⑨ いじめ防止対策

推進法に基づく取

組の推進 

●大野城市いじめ問題対策連絡

会議を３回実施し、市のいじめ

問題の状況や各学校の取組を

共有します。 

●「いじめ防止リーフレット」を

各学校に配るとともに、市の広

報紙に載せ、啓発を図ります。 

【教育指導室】 

 

○大野城市いじめ問題対策連絡会議を３

回実施し、市のいじめ問題の状況や各

学校の取組を報告・説明して、現状の周

知と取組の改善を図った。 

○「いじめ防止リーフレット」を全小・中

学校に配り、児童・生徒及び保護者への

啓発を行った。 

【教育指導室】 

⑩ 「障害を理由と

する差別の解消の

推進に関する法

律」の制定に伴い

改正された学校教

育法施行令に基づ

く取組の推進 

●インクルーシブ教育システム

（※）構築のため、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、特別支援教

育の推進を図ります。 

（※）障がいのある者とない者が可能

な限り共に学ぶ仕組み（文部科

学省ホームページより） 

【教育指導室】 

 

○個別の指導計画・支援計画の作成を進

め、児童一人ひとりの状況に応じた特

別支援教育の充実を図った。 

【教育指導室】 
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⑪ 通級指導支援事

業に基づく通級指

導教室の推進 

●通級指導員による保育所・幼稚

園訪問を行い、就学相談や体験

通級の啓発を行います。 

●小学校通級指導教室に言語聴

覚士を配置し、言語障がいに対

する指導等機能を強化します。 

●中学校に通級指導員を配置し、

小学校から継続して通級指導

が行える環境整備をします。 

【教育指導室】 

 

○小学校通級指導教室ヘの言語聴覚士の

配置など、人的支援の充実を図り、指導

の改善・向上につなげた。 

○中学校の通級希望者増加に対応するた

め、中学生教室運営の見直しを進めた。 

【教育指導室】 

 

 

教育施策大綱に 

掲げた取組 

平成30年度教育振興基本計画に 

掲げた取組内容  
点検・評価結果 

ア ｢心の教育フェ

スティバル｣の充

実と道徳授業の公

開 

●市がめざす「心の教育」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。 

【教育指導室】 

 

○「心の教育推進大会」において小・中学

生の意見発表を行い、多数の来場者に

発信することができた。 

○心の教育として、道徳の授業公開を全

小・中学校で行った。 

【教育指導室】 

イ ｢ふるさと創生

学校じまん事業｣

の推進 

●「心の教育」及び本市の文化遺

産をいかした「ふるさと学習」

の充実を図るとともに、将来に

わたり本市で教育を受けたこ

とを自慢できるような教育活

動を行います。 

【教育振興課】 

 

○児童生徒が命の尊さを理解し、郷土に

誇りを持つことができるよう、各学校

においてそれぞれの歴史や特色をいか

した教育活動を実施した。また、事業趣

旨が十分活かされるように、補助事業

の事務要領及び様式について見直しを

行った。 

【教育振興課】 

 

ウ 学力向上推進協

議会・学力向上実

行委員会を中心と

した取組の充実 

●全国学力・学習状況調査の結果

分析に基づき、国語科及び算数

科をテーマとして、小学校で授

業研修を実施します。 

●各種学力テストの結果を早期

に分析し、各学校の学力向上プ

ランの検証・改善を図るととも

に、個に応じた指導の充実を図

ります。 

【教育指導室】 

 

 

○全国学力・学習状況調査や各種学力テ

ストの結果を分析し、そのデータを元

に、学力向上推進協議会や学力向上戦

略会議等の研修を行った。 

【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 

★英語教育推進教員と全小学校

１名ずつの外国語指導員を対

象とした英語教育連絡協議会

を定期的に実施し、外国語科、

外国語活動の充実を図ります。 

●小・中学校の英語教育の担当教

員研修会をＡＬＴ（外国語指導

助手）も交えて実施します。 

●筑紫地区において、英語教育推

進リーダーや中核教員を集め

た英語教育の研修会を開き、人

材育成を推進します。 

【教育指導室】 

 

○指導力向上のため、小・中学校の英語教

育担当者への研修会を実施した。 

○筑紫地区の英語教育担当者への研修会

を行い、他市との連携や指導の充実を

図った。 

【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 

●福祉課、大野城市社会福祉協議

会と連携して、福祉教育のカリ

キュラムを作成します。 

●大野城市社会福祉協議会と連

携して、授業において障がいの

ある方や福祉施設の方をゲス

トティーチャーとして招聘し

ます。 

【教育指導室・福祉課】 

 

○福祉教育推進校との共同事業として、

総合的な学習の中で福祉教材「ともに

生きる」を活用しながら、小学校の実態

に応じた年間カリキュラムを作成して

授業を実施した。また、パラリンピック

競技である車いすバスケットボールの

選手をゲストティーチャーとして招

き、競技体験を通じた交流学習を実施

した。 

☆対象：大野北小学校３・４年生 

推進校期間：平成30～31年（２年間） 

年間49コマ（１コマ 45分） 

（３年生27コマ、４年生22コマ） 

□令和元年度は、新たに認知症への理解

を深めるためのプログラムを導入す

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 

   て福祉教育を実施する中で、地 

   域で福祉活動を行っている方や 

   障がいを持つ方をゲストティー 

   チャーに招き交流学習を行った。 

☆対象：小学校 ９校  

合計：32回 

延べ児童数：3,556人 

※大野北小学校（福祉教育推進校事業

実施中）を除く小学校で実施。 

□令和元年度は、大野城市社会福祉協議

会が福祉教育プログラム集を作成し、

小学校との福祉教育の打ち合わせに活

用する計画である。 
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○福祉教育基礎研修の開催 

テーマ：「学校・地域・家庭による地域 

    共生社会の実現をめざした福 

    祉教育」 

講 師：大阪教育大学 

    教育学部教育協働学科 

    教授 新崎国広先生 

実践報告：大野小学校 

教 諭：長谷純一先生 

☆参加者：115人 

【内訳】教職員 47人 

    民生委員児童委員 41人 

    福祉委員 21人 

    その他 6人 

□令和元年度は、同研修会を令和元年８

月２日（金）に開催し、車いすを使用し

た体験学習や発達障害についての講義

も研修に取り入れ、福祉教育の充実を

図る。 

【教育指導室・福祉課】 

 

 

 

教育施策大綱に 

掲げた取組 

平成30年度教育振興基本計画に 

掲げた取組内容  
点検・評価結果 

ア 学校区域の弾力

的運用 

●学校規模、地域活動、部活動な

どと整合を図りながら、「一部

地域の学校選択性」の継続や児

童生徒の事情等に配慮した就

学先のあり方などの弾力的運

用を図ります。 

【教育振興課】 

 

○「一部地域の学校選択制」を継続して実

施した。 

○児童生徒の個々の事情に応じて、指定

学校変更や区域外就学の制度を活用し

た就学の弾力的な運用を行った。 

【教育振興課】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

分野別プラン② 学校規模の適正化 
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教育施策大綱に 

掲げた取組 

平成30年度教育振興基本計画に 

掲げた取組内容  
点検・評価結果 

ア 老朽化などの対

策を目的とした校

舎の計画的な大規

模改修の実施 

●老朽化した校舎について、計画

的に大規模な改修を行います。

（平野小学校・大城小学校・月

の浦小学校） 

【教育政策課】 

 

○大城小学校・平野小学校の大規模改修

及び大野東小学校の校舎増築を実施し

た｡  

□月の浦小学校の大規模改修工事につい

ては、文部科学省の補助採択を得られ

なかったことから、令和元年度に行う

予定である。 

□今後も、老朽化した校舎の大規模改修

や給食室の乾式化（ドライシステム

化）、段差解消等のバリアフリー化を計

画的に進める。 

【教育政策課】 

 

イ 体育館などのバ

リアフリーに配慮

した施設の改善 

●体育館へのバリアフリーに配

慮した多目的トイレの整備を

進めます。（大野東小学校・大利

小学校） 

【教育政策課】 

○大野東小学校・大利小学校の体育館の

多目的トイレ整備を実施した。 

☆全小・中学校への多目的トイレの整備

が完了した。 

【教育政策課】 

 

ウ 大規模改修に併

せた給食室の床の

乾式化 

●安全衛生管理の向上のため、大

規模改修に併せ、給食室の床の

乾式化（ドライシステム化）を

進めています。（平野小学校・大

城小学校） 

【教育政策課】 

 

○平野小学校・大城小学校の給食室の増

築及び床の乾式化（ドライシステム化）

を実施した。 

☆給食室の床の乾式化（ドライシステム

化）について小学校10校中９校の整備

が完了した。 

□未整備校についても、今後、給食室の床

の乾式化（ドライシステム化）を進め

る。 

【教育政策課】 

 

 

 

 

 

 

 

  

分野別プラン③ 学校施設の適正な管理 
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エ 計画的な学校遊

具の取替の実施 

●安全性に配慮し、老朽化した学

校遊具の取替えを計画的に進

めており、今年度は全小学校

に、学校が独自に選定した遊具

を設置します。 

【教育政策課】 

 

○全小学校に、各学校が独自に選定した

遊具を設置した。 

☆小学校遊具の取替えについて８種類、

中学校について低鉄棒と砂場の取替え

が完了した。 

□令和元年度は、高鉄棒について、現在未

設置の小学校（４校）へ設置を行う予定

である。 

【教育政策課】 

 

 

 

教育施策大綱に 

掲げた取組 

平成30年度教育振興基本計画に 

掲げた取組内容  
点検・評価結果 

ア 天井付扇風機の

効果の検証結果を

踏まえた全小・中

学校の空調設備の

効果的な整備の促

進 

●校舎の大規模改修工事に併せ

た空調設備（平野小学校・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

小学校・大野北小学校・大野東

小学校・御笠の森小学校）を進

めます。 

【教育政策課】 

 

○校舎の大規模改修に併せ、小学校２校

（平野小学校・大城小学校）に空調設備

を整備した。 

○校舎の大規模改修以外にも、下大利小

学校及び月の浦小学校（一部）に空調設

備を整備した。 

○小学校４校（大野小学校・大野北小学

校・大野東小学校・御笠の森小学校）に

天井付扇風機を整備した。 

□空調設備について、月の浦小学校の普

通教室へ令和元年度中に設置する予定

である。また、天井付扇風機について、

中学校３校へ設置予定である。 

【教育政策課】 

 

イ 児童・生徒の体

調や学校の状況に

配慮した対策の実

施 

●運動会、体育会等の時期に合わ

せ、活動や観覧に支障のないよ

う砂埃を抑える対策（防塵剤散

布）を実施します。 

【教育政策課】 

 

☆全小・中学校で防塵剤を散布し、運動会

等において砂埃を低減させた。 

【教育政策課】 

 

 

 

 

 

 

 

分野別プラン④ 空調等による学校環境の改善 
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教育施策大綱に 

掲げた取組 

平成30年度教育振興基本計画に 

掲げた取組内容  
点検・評価結果 

ア ｢大野城市小中

連携教育ビジョ

ン｣に基づく取組

の推進 

●各ブロックで作成した小中連

携ビジョンをもとに、全小・中

学校で取組を実践します。 

●小学校卒業生の春休みの課題

としてプリントを作成し、配布

します。 

【教育指導室】 

 

○中学校ブロック単位での小中連携を進

め、各ブロック会議や合同研修会など

を開催した。 

○春休みの課題を市内統一で作成し、配

布した。 

【教育指導室】 

 

 

教育施策大綱に 

掲げた取組 

平成30年度教育振興基本計画に 

掲げた取組内容  
点検・評価結果 

ア 就学援助制度の

周知と利用促進 

●就学援助の受付を２月に行い、

新入学用品費を４月に支給し

ます。また、ランチ給食サービ

スの利用について就学援助の

支給対象とします。 

●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。 

【教育政策課】 

 

○新入学用品費を早期に支給するため、

就学援助の受付を２月に行い、入学式

前の４月上旬に支給した。また、学期ご

とのランチ給食サービスの利用数に応

じ、保護者負担分（250円/食）を就学援

助の「ランチ給食費」として支給した。 

☆２月申請件数：463件 

☆ランチ給食費支給額：692万円 

（27,685食） 

○中学校入学時の制服代について、希望

者に対し、就学援助費の充当を行った。 

☆対象件数：４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、奨学資金（給

付型）を支給することで支援を

行います。 

【教育政策課】 

 

○成績が優秀で、経済的な理由により就

学が困難な生徒に対し、奨学資金を支

給した。 

☆平成30年度奨学生（継続受給者含む） 

大学生３人、高校生13人 

☆令和元年度奨学生新規内定者 

高校生５人 

【教育政策課】 

 

 

 

 

分野別プラン⑤ 不登校等への対応 

 

分野別プラン⑥ 就学機会の拡充 
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２．社会教育及び生涯学習 

(1) 社会教育(共育)活動・生涯学習活動の振興 

 
 

教育施策大綱に 

掲げた取組 

平成30年度教育振興基本計画に 

掲げた取組内容  
点検・評価結果 

① 高齢者の元気づ

くりや生涯学習の

場として開講した

シニア大学山城塾

の充実 

●受講生代表からなる運営委員

会と連携し、講座内容を充実さ

せ、高齢者の学究活動、元気づ

くり及び生活リズムづくりを

支援します。 

【長寿支援課】 

 

○定期講座を実施した。 

☆定期講座数 20講座 

☆受講者数延べ 631人  

修了者数 304人 

○スポット講座を７回実施した。 

①九州国立博物館 講座３回 

②心のふるさと館 講座４回 

☆スポット講座 参加者数 355人 

○企画委員会とクラスサポーターがシニ

ア大学の運営に携わり、市と協働して

運営することができた。 

☆企画委員会議 ５回 

□シニア大学「山城塾」の参加者を増やす

ため、周知方法等を見直し、新規受講生

を発掘し活性化を図る。 

【長寿支援課】 

 

② 市民にとって最

も身近な公的施設

である公民館の

「いつでも・誰で

も・気軽に」利用で

きる生涯学習の場

としての推進 

●公民館とコミュニティセンタ

ーが市民にとって身近な場所

で気軽に利用できる公共施設

となるように区（地域）と共働

して利用促進を図ります。 

【コミュニティ文化課・ 

地域行政センター】 

 

○夏休み期間中、各公民館及び各コミュ

ニティセンターによる学習室などの開

放事業を実施し、子どもたちに学習の

場を提供した。 

☆利用者数 3,425人 

（全公民館・全コミュニティセンター） 

□日により利用者数に差異があるため、

利用者数の検証を行い、効率的な学習

室利用について検討する必要がある。 

【コミュニティ文化課・ 

地域行政センター】 

 

 

 

 

 

 

 

  

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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③  地域の問題と

「まちの政治」と

のつながりの認

識、政治や選挙の

重要性の理解の促

進 

●地域のさまざまな問題や課題

について学習する「まちをみつ

めよう学級」や出前講座等を通

じて政治や選挙意識の向上を

図ります。 

【総務課（選挙管理委員会）】 

 

○「まちをみつめよう学級」では、市出前

講座の受講や筑紫地区合同社会見学等

による学習活動を実施した。 

☆実施回数 ９回・平均出席者数 15人 

○筑紫中央高校での出前講座（３年生対

象）を実施した。 

☆参加者数420人中、アンケートで「投票

に行こうと思った」と回答した人数 

：310人 

□今後も内容を検証しながら継続して実

施していく必要がある。 

【総務課（選挙管理委員会）】 

 

 

 

教育施策大綱に 

掲げた取組 

平成30年度教育振興基本計画に 

掲げた取組内容  
点検・評価結果 

① 市最大の市民参

加型のまつりであ

る「おおの山城大

文字まつり」をは

じめとした、多く

の市民参加、地域

や小学校の連携に

よるイベントの継

続と充実 

●地域と学校の連携により、市内

各地域で行われるイベントの

充実・活性化を図ります。 

●おおの山城大文字まつりは、ふ

るさと大野城を築いた先人へ

の敬意、現代を生きる大人たち

の情熱、未来を担う子どもたち

の夢や希望を表現した古（いに

しえ）と未来をつなぐまつりと

なるよう、市民参加型で実施し

ます。 

【ふるさとにぎわい課】 

 

☆平成30年度のおおの山城大文字まつり

では、市内27の各種団体で構成される

おおの山城大文字まつり委員会を中心

に企画・運営を行い、出演団体延べ110

団体、約2,500人の参加者と、子どもか

ら大人まで延べ65,000人の参加者でに

ぎわった。 

☆小学校６年生が将来の夢を描いた灯篭

がまつり会場を彩る「夢灯り」や大野城

築造1350年を記念し作られた記念歌の

合唱など、子どもたちや市民の参画に

よりまつりの充実が図られた。 

【ふるさとにぎわい課】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

リーディング・プラン  豊かな創造性あふれる地域づくり  
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教育施策大綱に 

掲げた取組 

平成30年度教育振興基本計画に 

掲げた取組内容  
点検・評価結果 

ア 各施設のホーム

ページ、コミュニ

ティセンターだよ

りなどを活用した

生涯学習情報の提

供 

●各コミュニティセンターや公

民館のホームページと、コミュ

ニティ通信を活用した情報提

供を推進します。 

【コミュニティ文化課・ 

地域行政センター】 

 

 

○各コミュニティセンターや各公民館の

ホームページにて、各施設における生

涯学習情報の提供を行った。 

☆ホームページに生涯学習情報の掲載

（全コミュニティセンター） 

☆月１回コミュニティ通信を発行 

（全コミュニティセンター） 

☆ホームページに公民館活動の掲載 

（全公民館） 

【コミュニティ文化課・ 

地域行政センター】 

 

イ 生涯学習講座に

関するさまざまな

情報を掲載した

｢まなブック｣を通

した情報提供 

●各公民館等での講座情報を掲

載する「まなブック」を作成し、

公民館、コミュニティセンター

等に配布します。また、最新の

情報が提供できるよう「まな 

ブック」を市ホームページに掲

載し、公民館、コミュニティセ

ンターからの届出に伴い更新

を行います。 

【コミュニティ文化課】 

 

○平成30年度版「まなブック」を作成し、

各公民館や各コミュニティセンターに

配布した。 

☆配布場所：36カ所 

配布数：210冊 

【コミュニティ文化課】 

 

ウ 生涯学習啓発イ

ベント（生涯学習

展）の充実を図る

など、生涯学習の

普及啓発の推進 

●関係各課の連携により、「まど

かフェスティバル」の充実を図

り、生涯学習の普及啓発を推進

します。 

【コミュニティ文化課】 

 

○さまざまなイベントが同時開催される

「まどかフェスティバル」において「生

涯学習展」「こども・映画読書まつり」

を実施した。 

☆来場者数 

生涯学習展：3,385人 

こども・映画読書まつり：109人 

【コミュニティ文化課】 

 

 

 

 

分野別プラン① 生涯学習情報の提供機能の充実 
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教育施策大綱に 

掲げた取組 

平成30年度教育振興基本計画に 

掲げた取組内容  
点検・評価結果 

ア 公共施設予約シ

ステムの利用促進

に向けた改善 

●公共施設予約システムを容易

に利用できるよう、利用ガイド

ブックについて随時見直しを

行うなど、システム利用の促進

を図ります。 

【コミュニティ文化課】 

 

○利用ガイドブックの改訂の検討を行っ

たが修正点はなかった。今後も利用し

やすいシステムとなるよう検討を行っ

ていく。 

【コミュニティ文化課】 

 

 

イ 生涯学習関係団

体への支援 

●定期講座発表会や各地区の芸

能祭・文化祭など、講座・サー

クル等のＰＲと発表の場を提

供します。 

【コミュニティ文化課】 

 

○まどかぴあにおいて定期講座発表会を

開催し、講座・サークル等のＰＲを行っ

た。 

☆定期講座発表会：４回 

【コミュニティ文化課】 

 

ウ 生涯学習の推進

と地域での活躍を

推進する施設間の

連携 

●コミュニティセンターや公民

館で、生涯学習センターの事業

のＰＲに努め、また生涯学習セ

ンターで他の施設利用の案内

や事業の紹介などを行います。 

【コミュニティ文化課】 

 

○コミュニティセンターに「まなブック」

及び生涯学習センター事業のＰＲチラ

シを、また、生涯学習センターに「まな

ブック」を設置し、他施設の事業の案内

を行った。 

【コミュニティ文化課】 

エ 講師派遣などの

事業を通した、生

涯学習センターの

事業活性化 

●広く市民に対して講師紹介を

行います。 

【コミュニティ文化課】 

 

○問い合わせがあった際に講師に依頼を

するなど、仲介的な業務を行った。 

【コミュニティ文化課】 

 

 

 

教育施策大綱に 

掲げた取組 

平成30年度教育振興基本計画に 

掲げた取組内容  

 

点検・評価結果 

ア 生涯学習関連施

設の充実と老朽化

対策等の実施 

●機器の更新及び施設の改修計

画に基づく整備を図るととも

に、利用者視点に立った施設

整備を推進します。 

【ふるさとにぎわい課・ 

地域行政センター】 

 

○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。 

【ふるさとにぎわい課・ 

地域行政センター】 

 

  

 

 

 

分野別プラン② 生涯学習施設間の連携強化 

 

分野別プラン③ 生涯学習施設・機能の拡充 
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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。 

【ふるさとにぎわい課・ 

コミュニティ文化課・ 

地域行政センター】 

 

○まどかぴあと毎月定例会を行った。 

○コミュニティセンターの指定管理者で

ある各ＮＰＯ法人と毎月定例会を行っ

た。 

○各施設の指定管理者と締結した年度協

定をもとに、密な連携・共働による運営

管理を行った。 

【ふるさとにぎわい課・ 

コミュニティ文化課・ 

地域行政センター】 

 

ウ 小学校校舎の大

規模改修等による

特別教室の集約化

（地域へ開放する

ゾーンの整備）と地

域開放による生涯

学習（共育活動）の

推進 

●小学校特別教室を市民の生涯

学習の場として、より積極的

に活用（開放）するため、特

別教室を集約した地域開放 

ゾーンの整備を実施します。 

【教育政策課・教育振興課】 

 

○大野東小学校の校舎を増築し、地域へ

開放するための多目的室の確保を行っ

た。 

□今後、小学校校舎の大規模改修等に併

せて、地域開放ゾーンの整備プランに

基づく改修を実施していく。 

【教育政策課】 

○留守家庭児童保育所及びランドセルク

ラブの放課後事業で地域開放ゾーンの

活用を行った。 

□放課後事業や生涯学習活動のための地

域開放ゾーンの活用が困難な学校があ

る。また、地域開放ゾーンの整備方法が

学校間で異なる点もあり、統一した認

識と有効活用をさらに推進する必要が

ある。 

【教育振興課】 

 

(2) 読書活動の推進 

 

教育施策大綱に 

掲げた取組 

平成30年度教育振興基本計画に 

掲げた取組内容  
点検・評価結果 

ア 子ども読書活動

推進計画の推進に

よる、子どもたち

が本にふれる機会

の充実 

●地域貸出文庫をより充実させ、

子どもが学校だけではなく、地

域においても読書に親しむこ

とができる環境づくりを目指

します。 

【教育振興課・ 

コミュニティ文化課】 

 

○地域貸出文庫等の読書ボランティアを

対象として講座を実施し、地域貸出文

庫の活動の充実につなげた。 

○「読書ボランティアスキルアップ講座」

を実施した。 

☆11月19日（月）実施 

参加者：75人 

【教育振興課・コミュニティ文化課】 

分野別プラン① 読書活動の推進 
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イ 学校図書の充実

を目的とした図書

整備計画の毎年の

策定と図書司書研

修会の定期的な実

施 

●「学校図書館図書選定基準」に

基づき、図書の質の向上と充実

を図ります。また、研修会を通

じて図書司書の資質を向上さ

せ、子どもたちの読書活動を充

実させます。 

【教育振興課】 

 

○図書司書の研修会を２回実施した。 

□研修会に積極的に参加できるような環

境づくりを検討し、より一層の資質向

上に努める必要がある。 

【教育振興課】 

ウ まどかぴあ図書

館による団体貸出

や地域貸出文庫の

推進 

●各小・中学校や地域貸出文庫等

に対し「団体貸出」の周知に努

めます。 

【コミュニティ文化課】 

 

○各小・中学校や地域貸出文庫等に対し、

年間を通じて「団体貸出」を実施した。 

☆団体貸出冊数：15,144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 

●読み聞かせボランティアの養

成講座等の実施及び活用促進

に努めます。また、小学生読書

リ ーダー養成講座の受講生が、

学校で読書活動のリーダーと

して活動できるよう取り組み

ます。 

【コミュニティ文化課・ 

教育振興課】 

 

○読み聞かせボランティアのスキルアッ

プ講座を実施した。 

☆11月19日（月）実施 

参加者：75人 

○まどかぴあ図書館、学校図書司書と連

携し、読書リーダー養成講座を実施し

た。 

☆参加児童数：25人 

交流会参加者：47人 

□読書リーダーの取組を学校・地域に拡

げるため、事業の認知拡大や、関係団

体・機関との連携強化に努める。 

【コミュニティ文化課・教育振興課】 

 

オ まどかぴあ図書

館や相互利用でき

る福岡都市圏市町

の図書館等の利用

の促進 

●まどかぴあ図書館の蔵書を充

実させ、また、福岡都市圏市町

の図書館の相互利用を継続し

ます。 

【コミュニティ文化課】 

 

○まどかぴあ図書館の蔵書を充実させ、

福岡都市圏市町の図書館の相互利用を

継続して行った。 

☆新規購入図書冊：20,073冊 

【コミュニティ文化課】 
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３．青少年教育 

 

教育施策大綱に 

掲げた取組 

平成30年度教育振興基本計画に 

掲げた取組内容  
点検・評価結果 

① 子ども・若者育成

会議による「夢とみ

らいの子どもプラ

ンⅡ」の施策の推進 

●「夢とみらいの子どもプラン

Ⅱ」における事業の成果等を

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、

推進するとともに次期プラン

策定に取り組みます。 

【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（４回開催） 

☆若者育成部会（５回開催） 

☆子ども育成部会（５回開催） 

☆子育て支援部会（６回開催） 

☆青少年対策連携部会（４回開催） 

【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 

●既存のアンビシャス広場の目

的は残しつつ、教育委員会と

の協働により、児童の新たな

放課後の居場所づくりを進め

ます。 

【こども未来課】 

 

○５つの小学校及び各コミュニティセン

ターにて放課後子ども教室（アンビ 

シャス広場）を実施した。 

☆５つの小学校で281回開催 

延べ参加者数 

 児童：8,339人 

 地域ボランティア：648人 

□アンビシャス広場からランドセルクラ

ブへ円滑な移行を行う。 

【こども未来課】 

 

③ 若者一人一人の

成長に寄り添う、

「心」の居場所の設

置の検討 

●子ども・若者育成会議の若者

育成部会において、具体的な

場所の検討や必要な機能につ

いて協議を進めます。 

【こども未来課】 

 

○若者育成部会で協議を行った。 

☆開催回数：５回 

□既存の公共施設での設置が決定したた

め、今後先進地視察やスタッフの人選

について検討していく。 

【こども未来課】 

 

リーディング・プラン  青少年を育む地域環境づくり 
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④ 放課後総合学習

「ランドセルクラ

ブ」の推進 

●アンビシャス広場に代わる新

しい｢放課後子ども教室」とし

て、大野北小学校・大野東小

学校・月の浦小学校・大利小

学校・平野小学校・下大利小

学校の６つの小学校において

人材バンクのボランティアに

よる学習や体験活動等をしな

がら過ごす「ランドセルクラ

ブ」を実施し、その状況を検

証しながら、全小学校に広げ

ていきます。 

【こども未来課・教育振興課】 

 

○宿題等の自主学習とさまざまな分野の

体験学習を行うランドセルクラブを市

内６校開催し、未実施４校の令和元年

度開始も決定した。 

□未実施４校の順次開始により令和元年

度をもって試行期間を終了し、令和２

年度から本格実施とする。 

☆参加条件の見直しや支援体制と体験学

習の充実を図った。参加登録児童数は

６校で479人となり、各校とも全児童の

約15％が登録者数として安定してき

た。 

【教育振興課】 

 

 

 

教育施策大綱に 

掲げた取組 

平成30年度教育振興基本計画に 

掲げた取組内容  
点検・評価結果 

ア 青少年関係機関

や団体が、相互に連

絡・調整・協議がで

きる体制づくり 

●子ども・若者育成会議やフォー

ラムの開催などで横の連携が

できる体制を強化します。 

【こども未来課】 

○子ども・若者育成会議にて、各施策の審

議を行った。 

☆子ども・若者育成会議（４回開催） 

○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「気づき」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・若者育成フォーラム 

（１回開催）参加者：110人 

☆パネリストとして、乳幼児期、学童期の

保護者、子育て支援に従事されている

方合わせて７人が参加した。 

【こども未来課】 

 

イ 子どもに関わる

育成者の発掘やス

キルアップ 

●子どもに関わる全ての大人に

向けて作成した冊子「子育て

八策」及び「子育て八策Ｑ＆

Ａ」の周知と活用を図ります。 

【こども未来課】 

 

○課所管の事業等において配布した。 

□さらなる周知に向けて関係機関と協議

していく。 

【こども未来課】 

分野別プラン① 青少年健全育成体制の充実 
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ウ 青少年団体事業

の支援と活性化 

●子ども会や「少年の船」等の

地域が主体となって行う事業

への支援や助言、ＰＲ等を行

います。 

【こども未来課】 

○「それいけ☆青年組」や「中学生リー 

ダーズクラブ」の会員が、地域でのイベ

ントの支援等を行った。 

☆大野城市子ども会連絡協議会前期指導

者研修会、中央地区子ども会行事、南地

区子ども会行事への派遣 

□学業等によりメンバーのスケジュール

調整が難しくなっており、全ての派遣

依頼に応じられていない。 

○「大野城市少年の船」（研修地：沖縄県）

には、市内の児童生徒が参加し、集団行

動や体験活動を通してお互いの友情を

深めながら、社会参加の意義を学んだ。 

☆日程：８月３日～６日 

参加者：小学生 31人 中学生 ４人 

□事業継続には、指導者やスタッフの確

保及び育成が必要である。 

【こども未来課】 

 

 

 

教育施策大綱に 

掲げた取組 

平成30年度教育振興基本計画に 

掲げた取組内容  
点検・評価結果 

ア 青少年が主体的

に実施するリー 

ダー育成事業やグ

ループ活動への支

援 

●「中学生リーダーズクラブ」

「それいけ☆青年組」の活動

において、主体的な活動内容

を意識し、地域行事等におい

て青少年の活躍の機会を設け

ます。 

●市内外を問わず、リーダー育

成事業や研修会への青少年の

参加を促進します。 

【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」の会員が本市のイベント

等に出店し、子どもたちと交流を行っ

た。 

☆活動回数：７回 

□参加者の固定化もあり、活動回数の拡

大が困難である。 

○「中学生リーダーズクラブ」や「それい

け☆青年組」の会員が、スキルアップを

目指すため、福岡県子ども会育成会主

催の研修会に参加した。 

☆参加者数 

中学生リーダーズクラブ：４人 

それいけ☆青年組：１人 

□会員の拡大を目標に、団体のＰＲや周

知に努めていく。 

【こども未来課】 

 

分野別プラン② 青少年活動の充実 
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イ 世代ごとの青少

年育成事業の推進

と周知方法の見直

し 

●「インリーダー研修会」「中学

生リーダーズクラブ」「それい

け☆青年組」などの世代ごと

の青少年団体の活性化を図る

とともに関係団体の連携を図

ります。また、これらの団体

の活動について、広報紙や市

のイベント（まどかフェス 

ティバルなど）等でＰＲし、

さらなる拡充を促進します。 

【こども未来課】 

○インリーダー研修会： 

９月15日～17日に英彦山青年の家にお

いて、登山や野外炊飯等を実施した。 

☆研修生：62人  

指導員・スタッフ：55人 

（うち中高大生26人） 

□研修生が、地元の子ども会等で学んだ

事を活かしていくことが課題である。 

○中学生リーダーズクラブ： 

月１回のミーティングを軸に、年間を

通して地域の清掃活動、年２回の宿泊

研修、インリーダー研修会への指導員

としての参加等の活動を実施した。 

☆会員数：30人 年間活動回数：18回 

□会員増加策とレベルアップの取組を検

討する必要がある。 

○それいけ☆青年組： 

月２回のミーティングを軸に子ども会

へのレクリエーション指導者としての

派遣、インリーダー研修会への指導員

としての参加等の活動を実施した。 

☆会員数：23人  

年間活動回数：29回 

□中学生リーダーズクラブ会員から入会

を促進し継続して世代交代を行ってい

く必要がある。 

【こども未来課】 

 

ウ 国際的な広い視

野を持つ青少年の

育成を目的とした

「中学生・高校生交

流の翼事業」の充実 

●団員・保護者アンケートなど

による事業の改善と効率化、

報告会を通じた研修効果のさ

らなる波及を図ります。 

【こども未来課】 

○国際的な広い視野を持つ青少年の育成

のため市内の中学生・高校生をオース

トラリアに派遣した。 

☆派遣団員数：14人 

☆団員・保護者アンケートでは全員が事

業に好意的である。 

□平成29年度より国際青少年研修協会と

の共同企画により実施している。プロ

グラムを見直し、改善していく。 

【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 

●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

本の体験や思いを学んだ研修

生が、地域の防災リーダーと

して活躍できる機会を設けま

す。 

【教育指導室】 

 

○中学生被災地派遣研修を実施し、参加

した研修生の学びを深めると共に、報

告会を行うことで、研修生自らが研修

の成果を中学生に広めることができ

た。 

【教育指導室】 

 

 

教育施策大綱に 

掲げた取組 

平成30年度教育振興基本計画に 

掲げた取組内容  
点検・評価結果 

ア 各コミュニティ

の青少年育成部へ

の活動支援 

●子ども・若者育成会議の「青

少年対策連携部会」において、

各コミュニティへ青少年育成

事業を提案するなど連携の強

化を図ります。 

【安全安心課】 

○４回の会議を行い、各コミュニティ等

における青少年育成部の活動について

情報交換を行った。 

□令和元年度は、東コミュニティにおい

て保護者向けインターネットモラル研

修を実施予定である。 

【安全安心課】 

 

イ 青少年の安全を

地域で守るための

支援体制の拡充 

●少年相談員（補導員）による

巡回パトロールを継続すると

ともに、27区全部の自主防犯

活動団体の設立を目指し、積

極的な働きかけを行います。 

【安全安心課】 

 

○全27区で自主防犯活動団体設立済であ

る。 

○第２・４金曜日に、市や警察と連携した

街頭見守りパトロールを実施した。 

【安全安心課】 

 

 

教育施策大綱に 

掲げた取組 

平成30年度教育振興基本計画に 

掲げた取組内容  
点検・評価結果 

ア インターネット

社会に対応するた

めの児童・生徒、保

護者への情報モラ

ルに関する啓発の

推進 

●児童・生徒、保護者を対象に、

情報モラルの研修会を開催し

ます。また、リーフレットで、

情報モラルについての啓発を

各家庭に行います。 

【教育指導室】 

 

○各学校で、児童・生徒と保護者が共に規

範意識を学ぶための学習を計画し、実

施することができた。 

【教育指導室】 

 

 

 

  

分野別プラン③ 青少年健全育成環境の整備 

 

分野別プラン④ 青少年のモラルの向上 
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イ 道徳教育の推進

を目的とした各学

校の道徳教育推進

教師への研修など

の実施 

●道徳教育実行委員会を中心

に、道徳科におけるよりよい

実践を共有できる研修を実施

します。 

【教育指導室】 

 

○道徳教育実行委員会を開催し、道徳教

育に関する研修を実施し、授業の充実

を図ることができた。 

【教育指導室】 

 

 

教育施策大綱に 

掲げた取組 

平成30年度教育振興基本計画に 

掲げた取組内容  
点検・評価結果 

ア 子ども相談セン

ターの体制強化 

●相談員の相談対応技術等の向

上を図り、支援対象児童等へ

の支援の充実を図ります。 

【こども健康課】 

○児童相談所や各種機関が開催する研修

会や講座に積極的に参加し、相談技術

の向上を図った。 

○児童相談関係職員研修や児童虐待予防

支援研修等に参加した。 

□今後も子ども相談センター相談員の相

談技術の向上に資するよう研修内容を

精査しながら支援の充実に努める。 

【こども健康課】 

 

イ 児童虐待などに

関する情報の一元

化・共有化の推進 

●要保護児童対策地域協議会を

中心として関係機関と連携を

行い、定期的に情報共有をす

るとともに、支援体制の構築

を図ります。また、児童相談

システムを活用し、事務の効

率化を図ります。 

【こども健康課】 

○教育指導室との定期的な情報共有や

「児童相談システム」により事務の効

率化を図った。 

☆要保護児童対策地域協議会（要対協）実

務者会議：12回 

☆要対協・教育サポートセンター連携会

議：３回 

□今後も、教育指導室及び関係機関と定

期的に情報共有を図り、要保護児童等

への支援体制の向上に努める。 

【こども健康課】 

 

ウ 保護者等の支援

のためのペアレン

ティング・トレーニ

ングの普及・推進 

●保護者や子育て関係者に、親

子の絆を深める研修を行いま

す。また、実施後の結果を検

証し、保護者等への支援体制

の推進に努めます。 

【こども健康課】 

○出前講座において、ロールプレイを交え

ながらペアレンティング・トレーニング

の紹介を行った。 

☆出前講座 ３回実施（延べ62人参加） 

□今後も、子育て支援に関する最新の情報

を盛り込みながら、子育て支援関係者に

分かりやすい支援方法の普及啓発に努

める。 

【こども健康課】 

 

分野別プラン⑤ 相談体制の充実 
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４．家庭教育 

 
教育施策大綱に 

掲げた取組 

平成30年度教育振興基本計画に 

掲げた取組内容  
点検・評価結果 

① 家庭教育の推進

を図るために作成

した、自分を振り 

返 る 世 代 ご と の 

チェックシート等

の周知・配布 

●市独自の強調月間「大野ジョー

くんの生活がんばり月間」を

定め、啓発チラシ等の配布を

通して、親子がコミュニケー

ションを取りながら自身の生

活を見直すための取組を拡大

します。 

【こども未来課】 

○11月に大野ジョーくんの生活がんばり

月間を実施し、チェックシートを各小

学校及びコミュニティセンター等に配

布した。また、小学校に大野ジョーを派

遣して、がんばり月間のＰＲを行った。 

○メディアとの過度な接触時間を減らし

て、親子で規則正しい生活習慣が確立

できるように、早寝についての保護者

用啓発チラシを作成した。 

☆配布数：6,800枚 

□アンケート調査の結果を基にチェック

シートの内容検証を行う。 

【こども未来課】 

 

② ＰＴＡ活動、家庭

教育学級を通した、

規則正しい食生活

や家族などととも

に食事をする「共

食」についての啓発

と子どもたちの朝

食喫食率95%に向け

た取組の推進 

●各学校の家庭教育学級におい

て、食育をテーマとした講座

が開かれるように啓発しま

す。 

【教育振興課】 

○全小・中学校で、「基本的生活習慣づく

り」や「子どもの肥満・メタボリック」

「自分の栄養管理の進め」等をテーマ

とした講話と「親子で楽しくパン・クッ

キーづくり」等をテーマとした実技を

開催し、家庭内の食事に関心を持ち、

「共食」につながる講座の実施を促し

た。 

☆全小・中学校で、「共食」をテーマにし

た講座を13回開催した。 

【教育振興課】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

リーディング・プラン  家庭の教育力向上  
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教育施策大綱に 

掲げた取組 

平成30年度教育振興基本計画に 

掲げた取組内容  
点検・評価結果 

ア 市全体での講演

会の開催など、保護

者への家庭教育に

関する学習機会の

充実 

●家庭教育学級生だけでなく、

一般市民の参加も可能な合同

講演会を開催します。 

【教育振興課】 

○合同講演会を開催した。 

（平日２回、土曜日１回） 

○小・中学校の保護者だけでなく、一般市

民も対象に開催し、家庭教育の大切さ

を啓発した。 

☆合同講演会：３回 

参加者数：229人 

【教育振興課】 

 

イ 各小・中学校で実

施している家庭教

育学級での、家庭教

育の大切さを学習

する内容の充実と、

より多くの保護者

への周知 

●年間の重点テーマを設定し、

それに向けての講座の内容の

充実や、学級運営の支援を行

います。 

【教育振興課】 

○重点テーマを「基本的生活習慣づくり

と家庭学習の習慣づくり」とし、家庭教

育学級の講座が、子ども理解や家庭の

教育力向上につながる内容とした。 

☆全小・中学校で重点テーマに基づく講

座を平均２回開催した。 

□中学校における参加者の減少により、

各中学校の家庭教育学級自主運営が厳

しくなってきている。小・中連携を促

し、中学校ブロックでの小・中合同学習

会や合同運営を実施していく必要があ

る。 

☆合同開催数：８回 

【教育振興課】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

分野別プラン① 家庭教育の推進 

 

家庭教育合同講演会 
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５．人権・同和教育及び男女共同参画 

(1) 人権・同和教育(啓発)の推進 

 

 

教育施策大綱に 

掲げた取組 

平成30年度教育振興基本計画に 

掲げた取組内容  
点検・評価結果 

① ｢大野城市人権教

育・啓発基本指針｣

及び同指針に基づ

く実施計画の見直

しによる、効果的施

策の総合的推進 

●平成27年度に改定を行った新

たな大野城市人権教育・啓発

基本指針とその実施計画に基

づき、個々の事業内容の見直

しを進めます。 

【人権男女共同参画課】 

○大野城市人権政策審議会（全３回）に

おいて、改定後の指針及び実施計画の

具体的事業について、平成29年度の実

施状況を各課から取りまとめ、報告し、

審議会意見及びそれに対する担当課回

答を集約し、報告書を作成した。 

【人権男女共同参画課】 

 

② 市民と市職員の

企画による、市の施

策を発表する機会

も取り入れた｢人

権・同和問題研修

会｣の開催 

●地域との連携により、コミュ

ニティ別研修会の企画内容の

充実を図るとともに、市民・企

業等の参加者数を増やすた

め、広報活動に努めます。 

【人権男女共同参画課】 

○「今だからこそ考えよう」をテーマに、

コミュニティセンターにおいて「コミ

ュニティ別人権・同和問題研修会」を開

催した。 

☆中央コミュニティセンター 

（参加者：172人） 

☆南コミュニティセンター 

※台風7号の接近により中止 

☆東コミュニティセンター 

（参加者：195人） 

☆北コミュニティセンター 

※大雨により中止 

□内容が多岐にわたり、研修時間が長い

との指摘があったため、市民に伝わり

やすい内容にするなど、工夫が必要で

ある。 

【人権男女共同参画課】 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

リーディング・プラン  豊かな人権文化のまちづくり  
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教育施策大綱に 

掲げた取組 

平成30年度教育振興基本計画に 

掲げた取組内容  
点検・評価結果 

ア 保育所、幼稚園、

学校、家庭、地域、

職場などのあらゆ

る場に応じた人権

教育・啓発活動の推

進 

●それぞれの場における課題を

十分に考慮しながら、適切な

テーマや手法により教育・啓

発を進めます。 

【人権男女共同参画課】 

○各種講座や研修を実施した。 

☆市民向けの講座として、９月～３月に

かけて全６回の「人権をまなぶ講座」を

実施し、延べ167人が受講した。 

☆12月の人権週間（12月４日～10日）に

合わせて「人権週間講演会」を開催し、

参加者数は185人であった。 

○全小・中学校の児童生徒の作品を編集

した「人権作文集」を発行した。 

☆10,000部を発行し、全小・中学校の全児

童生徒に配布した。 

【人権男女共同参画課】 

 

イ より効果的な施

策を実施していく

ための市民意識調

査の実施 

●平成26年度に実施した市民意

識調査の結果を活用しなが

ら、より効果的な事業を実施

していきます。次回調査は平

成31（令和元）年度に行いま

す。 

【人権男女共同参画課】 

 

○平成26年度実施の意識調査結果を筑紫

地区合同の社会教育職員研修等におい

て、資料として活用した。 

【人権男女共同参画課】 

ウ 人権感覚を持っ

て主体的に行動で

きる人材を育成す

るための研修の実

施 

●「人権・同和問題啓発推進員初

級・中級講座」などの研修等を

通じて、地域で啓発リーダー

として主体的に行動できる人

材の育成に努めます。 

【人権男女共同参画課】 

○人権・同和問題啓発推進員の養成のた

め、初級・中級講座を開催した。 

☆初級修了生：28人（うち市民９人） 

中級修了生：22人（うち市民９人） 

□修了生を今後、他の人権教育、啓発活

動への参画につなげていくことが課題

である（特に市民の修了者）。 

○初級講座修了生等の編集による「みん

なのしあわせのために」（人権・同和問

題啓発冊子）を発行した。 

☆44,300部を発行し、全戸配布した。 

【人権男女共同参画課】 

 

分野別プラン① 人権教育・啓発活動の推進 
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エ 市民の自主的参

加を促すための講

座・研修内容の充実 

●講座や研修への新たな参加者

が獲得できるよう各種講座の

内容や周知方法などの見直し

を図ります。 

【人権男女共同参画課】 

○各種講座や研修を実施した。 

☆市民向けの講座として、９月～３月に

かけて全６回の「人権をまなぶ講座」を

実施し、延べ167人が受講した。 

☆12月に人権週間（12月４日～10日）に

合わせて「人権週間講演会」を開催し、

参加者数は185人であった。 

□「人権をまなぶ講座」「人権週間講演会」

ともに、市民の人権問題に対する理解

促進のため、近年取り上げていないテ

ーマを扱った。テーマ及び講演形式を

工夫し、今後の参加者数の増加に結び

付けていく必要がある。 

【人権男女共同参画課】 

 

オ 市の広報やホー

ムページを活用し

た人権に関する情

報提供の充実 

●本市に限らず、他団体も含め

た啓発事業や相談窓口につい

ての情報提供のほか、各種啓

発週間・月間におけるパネル

展等の実施を通じて、人権啓

発の取組を進めます。 

【人権男女共同参画課】 

○人権問題に関する情報提供として以下

の事業を実施した。 

☆啓発冊子「みんなのしあわせのために」

を作成し、配布した。 

（詳細は33ページ・ウに記載） 

☆「人権作文集」を発行し、配布した。 

（詳細は33ページ・アに記載） 

○人権週間やまどかフェスティバルなど

の機会に、人権パネル展を実施した。 

○広報、ホームページ、ＳＮＳ等を活用

し、人権関連イベントの情報提供や結

果報告を行った。 

【人権男女共同参画課】 

 

カ 小・中学校におけ

る授業実践を通し

た人権教育の推進 

●小・中学校の社会科基底カリ

キュラムを活用した授業実践

を行い、カリキュラムの検証・

改善を継続して実施します。 

●中学校ブロックで、人権・同和

教育に関する授業実践を共有

します。 

【教育指導室】 

 

○小・中学校の社会科基底カリキュラム

を活用した授業実践とそれに基づく研

修を行った。 

○各中学校ブロックにおいて、人権・同

和教育に関する研修を行い、実践を共

有し、深めることができた。 

【教育指導室】 
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(2) 男女共同参画社会の実現 

 

教育施策大綱に 

掲げた取組 

平成30年度教育振興基本計画に 

掲げた取組内容  
点検・評価結果 

① 家族の協力によ

る子育ての大切さ

を理解することを

目的とした、家族で

参加する子育て教

室の開催 

●妊婦とそのパートナーを対象

に「すくすく子育て教室」を開

催し、妊婦体験ジャケットの

着用や助産師の講話、妊婦体

操などを通して、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】 

○父親が自主的に育児参加を考える機会

の提供、相互交流や仲間づくりができる

機会の提供、適切な子育て支援情報の提

供を目的に、妊婦体験ジャケットの着

用、助産師の講話及び妊婦体操等を実施

した。 

☆開催回数：６回  

参加者数：158人 

満 足 度：妊婦 100.0% 

     パートナー 99.0% 

☆精神的または身体的に不安のある妊婦

等には、産後の訪問指導等、継続した支

援を行った。 

□参加者同士が、交流しやすい雰囲気づく

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、保健師の講話、妊婦体験ジャ

ケットの着用及び赤ちゃん人形の抱っ

こ体験等を通して、命の大切さ等を学ぶ

ことを目的に出前講座を実施した。 

☆開催校：２校（平野中・大野東中） 

受講生徒数：506人 

☆実施後のアンケートでは、命の大切さに

関することに加え、親への感謝の気持ち

に関する記述も多く、とても有意義な講

座であった。 

【こども健康課】 

 

リーディング・プラン  お互いを尊重し、協力し合う男女共同参画のまちづくり 
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③ 地域で活躍でき

る女性リーダーの

育成 

●地域で主体的に活動するリー

ダー的役割を担う女性の人材

の育成を進めるため、地域女

性リーダー育成講座（第３期）

を実施します。 

【人権男女共同参画課】 

 

 

○第３期となる「地域女性リーダー育成講

座」をまどかぴあ男女平等推進センター 

アスカーラの協力のもとに実施した。 

☆５月中旬～２月下旬に計12回実施 

□第３期生の実践活動の支援とフォロー

アップ講座を実施する。第１期生・第２

期生についても、持続的な活動の中で実

際に地域のリーダーとなるための効果

的な支援を行っていく。 

【人権男女共同参画課】 

 

④ 地域運営におけ

る女性の積極的登

用をめざした、関係

機関への働きかけ

の実施 

●各種啓発事業を通じて、地域

の女性登用に対する意識向上

を図るとともに、区長会など

の機会に、各区役員への女性

の積極的な登用について働き

かけます。 

【人権男女共同参画課】 

○定例区長会で地域役員への積極的な女

性登用について依頼した。また、区に対

して男女平等推進センター アスカーラ

主催の男女共同参画に関する講演会や

講座等の案内を積極的に行い、参加を促

した。 

【人権男女共同参画課】 

 

 

 

教育施策大綱に 

掲げた取組 

平成30年度教育振興基本計画に 

掲げた取組内容  
点検・評価結果 

ア 男女共同参画活

動団体への支援 

●既存の団体に加え、新たな団

体の育成に努めるとともに、

これらの団体が連携・協力で

きるようサポートします。 

【人権男女共同参画課】 

○まどかぴあホームページ、男女平等推

進センター アスカーラ情報誌「すてっ

ぷ」、チラシ、書籍配置等により情報提

供を行った。 

○男女平等推進センター アスカーラの登

録団体に対し、会議室や備品の無償貸

し出しを行い、活動を支援した。 

【人権男女共同参画課】 

 

イ まどかぴあ男女

平等推進センター

「アスカーラ」の情

報発信機能の充実 

●大野城まどかぴあ館内の「情

報交流ひろば」・「アスカーラ

ギャラリー」の機能を活かし

て講座や交流会を開催し、情

報発信機能の充実を図りま

す。 

【人権男女共同参画課】 

 

○男女平等推進センター アスカーラ登録

団体、大野城共生ネットワーク加入団

体への情報提供・共有を行うとともに

市民グループ支援事業交流会等を実施

し、団体の意見交換・連携を図った。 

【人権男女共同参画課】 

 

 

 

  

分野別プラン① 女性と男性が共同参画するコミュニティ都市づくり 
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ウ 施策・方針決定の

場への女性登用の

推進 

●「委員総数の40％以上」の女

性登用率を維持し、さらに高

めていくために、審議会等委

員選任に関する事前協議制度

の適切な運用を進めます。 

【人権男女共同参画課】 

☆事前協議書受理件数：27件 

（うち女性割合40％未満：４件） 

☆女性登用状況事前協議対象審議会等委

員数：739人 

（うち女性委員数：324人、43.84％） 

【人権男女共同参画課】 

 

エ 女性のキャリア

アップ支援に関す

る講座などの充実 

●「スキルアップのための資格

取得」をはじめとした、時代

の流れに即した講座を企画・

実施し、女性のキャリアアッ

プを支援します。 

【人権男女共同参画課】 

○スキルアップのための資格取得講座 

☆簿記３級 参加者：延べ166人 

☆ＪＷ－ＣＡＤ初級講座 
参加者：延べ59人 

○再就職応援事業 

☆再就職チャレンジ講座 
・パソコン講習 参加者：延べ252人 
・再就職準備講話 参加者：延べ34人 

☆キャリアアップ講座 
参加者：延べ116人 

☆女性のための起業支援セミナー 
参加者：延べ64人 

【人権男女共同参画課】 
 

 

 

教育施策大綱に 

掲げた取組 

平成30年度教育振興基本計画に 

掲げた取組内容  
点検・評価結果 

ア ＤＶ防止のため

の啓発活動の充実 

●ＤＶ防止をテーマとした市民

向け講座等を開催するほか、

11月のＤＶ防止キャンペーン

期間中に、パネル展の開催や

広報掲載等の重点的な啓発活

動を行います。 

●若年化するＤＶ被害を防止し

ていくため、中学生を対象と

した「デートＤＶ防止研修」

を実施します。 

【人権男女共同参画課・ 

教育指導室】 

○ＤＶ防止キャンペーン事業 

・啓発展示（大野城まどかぴあ館内） 

 パープルリボン装飾、パネル展 

・「女性に対する暴力をなくす運動」街頭 

 啓発（西鉄福岡駅前にてチラシ配布） 

・講演会「弁護士から見たＤＶの実態～ 

 女性に対する暴力をなくすために～」 

 参加人数：23人 

○全中学校にてデートＤＶ防止研修（生

徒対象、教職員対象各１回）を実施し

た。 

【人権男女共同参画課・教育指導室】 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

分野別プラン② 性に基づく暴力の根絶 
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イ ＤＶ被害者への

支援体制の整備 

●ＤＶ被害者対応の庁内連携体

制について、関係課会議を 

行って連携を強化していくと

ともに、問題点を洗い出し、

より効果的な運用となるよう

改善します。 

【人権男女共同参画課】 

○ＤＶ被害者支援関係課会議を開催し、

庁内連携体制の課題と改善策について

協議した。 

○ＤＶ被害者相談台帳により、関係課に

よる被害者状況の共有を図った。 

☆相談台帳件数（支援措置終了分を含

む）：189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相談窓口の周知カードを

市内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、相談窓口の周知を図り

ます。 

【人権男女共同参画課】 

○ ＤＶ相談窓口を紹介する「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、大型商業施設、筑紫

医師会所属医療機関に配布した。 

○庁内関係課の手続きを一覧にしたパン

フレットを作成し、関係課窓口に設置

した。また必要に応じて相談者に配布

した。 

【人権男女共同参画課】 

 

 

 

 

 

 

 

中学校デートＤＶ防止研修 

（教職員・生徒）の様子 
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６．芸術文化及び文化財 

(1) 芸術文化の振興 
 
 

教育施策大綱に 

掲げた取組 

平成30年度教育振興基本計画に 

掲げた取組内容  
点検・評価結果 

ア まどかぴあ、コ 

ミュニティセン 

ター、公民館での市

民に身近な芸術文

化事業の実施 

●「お出かけ事業（地域の施設

に出向いての、事業実施な

ど）」を積極的に活用し、各地

域でのミニコンサート等の

「身近な」事業を実施します。 

【コミュニティ文化課】 

○まどかぴあアウトリーチ事業「お出か

けコンサート」を実施した。 

☆実施回数：２回 

実施事業所数：２カ所 

【コミュニティ文化課】 

 

イ 小・中学校におけ

る芸術文化事業の

推進 

●アウトリーチ（講師派遣事業）

を活用し、子どもたちが芸術

文化に触れる機会を促進しま

す。 

【コミュニティ文化課】 

○まどかぴあ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：63回 

実施校数：７校 

【コミュニティ文化課】 

 

ウ 市民が親しみや

すい芸術文化の推

進 

●市内文化団体と相互に連携、

協働しながら、芸術文化の振

興を図ります。 

★「芸術文化」の持つ意義の理

解を促進するため、「（仮称）

大野城市芸術文化振興プラ

ン」策定に向けた市民意識調

査を実施します。 

【コミュニティ文化課】 

 

○平成30年度大野城市芸術文化に関する

市民アンケート等調査を実施した。 

□大野城市芸術文化振興プランの策定に

あたり、芸術文化に関する現状や市民

意識について把握の上、芸術文化を通

じたコミュニティによるまちづくりに

ついて今後、取り組むべき施策を検討

していく際の基礎資料として活用して

いく。 

☆市民アンケート調査結果 

実施期間：８月９日～８月31日 

対象者：18歳以上の市民から抽出した 

    2,000人 

    街頭アンケート 102人 

回答件数：908件 

【コミュニティ文化課】 

 

 

 

 

分野別プラン① 芸術文化の推進 
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教育施策大綱に 

掲げた取組 

平成30年度教育振興基本計画に 

掲げた取組内容  
点検・評価結果 

ア まどかぴあ、コ 

ミュニティセン 

ター、公民館におけ

るホームページや

機関紙の作成と、芸

術文化活動の情報

発信 

●ホームページや機関紙を活用

した情報発信の内容の充実・

強化を図ります。 

【コミュニティ文化課・ 

地域行政センター】 

○まどかぴあや市、コミュニティセン

ターのホームページにおいて、芸術文

化事業について掲載し、情報発信を 

行った。 

【コミュニティ文化課・ 

地域行政センター】 

 

教育施策大綱に 

掲げた取組 

平成30年度教育振興基本計画に 

掲げた取組内容  
点検・評価結果 

ア 文化連盟などが

開催する、まどか文

化祭やジュニアと

きめき文化祭など

の芸術文化イベン

トへの支援 

●各団体による芸術文化イベン

トの内容を充実させるため、

助言や支援を行います。 

【コミュニティ文化課】 

○文化連盟による「まどか文化祭」と実

行委員会による「ジュニアときめき文

化祭」の開催を支援した。 

☆「まどか文化祭」 

出演者数：421人 

出展者数：112人 

「ジュニアときめき文化祭」 

出演者数：670人 

出展者数：178人 

【コミュニティ文化課】 

 

イ 子ども文化団体

への支援と子ども

文化活動・交流事業

の推進 

●子ども文化活動の事業推進の

ため、協力や支援を行います。 

【コミュニティ文化課】 

○子ども文化活動の活性化及び青少年の

健全育成を目的として、各イベントで

の発表・他市との文化交流などの取組

を行った。 

☆「文化連盟所属の子ども会員」：504人 

【コミュニティ文化課】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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教育施策大綱に 

掲げた取組 

平成30年度教育振興基本計画に 

掲げた取組内容  
点検・評価結果 

ア 第１回古代山城

サミットを契機と

して、創造された芸

術文化の継承、及び

大野城物語のＰＲ 

●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。 

【ふるさと文化財課・ 

ふるさとにぎわい課・ 

コミュニティ文化課】 

○おおの山城大文字まつりにて、大野城

の舞（保育所園児）、旗の舞（中学生）

の披露を継続して実施したほか、文化

連盟所属の子ども文化団体による「大

野城物語ショー」を実施し、大野城物語

のＰＲを行った。旗の舞については、中

学校の体育祭においても披露した。 

☆参加者数 

「大野城の舞」：27人 

「旗の舞」：68人（参加中学校数５校） 

「大野城物語ショー」：84人 

○「大野城物語」は転入世帯すべてに小冊

子を配布した。また、大野城心のふるさ

と館のここふるショップでの販売を開

始し、ＰＲに努めた。 

☆転入世帯数：約3,070世帯 

□引き続きＰＲを進めていく必要があ

り、その方法についてはさらなる工夫

が求められる。 

【ふるさと文化財課・ 

ふるさとにぎわい課・ 

コミュニティ文化課】 

 

(2) 文化財の保護・活用 

 

教育施策大綱に 

掲げた取組 

平成30年度教育振興基本計画に 

掲げた取組内容  
点検・評価結果 

① 歴史・子ども・に

ぎわいをキーワー

ドに、世代を越えた

交流や、市民活動が

行える「大野城心の

ふるさと館」の整備 

★「大野城心のふるさと館」を

７月21日に開館し、市の直営

により管理運営を行います。 

【心のふるさと館運営課】 

○７月21日の開館以降、市の直営により

管理運営を行っている。 

☆開館から平成30年度末までに、７万人

を超えるお客様が来館した。 

【心のふるさと館運営課】 

 

分野別プラン④ 文化遺産の活用と次世代への継承 

 

リーディング・プラン  まちの魅力向上 
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②  市 名の 由来 と 

なっている大野城

跡 へ の ア ク セ ス 

ルート（登山道）と

なる「大野城歴史の

散歩道」の整備 

●大野城跡をさらに市民に親し

まれるものとすることを目的

に「大野城歴史の散歩道」、「大

城自然の宝道」を活用し、市

内外の多くの人が参加する

「大野城を歩く」事業を実施

します。 

【ふるさと文化財課】 

○10月の「県民の森ウォーク」や11月の

「大野城をあるく」などで、積極的に登

山道の活用・ＰＲを行った。 

☆「県民の森ウォーク」参加者数：21人 

「大野城をあるく」 参加者数：９人 

○大雨等の影響で毀損した、大城自然の

宝道の復旧工事を実施した。 

□登山道のＰＲを積極的に行いながら、

安全で安心して利用できるよう登山道

の管理を適切に進め、利用促進に努め

る。 

【ふるさと文化財課】 

 

③ 他自治体で開催

される古代山城サ

ミットに対する協

力・支援、及び古代

山城所在自治体と

の交流・連携 

★古代山城関連自治体の連携を

深めながら、大野城跡をはじ

めとする大野城市の文化財を

普及することを目的に、本年

度は本市で古代山城サミット

を実施します。 

【ふるさと文化財課】 

○11月15日・16日に大野城市と朝倉市で

古代山城サミットを実施した。15日は

大野城市で首長会議を実施し、16日は

朝倉市の被災文化財等視察研修を行っ

た。 

☆首長会議参加者：62人（22自治体） 

視察研修参加者：46人（18自治体） 

□令和２年度の古代山城サミット飯塚大

会開催に向けて準備を進める必要があ

る。 

【ふるさと文化財課】 

 

 

 

教育施策大綱に 

掲げた取組 

平成30年度教育振興基本計画に 

掲げた取組内容  
点検・評価結果 

ア 文化財指定の推

進による文化財の

保存と継承 

●市内文化財を保護するため、

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

理に務めます。また、史跡の

追加指定にむけて地権者と協

議を進め、保護・保存に努め

ます。 

【ふるさと文化財課】 

○史跡の追加指定について地権者と協議

を行い、特別史跡「水城跡」の追加指定

を行った。また、市指定文化財の新規指

定について検討を行った。 

☆史跡追加指定６筆（水城跡） 

市指定文化財史跡１件（善一田古墳群）

を新規に指定した。 

□水城跡の追加指定を着実に進めていく

必要がある。また新たな市指定文化財

の選定に向けて検討を行う必要があ

る。 

【ふるさと文化財課】 

 

 

分野別プラン① 文化財の保存・継承 
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教育施策大綱に 

掲げた取組 

平成30年度教育振興基本計画に 

掲げた取組内容  
点検・評価結果 

ア 牛頸須恵器窯跡

整備活用計画に基

づく整備と活用の

推進 

●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

保護する覆屋を建設します。 

【ふるさと文化財課】 

○小田浦窯跡Ⅰ地区の法面保護工事を実

施した。 

○史跡環境整備サポーター事業として、

市民参加型の樹木伐採等を実施した。 

☆史跡環境整備サポーター事業 

参加者：計44人（計６回） 

□整備活用計画に基づいて今後も整備を

進めていく必要がある。 

【ふるさと文化財課】 

 

イ 大野城心のふる

さと館において大

野城市の文化財の

活用を図るための

文 化 財 の デ ー タ 

ベース化と、将来を

見据えた埋蔵文化

財の収蔵管理体制

の確立 

●大野城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。 

【ふるさと文化財課】 

○埋蔵文化財及び民具の整理を行い、  

データベース化を進めた。 

☆埋蔵文化財収蔵資料の実測図デジタル

化1,025点等を行い、台帳を作成した。 

○歴史資料展示室の移転を行った。 

☆牛頸収蔵庫へ展示資料の一部を移動

し、その他は大野城心のふるさと館で

展示をしている。 

□データベース化を計画的に進めなが

ら、収蔵物の管理を適切に行い、活用方

法についても検討が求められる。 

【ふるさと文化財課】 

 

ウ 特別史跡水城跡

整備基本計画に基

づいた水城ゆめ広

場を始めとする環

境整備の推進 

●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、樹木調

査、樹木整理、確認調査を行

います。 

【ふるさと文化財課】 

○水城跡第64次発掘調査及び現地説明

会・樹木整理工事を実施した。 

○史跡環境整備サポーター事業として、

市民参加型の樹木伐採等を実施した。 

☆発掘調査現地説明会参加者：176人 

史跡環境整備サポーター事業参加者 

：計64人（計６回） 

□整備基本計画に基づいて今後も整備を

進めていく必要がある。 

【ふるさと文化財課】 

 

 

 

  

 

 

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 

★善一田古墳の姿を分かりやす

く伝えるため、善一田古墳公

園の整備工事を実施します。 

【ふるさと文化財課】 

○乙金東区で善一田古墳公園整備の事業

説明会を開催し、善一田古墳公園を整

備した。 

☆事業説明会参加者：計28人（計１回） 

○善一田古墳の周知を図り、整備への機

運を高めるため、古墳築造体験イベン

ト・考古学講座・歴史講座・文化財講演

会を実施した。 

☆古墳築造体験イベント参加者：83人 

（計１回） 

考古学講座参加者：計368人（計６回）、 

歴史講座参加者：80人（計１回）、 

文化財講演会参加者：223人（計１回） 

□今後、より積極的な周知・活用を進める

必要がある。 

【ふるさと文化財課】 

 

オ 大野城市の宝で

ある文化遺産を保

存し、活かすため

の、既存のボラン 

ティア団体との協

働や、新規ボラン 

ティア団体の育成・

支援の推進 

●ボランティアとして大野城心

のふるさと館の活動を支援す

る「市民サポーター」を育成

し、施設運営に対する市民の

参画を推進します。 

【心のふるさと館運営課】 

●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。 

【ふるさと文化財課】 

○開館以降、心のふるさと館の事業運営

ボランティアとして「ここふるサポー

ター」に活動していただいている。 

☆平成30年度末現在で86人がサポーター

登録し、館内の見守り、ワークショップ

の運営補助、展示ガイドなどの活動を

行っている。 

【心のふるさと館運営課】 

○小・中学校などに対し、山城楽講の受講

生と協力して出前講座を実施した。 

☆出前講座参加者：3,289人（計44回）、 

山城楽講活動回数：36回 

□ボランティアの育成、活動支援を積極

的に進める必要がある。 

【ふるさと文化財課】 

 

カ 小・中学校での歴

史・文化遺産を活用

した学習の推進 

●大野城心のふるさと館を活用

した、大野城ＣＶＴ学習にお

ける「Ｔreasure（文化財等）

を活かしたふるさと学習」の

推進を図ります。 

【教育指導室】 

 

○ふるさと館を学習の場として活用する

ため、展示等の情報を全小・中学校に提

供したり、利活用のための啓発を行っ

た。 

【教育指導室】 
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教育施策大綱に 

掲げた取組 

平成30年度教育振興基本計画に 

掲げた取組内容  
点検・評価結果 

① 駅などを基点と

して、歩きながら地

域の自然・文化・歴

史などを楽しめる

散策路「（仮称）大野

城トレイル」基本計

画の策定と整備 

★上大利小水城跡を地域の宝と

するため、整備工事後の活用

を促進します。 

【ふるさと文化財課】 

○「小水城ゆめあかり広場」の完成式典

に併せ、「小水城のあかり」を実施した。 

☆完成式典参加者数：約150人 

小水城のあかり参加者数：約500人 

□今後、より積極的な周知・活用を進め

る必要がある。 

【ふるさと文化財課】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

リーディング・プラン  人と環境にやさしい、質の高いまちづくり 

小水城のあかり 
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７．スポーツ・レクリエーション及び国際交流 

(1) スポーツ・レクリエーション活動の振興・発展 

 

 

平成27年度に本市が達成すべきスポーツ推進の指針となる「大野城市スポーツ推進計

画」を策定しましたので、これに基づき以下の分野別プランに取り組んでいきます。 

 

 

教育施策大綱に 

掲げた取組 

平成30年度教育振興基本計画に 

掲げた取組内容  
点検・評価結果 

ア コミュニティス

ポーツ倶楽部の創

設・支援 

●「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。 

●大野城市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】 

○総合型地域スポーツクラブの設立に向

けて、県や体育協会と協議を行った。 

□令和２年度からクラブ運営が開始でき

るように、組織の構築等の環境整備を

進める。 

○「まどかスポーツ教室」開催のための施

設確保、参加申込の受付、周知等を行っ

た。 

☆15種目21教室を開催 

実施回数：177回 参加人数：4,557人 

 平成29年度実績 

 実施回数：171回 参加人数：4,809人 

□まどかスポーツ教室を本市の総合型地

域スポーツクラブとするための準備を

進める。 

【スポーツ課】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

分野別プラン① 大野城市スポーツ推進計画の策定 

 

分野別プラン② 生涯スポーツの推進 

 

ＭＡＤＯＫＡれくスポ祭（南地区） 
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イ コミュニティ地

区 に お け る 軽 ・  

ニュースポーツの

普及・推進 

●「ＭＡＤＯＫＡれくスポ祭」

や「出前講座」などを通じ、

軽・ニュースポーツの普及、

推進に取り組みます。 

【スポーツ課】 

○れくスポ祭や出前講座等を開催し、誰

もが気軽に楽しめる軽・ニュースポー

ツを体感する機会を創出することで、

生涯スポーツの推進を図った。 

☆ＭＡＤＯＫＡれくスポ祭参加者 

各コミュニティ 計6,413人 

（平成29年度実績 計6,190人） 

☆出前講座実施回数及び延べ参加者数 

実施回数 12回 人数192人 

 平成29年度実績 

 実施回数 20回 人数1,003人 

☆出前講座実施種目 

ダーツ、囲碁ボール、ペタンク、 

ユニカール、わなげ、バッゴー、 

五目お手玉 

□各地域が自分たちで軽・ニュースポー

ツに取り組めるような環境整備を図る

必要がある。 

【スポーツ課】 

 

 

教育施策大綱に 

掲げた取組 

平成30年度教育振興基本計画に 

掲げた取組内容  
点検・評価結果 

ア 体育協会及び競

技団体、スポーツ少

年団への育成支援 

●定期使用の承認や施設使用料

の一部を助成することによ

り、競技団体、スポーツ登録

団体の活性化を図ります。 

【スポーツ課】 

 

 

○スポーツ登録団体の活動の活性化のた

め、各団体が使用する施設の年間事業

や定期使用の承認を行った。 

○定期使用や大会での施設の使用に対し

施設利用補助金を交付し団体の活動を

支援した。 

☆加盟団体数 

スポーツ少年団：53団体 1,480人 

（平成29年度 54団体 1,578人） 

競技種目団体：80団体 2,215人 

（平成29年度 96団体 2,281人） 

□スポーツ登録団体の公平性を確保する

ために、団体への適正な指導管理を随

時行っていく。 

【スポーツ課】 

 

 

 

 

  

分野別プラン③ スポーツ活動団体の支援・連携 
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イ 中学校部活動へ

の支援 

●指導者が不足する部活動に対

し、大野城市体育協会のス

ポーツ・レクリエーション 

リーダーバンク制度を活用

し、外部指導者の派遣を行い

ます。また、併せて制度の充

実を図ります。 

【スポーツ課】 

○学校からの依頼によりリーダーバンク

登録者を技術指導者として運動部活動

へ派遣した。 

☆派遣指導者：23人 1,283回 

（平成29年度 17人 1,090回） 

・大野中学校  ７種目 513回 

・大野東中学校 ５種目 189回 

・大利中学校  ５種目 227回 

・平野中学校  ６種目 354回 

□さまざまな競技種目に派遣できるよう

に、リーダーバンク登録者の拡充が必

要である。 

【スポーツ課】 

 

   

教育施策大綱に 

掲げた取組 

平成30年度教育振興基本計画に 

掲げた取組内容  
点検・評価結果 

ア コミュニティセ

ンターにおける備

品整備など、誰もが

身近な場所で気軽

にスポーツを楽し

むことができる環

境づくりの推進 

●軽・ニュースポーツの研究を

進めるとともに市民が身近な

場所で気楽に運動できる環境

を整備します。 

【スポーツ課】 

○各コミュニティセンターの希望に対し

て、新たな軽・ニュースポーツ用具を購

入した。 

☆グラウンドゴルフ、ダーツ、アジャタ、

ユニカール等、計11種の軽・ニュース 

ポーツ用具を購入 

□今後も各コミュニティセンターで管理

している軽・ニュースポーツ備品の保

管状況を把握するとともに、各コミュ

ニティの実情に応じた計画的な備品購

入を行っていく。 

【スポーツ課】 

 

イ 総合公園など、各

スポーツ施設の老

朽化対策と効率的

な管理運営の実施 

●平成27年度に作成した改修計

画をもとに、経年劣化の進ん

だ市内のスポーツ施設を、安

全で快適に利用できるよう年

次的に改修を行います。 

【スポーツ課】 

○施設改修計画に基づき、改修工事を実

施した。 

☆総合体育館非構造部材耐震補強工事 

総合体育館外壁防水改修工事 

総合体育館エレベーター更新工事 

市民球場照明・スコアボード改修工事 

□今後も老朽化が顕著に見られるように

なった施設を優先的に改修するよう

に、各施設の現況を把握し、随時、施設

改修計画の見直しを図っていく。 

【スポーツ課】 

 

分野別プラン④ スポーツ施設の整備・管理 

 



49 

 

ウ 天然芝生の乙金

多目的広場の利用

促進 

●芝生を良好な状態に保つな

ど、適切な施設の維持管理に

努め、施設のより一層の利用

促進に努めます。 

【スポーツ課】 

○体育協会と市で芝生の管理を行った。 

☆利用者：14,858人（平成29年度9,712人） 

□今後も良好な芝を維持していくよう、

引き続き適切な施設の維持管理を行

う。併せて利用者増に向けた取組も検

討する。 

【スポーツ課】 

 

エ 小学校運動場の

公園的利用の推進 

●学校開放時間外に、小学校運

動場を公園と同様の取扱いに

より、地域に開放します。 

【スポーツ課】 

○全小学校の運動場を、社会体育等の普

及、安全な遊び場の確保等を目的に、学

校教育に支障のない範囲で開放した。 

☆運動場利用者：108,305人 

（平成29年度 127,585人） 

□運動場施設を利用する際のルールやマ

ナーについて周知徹底を図っていく。 

【スポーツ課】 

 

オ 利用登録者の自

己責任、自己管理方式

による小・中学校運動

場及び体育館の地域

開放の促進 

●本市が独自に進めるコミュニ

ティスクールの取組として、

利用登録者の自己責任、自己

管理方式により小・中学校運

動場及び体育館を学校開放施

設として地域に開放します。 

【スポーツ課】 

○登録団体の定期使用等に対して、学校

体育施設を開放した。 

□学校体育施設の開放を行う方法・手段

について、周知徹底を図っていく。 

【スポーツ課】 

 

 

教育施策大綱に 

掲げた取組 

平成30年度教育振興基本計画に 

掲げた取組内容  
点検・評価結果 

ア いこいの森ロー

ドレースや、まどか

リンピック、ＭＡＤ

ＯＫＡれくスポ祭

など、スポーツ・レ

クリエーション競

技大会の実施と周

知促進 

●多くの市民が気軽に楽しく

軽・ニュースポーツに親しむ

ことができる事業を、関係機

関との連携により実施しま

す。また、広く市民が参加し

てもらえるよう周知に努めま

す。 

【スポーツ課】 

○市、体育協会及びコミュニティセン 

ターとの連携のもと、市広報やポス

ター・チラシ、各機関のホームページに

おいて事業の周知に努めた。 

☆いこいの森ロードレース 

参加者：1,274人（平成29年度1,254人） 

☆まどかリンピック（総合開会式・綱引大

会・陸上競技大会） 

参加者：1,271人（平成29年度1,384人） 

□今後もさまざまな媒体、機会を捉え、さ

らなる事業の周知徹底を図っていく。 

【スポーツ課】 

 

   

分野別プラン⑤ レクリエーション活動の推進 
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イ コミュニティ単

位での交流事業開

催などによるレク

リエーション活動

の推進 

●「いつでも」・「どこでも」・ 

「だれでも」スポーツ・レク

リエーションを親しむことが

できるように、地域の特性を

活かしたコミュニティ単位に

よる生涯スポーツの推進を目

指します。 

【スポーツ課】 

○ＭＡＤＯＫＡれくスポ祭等において、

各コミュニティで企画立案を行い、地

域の特性を活かした軽・ニュースポー

ツ大会を実施した。 

□各地区のスポーツレクリエーション活

動状況を確認し、将来的に他地区との

交流が図れるような事業について、ス

ポーツ推進委員の協力を得ながら検討

していく。 

【スポーツ課】 

 

(2) 国際交流の推進 

 

教育施策大綱に 

掲げた取組 

平成30年度教育振興基本計画に 

掲げた取組内容  
点検・評価結果 

ア 国際感覚豊かな

国際化推進員の専

門的な能力を活か

した国際化推進事

業の実施 

●国際化推進員を中心に、市国

際化推進プランの進捗を図り

ます。 

【ふるさとにぎわい課】 

○庁内手続き時における外国人への通

訳、市刊行物等の翻訳などに加え、国際

化推進プランに基づき、災害時におけ

る在住外国人支援のための協定締結

（市・市国際交流協会）を始め、各種事

業の実施、検証を行った。 

☆通訳件数：88件 

【ふるさとにぎわい課】 

 

イ 国 際 交 流 パ ー 

ティーや文化講座

などの国際交流イ

ベントにおける幅

広い市民参画の促

進 

●関係団体と協力しながら、市

民への国際交流イベントの周

知・ＰＲを徹底します。 

【ふるさとにぎわい課】 

○市民参加型の国際交流イベントを実施

した。 

☆11月３日（土）４日（日）のまどかフェ

スティバルにて国際交流フェスティバ

ルを実施した。 

・外国料理屋台出店（販売食数480食） 

 ステージイベント（来場者数約30人） 

・２月24日（日）に20周年記念パーティ 

（参加者数100人） 

・習字体験などの文化講座 

（参加者数50人） 

【ふるさとにぎわい課】 

 

 

 

 

 

  

分野別プラン① 多文化共生のコミュニティづくり 
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ウ 外国語によるイ

ベント周知など、 

ホームページを活

用した外国人市民

の地域社会への参

画の促進 

●広報紙や地域行事、休日夜間

当番医などの情報を翻訳し、

ホームページ等を通じて在住

外国人への情報提供を行いま

す。 

【ふるさとにぎわい課】 

 

○広報紙の英語抜粋版「Ｊｏｅ’ｓ ＮＥ

ＷＳ」を広報発行に併せ毎号作成、休日

夜間当番医情報の英語版を毎月作成

し、市ホームページへの掲載を行った。 

【ふるさとにぎわい課】 

  

 

教育施策大綱に 

掲げた取組 

平成30年度教育振興基本計画に 

掲げた取組内容  
点検・評価結果 

ア 国際交流協会の

活動の拡大に向け

た支援体制の充実 

●国際交流協会の活動に対する

助言、支援を行います。 

【ふるさとにぎわい課】 

 

○協会が実施する事業における場所の確

保や運営補助、市広報への掲載などの

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29年度（第４回）スピー

チコンテストの実施を踏ま

え、内容の改善・充実を行い、

人材育成に努めます。  

【ふるさとにぎわい課】 

○11月４日（日）に第５回の英語・日本語

スピーチコンテストを実施した。 

☆英語部門中学生の部６人、高校生・大学

生の部４人、日本語部門９人がスピー

チを行い、来場者は83人であった。 

□一般来場者の増加を目的に、事業の拡

充を図る。 

【ふるさとにぎわい課】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

分野別プラン② 国際感覚豊かな人づくり 

 

スピーチコンテスト 
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８．その他 

(1) 保健医療・健康・食育の推進 

 

教育施策大綱に 

掲げた取組 

平成30年度教育振興基本計画に 

掲げた取組内容  
点検・評価結果 

ア 妊娠期から乳幼

児期を対象とした

育児や子どもの健

康に関する相談や

教室の開催 

●乳幼児の育児、成長・発達、

離乳食、予防接種等について

の「すこやか育児相談（要支

援者向け含）」を毎月開催し、

育児不安の軽減を図ります。 

●妊婦やそのパートナーを対象

に「母親教室」「すくすく子育

て（両親）教室」を実施し、

妊娠期からの継続的な支援を

充実させます。 

【こども健康課】 

○すこやか育児相談を実施した。 

☆実施回数:24回 参加人数:1,257人 

□予約者が多い日は、相談時間が限られ

る可能性があるため、対応するスタッ

フの人数に留意する必要がある。 

○母親教室（３コース）を開催した。 

☆開催数と参加者数 

情報コース：３回（28人） 

お産コース：３回（43人） 

栄養コース：３回（25人） 

☆転入間もない周囲に知人等がいない妊

婦等に参加を促すことで、友達づくり

や不安解消の機会となっている。 

□参加者数増加のため、支援が必要と思

われる妊婦等へ継続的に参加を促す。 

【こども健康課】 

 

分野別プラン① こころとからだの健康づくりの推進 

 

すくすく子育て（両親）教室 
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イ 乳幼児健康診査・

歯科検診の実施 

●４カ月、10カ月、１歳６カ月、

３歳児の小児科健診(集団健

診含)の受診勧奨に努めると

ともに、３歳児集団健診(歯科

含)の満足度の維持・向上を図

ります。 

●１歳６カ月児及び３歳児の歯

科検診の受診勧奨に努め、む

し歯予防に関する保健指導を

行い、意識の向上を図ります。 

【こども健康課】 

○乳幼児の発育や発達チェック及び保護

者に対する保健指導等を目的に、身体

測定、内科診察、保健指導、栄養指導及

び歯科診察（１歳６か月児・３歳児）を

実施した。 

○３歳児集団健診では上記に加えて、臨

床心理士による心理相談及び県内特別

支援学校教諭による教育相談等を実施

するとともに、食育、親子遊び、子育て

支援情報の提供も行った。 

○未受診者に対し、ハガキ通知、電話、訪

問による受診勧奨を実施した。 

☆受診者数（受診率） 

・４カ月児：1,043人（99.3%） 

・10カ月児：1,067人（98.8%） 

・１歳６カ月児 

  小児科：1,019人（100.0%） 

  歯 科： 954人（ 93.6%） 

・３歳児 

  小児科：1,072人（100.0%） 

  歯 科：1,072人（100.0%） 

☆集団健診は、親子の状況を直接把握で

きるため、早期支援につながっている。 

□未受診者への受診勧奨を今後も継続し

ていく必要がある。 

【こども健康課】 

 

ウ 子どもの健全な

発育・発達の推進 

●各学年の発達段階に応じ、薬

物等が健康に与える影響を知

り、将来にわたって使用しな

いための「薬物乱用防止学習」

を支援します。 

【教育指導室】 

 

○「薬物乱用防止教室」の実施に向けた学

校への支援を行った。 

【教育指導室】 

エ 健診内容の充実

と将来を見据えた

効果的な健診事業

の実施 

●すこやか交流プラザ、コミュ

ニティセンター及び病院で実

施している特定健診の受診率

を向上させるための受診勧奨

や健診事後の保健指導を行い

ます。 

【すこやか長寿課】 

 

○集団健診の際、託児室を設置した。ま

た、特定健診対象者及び対象年齢の人

に案内通知を送付し、受診勧奨を行っ

た。保健指導も実施した。 

☆集団健診：38回 

☆託児室設置回数：25回 

☆保健指導：39回 

【すこやか長寿課】 
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オ 生活習慣病の早

期発見・発症予防と

重症化予防のため

の健康教育及び相

談事業の実施 

●保健教育において、生活習慣

病の予防についての学習を充

実させます。 

【教育指導室】 

 

○適切な運動、栄養のバランス、口腔衛生

などの重要性についての学習を進め

た。 

【教育指導室】 

カ うつ病や睡眠の

重要性に関する正

しい知識の普及啓

発 

●出前講座を実施し、睡眠の重

要性やうつ病の予防、心の悩

みを抱える人への対応方法等

の正しい知識の普及啓発を行

います。 

【すこやか長寿課】 

 

☆市民を対象としたうつ病や睡眠に関す

る健康教育を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】 

 

教育施策大綱に 

掲げた取組 

平成30年度教育振興基本計画に 

掲げた取組内容  
点検・評価結果 

ア 各種予防接種の

実施 

●子ども、特に乳幼児の定期予

防接種の接種率向上に努め、

感染症のまん延防止を図りま

す。 

【こども健康課】 

○感染症の発生及びまん延の防止のため

接種勧奨に取り組んだ。 

①母子健康手帳交付時に「予防接種ガ 

 イドブック」を配布 

②新生児訪問での接種勧奨 

③乳幼児健診での接種勧奨 

④健診後のフォロー時（電話や訪問等） 

 の接種勧奨 

⑤健康パンフレット、広報、ホームペー 

 ジでの周知 

⑥保育所・幼稚園・小学校等を通じた勧 

 奨通知の配布 

⑦県外で予防接種を受けた場合の費用 

 の助成 

☆子どもの定期予防接種（14種）の延べ接

種者数：26,851人 

☆予防接種費用助成事業を実施すること

により、予防接種のために産後の里帰

り期間を短縮したり、予防接種の時期

を遅らせたりする状況が解消されてい

る。 

・申請件数（実件数）：13件 

・接種延べ回数：136回 

□適切な時期に予防接種を受けることが

できるように、助成制度の周知を図る。 

【こども健康課】 

 

 

分野別プラン② 感染症の予防・対策 
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イ 「新型インフルエ

ンザ等対策行動計

画」に基づく対策の

実施 

●インフルエンザの感染予防策

（マスク着用・咳エチケット・

手洗い・うがい、人混みを避

ける等）の普及啓発を図りま

す。 

【すこやか長寿課】 

 

○インフルエンザの感染予防のため、全

小・中学校を対象に、消毒液・マスクの

配布を行った。 

【すこやか長寿課】 

 

 

教育施策大綱に 

掲げた取組 

平成30年度教育振興基本計画に 

掲げた取組内容  
点検・評価結果 

ア 朝食の喫食率及

び栄養バランスの

向上に関する啓発 

●食育連携会議を開催し、幼稚

園・保育所・小学校・地域の

連携を図りつつ、「一汁二菜の

朝ごはん」の啓発を行います。 

【すこやか長寿課】 

 

○食育パンフレットを３歳児健診や給食

試食会等で配布し、朝食の大切さにつ

いて啓発を行った。 

【すこやか長寿課】 

イ 健全な食生活を

実践する力を培う

料理教室の実施 

●食に関する知識と料理を作る

技術を身につけるために、各

世代の課題に応じた教室を開

催します。 

【すこやか長寿課】 

 

☆合計16回の教室を開催した。 

（乳児期教室５回、幼児期教室２回、 

 壮年期教室４回、高齢期教室５回） 

【すこやか長寿課】 

ウ 生産者や農業女

性グループと連携

した親子による農

業体験の実施 

●親子によるじゃがいもの作付

け・収穫体験イベントの実施

を通じ、生産者との交流と、

地元農作物ならびに食の大切

さの周知を行います。 

【ふるさとにぎわい課】 

○じゃがいもの収穫体験（６月 10日

（日））・作付け体験（２月３日（日））

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：68人（保護者33･子35） 

作付け参加者：65人（保護者31･子34） 

【ふるさとにぎわい課】 

 

エ 健康・食育フェス

ティバルなどのイ

ベントによる食育

の普及啓発の推進 

●健康・食育フェスティバルの

食育コーナーで、朝ごはんの

大切さなどを呼びかけ、望ま

しい食習慣を身につけるよう

啓発します。 

【こども健康課・ 

すこやか長寿課】 

○健康・食育フェスティバルの食育コー

ナーにて、「早寝早起き朝ごはん」や、

具だくさんみそ汁による野菜摂取量増

加についてのＰＲを行い、望ましい食

習慣を身につけるよう啓発した。 

【こども健康課・ 

すこやか長寿課】 

 

   

   

分野別プラン③ 食育の推進 
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オ 地域での食育活

動を推進している

食生活改善推進会

などの団体への活

動支援や事業連携

の推進 

●子どもや高齢者等を対象に、

市民の健康の向上を図るた

め、地域における各種食生活

改善推進会事業（親子料理教

室、高齢者との交流会、各種

料理講習会等）の実施を支援

します。 

【すこやか長寿課】 

 

☆食生活改善推進会に対し、事前学習会

を開催し、それに基づき、各区公民館で

食生活改善推進会による親子料理教室

（16区）、高齢者との交流会（18区）が

開催された。 

【すこやか長寿課】 

カ 学校給食・ランチ

給食サービスの充

実 

●平成27年度に実施したランチ

給食サービスに係る意見交換

会で得られた意見や改善提案

について検証し、実施可能な

ことから積極的に改善しま

す。 

●ランチ給食サービスを紹介す

るハンドブックの制作および

新１年生への配布を通じて、

ランチ給食サービスへの理解

を浸透させ、利用促進を図り

ます。 

●給食やランチ給食サービスを

通し、「食」の大切さへの理解

を促進します。また、イベン

ト食（卒業お祝いなど）など

により「楽しさ」も演出する

とともに、献立・メニューの

充実改善に努めます。 

【教育政策課】 

○意見交換会における意見を参考に「パ

ンメニュー」の実施や「デザートの種類

の多様化」、「適温での提供」の改善を 

行った。 

○ランチ給食を紹介するハンドブックを

作成し、中学校入学説明会で配布・説明

を行い、ランチ給食サービスへの理解

促進を図った。 

○小学校給食において、食物繊維を多く

取り入れた「食物繊維献立」や「世界食

べ歩き」、「日本味めぐり」、「食育の日」

等のメニューを提供し、食文化への理

解促進を図った。 

○ランチ給食サービスにおいて、「生徒考

案メニュー週間（大野東中・平野中）」、

「ふるさとメニュー週間」等を実施し

て食育を行った。 

○ランチ給食サービスにおいて、「入学お

めでとうランチ」や「体育祭がんばろう

ランチ」・「３年生応援ランチ」・「卒業お

めでとうランチ」等の中学校行事に合

わせたイベント食を提供し、楽しさや

興味促進を図った。 

□ランチ給食サービスの利用促進を図る

ため、アンケート等の実施検討を行い、

生徒のランチ給食への現状の把握をす

る必要がある。 

【教育政策課】 
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キ 小学校などにお

ける地元産野菜や

地元製造品を使っ

た給食の推進 

●給食やランチ給食サービスに

おいて地元産野菜や市商工会

推奨品（大野ジョーハッピー

リング）などを使用し、地産

地消を推進します。 

【教育政策課】 

○生産者団体等と連携し、学校給食での

地産地消推進のため、月１回の「県産品

の日」の実施や食育週間に市産のじゃ

がいも、玉ねぎを使用したメニューを

実施した。 

○ランチ給食サービスでは、「卒業おめで

とうランチ」として「大野城ハッピーリ

ング」をつけた特別メニューを実施し

た。 

☆ハッピーリング提供数：953個 

【教育政策課】 

 

(2) 乳幼児教育・子育て支援の充実・強化 

 

教育施策大綱に 

掲げた取組 

平成30年度教育振興基本計画に 

掲げた取組内容  
点検・評価結果 

① 子育てに関する

情報を共有し、効率

的な支援サービス

を提供するための

子育てサークルの

育成や子育てネッ

トワークの確立 

●子ども情報センターを中心と

した市内の子育て関連事業間

の連携への取組を推進します。 

●子育て支援センターにおいて

親子あそび・リーダー養成講座

を開催し、地域の子育てサロン

スタッフや子育てサークルの

育成を推進します。 

【こども未来課・子育て支援課】 

○子ども情報センターで親子サロン等

の子育て関連事業を実施した。 

☆親子サロンの利用者数：33,335人 

（一日平均121人） 

○『おおのじょう子育てサポートブッ

ク』を窓口や関連施設、関連団体等に

配布した。また、同ブックを活用し、

子育て支援ネットワーク会議「始まり

の集い」を平成31年３月に開催。子ど

も情報センターを中心とした子育て

関連事業間の連携への取組の推進を

行った。 

○子育て支援センターにおいて「親子あ

そび・リーダー養成講座（６回コース）

を開催し（参加者数：22人）、地域の子

育てサロンスタッフや子育てサーク

ルの育成を推進した。 

【こども未来課】 

 

 

 

 

 

 

 

  

リーディング・プラン  安心して子どもを生み、育てられるまちづくり 
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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地域にお

ける最も身近な活動場所であ

る公民館親子サロンの充実に

向けた支援と、未開催の区へ開

催の要請を行います。 

●公民館で開催する親子サロン

等に対し遊具や季節イベント

用の備品の貸出を行うほか、ス

キルアップ講習の実施等、地域

の子育て支援活動の活性化を

図ります。 

【子育て支援課】 

○公民館親子サロンを24区（合同開催含

む）において開催し、出前講座の実施

や備品の貸出などによるサロン充実

に向けた支援を行うとともに、未開催

区（３区）への開催の要請を行い、う

ち２区については平成30年11月に合

同でプレ実施、令和元年度より開催が

決定した。 

○公民館親子サロンへの備品の貸出を

21件行い（前年比11件増）、さらに各区

における出前講座（各区年４～６回）

を実施。また、利用がなかった24区中

２区への案内を行い、令和元年度より

全ての親子サロンでの出前講座の活

用を決定するなど、地域の子育て支援

活動の活性化を図った。 

【こども未来課】 

 

③ 子ども・子育て支

援事業計画の策定

と、計画に基づく保

育所の定員拡充や、

届出保育施設への

支援 

●待機児童解消に向けて、「既存

の認可保育所の利用定員の拡

充」及び「既存の幼稚園の認定

こども園への移行」を推進し、

保育定員の拡充を行います。 

●届出保育施設に対する説明会

を開催し、支援策の周知を行う

ことで、施設への支援を推進し

ます。 

【子育て支援課】 

○待機児童の解消に向けて、保育定員の

拡充、幼稚園から認定こども園への移

行を行い、市内全体で認可保育所等の

定員を219人増員した。 

○保育士確保に向けて、６月10日に市内

認可保育所15園合同で、保育士合同就

職支援説明会を開催した。 

□今後も待機児童解消に向けた取組を

継続していく。 

○市内の届出保育施設で、待機児童の受

入人数に応じた運営補助を10施設に、

また、市内居住児童の入所人数に応じ

た保育環境向上のための備品購入等

補助を６施設に対して行った。 

□今後も届出保育施設との連携を図り、

支援を継続していく。 

【子育て支援課】 
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④ 妊娠・子育てに関

する相談体制の充

実 

●妊娠・子育てに関する悩みや不

安の解消のため、子ども情報セ

ンターに設置されている相談

室を活用し、相談体制の強化を

図ります。 

【こども未来課】 

●子ども相談センターにおいて、

専門職による相談体制の充実

を図ることにより、保護者の子

育てに関する悩みや不安の解

消に努めます。 

●母子健康手帳の交付時の面談

や赤ちゃん訪問、すこやか育児

相談などの母子保健事業を通

じて、保健師や助産師が妊婦や

乳幼児の保護者の不安軽減の

ため、相談支援を行います。 

【こども健康課】 

○子ども情報センターの相談室におい

て、子育てについての心配や悩みの相

談に応じた。 

☆相談件数：1,261件（月平均105件） 

【こども未来課】 

○臨床心理士、社会福祉士、精神保健福

祉士、教員等が、電話や面接による相

談支援を行った。 

○保健師、看護師、助産師、管理栄養士、

臨床心理士、言語聴覚士等が、各種母

子保健事業において、妊婦や乳幼児の

保護者等に対し、相談支援を行った。 

☆妊婦や乳幼児の保護者等の、さまざま

な悩みや不安解消につながった。 

□さまざまな悩み等の相談に応じるた

めに、他職種の専門職の確保が必要で

ある。 

【こども健康課】 
 
 
 
 

教育施策大綱に 

掲げた取組 

平成30年度教育振興基本計画に 

掲げた取組内容  
点検・評価結果 

ア 子ども情報セン

ターを子育て情報

の発信拠点とした

子育てに関する制

度、保育施設、子育

てサークルなどに

関する情報提供の

充実 

●子育て関連団体から事業・活

動の情報を収集し、ネット 

ワーク会議を開催しながら、

子ども情報センターを核とし

た市内の子育て関連情報の集

約、提供の強化を図ります。 

【こども未来課・子育て支援課】 

○子育て関連事業に関する情報の取り纏

めを行い、『おおのじょう子育てサポー

トブック』を作成した。平成30年度に同

ブックの配布を開始するとともに、同

ブックの活用促進及び子育て支援関連

事業者間の連携強化をねらいとする、

子育て支援ネットワーク会議「始まり

の集い」を平成31年３月に開催した。 

【こども未来課】 

 

分野別プラン① 子育て支援の充実 
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イ 乳幼児がいる家

庭の訪問による親

子の心身状況の把

握や子育て支援に

関する情報提供の

実施 

●助産師等による赤ちゃん（未

熟児含む）訪問を実施し、保

健指導の充実を図ります。 

●エンゼルサポーターによる訪

問の中で、相談や子育て情報

の提供を行います。また、助

産師等による訪問と合わせて

全戸訪問を目指し、要支援家

庭の把握と適切なサービス提

供に努めます。 

【こども健康課】 

○助産師等による赤ちゃん訪問を実施し

た。 

☆助産師訪問延べ人数 

妊産婦等：1,086人 乳児：1,096人 

（低出生体重児、新生児含む） 

☆エンゼルサポーター訪問延べ人数 

産婦：21人 乳児：21人 

□ＥＰＤＳハイリスク者は、虐待予防の観

点からも、より丁寧な支援が必要とされ

るため、保健師による継続支援を今後も

実施する。 

（※ＥＰＤＳ：エジンバラ産後うつ病質

問票) 

□エンゼルサポーター訪問分は、訪問後

に、訪問者と今後の支援の必要性を検討

し、状況に応じて、養育支援訪問事業等

へつなぐ等、養育環境改善に向けた対応

が必要である。 

【こども健康課】 

 

ウ 妊婦や養育者の

体調不良などで、育

児や家事が困難な

家庭へのホームヘ

ルパー派遣による

育児や家事援助 

サービスの提供 

●育児支援や家事援助を行うこ

とで、養育者の負担を軽減し、

適切な養育環境の確保を図り

ます。また、ＰＲ活動を充実

させ、事業の周知に努めます。 

【こども健康課】 

○赤ちゃんホームヘルプサービスとして、

出産後の母親の体調不良等で育児や家

事を行うことが難しい家庭に対しホー

ムヘルパーを派遣し、養育者の負担軽減

を行った。また、母子健康手帳交付時等

に事業の周知を行った。 

☆赤ちゃんホームヘルプサービス 

登録者：83人 延べ利用者：43人 

□今後も、母子健康手帳交付時等に広く事

業の周知を図っていく。 

【こども健康課】 

 

エ 絵本を通して、子

どもの健やかな成

長を支援するブッ

クスタート事業の

推進 

●ブックスタート事業参加者の

さらなる拡大に向けて、事業

のＰＲ、周知等を図ります。 

【子育て支援課】 

○ブックスタート事業の周知徹底（対象

者向けの案内や広報活動等）と定期開

催（年間計107回開催）を継続し、事業

参加の推進を図った（参加率77.6%⇒前

年比＋1.2%）。 

○ブックスタート参加者へのアンケート

を実施。事業趣旨の理解度や内容・実施

時間等の満足度の分析を行った上で、

今後のより良い事業運営につき検討

し、令和元年度の７月より開催回数を

月２回増やす方針を取り決めた。 

【こども未来課】 



61 

 

オ 子ども医療費助

成制度の継続・充実 

●通院医療費を小学校６年生ま

で、入院医療費を中学校３年

生まで拡充している助成制度

を継続します。 

【国保年金課】 

○子ども医療対象 

入院・・・中学校３年生まで 

通院・・・小学校６年生まで 

☆助成件数と助成金額 

小学校通院：60,039件、95,690千円 

中学生入院：85件、6,551千円 

□令和元年10月受診分から 

通院・・・中学３年生まで拡充 

【国保年金課】 

 

 

  

教育施策大綱に 

掲げた取組 

平成30年度教育振興基本計画に 

掲げた取組内容  
点検・評価結果 

ア 学校施設などを

活用した保育内容

の充実 

●平成28年度より対象児童を６

年生まで拡大したことから、

入所者数に応じた保育スペー

スを確保するため、学校施設

の活用・整備について、教育

委員会・学校との協議を行い、

安全で快適な保育環境づくり

を進めます。 

【こども未来課】 

 

○学校施設の活用・整備について、教育委

員会・学校と協議した。 

☆学校施設内の特別教室等を６クラス活

用した。 

□入所者数は年々増加していることか

ら、引き続き特別教室等の活用を進め

ていく必要がある。 

【こども未来課】 

イ 留守家庭児童保

育所施設の安全性

と利便性の確保 

★施設改修等について、平成29

年度に策定した公共施設マネ

ジメント計画に基づいた個別

計画を策定します。 

★留守家庭児童保育所のさらな

る安全性を確保するために機

械警備等を導入します。 

【こども未来課】 

 

○個別施設計画の策定のため関係課と協

議を進めた。 

【こども未来課】 

分野別プラン② 放課後児童施策の推進 
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ウ 下校時間から、放

課後子ども教室（ア

ンビシャス広場）、

ランドセルクラブ

や留守家庭児童保

育事業に引き継ぐ

形式により学校を

拠点に一体運営す

る「放課後子ども総

合プラン」の推進 

●大野北小学校・大野東小学校・

月の浦小学校で平成28年度か

ら試行を開始した「ランドセ

ルクラブ」の実施状況を検証

し、「放課後子ども総合プラ

ン」を推進するための取組

（「ランドセルクラブ」と「留

守家庭児童保育所」との一体

的運営）を進めます。 

【こども未来課・教育振興課】 

☆国が示す「新・放課後子ども総合プラ

ン」の形で実施する留守家庭児童保育

所とランドセルクラブの連携実施は、

令和元年度から市内10校で開催するこ

とが決定した。 

○本市は児童数の増加や空き教室がない

中で、どのように放課後の子どもたち

を受入れるか検討し、「新・放課後子ど

も総合プラン」からさらに一体的に行

う形を摸索し、先進自治体などの事例

を基にイメージづくりを行った。また、

両事業の一体運営をさらに推進するた

め、留守家庭児童保育所業務を教育委

員会に移管するよう進めた。 

□一体運営の形を、子どもや保護者、関係

機関が分かりやすい事業となるよう事

業の形を具体化する。 

【教育振興課】 

 

(3) 安全・安心まちづくりの推進 

 

教育施策大綱に 

掲げた取組 

平成30年度教育振興基本計画に 

掲げた取組内容  
点検・評価結果 

① コミュニティ単

位の総合防災訓練

および総合避難訓

練の継続的な実施 

●災害発生時に学校・地域住民・

行政がスムーズな連携の下に

活動できるよう、それぞれが

一体となって参加する大野城

市総合避難訓練の実施に向け

て協議を進めます。 

【安全安心課】 

○学校・地域と協議を行い、11月30日に第

１回「大野城市市民総ぐるみ防災訓練」

を実施予定。 

○訓練の実施概要については、関係各機

関からの代表者による実行委員会にて

協議を行い、詳細は各地区コミュニテ

ィならびに学校区単位での協議を進め

る。 

【安全安心課】 

 

 

 

 

 

 

リーディング・プラン  市民の減災・防災意識の向上 
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教育施策大綱に 

掲げた取組 

平成30年度教育振興基本計画に 

掲げた取組内容  
点検・評価結果 

① 市内４地区の防

犯パトロール隊員

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、登録者

数について前年度比５％増加

を目指します。 

【安全安心課】 

 

☆平成29年度までの登録者数720人に対

し、平成30年度末時点における登録者

数749人と増加した。 

【安全安心課】 

② 安全安心まちづ

くり推進事業所登

録制度の推進 

●積極的に事業所への働きかけ

を行い、登録店舗の増加を目

指します。 

【安全安心課】 

○市内の事業所へ訪問勧誘を実施した。 

☆平成29年度までの登録数延べ59事業所

に対し、平成30年度中の新規登録事業

所数は13事業所であった。 

【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】 

○平成30年度において、27区全てで、延べ

39回の自主防災訓練（図上訓練含む）を

実施した。 

□平成30年度から開始した「防災士養成

講座」の修了者等を核とし、自主防災訓

練等を通じた地域の防災リーダー育成

を目指す。 

【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：４件 

【危機管理課】 

 

 

 

 

 

 

 

  

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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⑤ 「大野城市耐震改

修促進計画」に基づ

く住宅や公共建築

物の耐震化の促進 

●市民の生命の保護を最優先に

考えた公共建築物の耐震化を

進め、また住宅の耐震化促進

のための意識啓発に向けた取

組を進めます。 

【都市計画課】 

☆公共建築物は全ての建物が耐震改修済

み及び耐震基準を満たしている。 

○昭和56年以前建築の木造戸建て住宅の

耐震工事に対し、50％相当額、上限60万

円の補助を行った。 

☆申請数：５件 

補助合計額：300万円 

□住宅の耐震化のさらなる促進に向けた

周知方法を検討する。 

【都市計画課】 

 

 

 

教育施策大綱に 

掲げた取組 

平成30年度教育振興基本計画に 

掲げた取組内容  
点検・評価結果 

ア 防犯教室や訓練

などの継続的な実

施 

●さまざまな危険要因から命を

守るための防災訓練を全ての

学校で実施します。 

【教育指導室】 

 

○自分の身を守る意識や技能を育てるた

め、避難訓練や防災教育を実施した。 

【教育指導室】 

イ 外部からの不審

者や緊急時に対応

する危機管理対策

の徹底 

●学校の危機管理マニュアルが

実働しやすいものとなるよ

う、検証・改善を行います。 

【教育指導室】 

 

○危機管理マニュアルの作成を徹底する

と共に、緊急時の対応について情報共

有を行い、対応力向上を図った。 

【教育指導室】 

 

ウ 登下校時の児童・

生徒の見守り活動

の継続 

●登下校時の見守り活動を、学

校運営協議会の取組として位

置付け、推進します。 

●通学路調査における危険箇所

の情報を道路管理者・警察・

学校・ＰＴＡ・地域の方々と

共有し、対策について協議を

行います。 

【教育振興課・教育指導室】 

○通学路交通安全プログラムに基づき、

教育委員会、道路管理者、警察、学校、

地域が連携して合同安全点検を実施

し、結果の情報共有を図った。 

☆通学路安全点検箇所数：53カ所 

○通学路交通安全プログラムに基づき、

安全点検結果についてホームページで

の公表を行った。 

【教育振興課・教育指導室】 

 

 

 

 

 

 

 

 

分野別プラン① 安全・安心な学校づくり 
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教育施策大綱に 

掲げた取組 

平成30年度教育振興基本計画に 

掲げた取組内容  
点検・評価結果 

ア 地域における犯

罪や不審者情報を

知らせる「防災メー

ルまもるくん」の登

録者拡大に向けた

普及啓発活動の実

施 

●効果的な普及啓発に努め、登

録者数について前年度比３％

増加を目指します。 

【安全安心課】 

○安全安心課窓口等に案内ポスター、チ

ラシを設置するとともに、出前講座の

際などに登録を案内した。 

☆平成29年中までの登録者数6,660人に

対し、平成30年中登録者583人（約8.8%

増）であった。 

【安全安心課】 

イ 犯罪防止に関す

る情報の市民ニー

ズに即した内容や

発信方法の検討 

●公民館・コミュニティセン

ターと連携して、市民の目に

留まるような掲示方法を検討

します。 

●各区に対して、公民館だより

への掲載依頼を行います。 

【安全安心課】 

○「防犯ふくおか」や、市内犯罪等発生状

況について、各区へ毎月回覧を依頼し

た。 

【安全安心課】  

 
 

教育施策大綱に 

掲げた取組 

平成30年度教育振興基本計画に 

掲げた取組内容  
点検・評価結果 

ア カーブミラー、 

ガードレール、ガー

ドパイプなどの交

通安全施設整備や

通学路の路側帯カ

ラー塗装の実施 

●地域の実態に配慮した交通安

全施設の整備を進めるととも

に、既存施設の安全管理に努め

ます。 

【建設管理課】 

○カーブミラーの整備や路側帯のカラー

塗装を実施した。 

☆カーブミラー整備：27基 

カラー塗装：870ｍ 

          【建設管理課】 

イ 必要な信号機の

設置や交通規制の

実施に関する公安

委員会への要望 

●春日警察署と連携して通学路

における危険箇所の調査を行

います。対応・措置が必要な箇

所については、春日警察署に要

望等を行うとともに、毎年対応

状況を確認します。 

【教育振興課】 

○警察と道路管理者、学校、ＰＴＡ、地域

が参加しての通学路合同安全点検を実

施し、危険箇所に対する対応について

検討を行った。 

【教育振興課】 

ウ 小・中学校及び高

齢者を対象とした

交通安全教室の開

催 

●市交通安全指導員と協力・連携

し、道路での歩行や交通ルール

等の指導（小学校１年生）、自

転車教室（小学校４年生・中学

校１年生）を開催するととも

に、高齢者を対象とした交通安

全教室についても、より多く開

催できるよう広報に努めます。 

【教育指導室・安全安心課】 

○交通安全協会と連携し、道路での歩行

や交通ルールなどの指導と、自転車教

室を開催した。 

☆小・中学校５カ所のシニアクラブで交

通安全教室を実施した。 

【教育指導室・安全安心課】 

分野別プラン② 防犯意識の高揚 

 

分野別プラン③ 交通安全対策の強化 
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１ 学識経験等を有する者の知見の活用 

  教育に関する事務の管理及び執行の状況について点検及び評価を実施するに当たっては、その客観性を確保する観点から、学識経

験等を有する者の知見を活用することが規定されています。（地方教育行政の組織及び運営に関する法律第27条第２項） 

  このため、本市においては、教育委員会による点検及び評価に対し、以下の附属機関等からの意見を聴取し、改善に活かしていく

こととしています。 

  また、聴取した附属機関等からの意見及び対応・取組の状況については次ページに掲載しています。 

 

・意見を聴取した附属機関等  

 

○社会教育委員の会 

 （ 議長 鬼塚 春光 ） 

 

○史跡対策委員会 

 （ 委員長 桃﨑 祐輔 ） 

 

○スポーツ推進審議会及びスポーツ推進委員会 

 （ スポーツ推進審議会 会長 関 明廣 ） 

 （ スポーツ推進委員会 委員長 森 茂行 ） 

 

○学校運営協議会（大城小学校・大野東中学校） 

 （ 大城小学校運営協議会 会長 小野原 正人 ） 

 （ 大野東中学校運営協議会 会長 小栁 辰生 ） 

 ※学校運営協議会については、小学校・中学校各１校から意見を聴取。 

 

 

 

 

 

Ⅲ 点検及び評価に対する附属機関等からの意見 
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２ 附属機関等から聴取した点検・評価に対する意見及び対応・取組の状況 

 

（１）社会教育委員の会 

前回の点検・評価に対する意見 対応・取組の状況 今回の点検・評価に対する意見 

◇社会教育及び生涯学習について（子ども読書

活動の推進） 

「小学生読書リーダー養成事業」の取組につい

ては、計画的・継続的に行われており、着実に成

果があがっていると考える。 

 今後のより一層の発展のために、参加人数を

学校規模に応じ弾力的に認めたり、校内だけの

活動にとどまらず地域に拡げていったりするた

めの実施内容や方法を検討することが望まれ

る。 

 子ども読書活動推進計画の取組により、「読み

聞かせボランティア養成講座」等の参加者が増

えたことは評価できる。 

今後、小学生がリーダーとなり、幼児を含む子育

てサークルとの交流などを通して、学校だけで

なく地域においても読書に親しむ環境づくりを

していく取組が望まれる。 

 

本事業は、まどかぴあ図書館と学校図書司書

との連携のもと、講座の内容が各学校での読書

活動に活かされるような内容となっている。 

 参加人数については、指導を行うまどかぴあ

図書館の体制に限りがあることから、全体数を

増やすことは難しい。また、全体数を増やさず

に、学校規模に応じた人数割合にすると、学校

ごとのグループ活動の際に支障をきたすこと

があるため、現在の講座内容と効果を維持する

ためには、現在の人数割合が適正と考える。 

 読書リーダーの活躍の場については、今後校

内だけでなく、地域へ拡大する意義は大きいと

考えており、司書教諭や学校図書司書に対する

理解の促進が必要である。 

 まずは、読書リーダーの取組を地域の読書ボ

ランティア等にも知ってもらうよう、交流会

（読書リーダーによる実践発表の場）の参加対

象者を拡大するなどの工夫を行っていく。 

教育関連事業のみならず、さまざまな市や区

の事業では参加者が固定化している傾向にあ

る。社会教育分野全般においても、無関心な対象

者をいかに取り込み、意識を向上させるかとい

うことが根本的な課題であるといえる。 

◇社会教育及び生涯学習について（子ども読書

活動の推進） 

読書離れが進む中、「小学生読書リーダー養成

講座」は良い取り組みだと評価できる。養成講座

は、現在５年生を対象に行われているが、さらに

子どもたちの意識を高めるために、多忙な高学

年ではなく、４年生でリーダーを育成してはど

うかと考える。 

◇青少年教育について（ランドセルクラブ） 

 ＰＴＣＡ活動の一環として行われてきたラン

ドセルクラブ事業は、着実なモデルケースが出

来上がりつつあり、全小学校10校の実施により

「放課後子ども総合プラン」が推進されていく

ことを期待している。また、モデル校３校による

試行で多くの地域の方々が支援員として携わり

さまざまな体験活動が提供できたことは評価で

きる。 

 

モデル校での試行の成果により全10校での実

施イメージができたといえる。各学校の事情に

よるハード面やソフト面の課題はあるが、令和

元年度新規４校開催に向け解消に努めていく。 

 今後の課題としては、学校、地域、保護者、

行政の繋ぎ役であるコーディネーターの研修

等によるスキルアップ、学校間の連携のための

情報共有が必要である。そのため、コーディネ

◇青少年教育について（ランドセルクラブ） 

他市町に先駆け、ランドセルクラブと学童保

育を連携して運営し、放課後の児童を学校・家

庭・地域の連携のもと、総合的に育成している点

については評価できる。現在、学校の児童数の約

12％がランドセルクラブに登録しており、特に

低学年の児童が全体の 70％を占めるが、これを

いかに捉え、参加児童の受け入れを行っていく

かが重要である。市内全小学校での実施に向け
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 これからの事業推進の課題は、各校のコーデ

ィネーターがリーダーとして活躍するための学

びと実践につなぐ研修や情報提供・共有等の場

の充実と、地域人材を活用した支援員の確保で

あると考える。 

小学校との連携という面から、事業の趣旨・目

的またモデル校の現在までの進捗状況や課題等

の早期の情報提供及びこれから先の具体的方向

性を、校長会を中心とした全小学校の理解のも

と共有していくことが望まれる。 

ーターが一堂に会する研修会、会議を充実さ

せ、現場運営の情報共有や相談役として統括コ

ーディネーターを配置する。 

 また、全10校開始に伴い、地域や事業所など

の支援人材バンクボランティアのさらなる拡

充のための発掘と確保が必要となる。地域人材

の新たな発見が、子どもたちの活動の幅を拡

げ、多数の大人とふれあえる機会の創出に繋が

り、共育の理念がさらに拡がることが期待でき

る。 

て、実施校の現場での課題を改めて整理してほ

しい。 

また、ランドセルクラブと学童保育をさらに

一体的に運営するうえで、システムの統一は積

極的に進めていくべきだが、事業内容の統一に

おいては課題があると考える。ランドセルクラ

ブと学童保育は、教育と保育という目的の大き

な違いがあり、児童の活動に求められる質も異

なる。保護者の考えや子どもの実態を充分に把

握し、丁寧に統一化を図っていく必要がある。 

◇家庭教育について（家庭教育学級） 

 市内統一した年間の重点テーマを設定し、他

市町には見られない各校の家庭教育学級自主運

営を継続していることは、子育てに関する保護

者の家庭教育力育成に大きく関わっているとと

らえることができる。 

年３回の合同講演会を実施したことで、多く

の保護者や一般市民に家庭教育の大切さを啓発

し、子どもの理解や家庭の教育力向上につなが

っていると評価する。 

市全体の学級生数が減少していることは気に

なるところである。女性の社会進出に伴い保護

者の就業状況や生活意識の変化がある中、さら

に家庭教育学級の大切さの普及・啓発を推進す

る必要があると考える。 

中学校の運営状況と学級生数減少については

危惧するところである。各学校の現状を把握し、

運営改善と学級生増加に向けた取組が望まれ

る。 

 

重点テーマにかかわる学習会では、学校

長、教頭、主幹教諭等や福岡教育事務所の社

会教育主事を講師に招聘することで、重点的

に取り組んでいる。習慣づくりに関しては、

家庭と学校が連携して取り組むことが重要で

あるため、引き続き重点講座とする。 

合同講演会に参加した学級生の感想やアン

ケートからも、どの講演会内容とも子どもの

特性のとらえ方や子育ての重点ポイントを深

く学ぶことができたと評価を得ている。令和

元年度も受講生の感想等をもとに、講座の内

容を分析・評価し、子育てに活かしたり保護

者の悩み解消につなげたりできる質の高い講

話実施につなげていく。 

家庭教育の大切さについては、学校やＰＴ

Ａとの関わりや小・中学校間の連携を深めて

いき、学級生だけでなくその他の保護者にも

学習の場を提供し、家庭教育学級の啓発と推

進を図り普及に努める。 

家庭教育の向上のため、今後も学校・ＰＴ

Ａと連携し、ＰＴＡ合同研修会や小中合同講

座も実施する。 

◇家庭教育について（家庭教育学級） 

市内統一した年間の重点テーマを設定し、他

市町には見られない各校の家庭教育学級自主運

営を継続していることは、子育てに関する保護

者の家庭教育力育成に大きく寄与していると捉

えることができる。 

年３回の合同講演会を実施したことで、多く

の保護者や一般市民に家庭教育の大切 さを啓

発し、子どもの理解や家庭の教育力向上につな

がっていると評価する。 

市全体の学級生数が減少していることは気に

なるところである。女性の社会進出に 伴い保

護者の就業状況や生活意識の変化がある中、さ

らに家庭教育学級の大切さの普及・啓発を推進

する必要があると考える。 

中学校の運営状況と学級生数の減少について

は危惧するところである。各学校の現状を把握

し、運営改善と学級生数の増加に向けた取り組

みが望まれる。 
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（２）史跡対策委員会 

前回の点検・評価に対する意見 対応・取組の状況 今回の点検・評価に対する意見 

◇「ふるさと学習」の推進 

市内小中学校において年間を通し継続して、

毎年各校「ふるさと創生学校じまん事業報告書」

に歴史、民俗、自然などに関係した体験的学習が

行われていることが具体的に報告されており

「ふるさと関連の学習」が実践されていること

がわかる。その中で、各学校とも郷土学習に広が

りと深みのある取組が行われていることがうか

がわれる。このように「郷土愛を育む」という観

点でみて、ふるさとの歴史とともに現在の地域

状況についての体験的学習が各学校で積極的に

取り組まれていることを評価したい。 

取組の一環としては市教育委員会ふるさと文

化財課が担当している文化財に関連した「出前

講座」の活用も見受けられ、小中学校だけではな

く平成29年度は約5,000人の市民に対し出前講

座が実施されている。これは、「ふるさと学習」

が学校のみにとどまらず、家庭や地域から広く

市民に浸透し広がっていることを示すものであ

ろう。今後ともより多くの市民にふるさとの文

化や伝統について伝えていって欲しい。 

「大野城歴史の散歩道」・「大城自然の宝道」の

整備が進んだ大野城跡、「水城ゆめ広場」・「小水

城ゆめあかり広場」など順次整備が進められて

いる水城跡については学習環境も一段と整って

きているといえる。このことにより現地学習が

容易になり、学習教材にもなりやすいことが考

えられる。それに対し、国指定史跡でもある「牛

頸須恵器窯跡」はまだまだ、一般市民や小中学生

の学習教材の対象になっていない。このことは

 

市内小中学校で行われているふるさと学習

では、出前講座で水城跡や大野城跡に足を運ん

で学ぶ現地学習の要望も多く、理解が深まった

と考える。 

出前講座は3,289人であり、小中学生も含み

多くの市民が利用した。 

大野城跡や水城跡については、今後も整備を進

め、より一層の学習環境を整えるとともに多く

の人が親しみを持って利用してくれるよう、引

き続き積極的なＰＲが必要と感じている。 

牛頸須恵器窯跡については、計画に基づいて

整備を進めるとともに、大野城心のふるさと館

を活用し、多くの市民が史跡の価値を理解出来

るよう啓発を行っていきたい。 

教職員に対しては、大野城心のふるさと館が

オープンしたことで大野城市の歴史を学び、理

解しやすくなったと考えられる。また、ふるさ

と館学校連携協力者会議では、小中学校の授業

のカリキュラムを教職員と共に検討し作成し

ている。 

 

 

◇「ふるさと学習」の推進 

 

◇市民の「ふるさと意識」の醸成 

 

市内小中学校において「ふるさと学習」の取り

組みの一環として、市教育委員会ふるさと文化

財課が担当している文化財に関連した「出前講

座」が積極的に活用されている。 

 

平成30年度の出前講座の利用者数は約3,300

人になり、小中学生や地域の方々に対しては戦

略的なＰＲが実施出来ているいるようだが、高

校生以上、例えばこれから文化財関係へ就職を

考えている人たちに向けてもアピールできるよ

うな新しい試みを検討してほしい。 
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これからの課題であるが、現在進められている

「牛頸須恵器窯跡保存管理計画」・「牛頸須恵器

窯跡整備基本計画」にのっとった整備が順調に

進んでいけば、活用も多くなってくるものと考

えるので計画に基づき適宜整備を進めながら、

今後はその歴史遺産の価値を広く啓発してほし

い。 

「ふるさと学習」、とりわけ小中学校において

の学習成果は、指導する教師の力量と熱意にか

かっているといっても過言ではない。その意味

から、市内小中学校の全教職員が「ふるさととし

ての大野城市」について研修を受けられる機会

を作って欲しい。 

 

◇市民の「ふるさと意識」の醸成 

水城跡・大野城については、ここ２０年来、中

学校の歴史分野の教科書に大きく取り上げられ

るようになったこととあわせ、平成29年度は水

城跡が大野城跡に続き、続日本100名城に選出さ

れ、さらなるＰＲに努めたことは評価できる。 

また、「文化財関連の特集記事」が市の広報１

５日号に掲載されていることを大いに評価した

い。引き続き広報誌を通して市民の多くに啓発

していけるよう努めて欲しい。 

その他、市ホームページやパンフレット配布

による情報発信も有効であるので引き続き力を

入れてほしい。特に文化財関連の事業を行う際

には積極的に情報を発信し、子どもや高齢者だ

けにとどまらず働きざかりといわれる年齢層に

も啓発を積極的に行ってほしい。 

また、「小水城ゆめあかり広場」の整備につい

ては、これまでの「小水城の会」の地道な活動が

深く関係していると考えられる。このような地

 

例年どおりさまざまな事業やイベントの中

でふるさとの歴史と文化を伝えることができ

た。出前講座には3,289人、山城塾には431人、

文化財講演会には223人など、平成30年度文化

財に関連した事業への参加者は延べ人数で

6,529人となっている。引き続きふるさと意識

の醸成に向けて力を入れていく予定である。 

広報15日号に掲載している文化財関連の記

事は、平成30年度は大野城トレイルをテーマに

展開し、トレイルに文化財を絡め史跡の魅力を

伝えることができた。 

また、積極的な情報提供も行い、年齢に関係

なくふるさとの歴史を理解しやすいように注

意しながら進めていった。 

「小水城の会」や「薊の会」などの地域住民

のふるさとに対する積極的な活動には、ふるさ

と文化財課も一緒に活動に参加するなどして、

できる限りの協力と支援を行っている。 
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域住民のふるさとに対する善意からの積極的な

活動には、市当局や市教育委員会もできる限り

の協力と支援をしていく必要があると思われ

る。 

「ふるさと意識」高揚に大きな役割を果たす

のは郷土の自然と歴史であり、その物証が文化

財だと考える。発掘現場の現地説明会やふれあ

い歴史体験、平成30年7月に開館した大野城心の

ふるさと館などを活用して、引き続き広く市民

に周知されるよう工夫に努めてほしい。 

 

大野城心のふるさと館が開館したことによ

り、大野城市の歴史が今まで以上に多くの人に

理解してもらえるよう、展示について、ふるさ

と館運営課と協議を進めながら行っている。 

 

◇文化財の保護・保存・活用 

「特別史跡水城跡整備基本計画」や「史跡牛頸

須恵器窯跡整備活用計画」に基づいた史跡の整

備・活用は意欲的に、また着実に進められている

と考える。 

牛頸須恵器窯跡は、今後計画に沿った整備活

用に力を入れてもらいたい。牛頸須恵器窯跡は

指定域も広大であり、点在しているので、代表的

な梅頭窯跡や小田浦窯跡の史跡としての価値や

位置づけを積極的に啓発し、小中学校での教材

としての取り上げやすいように工夫するととも

に市民への周知も行っていただきたい。 

水城跡の公有化推進のため水城跡の追加指定

の促進と水城跡の計画的な買上げは予定通り行

われているものと考える。 

埋蔵文化財の再整備、データベース化は進め

られているようであるが、今後は市内全域の史

跡関係のデータベース化も検討してもらいた

い。そのデータベースを体系化し、小中学生でも

理解できる『大野城市通史』の企画化を検討して

もらいたい。 

地元ボランティアに対しては引き続き連携を

 

水城跡や牛頸須恵器窯跡はそれぞれの計画に

基づいて整備を進めていく予定である。 

水城跡の追加指定については、平成30年度は６

筆2494.42㎡を行った。地権者より引き続き依頼

もあっているので、順次県と協議しながら追加指

定を進めていく予定である。 

遺物及び民具のデータ化は計画どおり、心のふ

るさと館での展示を見据えて進めることができ

ている。平成30年度は遺物987点、民具38点のデー

タ化を行った。 

史跡関係のデータベース化は心のふるさと館

の展示を中心に、市内に広がる史跡等、市内の文

化財への理解が深まるように工夫しながらデー

タベース化を検討していきたい。 

史跡のボランティアガイドは定期的に会議を

行いながら、出前講座等、積極的にガイドを行う

ことができた。１・２期生合わせて年間12回、延

べ53人がガイドとしてふるさとの歴史を伝える

ことができた。 

３期生も平成30年度末に研修が修了し、令和元

年度からはボランティアガイドとして活動して

◇文化財の保護・保存・活用 

 平成 30年度の文化財の保護・保存・活用の取

組について、トピックとしては、善一田古墳公園

の整備と大野城心のふるさと館の開館が挙げら

れる。大野城市周辺では、宅地開発など急激に環

境が変わりつつあるが、こうしたなか、善一田古

墳群が市の指定文化財に指定され適切に保存が

図られたことは景観・保護の面でも大変意義が

ある。 

今後は善一田古墳公園を始め、整備された文

化財をどう活用していくかが重要となっていく

ので、活用方法については十分に検討して欲し

い。 

大野城心のふるさと館がオープンしたこと

で、多くの市民が史跡の価値を理解する機会が

増えたと思う。館内には、大野城市内の史跡に関

する展示が色々とされているが、今後、各史跡と

ふるさと館が連携したイベント等を企画し、ふ

るさと館を活用した史跡のＰＲも検討していく

必要があると考える。 

 水城跡の公有化推進のための追加指定と買上

げは計画どおり行われているものと考えるが、
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深め、協力して史跡の保護・保存・啓発に努めて

ほしい。 

また、山城楽講生においては１期生２期生が

ボランティアガイドとして認定され大野城跡や

水城跡のガイドを積極的に行っていることは評

価したい。３期生の育成についても順調に進ん

でおり、今後はボランティア内容の拡充に努め

て欲しい。さらに認定ボランティアガイドにつ

いては、引き続き認定者のガイド技量維持向上

のため定期的な研修の機会を持ってもらいた

い。 

最後に各種協力イベントにより、九州国立博

物館、九州歴史資料館、福岡県、他市町村等との

連携が深まっているものと考える。その連携に

よる情報の共有化について今後検討してもらい

たい。 

そして、引き続きその関係を維持するととも

にさらなる連携を強化し、文化財の保護・保存・

活用を推進してほしい。 

 

いく状況である。 

文化財の指定については、善一田古墳群を新し

く市指定文化財にした。 

関係機関との連携については今までどおり、継

続していく。 

平成30年度も筑紫地区合同で文化財パネル展

を展開するなど連携を深めながら進めることが

できている。 

買上げ後の史跡地については整備されるまでに

期間を要するので、維持管理をしっかりと行う

必要がある。 

水城跡整備事業と牛頸須恵器窯跡整備事業に

ついても計画に基づき概ね順調に整備が進んで

いるが、文化財の価値は多義的であるので、文化

財担当者の考えだけではなく地元の意見も参考

にし活用の幅を広げていく必要がある。 
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（３）スポーツ推進審議会及びスポーツ推進委員会 

前回の点検・評価に対する意見 対応・取組の状況 今回の点検・評価に対する意見 

◇生涯スポーツの推進 

 コミュニティスポーツ倶楽部の創設・支援に

ついて、まどかスポーツ教室を各コミュニティ

地区間で均衡に開催するためには、各コミュニ

ティ施設を均衡に使用できるように、年間事業

の調整を図る必要があると考える。また、各コミ

ュニティセンターや市が主催する事業の中にス

ポーツ教室の内容に類似したものも散見される

ため、一度類似事業の見直しや本当に必要な時

間帯の事業なのか調査したほうが良いと思われ

る。 

 子どもの体力向上や市民のスポーツ実施率を

高めるためにもコミュニティスポーツ倶楽部の

設立は急務であると思うので、設立目標時期を

明記したほうが良いと思われる。 

 

コミュニティスポーツ倶楽部（総合型地域ス

ポーツクラブ）を市体育協会の内部組織として

位置づけ、令和２年度からクラブ運営が実施で

きるように、現在、市体育協会と協議を重ね準

備を進めている。その中で、まどかスポーツ教

室をスポーツ課の主催事業として位置づける

ことで、優先的に年間事業の調整を図るように

検討するとともに、まどかスポーツ教室のプロ

グラム内容についても、類似事業の整理も含め

徐々に見直しを図っていくよう、関係機関と協

議を行っていく。 

◇生涯スポーツの推進 

まどかスポーツ教室は、「誰でも」「身近で」「気

軽に」をコンセプトとしており、総合型地域スポ

ーツクラブの趣旨と合致していると思われる。

今後、総合型地域スポーツクラブを創設するに

あたっては、現在のまどかスポーツ教室の種類

が女性メインとなっているので、男性も参加し

やすい教室の開催について検討していく必要が

あると考える。 

ＭＡＤＯＫＡれくスポ祭の参加人数は前年度

に比べ増加しており、より多くの人が軽・ニュー

スポーツを体感することができたと思う。ただ

し、イベント時のみ行っても普及・推進にはつな

がらないため、軽・ニュースポーツを行っている

団体やサークル等に対して大会やイベントを定

期的に開催してもらうように市や体育協会が呼

びかけを行うなど、継続した普及活動が必要で

あると考える。 
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◇スポーツ活動団体の支援・連携 

中学校部活動への支援について、福岡県の「部

活動指導員配置事業」と本市のリーダーバンク

制度を活用した「部活動指導者派遣事業」との整

理が必要であるとのことだが、利用側の実態や

ニーズ等の調査を通して、民間等を活用した指

導者の確保等も含め、真に必要な事業として活

用できるものを創出すべきであると思われる。 

 

本市のリーダーバンク制度と県の部活動指導

員配置事業の大きな違いは、前者は技術指導の

みですが、後者は顧問として技術指導から試合

の引率等まで単独で行うことができる点にあり

ます。制度を利用する中学校の実態やニーズに

ついては、調査を行う必要があると考える。 

今後は市のリーダーバンク制度を県の事業の

一部として見直しを図ることができるのか、ま

た指導者の責任度合いが重くなることに対して

指導者の確保も難しくなることが考えられます

ので、市の事業として実施するべきかどうかを

関係機関との調整や費用対効果などを検証しな

がら民間活用も含めたところで、慎重に検討を

行う必要があると考える。 

 

◇スポーツ施設の整備・管理 

乙金多目的広場の利用者数は前年度に比べ増

加しているが、特定の利用者に偏っているよう

に見受けられ、市民の中には施設の存在を知ら

ない人もいるようである。今後は、もう少し施設

の有効活用を図る工夫や、幅広い人に利用して

もらうための広報活動が必要であると考える。 
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（４）学校運営協議会 

前回の点検・評価に対する意見 

（平野小学校・大野中学校） 
対応・取組の状況 

今回の点検・評価に対する意見 

（大城小学校・大野東中学校） 

◇市民に信頼される開かれた学校づくりについ

て 

（１）教育委員会職員が学校運営協議会の委員

として会議や行事に参加したことは、本校児童

の実態や学校の取組、学校運営協議会の状況を

知ってもらう上で、有意義であったと思う。さら

に、継続して同じ職員が同じ学校の委員になる

と、委員の理解が深まり、行政としての支援の方

策がみえやすいと思う。 

（２）学校運営協議会推進大会での実践発表は、

学校と地域連携の先進的な取組として参考にで

きる。 

（３）学力向上支援員の配置については、学力が

定着できていない子どもたちへの対応として評

価できる。さらに、勤務日数が拡大できることが

望ましい。 

（４）不登校総合支援予防プロジェクトにおい

て、ＳＳＷが学校を訪問し、不登校児童や保護者

と関わりをもつ体制づくりについては評価でき

る。さらに、ＳＳＷの特性を生かした不登校状況

の改善に向けた家庭や保護者への働きかけを学

校と連携してどうつくっていくかを検討する必

要がある。 

（５）「就学前から入学後までの学びの基礎づく

り手引き」の活用、改善のための会議は、保幼小

のスムーズな接続のために有意義であったと評

価できる。就学前の保護者向けパンフレット作

成も、保護者啓発のために是非進めてほしい。 

（６）地域も対象にした「いじめ防止リーフレッ

ト」の作成については、学校、家庭、地域が共通

 

 

（１）（９）各校の状況や取組には差があり、

各学校の特徴ともなっている。教育委員会とし

ては、広く現場の状況を見て把握することに努

めた。また、それを共有し、学校支援の充実に

つなげていく。 

 

 

（２）（10）学校運営協議会推進大会は、各校

の取組を紹介し、各校の取組の充実につなげる

重要な機会として、一層充実させていく。 

（３）学力向上支援員の取組は、各校で授業の

充実、子どもたちの支援につながっている。支

援員同士の交流等もすすめながら、さらに取組

が充実できるよう進める。 

（４）ＳＳＷも出席するサポートセンター会議

を、ほぼ毎週実施した。不登校をはじめとした

要支援の子どもとその家族、そして学校へのよ

り良い支援について検討し、学校、ＳＣ、関係

機関等が効果的に連携できるよう、ＳＳＷがコ

ーディネイトすると共に、相談活動、支援活動

に取り組んだ。 

（５）３歳児健診の際に配布する「こんにち

は！３歳児のお子さんとご家庭のみなさまへ」

を作成し、就学前の保護者に対する子育て支援

の充実を図った。 

 

（６）「いじめ防止リーフレット」は、今後各

学校運営協議会などを通じて、周知し、活用し

 

１．学校運営協議会推進大会の実践発表は、学校

と地域連携の取組として参考にはなるが、各学

校の先進的な取組を報告書形式にまとめ、学校

運営協議会の議題として、学校運営の改善に繋

げてはどうかと考える。 

 

２．大野城市スクールコミュニティは学校、家

庭、地域の三者が連携し、学校を中核としながら

地域をよりよくする方針であるが、二者連携は

良好であるが、三者の連携としては不十分なと

ころもあるので、今後改善すべき課題と考える。 

 

３．日本国民の一員として健全な社会生活を営

むために必要な規範意識を更に向上させるため

に、社会のルールを含めた道徳教育など自立心

を高める授業を強化すべきと思う。 

 

４．地域行事に参加・参画させ、評価を受けるこ

とにとり自己有用感の一層の向上を図る目的

で、校区内の自治会の年間行事を基本に、学校と

自治会（区）で協議し、ボランティアの仕事内容

や受け入れ人数など決め計画的に実施してい

る。地域貢献活動を通して規範意識を向上させ、

地域の一員としての自覚の醸成に繋がっており

今後も効果的に推進する必要があると思う。 

 

５．毎日校門で登校生徒に対する挨拶運動の励

行の成果として、学校内では部外者（地域の人な

ど）に対しても元気よく挨拶を交わすことがで
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の認識をもって、いじめ防止、早期発見、早期対

応にあたる上で価値がある。 

（７）教育サポートセンタにおける就学相談は、

困り感のある児童生徒、保護者対応の方策とし

て有意義である。 

（８）通級指導教室の指導の効果が児童生徒、保

護者に認識され、そのニーズは、年々高まってき

ている。入退級システムの改善により、今後も、

通級終了のゴールを適切に設定するとともに、

効果的な指導により、より多くの児童生徒に対

応していくシステムづくりが大切だと考える。 

（９）教育委員会職員が参画する取組において

は、行政からの視点からの意見を得ることがで

きる上で有意義であると考える。主に学校運営

協議会での会議の場での意見を得ることが中心

であったが、もっと学校の行事等に直接参画で

きるような仕組みを作ることが課題である。 

（10）学校運営協議会推進大会の取組では、大野

城市の代表的な取組の実践発表を聞くことがで

きる良い機会であることから、とても有意義な

取組であると考える。これからも、大野城市の各

地域が、どのように生徒を地域行事に参加、そし

て参画させているのかについて具体例を交流し

合う場がもてると、さらに学校運営協議会の取

組が広まるのではないかと思う。 

ていく。 

 

（７）サポートセンター会議を、ほぼ毎週開催

した。子どもたちの支援について検討してお

り、これからも継続していく。 

（８）児童生徒に対する個別の支援のニーズは

増加傾向にある。より多くの子どもたちにより

良い支援ができるよう、入退級システムの見直

しをはじめとした、通級指導全体の検証と改善

に取り組む。 

 

 

きている。市内全校での取り組みとして更に、充

実させてほしい。 

 

６．いじめ対策委員会並びに不登校対策委員会

の報告を学校運営協議会では重要議題の一つと

して毎回協議を重ねている。本校では迅速に適

切な対応がなされており安心できる状況であ

る。 

 

７．子どもの登下校時の安全確保については、

現在、保護者地区委員とＰＴＡ役員とボランテ

ィアが分担して登校時に危険箇所に立ち見守り

をしているが、組織的対応での見守りまでには

至っていない。見守りをしていると分かるよう

なベストや腕章を準備するとともに、地域の高

齢者を活用し地域の挨拶運動と関連させ、危機

意識を高めていく必要がある。ひいては、高齢

者にやさしいまちづくりにつながっていく。 

 

８．立ち止まり挨拶ができている。地域のため

にも喜ばしいこと。挨拶運動を充実させるため

に、教職員や地域の方が挨拶頑張りカードを子

どもたちに配付するなどの工夫をしている学校

もある。市内全校で取り組んでいると聞くの

で、市内全体で挨拶運動の気運を高めていくこ

とが必要である。 

 

 

 

 

◇創造的な学校教育の推進について 

（１）道徳科の公開授業を同一日、同時間帯に

全校一斉に行ったことは、道徳科の学習の大切

さを保護者、地域にアピールする点で効果的で

あると考える。 

（２）学力向上ロードマップの作成、活用につ

いては、年間を見通した学力向上策を講じる上

で評価できる。 

 

（１）心の教育を推進する本市として、より多

くの市民の方にご覧頂けるよう、道徳科の授業

公開に今度も取り組んでいく。 

 

（２）学力向上ロードマップは、作成後のＰＤ

ＣＡサイクルを確実に進め、改善していく。 
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（３）英語教育研修会の実施については、５，

６年生の外国語科、３，４年生の外国語活動導

入にあたって、有意義であると評価できる。 

（３）外国語科と外国語活動については、学校

現場で生かすことができる支援を進めた。 

◇不登校等への対応について 

（１）小中連携した不登校児童生徒の情報共有

及び早期対応については、今後も充実した取組

が望まれる。 

（２）中学生が被災地派遣研修に赴き、その成

果を発信したことは、将来の地域防災を担う一

員としてできることを協力していこうという立

場の自覚につながり、広がりが期待できるもの

と考える。 

 

（１）不登校対策は、教育サポートセンターと

学校との連携を密にとりながら、今後も進めて

いく。 

（２）被災地派遣研修は、平成30年度も研修生

の事前研修、そして事後研修も含めた充実を図

った。 

◇青少年のモラルの向上について 

（１）情報モラルに関する研修は、児童生徒と

ともに保護者に対しても行っていく必要があ

る。 

 

 

 

（２）道徳の教科化の理念に基づいた具体的な

授業づくりの研修を継続していくことが大切で

あると考える。 

（３）人権・同和教育の実践については、小中

連携による積み上げの継続により、児童生徒の

人権認識を涵養していくことが大切であると考

える。 

（４）歴史・文化遺産を活用した学習の推進に

ついては、地域の「ひと・もの・こと」を活用

した特色あるＣＶＴ学習が定着しており、ふる

さとを愛する心の育成につながっている。 

 

 

（１）情報モラルについては、インターネット

やＳＮＳを安全使うことができ、さまざまなト

ラブルに巻き込まれないスキルを高めること

ができるように、児童生徒はもとより、保護者

への啓発も進めた。 

 

（２）主管教諭の研修会を行い、評価のあり方

を中心に研修を行った。 

 

（３）人権同和教育の充実に向けて、各中学校

ブロック毎に、小中連携して取り組んだ。 

 

 

（４）心の教育フェスティバルを中心に、各校

における道徳科の授業実践も、充実を図ってい

る。 
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