
別紙 

 

取組の点検・評価票 

 

１ 具体的取組計画 

 

基本方針 １ 自分を愛し、人を愛し、郷土を愛する教育の推進 

 

愛の１ 人権教育の推進 

 

番号 主な取組  ①人権教育の推進 実施期間 点検・評価 

1 

取組項目 取組内容【数値目標等】 28 29 30 31 32 実績と成果 経費 課題 評価 

人権教育研修会の

開催 

【人権教育室】 

 各種団体、企業、学校関係者、保護者を

対象に人権教育を推進するための研修会

を開催する。 

・研修会開催件数 30回／年 

     人権教育推進委員会の開催回数  2回（H27:2回） 

地域住民対象研修会の開催回数 16回（H27:14回） 

             （193千円） 

講座の開催回数 41回（H27:42回） 

・幼・保・小・中・高等学校人権教育主任研修会 1回(H27:1回) 

・企業・事業所人権教育研修会         1回(H27:1回) 

・学校人権教育研修会                1回(H27:1回) 

・保護者対象人権教育研修会           15回(H27:15回) 

・地区別学校人権教育研修会           4回(H27:4回) 

・地区別及び職場等人権研修会         19回(H27:20回) 

             （346千円） 

人権教育総合推進教育事業（平成 30年度まで） 

・中学校 1校、小学校 6校 

             （743千円） 

●幅広く研修会を行うことにより、一人ひとりの人権意識の向上を

図ることができた。 

    千円 

 １，２８２ 

 

 各地区公民館との連携を

図り、推進委員の資質向上

と地域リーダーの育成に向

けて、研修内容を検討する

必要がある。 

 幅広い人権課題の解決に

向け、専門性の高い知識を

持った講師を招き研修を開

催する必要がある。 

 

 

Ａ 

 

番号 主な取組 ②相談・推進体制の充実 実施期間 点検・評価 

2 

取組項目 取組内容【数値目標等】 28  29 30 31 32 実績と成果 経費 課題 評価 

指導者の養成及び

資質向上のための

研修会開催 

【人権教育室】 

 人権教育を推進する立場にある者を対

象とした研修会を開催する。 

・研修会開催件数 ５回/年 

     運動団体の研修会や大会への参加 

・回数  8回(H27:8回) 

・人数 30人(H27:31人) 

●各種研修会への参加により、人権に係る課題を共有し、解決策

を探ることができた。 

    千円 

    ５５ 

 各運動団体の取組や方向性

を把握するための研修会や大

会への参加と、情報収集に努

めていく必要がある。 

 

Ｂ 

 

 



2 

 

愛の２ 生涯学習の推進 

 

番号 主な取組 ①普及啓発活動の推進 実施期間 点検・評価 

3 

取組項目 取組内容【数値目標等】 28 29 30 31 32 実績と成果 経費 課題 評価 

学習情報の提供 

【生涯・スポーツ】 

グループ・サークルを紹介する冊子等の

作成をするとともに、広報やないによる情

報提供を行う。 

     グループ・サークル紹介 

・冊子（市内の文教・スポーツ施設に設置） 

・ホームページ（随時更新） 

公民館教室の周知 

・広報やない（原則月 2回発行） 

・各公民館だより（原則月 1回発行） 

・ホームページ（随時更新） 

●各グループ・サークルの情報を集約し、情報提供することで、

利用者の利便性の向上を図ることができた。 

    千円 

１７ 

 地域の特色を生かした講座

の開催に努めているが、費用

等の条件に適う講師の確保に

課題がある。 

 各公民館を中心とした生涯

学習ネットワークの強化及び

公民館主事の人材育成に努め

る必要がある。 

 

Ｂ 

 

番号 主な取組 
②学習活動の多面的支援と相談体制の充

実 
実施期間 点検・評価 

4 

取組項目 取組内容【数値目標等】 28 29 30 31 32 実績と成果 経費 課題 評価 

しらかべ学遊館と

の連携 

【生涯・スポーツ】 

各小中学校及びしらかべネット等の関

係機関との連携を図り、学習活動等の体制

の充実に努める。 

     社会教育指導員 3人（4,205千円） 

・文化財担当 

・子ども会連合会担当 

・放課後子ども教室担当 

青少年相談員 1人（1,402千円） 

・企画展示 7回 

・老人（光齢者志民）大学 実施回数 9回 登録者数 76人 

●担当職員の専門性を生かし、自主事業や関係機関との連携を図

ることができた。 

    千円 

 ５，６０７ 

 

 経験の豊かな人材を確保す

る必要がある。 

 

 

 

Ｂ 

蔵書の充実 

【図書館】 

柳井図書館における生涯学習向けの図書

と大畠図書館での児童図書の充実を図る。 

 

 

 

    図書購入状況 

柳井図書館 2,398千円 1,368冊(Ｈ27：2,604千円 1,297冊) 

大畠図書館  945千円  637冊(Ｈ27：  687千円   502冊) 

●ある程度利用者のニーズに合った図書を購入することができ

た。 

    千円 

 ３，３４３ 

図書館が手狭なため、利用

者ニーズに合った蔵書などを

十分に確保できないことが課

題である。 

 

Ｂ 

 

レファレンス・サー

ビスの充実 

【図書館】 

学習活動の手助けとなるレファレンス・サ

ービス（利用者の問い合わせに応じ、図書の

照会や検索を行う業務）の充実に努める。 

      平成２８年度のレファレンスの受付件数は、柳井図書館が年間

９件ほどで、例年並みの受付件数であった。 

●レファレンス・サービスの活用が、市民に徐々に認知されてき

た。 

   千円 

― 

 

専門的な問い合わせにも対

応できるよう職員の資質向上

に努める必要がある。 

 

 

Ｂ 

 

高齢者向け資料の

充実 

【図書館】 

大活字本、録音図書などの導入を図り、高

齢者の利用向上に努める。 

      大活字本のセットを購入しているが、利用や要望は少なかっ

た。 

   千円 

― 

大活字本の利用向上のため

に、高齢者が利用しやすい場

所にコーナーを設置するとと

もに、ルーペ等の補助器具の

導入も図る必要がある。 

 

Ｃ 

 

0 



3 

 

番号 主な取組 ③人材・組織の育成 実施期間 点検・評価 

5 

取組項目 取組内容【数値目標等】 28 29 30 31 32 実績と成果 経費 課題 評価 

各種研修会への参

加 

【生涯・スポーツ】 

社会教育主事、公民館主事などが県主催

の研修会へ積極的に参加し、資質・能力の

向上に努める。 

     研修会 

・山口県公民館職員研修会 2回 

・派遣主事研修 11回 

●各種研修会に参加することで、主事の役割について造詣を深め

ることができた。 

    千円 

５２ 

 

より多くの研修機会を得て

研さんを重ねる必要がある。 

 

Ｂ 

公民館職員の研修

会等への参加 

【生涯・スポーツ】 

公民館職員の地域づくり・人づくりに係

る資質を向上させるため、県主催の研修会

に参加する。 

     研修会 

・全国公民館研究集会 1回（中国・四国地区公民館研究集会と

同時開催） 

・中国・四国地区公民館研究集会 1回 

・山口県公民館連合会研修会 2回 

●他地域の公民館関係者との交流により、それぞれの公民館の課

題などの情報を共有することができた。 

    千円 

２０ 

 

 

より多くの研修機会を得て

交流を深める必要がある。 

 

 

 

Ｂ 

公民館各種教室・

講座の開催 

【生涯・スポーツ】 

生涯学習の拠点である公民館等を活用

し、必要な学びの場を提供するとともに、

組織を育成するための各種教室・講座を開

催する。 

・対象：中央及び各地区 10公民館 

     ・中央公民館教室講座 開催数  6講座(H27:7講座) 

・地区公民館 9館講座 開催数 103講座(H27:103講座) 

固定受講者も多く、また新規受講者の参加も見られ好評であっ

た。 

●特色ある講座の開催により、公民館が生涯学習の拠点として再

認識された。 

    千円 

   ４０４    

地域の特色を生かした講座

の開催に努めているが、費用

等の条件に適う講師の確保に

課題がある。 

 市民の参加意欲の向上につ

ながる内容とする必要があ

る。 

 

Ｂ 

 

 

番号 主な取組 ④学習成果発表会の充実 実施期間 点検・評価 

6 

取組項目 取組内容【数値目標等】 28 29 30 31 32 実績と成果 経費 課題 評価 

公民館まつり等の

開催 

【生涯・スポーツ】 

公民館の利用団体・自主グル－プ等の活

動の成果を発表する場を提供するために、

各地区で公民館まつり等を開催する。 

     各地区公民館まつり 

・中央公民館まつり     3月 4日（土）～3月 5日（日） 

・日積ふるさとまつり   12月 11日（日） 

・伊陸公民館まつり    11月 27日（日） 

・新庄ふれあいまつり   11月 12日（土） 

・余田まつり        4月 3日（日） 

・伊保庄公民館まつり   11月 13日（日） 

・阿月ふれあいまつり   11月 13日（日） 

・平郡東地区文化祭    11月 5日（土） 

・平郡西ふれあいの集い  11月 3日（祝） 

・大畠公民館まつり（図書館まつり同時開催） 

             11月 3日（祝）～11月 6日（日） 

●地元の積極的な企画運営により、発表が増え、盛り上がりが感

じられた。 

    千円 

１００ 

 

 

 

 

地域の特色を生した企画運

営により、より多くの市民の

参加を促進する必要がある。 

特に、子どもの参加を促す

内容の充実を図る必要があ

る。 

 

Ｂ 

 



4 

 

番号 主な取組 ⑤生涯学習推進体制の整備充実 実施期間 点検・評価 

7 

取組項目 取組内容【数値目標等】 28 29 30 31 32 実績と成果 経費 課題 評価 

講演会の実施 

【生涯・スポーツ】 

山口県立大学等と連携して、サテライト

カレッジを実施するとともに、社会教育施

設の有効活用を促進する。 

     サテライトカレッジ「生活習慣病を予防するための食生活・運

動」 

（柳井市共催） 3回合計 84人（Ｈ27：91人） 

・6月 25日 自分の食生活を見直して生活習慣病を予防しよう 

・7月 9日 健康食品との正しいつきあい方 

・7月 23日 頑張らない運動でロコモ（運動器の障害により、要

介護になるリスクが高まること。）を予防しましょう。 

●講演会の内容が幅広いものとなり、参加者の生涯学習意欲の伸

長につながった。 

    千円 

─ 

(県立大学負担) 

講師の専門分野と参加者の

要望が一致するよう努力する

必要がある。 

 

Ａ 

公民館の建設 

【生涯・スポーツ】 

老朽化した新庄公民館、余田公民館及び

平郡東公民館の建替えを行う。 

     公民館の建替え 

・新庄公民館（176,570千円） 平成 29年 3月供用開始 

・余田公民館（35,147千円） 平成 29年 9月供用開始 

・平郡東公民館（12,868千円） 平成 29年 9月供用開始 

●地域住民と行政が協議を重ね、要望を取り入れながら設計・建

設を行ったことで、地域拠点としての位置づけが高まった。 

    千円 

２２４，５８５ 

老朽化に伴う施設整備を計

画的に行う必要がある。 

 

 

Ａ 

 

公民館の管理運営 

【生涯・スポーツ】 

公民館の管理運営をソフト・ハードの両

面から行う。 

・公民館運営審議会の開催 10回/年 

・公民館連絡協議会の開催   1回/年 

・施設の運営・維持管理 

     公民館運営審議会 開催数 10回  (中央 1回、各館×各１回)   

公民館連絡協議会 開催数 １回 

公民館長 

・各公民館 1人配置 

公民館主事 

・中央公民館、大畠公民館を除く各公民館 1人配置 

・大畠公民館 4人配置 

公民館修繕等 9件 

公民館利用者総数 

・中央公民館  3,233件 57,542人(H27:3,096件 59,037人) 

・日積公民館   161件  2,119人(H27:  161件  2,237人) 

・伊陸公民館   468件  5,191人(H27:  470件  4,960人) 

・新庄公民館   297件  3,434人(H27:  474件  5,728人) 

・余田公民館   359件  5,190人(H27:  429件  4,751人) 

・伊保庄公民館  222件  2,023人(H27:  203件  2,013人) 

・阿月公民館   260件  4,073人(H27:  268件  2,584人) 

・平郡東公民館   46件   578人(H27:   81件    936人) 

・平郡西公民館   54件  1,325人(H27:   47件  1,270人) 

・大畠公民館   882件 10,722人(H27:  883件  9,738人) 

●運営審議会や公民館主事の活用により、公民館の利用促進が図

られた。 

    千円 

１３，８７４ 

出張所併任職員の公民館事

業への関わりをより強めるこ

とで、公民館事業の充実を図

る必要がある。 

老朽化に伴う施設の管理を

計画的に行う必要がある。 

 

 

Ｂ 

社会教育（生涯学

習）施設の活用及

星の見える丘工房及び柳井文化福祉会

館の有効活用と運営管理を行う。 

     星の見える丘工房 

・使用状況    155件 1,683人（H27 153件 1,949人） 

千円 

   ７６８ 

 特定の団体のみならず、よ

り多くの市民が利用できる事

 

Ｂ 



5 

 

び運営・管理 

【生涯・スポーツ】 

・天体観測会の実施 7回/年 

・行事、イベントの実施 

・施設の運営・維持管理 

・自主グループ数 2団体（陶芸グループ、竹細工グループ） 

・主な主催行事  天体観測会 5回 参加者 104人 

文化福祉会館（指定管理者管理運営） 

・自主事業  59件 参加者数 1,420人（Ｈ27：49件 382人） 

●天体観測会では、観測だけではなく講座も行い、行事内容の充

実が図られた。 

 業を実施する必要がある。 

 自主事業では、利用者のニ

ーズを把握し実施するよう、

指定管理者に求める必要があ

る。 

 

愛の３ 青少年の健全育成 

 

番号 主な取組 ①青少年育成センターの充実 実施期間 点検・評価 

8 

取組項目 取組内容【数値目標等】 28 29 30 31 32 実績と成果 経費 課題 評価 

街頭補導の実施 

【生涯・スポーツ】 

少年補導員による非行防止、あいさつ運

動を推進しながら実施（昼・夜）する。 

・街頭補導 60回／年 

     街頭補導 

・少年補導員 92人(H27:93人)  巡視回数 60回(H27:50回) 

青少年健全育成市民会議常任委員会 1回 

青少年問題協議会 1回 

●少年補導員の協力により街頭補導を行い、あいさつ運動と非行

防止の推進が図られた。 

    千円 

   ３３４ 

    

 少年補導員の専門性の向上

と併せ、警察署とも連携し、

青少年の実態の把握に努める

必要がある。 

 

 

Ｂ 

 

番号 主な取組 ②青少年を取り巻く環境の整備 実施期間 点検・評価 

9 

取組項目 取組内容【数値目標等】 28 29 30 31 32 実績と成果 経費 課題 評価 

中・高生徒指導連

絡協議会への参加 

【生涯・スポーツ】 

青少年に関わる各種団体・関係機関及び

学校との連携を図る協議会へ参加する。 

・年３回 

     中高生徒指導連絡協議会（年 3回開催） 

●各学校の抱える問題について、情報の共有や課題への対処につ

いて検討が図られた。 

    千円 

― 

 学校関係者と更なる連携を

図っていく必要がある。 

 

 

Ｂ 

成人祝賀式の開催 

【生涯・スポーツ】 

新成人のスタッフを公募し、自主運営に

よる成人祝賀式を開催する。 

・出席率 80％以上 

     ・開催日時 平成 29年 1月 7日 11：00～ 

・会 場  柳井クルーズホテル 

・出席者  251人 出席率 77％ (H27:200人 出席率 64.5％) 

・新成人スタッフ会議 7回実施 

●新成人スタッフの協力を得ることで、新成人による手づくりの

成人式とすることができた。 

    千円 

   ５３９ 

 公募スタッフの確保と開催

日程の調整が課題である。 

 

 

Ｂ 

 

愛の４ 芸術・文化の振興 

 

番号 主な取組 ①文化にふれあう機会の充実 実施期間 点検・評価 

10 

取組項目 取組内容【数値目標等】 28 29 30 31 32 実績と成果 経費 課題 評価 

美術展覧会及び 

生活芸術展覧会の

開催 

【生涯・スポーツ】 

市民文化の向上と、美術及び生活芸術の

普及・振興を図るため、柳井市美術展覧会、

柳井市生活芸術展等を開催する。 

・年間各１回開催 

     ・短詩型文学祭開催（94千円） 

  6月 23日優秀作品発表 

  俳句部門（投稿数）  98句（Ｈ27：694句） 

  短歌部門（投稿数）  59首（Ｈ27：452首） 

  詩部門 （投稿数）   10編（Ｈ27：132編） 

・第 50回市生活芸術展覧会開催（135千円） 

    千円 

  ４４０ 

    

より多くの市民からの投

稿、出品を促進する必要があ

る。 

 

Ｂ 



6 

 

  11月 1日（火）～11月 3日（木） 

  市内の６グループの作品を一堂に展示、観賞する事業 

  入場者数 400人（Ｈ27：350人） 

・第 52回市美術展覧会開催（180千円） 

  11月 12日（土）～11月 16日（水） 

  出品作品 177点(H27:188点)  出品者 150人(H27:161人) 

・子どものひろば（大畠公民館芸術文化振興事業）（31千円） 

  11月 5日（土） 

  公民館まつり内で実施 

●文学祭は、全国公募から県内募集に変更。また対象者を 18歳以

上に絞ったため県内応募が増加するなど、行事内容の見直しの必

要性が確認できた。 

貸館事業の充実 

【サンビーム】 

貸館件数の増加に努める。 

・貸館件数 30回/年 

     ホール使用の貸館件数 

年間 76件 総使用日数 76日（Ｈ27：78件 78日） 

●貸館事業としてのリピーターは確保できた。 

    千円 

２６，６７３ 

（人件費除く） 

 貸館件数が増えるよう、会

館の音響の良さも含めＰＲに

努める必要がある。 

 

Ｂ 

 

番号 主な取組 ②自主的な芸術・文化活動の促進 実施期間 点検・評価 

11 

取組項目 取組内容【数値目標等】 28 29 30 31 32 実績と成果 経費 課題 評価 

柳井文化連盟の機

能強化 

【生涯・スポーツ】 

柳井文化連盟を中心とした文化芸術団

体等の組織強化を図り、文化芸術の普及・

振興を図る。 

・理事会及び常任理事会等の開催 

     文化連盟表彰 個人 3人 (Ｈ27 ： 団体 2団体  個人 2人) 

文化行事後援 6件 （Ｈ27：5件） 

理事会 1回 （Ｈ27：1回） 

常任理事会 2回 （Ｈ27：2回） 

相互交流 

・文化交流会（山口県文化連盟主催） 

・企業等による助成制度の活用 

・講演会及び交流会 

●理事会や交流会により、芸術文化を担う人材の相互交流が広が

った。 

    千円 

─ 

(文化連盟負担) 

 

連盟と市の相互連携を図る

必要がある。 

また、高齢化に伴い団体活

動の停滞が予測され、活性化

策を検討する必要がある。 

 

Ｂ 

自主文化事業の開

催 

【サンビーム】 

サザンセト音楽祭を継続して開催してい

く。 

・開催回数 2回/年 

・開館３０周年記念行事を開催する。 

     サザンセト音楽祭・洋楽の部 11月 6日（観客約 600人） 

          （Ｈ27：11月 8日（観客約 520人） 

   〃      ・邦楽の部 1月 22日（観客約 300人） 

           （Ｈ27：1月 17日（観客約 330人） 

サンビームやない開館 30周年記念行事  

 ＮＨＫ公開収録  5月 21,22日 

「山口・柳井発！うた自慢」（観客約 900人） 

サザンセト音楽祭への入場者数については、出演者自らの熱心

な取組により観客数を増やすことができた。また、30周年記念行

事は、参加者も多く盛況だった。 

●入場者数増の対策として、メディアによるＰＲのみでなく、出

演関係者等による主体的な取組の必要性が再認識できた。 

    千円 

８８７ 

サザンセト音楽祭では、観

客を増やす対策を継続して実

施する必要がある 

 

Ｂ 
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番号 主な取組 ③文化施設の適正な管理運営 実施期間 点検・評価 

12 

取組項目 取組内容【数値目標等】 28 29 30 31 32 実績と成果 経費 課題 評価 

施設の適正な管理

運営 

【生涯・スポーツ】 

指定管理者による柳井市文化福祉会館

及び勤労青少年ホ－ム等の適正な管理運

営と利用促進を図る。 

     指定管理の状況 

・指定管理料 8,100千円 

・利用人数 

  文化福祉会館 2,029件 43,729人  (H27:1,897件 41,289人) 

  中央公民館  1,204件 13,813人  (H27:1,199件 17,748人) 

  勤労青少年ホーム 1,079件 14,319人(H27:1,108件 16,307人) 

●施設に則した維持管理をされており良好な運営がなされた。 

    千円 

 ８，１００ 

  

 

自主事業の積極的展開など

更なる利用促進の工夫を求め

る必要がある。 

 

Ｂ 

施設の維持管理 

【サンビーム】 

必要最低限の施設修繕を実施する。       平成２８年度は、開館以来使用しているソファを一部更新した。 

●施設の維持管理に係る必要最低限の修繕は図られた。 

千円 

４９８ 

開館から３１年目となり、

施設の老朽化が目立ち、長寿

命化の検討を行う必要があ

る。 

 

Ｃ 

 

愛の５ スポーツ・レクリエーション活動の振興 

 

番号 主な取組 ①生涯スポーツの推進 実施期間 点検・評価 

13 

取組項目 取組内容【数値目標等】 28 29 30 31 32 実績と成果 経費 課題 評価 

スポーツ活動への

参加促進 

【生涯・スポーツ】 

 参加機会の充実、障害者スポーツの推

進、健康増進及び安全確保の推進を図り、

スポーツ活動への積極的参加に向けた普

及啓発を行う。 

・市民スポーツレクリエーションのつどい

の実施 １回/年 

・市主催大会への参加促進 延べ 5,000人 

 

     市民スポーツレクリエーションのつどい 10月 10日（祝） 

 ・参加者 3,890人(H27:1,880人) 

市民駅伝競走大会  12月 11日（日） 

 ・参加者 99チーム 663人(H27:82チーム 434人) 

短縮マラソン大会   1月 9日（祝） 

 ・参加者 12部門 486人(H27:12部門 405人) 

健康ハイキング 2月 11日（祝） 

 ・参加者 約 600人(H27:730人) 

 スポーツレクリエーションのつどいでは、ニュースポーツの紹

介・体験を行った。 

●全体を通して、前年よりも多くの参加者があり、市民の健康づ

くりの動機付けが図られた。 

    千円 

   ７６６ 

    

健康増進や生きがいづくり

などのイベントを通じて、日

常的なスポーツ活動を促進し

ていく必要がある。 

 

Ｂ 

 

 

番号 主な取組 ②競技力の向上 実施期間 点検・評価 

14 

取組項目 取組内容【数値目標等】 28 29 30 31 32 実績と成果 経費 課題 評価 

スポーツに関する

競技水準の向上推

進 

【生涯・スポーツ】 

スポーツ教室や講習会、指導者の資質向

上のための研修会などの開催と、各種団体

との協働により、優れた資質を持つ選手の

発掘・強化に努める。 

・市体育協会が実施する「スポーツ活性化

支援事業」への財政支援  

・全国大会出場者数（団体含む。） 

     各団体への補助金交付 

  柳井市体育協会補助金         2,020千円 

  西日本卓球選手権大会補助金        950千円 

  地区スポーツ振興補助金         202千円 

  スポーツ少年団関係補助金        172千円 

  レクリエーション協会補助金        30千円 

  ビジコムカップ野球大会補助金      300千円 

    千円 

 ５，０４１ 

  

トップアスリートや上級指

導者の招へいなどにより、高

い水準を見据えた競技力の向

上を図る必要がある。 

 

Ｂ 
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延べ 120人／年   プラチナ卓球大会補助金         800千円 

全国大会出場者への激励金の交付 

   189人（団体含む。）           567千円 

●各種団体の運営・大会出場等への助成を行い、スポーツの振興

に寄与できた。 

 

番号 主な取組 ③人材の育成 実施期間 点検・評価 

15 

取組項目 取組内容【数値目標等】 28 29 30 31 32 実績と成果 経費 課題 評価 

スポーツを通じた

青少年の健全育成

及びスポーツ指導

者等の育成、活用

及び連携 

【生涯・スポーツ】 

スポーツ少年団活動等により、青少年の

健全育成を図るとともに、市民が、「支え

る」楽しみを持って、気軽にスポーツに取

り組めるよう多様な人材の育成に努める。 

・スポーツ少年団登録割合の向上 40％ 

・スポーツ少年団指導者研修会等への参加

促進 

     スポーツ少年団の登録状況 

・団体  29団体(H27:28団体) 

・団員  494人 (H27:487人) 

・指導者 132人 (H27:132人) 

・登録割合  31.8％ (H27:31.0％) 

スポーツ少年団本部の主な活動状況 

・体力テスト 5月 21日(土) 6団体 92人 

・柳井地域指導者・育成母集団研修会 11月 5日(土) 68人 

・親子交歓会 1月 22日(日） （悪天候により中止） 

県体出場 14団体 213人 

●スポーツ少年団幹事会と協力して各団体の PRチラシを作成し、

全小学生への配付を行うことで、より詳しく活動状況等を周知す

ることができた。 

    千円 

   ３３６ 

    

 

 

 

 

 

少子化による団員の減少が

続くことから、より積極的な

加入促進活動が必要である。 

 

 

Ｂ 

 

番号 主な取組 ④スポーツによる地域活性化 実施期間 点検・評価 

16 

取組項目 取組内容【数値目標等】 28 29 30 31 32 実績と成果 経費 課題 評価 

地域交流及び情報

発信の推進 

【生涯・スポーツ】 

 スポーツイベントへの幅広い参加を促

し、地域の交流を活発化させるとともに、

スポーツを通じて地域の魅力を発信する

ことにより、地域活性化を図る。 

・スポーツ交流事業への助成 

・スポーツ推進審議会の開催 年 1回 

     スポーツ合宿実施団体支援内容の検討 

・柳井市スポーツ推進審議会の開催  １回  

サザンセト・ロングライド inやまぐち開催支援 

・ボランティア参加者数 13人（体育協会及びスポーツ推進委

員） 

●ボランティアの協力により、円滑な行事運営ができた。 

    千円 

３６ 

 

スポーツ合宿の誘致に効果

的な支援策を検討する必要が

ある。 

 

Ｂ 

 

番号 主な取組 ⑤スポーツの場の充実及び施策の推進 実施期間 点検・評価 

17 

取組項目 取組内容【数値目標等】 28 29 30 31 32 実績と成果 経費 課題 評価 

施設の整備及び利

用の促進 

【生涯・スポーツ】 

 施設及び設備の充実と施設の利用促進

に取り組む。 

・体育施設の年間利用者数 450,000人 

     施設の使用(利用)状況等 

・市体育館（指定管理） 2,645件 95,570人(H27:104,153人) 

                                     (12,030千円) 

・ウェルネスパーク（指定管理） 91,387人(H27:95,119人) 

                       (52,978千円) 

  テニスコート  2,133件 16,516人(H27:2,104件 15,331人) 

  アクアヒルやない        71,365人(H27:        69,445人) 

    千円 

１２７，７３１ 

 

 

 

 

 

開催する教室の内容の充

実など、更なる利用促進の

ための工夫が必要である。 

また、利用者の安全を確

保するため、日常の設備、

器具等の点検に努めるとと

もに、老朽化した施設や設

 

Ｂ 
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  多目的広場     276件 11,506人(H27:  306件 10,343人) 

・武道館等（指定管理）       74,503人(H27:66,972人) 

                       (18,787千円) 

  武道館     1,031件 20,559人(H27: 855件 19,915人) 

  南浜グラウンド  1,321件 31,933人(H27:1,141件 28,124人) 

  南浜テニスコート  662件 10,807人(H27: 441件 7,007人) 

  小田浜グラウンド  299件 11,204人(H27: 260件 11,926人) 

・市民球場（指定管理） 125件 33,436人(H27:89件 32,036人) 

                       (11,508千円) 

・弓道場       546件 12,995人(H27:  557件 10,271人) 

・大畠グラウンド   600件 13,845人(H27:  573件 15,331人) 

・伊陸地区体育館   772件 13,617人(H27:  776件 14,347人) 

・阿月地区体育館   100件  3,377人(H27:   97件 3,861人) 

・神代地区体育館   380件  4,915人(H27:  309件 5,486人) 

・遠崎地区体育館   450件  8,975人(H27:  438件 7,813人) 

・学校体育施設開放 4,030件 62,692人(H27:3,694件 53,619人) 

       年間利用者数の総計 423,312人(H27:409,008人) 

●施設に則した維持管理により良好な運営がなされた。 

 備の更新を計画的に行う必

要がある。 

 

スポーツに関する

功績者（個人・団

体）の顕彰 

【生涯・スポーツ】 

スポーツに対する関心と意欲を高める

ため、功績を挙げた方を顕彰する。 

     柳井市表彰規則及び柳井市教育委員会選奨規則に基づき、顕彰を

行った。 

・教育功労者表彰 1人（卓球競技）（Ｈ27：0人） 

●競技の振興、発展に貢献された方を表彰することができた。 

    千円 

    １１ 

 

顕彰漏れが無いよう、常

に功績等についての情報収

集に努める必要がある。 

 

 

Ｂ 

弓道場の建設 

【生涯・スポーツ】 

老朽化した弓道場の建替えを推進する。 

・平成 28年度 地質調査、基本設計等 

     既存施設の大規模改修も含め現地建替えや柳井商業高校跡地への

建設など、多様な角度から検討を行った。 

 

    千円 

   ２０５ 

 

新たな施設の供用開始ま

で、現施設における安全な

利用環境の確保が必要であ

る。 

 

Ｂ 

 

愛の６ 歴史・伝統の継承と保護 

 

番号 主な取組 ①歴史的文化遺産の保存と活用 実施期間 点検・評価 

18 

取組項目 取組内容【数値目標等】 28 29 30 31 32 実績と成果 経費 課題 評価 

文化遺産の保全と

活用 

【文化財室】 

文化遺産の保全のため、補助金の交付や

専門家による技術的支援を行う。また、説

明看板の設置、説明員の派遣を行う。 

     柳井市文化財指定 1件（妙円寺の表門） 

指定文化財保存修理補助金交付 1件（清狂草堂）5,000千円 

●必要な修復により、文化遺産の保全が図られた。 

    千円 

 ７，２９７ 

 

文化財保護の必要性につ

いて更なる啓発活動を行う

必要がある。 

 

Ｂ 

伝統的建造物群保

存地区の保存事業 

【文化財室】 

伝統的建造物群保存地区内の建物等の

修理、修景を行う。 

・平成 28年度 修理 2件 

     保存修理補助金交付（2棟）13,675千円 

緊急修理補助金交付（1棟）100千円 

倒壊による特定解除 1件 

●地元住民の理解と協力を得て良好な保存整備が図られた。 

    千円 

１４，０１５ 

保存計画に沿い、地元住

民の理解と協力を得ながら

伝建地区の保存を行う必要

がある。 

 県補助の廃止に伴い財源

の確保が課題である。 

 

Ｂ 
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歴史・伝統関連施

設の活用 

【文化財室】 

しらかべ学遊館、茶臼山古墳、町並み資

料館、大畠郷土民俗資料館、月性展示館、

「むろやの園」等の利用促進に取り組む。 

     各施設入館状況（平成 28年度） 

・しらかべ学遊館 入館者数 12,299人(H27:12,423人)1,383千円 

・茶臼山古墳     総入場者数 6,355人(H27:6,744人)7,366千円 

・町並み資料館   入館者数 21,115人(H27:21,645人)3,824千円 

・大畠郷土民俗資料館 入館者数 48人(H27:170人)     55千円 

・月性展示館   入館者数 1,218人(H27:1,586人)    2,432千円 

 （指定管理者管理運営） 

●各施設とも良好な管理が行われ、また特色を生かした展示も行

われたことにより、歴史や伝統の保存と紹介ができた。 

    千円 

１５，０６０ 

入館者数の増加を図るた

め、ＰＲと情報発信に努め

る必要がある。 

民俗資料の保存や展示を

充実し、郷土の民俗文化に

ついて情報発信を活発に行

うとともに、児童生徒の歴

史学習などの場として活用

を図る必要がある。 

 

Ｂ 

埋蔵文化財保存調

査事業の実施 

【文化財室】 

国営ほ場整備事業等の実施に併せて埋

蔵文化財の試掘調査、発掘調査等を行う。 

・発掘調査の実施：H28 伊保庄地区 

     国営緊急農地再編整備事業等に伴う埋蔵文化財試掘調査及び発掘

調査 

・発掘調査 伊保庄地区「明力遺跡」 17,837千円 

・発掘調査取りまとめ 日積地区「南大原遺跡・鳥屋尾遺跡」 

                  2,493千円 

新庄地区「岩政信比古屋敷跡」        1,911千円 

未指定文化財移転保存事業（天津橋）  4,104千円 

●岩政信比古屋敷跡では、建物の遺構や生活上の遺物が検出さ

れ、研究資料の収集ができた。また、天津橋を市民球場近くへ移

転したことで、より多くの市民の目に触れるようになり、文化財

保護の状況を周知することができた。 

    千円 

２７，８０９ 

 国営ほ場整備に加え、県

営ほ場整備への対応が加わ

る可能性があり、専門職確

保が課題である。 

 

Ａ 

 

番号 主な取組 ②伝統文化・芸能の保存・継承 実施期間 点検・評価 

19 

取組項目 取組内容【数値目標等】 28 29 30 31 32 実績と成果 経費 課題 評価 

活動の支援と後継

者の育成 

【生涯・スポーツ】 

メセナ（企業等による助成制度）を紹介

する。 

     市の財源に限りがあるため、メセナの募集案内を文化連盟その

他該当団体へ周知した。 

 

    千円 

― 

 制度の周知に努め、活用

を促進する必要がある。 

 

Ｂ 

 

 

愛の７ 郷土教材の開発と地域人材による郷土学習 

 

番号 主な取組 
①地域の文化財や歴史的事象を生かした

教材開発 
実施期間 点検・評価 

20 

取組項目 取組内容【数値目標等】 28 29 30 31 32 実績と成果 経費 課題 評価 

地域の文化財や歴

史的事象を生かし

た教材開発 

【学校教育課】 

授業の中で活用できるよう、「柳井市の

偉人伝（仮）」の作成や小学校社会科副教材

「ふるさと柳井」の改訂を行う。 

・「ふるさと柳井」改訂 平成 28年度 

・「柳井市の偉人伝(仮)｣作成 平成 28年度 

     「ふるさと柳井」改訂版を作成し、市内全校に配付した。 

●小学校社会科では「ふるさと柳井」を副教材に使用し、地域の

歴史や文化について学習を進めることができた。 

千円 

２，２６８ 

それぞれの教材を効果的

に使用した授業の工夫が必

要である。 

 

Ｂ 

地域の文化財や歴

史的事象を生かし

た教材開発 

各学校で地域の特性を生かした教材を

開発する。 

・平成 32年度までに１事例/各校 

     長溝、白壁の町並み、茶臼山古墳等、それぞれの学校におい

て、地域の文化財を生かした教育活動が定着している。 

（例：しらかべ宣伝隊 柳井小３年、 茶臼山古墳 柳井小６

    千円 

― 

校区内に文化財がある学

校は取り組みやすいため、

学校によって取組に差があ

 

Ｂ 
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【学校教育課】 年、長溝をつくった人 新庄小４年など） 

●地域理解が深まり、それが地域肯定感へとつながってきた。 

ることが課題である。 

文化財等の利活用 

【文化財室】 

文化財看板の設置、文化財の指定、説明

員の派遣、民俗資料の整理・貸出等を行う。

（学校教育課への情報提供） 

     発掘調査現地説明会開催（明力遺跡・岩政信比古屋敷跡）2回 

天津橋移転復元に伴う現地説明会開催 1件 

            見学者数計 170人 

民俗資料貸出 3件(小学校 3件) 

●それぞれの遺跡について、見学者に説明を行い、好評を得た。 

千円 

２２ 

 老朽化した説明看板の計

画的な取替え・修繕が必要

である。 

 

Ｂ 

 

番号 主な取組 
②生きた歴史を学ぶための、ゲストティー

チャーによる授業の実施 
実施期間 点検・評価 

21 

取組項目 取組内容【数値目標等】 28 29 30 31 32 実績と成果 経費 課題 評価 

ゲストティーチャ

ーによる授業 

【学校教育課】 

社会科や総合的な学習の時間を中心に、

地域の方をゲストティーチャーとして、地

域の歴史について学ぶ授業を実施する。 

・授業実施回数 １回／年 

     各学校の教育課程にゲストティーチャーによる授業を位置づけ

て計画的に実施している。 

●地域の歴史、戦争にまつわる話等、児童はゲストティーチャー

との授業を通して、多様な学びを獲得した。 

（小学校 14回、中学校 0回） 

    千円 

    １０ 

継続した取組とゲストテ

ィーチャーの拡充を図る必

要がある。 

中学校でも取り組む必要

がある。 

 

Ｂ 

指導員等の派遣 

【文化財室】 

文化財指導員等専門家の派遣や郷土史

家等の紹介を行う。（学校教育課への情報

提供） 

     茶臼山古墳現地説明 5件 

しらかべ学遊館展示物説明（随時） 

●見学団体の年齢、知識等を考慮した説明に努め、概ね好評を得

た。 

    千円 

― 

知識・経験が豊かな人材

を確保する必要がある。 

 

 

Ｂ 

 

基本方針 ２ 夢をはぐくむスクール・コミュニティづくりの推進 

 

夢の１ 学校運営協議会の機能の強化 

 

番号 主な取組 

①スクール・コミュニティセンターを中心

とした、学校運営協議会の活性化に向けた

支援と情報発信 

実施期間 点検・評価 

22 

取組項目 取組内容【数値目標等】 28 29 30 31 32 実績と成果 経費 課題 評価 

スクール・コミュ

ニティだよりの発

行 

【学校教育課】 

学校運営協議会や学校支援ボランティ

ア、地域協育ネットの取組を紹介したスク

ール・コミュニティだよりを発行する。 

・スクール・コミュニティだよりの発行 

３回/年 

     特色ある取組を取り上げ、広く学校・地域に広報した。 

（回数 6回） 

●スクール・コミュニティへの理解を深める一助となった。 

     千円 

     １０ 

地域協育ネットの取組レ

ベルの向上を図る必要があ

る。 

 

Ｂ 

学校運営協議会へ

の支援 

【学校教育課】 

山口 CSコンダクターと柳井市スクール・

コミュニティ総合コーディネーターがア

ドバイザーとして学校運営協議会に参加

する。 

・学校運営協議会への参加 全ての学校運

営協議会/年 

     山口 CSコンダクターと柳井市スクール・コミュニティ総合コー

ディネーターがアドバイザーとして、各学校の学校運営協議会に

参加し、市教委の施策を広めるとともに、それを生かした学校運

営につながるようアドバイスした。（回数 45回） 

●各校の学校運営協議会の運営が円滑に進むようになった。 

千円 

２，５７８ 

学校運営協議会権限の周

知と活用を積極的に進める

必要がある。 

 

Ｂ 
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番号 主な取組 
②学校、家庭、地域住民の連携と協力に根

ざしたコミュニティ・スクールの運営 
実施期間 点検・評価 

23 

取組項目 取組内容【数値目標等】 28 29 30 31 32 実績と成果 経費 課題 評価 

コミュニティ・ス

クール運営推進書

の作成 

【学校教育課】 

学校、家庭、地域住民が連携し、それぞ

れが果たすべき役割を明記したコミュニ

ティ・スクール運営推進書を作成し、学校

関係者評価を実施する。 

・全小中学校でコミュニティ・スクール運

営推進書を作成する。 

・全小中学校で実態把握に基づいた学校関

係者評価を実施する。 

     コミュニティ・スクール運営推進書の作成に当たり、学校運営協

議会等の意見を反映しつつ、学校のみでなく、地域と共に学校の運

営を考えていくことで、業務改善の視点を設けることができた。 

市内全小・中学校で作成している。 

●「地域とともにある学校」づくりの方向性が明確になった。 

千円 

― 

地域に開かれた教育課程

の立場から、運営推進書の

地域公開の動きをつくり出

す必要がある。 

 

Ａ 

地域に開かれた学

校要覧の作成 

【学校教育課】 

学校の特色や地域連携の様子が分かる

学校要覧を作成する。 

・全小中学校で地域に開かれた学校要覧を

作成する。 

     学校要覧には、学校の年間の行事等が一目で分かるように、写

真等を多く掲載した。 

●学校の様子が地域に伝わり、地域とのつながりが強まった。 

    千円 

    ４５ 

地域や家庭に学校要覧の

内容の周知を図る必要があ

る。 

 

Ａ 

 

番号 主な取組 
③教職員が一体となってコミュニティ・ス

クールの運営に当たる仕組みづくり 
実施期間 点検・評価 

24 

取組項目 取組内容【数値目標等】 28 29 30 31 32 実績と成果 経費 課題 評価 

校内体制の整備 

【学校教育課】 

コミュニティ・スクールの運営に対する

教職員の参画意識を高める仕組みづくり

を行う。 

・全教職員がコミュニティ・スクールの運

営について協議する会議を実施する。      

２回/年 

     コミュニティ・スクールの意義が浸透するように、教職員に具

体的な方策を示し説明した。 

●授業や行事への参加対象者を、広く地域に広げる学校が増えて

きた。 

    千円 

─ 

コミュニティ・スクール

の推進が教員の多忙化につ

ながらないようにする必要

がある。 

 

Ｂ 

 

番号 主な取組 
④地域住民との交流の拠点となるコミュ

ニティルームの整備・活用 
実施期間 点検・評価 

25 

取組項目 取組内容【数値目標等】 28 29 30 31 32 実績と成果 経費 課題 評価 

コミュニティ・ル

ームの設置 

【学校教育課】 

地域住民との交流の拠点となるコミュ

ニティ・ルームの整備を行う。 

・全小中学校にコミュニティ・ルームを設

置 平成 28年度 

     市内 15校中 13校にコミュニティ・ルーム、又はコミュニティ

スペースを配置した。 

●コミュニティ・ルームやスペースを活用して地域住民と学校、

地域住民同士の交流が進んできた。 

    千円 

─ 

コミュニティ・ルームの

具体的な有効活用方策を検

討する必要がある。 

 

Ｂ 

 

 

夢の２ 学校支援ボランティアのさらなる充実 
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番号 主な取組 

①スクール・コミュニティセンターを中心

とした、学校支援ボランティア活動の充実

に向けた支援 

実施期間 点検・評価 

26 

取組項目 取組内容【数値目標等】 28 29 30 31 32 実績と成果 経費 課題 評価 

学校支援ボランテ

ィア研修会の実施 

【学校教育課】 

教職員とボランティア、ボランティア同

士が交流し、学校支援ボランティアの充実

に資する研修会を実施する。 １回/年 

     柳東小学校において、学校支援ボランティアの特色ある取組を

紹介した。 参加数 112人（Ｈ27：116人） 

●更なる協働の動きを促進することができた。  

    千円 

    １０ 

ボランティア研修会参加

人数を更に拡大させる必要

がある。 

 

Ｂ 

 

 

番号 主な取組 

②スクール・コミュニティセンターによ

る、学校支援ボランティアに関する情報収

集と情報発信 

実施期間 点検・評価 

27 

取組項目 取組内容【数値目標等】 28 29 30 31 32 実績と成果 経費 課題 評価 

スクール・コミュ

ニティだよりの発

行（再掲） 

【学校教育課】 

学校運営協議会や学校支援ボランティ

ア、地域協育ネットの取組を紹介したスク

ール・コミュニティだよりを発行する。 

・スクール・コミュニティだよりの発行 

３回 /年 

     特色ある取組を取り上げ、広く学校・地域に広報した。 

（回数 6回） 

●スクール・コミュニティへの理解を深める一助となった。 

     千円 

     １０ 

地域協育ネットの取組レ

ベルの向上を図る必要があ

る。 

 

Ｂ 

 

 

 

番号 
主な取組 ③新たな学校支援ボランティア登録者の

募集 
実施期間 点検・評価 

28 

取組項目 取組内容【数値目標等】 28 29 30 31 32 実績と成果 経費 課題 評価 

新たな学校支援ボ

ランティア登録者

の募集 

【学校教育課】 

保護者や保護者 OB を中心としたボラン

ティア登録者を募集する。 

・15人/年 

     ボランティア登録者が 653人となった。（Ｈ27：601人） 

●学校支援ボランティアに興味を持つ人が増えてきた。 

     千円 

    １３１ 

学校運営推進書を広く地

域に公開し、学校の方針を

理解した登録者を獲得する

必要がある。 

 

Ｂ 

 

 

番号 主な取組 
④学校を単位としたボランティア組織立

ち上げの支援 
実施期間 点検・評価 

29 

取組項目 取組内容【数値目標等】 28 29 30 31 32 実績と成果 経費 課題 評価 

学校を単位とした

ボランティアの組

織化 

【学校教育課】 

学校の実態に応じ、学校を単位としたボ

ランティア組織を設置する。 

・平成 32年までに、学校若しくは中学校区

を単位としたボランティアの組織化を図

る。 

     ボランティア組織の中でも、特に学校独自の応援団体である

「学校応援団」を組織する学校が増えている。 

●地域と学校の協働が進み、スクール・コミュニティの推進につ

ながってきた。 

※これまでの「学校支援ボランティア」は全市を対象としてい

た。各校で活動しやすいようにそれを学校ごとに「学校応援団」

という形で再編していく。 

    千円 

─ 

市内全小中学校における

学校応援団体制の構築が課

題である。 

 

 

Ｂ 
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夢の３ 地域協育ネットの充実 

 

 

番号 主な取組 

①スクール・コミュニティセンターによ

る、地域協育ネットの活動の充実に向けた

支援 

実施期間 点検・評価 

30 

取組項目 取組内容【数値目標等】 28 29 30 31 32 実績と成果 経費 課題 評価 

地域協育ネット協

議会への参加 

【学校教育課】 

山口 CSコンダクターと柳井市スクール・

コミュニティ総合コーディネーターがア

ドバイザーとして全ての地域協育ネット

協議会に参加する。 

     地域協育ネットの取組に、ＣＳコンダクターと総合コーディネ

ーターに加え、市教委指導主事等も積極的に参加した。（協議会開

催回数 11回）※全市 

●市としての統一感を持たせることができた。 

    千円 

─ 

各中学校区の実態に応じ

た地域協育ネットの在り方

を検討する必要がある。 

 

Ｂ 

 

番号 主な取組 

②スクール・コミュニティセンターによ

る、地域協育ネットに関する情報収集と情

報発信 

実施期間 点検・評価 

31 

取組項目 取組内容【数値目標等】 28 29 30 31 32 実績と成果 経費 課題 評価 

スクール・コミュ

ニティだよりの発

行（再掲） 

【学校教育課】 

学校運営協議会や学校支援ボランティ

ア、地域協育ネットの取組を紹介したスク

ール・コミュニティだよりを発行する。 

３回/年 

     特色ある取組を取り上げ、広く学校・地域に広報した。 

（回数 6回） 

●スクール・コミュニティへの理解を深める一助となった。 

     千円 

     １０ 

地域協育ネットの取組レ

ベルの向上を図る必要があ

る。 

 

Ｂ 

 

 

夢の４ 幼保小中高連携の強化 

 

番号 主な取組 ①幼保小連携協議会の開催 実施期間 点検・評価 

32 

取組項目 取組内容【数値目標等】 28 29 30 31 32 実績と成果 経費 課題 評価 

幼保・小連携協議

会の開催 

【学校教育課】 

子どもが新しい学校生活に円滑に移行

できるように、情報交換等を行う連携協議

会を開催する。 

・２回/年 

     幼保・小連携協議会の開催（2回）（5月、1月） 

県教委作成資料「スタートカリキュラム実践事例集」の活用 

●スタートカリキュラムの作成や事例検討から、ジョイントカリ

キュラムの必要性に着眼することができた。 

    千円 

─ 

それぞれの幼保・小の特

色や実態に即したカリキュ

ラムとなるよう、幼保小に

よるすりあわせを十分に行

う必要がある。 

 

Ｂ 

 

番号 主な取組 
②アプローチカリキュラムとスタートカ

リキュラムの共同立案 
実施期間 点検・評価 

33 

取組項目 取組内容【数値目標等】 28 29 30 31 32 実績と成果 経費 課題 評価 

小学校教員による

幼児教育・保育体

験 

【学校教育課】 

幼保・小のつながりを意識した取組を進

めるために、保育・幼児教育体験を実施す

る。 

・２回/年 

     小学校教諭による保育体験の実施（夏休み期間中 1日） 

●幼保・小の連携が更に深まった。 

    千円 

─ 

保育体験の成果をカリキ

ュラム作成に、より反映さ

せる必要がある。 

 

Ｂ 
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番号 主な取組 ③小中一貫教育に関する研究の推進 実施期間 点検・評価 

34 

取組項目 取組内容【数値目標等】 28 29 30 31 32 実績と成果 経費 課題 評価 

相互乗り入れ授業

の実施 

【学校教育課】 

中学校区で、小中の教員が相互乗り入れ

授業（授業交流）を行う。 

・１回／週 

     中学校教諭による小学校での授業提供、TT（複数の教員で指導

に当たること）等による教科の専門性を生かしたアドバイスを提

供できた。 

小中乗り入れ授業を日課表へ位置付けた。 

（昨年度実績 柳井中 390回） 

●小中連携を更に深めることができた。 

    千円 

─ 

小中連携の成果を地域内

の他校へも普及すること

で、市全体の学力向上を図

る必要がある。 

 

Ｂ 

 

番号 主な取組 ④校種間連携による教育活動の推進 実施期間 点検・評価 

35 

取組項目 取組内容【数値目標等】 28 29 30 31 32 実績と成果 経費 課題 評価 

校種間連携を推進

するための各種協

議会の開催 

【学校教育課】 

校種間連携による教育活動を充実させ

るために、小中高連携教育校長協議会、小

中高連携教務主任会、小中高連携生徒指導

連絡協議会、柳井市学校保健委員会を開催

する。 

・各協議会等を定期的に開催／年 

     特に新しい教育課程の導入に向けた動きについて、協議した。

（4回） 

①効果的なカリキュラムの構築 

②地域に向けた教育課程の情報公開 

③物的人的資源の活用 

●異校種間のスムーズな連携に向け、教職員の意識が向上した。 

    千円 

─ 

地域との連携を視野に入

れた効果的な異校種間連携

の在り方を検討する必要が

ある。 

 

Ｂ 

 

 

夢の５ 家庭教育充実のための支援の強化 

 

 

番号 主な取組 ①家庭の教育力を高めるための支援の充実 実施期間 点検・評価 

36 

取組項目 取組内容【数値目標等】 28 29 30 31 32 実績と成果 経費 課題 評価 

啓発活動による支

援 

【生涯・スポーツ】 

リーフレットの活用や家庭教育アドバイ

ザー講座等の活用を図る。 

     山口県青少年育成県民会議との連携 2回 

啓発リーフレット配付 1回 

こども環境クリーンアップ活動 2日 

「家庭の日」カレンダーの配付（小学新入生）等の周知等行う。 

●家庭の教育力を高める取組の周知が図られてきた。 

    千円 

─ 

(リーフレット等

県民会議負担) 

 家庭、地域等の啓発活動

への協力を促す必要があ

る。 

 

 

 

Ｂ 

 

 

番号 主な取組 
②家庭児童相談員及び少年安全サポータ

ーの配置 
実施期間 点検・評価 

37 

取組項目 取組内容【数値目標等】 28 29 30 31 32 実績と成果 経費 課題 評価 

少年安全サポータ

ーの活用 

【生涯・スポーツ】 

市内学校等を対象に不審者対応訓練、ネ

ット問題対策教室、薬物乱用防止教室等を

実施する。 

・市内小中学校 13校 

     小中学校への指導等回数（柳井市内） 13校・地区 

●警察署との連携がよりスムースになった。 

    千円 

─ 

(山口県警察負担) 

 学校等へサポーターの活

動について詳しく周知を図

る必要がある。 

 

Ｂ 
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番号 
主な取組 ③学校、家庭、地域の連携による「学びの

サイクル」の確立配置 
実施期間 点検・評価 

38 

取組項目 取組内容【数値目標等】 28 29 30 31 32 実績と成果 経費 課題 評価 

学びのサイクルの

質的な向上 

【学校教育課】 

努力目標を学校と家庭・地域が話し合っ

て定め、成果を検証する。 

・家庭へのアンケート実施 ２回／年 

     市が主催する研修会等においても、学びのサイクルについて研

修する機会を持った。 

取組について、各学校が行う学校アンケートで検証・改善して

いる。 

●学びのサイクルにより、家庭と学校が連携して家庭学習の時間

を増やすことができた。 

    千円 

─ 

学校や家庭によって、取

組に差が見られることが課

題である。 

 

Ｂ 

 

番号 主な取組 
④家庭や地域社会、異校種と連携した多様

な体験活動の充実 
実施期間 点検・評価 

39 

取組項目 取組内容【数値目標等】 28 29 30 31 32 実績と成果 経費 課題 評価 

起業家セミナーの

実施 

【学校教育課】 

地元の企業家を講師とした、中学生対象

の起業家セミナーを実施する。 

・参加生徒数 20人/年 

     会社の社長や地元の企業経営者を招き、中学生を対象に、起業

の体験談を聞いたりシュミレーションによる起業体験を行ったり

するセミナーを実施した。。 

8月 17日 19人  8月 18日 19人   11月 19日 19人 

●中学生が自分の将来を考えるきっかけづくりになった。 

千円 

５０ 

中学生の意識を更に高め

る必要がある。 

 

Ｂ 

 

 

夢の６ 放課後子ども教室の充実 

 

番号 主な取組 
①しらかべ学遊館による放課後子ども教

室の実施 
実施期間 点検・評価 

40 

取組項目 取組内容【数値目標等】 28 29 30 31 32 実績と成果 経費 課題 評価 

しらかべ学遊館放

課後子ども教室の

開催 

【生涯・スポーツ】 

しらかべネット及び学校支援ボランテ

ィア等の関係機関と連携して地域の実情

に応じた放課後子ども教室の取組を実施

する。 

     放課後子ども教室 

・開催数 21回（うち、祭り等イベントに伴う開催 5回） 

・参加者数 238人（中高生ボランティア含む。） 

しらかべネット 

・子ども広場（柳井まつり） 

・しらかべネット放課後子ども塾 

●ボランティアの協力もあり、円滑な事業展開ができた。 

    千円 

  ２０ 

 

 地域の実情に応じたプロ

グラムを展開する必要があ

る。 

 

Ｂ 

 

番号 
主な取組 ②学校を単位とした放課後子ども教室

の実施 

実施期間 
点検・評価 

41 

取組項目 取組内容【数値目標等】 28 29 30 31 32 実績と成果 経費 課題 評価 

各学校における放

課後子ども教室の

開催 

【学校教育課】 

学校の実情やニーズに応じた活動を展

開していく。 

      伊陸小学校・柳井西中学校において、水曜日の放課後に学習支援と

補習が行われた。 

●児童生徒の学力補充や学習習慣を定着させることができた。 

    千円 

― 

 学校の実情やニーズを把

握する必要がある。 

 

Ｂ 
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基本方針 ３ 志を実現する力の育成 

 

志の１ 「確かな学力」の育成 

 

番号 主な取組 ①学習指導要領の着実な実施 実施期間 点検・評価 

42 

取組項目 取組内容【数値目標等】 28 29 30 31 32 実績と成果 経費 課題 評価 

年間授業時数の確

保 

【学校教育課】 

学習指導要領を着実に実施するための

年間授業時数を確保する。 

・標準授業時数を上回る授業時数を確保/

年 

     各校の学校経営概要に週ごとの時数や時間割を明記し、年間の

時間数が確保できるよう見立てをしている。 

定期的（週ごと、学期ごと）に時間数をチェックし、予定どお

りの時間数で授業が行われているか確認をしている。 

●授業時数は全小中学校で 100％確保することができた。 

    千円 

─ 

授業時数の確保はできて

いるが、業務改善の視点か

ら更に行事の精選を図る必

要がある。 

 

Ａ 

算数・ジュニア数

学オリンピックの

開催 

【学校教育課】 

各学校から参加者を募り、市教研算数・

数学部会が中心となって問題を作成し、大

会を開く。 

・対象学年児童生徒の１０％の参加 

     8月 26日開催：88人、8％参加 （Ｈ27：102人、9％） 

●小中教員が問題作成に携わることにより、教員の力量アップ及

び児童生徒の学力向上に寄与した。 

    千円 

     １０ 

参加児童・生徒を更に増

やす。 

 

 

 

Ｂ 

 

番号 主な取組 
②学校、家庭、地域の連携による「学びの

サイクル」の確立（再掲） 
実施期間 点検・評価 

43 

取組項目 取組内容【数値目標等】 28 29 30 31 32 実績と成果 経費 課題 評価 

学びのサイクルの

質的な向上（再掲） 

【学校教育課】 

努力目標を学校と家庭・地域が話し合っ

て定め、成果を検証する。 

・家庭へのアンケート実施 ２回／年 

     市が主催する研修会等においても、学びのサイクルについて研

修する機会を持った。 

取組について、各学校が行う学校アンケートで検証・改善して

いる。 

●学びのサイクルにより、家庭と学校が連携して家庭学習の時間

を増やすことができた。 

    千円 

─ 

学校や家庭によって、取

組に差が見られることが課

題である。 

 

Ｂ 

 

番号 主な取組 ③読書活動の充実 実施期間 点検・評価 

44 

取組項目 取組内容【数値目標等】 28 29 30 31 32 実績と成果 経費 課題 評価 

学校図書館の整備 

【学校教育課】 

学校司書が全ての小・中学校図書館の適

正な配置・本の整理を行う。 

・平成 32年度までに完了 

     対象校を 7 校から 8 校へ、また学校司書を 3 人から 4 人へ増員

した。 

●児童生徒の読書活動の推進に寄与した。 

千円 

１，１００ 

全小中学校への配置を進

める必要がある。 

 

Ｂ 

 

番号 主な取組 
④データに基づいた着実な PDCA サイクル

の実施 
実施期間 点検・評価 

45 

取組項目 取組内容【数値目標等】 28 29 30 31 32 実績と成果 経費 課題 評価 

学力向上担当を集

めた研究集会の実

施 

【学校教育課】 

全国学力・学習状況調査、県学力定着状

況確認問題後、市内で学力向上研究集会を

行い、課題の改善の視点を協議する。 

・学力向上研究集会 ３回／年 

     学力向上研究集会 6月 17日、9月 30日、2月 2日実施 

●研究集会参加者（主に各校研修主任）で学力学習状況調査等の

データ分析の結果を共有し、全市体制で学力向上に取り組めた。 

    千円 

─ 

各校の実態の応じた支援

の在り方を考えていく必要

がある。 

 

Ａ 
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志の２ 「豊かな心」の育成 

 

番号 主な取組 ①道徳の授業の工夫・改善 実施期間 点検・評価 

46 

取組項目 取組内容【数値目標等】 28 29 30 31 32 実績と成果 経費 課題 評価 

地域教材を用いた

道徳授業 

【学校教育課】 

「柳井市の偉人伝（仮）」等を活用し、地

域の偉人や発展に尽くした人物を取り上

げた道徳の授業を行う。 

・「柳井市の偉人伝（仮）」等を活用した授

業 １回／年 

     学校の教育課程に、地域の偉人や発展に尽くした人物を取り上

げた学習を位置づけ、実施している。（小学校 1回 余田小） 

●地域理解が深まり、地域肯定感につながった。 

    千円 

─ 

地域と共にある学校づく

りの観点からも、学校間で

取組について情報交換し合

うなどして、地域教材を用

いた授業の推進を図る必要

がある。 

 

Ｃ 

 

番号 
主な取組 ②豊かな心をはぐくむための体験活動の

充実 
実施期間 点検・評価 

47 

取組項目 取組内容【数値目標等】 28 29 30 31 32 実績と成果 経費 課題 評価 

体験活動の年間指

導計画への位置づ

け 

【学校教育課】 

全ての小中学校において、体験活動を年

間指導計画に位置付け、実施する。 

・毎年実施 

     各校において、各種体験活動を年間指導計画に位置づけ、実施

している。 

例：小学校 ぶどう栽培体験(3・4年)、柳井縞製作体験（6年） 

  中学校 乳児ふれあい子育て体験(3年)、あまも学習（全校） 

●児童生徒が意欲的に学習活動に取り組み、様々な活動を体験するこ

とにより自己肯定感、他者肯定感、地域肯定感につながってきた。 

    千円 

─ 

スクール・コミュニティ

の視点から、内容の見直し

や地域との協働活動への転

換に結びつけていく必要が

ある。 

 

Ｂ 

 

志の３ 「健やかな体」の育成 

 

番号 主な取組 ①体力向上の推進 実施期間 点検・評価 

48 

取組項目 取組内容【数値目標等】 28 29 30 31 32 実績と成果 経費 課題 評価 

体力・運動能力の

向上 

【学校教育課】 

各校において体力・運動能力に関する課

題の改善に取り組む。 

・市の体力合計点の平均が全国平均を上回

る/年 

     全国体力・運動能力、運動習慣等調査及び県子ども元気調査（体

力・生活調査）の結果を受け、各校にて柔軟性向上運動メニュー

を取り入れた活動を展開している。 

平成 28年度調査結果：長座体前屈 国平均、県平均、市平均 

               小学生    35,1    33,9    33,1 

             中学生    44,3    42,7    44,5 

    千円 

─ 

各校における取組を紹介

する等により、取組の工夫

及び継続を促す必要があ

る。 

 

Ｂ 

 

番号 主な取組 ②学校保健の充実 実施期間 点検・評価 

49 

取組項目 取組内容【数値目標等】 28 29 30 31 32 実績と成果 経費 課題 評価 

課題に即した学校

保健活動 

【学校教育課】 

各ブロックごとに、実際の子どもの課題

を洗い出し、具体的な提案を行う。 

・学校保健委員会で成果の発表 ２回／年 

     中央、余新、北部、南部、高等学校の 4ブロックにより、各テ

ーマに沿った活動を展開し、実践報告（年 2回、5月 21日、1月

28日）と市健康フォーラム（1月 19日開催：200人参加）を実施

した。 

●小中が課題を共有し取組につながりを持たせることができた。 

    千円 

   ６００ 

各ブロックにおける取組

の成果と課題を共有し、市

全体の課題解決に結びつけ

る必要がある。 

 

Ａ 
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番号 主な取組 ③食育の充実 実施期間 点検・評価 

50 

取組項目 取組内容【数値目標等】 28 29 30 31 32 実績と成果 経費 課題 評価 

食に関する指導研

修会の実施 

【学校教育課】 

学校における食育推進体制の強化を図

るため、教職員を対象とした食に関する研

修会を開催する。 

・１回/年 

     食に関する指導者研修会の実施（年 1回・8月 25日） 

●各校の食育に生かすことができた。 

    千円 

─ 

各校における研修成果の

還元を促進する必要があ

る。 

 

Ｂ 

巡回訪問 

【給食センター】 

食に関心を持つ児童生徒を育てるため、

全クラスへ巡回訪問を行う。 

・全クラス/年 

     栄養教諭による小中学校への給食巡回指導を、小学校 10校に

対し延べ 32回、中学校 4校に対し延べ 15回実施した。（別途、

栄養教諭が配置されている学校は概ね毎週実施している。） 

●巡回することにより、児童生徒の食に対する思いを感じ取るこ

とができ、献立等の作成に役立った。 

    千円 

─ 

巡回指導は、学校の希望を

受けて実施するため、全校実

施には学校の協力が必要であ

る。 

 

Ｂ 

 

番号 主な取組 ④安全教育の推進 実施期間 点検・評価 

51 

取組項目 取組内容【数値目標等】 28 29 30 31 32 実績と成果 経費 課題 評価 

危険予測学習の実

施 

【学校教育課】 

自分の身は自分で守る意識の高揚を図

るため、各校において、危険予測学習（Ｋ

ＹＴ）を実施する。 

・１回/年 

     各校にて安全教育年間指導計画に位置づけ、実施している。 

●各種災害における危険予測学習を地域との防災訓練に生かすこ

とができた。 

 

    千円 

─ 

取組状況を確認し、優れ

た取組を各校へ情報提供し

ていくことで学習内容の質

を高める必要がある。 

 

Ｂ 

 

志の４ キャリア教育の推進 

 

番号 主な取組 ①立志の教育の推進 実施期間 点検・評価 

52 

取組項目 取組内容【数値目標等】 28 29 30 31 32 実績と成果 経費 課題 評価 

立志の主張（作

文）、俳句の募集 

【学校教育課】 

志を立て、夢に向かう気持ちを高揚させ

るため、毎年、市内の児童生徒から作品を

募集する。 

・立志の教育のつどいに合わせて募集 1

回/年 

     「立志の教育のつどい」は柳井の地における人材育成のシンボ

ル的行事として定着しつつある。 

12月 3日 約 250人参加（Ｈ27：約 250人） 

●平成 28年度は小学校６年生による「まちの幸福論」の発表を

企画・実施することで、より幅の広い活動を展開することができ

た。 

    千円 

    １２ 

今年度の成果を、来年度

の取組に生かすことで、行

事として発展的に展開する

必要がある。 

 

Ａ 

 

番号 主な取組 
②教育活動全体をとおしたキャリア教育

の推進 
実施期間 点検・評価 

53 

取組項目 取組内容【数値目標等】 28 29 30 31 32 実績と成果 経費 課題 評価 

キャリア教育研究

集会の実施 

【学校教育課】 

日頃の授業を通してキャリア教育で求

める能力を育成できるよう、キャリア教育

研究集会を実施する。 

・１回/年 

     各校の教育課程にキャリア教育を位置づけ、全校体制で取り組

んでいる。 

キャリア教育研究集会 10月 25日開催 

●小学校では、柳井まつりの子ども広場がキャリア教育の場とし

て定着してきた。 

    千円 

─ 

キャリア教育を意図した

体験的な活動の充実だけで

なく、日頃の教育活動の中

で児童・生徒のキャリア発

達を育む必要がある。 

 

Ａ 



20 

 

 

番号 主な取組 
③家庭や地域社会、異校種と連携した多様

な体験活動の充実 
実施期間 点検・評価 

54 

取組項目 取組内容【数値目標等】 28 29 30 31 32 実績と成果 経費 課題 評価 

起業家セミナーの

実施（再掲） 

【学校教育課】 

地元の企業家を講師とした、中学生対象

の起業家セミナーを実施する。 

・参加生徒数 20人/年 

     会社の社長や地元の企業経営者を招き、中学生を対象に、起業

の体験談を聞いたりシュミレーションによる起業体験を行ったり

するセミナーを実施した。 

8月 17日 19人  8月 18日 19人  11月 19日 19人 

●中学生が自分の将来を考えるきっかけづくりになった。 

千円 

５０ 

中学生の参加意識を更に

高める必要がある。 

 

Ｂ 

 

 

志の５ 特別支援教育の充実 

 

 

番号 主な取組 ①相談支援体制の充実 実施期間 点検・評価 

55 

取組項目 取組内容【数値目標等】 28 29 30 31 32 実績と成果 経費 課題 評価 

情報連絡協議会の

開催 

【学校教育課】 

支援を要する子どもの情報共有と連携

の強化を図るため、保健師、地域コーディ

ネーター、家庭児童相談員、市教委による

情報連絡協議会の定例会を開催する。 

・１回/年 

     情報連絡協議会を実施（年 1回・10月 5日） 

●園・所巡回訪問等における情報整理及び意見集約を行うこと

で、就学の適正化が図られてきた。 

    千円 

─ 

5歳児検診における情報

を共有するために、実施時

期を調整する必要がある。 

 

Ｂ 

 

番号 主な取組 
②インクルーシブ教育システムの構築に

向けた取組の推進 
実施期間 点検・評価 

56 

取組項目 取組内容【数値目標等】 28 29 30 31 32 実績と成果 経費 課題 評価 

園・所への巡回訪

問の実施 

【学校教育課】 

園・所における子どもの教育的ニーズと

必要な支援について共通理解を深め、早期

の相談・支援を行うために、市内の園・所

を訪問する。 

・１回/年 

     市内 13の園及び所の巡回訪問を実施 

●関係機関との連携体制も確立され、早期対応が可能となってき

た。 

    千円 

─ 

近隣市町教委及び総合支

援学校地域コーディネータ

ーとの連携を強化し、情報

共有を促進する必要があ

る。 

 

Ａ 

 

番号 主な取組 
③関係諸機関との連携による校内支援体

制の確立 
実施期間 点検・評価 

57 

取組項目 取組内容【数値目標等】 28 29 30 31 32 実績と成果 経費 課題 評価 

校内コーディネー

ター研修会の開催 

【学校教育課】 

各学校の特別支援教育の推進の要とな

る校内コーディネーターの資質向上に向

けて、研修会を開催する。 

・１回/年 

     校内コーディネーター研修会の実施（5月 10日） 

●効果的な校内支援委員会の在り方や校内コーディネーターの役

割等、校内支援体制の充実が図られてきた。 

    千円 

─ 

校内コーディネーターの

ニーズに合った研修内容の

工夫を図る必要がある。 

 

Ｂ 
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番号 主な取組 
④一人ひとりの教育的ニーズに応じた支

援のできる教員の指導力の向上 
実施期間 点検・評価 

58 

取組項目 取組内容【数値目標等】 28 29 30 31 32 実績と成果 経費 課題 評価 

特別支援教育推進

週間の実施 

【学校教育課】 

一人ひとりを大切にした学習活動を行

うスキルの向上のために、全ての小中学校

において特別支援教育推進週間を実施す

る。 

・２回/年 

     全ての小中学校における特別支援教育推進週間の実施 

（年 2回・6月第 2週及び 11月第 3週） 

●インクルーシブ教育（障害の有無にかかわらず、一人ひとりの

子どもに丁寧に向き合う教育）の視点に立った教室環境整備や授

業改善に対する教職員の意識向上が図られてきた。 

    千円 

─ 

中１ギャップ解消を鑑

み、小中連携と絡めた展開

を図る必要がある。 

 

Ａ 

 

志の６ 生徒指導の充実 

 

 

番号 主な取組 
①児童生徒との信頼関係を基盤とした積

極的な生徒指導の推進 
実施期間 点検・評価 

59 

取組項目 取組内容【数値目標等】 28 29 30 31 32 実績と成果 経費 課題 評価 

異年齢交流活動の

実施 

【学校教育課】 

児童生徒が自ら喜びや自信を獲得する

ことができる機会として、各校において異

年齢の交流活動を行う。 

・１回/年 

     各種学校行事や学習活動の中で、異年齢交流活動を展開してい

る。 

●各種行事の中で、教師及び児童生徒双方から、縦割り班等の異

年齢集団を単位とした活動を仕掛け、かつ工夫しようとする機運

が見受けられた。 

    千円 

─ 

自己肯定感及び他者肯定

感を感得することのできる

機会を保障していく必要が

ある。 

 

Ｂ 

 

番号 主な取組 
②一人ひとりの子どもに寄り添う教育相

談体制の充実 
実施期間 点検・評価 

60 

取組項目 取組内容【数値目標等】 28 29 30 31 32 実績と成果 経費 課題 評価 

スクールカウンセ

ラーの配置・訪問

支援 

【学校教育課】 

心理士による専門的なカウンセリング

を行うため、全ての学校にスクールカウン

セラーを派遣する体制を構築する。 

・全ての学校への訪問/年 

     中学校区ごとにスクールカウンセラーを配置し、全ての小中学

校に対し、訪問支援を実施している。（市内 2人配置） 

●児童生徒の悩みや問題行動等に対する専門的知見から、子ども

たちの思いの受容を行うとともに、教職員や保護者等にその解決

に対するアプローチについて助言及び支援が行われた。また、不

登校の未然防止・早期対応の一助となっている。 

不登校児童・生徒数 小学校：3人、中学校：7人 

       （H27 小学校：4人、中学校：14人） 

    千円 

 ─ 

（山口県負担） 

気軽に相談できるよう保

護者への啓発を更に進めて

いく必要がある。 

 

Ｂ 

 

番号 主な取組 
③学校、家庭、地域や関係機関とのネット

ワークの強化 
実施期間 点検・評価 

61 

取組項目 取組内容【数値目標等】 28 29 30 31 32 実績と成果 経費 課題 評価 

スクールソーシャ

ルワーカーの配置 

【学校教育課】 

スクールソーシャルワーカーを学校教

育課に配置し、各校における家庭環境に起

因する諸問題の解決に当たる。 

4人委嘱/年 

     学校及び関係機関の要請等により、スクールソーシャルワーカ

ーの派遣を実施している。（4人委嘱/年） 

●家庭環境に起因する問題の改善・解決に当たるとともに、家

庭、学校、関係機関をつなぐ役割を果たした。 

千円 

２０９ 

学校等の要請に応えるた

めに、スクールソーシャル

ワーカーの派遣費用の確保

が必要である。 

 

Ｂ 



22 

 

 

番号 主な取組 
④いじめの未然防止、早期発見、早期対応

のための体制づくりの推進 
実施期間 点検・評価 

62 

取組項目 取組内容【数値目標等】 28 29 30 31 32 実績と成果 経費 課題 評価 

「週１アンケー

ト」の実施 

【学校教育課】 

ささいな変化や初期段階のいじめを発

見するため、全ての小中学校においてアン

ケートを実施する。 

・１回/週 

     全ての小中学校において「週１アンケート」を実施している。 

いじめの認知件数 小学校 10件、中学校 15件 

（H27：小学校 28件、中学校 13件） 

●アンケート結果をもとに生徒指導連絡会等で情報共有を図るこ

とにより、早期発見・対応がなされた。 

    千円 

─ 

マンネリ化しないように

アンケート内容を工夫した

り、情報共有の効果的な方

法を検討したりする必要が

ある。 

 

Ｂ 

 

番号 主な取組 
⑤不登校や問題行動へのきめ細かな対応

の充実 
実施期間 点検・評価 

63 

取組項目 取組内容【数値目標等】 28 29 30 31 32 実績と成果 経費 課題 評価 

生徒指導主任研究

集会の開催 

【学校教育課】 

具体的な指導についての研修を行うた

め、各校の生徒指導主任を対象とした研究

集会を開催する。 

・３回/年 

     生徒指導主任研究集会の開催（年 3回） 

「いじめ問題への組織的な取組の考え方と実践」について、事例

をもとに演習・協議を実施している。 

●研究集会で実施した演習等を各校の研修会で生徒指導主任のイ

ニシアチブにより実践することによって、全教職員が組織的かつ同

一歩調でいじめ問題に対応することができるようになった。 

    千円 

─ 

不登校や問題行動の未然

防止につながる生徒に対す

る指導を更に進める必要が

ある。 

 

Ｂ 

 

志の７ 幼児教育の充実 

 

番号 主な取組 ①幼保小連携協議会の開催（再掲） 実施期間 点検・評価 

64 

取組項目 取組内容【数値目標等】 28 29 30 31 32 実績と成果 経費 課題 評価 

幼保・小連携協議

会の開催（再掲） 

【学校教育課】 

子どもが新しい学校生活に円滑に移行

できるように、情報交換等を行う連携協議

会を開催する。 

・２回/年 

     幼保・小連携協議会の開催（2回）（5月、1月） 

県教委作成資料「スタートカリキュラム実践事例集」の活用 

●スタートカリキュラムの作成や事例検討から、ジョイントカリ

キュラムの必要性に着眼することができた。 

    千円 

─ 

それぞれの幼保・小の特

色や実態に即したカリキュ

ラムとなるよう、幼保小に

よるすりあわせを十分に行

う必要がある。 

 

Ｂ 

 

番号 主な取組 
②アプローチカリキュラムとスタートカ

リキュラムの共同立案（再掲） 
実施期間 点検・評価 

65 

取組項目 取組内容【数値目標等】 28 29 30 31 32 実績と成果 経費 課題 評価 

小学校教員による

幼児教育・保育体

験（再掲） 

【学校教育課】 

幼保・小のつながりを意識した取組を進

めるために、保育・幼児教育体験を実施す

る。 

・１回/年 

     小学校教諭による保育体験の実施（夏休み期間中 1日） 

●幼保・小の連携が更に深まった。 

    千円 

─ 

保育体験の成果をカリキ

ュラム作成により反映させ

る必要がある。 

 

Ｂ 

 

志の８ 教職員の資質向上 
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番号 主な取組 
①多様な教育課題に対応する力を付ける

ための研修の充実 
実施期間 点検・評価 

66 

取組項目 取組内容【数値目標等】 28 29 30 31 32 実績と成果 経費 課題 評価 

綱紀保持研修の実

施 

【学校教育課】 

各学校において綱紀保持に係る研修を

計画的に実施する。 

・各学校とも ５回/年 

     年間 6回の校長研究集会と教頭研究集会において、綱紀保持の

具体的な観点を示しつつ学校現場への研修実施の指示を行った。 

●全教職員に綱紀保持の意識を徹底できた。 

    千円 

─ 

綱紀保持意識の慢性化を

防ぐために研修の内容を工

夫することが必要である。 

 

Ｂ 

 

番号 主な取組 ②キャリアステージに応じた研修の充実 実施期間 点検・評価 

67 

取組項目 取組内容【数値目標等】 28 29 30 31 32 実績と成果 経費 課題 評価 

人材育成の研修会

開催 

【学校教育課】 

リフレッシュ研修（新採教員）、フレッシ

ュ合同研修（１～３年目教員）、時習館（ミ

ドルリーダ）を実施する。 

・定期的に開催/年 

     リフレッシュ研修月 1回の開催、フレッシュ合同研修年 3回の

開催 

●時習館では市長、県議会議員を講師に招聘し、地域から必要と

されている教育の在り方について研修を深めることができた。ま

た、受講者で未来の柳井市や、これから求められる教育内容につ

いて熟議し、成果を発表することができた。 

    千円 

─ 

研修内容を各小中学校で

成果として共有していく必

要がある。 

 

Ａ 

 

番号 主な取組 
③質の高い学習指導を実現するための研

修の充実 
実施期間 点検・評価 

68 

取組項目 取組内容【数値目標等】 28 29 30 31 32 実績と成果 経費 課題 評価 

指導主事と教諭が

テーマを決めて研

修 

【学校教育課】 

｢克己堂｣を開催し、現代の教育で求めら

れている内容について研究し、成果を発表

する。 

・受講者による授業公開 １回／年 

     受講者による公開授業を年７回開催した。 

●授業後は受講者、参加者で授業についての協議を行い、より良

い授業づくりについて研修を深めることができた。 

    千円 

─ 

授業研究会参加者数の拡

充やより良い研究内容の提

供を図る必要がある。 

 

Ｂ 

 

番号 主な取組 
④子どもや保護者と向き合う時間を確保

するための業務改善の推進 
実施期間 点検・評価 

69 

取組項目 取組内容【数値目標等】 28 29 30 31 32 実績と成果 経費 課題 評価 

業務改善対策会議

の開催 

【学校教育課】 

管理職を対象とした業務改善対策会議

を実施する。 

・１回/年 

     校長研究集会では、学校教育課長が業務改善の視点を示し、ま

た、教頭研究集会では、業務改善の視点をもとに、「学校行事の再

編」に注目した会議を行い、次年度計画の参考とした。 

●各校で具体的方策を検討することができた。 

    千円 

─ 

行事の見直し等、業務内

容の抜本的な見直しを進め

る必要がある。 

 

Ｂ 

コミュニティ・ス

クール運営推進書

への位置付け 

【学校教育課】 

コミュニティ・スクール運営推進書の重

点目標に業務改善を位置付ける。 

・全ての学校で位置付け/年 

     全ての学校のコミュニティ･スクール運営推進書の重点目標に業

務改善を位置づけた。 

●学校運営協議会等の意見を反映することにより、外部の視点か

ら業務改善を考えることができた。 

    千円 

─ 

更に外部の意見を取り入

れ、効果的な業務改善を進

める必要がある。 

 

Ｂ 

 

基本方針を支える環境整備 

 

１ 情報発信の充実 
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番号 主な取組 ①市ホームページの充実 実施期間 点検・評価 

70 

取組項目 取組内容【数値目標等】 28 29 30 31 32 実績と成果 経費 課題 評価 

更新状況の確認 

【教育総務課】 

教育委員会所管のホームページの更新

状況を確認し、市民に分かりやすいホーム

ページの充実を図る。 

     ホームページの更新は、教育委員会各箇所及び各小中学校で行

っており、情報は随時更新されている。 

●随時更新により、市民への情報提供がタイムリーに行われた。 

    千円 

─ 

今後も、随時更新される

よう確認を継続する必要が

ある。 

 

Ｂ 

興味・関心のある

ページの解説 

【学校教育課】 

スクール・コミュニティ、学力、各学校

の行事等、市民の関心が高い項目の充実を

図る。 

・更新頻度 １回/月 

     市民の関心が高い項目についてホームページで情報を発信して

いる。 

●学校理解の一助となった。 

    千円 

─ 

全ての学校が月 1回以上

の更新をする必要がある。 

 

Ｂ 

 

番号 主な取組 ②各小・中学校による情報発信の充実 実施期間 点検・評価 

71 

取組項目 取組内容【数値目標等】 28 29 30 31 32 実績と成果 経費 課題 評価 

学校へのサポート 

【学校教育課】 

全ての学校でホームページによる情報

発信ができる体制づくりを支援する。 

・指導主事による学校訪問 １回/年 

     全ての学校で、ホームページによる情報発信ができている。 

●市教委に気軽に相談する体制ができてきた。 

    千円 

─ 

全ての教職員が日常的に

情報を更新できるようにす

るために、研修の機会を設

ける必要がある。 

 

Ｂ 

 

番号 主な取組 
③ＳＮＳ等の多様なメディアを用いた情

報発信の検討 
実施期間 点検・評価 

72 

取組項目 取組内容【数値目標等】 28 29 30 31 32 実績と成果 経費 課題 評価 

ＳＮＳ等を利用し

た情報発信の検討 

【教育総務課】 

市公式フェイスブックの利用を図ると

ともに、教育委員会独自のフェイスブック

の作成について検討する。 

     ホームページの運用と内容が重なるため、市公式フェイスブック

の利用はされていない。また、教育委員会は検討段階である。 

ＳＮＳ等の情報発信についての成果は表れていない。 

    千円 

─ 

情報発信の媒体や体制づ

くり、情報の内容などを検

討する必要がある。 

 

Ｃ 

学校行事等のお知

らせ 

【学校教育課】 

学校行事（参観日、運動会等）の情報を

メールで流す。 

・日程、予定等を状況に応じて流す。 

     安全安心メールシステムを用い、各校の利用規程により情報提

供を行っている。 

●天候不良による行事の延期及び中止に関する連絡等、保護者が

欲する情報を即座に発信・提供することができるようになった。 

    千円 

─ 

・適正なサービスとなるよ

う発信情報の選別を行なう

必要がある。 

 

Ｂ 

 

２ 安全で快適な学びの環境づくり 

 

番号 主な取組 ①適正規模・適正配置計画 実施期間 点検・評価 

73 

取組項目 取組内容【数値目標等】 28 29 30 31 32 実績と成果 経費 課題 評価 

新たな柳井市立小

中学校整備計画の

策定 

【教育総務課】 

平成 23 年３月に策定された「新たな柳

井市立小中学校整備計画」の計画期間は平

成 32 年度末までとなっている。見直しを

行い、新たに 10年間の計画を策定する。 

・平成 33年３月策定 

     事業実施前     千円 

─ 

─ ─ 

スクールバス車両

の更新 

【教育総務課】 

スクールバスを利用する児童生徒の安

全確保のため、老朽化したスクールバス車

両６台の更新を図る。 

     事業実施前     千円 

─ 

─ ─ 
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番号 主な取組 ②学校施設の安全確保 実施期間 点検・評価 

74 

取組項目 取組内容【数値目標等】 28 29 30 31 32 実績と成果 経費 課題 評価 

学校施設の耐震化 

【教育総務課】 

耐震化されていない学校施設の耐震化

を図る。 

・平成 31年度末 100％ 

     柳北小学校、柳井西中学校、柳井中学校の屋内運動場非構造部

材耐震補強工事を実施  

平成 28年度末耐震化率 96.3％（Ｈ27 94.5%） 

●屋内運動場の照明がＬＥＤ化され、照度が増したことにより、

社会体育団体の運動時の安心安全が図られた。 

    千円 

８１，７８９ 

今後、耐震化の必要な建

物が非木造 2棟、木造 1棟

あり、計画的に整備する必

要がある。 

 

 

Ｂ 

学校施設の改修 

【教育総務課】 

各小中学校のトイレの洋式化やコミュ

ニティルーム等へのエアコン設置、学校施

設を維持するための改修を柳井市実施計

画に計上し計画的に実施する。 

     児童生徒の安全及び良好な教育環境を確保するため、学校施設

の維持管理、施設改修を行った。大畠中学校への肢体不自由児の

入学により 1箇所トイレの洋式化を行った。 

●改修予算の計上及び執行により、安心安全な教育環境の改善が

図られた。 

    千円 

６９，２４５ 

建設後 30年以上経過し

ている校舎棟がある学校が

16校中 13校あり、建物の

維持管理に相当な費用がか

かる。 

特別支援教室へのエアコ

ン整備を優先的に行ってい

く必要がある。 

 

Ｂ 

 

３ 図書、教材、教具の整備充実 

 

番号 主な取組 ①学校図書の充実 実施期間 点検・評価 

75 

取組項目 取組内容【数値目標等】 28 29 30 31 32 実績と成果 経費 課題 評価 

学校図書館図書標

準の向上 

【教育総務課】 

学校図書館充実のため、学校図書館図書

標準の達成率向上を目指す。 

・Ｈ25末９校→12校以上 

     図書の蔵書冊数について、市内 15校中 7校が学校図書標準を達

成した。 

●学校図書館図書標準の達成率向上に直結してないものの、児童

生徒の教育力向上を目指した学校図書の更新は図られた。 

     千円 

４，９８９ 

古い図書については更新

する必要があるため、急速

な達成率の向上は難しいと

いう課題がある。 

 

Ｂ 

学校図書館の整備 

（再掲） 

【学校教育課】 

学校司書が全ての小・中学校図書館の適

正な配置・本の整理を行う。 

・平成 32年度までに完了 

     対象校を 7 校から 8 校へ、また学校司書を 3 人から 4 人へ増員

した。 

●児童生徒の読書活動の推進に寄与した。 

千円 

１，１００ 

全小中学校への配置を進

める必要がある。 

 

Ｂ 

 

番号 主な取組 ② 教材、教具の整備 実施期間 点検・評価 

76 

取組項目 取組内容【数値目標等】 28 29 30 31 32 実績と成果 経費 課題 評価 

ＩＣＴ環境の整備 

【教育総務課】 

全ての普通教室へ液晶テレビの導入を

図るとともに、各小中学校へのタブレット

導入について検討する。 

     タブレットについては、柳井・柳東小の特別支援学級へ試験導

入した。 

●今後のＩＣＴ環境整備（情報処理や通信に関するサービスなど

の環境整備）の指標設定の目安となった。 

    千円 

     ５１９ 

液晶テレビについては、

平成 29年度までに全普通

教室へ導入する必要があ

る。 

 

Ｂ 

学校教材・備品の

計画的な整備 

【教育総務課】 

学校教育環境の充実を図るため、各小中

学校に必要な教材・備品を計画的に整備す

る。 

     一般管理・教材・理科設備備品について、各学校の要望に沿っ

た整備を行った。 

●必要な教材及び備品が整備され、各学校の教育環境の向上が図

られた。 

千円 

８，６１４ 

 新規整備に伴って、既存

備品を各学校で使用調整す

る必要がある。 

 

Ｂ 

 

                                             ●以下は、成果を記入しております。 


