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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 元 2 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 35回／年 

     人権教育推進委員会の開催回数  2回（H29:2回） 

地域住民対象研修会の開催回数 22回（H29:20回） 

             （236千円） 

講座の開催回数 39回（H29:34回） 

・幼・保・小・中・高等学校人権教育主任研修会 1回(H29:1回) 

・企業・事業所人権教育研修会         1回(H29:1回) 

・学校人権教育研修会                1回(H29:0回) 

・保護者対象人権教育研修会           15回(H29:16回) 

・地区別学校人権教育研修会           4回(H29:0回) 

・地区別及び職場等人権研修会         17回(H29:16回) 

             （343千円） 

人権教育総合推進地域事業（平成 30年度まで） 

・中学校 1校、小学校 6校 

             （570千円） 

●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 

 １，１４９ 

 

 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 元 2 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

研修会参加 

【人権教育室】 

 人権教育を推進する立場にある者を対

象とした研修会に参加する。 

・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(H29: 7回) 

・人数 30人(H29:28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 

    ５２ 

 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、情報収集に引

き続き努めていく必要があ

る。 

 

Ｂ 

 

愛の２ 生涯学習の推進 

 



2 

 

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 元 2 実績と成果 経費 課題 評価 

学習情報の提供 

【生涯・スポーツ】 

年１回のグループ・サークルを紹介する

冊子等を作成するとともに、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 1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 

１８ 

 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 元 2 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 

・学遊館展示 3回 

・老人大学 実施回数 9回 登録者数 66人 

●展示では、国木田独歩、埋蔵文化財をテーマに企画した。 

    千円 

 ４，２０５ 

 

 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 2,800千円 1,664冊(Ｈ29：2,801千円 1,639冊) 

大畠図書館  701千円  504冊(Ｈ29：  700千円   493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 

 ３，５０１ 

柳井図書館では蔵書数が書

架収容冊数を超過しており、

図書館が手狭なため収納スペ

ースを確保することが困難な

状況である。 

 

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。 

     レファレンスの受付件数 

柳井図書館  7件 

大畠図書館  4件 

●依頼のあった相談には適切に対応できた。 

 

   千円 

― 

 

専門的な問い合わせにも対

応できるよう更なる知識の習

得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。 

     大活字本の購入 

柳井図書館 0冊 

大畠図書館 2冊 

●最低限購入することができた。 

   千円 

３ 

大活字本はシリーズもので

の購入となる。全国的にはニ

ーズがあるため一定期間ごと

の購入が必要である。 

 

Ｃ 

 

     

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 元 2 実績と成果 経費 課題 評価 

0 



3 

 

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 

・山口県公民館連合会研修会 2回 

・派遣社会教育主事研修 14回 

・山口県公民館連合会・東部地区公民館職員研修会 1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 

３ 

 

 

より多くの研修機会を得て

交流を深める必要がある。ま

た研修の内容等について、参

加できなかった職員にも周知

し情報共有を図る必要があ

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。 

          千円 

― 

 

  

― 

 

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×2期(H29:6講座×2期) 

・地区公民館 9館講座 開催数 102講座(H29:103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。 

●各地区で特色ある講座の開催により、公民館が生涯学習の拠点と

して認識された。 

    千円 

   ３７７    

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 元 2 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 2日（土）～3月 3日（日） 

・日積ふるさとまつり   12月 9日（日） 

・伊陸公民館まつり    12月 2日（日） 

・新庄ふれあいまつり   11月 10日（土） 

・余田まつり        4月 1日（日） 

・伊保庄公民館まつり   11月 11日（日） 

・阿月ふれあいまつり   11月 11日（日） 

・平郡東地区文化祭    11月 3日（土） 

・平郡西ふれあいの集い  10月 31日（水） 

・大畠公民館文化展    11月 2日（金）～11月 4日（日） 

●地元の積極的な企画運営により、発表が定着し、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、子どもから高齢者

まで幅広い世代の参加・交流

を促進する必要がある。 

 

 

Ｂ 

 

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 元 2 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 

「眠り、すっきり！睡眠力講座」（柳井市共催） 

2回合計 58人（Ｈ29：95人） 

・6月 30日 睡眠の秘密を探ろう 

・7月 21日 睡眠と運動による認知症予防 

    千円 

─ 

(県立大学負担) 

講義分野と参加者の要望の

バランスを取り、幅広い分野

の講義を行うよう検討する必

要がある。 

 

Ａ 



4 

 

●講演会の内容が市民のニーズに合ったものとなり、参加者の生涯

学習意欲の伸長につながった。 

公民館の建設 

【生涯・スポーツ】 

日積公民館移転のための用地・建物の取

得・改修、及び伊陸公民館の建替えを行う。 

・余田公民館【平成 29年度実施済】 

・平郡東公民館【平成 29年度実施済】 

 

     近年の公民館の建替状況 

・余田公民館 29年 9月供用開始 

・平郡東公民館 29年 9月供用開始 

・日積公民館 31年 3月竣工（40,926千円） 

・伊陸公民館 30年度事業（11,761千円） 

       32年度竣工予定 

●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 

５２，６８７ 

老朽化に伴う施設整備を計

画的に行う必要がある。また

既存施設については、個別施

設計画を策定し、長寿命化を

検討する必要がある。 

 

 

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 7件 

公民館利用者総数 

・中央公民館  1,195件 12,802人(H29:1,176件 13,059人) 

・日積公民館   151件  2,092人(H29:  159件  2,125人) 

・伊陸公民館   506件  5,790人(H29:  440件  4,712人) 

・新庄公民館   629件  7,274人(H29:  525件  7,585人) 

・余田公民館   381件  3,401人(H29:  355件  4,218人) 

・伊保庄公民館  264件  2,506人(H29:  255件  2,186人) 

・阿月公民館   231件  3,172人(H29:  223件  3,654人) 

・平郡東公民館  115件  1,601人(H29:   72件  1,638人) 

・平郡西公民館   51件   778人(H29:   39件   806人) 

・大畠公民館   802件  9,009人(H29:  762件  9,655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 

１９，１９３ 

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、地域のニーズに合わせ

た公民館事業の充実を図る必

要がある。 

また、個別施設計画を策定

し、長寿命化等を検討する必

要がある。 

 

 

Ｂ 

社会教育（生涯学

習）施設の活用及

び運営・管理 

【生涯・スポーツ】 

星の見える丘工房の有効活用と運営管

理を行う。 

・天体観測会の実施 5回/年 

・行事、イベントの実施 

・施設の運営・維持管理 

・施設管理者や地元、利用者との協力に努

める。 

     星の見える丘工房 

・使用状況    143件 1,560人（H29 145件 1,596人） 

・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 2回 参加者 41人 

●天体観測会では、観測だけではなく講座も行っており、行事内容

の充実に努めることができた。 

千円 

   ６８６ 

 

 特定の団体のみならず、よ

り多くの市民が利用できる事

業を実施する必要がある。 

 個別施設計画を策定し、長

寿命化等を検討する必要があ

る。 

 

Ｂ 

 



5 

 

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 元 2 実績と成果 経費 課題 評価 

街頭補導の実施 

【生涯・スポーツ】 

青少年の非行を防止するため、少年補導

員による街頭補導・あいさつ運動を実施

（昼・夜）する。 

・街頭補導 60回／年 

     青少年相談員 1人（1,402千円） 

街頭補導 

・少年補導員 90人  巡視回数 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うことで、遊技場等の職

員と人間関係を構築し、情報交換を行うことに努めた。 

    千円 

 １，６７６ 

    

 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・指導に

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 元 2 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 31年 1月 6日 11：00～ 

・会 場  柳井クルーズホテル 

・出席者  256人 出席率 76.9％ (H29:245人 出席率 80.6％) 

・新成人スタッフ会議 6回実施 

●新成人スタッフの協力を得ることで、今回も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 

   ５３０ 

 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 元 2 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、

柳井市生活芸術展覧会等を開催する。 

・年間各 1回開催 

     ・短詩型文学祭開催（94千円） 

  6月 22日優秀作品発表 

  俳句部門（投稿数）  141句（Ｈ29：114句） 

  短歌部門（投稿数）   61首（Ｈ29：109首） 

  詩部門 （投稿数）   16編（Ｈ29：16編） 

・第 52回市生活芸術展覧会開催（135千円） 

  11月 1日（木）～11月 3日（土） 

  市内の 5グループの作品を一堂に展示、観賞する事業 

  入場者数 350人（Ｈ29：350人） 

・第 54回市美術展覧会開催（180千円） 

  11月 10日（土）～11月 14日（水） 

  出品作品 176点(H29:186点)  出品者 151人(H29:161人) 

    千円 

  ４３３ 

    

より多くの市民、特に若年

者からの投稿、出品を促進す

る必要がある。 

 

Ｂ 
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・子どものひろば（大畠公民館芸術文化振興事業）（24千円） 

  11月 10日（土） 

  図書館まつり内で実施 

●文学祭は、広く広報活動を行うとともに、県内の文学同好会、大

学等へも広く案内を行い周知を図ったので、投稿数が増加した。 

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 56件 総使用日数 56日（Ｈ29：65件 65日） 

●貸館事業としてのリピーターは確保できた。 

    千円 

６５，７６９ 

（人件費除く。） 

 音響の良さなどの優れた部

分をＰＲする必要がある。 

 

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 元 2 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。 

・団体間の連絡調整や後援による支援を行

う 

     文化連盟表彰 個人 4人 (Ｈ29：個人 1人) 

文化行事後援 7件 （Ｈ29：4件） 

理事会 1回 （Ｈ29：1回） 

常任理事会 2回 （Ｈ29：2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 

・山口ゆめ花博バスツアー 

●新企画の事業により、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) 

 

高齢化に伴い団体活動の停

滞が予測され、若年層の加入

等、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 11日（入場者数約 700人） 

           （Ｈ29：11月 12日（入場者数約 500人） 

  〃 郷土芸能の部・邦楽の部 1月 20日（入場者数約 300人） 

            （Ｈ29：1月 21日（入場者数約 300人） 

●メディアによるＰＲのみでなく、今回も出演関係者等による主体

的な取組が行われた。 

    千円 

５２９ 

サザンセト音楽祭は、近隣

の音楽関係者の認知度は高い

が、市広報を通して一般市民

にも認知してもらう必要があ

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 

12 

取組項目 取組内容【数値目標等】 28 29 30 元 2 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。 

     文化福祉会館・勤労青少年ホーム（指定管理施設） 

・指定管理料 9,200千円 

・利用人数 

  文化福祉会館 1,795件 39,958人  (H29:1,843件 40,026人) 

  勤労青少年ホーム 1,020件 13,518人(H29:1,059件 14,285人) 

・自主事業  32件 参加者数 388人（Ｈ29：53件 557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 

 ９，２００ 

  

 

自主事業の積極的展開等、

更なる利用促進の工夫を求め

る必要がある。 

個別施設計画を策定し、長

寿命化等を検討する必要があ

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。      舞台機構操作盤部品交換・舞台照明設備改修工事を行った。 

●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 

４０，８０９ 

舞台機構設備と音響設備の

老朽化が目立ち、設備更新を

行う必要がある。 

 

Ｃ 
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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 元 2 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 5,600人 

 

     市民スポーツレクリエーションのつどい 10月 8日（祝） 

 ・参加者 4,688人(H29: 4,000人) 

市民駅伝競走大会  12月 9日（日） 

 ・参加者 66チーム 428人(H29:79チーム 499人) 

ロードレース大会   1月 14日（祝） 

 ・参加者 12部門 429人 (H29: 悪天候により中止) 

健康ハイキング 2月 11日（祝） 

 ・参加者 約 500人(H29:700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、市民の健康づくりの動機付けが図られた。 

    千円 

   ７８３ 

    

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 元 2 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。） 

延 200人 

     各団体への補助金交付 

  柳井市体育協会補助金            2,020千円 

  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 

  プラチナ卓球大会補助金            800千円 

全国大会等出場者への激励金の交付 

 全国 181人 県 171人（H29:全国 134人 県 201人） 799千円 

●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

及び地域活性化に寄与できた。 

    千円 

 ４，３２３ 

  

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 

 

 

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 元 2 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 50％ 

・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  25団体(H29:28団体) 

・団員  480人 (H29:482人) 

・指導者 109人 (H29:128人) 

・登録割合  28.1％ (H29:31.5％) 

スポーツ少年団本部の主な活動状況 

・体力テスト 5月 19日(土) 8団体 107人（H29：8団体 113人） 

    千円 

   １７２ 

    

 

 

 

 

全国（9.2％）・全県（24.1％）

で比べると加入率は高いが、

少子化による団員の減少が続

くことから、積極的な加入促

進活動が必要である。 

 

Ｂ 



8 

 

・柳井地域指導者・育成母集団研修会 

 Ｈ30田布施町で開催、柳井市からの参加者なし 

・親子交歓会 1月 27日(日) 34チーム 160人（H29：悪天候によ

り中止） 

県体出場 11団体 159人  (H29:15団体 200人) 

●団員募集冊子の配布により各団体のＰＲを行った。 

 

 

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 元 2 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への支援 

・スポーツ合宿 10団体 282人（H29:12団体 335人）1,099千円 

・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 

・開催中止（H29:ボランティア参加者数 11人） 

●スポーツ合宿受け入れにより県内外の団体が柳井市を訪れ、交流

人口の増加による地域活性化に貢献した。 

    千円 

１，１３０ 

 

スポーツ合宿の誘致策を検

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 元 2 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）   3,552件 83,032人(H29:98,187人) 

                                     (10,930千円) 

・ウェルネスパーク（指定管理）111,589人(H29:98,532人) 

                       (59,678千円) 

  テニスコート  1,644件 12,689人(H29:1,859件 14,646人) 

  アクアヒルやない        86,856人(H29:        73,105人) 

  多目的広場     312件 12,044人(H29:  261件 10,781人) 

・武道館等（指定管理）   62,084人(H29:68,702人) 

                       (18,787千円) 

  武道館     1,410件 20,429人(H29:1,192件 21,700人) 

  南浜グラウンド   644件 21,955人(H29:631件 22,953人) 

  南浜テニスコート  885件 9,802人(H29:802件 12,111人) 

  小田浜グラウンド  291件 9,898人(H29:306件 11,938人) 

・市民球場（指定管理）143件 27,645人(H29:146件 33,523人) 

                       (11,508千円) 

・弓道場       563件 13,629人(H29:  549件 13,235人) 

・大畠グラウンド   603件 10,681人(H29:  560件 10,084人) 

・伊陸地区体育館   711件 12,828人(H29:  778件 13,838人) 

・阿月地区体育館    96件  3,552人(H29:   94件 3,332人) 

・神代地区体育館   477件  6,229人(H29:  474件 6,045人) 

    千円 

１００，９０３ 

 

 

 

 

 

 

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、利用者の安全の確

保及び施設の老朽化に対応

するため、個別施設計画を

策定し、長寿命化等を検討

する必要がある。 

 

 

Ｂ 
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・遠崎地区体育館   416件  6,980人(H29:  397件 7,710人) 

・学校体育施設開放 3,860件 60,485人(H29:3,874件 62,504人) 

       年間利用者数の総計 398,734人(H29:415,692人) 

●施設に応じた維持管理により適宜改修・改善等を行った。 

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、顕彰す

る。 

・教育功労者表彰 該当なし（Ｈ29：1人） 

 

    千円 

 ― 

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。      柳井商業高等学校跡地利活用基本構想における整備スケジュール

の進捗に沿って事業を開始する。 

 

    千円 

 ― 

新たな施設の供用開始ま

で、現施設における安全な

利用環境の確保と、円滑な

事業実施のための関係団体

との協議を進める必要があ

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 元 2 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。 

     指定文化財保存修理補助金交付 5件 

・小田家町屋保存修理       1,526千円 

・月性追慕記念行事          90千円 

・阿月神明祭             30千円 

・伊陸南山神社神楽          30千円 

・国森家消防設備点検         47千円 

●関係団体との協力により、文化遺産の保存や啓発が図られた。 

    千円 

 １，７２３ 

 

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 30年度 修理 2件 

     保存修理補助金交付（4件）4,975千円 

●地元住民及び所有者の理解と協力を得て良好な保存整備が図ら

れた。 

    千円 

５，１６５ 

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 

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 

・しらかべ学遊館 入館者数 10,693人(H29:7,605人) 1,415千円 

・茶臼山古墳    総入場者数 8,548人(H29:8,110人) 2,472千円 

・町並み資料館  入館者数 19,431人(H29:21,398人) 3,264千円 

・大畠郷土民俗資料館 入館者数 49人(H29:43人)      58千円 

・月性展示館   入館者数 1,241人(H29:1,156人)    2,615千円 

 （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

    千円 

９，８２２ 

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。 

また、個別施設計画を策

定し、長寿命化等を検討す

る必要がある。 

 

 

Ｂ 
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れたことにより、歴史や伝統文化の保存と紹介ができた。 

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：H30 伊保庄地区 

・試掘調査の実施：H30 伊陸地区 

     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 

（国営） 

・発掘調査 伊保庄地区「長尾原遺跡」 17,117千円 

・発掘調査取りまとめ 伊保庄地区「上峠遺跡」 

                   2,652千円 

・試掘調査 伊陸藤ノ木地区          3,287千円 

●出土遺物や記録保存により、地域の歴史資料を得ることができ

た。 

    千円 

２４，９１７ 

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 元 2 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 元 2 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年度実施】 

・「柳井市の偉人伝」作成 H30年度 

     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

史や文化について計画的に学習を進めている。 

●地域の偉人や文化財についての理解を深めることができた。 

千円 

＿ 

教材を効果的に使用した

授業の展開例を共有する

等、活用についての工夫が

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 

【学校教育課】 

各学校で地域の特性を生かした教材を

開発する。 

・令和 2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年、

長溝をつくった人 新庄小４年など、小学校１１校、中学校２校で

実施） 

●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。 

    千円 

― 

学校応援団を充実させ、

地域カリキュラムを有効活

用することにより、地域人

材を活用するためのシステ

ムを構築する必要がある。 

 

Ｂ 

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（長尾原遺跡）1回 60人 

民俗資料貸出 1件(内学校関係 1件) 

●発掘調査の成果について、見学者に説明を行い、好評を得た。 

千円 

― 

 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 元 2 実績と成果 経費 課題 評価 
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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付け

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、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８校、中学校１校で実施） 

    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。 

中学校でも取組を増やす

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 10件（内学校 7校） 

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 元 2 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） 

●各地区の活動を活発にする一助となった。 

     千円 

     １０ 

スクール・コミュニティ

の意義と目的の周知を意識

しながら、先進地の取組を

積極的に紹介する必要があ

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、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 

     各学校の学校運営協議会において、市教委の施策を広めたり、他

地区の取組を紹介したりして、各校の運営協議会の質が向上するよ

う支援した。（回数 68回） 

●熟議を積極的に取り入れる等、各校の学校運営協議会の質が向上

してきた。 

千円 

９２４ 

地域カリキュラムのマネ

ジメント等、スクール・コ

ミュニティの核として、学

校運営協議会の内容を更に

充実させる。 

 

Ｂ 

 

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 元 2 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。 

     市内全小中学校で学校、家庭、地域の役割を明確にした運営推進

書を作成した。 

●「地域とともにある学校」づくりに向け、具体的な方策を示すこ

とができた。 

●市内全小中学校の運営推進書をとりまとめ、冊子として各校に配

布し、各校の特色ある取組を情報共有した。 

千円 

― 

ＨＰの活用等、運営推進

書を広く地域に公開する必

要がある。 

 

Ａ 
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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。 

     写真や図を活用し、分かりやすい紙面になるよう工夫した。 

●各校の創意工夫により、学校の様子が地域や保護者に伝わり、連

携が深まってきた。 

    千円 

    ４５ 

ＨＰ等を活用したり、公

民館に置いたりして広く発

信する。 

 

Ｂ 

 

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 元 2 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 

     教職員が学校運営協議会やボランティア総会等、コミュニティ・

スクールについての理解を深めたり、地域の方の思いを知ったりす

る場と機会を大切にしている。 

●授業や行事への地域の参加が増えた。 

    千円 

─ 

教職員が参加する会議や

行事について、業務改善の

視点から精選する必要があ

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 元 2 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【平成 28年度実施済】 

     市内全小中学校にコミュニティ・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 

─ 

地域の方がより集いやす

いコミュニティ・ルームに

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 

 

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 元 2 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 

     小田小学校において、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 90人（Ｈ29：96人） 

●学校支援ボランティアや教職員の意識を高揚することができ、学

校におけるボランティアの数が増えてきた。  

    千円 

    １０ 

研修会の内容を更に充実

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 元 2 実績と成果 経費 課題 評価 
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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） 

●各地区の活動を活発にする一助となった。 

     千円 

     １０ 

スクールコミュニティの

意義と目的の周知を意識し

ながら、先進地の取組を積

極的に紹介する必要があ

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 元 2 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 959人となった。（Ｈ29：863人） 

●学校支援ボランティアについての理解が深まってきた。 

     千円 

    １７４ 

学校運営推進書及び地域

カリキュラムを広く地域に

公開し、登録者に学校の方

針を理解させる必要があ

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 元 2 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。 

・令和 2年度までに、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きた。 

●地域と学校の関係が「学校支援」から「地域学校協働活動」へと

変わってきた。 

※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

形での再編を進めた。 

    千円 

─ 

市内全小中学校での学校

応援団体制を更に充実させ

る必要がある。 

 

Ｂ 

 

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 元 2 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、地域連携教育アドバイザーと総合コー

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 

●市としての水準を向上させることができた。 

    千円 

─ 

各中学校区の実態に応

じ、地域協育ネットの活動

を更に活性化させる必要が

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、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 
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31 

取組項目 取組内容【数値目標等】 28 29 30 元 2 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） 

●各地区の活動を活発にする一助となった。 

     千円 

     １０ 

スクールコミュニティの

意義と目的の周知を意識し

ながら、先進地の取組を積

極的に紹介する必要があ

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 元 2 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、2月） 

連携を深めていくための研修のあり方について、熟議を行った。 

●出されたアイデアを実行する形で保育士による小学校の授業参

観を行うことができた。 

    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

よる協議を十分に行う必要

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 元 2 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。 

・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り、「小１プロブレム」解消の一助と

なっている。 

 

    千円 

─ 

参加者を更に増やす必要

がある。 

 

Ｂ 

 

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 元 2 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 

     中学校教諭が校区内小学校で、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。ま

た、小学校教諭が中学校で TTとして授業に参加した。 

（例：柳井中学校区では、柳井中から校区内各小学校へ週 7時間、

柳井小から柳井中へ週 2時間実施） 

●小中連携を更に深めることができ、中１ギャップの解消と学力向

上の一助ともなっている。 

    千円 

─ 

柳井小、柳井中以外の

小・中学校には教員配置が

ないため、時間数を増やす

のが難しいと考えている。 

相互に乗り入れた教員の

効果的な活用については改

善の余地がある。 

 

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 元 2 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 

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

中高連携生徒指導連絡協議会、柳井市学校

     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（地域カリキュラムのマネジメン

    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

 

Ｂ 
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【学校教育課】 保健委員会を開催する。 

・各協議会等を定期的に開催／年 

ト） 

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。 

ある。 

 

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 元 2 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 1日 

●各小学校の仮入学日に、市民会議常任委員等が学校へ赴き、家庭

の日カレンダーの配布と説明を行った。 

    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 元 2 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校数（柳井市内） 15校・地区 

こども環境クリーンアップ活動に同行 

●警察署との連携がよりスムーズになった。 

 

    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し、

活用の促進を図る必要があ

る。 

 

Ｂ 

 

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 元 2 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、全小中学校の共通理解を図って

いる。 

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（全国学力・学習状況調査で検証）。 

    千円 

─ 

学校や家庭によって、取

組に差が見られる。継続的

な取組が必要となる。 

 

 

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 元 2 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 

      学校の実態・ニーズ及び業務改善の観点より、平成３０年度より

事業を取りやめた。各中学校において職場体験・職場見学を実施し

ている。 

    千円 

─ 

  

─ 
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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 元 2 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 18回（うち、祭り等イベントに伴う開催 5回） 

・参加者数 246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 

●地区開催の放課後子ども教室については、引き続き児童クラブと

の連携を強化した。 

    千円 

  １７ 

 

 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 元 2 実績と成果 経費 課題 評価 

各学校における放

課後こども教室の

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。 

      柳井小学校、柳東小学校、柳北小学校、新庄小学校、大畠小学校、

伊陸小学校、柳井西中学校において、学習支援を実施した。 

●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 

― 

 学習支援のボランティア

を更に拡充する必要があ

る。 

 

Ａ 

 

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 元 2 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

間数を確保している。 

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 

─ 

令和 2年度から小学校で

新学習指導要領が実施され

る。授業時数が増えるため

それに対応した教育課程を

組む必要がある。 

 

Ｂ 

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 24日開催：110人、8.5％参加 （Ｈ29：95人、7.4％） 

●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 

─ 

小学校では、算数授業改

善を中心とした指導案検討

会、研究授業を行っている

ので問題を作成する小学校

教員の負担が大きい。 

 

Ｂ 

 

番号 主な取組 ②学校、家庭、地域の連携による「学びの 実施期間 点検・評価 
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サイクル」の確立（再掲） 

43 

取組項目 取組内容【数値目標等】 28 29 30 元 2 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 3回／年 

     市が主催する研修会等において、全小中学校の共通理解を図って

いる。 

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（全国学力・学習状況調査で検証）。 

    千円 

─ 

学校や家庭によって、取

組に差が見られる。継続的

な取組が必要となる。 

 

 

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。 

・令和 2年度までに完了 

     対象校を 10校とし、学校司書を 5人配置した。 

●児童生徒の読書活動の推進と読書環境整備に寄与した。 

千円 

２，０４３ 

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 元 2 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 12日、9月 28日、2月 5日実施 

●研究集会参加者（各小・中学校学力向上担当教員）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 

─ 

各校の実態に応じた支援

を更に進めていく必要があ

る。 

 

Ａ 

 

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 元 2 実績と成果 経費 課題 評価 

地域教材を用いた

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や現在地域

で活躍している方等を取り上げた学習を位置付け、実施している。 

●地域理解が深まり、地域肯定感につながった。 

    千円 

─ 

「柳井市の偉人伝を(仮)

を現在作成中であり、令和 2

年度に各校へ配布予定であ

る。 

 

Ｂ 

 

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 元 2 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） 

    千円 

─ 

学校運営協議会の場にお

いて、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

 

Ｂ 
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●様々な活動を体験することにより児童生徒の自己肯定感、他者肯定

感、地域肯定感の伸長を図ることができた。 

の転換に結びつけていく必

要がある。 

 

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 元 2 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 30年度調査結果：長座体前屈 国平均、県平均、市平均 

               小学生    35.4    33.9    33.7 

             中学生    44.8    43.0    43.8 

    千円 

─ 

保健体育の授業で継続的

に効果的なメニューに取り

組む必要がある。 

 

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 元 2 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、南部・大畠、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 17日、1月 31

日）と市健康フォーラム（1月 24日開催：158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

全体として課題解決を図る

必要がある。 

 

Ａ 

 

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 元 2 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 

     県からの割り当てに基づいて研修会を開催している。 

 8月 7日に柳井中の実践事例と栄養教諭の取組について、発表す

る機会を設け、食育に関する実践力を高めることにつなげること

ができた。 

    千円 

─ 

継続的な取組が必要であ

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 41回、中学校 4校に対し延べ 12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。） 

●児童生徒の食に対する意識を実地に調査することで、献立等の

作成に役立った。また、児童生徒が食への関心を高め、食べるこ

との大切さを学ぶ機会づくりに努めた。 

    千円 

─ 

巡回指導は、学校の希望を

受けて実施するため、全クラ

ス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 元 2 実績と成果 経費 課題 評価 
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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 

─ 

引き続き、各校の取組を

市全体で共有し、学習内容

の質の向上を図る必要があ

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 元 2 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 

     優秀作品については「立志の教育のつどい」において、表彰し、

発表した。 

12月 8日 約 250人参加（Ｈ29：約 250人） 

●発表する機会を設けたことで、参加児童生徒の自信となった。 

    千円 

    １１ 

応募者を増やすととも

に、立志の教育のつどいの

内容も工夫していく必要が

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 元 2 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。 

・平成 29年度終了（所期の目的達成） 

      学校の実態・ニーズ及び業務改善の観点より、平成 30年度より

事業を取りやめ、各校の教育課程にキャリア教育を位置づけ、全校

体制による取組が進んでいる。 

小学校では柳井まつりの子ども広場が、中学校では職場体験学習

がキャリア教育の場として定着してきた。 

    千円 

─ 

  

─ 

 

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 元 2 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 

      学校の実態・ニーズ及び業務改善の観点より、平成３０年度より

事業を取りやめた。 

 

    千円 

─ 

  

─ 

 

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 元 2 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 

     年長児就学先検討会議を実施（年 1回・9月 21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、年度毎

に実施時期を調整する必要

がある。 

 

Ａ 
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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 元 2 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 

     市内外 14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、更に

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 元 2 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 8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を

工夫する必要がある。 

 

Ｂ 

 

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 元 2 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 1週及び 11月第 2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 

─ 

児童生徒の自己肯定感を

高める声かけを重点的に行

う必要がある。 

 

Ｂ 

 

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 元 2 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、縦割り班等の異年齢集団を単位とした活動を工

夫して取り入れるようになった。 

    千円 

─ 

更に、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。 

 

Ａ 

 

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 元 2 実績と成果 経費 課題 評価 
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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 3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：11人、中学校：24人 

       （H29 小学校：6人、中学校：12人） 

    千円 

 ─ 

（山口県負担） 

各校の訪問回数が少な

い。回数を増やすよう県に

要望している。 

 

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 元 2 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。（3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せるようになってきた。 

千円 

５５６ 

学校からの要請が年々増

加しており、派遣費用を増

加させる必要がある。 

 

Ａ 

 

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 元 2 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】 

人間関係の小さ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実施している。 

いじめの認知件数 小学校 137件、中学校 21件 

（H29：小学校 85件、中学校 19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・対応がなされている。些細な言動を見逃さな

いという教員の姿勢が、認知件数の増加につながっている。 

    千円 

─ 

児童・生徒が記入しやす

いようなアンケート内容

や、迅速な情報共有を図る

ための工夫が必要である。 

 

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 元 2 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） 

弱い立場の子どもが自己肯定感を高めるための愛アプローチに

ついて、事例をもとに演習・協議を実施した。 

●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

防止につなげるために、開

発的・予防的生徒指導を更

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 
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64 

取組項目 取組内容【数値目標等】 28 29 30 元 2 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、2月） 

連携を深めていくための研修のあり方について、熟議を行った。 

●出されたアイデアを実行する形で保育士による小学校の授業

参観を行うことができた。 

    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

よる協議を十分に行う必要

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 元 2 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り、「小１プロブレム」解消の一助と

なっている。 

    千円 

─ 

参加者を更に増やす必要

がある。 

 

Ｂ 

 

志の８ 教職員の資質向上 

 

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 元 2 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回の校長研究集会及び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。 

県内で不祥事事案が発生した場合には、速やかにその事案に係る

注意喚起や職員研修を実施した。 

●全教職員に綱紀保持の意識を徹底できた。 

    千円 

─ 

不祥事根絶に向け、効果

的な綱紀保持研修を実施す

る必要がある。 

 

Ａ 

 

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 元 2 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】 

フレッシュ合同研修（１～３年目教員）、

時習館（ミドルリーダー）を実施する。 

・定期的に開催/年 

     フレッシュ合同研修、スペシャリスト研修の開催については他研

修に含めることで、単独実施はしていない。 

●時習館では、人材育成について研修を深めることができた。また、

柳井市の将来や、これからの教育について、受講者の見識を広げる

ことができた。 

    千円 

─ 

参加者を増やすととも

に、受講生が各校でミドル

リーダーとして活躍できる

ようにする必要がある。 

 

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 元 2 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

修会の開催 

｢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。 

     公開授業を年 6回開催した。2月 19日にアクティブラーニング

発表会を開催し、広く成果を還元した。 

●授業後は受講者、参加者でよりよい授業づくりについての協議を

    千円 

─ 

授業研究会参加者数を増

やし、更に研修内容を充実

させる必要がある。 

 

Ａ 
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【学校教育課】 ・受講者による授業公開 10回／年 行い、市内各校の授業水準の向上を図ることができた。 

教科「外国語科」

の導入に向けた教

員の指導力向上 

【学校教育課】 

小学校教員を対象とした研修会を実施

する。 

・定期的に開催／年 

     夏季・冬季授業を計 4回開催した。 

●令和 2年度からの 3・4年外国語科活動（年間 35時間）、5・6年

外国語科（年間 70時間）実施に向けて、実践的な授業づくり研修

を行うことができた。 

 

─ 

研修会参加者が若手教員

に偏っているので、ベテラ

ン教員の参加を増やしてい

く必要がある。 

 

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 元 2 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 

     校長研究集会で業務改善の視点を示したり、各校の取組を紹介し

合ったりして、業務改善を進めるための具体的な方策について確認

した。 

●各校で具体的方策を工夫し実践している。 

    千円 

─ 

更に時間外業務時間の削

減に向けた取組が必要であ

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 

─ 

業務改善に向けた具体的

な取組を工夫する必要があ

る。 

 

Ｂ 

 

基本方針を支える環境整備 

 

１ 情報発信の充実 

 

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 元 2 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、情報は随時更新している。 

●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、更新状況の確認

を継続する必要がある。 

 

Ｂ 

興味・関心のある

ページの開設 

【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

更新できるよう働きかける

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 元 2 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 

─ 

全ての学校が月 1回以上

更新できるよう働きかける

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 実施期間 点検・評価 
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報発信の検討 

72 

取組項目 取組内容【数値目標等】 28 29 30 元 2 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。 

     教育委員会が開催する行事等については、市公式フェイスブック

にも掲載されている。 

教育委員会独自のフェイスブックの作成については検討段階で

ある。 

    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 

─ 

効果的な活用を続けてい

く必要がある。 

 

Ａ 

 

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 元 2 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。 

・令和 3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。 

      柳井南中学校の統合計画に伴いリースで 2台柳井中学校へ導入

した。老朽化した 6台（柳井中 4）の車両については、平成 31年

3月にリースで更新した。 

    千円 

２，４７４ 

 今後も、スクールバスの

更新については、リースも

含めた更新方法を検討する

必要がある。 

  

Ａ 

 

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 元 2 実績と成果 経費 課題 評価 

学校施設の耐震化 

【教育総務課】 

学校施設の耐震化を図る。 

・令和元年度末 100％ 

     柳東小学校、余田小学校及び大畠小学校の屋内運動場非構造部

材耐震補強工事を実施した。 

耐震性の無い日積小学校管理特別教室棟の改築工事及び伊陸小

学校体育倉庫の改修工事を実施した。 

平成 30年度末耐震化率 98.2％（Ｈ29 96.4%） 

●児童の安全が確保されるとともに、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 

１４３，３３８ 

今後、耐震化の必要な建

物（木造 1棟）を整備する

必要がある。 

 

 

Ｂ 

学校施設の改修 

【教育総務課】 

各小中学校の空調設備の設置やトイレ

の洋式化など、学校施設の機能充実を図る

ための改修を計画的に実施する。 

      危険ブロック塀撤去及び改修工事、特別支援学級へのエアコン

設置工事等を行った。 

●改修工事等を行ったことにより、安心安全な教育環境の改善が

図られた。 

    千円 

４５，２２７ 

建築後 30年以上経過して

いる校舎棟がある学校が 13

校あり、維持管理に相当な

費用がかかる。 

トイレの洋式化等優先順

 

Ｂ 
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位をつけて実施していく必

要がある。 

 

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 元 2 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とともに、蔵書

の質の向上を図る。 

・平成 25年度末 9校→12校以上 

     図書の蔵書冊数について、市内 15校中 8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 

５，７９１ 

古い図書については廃棄

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。 

・令和 2年度までに完了 

     対象校を 8校から 10校へ、また学校司書を 4人から 5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 

１，５２４ 

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 元 2 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。 

・平成 29年度 液晶テレビ導入済 

     各小中学校へ導入するタブレット等の機種の検討を行った。 

●次年度予算へ全ての小中学校への導入経費を計上することがで

きた。 

    千円 

 ─ 

プログラミング教育に対

応したＩＣＴ機器を整備す

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 

８，７９５ 

 今後も、小中学校に必要

な教材・備品を計画的に整

備する必要がある。 

 

Ｂ 

 

※実績と成果欄の●以下は、成果を記入している。 

経費欄の「－」は、予算執行を伴わないソフト事業 

評価欄の「－」は、事業が始まっておらず評価できない事業 


