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【はじめに】 
 
１ 趣旨 
 
地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部改正により、平成２０年４

月から、全ての教育委員会は、毎年、その権限に属する事務の管理及び執行の

状況について点検及び評価を行い、効果的な教育行政を推進し、住民への説明

責任を果たすことが求められており、その結果に関する報告書を作成し、議会

に提出するとともに、公表することとなっております。 
 そこで、今年度の報告書を公表します。 
 
 
２ 点検・評価の対象・期間 
   
  点検評価の対象は、平成２１年度の周防大島町の基本方針（学校教育・社

会教育）に基づく施策と学校環境整備の主な事業を対象としました。 
  点検評価の対象期間は、平成２１年４月から平成２２年３月までの事業で

す。 
 
 
３ 点検・評価の方法 
 
  点検・評価対象とした施策・事業は昨年と同様としており、自己評価のみ

とした。 
  １２月の教育委員会会議の議題として、協議し承認を得ている。 
 
 
４ まとめ 
 

 教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検・評価については、例年報

告書の公表を対象年度の翌年度の３月に行っていたが、教育委員会等で遅す

ぎるのではないかという意見を踏まえ、今年度は１２月を公表月とし、点検・

評価対象は例年どおりとしております。評価の手法等について今後更に効果

的な教育行政を推進し、町民への教育行政評価の客観性・透明性を図り、的

確な評価に向け取り組みを改善してまいります。 
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【学校教育課】  ふるさとの心をつなぐ教育と文化の島づくり・人づくり 

 近年、国際化、情報化、少子高齢化の進展など、社会環境が大きく変化する中で、学校教育への期
待が大きく広がっている。 

 周防大島町教育委員会では、「山口県教育行政の重点取組事項等について」を基盤に「ふるさとの心

をつなぐ教育と文化の島づくり・人づくり」をめざし、次のような努力点を掲げ、具体化を図った。 

 
 
１ 自ら学び続ける力を育み、確かな学力を身につける 

基礎的・基本的な内容の定着 

主体的に学び取る意欲の育成と学習の仕方の習得 

一人ひとりの個性や能力に応じた学び続ける能力の育成 

 

○ 地域の特色を生かした魅力的なカリキュラムの編成 

   地域素材を生かした総合的な学習の時間の充実 

【成果】 

○ 第２回セミナーとして、６月１９日に実施。 

    参加者 １６名 

○ 宮本常一の生い立ちや業績、研究手法についての講義、実践

例の紹介を行い、授業への生かし方について考察した。 

○ 周防大島文化交流センター学芸員から、センターの利用方法

や写真資料の取扱上の留意点について説明した。 

・宮本常一を教育に生かす 

教育力向上ステップアップ

セミナ－の開催 

【課題】 

○ 今年度初めて宮本常一について授業をされる予定の先生方

を対象に、「宮本常一基礎講座」ということで開催した。副読

本を作成して３年が経過し、作成に携わった教員が少なくなっ

た今、新たな指導者の養成が望まれる。 

【成果】 

○ 第４回目の写真コンクールを実施。 

    作品募集期間  平成２１年９月７日～１０月９日 

    出品点数 ６７点（参加人数９４人） 

○ 昨年度に比べて出品点数や参加人数が増加した。また学校や

学年単位でとりくむ例も見られ、小中各１校へ学校賞を贈っ

た。仮説を立てて調査し、結果をまとめた作品に教育長賞が贈

られた。 

・宮本常一が撮影した写真を

調べるコンクール 

【課題】 

○ 出品点数が増え、作品の質も向上した。今後は、課題の見つ

け方、写真資料の取扱いや文献の引用方法等について、学芸員

が直接児童生徒に指導する機会を設けていきたい。 

・宮本常一副読本を活用した

事例集の発行 

 

 

 

 

 

 

 

 

【成果】 

○ 平成２１年度の実践事例を各学校提出してもらい、平成２２

年４月に事例集第３集を発行した。 

○ 事例集によると、副読本は総合的な学習の時間を中心に、各

教科・領域で活用されていることが分かる。 

    小学校：総合１１、国語２、生活２、道徳１ 

    中学校：総合５、社会２ 

○ 第２集までは、５・６年での活用事例が多かったが、第３集

は３・４年の事例が増え、全校で取り組んでいることが伺える。 

○ 事例集を町内の学校だけでなく町立図書館や県教委へも配 
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付し、地域の教育素材を生かした周防大島町の取組を広く知っ

てもらう機会になっている。 

 

【課題】 

○ 副読本の活用については、各学校に継続的に呼びかけて行く

必要がある。 

○ 新学習指導要領では、伝統や文化を大切にした教育が重視さ

れているので、地域の伝統や文化を学ぶために教材としての積

極的な活用を図っていきたい。 

 

 

○ 指導と評価の一体化による指導の工夫 

    

【成果】 

○ 全国学力・学習状況調査の結果に基づき、各学校の課題をふ

まえて学力向上プランを作成し、年度途中にＰＤＣＡサイクル

に基づく見なおしを行っている。 

○ 小規模校においては、児童生徒一人ひとりに応じた学力向上

プランを作成し、きめ細かな指導を行うようお願いしている。 

・学力向上プランの作成、プ

ランの検証 

【課題】 

○ 毎年作成しているが、各年度ごとに児童生徒の実態が異なる

のに、学校によっては固定化したプランになっている。各学校

がそれぞれの課題をふまえた実効性のあるプランとなるよう

指導助言を行う必要がある。 

・ 少人数によるきめ細かな 

指導 ティームティーチン

グによる学習指導 

【成果】 

＜小学校＞ 

○ 久賀小学校・城山小学校・安下庄小学校に、学力向上支援員

が配置されておりきめ細かな指導を行っている。 

・久賀小：算数（３年～６年） 

 一斉授業の中での個別の支援やグループ別の習熟度別課題

の指導を実施している。 

・城山小：算数（３年～６年） 

  担任とのＴＴにより、一斉指導の中で個別の支援を行う。 

・安下庄小：算数（３年～６年） 

  ＴＴによる複数教員の協力で、習熟度別の課題や個に応じた

課題を提供し、より一層の基礎・基本の定着を図る。 

○ 加配教員のない学校においても、校長や教頭が授業に加わる

ことにより、複式授業を解消したり、学力差の大きな学級集団

では個別の課題を準備したりする等、個に応じた指導を行った

りしている。 

＜中学校＞ 

○ 中高連携教育を実施している町内４中学校で少人数指導を

実施している。 

久賀中・東和中・安下庄中は少人数指導担当教員を加配しき

め細かな指導をしている。大島中学校は「少人数学級研究指定

校」の加配により、３年生を２学級としている。 

○ 国語・数学・英語では、中高教員によるＴＴを週２時間実施、

音楽・体育は隔週１時間実施している。他の教科においても、 
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加配教員を弾力的に運用し、きめ細かな指導を行っている。 

○ 個人差の大きな学級集団では、数学を中心に各学校が工夫し

て、一人ひとりの学力に応じた指導を行っている。 

【課題】 

○ 児童生徒一人ひとりの学習状況を把握しながら、効果的なテ

ィームティーチングや少人数指導を進めていく必要がある。 

○ 学力向上支援員や特別支援教育支援員など多くの支援員が

児童の学習を支援している。支援の効果的な方法について研修

する必要がある。 

【成果】 

○ 各学校で研修計画に基づき、教科指導の力が向上するよう校

内研修の活性化を進めている。 

○ 各学校で「わかる授業」や「たのしい授業」づくり等を進め

ている。 

○ 全国学力・学習状況調査で明らかになった課題を学校と町教

委で共有し、課題の解決に向けて授業力向上に努めている。 

○ 新学習指導要領の移行措置が始まり、算数（数学）や理科な

ど追加教材による授業が行われている。 

○ やまぐち学習支援プログラムを活用し、教育内容の充実と指

導方法の工夫改善に取り組んでいる。 

 

・ 教科指導の充実 

 

 

 

 

 

【課題】 

＜全体で＞ 

○ 基礎的・基本的な内容の定着を目指した指導を重視している

が、活用する力（全国学力調査のＢ問題）を育てるための指導

が求められる。 

○ 全国学力・学習状況調査の結果をふまえ、課題の解決に向け

た具体策が必要である。 

○ 新学習指導要領改訂の趣旨に基づき、言語活動の重視や理数

教育の充実などに努めなければならない。 

＜小学校＞ 

○ 町費負担でCRTや学力標準テストを実施し、各教科の実態を

把握しながら指導を行っている。今後、これらの検査を統一し、

町として学習状況を把握し、学力向上策を考えていく必要があ

る。 

＜中学校＞ 

○ 各校とも教科担任が１人である事が多く、教科内容の研修が

十分できない。教員が互いに研鑽する機会を作る必要がある。 

 

 

 

○ 小規模・複式学級のメリットを生かした指導方法の工夫 

   町内各複式・小規模校の実践 

・ 町内各複式・小規模校の

実践 

 

・学習リーダーの養成  

 間接指導の充実 

 

【成果】 

○ 複式指導の授業をいかに充実させていくか、町教研へき地・複

式・小規模校部会の活動とも連携し、研修が深められた。 
  ・基礎学力の定着に向けて 

  ・伝え合う力を高める場の充実について 

  ・学び方の定着(リーダー学習やガイド学習)に向けて 

  ・学習素材の活用・工夫に向けて 
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○ 複式授業における間接指導の充実に向けて、平成１９年３月に

作成された「わかる授業実現のための教員の教科指導力向上プロ

グラム実施報告書『わかる授業実現のためのＷｅｂ版マルチメデ

ィア複式指導改善事例集の開発』」を活用した。 

 

【課題】 

○ 学年に１~２名しか在籍しない極小規模校における｢伝え合い
・学び合い｣を日々の授業の中でいかに仕組んでいくか、研修を

進める必要がある。 
○ へき地・複式校に勤務する教員の勤務年数が短いため、複式指

導のノウハウが次年度に十分生かされていないことがある。実践資

料の蓄積・活用を促進する必要がある。 

 

 

 

○ 小学校拡大集合学習の試行 

 

【成果】 

○ 少人数の学校では、たくさんの友達と学習する機会が少ない

が、この集合学習で多くの仲間と切磋琢磨して学ぶことができ

た。 

○ １つの学級をティームティーチングにより複数の先生で指

導することにより、きめ細やかな授業をすることができた。 

○ 「人の気持ちを考えよう」「仲良くなりたい」など子ども同士

でコミュニケーションを取り合う場面が見られ、各校の良さを学

び会うことができた。 
 

 

・旧町単位を基本とし、教科

学習を中心とした集合学習 

 明新・屋代地区 

橘地区 

東和地区 

椋野・三蒲・沖浦地区 

 

 

 

 【課題】 

○ 実施時期や期間について、検討を重ねていく事が必要である。 

今年度は年度途中に計画したが、次年度は各学校ともあらかじ

め年間計画に組み込んでおく必要がある。 

○ 事前の打ち合わせや教材研究の時間を確保し、互いに授業力

向上を高め合うような計画をたてることが望ましい。 

○ 投げ込み的な教材ではなく、単元計画に沿った指導が望まし

い。 

 

  ※ 平成２１年度 実施状況 

  地区 日程 会場校 参加校 児童数 指導者 

５年 
22名 5名 

１ 明新・屋代地
区 

 

平成 22年 
1月 18日（水）～20日（金） 

（3日間） 

明新小 明新小・屋代小 
 

６年 
21名 5名 

５年 
23名 

２ 東和地区 
※インフルエ

ンザにより中

止 

平成 21年 
12月 1日（火）～4日（金） 

（4日間） 

城山小 油田小・情島小 
和田小・森野小 
城山小 ６年 

35名 

8名 

３ 橘地区 
 

平成 22年 
2月 3日（水）～5日（金） 

安下庄小 島中小・浮島小 
安下庄小 

５年 
26名 4名 
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  （3日間）   ６年 
33名 

5名 
(講師
１) 

沖浦小 三蒲小・沖浦小 
 

５年 
11名 4名 ４ 

 
椋野・三蒲・ 

沖浦地区 

 

平成 22年 
2月 16日（火）～18日（木） 

（3日間） 三蒲小 椋野小・三蒲小 
沖浦小 

６年 
21名 4名 

※ 授業者数は、Ｔ１として授業をされた先生の人数。複式学級担任で、５・６年両方で授業をし

た先生は重複してカウント。 
 

 

 

○ 小中高連携教育の推進 

 

【成果】 

○ 町教研小中連携部会を中心に、学習指導や生徒指導に係る情

報交換を中心とした話し合いが行われている。 

○ 中学校入学前に各学校で情報交換会を開催し、小学校から中

学校へのなめらかな接続、中１ギャップの防止に取り組んでい

る。 

○ ２月に教育相談セミナー（ステップアップセミナー）を開催

し、中学校区単位での生徒指導上の課題について協議を行っ

た。セミナーでは、周防大島町に勤務しているスクールカウン

セラーにも出席してもらい、指導助言を受けた。 

    各学校より１名、計１９名参加 

○ 集合学習の際に、中学校の教員が授業参観し、小学校の学習

状況について理解した。 

・小学校から中学校へのなめ

らかな接続 

【課題】 

○ ９年間を見通した生徒指導計画や家庭教育の手引きの作成

を行い、地域の中で子どもの心を育てる体制を整えたい。 

○ 家庭学習の習慣化など、小中共通の課題について話し合う場

を定期的にもつとよい。 

○ 学習内容は各教科ともスパイラルに展開するので、各教科・

単元別の系統性をふまえた指導が行えるようになるとよい。 

 

・連携型中高一貫教育 

周防大島高校 

 久賀校舎・安下庄校舎 

久賀中・大島中 

東和中・安下庄中 

【成果】 

○ 平成１３年度から橘・東和地域連携型中高一貫教育推進地域

として、中高６年間のつながりを重視した教育を実践。 

○ 平成２０年度から久賀中学校が加わり、周防大島高校久賀校

舎との連携が始まる。名称も周防大島地域に変更。 

○ 平成２１年度から、大島中学校が加わり、周防大島町内の１

高校（２校舎）４中学校の連携が始まる。 
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＜高→中＞ 

○ 国語・数学・英語では、中高教員によるＴＴを週２時間実施、

音楽は週１時間実施している。 

○ 中高の教員が授業内容を検討したり、６年間の学習を見通し

た基礎基本の習得、発展的な学習など、指導内容の充実には効

果を上げている。 

＜中→高＞ 

○ 毎週、数・英１時間中学校教員が高校で指導。主として習熟

度別のコースで高校教員とＴＴ指導。中学校の基礎が不十分な

生徒を指導することが多い。 

○ 中学校卒業後の生徒の様子を知り、つまづきや課題があれ

ば、必要に応じて早めに対処することができる。 

 ＜中高交流授業＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【課題】 

○ 中→高、高→中いずれも連絡調整と教員の移動に多くの時間

が必要であり、そのためには人員の確保が必要になる。 

【成果】 

○ 定期テストの共通化、CRTテスト・習熟度テストの同一日実

施を行っている。 

 

＜学力充実システム＞ 

 

【課題】 

○ テスト問題の作成・集計に多くの時間がかかるので、合理的

で有効な方法を考える必要がある。別の形で学力充実を図るこ

とも視野に入れる必要がある。 

○ 連携中学校ではＣＲＴを中高関係予算のなかで、実施。共通

のテストを生かす方法を考えるとよい。 

 

【成果】 

○ 「ふれあいマラソン大会（橘東和地区）」（１１月）、「ふれあ

いみかん収穫作業」（１２月）、「郷土おおしま発表会」（１月）

などを実施。 

○ ボランティア活動は各学校単位で実施している。 

 

＜学校行事での連携＞ 

 

【課題】 

○ それぞれの行事は意義もあり、実施すればその効果も高い

が、連携校の生徒が一度に移動するため、交通手段の確保等で

多くの労力がかかっている。 

 

【成果】 

○ 合同研修会を年３回実施、教務主任・中高連携担当者会議を

月に１度実施。各教科の打ち合わせや授業研究は適宜行われて

いる。 

＜研修会等＞ 

【課題】 

○ 連携を密接に行うためには教職員の交流が必要であるが、効

果的な運営が望まれる。 

○ 平成１３年度に連携が始まってすでに９年が経過している。

６年間の連携教育を受けて卒業した生徒を追跡調査し、中高連

携の成果を検証する時期に来ている。 
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 ２ 豊かな心と健やかな体を育てる 

 

自他の生き方を認め励まし合う心と人権尊重の精神の育成 

一人ひとりのもつ良さや可能性の伸長 

個に応じた体位・体力の向上と健康の増進 

             

○ 自然や地域のぬくもりを生かした豊かな体験活動の実施 

 

【成果】 

○ 周防大島町は豊かな自然環境に恵まれ、地域の方が非常に協力的な

ので、様々な体験活動が行われている。平成２１年度末の「小・中学

校における体験活動の実施状況調査」においても、各学校の教科･特

別活動･総合的な学習の時間において積極的に体験活動を実施してい

ることがわかる。 

 

・小中学校における体験

活動 

 

 

 

【課題】 

○ 「米作り体験」「しめ縄作り体験」等、各地域で特色ある活動を行

っているが、指導者が高齢のため体験活動が継続できなくなった等の

指導者の人材確保の問題がある。 
○ 総合的な学習の時間の見直しにより、恒例となっている活動をどう

生かしていくか課題である。 
○ 「確かな学力」を育てるための授業時数の確保と、「豊かな心」を

育むための体験活動のバランスを取る必要がある。 

 

 

              

 

○ 心に響く道徳教育の推進 

 

【成果】 

○ 命を大切にする心(いのち)」、｢思いやりの心(なかま)｣｢基本的な倫

理観・規範意識(やくそく)｣を大切にしていくことが、いじめのない

学校をつくることにつながることが浸透されてきた。 
○ 山口県や周防大島町にゆかりのある人の教材など、魅力的な題材が

多いので、実際に道徳の授業でプログラムの活用をしてみようという

意識が高まった。 

・いのち なかま やく

そくを大切にする心を

育む学習プログラムの

活用推進 

【課題】 

○ 県教委主催の「いのち・なかま・やくそくを大切にする道徳授業セ

ミナー」や町教委主催のステップアップセミナー、等を利用して活用

の促進を図りたい。 

【成果】 

○ 明新地区道徳教育推進地域事業（平成 20・21年度）、大島中学校
道徳教育推進校事業（平成 21・22年度）により、道徳教育に対する
取組が活性化した。 

○ 明新小学校で道徳授業セミナーを実施し、町内外から多数の参加

があり、心に響く道徳教育のあり方についての研修が深まった。 

・道徳教育実践推進校事

業（文部科学省指定） 

 

 

 

 

 

 

【課題】 

○ 明新小、大島中と同じ校区で推進事業を実施したが、この成果を

他の地域へ広げていくことが望まれる。 

○ 規範意識や公徳心を育むなど、小中連携で取り組む課題がある。 
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○ 心を耕す読書活動の推進 

 

【成果】 

○ 豊かな心を育むためにも、言語活動を充実させるためにも、各

学校において読書活動の充実に取り組んでいる。 

   実施校 小学校：１４校、中学校：５校 

    （平成２０年度の学校図書館調査より） 

○ １０分から１５分読書することにより落ち着いた雰囲気で１

日を始めることができ、生徒指導上にも役立っている。 

 

・朝の読書 

【課題】 

○ 児童生徒に幅広く本に親しんでもらうためには、学校図書館の

充実が必要である。 

○ 小学校高学年から中学校における読書活動を充実させるため

には、読書内容の充実や、「読んで考える」ための読書指導が必

要である。 

【成果】 

○ 小学校では、地域ボランティアによる読み聞かせを行っている。 

    実施校 小学校７校 

（久賀小読み聞かせボランティア、三蒲小母親クラブ、 

城山小おはなし隊等） 

・外部講師や地域ボラン

ティアによる読み聞か

せ 

【課題】 

○ 学校と地域の連携の一貫でもあり、地域の子どもを地域で育てる

ために、これからボランティアの活用に取り組んでいくことが望ま

しい。 

【成果】 

○ 読書活動推進のために読書フェスタやブックトークなどの活動

をしている学校が多い。 

    実施校 小学校１１校、中学校４校 

○ 学校図書館教育を推進するための指導者研修を実施した。 

○ 教育力向上ステップアップセミナーで、読書活動推進セミナーを

実施し、町外からの参加者もあり、読み聞かせや読書指導について

研修を深めた。 

・読書フェスタ、ブック

トーク等 

【課題】 

○ 地域の公共図書館との連携を深めながら実施していくとよい。 

○ 中学校における読書指導の充実が望まれる。 

【成果】 

○ 学校図書館活性化のために、学校図書館の充実、学校図書館教育

研究員派遣の２つの事業を実施した。 

 ・学校図書館の充実 学校図書館の蔵書の充実のため（小学校） 

     平成21年度 380万円 

 ・学校図書館研究員派遣事業 読書活動推進のための指導者養成 

     平成21年度 20万円 ５名の教職員を派遣 

 

・学校図書館活性化事業 

【課題】 

○ 規準に達していない学校があるので、継続的に事業を推進する必

要がある。 

○ 児童生徒が手に取りたい図書の選定や児童生徒が活用しやすい

学校図書館づくりなど、研修課題があり、継続が望まれる。 
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○ 子どもの心に寄り添う相談活動や積極的生徒指導の推進 

 

【成果】 

○ 全中学校にＳＣが配置され、ＳＣによる定期的な教育相談が行われ

ている。 様々な課題を抱えている児童生徒が在籍しており、これま
で以上の教育相談の充実が図られている。 
○ 専門的な立場から教職員への具体的な指導助言もあり、教職員の研

修にも役立っている。 

・スクールカウンセラー

の配置 全中学校 

【課題】 

○ 中学校校区内への小学校へも要請があれば、ＳＣの派遣を行ってい

るがＳＣの必要性がますます高まっている。ＳＣの勤務時間、訪問日

数の確保が課題である。 
○ ケースによっては、関係機関との連携が必要であり、学校のコーデ

ィネーターとＳＣとの連携がさらに必要となっている。 

 

 

 

○ 「周防大島町児童生徒の体位・体力誌」の作成 

 

【成果】 

○ 周防大島町小中学校児童生徒の発育状態(身長､体重､座高)健康状

態(う歯、視力、栄養状態、耳鼻科・眼科検診結果、血液検査結果)、

体力状況(体力テスト結果：小学校５・６年、中学校１～３年対象)

を詳細に分析・考察している。 

 

・周防大島町児童生徒の

体位･体力誌を考察し

て 

 

【課題】 

○ 長年のデータが蓄積されているが、活用方法が今後の課題である。 
○ 児童生徒の体力の状況を見ると、県平均や全国平均に達していない

種目が多く、たくましく伸びゆく児童生徒の育成が課題である。 
 

 

 

 

○ 協働実践による教職員の意識改革とチームづくり（教職員研修） 

 

【成果】 

○ 平成２１年度は年間で６回実施、のべ参加人数１０６人が参加 

①授業づくりセミナー  ②宮本常一セミナー  

③外国語活動セミナー  ④特別支援教育セミナー 

⑤読書活動推進セミナー ⑥教育相談セミナー 

○ 町主催の研修会で、町の教育課題に即した研修が実施できた。 

○ 町内での開催で旅費もあまりかからず、短時間であるので、セミ

ナーパークでの研修に比べて参加しやすく、町の課題に応じて今後

も充実していくことが望ましい。 

・教育力向上ステップア

ップセミナ-の開催（町

教委主催） 

【課題】 

○ 現在１回ごとに趣旨をかえて開催しているので、重点項目を効果 

的に研修できるよう開催方法を変えていく必要がある。 

○ 参加教職員は、県費負担旅費で参加している。県費負担旅費が削 

減されているので、場所・内容・回数等を検討していく必要がある。 
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 ○ 教職員の資質向上のためには、招集研修だけではなく、出前研修 

を考えていく必要がある。 

○ 教務主任・研修主任・生徒指導主任等のミドルリーダーを育てる

研修会も必要である。 

【成果】 

○ 町教研総会２回（春・秋）、 

○ 各教科部会年３回（第１回目は春の総会で実施、実質年２回） 

   平成21年度から、教科部会と領域部会を隔年で実施する。 

○ 中学校区ごとに小中連携部会を新たに設けたので、小・中での課

題を明確にするとともに、連携して児童生徒を育成していくための

方策について、互いに意見を交換することができた。 

○ 小中合同で部会を開催するので、周防大島町の小中連携教育を推

進していくために必要な組織であり、重要な役割を担っている。ま

た、山口県の小・中学校教育研究会の支部組織でもあり、教職員の

研修の場として必要である。研究の成果は「教育大島」にまとめら

れている。 

・町教育研究会での研修

の充実（小中教員の合同

研修会） 

【課題】 

○ 各教科領域で有意義な研修となるよう計画を立てたい。 

○ 平成 21年度から教科部会と領域部会の隔年実施となり、教科部

会が開催されない年がでてくる。教育課程説明会の復伝等について

工夫が必要である。 

【成果】 

○ 先進校視察や研究発表会の参加のため、町費の補助により研修を

実施している。 

   年間８人×１人あたり50,000円まで補助（総額400,000円） 

○ 希望者も多く、学校における新しい課題に対応したり、新指導要

領の完全実施にむけ教職員研修は必須である。 

・町費研究員派遣制度 

 

 

 

【課題】 

○ 研修課題をしぼって募集したり、研修の復伝を効果的に行う等の 

運用の工夫が必要である。 

○ 各校の教育課題解決のために、戦略的に本派遣制度を活用してい

く必要がある。40万円の枠の中で何人派遣したらよいか、検討する

必要がある。 

 

 

○ 児童生徒を地域で見守る 

 

【成果】 

○ 小中学校ともに年間３回以上のスクールガード・リーダーによる巡

回訪問が行われ、学校安全に対する意識が確実に高まっている。 

  <スクールガード・リーダーのおもな活動内容> 

 ・登下校時における通学路の安全点検、危険箇所の確認、スクールガ

ード(見守り隊)の活動状況の把握等 

 ・防犯教室・訓練等への参加、学校安全に関する指導助言 

 ・地域ぐるみの防犯体制必要性の周知 

・小・中学校区における

スクールガードによる

児童生徒の安全確保 

【課題】 

○ 通学路の安全マップ作成、学校安全計画の作成はどの学校も 100％
達成となっているが、各校のスクールガード(見守り隊)の活動状況は

各校によりまちまちである。学校と地域が連携した学校安全対策をさ

らに進めていく必要がある。 
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【 】社会教育課

ふるさとの心をつなぐ教育と文化の島づくり・人づくり

国際化、情報化や科学技術の進展に伴う価値観の多様化、さらに環境問題の深刻化、少子高齢化等
の社会状況の波は本町にも押し寄せている。また、近年は、町民個々の教育ニーズも多岐にわたり、

「 」 。本町が長年培ってきた 家族ぐるみ・地域ぐるみの共同体に支えられた教育基盤 も変容しつつある
、 、 、 、そこで 本町では 人権尊重の精神を学習推進の基盤として 新たな時代に対応できる人材育成と

高齢化社会における健康と生きがいづくりに向けて 「だれでも、いつでも、どこでも」学び、ふれ、
あい、楽しむことができる生涯学習と生涯スポーツへの支援を図り、町民と共に生きがいのある家庭
教育、社会教育の推進を図った。

さらに、私たちの心の豊かさの源であり、郷土の誇りである文化遺産の継承と個性豊かな地域文化
、 「 」の創造に努め 本町教育の基本目標である ふるさとの心をつなぐ教育と文化の島づくり・人づくり

をめざし、次のような努力点をあげ、具現化を図った。

１ 多様なライフスタイルに対応した生涯学習の推進

・多様な学習ニーズにあった学習機会の提供及び学習内容の充実
・啓発活動の充実及び生涯学習情報の効果的な提供
・郷土の歴史・芸能・文化の保存及び継承
・読書活動の奨励

町民の多岐にわたる学習ニーズに応える公民館活動の推進○

【成果】・各地区における
○ 地域の特色や会員の希望により、講演や体験活動、研修視察等、様々多様な内容の生

な内容の活動を行った。また、地区によっては、送迎等のサービスによ涯学習講座の開
り、高齢者の参加希望に応えている。催
・教育委員会（各教育支所）主催の生涯学習講座

６講座（高齢者学級、婦人学級、母親学級等）
年間 ５～１０回程度開催

・教育委員会（大島教育支所）主催のパソコン講習講座
年間６回 受講者４２人

・教育委員会（久賀教育支所）主催の生涯学習推進事業
ふれあいコンサート くか 参加者４００人in 11/14
文化作品展 ～ 参加者３００人10/30 11/27
学級講座生のつどい 参加者１１０人3/14

【課題】
○ 教育委員会主催の生涯学習講座については、各地区で受講者数に差が

ある。内容のさらなる充実や送迎等のサービスが必要だと思われる。
○ 教育委員会主催の学習講座は高齢者を対象としたものがほとんどであ

るが、対象を広げるためには土・日曜日の開催も必要になってくる。

【成果】・町民の自主的活
○ 町民が２１ヶ所の会場（公民館や集会施設等）でいろいろな内容の自動の支援

主的な学習活動を行っており、その情報提供や会場案内等の支援をして
いる。
・自主グループによる生涯学習講座

約１５０講座（町内各地区）
活動回数 毎週１回～月１回程度
内容については、多種多様

【課題】
、 。○ 住民の自主学習に移行しつつあるが 昨年度よりも１０講座減少した
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高齢化を見据え、身近な地域における社会教育活動・コミュニティ活動
の充実を図っていくために行政としての支援の内容を検討する必要があ
ると思われる。

【成果】・学習活動等の啓
○ 生涯学習講座（教育委員会主催・自主活動）については、年度初めに発活動の充実

一覧表を作成して町内全戸配布している。
・活動日、連絡先、会費等の情報を提供

○ 教育委員会主催の学習講座については、その都度会員にチラシを配布
し、参加申込により参加者を確認している。また、町広報や町ホームペ
ージを活用して、町民への周知を図っている。

【課題】
○ 自主活動については、地域住民同士のかかわりのもとで行われるもの

が多く、教育委員会がどう関わっていくかが難しい。

郷土に存する貴重な文化財の保護及び文化的土壌の育成○

【成果】・文化財の保護、
○ 各地区に存在する貴重な文化財の保護、保存、整備及び活用を図ると保存、整備

ともに、文化的土壌の育成に努めている。また、定期的に文化財の保護
活動を行い、保存や整備にも努めている。
・文化財の巡視（毎月）

国指定天然記念物（安下庄シナナシ）
国指定民俗文化財（久賀石風呂）

・国指定文化財管理事業
西長寺木造阿弥陀如来坐像の防火設備点検

・文化財愛護協会助成事業
大島郷土探索会 山城跡の調査 １９人

5/1 11/30・伝統文化こども教室（文化庁支援事業）の開催 ～
○ 山口県文書館開館５０周年記念事業の一環として開催。地域の歴史と

魅力を再発見し、郷土愛を育む機会を提供するとともに、絵図をはじめ
とする文書記録の保存の重要性をアピールした。
・ 絵図を片手に街を歩こう」 参加者２８人「 H21.10.25

【課題】
○ 劣化の進行した指定民俗文化財の保存対策が必要である。
○ 大島歴史民俗資料館、橘民俗資料館及び瀬戸内民俗館とうわは老朽化

が進み、休館中である。学校の統廃合が進む中で、空き教室を活用した
資料の保管、地区の特色を生かした資料館の運営や集約化を検討する必
要がある。

【成果】・社会教育施設の
○ 農林漁業の体験学習の実施により、都市部の青少年等との交流促進を整備・充実

図った。体験型修学旅行において、生徒の体験プログラムの一つとして
利用した。また 「放課後子ども教室」では、地域の子どもたちに農作、
業を中心に、いろいろな体験を活動させることができた。

（周防大島文化交流センター）
○各施設利用状況 （ ）数は 年度H.20

・周防大島文化交流センター（東和） 入館者数 人 ( )5,704 6,425 人
・竜崎陶芸の館（橘） 入館者数 ５４１人 ( )725 人
・農村交流伝承館（東和） 入館者数 ３１３人 ( )207 人
・田舎美術館（大島） 入館者数 ６２４人 ( )1,300 人
・日本ハワイ移民資料館（大島） 入館者数 人 ( )2,393 2,487 人
・八幡生涯学習のむら（久賀）
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久賀歴史民俗資料館 入館者数 ７８８人 ( )1,356 人
町衆文化伝承の館 入館者数 人 ( )14,407 15,313 人
町衆文化の薫る郷公園 入館者数 人 ( )1,107 1,483 人

・椋野北地区学習会館 入館者数 ５３３人 ( )401 人

【課題】
○ 指定管理者による施設の維持管理を行うとともに、民間の手法を生か

した施設の活用を図っているが、入館者数が微減している。
（日本ハワイ移民資料館・八幡生涯学習のむら・陶芸の館）

、 、 （ ）○ 田舎美術館については 老朽化のため 同館を閉館 設置条例の廃止
し、同館で実施していた事業については、大島文化センターの利用を検
討する必要がある。

読書意欲の向上や読書習慣づくり○

【成果】・町内図書館のネ
○ 町民が気軽に訪れることができる図書館を目指して、町内の図書館のットワーク化の

相互の連携を図り、相互貸出や相互返却ができるネットワーク化を推進推進、サービス
した。の向上

○ 平成２０年度から久賀図書館に図書館司書等の正職員を配置し、中央
的図書館としての久賀図書館の役割を確立させている。

【課題】
○ 図書館情報総合システム等を整備することにより、住民が自宅のパソ

コンにより図書の貸出・予約状況等を知ることができるよう、利便性を
図る。また、本町以外の図書館との情報の共有を図る。パソコンを使用
しない高齢者に対するサービスについて検討する必要がある。

【成果】・町民のニーズに
、 。（ ）対応した情報収 ○ 蔵書資料の充実を図り 蔵書管理の効率化を進めている 下図参照

○ 住民の多様なニーズに対応するため、情報収集や資料の整備、ＯＡ化集、資料の整備
によるサービスの向上を図った。移動図書館（久賀地区）や地域文庫へ
の貸し出し（東和）等を行い、身近に立ち寄れる環境づくりに取り組ん
だ。

蔵書資料

地区 一般図書 児童図書 郷土資料 ＡＶ資料

橘 ２７，０１７冊 １２，２８５冊 ７８７冊 ５３０点

東和 ２０，７８６冊 １２，０３５冊 １，８６９冊 ４０２点

大島 ２４，２７７冊 ９，４４０冊 １，３６５冊 １，３１３点

久賀 ３１，１１１冊 １７，００２冊 ５，９５６冊 －

昨年比較 １，６３３冊増 １，４４３冊増 ５０９冊増 ３２点増

利用状況

地区 利用者数 貸出冊数

橘 １２，５５２人 ２４，１２９冊

東和 １２，１８７人 １４，６５２冊
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大島 １８，０７７人 ２５，１２１冊

久賀 ８，６７１人 ２１，８９２冊

昨年比較 ３，３０９人減 ５９６冊減

【課題】
○ 利用者数、貸出冊数ともに減少している。利用者の高齢化や地域差も

考え、ＯＡ化だけではなく、高齢者も利用しやすいサービス（地域文庫
や移動図書館）をさらに充実させる等、図書館のない地域差をどのよう
に是正していくか、町民のニーズをどのように把握していくかについて
考えていく必要がある。

【成果】・高齢者、児童、
○ 各地区毎に幼児、児童、一般を対象にしたお話し会や読み聞かせ会を幼児を対象とし

実施している （延べ２２０回実施、参加者６，９２７人）た読み聞かせ会 。
○ 保育園、学校等と連携を密にし、出前読み聞かせやボランティア等のの実施

活動を充実させ、読書習慣の形成を図った。お話し会の回数は、昨年度
の２倍実施している。

【課題】
、 、○ 保育園 学校等への出前読み聞かせやボランティア等の活動において

地域差がかなり大きい。地域の実情にもよるが、地域格差の是正をする
必要がある。

２ 地域教育力の活性化の推進

・地域や家庭の教育力を高める学習機会及び事業の充実
・青少年健全育成に関わる事業の実施及び情報の提供
・子どもの安心・安全な場の確保
・社会教育団体の活性化のための支援

社会全体による教育の推進○

【成果】・社会教育委員会
○ 町の社会教育の方針や所管事業についての説明・審議により、課題がの開催及び社会

明確になった。また、研修会の参加により、先進地域の取組を学ぶこと教育委員の研修
ができた。会への参加
・社会教育委員連絡協議会幹事会 （１人出席）H21.5.21

（ ）・県社会教育委員連絡協議会総会・研修会 ３人出席H21.7.17
（ ）・県社会教育委員連絡協議会地区別研修会(東部) ３人出席H21.10.15
（ ）・町社会教育委員連絡協議会 ７人出席H22.2.23

【課題】
○ 本課所管の新規事業についての説明により、理解が深まった。社会教

育委員としてどのように協力していけるかが課題である。

【成果】・学校支援地域本
○ 学校支援ボランティアについては、各学校が主体となって地域の諸団部事業の推進

体や保護者に依頼し、学習支援やスクールガード等を行っている。平成
２０年度から城山小学校において開始された学校支援地域本部事業（国
委託事業）は、授業や環境整備、見守り等、幅広く充実した活動になっ
た。本年度からは東和中学校も委託事業として開始した。拡大した校区
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での生徒の安全見守りや補習授業、新校舎引っ越し等のための環境整備
等、活動も広がってきた。

【課題】
○ 平成２２年度で、学校支援地域本部事業（国委託事業）が終了する。

委託事業終了後の学校支援ボランティアが積極的に活動できるような体
制づくりが必要である。また、地域の方だけではなく、学校（教職員）
の意識を変えていくことも必要である。

【成果】・放課後子ども教
○ なぎさクラブ（城山小・森野小児童対象）とカッパスイミング（東和室推進事業の拡

地区学校対象 ・わだっ子クラブ（和田小児童対象）に続き、平成２１充 ）
年度はたちばなっ子クラブ（安下庄小・島中小児童対象 ・沖浦っ子ク）

（ ） （ ）ラブ 沖浦小児童対象 を放課後子ども教室推進事業 国・県補助事業
として増設。子どもたちの安全・安心な居場所の確保だけでなく、地域
の教育力の向上や子どもたちのあいさつの推進等に成果をあげている。

教 室 名 年開催日 延べ参加者数
なぎさクラブ １５回 １８７人
カッパスイミング ５回 ２４人
わだっ子クラブ ２０回 ３３３人
たちばなっ子クラブ １２回 １４１人
沖浦っ子クラブ １４１回 １ ３５０人,

【課題】
○ 平成２１年度で、たちばなっ子クラブのコーディネーターと安全管理

員がやめた。新たなコーディネーターと安全管理員を探すことが急務で
ある。大島地区・久賀地区にも子ども教室を開設したいが、コーディネ
ーターや安全管理員として活動できる地域の方をどのように探すかが課
題である。平成２１年度末の社会教育委員会で課題に挙げた。

【成果】・体験型修学旅行
○ 平成２０年度から体験型修学旅行の受け入れを開始し、本課が体験プの協力

ログラム運営の協力を行った。本年度は２団体の受け入れをし、参加し
た生徒は本町ならではの体験に大変喜んでいた。また、昨年度に続き、
民泊体験を行ったが、本年度は２泊と期間を長くした。民泊先の方々と
のふれあいも深まり、地域の活性化にもつながった。
☆受入校 松山女子高校（愛媛県）

・受入日 ９月３０日・１０月１日
・受入人数 ４３名
・体験プログラム カヌー教室他
・民泊はなし

☆受入校 湘南学園中学校（神奈川県）
・受入日 １１月１０・１１・１２日
・受入人数 ３年生 １８３名
・体験プログラム

選択別農漁業体験１０種類
（石風呂体験、竹細工、カヌー体験、磯観察、ポンプラ飯、等）

・民泊体験５５軒

【課題】
○ 昨年度１団体に続き、本年度は２団体の実施、しかも１団体は民泊の

期間を２泊に伸ばして実施した。あいにくの悪天候であったが、海での
体験も実施することができた。今後受入校を増やし、本事業を発展・継
続させていくためには、受入校の誘致や受入態勢（民泊先 ・体験プロ）
クラムの充実が重要になってくる。特に本課として関わる体験活動のプ
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ロクラム数や質の充実、天候や季節に左右されない「周防大島らしい」
内容の充実の必要がある。

青少年健全育成に関わる事業の展開、社会参画の推進○

【成果】・青少年育成町民
○ 青少年育成町民会議の活動を支援するために、補助金、情報交換会、会議の活動の充

環境浄化活動、あいさつ推進活動等を行った。青少年健全育成諸団体と実
の情報交換会の中で、子どもたちの携帯電話やインターネット等による
被害防止についての指導を行った。

H21.5.1・第１回周防大島町青少年育成町民会議役員会開催
（各地区ごとに青少年育成町民会議を開催 ５月～６月）

・クリーンアップ作戦
有害図書類等区分陳列確認（７店舗） 海水浴場点検（６ヶ所）

・あいさつ標語運動（応募３４１点） 優秀作品表彰、啓発幟設置
・図書館まつりや駅伝大会の支援（各地区）
・花いっぱい運動への協力（花の苗の配布・各地区）

【課題】
○ 青少年育成県民会議の「家庭の日」の推進に向けて、小学生新入児童

に「家庭の日カレンダー」を配布した。今後は、学校や子ども会等と連
携をとり、積極的に推進していく必要がある。

【成果】・子ども会等の活
○ 子ども会の活動を支援するために、補助金の交付、研修会の案内、情動の充実

報交換会の開催等を行った。
H21.5.12・第１回周防大島町子ども会育成連絡協議会役員会開催

（各地区ごとに子ども会長集会を開催 ４月～５月）
H21.6.13・山口県子ども会連絡協議会総会・前期指導者研修会

H21.10.24・柳井地区子ども会集団指導者研修会
（各地区子ども会から４人参加）

・周防大島少年の船洋上セミナー ～ （５３人参加）H21.8.19 8.21
H22.2.13・後期期指導者研修会

・その他、各地区での活動
（奉仕活動・清掃活動・ラジオ体操・どんど焼き・スキー教室等）

○ 家庭教育学級を開催し、幼児の健全育成のための支援を行った。

【課題】
○ 指導者研修会への積極的な参加を促すことで、子ども会の意義や指導

者の役割等について理解を図る必要がある。

【成果】・成人式の開催
○ 大人になったことを自覚し、生き抜こうとする青年を祝うために、成

人式を開催した。
・ 大島文化センターH22.1.4
・対象者 １７４人 （出席者 １２１人）
・内容 式典、記念撮影（各地区ごと）

【課題】
○ 式典、記念撮影以外の内容を検討する必要がある。
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ふるさと文化推進事業の充実○

【成果】・文化団体、グル
○ 文化団体、グループやサークル等の自主的活動や組織化を推進し、そープやサークル

の育成を図り、団体相互の交流を促進した。また、昨年度から募集して等の自主的活動
いる文化サポーターは、本年度４名の登録があった。の支援
・周防大島文化振興会

文化講演会「エドワード・Ｓ・カーチスと國安定助の写真展」
（ ）H21.8.13 16～ 約４００人

「 」 （ ）サマーコンサート ハイカラシスターズ 約２００人H.21.8.20
（ ）上沼田神楽上演会 約３００人H21.9.12

久賀地区先人の旅パート２ （約 ３０人）H21.11.28
久賀地区先人の旅パート３ （約 ２０人）H22. 3.21

（ ）安下庄高校・周防大島高校吹奏部定期演奏会 約３００人H22.3.22

【課題】
○ 限られた予算の中でどのように魅力のある事業を展開していくかが難

しい。

【成果】・生涯学習を発表
○ 生涯学習発表大会や作品展示会等の開催により、多様なふるさとの芸する場の確保

術文化に触れる機会の拡大に努めた。
（ ， ）・橘地区生涯学習発表会 芸能 ２４団体 １ ２００人11/3

・橘地区生涯学習発表会 ･ （作品 ３６団体 １，６５０人）11/8 9
・大島歌と踊りの夕べ （歌２３人、舞踊２６団体 １５５人）7/4

（ ）・大島うずしおﾌｪｽﾀ １８団体 １３０人10/17
（ 、 ， ）・ふるさと文化祭 展示２０団体 バザー９団体 ３ ５００人11/3

【課題】
○ 橘と大島の２地区のみの開催であり、高齢化により、参加団体・参加

。 、 。者数が減少傾向にある また 同様の理由で他の地区での開催も難しい

３ お互いの人権が尊重される人権教育の推進
・ 山口県人権推進指針」の周知「
・ 周防大島町人権教育推進大会」の開催「
・各種団体や公民館学級等における人権学習講座の開催

人権教育推進体制の充実○

【成果】・人権教育推進委
○ 町の人権教育の方針や啓発事業計画についての審議、人権啓発作品の員会の開催

審査等を行った。
H21.6.9・第１回人権教育推進委員会（久賀総合センター）

町人権教育重点施策、事業計画、作品募集等について審議
H21.9.30・第２回人権教育推進委員会（久賀総合センター）

人権啓発作品審査、人権教育推進大会の内容について審議
H22.1.19・第３回人権教育推進委員会（東和総合センター）

人権教育推進大会準備、最終打ち合わせ

【課題】
○ 町の人権教育の方針や事業計画等を事務局が提案するが、人権作品募

集について小学生作文の部を新設するとよいという提案を頂いた。募集
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において、小学生からすばらしい作文の応募があり、人権教育推進大会
でも発表し、参加者から好評であった。今後も、委員からの提案・意見
を事業に反映させていきたい。

【成果】・相談等の支援体
○ 人権に関わる相談については、町福祉課と連携をし、山口県人権対策制の整備・充実

室や山口県教育庁人権教育課の指導のもと、支援を行っている。また、
相談窓口として、内容に応じて山口地方法務局ややまぐち総合教育支援
センター等の関係機関を紹介している。また、町広報において、人権相
談開設日（毎月１回）を毎月知らせている。

【課題】
○ 人権に関わる相談については町福祉課の対応となるが、ほとんど相談

がないというのが現状である。広報以外にどのような方法で住民へ周知
していくとよいかを考えていきたい。

人権教育についての学習機会・啓発活動の充実○

【成果】・人権教育推進大
○ 町民の人権意識の高揚を図るために、年１回各地区持ち回りで人権教会の実施

。 、 、育推進大会を行っている 内容については 人権推進委員会で検討をし
町民の実態にあったものを計画している。
・平成２１年度人権教育推進大会 （東和総合センター）H22.1.20

内容 人権啓発作品の表彰・発表
「 」 （ ）講演 笑いの中から心の幸せさがし 立花家千橘氏 落語家

参加者 ２３０人

【課題】
○ 開催地区の住民の参加が多く、その他の地区からの参加が少ない。マ

イクロバスの利用を知らせているが、活用が少ない。
○ 落語家による記念講演や地元小学生のオープニングセレモニー等が参

加者が増えた要因になる。児童生徒の人権作文発表が好評であった。今
後も講演以外に身近な人権について考える機会にしたい。

【成果】・公民館学級・講
○ 公民館学級や教育委員会主催の人権学習講座を行い、町民の人権意識座における学習

の高揚を図っている。２１年度は、学校と協力して、 を対象に人会の実施 PTA
権学習講座を開設した。
・橘地区人権学習講座（ 橘総合センター） 参加者１２４人10/6

講演「人生は言葉で決まる」 岡本修二氏
・久賀地区 人権学習講座（ 久賀小学校） 参加者２５人PTA 10/29

講演「苦手は得意でカバー」 大橋広宣氏
・大島地区人権学習講座（ 大島文化センター） 参加者１３０人1/25

講演「ボコボコ坊やと爆発ママのお話し」 霜川正幸氏
・久賀地区人権学習講座（ 久賀総合センター） 参加者 ２０人2/15

講演「やさしさには条件がある」 霜川正幸氏
・東和地区人権学習講座（ 東和総合センター） 参加者７０人2/25

講演「女と男が輝いて生きるために」 三瓶晴美氏

【課題】
○ 本年度より、各地区毎の人権学習講座として開催した。橘地区におい

ては、老人クラブが会員に呼び掛け、参加者の確保ができた。また、学
校と協力して を対象に人権学習講座を開催したが、今後も幅広いPTA
年齢の方を対象に講座を開設していきたい。
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【成果】・人権に関する児
○ 町内の小・中・高校の児童・生徒を対象にして、人権啓発作品の募集童・生徒応募入

を行った。また、優秀作品の発表や展示等の人権尊重の精神を育むため選作品の表彰・
の啓発活動を行い、明るく幸せな町づくりを推進した。発表

・人権啓発作品募集（ ～ ） 応募総数６８５点7/20 8/31
習字・作文（小学５・６年生対象）
作文・詩・標語・ポスター（中学生対象）
標語（高校生対象）

【課題】
○ 小学生作文の部を新設した。応募総数が減少傾向にあったが、本年度

は増加した。人権教育推進大会での発表や人権週間での掲示以外の活用
はできないだろうか。

人権教育に関わる指導者の養成○

【成果】・人権教育研修会
○ 「山口県人権推進指針」の周知を図るために、行政（町職員）と人権の実施

教育推進委員、町小中学校教職員の合同研修会を行った。
H21.8.25・周防大島町人権教育研修会（大島文化センター）

講師 西元良治（県人権教育課 主査）
参加者 １４９人

【課題】
○ 「山口県人権推進指針」の周知を図るために、３年間で町の全職員に

参加することを目標に行っている。本年度が最終年になる。小中学校の
教職員の参加がしやすいように８月に開催した結果、１５０人弱の参加
があった。来年度は山口県人権推進指針以外の研修を行うが、内容につ
いて検討しなければいけない。

○ 人権教育推進委員の資質向上に向けて、研修会の開催や積極的な参加・人権教育推進委
を図った。員研修会の開催
・学校･地域人権教育推進指導者研修会（総合保健会館） ２人参加・積極的な参加 H21.7.3
・周防大島町人権教育研修会（大島文化センター） ９人参加H21.8.25
・県人権教育指導者研修会（山口南総合センター） ３人参加H21.10.14

【課題】
○ 山口県人権教育課の主催する人権教育指導者研修会が、周防大島町大

島文化センターを会場として開催される予定である。指導者育成のよい
機会であるので、積極的な参加を呼びかけたい。
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４ 生涯スポーツの推進
・生涯スポーツの普及や地域スポーツ活動の充実
・スポーツ団体相互の連携・協力体制の強化及び組織の充実
・社会教育施設の利用促進及び学校体育施設開放の促進

大島郡体育協会主催事業の充実○

【成果】・スポーツイベン
○ 町内各地からの参加があり、親睦と交流及び技術の向上が図られるとトを通しての町

ともに 「先進の島、ふるさとづくり」の実現に向けスポーツイベント内各地区や郡外 、
が果たす役割は大きいものがある。また、ﾋﾞｰﾁﾊﾞﾚｰ、大島一周駅伝、ﾛｰの都市との親睦
ﾄﾞﾚｰｽ、少年ｻｯｶｰ大会においては、郡外から多くの出場があるため、都・交流及び生涯

、 。スポーツの普及 市との交流もあり 周防大島に定着したイベントとして親しまれている
大島郡体育協会主催事業
・軟式野球大会 ４／１２ 参加者 ６０人
・壮年軟式野球大会 ５／１０ 参加者 ５３人
・グランドゴルフ大会 ５／２４ 参加者 ９１人
・壮年ソフトボール大会 ６／１４ 参加者 ６５人
・バレーボール大会 ６／２１ 参加者 １６７人
・陸上競技大会 ６／２８ 参加者 ３４３人
・スポ少交換会 ７／ ･ ･ 参加者 １６６人5 11 19
・ソフトボール大会 ８／３０ 参加者 ７４人
・ビーチバレーボール大会 ７／１２ 参加者 ３８６人
・ソフトテニス大会 ７／２０ 雨天中止
・水泳大会 ８／２３ 参加者 ９８人
・卓球大会 ８／３０ 参加者 ２４人
・近県ソフトテニス大会 １０／１８ 参加者 １３８人
・大島郡武道大会 １１／２３ 参加者 ６７人
・大島一周駅伝競走大会 １２／２０ 参加者 ７３０人
・フットサル大会 １／ ･ 参加者 ３５１人9 10
・ｻｻﾞﾝ･ｾﾄ大島ﾛｰﾄﾞﾚｰｽ大会 ２／７ 参加者３，２３１人
・ｻｻﾞﾝ･ｾﾄ大島少年ｻｯｶｰ大会 ３／ ～ 参加者 ７８１人26 28

【課題】
○ 一部の大型スポーツイベントについては、参加チームの減少や運営役

員の確保等を考え、内容の改善を図る必要がある。また、宿泊を伴うも
、 、 。のについては 町内の宿泊施設の減少により 対応を考える必要がある

、 、地区行事については 町民にスポーツに触れる機会を提供するうえで
継続する必要がある。

【成果】・スポーツ団体相
○ 各スポーツ団体がそれぞれで大会やイベントを自主運営している。郡互の連携による

体育協会主催行事には、各スポーツ団体が役員等として運営に協力して組織の充実
いる。

【課題】
○ 大島郡体育協会及び支部体育協会の組織の強化を図ることにより、今

後の地区体育行事の運営を協会に主管させることが望まれる。

各地区における地域スポーツ活動の充実○

【成果】・スポーツ大会を
○ 郡体育協会主催事業以外にも、各地区毎に行われているスポーツ行事通しての生涯ス

は、生涯スポーツの推進に大きく貢献をしている。地域の特色を生かしポーツの普及
たり、住民のニーズに応じたりして内容も工夫している。
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各地区の活動状況
橘………春季・秋季親睦球技大会（ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ・ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ）剣道大会、

３世代交流ｽﾎﾟｰﾂ祭 等
東和……ママさんﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ大会、水泳教室、水泳大会、球技大会
大島……総合型地域ｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ「ココロとカラダ健究会」活動支援

屋代湖駅伝、カヌー教室、ヨット教室、球技大会 等
、 、 、 、久賀……職域球技大会 ｸﾞﾗﾝﾄﾞｺﾞﾙﾌ大会 ｲﾝﾃﾞｨｱｶ大会 ｿﾌﾄﾊﾞﾚｰ大会

卓球大会、久賀駅伝 等

【課題】
、 、○ 地区行事については 町民にスポーツに触れる機会を提供するうえで

継続する必要がある。しかし、各地区の高齢化が進む中、内容や運営の
仕方等、協会を中心に考えていく必要や若いリーダーを育成する必要が
ある。

【成果】・体育指導委員協
○ 町内の４地区に体育指導委員協議会の支部をおき、ｽﾎﾟｰﾂ少年団活動議会による指導

からシニア層のスポーツサークルまでスポーツクラブの育成や活動支援委員の養成、研
を行っている。各地区での活動の際は支部の垣根を越え、体育指導委員修会の充実
連絡協議会として運営協力を行っている。総合型地域ｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞの育成を
めざし、活動も活発になってきた。

○ 県主催の指導者研修会等に参加し、資質の向上を図っている。

【課題】
○ 体育指導委員の世代交代を計画的に行うため、指導委員の養成にも力を
入れていく必要がある。

体育施設の機能向上と利用促進○

【成果】・特色を生かした
○ Ｂ＆Ｇ施設を活用したカヌー、ヨット等の各種教室やｻﾊﾞｲﾊﾞﾙｷｬﾝﾌﾟや社会体育施設の

海洋ｸﾗﾌﾞの活動、修学旅行誘致等、施設の特色を生かした活用を行って積極的な活用
いる。また、総合体育館や陸上競技場では、特色を生かしたスポーツ振
興と多様なスポーツ活動の交流拠点として利用されている。

【課題】
○ 陸上競技場が改装され、平成２２年度にはＢ＆Ｇ海洋施設が改装され

る。今後も町内外のスポーツ活動の拠点として、さらに特色を生かした
スポーツ振興と多様なスポーツ交流を促進していくために、さらなる活
用方法を考える必要がある。

【成果】・学校体育施設の
○ 現在多くの学校が、放課後や夜間、休日に学校体育館や運動場を開放開放促進及び積

しており、スポーツ少年団の練習場所や地域住民のスポーツ、レクリェ極的な活用
ーションの会場となっている。身近な施設であるため、生涯スポーツの
振興や地域住民の交流が図られている。

【課題】
○ 老朽化が進んできた施設や夜間照明を必要とする施設がある。利用頻

度にもよるが、町民が使いやすい施設をめざす必要がある。
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学校環境の整備

１　学校施設の整備

　 安心・安全な学校づくり、快適な学校施設を提供するために、平成２１年度予算計上した主な事業

事業概要 事業の取組と成果 予算・決算 今後の方向性

1
小中学校施設耐震
化事業

昭和56年以前の旧耐震基準により
建設された学校施設が、地震に対
してどの程度の耐震性を有してい
るかを耐震診断し、その結果によ
り計画的に耐震化を実施する。

耐震第１次診断のIs値（構造耐震
指数）の0.9未満の全ての学校施
設の耐震第2次診断業務を平成20
年度の国の経済対策による補正予
算で予算化し、平成21年度に実施
した。

　H21予算額（繰越）
　　55,148,000円
　H21決算額
　　46,641,000円

耐震第2次診断業務結果を受
けてIs値の低い数値の学校
施設を優先に、国の補助金
の活用と財政計画との整合
を図りながら計画的に耐震
化を進める。

2
東和中学校改築事
業

本校の耐震診断・耐力度調査を
行った結果、耐震性が低く耐震補
強が困難と診断され、中学校統合
方針を踏まえて、将来小学校でも
使用可能な構造で改築をする。
（建築面積：2,317.97㎡　鉄筋コ

ンクリート造2階建）

平成19年度に基本設計、平成20年
度に実施設計を行い、建設費は平
成20年度国の経済対策による補正
予算と平成21年度の当初予算及び
経済対策による補正予算により事
業を行い、平成22年2月に校舎は
完成した。

  H21予算額（繰越含む）
    656,808,000円
  H21決算額
　  526,340,504円
  次年度繰越額
　  104,716,000円

平成22年度　旧校舎解体・
周辺整備

3
久賀小学校校舎・
屋内運動場耐震補
強事業

本校の耐震診断を行った結果、校
舎（普通特別教室棟・便所棟）と
屋内運動場は耐震性が低く、老朽
化した校舎・屋内運動場を大規模
改修と併せて耐震補強を行う。

平成21年度の経済対策による補正
予算で予算化し、補強改修工事は
平成22年度で行う。

  H21予算額
    276,373,000円
  H21決算額
　　  9,263,100円
  次年度繰越額
　　267,109,000円

平成23年3月　完成予定

4
大島中学校屋内運
動場改築事業

本校の耐震診断を行った結果、耐
震性が低く、昭和34年建築で老朽
化が激しく、また、既存床面積
（646㎡）が小さいため、生徒数
にあった必要床面積（1138㎡）で
改築を行う。

平成21年度の経済対策による補正
予算と平成22・23年度で予算で事
業を行う。平成21・22年度で基本
設計・実施設計を行い、建設事業
は平成22・23年度に行う。

  H21予算額
    301,800,000円
  H21決算額
　　　5,388,050円
  次年度繰越額
　　293,700,000円

平成23年6月　完成予定

事業名
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事業概要 事業の取組と成果 予算・決算 今後の方向性

5
蒲野中学校改修事
業

本校は平成21年3月に閉校とな
り、校舎は耐震基準を満たしてい
ることから、隣接の耐震性が低い
三蒲小学校を移管するため、当校
舎を小学校仕様基準（階段のけあ
げの寸法）に改修する。

平成20年度の経済対策による補正
予算で改修事業に伴う実施設計、
工事費を予算化し、改修工事は平
成21年度に実施した。

  H21予算額（繰越）
    15,000,000円
  H21決算額

12,837,450 円

本校は平成21年3月に閉校と
なり、平成21年度中に改修
工事を行い、平成22年4月よ
り三蒲小学校に転用し活用
している。

6
小中学校プール改
修事業

町内小中学校のプールは現在小学
校4校（明新、沖浦、島中、安下
庄）中学校3校（大島、久賀、東
和）あり、それぞれ老朽化してお
り、プールの改修を計画的に行
う。

沖浦小学校プールは平成20年度の
経済対策による補正予算で、島中
小学校・明新小学校・東和中学
校・久賀中学校の4校は平成21年
度の経済対策の補正予算でそれぞ
れ予算化し、沖浦小学校・島中小
学校の改修事業は平成21年度内に
完了した。残りの学校は次年度に
繰り越して改修工事を行う。

  H21予算額（繰越含む）
    63,810,000円
  H21決算額
　  10,559,850円
  次年度繰越額

50,442,000 円

残りの安下庄小学校・大島
中学校プールにおいては、
現時点では改修の必要性が
なく、今後において必要が
生じた時に財政調整し改修
を行う。

7
太陽光発電導入事
業

地球温暖化対策の推進や環境教育
への活用を図ることを目的とし
て、太陽光発電を整備する。

平成21年度の経済対策による補正
予算により、中学校4校（久賀
中・大島中・東和中・安下庄中）
に1校約19ｋｗの太陽光発電を整
備する。平成21年度は東和中学校
が設置完了し、残り3校は次年度
へ繰り越し事業を行う。

  H21予算額
　　140,921,000円
  H21決算額
　　 43,164,376円
  次年度繰越額

89,322,000 円

中学校は、情島中学校を除
く全ての学校に整備した
が、小学校においては、小
規模校が多く、国の補助金
の活用と財政計画との整合
を図りながら、今後整備検
討を行う。

8
小学校遊具整備事
業

小学校遊具は老朽化が進み、危険
な遊具、使えない状態の遊具等が
そのまま設置している状況なた
め、「遊具の安全に関する規準」
に沿った遊具設置を計画的に整備
する。

各小学校の既存の遊具は、老朽化
し「遊具の安全に関する規準」を
満たしていない遊具がほとんどで
あり、現状のままでは安全性が保
たれないため、各小学校の遊具を
整備する。平成20年度の経済対策
による補正予算を繰り越して整備
した。

  H21予算額（繰越）
　  79,000,000円
  H21決算額

62,975,850 円

定期的に遊具の安全点検を
行い、児童が安心して利用
できる環境づくりを行う。

事業名

SAC156
２７



事業概要 事業の取組と成果 予算・決算 今後の方向性

9
小中学校エアコン
設置事業

校長室・職員室・保健室・パソコ
ン室未設置の小中学校校にエアコ
ンを設置し、教育現場の環境整備
を図る。

平成21年度の経済対策による補正
予算により、小学校8校、中学校2
校にエアコンを設置する。事業は
次年度に繰り越し行う。

  H21予算額
　　17,800,000円
  H21決算額
　　         0円
  次年度繰越額
    17,800,000円

平成22年度で事業完了。

10
小中学校受変電設
備改修事業

老朽化した高圧受電設備の改修を
行い、地域の停電等の波及事故防
止を図る。

平成21年度の経済対策による補正
予算により、小学校7校、中学校1
校の高圧受電設備の改修を行う。
事業は次年度に繰り越し行う。

  H21予算額
　　10,000,000円
  H21決算額
　　         0円
  次年度繰越額
    10,000,000円

平成22年度で事業完了。

11
城山小学校改修事
業

校舎（普通教室棟）の再三の漏水
に伴い、老朽化した給水管の改修
を行う。

平成21年度の経済対策による補正
予算により、普通教室棟の給水管
の全面改修を行う。事業は次年度
に繰り越し行う。

  H21予算額
　　4,970,000円
  H21決算額
　　        0円
  次年度繰越額
    4,970,000円

平成22年度で事業完了。

12
沖浦小学校屋内運
動場改修事業

屋内運動場の老朽化により改修を
行う。

平成21年度の経済対策による補正
予算により、老朽化した屋内運動
場の屋根等の改修を行う。事業は
次年度に繰り越し行う。

  H21予算額
　　8,300,000円
  H21決算額
　　        0円
  次年度繰越額
    8,300,000円

平成22年度で事業完了。

事業名

SAC156
２８



２　教育環境の整備

平成２１年度において、教育の情報化の推進を図り教育環境の整備を推し進めるため事業を実施した。

事業概要 事業の取組と成果 予算・決算 今後の方向性

1
学校情報通信技術
環境整備事業

デジタルテレビ・電子黒板・校務
用パソコン等を整備し、児童生徒
の情報活用能力の育成を図ると共
に、教員のＩＣＴ活動の指導力育
成並びに校務の負担軽減を図る。

平成21年度の経済対策による補正
予算において、各小学校にデジタ
ルテレビ20台、各小中学校に電子
黒板18台と電子黒板用パソコンを
18台、全教職員を対象に校務用パ
ソコンを147台整備した。

　H21予算額
　　27,412,000円
　H21決算額
　　27,360,267円

教育の情報化の促進を図る
ことにより、教育の質の向
上を目指す。

2
中学校パソコン教
室用パソコン機器
等整備事業

中学校にパソコン教室用パソコン
機器等を整備し、情報化教育を推
進する。

防衛省の再編交付金を受け、中学
校5校のパソコン教室にパソコン

等機器を整備した（パソコン139
台・レーザープリンター5台・ス

キャナー5台・デジタルカメラ5
台・デジタルビデオカメラ5台
他）

　H21予算額
　　19,769,000円
　H21決算額
　　19,768,350円

情報化教育のさらなる推進
を図る。

3
スクールバス購入
事業

西安下庄線と源明線・油良線のス
クールバスの更新と、屋代明新線
スクールバスの新規購入を行う。

平成21年度の経済対策による補正
予算において、スクールバスを整
備した。
西安下庄線29人乗1台、屋代明新
線／源明線油良線15人乗各1台

　H21予算額
　　11,852,000円
　H21決算額
　　11,684,000円

スクールバスを配備し円滑
な運行を図ることで、教育
環境の改善に寄与する。

4
理科教育設備整備
事業

学習指導要領の改訂に伴い、小中
学校の実験器具など理科教育設備
の充実を図る。

理科教育設備整備費等補助金を受
け、小中学校に理科備品（天秤・
上皿はかり・顕微鏡・人体模型
他）を整備した。

　H21予算額
　　 6,533,000円
　H21決算額
　　 6,532,050円

理科備品を有効に活用し、
教育環境のさらなる改善を
図る。

5
学校図書整備整備
事業

小中学校の図書室に図書を整備す
ることより、読書活動の推進を図
る。

平成21年度の経済対策による補正
予算において、小中学校の図書室
に図書を整備した。

　H21予算額
　　 3,810,000円
　H21決算額
　　 3,808,949円

学校図書館は、豊かな心を
育む情操教育の場としての
役割を担っている。児童生
徒の読書活動推進のための
環境整備を図っていく。

事業名

SAC156
２９




