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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、地方

教育行政の組織および運営に関する法律第２７条の規定により、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２２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２２年４月から平成２３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。 
  １１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、昨年と

同様に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 
 学校教育は、知・徳・体の調和のとれた人格形成をめざし、平和で民主的な国家及び

社会の形成者の育成を目的としている。目的を達成するには、基礎的・基本的な内容（見

えやすい学力）の定着を図り、学ぶ意欲や向上心等（見えにくい学力）を高めるととも

に、感謝の心や思いやり、責任感等を育んでいく必要がある。 
 学力向上と「豊かな心や心身の健康の育成・保持、学校への保護者や地域の方等の信

頼、教職員の教職への誇りと優れた指導力、学校内外の教育資源を生かした学校経営等」

は、双方向の関係・相即不離の関係にある。そのように考え、本年度も引き続き、現在

学び育っている児童・生徒が将来町内外を問わず活躍できるよう、学力（見えやすい学

力・見えにくい学力）の向上を核として、学校教育の充実を図っていった。そして、児

童・生徒の将来を見据えた夢を育てる教育を進めることで、本町教育の基本方針「教育

と文化の島づくり・人づくり」の具現化を図った。 
 
１ 確かな学力の育成 
  ○学ぶ喜びを実感できるカリキュラムづくり、授業づくり 
 ○学習内容を確実に身に付けさせる指導方法の工夫と到達度評価による検証 
 ○児童・生徒の個性を伸ばし、学ぶ意欲や向上心を育む集合学習の実施 
 ○「朝の読書」や読み聞かせ等の普及を通した読書活動の推進 
 ○宮本常一の業績や研究手法を取り入れた学習活動の改善  

【成果】 
・町内を４ブロック（久賀、大島、橘、東和）に分け、各ブロ 
 ック内の小学校５・６年生を１校に集めて、国語や算数など 
 の教科を中心に延べ７日間の学習を実施した。トピック的な 
 教材ではなく、年間指導計画に位置づけられた内容を扱うよ 
 うにしたことや、小単元をまとめて指導するなどしたことで、 
 各学校での日頃の指導を振り返ってみることができた。少人 
 数であるがゆえに軽んじていたことや、中学校での生活を見 
 据えて育てておかなければならないことなどが教員に見えて 
 きている。 

◆拡大集合学習の実施 

【課題】 
・規模が異なる学校が集まって教育活動を展開することになる 
 ため、かなりの準備が必要となる。教員の意欲的な取組を期 
 待する上でも、拡大集合学習のをねらいを明確に理解させな 
 ければならない。小規模校にとっては、ある程度の集団での 
 学習を展開できること、中規模校にとっては、複数の教員が 
 関わり学習の個別化を図ることができることなどがあげられ 
 る。 

【成果】 
・朝の始業前の時間や給食配膳の時間を活用して、全校で読書 
 をする学校が増えている。また、ほぼ全ての小学校で、外部 
 指導者により、月に１回程度、読み聞かせを実施している。 

◆読書活動の推進 
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【課題】 
・学校での読書は一定時間確保されているが、今後、家庭で児 
 童生徒が主体的に読書に取り組むなど、読書活動の裾野を広 
 げることが課題である。   
【成果】 
・教育力ステップアップセミナーとして、教員を対象に講座を 
 開設した。小学校から１２名、中学校から６名が参加し、宮 
 本常一の業績や研究手法などについて学んだ。 
・「宮本常一の写真を調べるコンクール」を開催し、小・中学 
 校から７７点の応募があった。過去最大の応募数で、内容も 
 充実していた。 
・全ての小・中学校から授業で取り扱った事例を提出してもら 
 って事例集を作成し、配布した。次年度の取組の参考となる 
 ことが期待される。 

 ◆宮本常一の業績や研 
 究手法を取り入れた 
 学習活動の改善 

【課題】 
・宮本常一に関する取組は広がりつつあるが、特定の教員や学 
 校だけが熱心に取り組むなど、その姿勢に軽重が見られる。 
 さらに多くの教員が取り組むよう、業績等について理解を促 
 す必要がある。 

 
 
２ 豊かな心の育成 
 ○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 
 ○心に寄り添う相談活動や積極的生徒指導による自尊感情の醸成 
 ○望ましい勤労観・職業観を育むキャリア教育 
 ○自他の生き方を認め励まし合う心と基本的人権尊重の精神の育成 
 ○児童・生徒の内面に根ざした道徳性の育成  

【成果】 
・生活科や社会科、総合的な学習の時間などにおいて、学校周 
 辺の自然環境や社会環境を活用した学習活動が、全ての小・ 
 中学校において計画的に実施されている。活動の一助となる 
 学校支援ボランティアの数も、増えてきている。 

 ◆豊かな体験活動の実 
 施 

【課題】 
・学校支援ボランティアを必要とする学校が増えているが、人 
 的資源には限りがあるため、中学校区ごとぐらいで効率よく 
 活動できるよう調整が必要と思われる。 
・キャリア教育を小学校においても実施するなど、体験活動が 
 の種類が多様化しているため、目的を明確にして取り組む必 
 要がある。 
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【成果】 
・教育相談は、学期に１回程度、全ての小・中学校において計 
 画的に実施された。通常は学級担任が行っているが、必要に 
 応じて、学校に配置されているスクール・カウンセラーが対 
 応するなど、質の高いシステムが確立されている。難しい生 
 徒指導上の問題については、専門的な機関とも連携して対応 
 した。 

 
◆相談活動や積極的生 
 徒指導の実施 

【課題】 
・教育相談という手法では、児童生徒の発達段階によって、状 

 

   況を正確に捉えることが難しい場合がある。したがって、教 
 員は、常日頃から児童生徒の変化を見逃さないよう留意して 
 おく必要がある。 

 

 

 

３ 健康体力の向上 
 ○個別の課題に対応した健康教育の推進 
 ○個に応じた体位・体力の向上と健康の増進 
 ○食育への取組と「自分の命は自分で守る」精神の涵養  

【成果】 
・健康面に関する情報をまとめた「周防大島町児童生徒の体位 
 ・体力誌」を作成し、各学校で健康教育に活用できるように 
 した。 
・業間時間を利用した持久走などの体力づくりや、記録会へ向 
 けての水泳教室など、各学校で多様な取組が見られた。 

 ◆健康教育の推進 

【課題】 
・活発な取組は見られるが、児童生徒の体位・体力の実態に応 
 じたものとなっているか検証が必要と思われる。 
・不審者への対応訓練や防災訓練を通して、児童生徒一人ひと 
 りの危機回避能力を育てることも、教育の重要な視点として 
 押さえておく必要がある。 

 

 

４ 特色ある学校づくり 
 ○地域の特性を生かした魅力的なカリキュラムの編成 
 ○小規模・複式学級のメリットを生かした指導方法の研究・実践 
 ○マネジメント・サイクル（PDCA）を生かした学校経営  

◆PDCAによる学校経営 【成果】 
・年度当初、学校経営の重点事項を全教職員で共通理解し、担 
 当した内容の具現化を図り、年度末に振り返りをするという 
 プロセスは、どの学校でも定着している。 
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【課題】 
・評価の資料として、保護者や教職員へのアンケート調査を実 
 施しているが、１年に２回は必要と思われる。 
・評価結果から次の改善につながるプロセスが、十分機能して 
 いない。 
・具体的な取組が、年度当初に示された重点事項のどれにあた 
 るのかといった構造的な理解が不十分な教職員が目につく。 

 
 
 
５ 信頼される学校づくり 
 ○情報の公開や共有等による家庭・学校・地域の信頼関係の醸成 
 ○中高一貫教育・小中連携教育・中中連携教育の推進 
 ○子どもを核とした、家庭や地域、保育園や関係機関との連携  

【成果】 
・拡大集合学習の実施に伴って、小学校間の協調体制はかなり 
 できあがっている。中学校の教員の中にも、小学校の学習の 
  様子を積極的に参観しようとする動きが見られるようになっ 
  てきた。 

 ◆連携教育の推進 

 

 

  【課題】 
・中学校から見た気づきなど、校区内で問題点を共有し、小中 
 を見通した指導ができるようになれば、指導の効果も期待で 
 きると思われる。 
・学校の思いを伝えることにあまり積極的でないと感じられる 
 管理職もおり、工夫を促す必要がある。 

 

 
 
６ 教職員の資質の向上 
 ○使命感や倫理観、人権意識の高揚をめざした研修の深化 
 ○自他の評価を活かした実践的な指導力の向上 
 ○教職員の意識改革と協働実践力の向上 
 ○「教育力ステップアップセミナー」実施による教職員の資質向上  

【成果】 
・本年度の後半は、綱紀保持や服務規律の確保に向けての研修 
 に重きを置いてきた。事案の発生を受け、教職員の意識も高 
 まり充実した研修がなされてきた。 

 ◆資質向上研修の充実 

【課題】 
・分掌主任として企画・運営する能力や、教師としての専門性 
 を積極的に高めようとする意識なども、大切な資質として育 
 てていく必要がある。 
・「教育力ステップアップセミナー」の内容も、必要とされて 
 いるかどうかという視点から、検討を要する。 
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７ 円滑な学校統合 
 ○統合してよかったといえる学校づくり  

【成果】 
・本年度末をもって、椋野小学校が久賀小学校に統合された。 
 閉校にあたっては、記念式典が開催され、多くの関係者が参 
 加された。 

 ◆学校統合 

【課題】 
・保護者の理解に基づいて、統合の運びとなった。本町での今 
 後の見通しは未定であるが、関係者が同意された上での円満 
 な統合が望ましいと考える。 
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社 会 教 育 
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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】 

 ○ 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

ビスにより、高齢者の参加希望に応えている。 

  ・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１６２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inくか  11/20   参加者４００人 

    文化作品展      10/29～11/26   参加者２００人 

    学級講座生のつどい      3/13  参加者 ９３人 

 

◇各地区における 

   多様な内容の生 

   涯学習講座の開 

   催 

 【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。 
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 【成果】 

 ○ 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 

 
 ◇町民の自主的活 

  動の支援 

 【課題】 

 ○ 住民の自主学習に移行しつつある 

 

 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】 

 ○ 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。 

 

 ◇学習活動等の啓 

  発活動の充実 

 【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 

 ◇ 文 化 財 の 保

護、保存、整

備 

 【成果】 

 ○ 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 
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 【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。 

 ◇社会教育施設

の整備・充実

 【成果】 

 ○ 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H21年度 

  ・周防大島文化交流センター（東和）入館者数  6,862人(5,740人) 

  ・竜崎陶芸の館（橘）        入館者数  1,370人 (541人) 

  ・農村交流伝承館（東和）      入館者数   432人 (313人) 

  ・田舎美術館（大島）             入館者数  1,144人  (624人) 

  ・日本ハワイ移民資料館（大島）   入館者数  2,194人(2,393人) 

  ・八幡生涯学習のむら（久賀） 

   久賀歴史民俗資料館       入館者数   533人  (788人) 

   町衆文化伝承の館            入館者数  21,666人(14,407人) 

   町衆文化の薫る郷公園         入館者数     604人 (1,107人) 

  ・椋野北地区学習会館             入館者数     461人 (533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 

 ◇町内図書館の

ネットワーク化

の推進、サービス

の向上 

 【成果】 

 ○ 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

推進した。 

 ○ 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。 
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 【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】 

○ 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 ２７,５９２冊  １２,７２９冊    ９３８冊 ５１４点
 

 東和 ２１,２５４冊  １２,６９２冊 １,９２２冊    ４０５点
 

 大島   ２４,６４２冊  １０,０２４冊 １,３８１冊    １,３１５点
 

 

 久賀   ３２,２６７冊  １７,６９０冊 ５,９６７冊      － 
 

 昨年比較 ２，５６４冊増  ２，３７３冊増    ２３１冊増    １１点減 

利用状況 

 

 地区  利用者数  貸出冊数 

  橘     １３，０９３人      ２３，７５１冊 

 ◇町民のニーズ

に対応した情報

収集、資料の整備

 

 東和     １２，９０８人      １３，２９６冊 
   

 大島     １８，０２２人      ２１，３１８冊 
 

 久賀      ８，９０５人      ２２，０７９冊 

   昨年比較   １，４４１人増       ５，３５０冊減 

  

 【課題】 

 ○ 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。 
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 【成果】 

 ○ 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

を実施している。（延べ３１９回実施、参加者５，７１２人） 

 ○ 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。 

 
 ◇高齢者、児童、

  幼児を対象と

した読み聞か

せ会の実施 

 【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】 

 ○ 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

学ぶことができた。 

・社会教育委員連絡協議会幹事会 H22.5.21            （１人出席）

・県社会教育委員連絡協議会総会・研修会 H22.7.2    （４人出席）

・県社会教育委員連絡協議会地区別研修会(東部)H22.10.18（４人

出席） 

  ・町社会教育委員連絡協議会  H23.2.15          （８人出席）

 

 ◇社会教育委員会 

  の開催及び社会 

  教育委員の研修 

  会への参加 

  

 【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。 
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 【成果】 

 ○ 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。 

◇学校支援地域本 

  部事業の推進 

 【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】 

 ○ 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        １８回        ２２８人 

   カッパスイミング     ５回      ４６人 

  わだっ子クラブ     １４回          １９５人 

  たちばなっ子クラブ      ８回     １２１人 

  沖浦っ子クラブ    １３６回    １,２２４人 

 ◇放課後子ども教 

  室推進事業の拡 

  充 

 【課題】 

 ○ 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２２年度末の社会教育委員会で課題に挙げ

た。 
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 ◆ 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】 

 ○ 青少年育成町民会議の活動を支援するために、補助金、情報交換会、

  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。 

  ・第１回周防大島町青少年育成町民会議役員会開催 H22.5.10 

   （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（８店舗） 海水浴場点検（４ヶ所）

  ・あいさつ標語運動（応募１６１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） 

 ◇青少年育成町民 

  会議の活動の充 

  実 

 【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】 

 ○ 子ども会の活動を支援するために、補助金の交付、研修会の案内、

情報交換会の開催等を行った。 

  ・第１回周防大島町子ども会育成連絡協議会役員会開催H22.5.6 

   （各地区ごとに子ども会長集会を開催 ４月～５月） 

  ・山口県子ども会連絡協議会総会・指導者研修会 H22.6.12 

  ・柳井地区子ども会集団指導者研修会 H22.7.4 

    （各地区子ども会から６人参加） 

  ・周防大島少年の船洋上セミナーH22.8.17～8.19（４９人参加） 

  ・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。 

 ◇子ども会等の活 

  動の充実 

 【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】 

 ○ 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。 

  ・H23.1.4 東和総合センター 

  ・対象者 １６５人  （出席者 １０８人） 

  ・内容  式典、記念撮影（各地区ごと） 

 ◇成人式の開催 

 【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、グループやサークル等の自主的活動や組織化を推進し、

その育成を図り、団体相互の交流を促進した。また、昨年度から募集

している文化サポーターは、本年度４名の登録があった。 

  ・周防大島文化振興会 

    文化講演会「中国と台湾 そして三国志」H22.6.26 （約１４０人）

    田村彰子ふるさとコンサート      H23.1.23   （約４３０人）

    上沼田神楽上演会 H22.9.11              （約２５０人）

    久賀地区先人の旅パート４  H22.11.14           （約 ４５人）

    久賀地区先人の旅パート５ H23.3.20             （約 ３０人）

    安下庄高校・周防大島高校吹奏部定期演奏会H23.3.21 （約３５０人）

 ◇文化団体、グル 

  ープやサークル 

  等の自主的活動 

  の支援 

 【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 11/3 （芸能 ２６団体   １，２００人）

・橘地区生涯学習発表会11/13･14（作品 ３３団体 １，６５０人）

・大島歌と踊りの夕べ 7/3 （歌２３人、舞踊２４団体 ２０５人）

・大島うずしおﾌｪｽﾀ 10/16 （２１団体         １９９人）

・ふるさと文化祭 11/3（展示１９団体、バザー１０団体 ３，０００人）

  ・久賀ふれあい講座生の集い  3/13                （１０団体 ９３人）

 ◇生涯学習を発表 

  する場の確保 

 【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。 
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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】 

 ○ 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

の審査等を行った。 

  ・第１回人権教育推進委員会（久賀総合センター） H22.6.20 

       町人権教育重点施策、事業計画、作品募集等について審議 

  ・第２回人権教育推進委員会（久賀総合センター） H22.9.30 

    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 

  ・第３回人権教育推進委員会（東和総合センター） H22.1.19 

    人権教育推進大会準備、最終打ち合わせ 

 

 ◇人権教育推進委 

  員会の開催 

 【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】 

 ○ 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。 

 ◇相談等の支援体 

  制の整備・充実 

 【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。 
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 ◆ 人権教育についての学習機会・啓発活動の充実 

 【成果】 

 ○ 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２２年度人権教育推進大会H23.1.19 （久賀総合センター） 

    内容 人権啓発作品の表彰・発表 

       講演「笑いでコミュニケーション」 

    参加者  ２００人 

 ◇人権教育推進大 

  会の実施 

 【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

識の高揚を図っている。２２年度は、学校と協力して、PTAを対象に人

  権学習講座を開設した。 

  ・橘地区人権学習講座（10/12 橘総合センター） 参加者１１１人 

    講演「女と男が輝いて生きるために」 

  ・大島地区人権学習講座（6/21 大島文化センター） 参加者７９人

    講演「陳さんの茶飲み話」 

  ・久賀地区人権学習講座（6/15  久賀総合センター） 参加者 ２０人

       講演「人権について」 

  ・東和地区人権学習講座（2/25  東和総合センター） 参加者７０人

       講演「今を生きるまなざし」 

 

 ◇公民館学級・講 

  座における学習 

  会の実施 

 【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PTAを対象に人権学習講座を開催したが、今後も幅広 

   年齢の方を対象に講座を開設していきたい。 
  

 
 ◇人権に関する児 

  童・生徒応募入 

  選作品の表彰・ 

  発表 

 【成果】 

 ○ 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

ための啓発活動を行い、明るく幸せな町づくりを推進した。 

   ・人権啓発作品募集（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） 



１９ 
 

  
 【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】 

 ○ 「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

権教育推進委員、町小中学校教職員の合同研修会を行った。 

  ・周防大島町人権教育研修会（大島文化センター） H22.8.5 

    参加者  ８６人 

 ◇人権教育研修会 

  の実施 

 【課題】 

 ○ 「山口県人権推進指針」の周知を図るために、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、１００人弱の参加が

あった。来年度は山口県人権推進指針の研修を行うが、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

加を図った。 

   ・学校･地域人権教育推進指導者研修会（県庁）H22.7.26    ３人参加

   ・周防大島町人権教育研修会（大島文化センター）H22.8.5 １３人参加

・県人権教育指導者研修会（大島文化センター）H22.9.10 ３６人参加

 

 ◇人権教育推進委 

  員研修会の開催 

  ・積極的な参加 

 【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。 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



２０ 
 

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】 

 ○ 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        ４／１１   参加者    ６０人

  ・壮年軟式野球大会      ５／９      参加者    ４７人

   ・グランドゴルフ大会     ５／３０     参加者    ８５人

  ・バレーボール大会       ６／１３   参加者   １１８人

  ・陸上競技大会        ６／２７   参加者   ３２７人

  ・スポ少交換会        ７／４    参加者   １４０人

  ・ソフトボール大会      ７／２５   参加者    ７５人

  ・ビーチバレーボール大会   ７／１１   参加者   ３０４人

  ・ソフトテニス大会      ７／１９   参加者    ４８人

  ・水泳大会          ８／２２   参加者    ９４人

  ・卓球大会          ８／２８   参加者    １７人

  ・近県ソフトテニス大会   １０／１７   参加者   １３４人

  ・大島郡武道大会      １１／２３   参加者    ６４人

  ・大島一周駅伝競走大会    １２／１９   参加者   ７２０人

  ・フットサル大会       １／8･9     参加者   ３０９人

  ・ｻｻﾞﾝ･ｾﾄ大島ﾛｰﾄﾞﾚｰｽ大会   ２／６    参加者３，０９２人

  ・ｻｻﾞﾝ･ｾﾄ大島少年ｻｯｶｰ大会  ３／26～28   参加者   ７７４人

 ◇スポーツイベン 

  トを通しての町 

  内各地区や郡外 

  の都市との親睦 

  ・交流及び生涯 

  スポーツの普及 

 【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。 

 ◇スポーツ団体相 

  互の連携による 

  組織の充実 

 【成果】 

 ○ 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

している。 



２１ 
 

 
 【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  

 ◇スポーツ大会を 

  通しての生涯ス 

  ポーツの普及 

 【成果】 

 ○ 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

かしたり、住民のニーズに応じたりして内容も工夫している。 

  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】 

 ○ 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

  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。 

 

 ◇体育指導委員協 

  議会による指導 

  委員の養成、研 

  修会の充実 

 【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。 

 

 

 

 

 

 

 



２２ 
 

 ◆ 体育施設の機能向上と利用促進 

 【成果】 

 ○ 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。 

 ◇特色を生かした 

  社会体育施設の 

  積極的な活用 

 【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】 

 ○ 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。 

 

 ◇学校体育施設の 

  開放促進及び積 

  極的な活用 

 【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。 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



２３ 
 

 
 
 
 
 

学 校 環 境 の 整 備 
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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２２年度予算計上した主な事業  

 事業名 事業概要 事業の取組と成果 予算・決算 今後の方向性 

 

 

 

 

 
 

1 
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 21 年度の当初予算及び経

済対策による補正予算により

平成 22 年 2 月に校舎は完成し

た。残った旧校舎の解体と周辺

整備工事を実施した。 

  H22 予算額 

    104,716,000 円 

  H22 決算額 

    59,958,050 円 

平成 22 年 12 月 完成 

 

 

 

 
 

2 

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 年度で行った。 
  H22 予算額 

    267,109,000 円 

  H22 決算額 

  177,425,751 円 

平成 23 年 3 月 完成 

 
 

 

 

 

3 
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。 

  H22 予算額 

    293,700,000 円 

  H22 決算額 

  189,383,281 円 

  次年度繰越額 

    110,237,000 円 

平成 23 年 7 月 完成 
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 事業名 事業概要 事業の取組と成果 予算・決算 今後の方向性 

 

 

 

 

 

 

4 
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。 

平成 20 年度経済対策による補

正予算で沖浦小学校、平成 21

年度の経済対策の補正予算で

予算化し、島中小学校・明新小

学校が完成した。残りの明新小

学校・久賀中学校・東和中学校

は、平成 22 年度に繰越工事で

改修を行った。 

  H22 予算額 

    50,442,000 円 

  H22 決算額 

   44,364,600 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。 

 

 

 

 

 

 

5 
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校は平成22年度へ繰越事業で

行った。 

  H22 予算額 

   89,322,000 円 

  H22 決算額 

   56,833,300 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。 

 

 

 

 

 

 

 

6 
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。事業は平成 22 年度に繰越

工事で行った。 

 

 

 

 

 

  H22 予算額 

  17,800,000 円 

  H22 決算額 

  16,271,850 円 

平成 22 年度で事業完了。 
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 事業名 事業概要 事業の取組と成果 予算・決算 今後の方向性 

 

 

 

 

 

 

7 
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。工事は平成 22 年度

に行った。 

  H22 予算額 

  10,000,000 円 

  H22 決算額 

   9,221,100 円 

平成 22 年度で事業完了。 

 

 

 

 

 
 

8 
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。工事

は平成22年度に繰越で行った。

  H22 予算額  

4,970,000 円  

  H22 決算額  

4,048,800 円 

平成 22 年度で事業完了。 

 

 

 

 

 

 

9 
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。工事は平成 22 年度に繰越

で行った。 

 

 

 

 

 

  H22 予算額 

  8,300,000 円 

  H22 決算額 

  6,810,300 円 

平成 22 年度で事業完了。 
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２ 教育環境の整備 

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に、平成２２年度予算計上した主な事業 
 

 事業名 事業概要 事業の取組と成果 予算・決算 今後の方向性 

 1 

小学校パソコン

教室用パソコン

機器等整備事業 

小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、小

学校 12 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 152 台・レーザープリンタ

ー12 台・スキャナー12 台・デジ

タルカメラ 24 台・デジタルビデ

オカメラ 12 台他） 

 H22 予算額 

  24,970,000 円 

 H22 決算額 

  24,921,435 円 

情報化教育のさらなる推

進を図る。 

 2 
スクールバス購

入事業 

椋野久賀線スクールバス１台の新規

購入を行う。 

平成 22 年度のへき地児童生徒

援助費補助金を受け、スクール

バスを整備した。 

椋野久賀線 29 人乗各 1台 

 H22 予算額 

  5,303,000 円 

 H22 決算額 

  5,302,040 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。 

 


