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Ⅰ はじめに 

桂川町は、平成２３年３月、「第５次桂川町総合計画」を策定し、基本理念である「文化の薫り高い

心豊かなまちづくり」のもと「協働で未来（夢）を拓く～笑顔あふれるまち“けいせん”～」を将来像

とし、町づくりを推進してきました。この総合計画は、今日の経済・社会の変化の大きさと速さを考慮

し、１０年先の社会を見据えつつ、前期基本計画として５年間（平成 23 年度～平成 27 年度）を定め

行政の推進を図ってきました。平成２８年度からは平成３２年度までを計画期間とする後期基本計画を

策定しました。 

また、平成２７年度は教育委員会制度改革に伴って、町長と教育委員会を構成員とする「総合教育会

議」を設置し、教育、学術及び文化の振興に関する総合的な施策について、その目標や施策の根本とな

る方針を定める「教育大綱」（平成 28年度～平成 32年度）を策定しました。 

これらの施策の方向性に沿って、年度ごとに教育行政の目標と主要施策を掲げ、各種事業等を実施し

ていく予定です。今後、この施策・事業の執行状況については、地方行政の組織及び運営に関する法律

第２７条に定めるところにより、点検及び評価を行い、町民に対する説明責任を果たすとともに、以後

の教育施策への適切な反映に努めてまいります。 

 

Ⅱ 桂川町教育委員会について【組織、構成】 

  都道府県及び市町村等に置かれる行政委員会の一つで、非常勤の教育委員をもって組織される合議

制の執行機関であり、教育、文化、スポーツ等に関する事務を処理します。桂川町教育委員会は教育

長と４人の教育委員で構成されています。 

 

【教育委員の任命】 

町長の被選挙権を有するもので、人格が高潔で、教育、学術及び文化に関し識見を有するもののう

ちから、町長が議会の同意を得て任命し、その任期は４年（再任可）となっています。 

 

【運営等】 

  教育委員会は、大局的な見地から教育行政の基本方針を決定し、その方針決定を受け、教育長が会

議を主宰し、事務局を指揮監督して具体的な事務を執行する仕組みとなっています。 

 

【桂川町の教育委員】 

 

職 名 氏 名 現 在 の 任 期 

教育長 瓜生 郁義 平成 27年 12月 18日～平成 30年 12月 17日 

委 員（教育長職務代理者） 河部  寛 平成 27年 12月 18日～平成 31年 12月 17日 

委 員 田牧 壮平 平成 27年  2月 24日～平成 31年 2月 23日 

委 員 大塚 敏子 平成 25年 12月 19日～平成 29年 12月 18日 

委 員 畠中 聡子 平成 28年 12月 16日～平成 32年 12月 15日 
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Ⅲ 教育委員会の活動状況 

１ 教育委員会会議 

  教育委員会会議は、毎月１回の定例会と委員長が必要と認めたとき等に開催する臨時会があり、 

教育行政に関する重要事項等を審議しています。  

（定例会） 

回 月 日 協 議 事 項 報 告 事 項 連 絡 事 項 

1 H28.4.25 

・桂川幼稚園の教育時間

外の預かりについて 

 

・桂川町教育委員会活動

の権限に属する事務の

管理及び執行状況につ

いての点検・評価につ

いて 

 

・非常勤教育職員の報酬

等に関する要綱の一部

改正について 

 

・桂川町スクールソーシ

ャルワーカー設置要綱

の制定について 

 

・町立学校職員の人事異

動について 

・管内教育長会報告 

 

・生徒指導上の諸問題

実態調査（3月分） 

 

・桂川中学校卒業生の

進路について 

 

・桂川町教育委員会の

予算について 

 

・社会教育課事業報告 

 

・学校給食共同調理場

報告 

 

・定例学校・園訪問に

ついて 

主な行事予定 

・教職員赴任式 (4/1) 

・幼稚園・小中学校始業式 (4/5) 

・校・園長会議 (4/6) 

・桂川中入学式 (4/8) 

・桂川小・桂川東小入学式 (4/11) 

・桂川幼稚園入園式 (4/12) 

・桂川町教職員全員研修会 (4/12) 

・校長研修会 (4/14) 

・文化連合会総会 (4/15) 

・王塚古墳「春の特別公開」 

 (4/16～17) 

・桂川町郷土史会総会 (4/17) 

・全国学力・学習状況調査 (4/19) 

・市町村教育委員会委員長・教育

長会議 (4/20) 

・婦人会総会 (4/24) 

・桂川町体育協会総会 (4/25) 

・校・園長会議 (4/26) 

・第 1回公民分館長会 (4/26) 

・桂川町子ども会指導者連絡協 

議会総会 (4/27) 

・嘉飯桂教育委員会懇談会 

 (4/28) 

・古賀稔彦講演会 (5/7) 

・市町村教育委員会女性教育委 

員研修会 (5/11) 

・桂川東小修学旅行 (5/12～13) 

・桂川町 PTA連絡協議会 (5/13) 

・ペタンク大会 (5/15) 

・ことぶき大学開講式 (5/17) 
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  ・青少年補導員会総会 (5/18) 

・桂川小修学旅行 (5/19～20) 

・桂川中学校体育会 (5/22) 

・管内教育長会 (5/25) 

2 H28.5.25 

・平成 27年度桂川町教 

育委員会活動の権限に

属する事務の管理及び

執行状況についての点

検・評価報告書につい

て 

 

・桂川町立小・中学校施

設の開放に関する規則

の一部改正について 

 

・町内教育施設の視察に

ついて 

・管内教育長会報告 

 

・幼稚園の延長保育の 

継続審査について 

 

・生徒指導上の諸問題

実態調査（4月分） 

 

・桂川中学校生徒のア

ナフィキラシー症状

事案について 

 

・定例学校・園訪問に

ついて 

 

・社会教育課事業報告 

 

・学校給食共同調理場

報告 

 

・桂川小学校児童の登

校中の不審物取得事

案について 

主な行事予定 

・校・園長会議 (5/26) 

・解放学級全支部交流グラウン 

ドゴルフ大会 (5/29) 

・第 1回総合教育会議 (6/1) 

・「生き生き桂川っ子」総合推進

協議会 (6/1) 

・第 1回人権・同和問題協議会 

 (6/2) 

・桂川小・桂川中土曜授業 (6/4) 

・第 21回桂川町ゲートボール大 

会 (6/5) 

・桂川中学校訪問 (6/9) 

・桂川東小土曜授業 (6/11) 

・三校ＰＴＡ親善スポーツ交流会 

 (6/11) 

・わくわくスポーツ体験塾 (6/11～) 

・感謝のプレゼントづくり (6/12) 

・解放中学研発表式 (6/16) 

・分館対抗バレーボール大会 

 (6/19) 

・福岡県学力調査 (6/21) 

・桂川東小学校訪問 (6/21) 

・桂川幼稚園訪問 (6/23) 

・土曜学習教室開始 (6/25) 

・第 9 回文化連合会フェスティバル 

 (6/26) 

3 H28.6.27 

・桂川幼稚園延長保育に

ついて 

 

・夏休み小学校プール解

放について 

 

・社会教育課施設視察に

ついて 

・6月議会報告 

 

・管内教育長会報告 

 

・生徒指導上の諸問題

実態調査（5月分） 

 

・いじめ・暴力事案報告 

主な行事予定 

・桂川小学校訪問 (6/28) 

・第 59回福岡県民体育大会桂川 

町実行委員会 (6/28) 

・福岡県装飾古墳保存連絡協議会 

 (6/29) 

・学校支援ボランティア研修会 

 (6/30) 
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 ・土曜学習教室について 

 

・社会教育課事業報告 

 

・学校給食共同調理場

報告 

 

・給食の選択制につい

て 

 

・生き生き桂川っ子の

あいさつ日について 

 

・スクールソーシャル

ワーカーの職務の内

容について 

・学校給食共同調理場運営委員 

会 (6/30) 

・「生き生き桂川っ子」あいさつ

運動 (7/1) 

・同和問題啓発強化玄関街頭啓発 

 (7/1) 

・第 1回図書館協議会 (7/2) 

・人権・同和問題市民講座 (7/3) 

・第 1回通学合宿・野外体験 

キャンプ (7/3～9) 

・教育関係者・保護司会懇談会 

 (7/4) 

・管内教育長会 (7/12) 

・第 1回教育支援委員会 (7/13) 

・青少年問題協議会 (7/15) 

・子ども会リーダーキャンプ 

 (7/16～17) 

・筑豊市町村教育委員会連絡協 

議会総会・研修会 (7/19) 

・幼稚園・小中学校終業式 (7/20) 

・盆踊り講習会 (7/20～21) 

・子育てを考える「地域懇談会」 

 (7/22,25,26) 

4 H28.7.25 

・桂川町料率幼稚園延長

保育に関する規則につ

いて 

・管内教育長会報告 

 

・生徒指導上の諸問題

実態調査（6月分） 

 

・社会教育課事業報告 

 

・学校給食共同調理場

報告 

 

・スクールソーシャル

ワーカーの活動報告 

 

・社会教育施設視察に

ついて 

 

・桂川小学校訪問につ 

主な行事予定 

・校・園長会議 (7/26) 

・夢・人・未来塾夏休み開催塾 

 (7/26～8/29) 

・主幹教諭研修会 (7/28) 

・町民ゴルフ大会 (7/31) 

・福岡年市町村教育委員会女性 

教育委員研修会 (8/1) 

・幼稚園・小中学校の出校日 

 (8/5) 

・子ども会事業 (8/7) 

・解放子ども会中学研合宿研 

 (8/9～10) 

・桂川小算数道場 (8/17～19) 

・市町村教育長研修会 (8/18～19) 

・夏祭りけいせん (8/20～21) 
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 いて 

 

・学校給食のアレルー

ギー対応について 

・桂東小算数強化講座・サマース

クール (8/22～24) 

5 H28.8.25 

・桂川町民生委員推薦会

委員の推薦について 

 

・平成 28年度福岡県市

町村教育委員会連絡

協議会教育長研修会

報告 

 

・生徒指導上の諸問題

実態調査（7月分） 

 

・暴力・いじめ事案報告 

 

・中体連夏季大会の結

果について 

 

・社会教育課事業報告 

 

・学校給食共同調理場

報告 

主な行事予定 

・桂川中夏季特別授業 (8/25～31) 

・校・園長会議 (8/26) 

・桂川町戦没者追悼式 (8/28) 

・市町村教育委員等人権・同和 

教育研修会 (8/30) 

・第 2回分館長会 (8/31) 

・幼稚園・小中学校始業式 (9/1) 

・桂川小土曜授業 (9/3) 

・桂東バザー (9/4) 

・第 9 回分館対抗ソフトバレー

ボール大会 (9/4) 

・第 2回通学合宿・野外体験 

キャンプ (9/4～9/10) 

・「生き生き桂川っ子」あいさつ

運動 (9/5) 

・第 1回通学路安全推進会議 

（合同点検） (9/9) 

・桂川中ふれあい合宿 (9/9～10) 

・天神山古墳調査 (9/9～19) 

・桂川町教育シンポジウム(9/14) 

・第 31回桂川町長杯少年野球大 

会 (9/17～19) 

・管内教育長会 (9/21) 

・秋の交通安全運動 (9/21～30) 

・桂川中土曜授業 (9/24) 

・県民体育大会（秋季大会） 

 (9/24～25) 

6 H28.9.26 

・「教育の日」について 

 

・桂川幼稚園の今後につ

いて 

 

・桂川小創立 100年記念

実行委員会補助金交付 

・管内教育長会報告 

 

・生徒指導上の諸問題

実態調査（8月分） 

 

・就学前健康診断につ

いて 

主な行事予定 

・中学生の未来に贈るコンサート 

 (9/27) 

・校・園長会議 (9/29) 

・第 46回人権・同和問題地域懇

談会 (10/1～11/6) 

・桂川小、桂川東小運動会 (10/2) 
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要綱の制定について ・平成 28 年度全国学

力・学習状況調査の

結果について 

 

・社会教育課事業報告 

 

・学校給食共同調理場

報告 

 

・食物アレルギー事案

報告 

 

・平成 29年度学校管理

職候補試験受験者へ

の面接日について 

 

・通学路合同点検結果

報告 

・桂川幼稚園運動会 (10/8) 

・第 15 回ときめきウォークｉｎ 

けいせん (10/11) 

・就学前検診 (10/13) 

・王塚古墳まつり in けいせん

 (10/15～16) 

・王塚古墳「秋の特別公開」 

 (10/15～16) 

・企業主人権同和研修会 (10/17) 

・第 58回分館対抗ソフトボール 

大会 (10/23) 

7 H28.10.25 

・全国学力・学習状況調

査の結果報告に係る同

意について 

 

・桂川町立幼稚園規則の

入園資格について 

 

・桂川町立幼稚園の今後

のあり方について 

 

・「教育の日」について 

・9月議会報告 

 

・生徒指導上の諸問題

実態調査（9月分） 

 

・暴力・いじめ事案報告 

 

・平成 29年度学校管理

職候補者への面接に

ついて 

 

・社会教育課事業報告 

 

・学校給食共同調理場

報告 

主な行事予定 

・校・園長会議 (10/26) 

・桂川中文化発表会 (10/28) 

・管内教育長研修会・教育長会

 (10/28) 

・桂川町文化祭 (10/29～30) 

・図書館まつり (10/29～30) 

・「生き生き桂川っ子」あいさつ 

運動 (11/1) 

・桂川町文化表彰式 (11/3) 

・嘉穂特別支援が公創立 30周年

記念式典 (11/5) 

・第 14 回町長杯グラウンド・ゴル

フ大会 (11/6) 

・桂川小創立 100 年記念式典(11/6) 

・文学探訪 (11/9) 

・市町村教育委員会教育委員研 

修会 (11/11) 

・桂川東小・桂川中土曜授業 

 (11/12) 

・第 2回教育支援委員会(11/14) 



- 7 - 

 

  

  ・学力向上検証委員会 (11/16) 

・学校管理職候補試験受験者へ 

の面接 (11/16) 

・管内教育長会 (11/18) 

・命の授業 (11/18) 

・スポコン筑豊地区大会 (11/20) 

・福岡県民体育大会「市町村対 

抗福岡駅伝」 (11/20) 

・筑豊地区社会教育委員研修会 

 (11/24) 

8 H28.11.25 

・幼稚園の預かり保育に

ついて 

 

・プログラミング教育に

ついて 

・管内教育長会報告 

 

・生徒指導上の諸問題

実態調査（10月分） 

 

・いじめ事案報告 

 

・平成 28年度学校管理

職候補試験について 

 

・社会教育課事業報告 

 

・学校給食共同調理場

報告 

 

・学校給食異物混入事

案について 

主な行事予定 

・人権・同和問題地区懇談会事 

後研修会 (11/25) 

・第 2回総合教育会議 (11/28) 

・校・園長会議 (11/28) 

・桂川小・桂川東小土曜授業 

 スポーツ集会・マラソン大会(12/3) 

・人権啓発パネル展 (12/5～12) 

・桂川町文化事業「オーケストラと

遊ぶ みんなのコンサート」 (12/4) 

・JAXA授業 (12/9) 

・桂川幼稚園生活発表会 (12/10) 

・桂川中修学旅行 (12/7～9) 

・桂川町文化連合会交流会 (12/9) 

・管内教育長会 (12/13) 

・校・園長会議 (12/16) 

・青少年問題協議会 (12/19) 

9 H28.12.26 

・就学援助「入学準備金」

の支給時期の見直しに

ついて 

 

・教育委員の退任に伴う

協議会等への後任協議

について 

 

・全国体力・運動能力、

運動習慣等調査の市町

村別結果の公表に対す

る同意について 

 

・道徳教育の推進について 

・12月議会報告 

 

・管内教育長会報告 

 

・生徒指導上の諸問題

実態調査（11月分） 

 

・幼稚園の入園申し込

み状況について 

 

・社会教育課事業報告 

 

・学校給食共同調理場

報告 

主な行事予定 

・成人式 (1/8) 

・幼稚園・小中学校始業式 (1/10) 

・管内教育長会 (1/20) 

・定数要望行動 (1/23) 
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・夏季休業期間の短縮 

について 

・いじめ事案報告 

 

・学校支援地域本部事

業の活動状況につい

て 

 

・スクールソーシャル

ワーカー活動報告 

 

10 H29.1.25 

・桂川町立学校職員人事

評価結果開示要領につ

いて 

 

・年度末・始の行事にお

ける役割分担について 

 

・学校支援地域本部事業

について 

 

・学校 ICTについて 

 

・「子ども食堂」について 

・管内教育長会報告 

 

・生徒指導上の諸問題

実態調査（12月分） 

 

・学校の体育施設・設

備の点検について 

 

・学力向上検証委員会

について 

 

・社会教育課事業報告 

 

・学校給食共同調理場

報告 

主な行事予定 

・校・園長会議 (1/26) 

・市町村教育委員研究協議会

 (1/26) 

・桂川小・桂川中土曜授業 (1/28) 

・「生き生き桂川っ子」あいさつ 

運動 (2/1) 

・管内教育長会 (2/9) 

・学力向上検証委員会 (2/15) 

・土曜学習教室終了 (2/18) 

・桂川小まちづくり学習発表会 

 (2/24) 

・桂川中土曜授業 (2/25) 

・「みんなで運動しよう」ドッジ

ビー大会 (2/26) 

11 H29.2.27 

・平成 29 年度桂川町教

育行政の目標と主要施

策について 

 

・桂川町立図書館の設置

及び管理に関する条例

施行規則の一部を改正

する規則について 

 

・桂川小学校プール横敷

地の安全対策について 

 

・桂川町障がい者施策推

進協議会委員の推薦に

ついて 

・管内教育長会報告 

 

・生徒指導上の諸問題

実態調査（1月分） 

 

・平成28・29年度学校関

係行事予定及び役割分

担の最終確認について 

 

・平成 28年度「桂川町

教育論文」入賞者表

彰式・発表会につい

て 

 

・社会教育課事業報告 

 

主な行事予定 

・校・園長会議 (3/2) 

・第 3 回桂川町青少年問題協議会

 (3/6) 

・桂川中卒業式 (3/10) 

・婦人会レクリエーション大会 

 (3/11) 

・桂川小・桂川東小卒業式 (3/16) 

・桂川幼稚園卒園式 (3/17) 

・中学生・高校生のための 3DAYS ITプ

ログラミングキャンプ (3/18～20) 

・管内教育長会 (3/21) 

・幼稚園・小中学校修了式(3/24) 
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・桂川町子ども・子育て

会議委員の推薦につい

て 

・学校給食共同調理場

報告 

 

・平成 29年度学校教育

課の会議等年間計画

について 

 

・平成 28年度新体力テ

スト調査結果につい

て 

 

12 H29.3.24 

・平成 28 年度桂川町教

育行政の目標と主要施

策について 

 

・桂川町人権センター運

営審議会委員の推薦に

ついて 

 

・桂川幼稚園について 

 

・地域懇談会について 

・3月議会報告 

 

・管内教育長会報告 

 

・教職員の異動内示に

ついて 

 

・生徒指導上の諸問題

実態調査（2月分） 

 

・「桂川町教育論文」表

彰式について 

 

・社会教育課事業報告 

 

・学校給食共同調理場

報告 

 

・教科書採択協議会（道

徳）について 

 

・地域商社「いいバイ

桂川」について 

主な行事予定 

・桂川町立図書館協議会視察研修 

 (3/27) 

・桂川町教育論文表彰式 (3/29) 

・教職員離任式 (3/31) 

・教職員赴任式 (4/1) 

・幼・小・中学校一学期始業式 

 (4/5) 

・校・園長会議 (4/6) 

・桂川中学校入学式 (4/7) 

・桂川小・桂川東小入学式(4/11) 

・桂川幼稚園入園式 (4/12) 

・桂川町教職員全員研修会 

 (4/12) 

・校・園長研修会 (4/13) 

・王塚古墳「春の特別公開」 

 (4/15～16) 

・全国学力・学習状況調査 

 (4/18) 

・管内教育長会 (4/19) 

・市町村教育委員会教育長会議 

 (4/21) 
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教育委員会会議（臨時会） 

第１回 

○平成２８年７月１４日（木）     ・桂川幼稚園の延長保育について 

・筑豊地区地教連総会等について 

第２回 

○平成２８年１１月１６日（水）    ・県費負担教職員管理職任用試験受験者の面接実施 

（桂川小学校３人・桂川東小学校３人、桂川中 

学校４人、教育事務所１ 合計１１人） 

 

第３回 

○平成２９年２月１５日（水）     ・桂川幼稚園バスの事故について 

・就学援助金（入学準備金）の支給時期の見直しに 

 ついて 

 

桂川町総合教育会議 

第１回 

○平成２８年６月１日（水） ・桂川町教育施策大綱の策定について 

 ・教育条件整備など重点的に講ずべき施策について 

 ・児童・生徒等の生命・身体の保護等の緊急の場合に講ずべ

き措置について 

 ・ＩＴ教育について 

 ・セカンドスクールについて 

 

第２回 

○平成２８年１１月２８日（月） ・「教育の日」について 

 ・教育条件の整備など重点的に講ずべき施策について 

 ・児童・生徒等の生命・身体の保護等の緊急の場合に講ずべ

き措置について 

 

第３回 

○平成２９年２月２４日（金） ・「教育の日」について 

 ・教育条件の整備など重点的に講ずべき施策について 

 ・児童・生徒等の生命・身体の保護等の緊急の場合に講ずべ

き措置について 
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Ⅲ 教育委員会の活動状況 

２ 教育委員会規則等の制定 

制定年月日 
規則等   

の種別 
規則等の名称 

平成 28年 4月 1日 規 程 桂川町人権教育啓発推進委員会規程の一部改正 

平成 28年 4月 1日 要 綱 
けいせん「夢・人・未来塾」実行委員会設置要綱の一

部改正 

平成 28年 4月 1日 要 綱 桂川町学校支援地域本部設置要綱の制定 

平成 28年 4月 1日 要 綱 非常勤教職員の報酬等に関する要綱の一部改正 

平成 28年 4月 1日 要 綱 桂川町スクールソーシャルワーカー設置要綱の制定 

平成 28年 4月 1日 規 則 
桂川町立小・中学校施設の開放に関する規則の一部

改正 

平成 28年 8月 1日 規 則 桂川町立幼稚園延長保育に関する規則の制定 

平成 28年 8月 1日 規 則 桂川町立幼稚園授業料等減免規則の一部改正 

平成 28年 10月 1日 規 則 
桂川町立図書館設置及び管理に関する条例施行規

則の一部改正 

平成 28年 10月 1日 要 綱 
桂川小学校創立 100年記念実行委員会補助金交付

要綱の制定 
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Ⅲ 教育委員会の活動状況 

３ 教育委員会主催の教職員研修会等 

 

○平成２８年 ４月１２日（火） 教職員合同研修会（第１回） 

○平成２８年 ４月１４日（木） 校長研修会（第１回）  

※校長、園長、教育委員 

○平成２８年 ６月１５日（水） 学力向上検証委員会研修会（第１回） 

※検証委員会委員 

○平成２８年 ７月２８日（木） 主幹教諭、教務主任研修会（第１回） 

※主幹、教務主任 

○平成２８年 ８月２５日（木） 教職員合同研修会（第２回） 

○平成２８年１１月１６日（水） 学力向上検証委員会研修会（第２回） 

※検証委員会委員 

○平成２８年１１月２４日（木） 教職員合同研修会（第３回） 

○平成２８年１２月 ７日（水） 主幹教諭、教務主任研修会（第２回） 

※主幹、教務主任 

○平成２９年 ２月１５日（水） 学力向上検証委員会研修会（第３回） 

※検証委員会委員 

○平成２９年 ３月 １日（水） 主幹教諭、教務主任研修会（第３回） 

※主幹、教務主任 

○平成２９年 ３月 ２日（木） 校長研修会（第２回） 

※校長、教育委員 
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Ⅲ 教育委員会の活動状況 

４ 研修会等への参加状況 

 
№ 内 容 日 程 研 修 先 

1 教職員赴任式 平成 28年 4月 1日 住民センター 

2 町内校長・園長研修会① 平成 28年 4月 14日 住民センター 

3 嘉飯桂教育委員懇談会 平成 28年 4月 28日 嘉麻市 

4 筑豊市町村教育委員会連絡協議会研修会 平成 28年 7月 19日 飯塚市 

5 子育てを考える地域懇談会 
平成 28年 7月 

22・25・26日 
各行政区 

6 市町村教育委員等人権・同和教育研修会 平成 28年 8月 30日 住民センター 

7 教育シンポジウム 平成 28年 9月 14日 住民センター 

8 市町村教育委員会教育委員研修会 平成 28年 11月 1日 福岡市 

9 学校管理職昇任面接 平成 28年 11月 16日 桂川町役場 

10 市町村教育委員研究協議会 平成 29年 1月 26日 福岡市 

11 学力向上検証委員会③ 平成 29年 2月 15日 住民センター 

12 町内校長・園長研修会② 平成 29年 3月 2日 住民センター 

13 町教育論文表彰式 平成 28年 3月 29日 住民センター 

14 教職員離任式 平成 28年 3月 31日 住民センター 
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Ⅲ 教育委員会の活動状況 

４ 研修会等への参加状況 

 
№ 内 容 日 程 研 修 先 

1 教職員赴任式 平成 28年 4月 1日 住民センター 

2 町内校長・園長研修会① 平成 28年 4月 14日 住民センター 

3 嘉飯桂教育委員懇談会 平成 28年 4月 28日 嘉麻市 

4 筑豊市町村教育委員会連絡協議会研修会 平成 28年 7月 19日 飯塚市 

5 子育てを考える地域懇談会 
平成 28年 7月 

22・25・26日 
各行政区 

6 市町村教育委員等人権・同和教育研修会 平成 28年 8月 30日 住民センター 

7 教育シンポジウム 平成 28年 9月 14日 住民センター 

8 市町村教育委員会教育委員研修会 平成 28年 11月 1日 福岡市 

9 学校管理職昇任面接 平成 28年 11月 16日 桂川町役場 

10 市町村教育委員研究協議会 平成 29年 1月 26日 福岡市 

11 学力向上検証委員会③ 平成 29年 2月 15日 住民センター 

12 町内校長・園長研修会② 平成 29年 3月 2日 住民センター 

13 町教育論文表彰式 平成 28年 3月 29日 住民センター 

14 教職員離任式 平成 28年 3月 31日 住民センター 
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Ⅲ 教育委員会の活動状況 

５ 教育委員の学校等訪問 

 

№ 内 容 日  程 訪 問 先 

1 中学校入学式 平成 28年  4月  8日 桂川中学校 

2 小学校入学式 平成 28年  4月 11日 桂小・東小 

3 幼稚園入園式 平成 28年  4月 12日 桂川幼稚園 

4 中学校体育会 平成 28年  5月 22日 桂川中学校 

5 定例学校訪問 平成 28年  6月  9日 桂川中学校 

6 幼稚園音楽発表会 平成 28年  6月 11日 桂川幼稚園 

7 定例学校訪問 平成 28年  6月 21日 桂川東小学校 

8 定例幼稚園訪問 平成 28年  6月 23日 桂川幼稚園 

9 定例学校訪問 平成 28年  6月 28日 桂川小学校 

10 小学校運動会 平成 28年 10月  2日 桂小・東小 

11 幼稚園運動会 平成 28年 10月  8日 桂川幼稚園 

12 中学校文化発表会 平成 28年 10月 28日 桂川中学校 

13 
桂川小学校 

創立 100年記念行事 
平成 28年 11月  6日 桂川小学校 

14 桂川小スポーツ集会 平成 28年 12月  3日 桂川小学校 

15 桂川東小マラソン大会 平成 28年 12月  3日 桂川東小学校 

16 幼稚園生活発表会 平成 28年 12月 10日 住民センター 

17 中学校卒業証書授与式 平成 29年  3月 10日 桂川中学校 

18 小学校卒業証書授与式 平成 29年  3月 16日 桂小・東小 

19 幼稚園卒園証書授与式 平成 29年  3月 17日 桂川幼稚園 
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Ⅳ 平成２８年度事業 

１ 子どもの教育内容・教育指導体制の充実 

 

事業名：就学前教育の推進 

 

 

事業名：ふくおか学力アップ推進事業 

担当課係 学校教育課 教務係 

事業概要 平成２６年度から３年間の「ふくおか学力アップ推進事業」による「学

力向上推進強化市町村」の指定を受けた学力向上の取組。 

事業実績 ・学力向上検証委員会を開催し、教育委員会や各学校の取り組みを検証し

た。 

・必要に応じて、学力向上支援チームの派遣を受け、授業力の改善に取り

組んだ。 

・少人数指導、習熟度別指導等のきめ細かな指導の充実を図るため、桂川

中学校に非常勤講師を配置した。 

事業実績 経年毎に、学力は向上してきている。小学校では、算数の基礎的な力が

向上し、中学校では下位層の成績が向上し底上げが図られている。 

 

 

担当課係 学校教育課 教務係 

事業概要 幼稚園教育要領に基づき、人格形成の基礎を培う就学前教育の推進。 

桂川町学校人権・同和教育推進委員会の「就学前教育部会」における保

育所、幼稚園、小学校、中学校と連携した活動の展開。 

子育て支援課と連携した子育て支援活動の推進。 

事業実績 ・「就学前教育部会」による子ども達の様子（特に気になる子どもの状況）

について情報交換等交流活動を実施した。 

・保育所、幼稚園、小学校、中学校の教育活動の連携・協力に努めた。 

・「桂川町子ども・子育て支援事業計画」に基づき、桂川幼稚園の在園児

を対象とした延長保育を実施した。 

総合評価 保育所、幼稚園、小学校の連携で「小１プログレム解消」に役立ってい

る。 

多様な課題を抱えている子どもに対して関係機関と緊密な連携を進め

ていく必要がある。 

今後の幼稚園の運営については、総合的な検討をしていく必要がある。 
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事業名：桂川学力アップ推進講師の配置 

担当課係 学校教育課 教務係 

事業概要 町費負担による「桂川学力アップ推進講師」の配置。 

事業実績 ・桂川小・桂川東小・桂川中に、それぞれ１名ずつ町雇用の学力アップ推

進講師を配置し、児童生徒の学力向上に取り組んだ。 

総合評価 小中学校ともに、習熟度別分割授業の実施で、個に応じた学習が出来た。

小学校では算数、中学校では数学を実施し、学力の向上として成果が出た。 

 

 

事業名：桂川町指定教育総合推進事業 

担当課係 学校教育課 教務係 

事業概要 町内３小中学校及び幼稚園が、今日的な教育諸課題について実践的に研

究し、その成果を毎年順番で研究発表する教育力向上の取組。 

事業実績 ・６月・１０月・１１月に町内３小中学校が授業研修交流会を実施した。

交流会では公開授業、研究協議会を実施した。 

総合評価 授業研修交流会を通して教職員の実践的指導力の向上が図られるとと

もに各学校等の成果が他の学校等に普及することによって本町教育の充

実、改善を図ることができた。 

 

 

事業名：土曜日の教育活動推進事業 

担当課係 学校教育課 教務係 

事業概要 学校週５日制の趣旨を踏まえつつ開かれた学校づくりを推進する観点か

ら土曜日に授業を実施。 

事業実績 ・小中学校ともに年に６回実施した。 

総合評価 土曜日の午前中に授業を行うことにより、子ども達の学力の向上に資す  

るとともに行事等の活動を実施することで、平日の授業をより充実させる

ことができた。保護者や地域住民等に開かれた学校づくりを推進する視点

から活動の充実が課題である。 

 

 

業名：外国語指導助手（ALT）配置事業 

担当課係 学校教育課 教務係 

事業概要 国際的な共通語として英語によるコミュニケーション能力の育成や文

化についての体験的理解を深めることを目的として外国語指導助手

（ALT）と委託契約を締結し外国語活動を推進。 
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事業実績 ・幼稚園、小・中学校への定期的な外国語活動の実施。 

総合評価 中学校の英語科学習での指導のみならず、小学校及び幼稚園での英語活

動の充実が図られた。 

 

事業名：情報教育の推進 

担当課係 学校教育課 教務係 

事業概要 児童生徒によるコンピュータや情報通信ネットワークなどの情報手段

の積極的かつ適切に活用できる環境の整備。 

事業実績 パソコン等の整備及びパソコン指導助手の配置。 

総合評価 各学校の情報教育の充実に向けたサポート体制が整備され、児童生徒用

のパソコンや電子黒板等の整備により情報機器を活用した授業実践につ

ながっている。年度途中で指導助手が代わったが円滑な引継ぎが行われ授

業等に支障はなかった。 

 

 

事業名：キャリア教育の推進 

担当課係 学校教育課 教務係 

事業概要 家庭や地域と連携して、職業・職場体験活動等を実施し、児童生徒一人

ひとりのキャリア発達を支援し、望ましい勤労観、職業観を育てる取組。 

事業実績 ・小学校、中学校の発達段階に応じた「職業観・勤労観を育む学習プログ

ラム」を基にした学習を展開した。 

・総合的な学習の時間の中で職場体験を実施。（中学校で３日間の実施。） 

総合評価 実際の職場で実体験することで児童生徒の職業観や進路選択に向けた

意識に変容が見られた。 

桂川町商工会の支援により体験活動のできる職場の拡充が図られた。 

今後は、学校の指導のもと、出来るだけ児童生徒自らが体験場所を選び、

交渉して実施するなど自分の力で探究していく力をつけていくような学

習を目指したい。 

 

事業名：特別支援教育支援員等の配置 

担当課係 学校教育課 教務係 

事業概要 ・特別支援教育支援員の配置。 

・介助職員の配置。 

事業実績 ・桂川小に特別支援教育支援員を１名、介助職員を３名配置。 

・桂川東小に特別支援教育支援員を１名配置。 

・桂川中に特別支援教育支援員を１名配置。 



18 

 

総合評価 配慮を要する児童生徒一人ひとりに応じた対応で、個の能力の伸長と落

ちついた学級生活が図られている。 

今後、「通級指導教室」の指導等と連携した支援策を図っていく必要が

ある。 

 

 

事業名：児童生徒指導・相談体制の整備 

担当課係 学校教育課 教務係 

事業概要 ・スクールカウンセラー・スクールソーシャルワーカーの配置。 

・サポート教室（問題行動生徒対応指導）における教員の配置。 

事業実績 ・中学校配置のスクールカウンセラー・スクールソーシャルワーカーの小

学校での活用が図られた。 

・中学校サポート教室での別室登校生徒への指導を行った。 

総合評価 ・スクールカウンセラーとスクールソーシャルワーカーの配置によって総

合的な不登校あるいは不登校傾向の生徒支援や保護者支援の成果が出て

いる。 

 

 

事業名：全国学力・学習状況調査等の実施 

担当課係 学校教育課 教務係 

事業概要 ・全国学力・学習状況調査の実施。 

・福岡県学力・学習状況調査の実施。 

事業実績 ・４月１９日に全国学力・学習状況調査を実施。 

・６月２１日に福岡県学力・学習状況調査を実施。 

総合評価 教科における学力の実態だけでなく、児童生徒の学習の状況や生活実態

も見えてきている。町全体としての分析と各学校での分析をもとに、課題

と今後の方策を協議して取り組みに活かしている。 

 

 

事業名：少人数学級の設置 

担当課係 学校教育課 教務係 

事業概要 少人数指導（１学級を３０人以下の児童・生徒で編成）で、個に応じた生

徒指導の充実と学力向上の取組。 

事業実績 桂川小学校に３名、桂川中学校に２名の少人数指導教員を配置。 

総合評価 少人数指導の実施により、きめ細かな指導が充実し、基礎・基本の学力

の定着が図られたとともに学習規律と学習意欲の向上が図られている。 
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事業名：体力向上の推進 

担当課係 学校教育課 教務係 

事業概要 ・幼稚園、小学校、中学校の状況に応じた体育活動の実施。 

・子どもたちの実態把握と改善に向けた取組。 

・地域と連携した体力向上の取組。 

事業実績 ・体力向上「１校１取組」運動の実施。 

・小学校では校内スポコン大会、マラソン大会の実施。・中学校では外部

講師による授業の活性化。 

・「体力・運動能力、運動習慣等調査」の実施と改善に向けた取組。 

・「放課後塾」での体育的活動による体力向上。 

・「体力・運動能力、運動習慣等調査」では、学校支援ボランティアや桂

川町スポーツ推進委員の協力を得て実施。 

・「歩いて登校」の保護者への呼びかけ。 

総合評価 小中学校で実施している「体力・運動能力、運動習慣等調査」の結果を

見てみると、小中学校とも向上しているが、走力や跳躍力を向上させる運

動の工夫が課題であることが分かる。子ども達の運動に取り組む意欲を大

切にしながら、更なる体力向上を推進したい。 

歩いて登校の啓発活動を継続的に実施していく必要がある。 

 

 

事業名：教職員研修 

担当課係 学校教育課 教務係 

事業概要 小中連携と教師力の向上を目指した町内教職員の研修会の実施と教育

論文の募集・論文集の発行。 

事業実績 年３回（年度始、夏季休業中、冬季休業中）町の教育職員の合同研修会

を実施。 

 職階に応じた研修会としては、年２回の校園長研修会と教頭研修会、主

幹教諭・指導教諭研修会を実施。 

総合評価 町内の教育職員が全員参加しての研修で、三校の教育活動の交流がスム

ーズにできるようになった。 

 教職員研修の柱を「学力向上」と「授業改善」と位置付けて更に推進し

ていきたい。 
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１ 豊かに学べる教育環境の整備・充実と地域の協力による学校運営の充実 

 

事業名：施設・設備の充実 

担当課係 学校教育課 教務係 

事業概要 幼稚園・小・中学校の施設・設備の充実を図り、教育環境の改善を図る。 

事業実績 各施設の子どもたちの安全安心を第一に限られた予算の中で効率化・適正

な予算の執行に努めた。 

総合評価 快適な学校の環境整備のため、トイレ・エアコン等については、国の補

助金も視野にいれながら計画的・総合的な検討が必要。 

 

 

事業名：セカンドスクール事業の検討 

担当課係 学校教育課 教務係 

事業概要 総合的な学習の時間や教科の指導の一部を自然に恵まれた施設で実施す

るための研究・検討。 

事業実績 ・地方創生拠点整備事業の採択を受け、役場企画財政課等や小・中学校の

教員と宿泊体験カリキュラムや施設・設備の検討を実施。 

総合評価  宿泊体験施設が平成２９年度建設予定であるので建設概要が決定され

次第、平成３０年度事業の実施に向けカリキュラムの検討を促進する必要

がある。 

 

 

事業名：土曜日等の教育活動推進事業 

担当課係 学校教育課 教務係 

事業概要 ・土曜日等の学習教室の実施。 

事業実績 ・土曜学習教室は、福岡県立大学生を学習ボランティアとして桂川小学校

は５・６年生、桂川東小は４・５・６年生及び中学校は全学年を対象に、

希望参加で第２・４土曜日の午前中に年間１６回実施した。 

・桂川中学校では、期末、中間テスト前や夏季特別授業において県立大学

の学生ボランティアによる学習活動を実施した。 

 

総合評価  福岡県立大学の「土曜の風」事業と連携して実施し、受講生にわかりや

すいと好評であった。 
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事業名：学校支援地域本部事業 

担当課係 学校教育課 教務係 

事業概要 地域全体で学校を支援する仕組みを促進し、学校が要請する教育支援活動

に対して、学校支援コーディネーターが調整を行い、地域住民を学習ボラ

ンティアとして派遣することで、学校教育活動の活性化とともに地域住民

の生涯学習・自己実現の推進。 

事業実績 ・学校支援ボランティア登録者数１０３名 

・学校支援活動実績（述べ人数） ゲストティーチャー（有償）135人 

アシスタントティーチャー（無償）474人  計 609人 

・活動施設（桂川幼稚園。桂川小・桂川東小・桂川中） 

総合評価 地域による学校支援活動を通して、地域住民の学習成果の活用が図られ、

学校教育活動の充実につながってきている。今後は、より一層各学年・教

科等での導入・活用の幅を広げることで、学校支援活動の充実を図りたい。 
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３ 家庭と地域社会での青少年の健全育成 

 

事業名：桂川町青少年問題協議会事業 

担当課係 社会教育課 社会教育係 

事業概要 青少年の指導、育成、保護、及び矯正に関し、関係団体・関係機関の意見交換

を行い、青少年問題について町の総合的施策の樹立を図る。 

事業実績 年３回学校の長期休業前に協議会を開催し、桂川町の青少年問題の現状を各種

団体より出された意見を基に相互認識を行った。また、関係団体・機関におい

て各々の取り組みが効果的な成果を上げるため、連絡体制の整備や情報共有を

図った。 

総合評価 約２０の団体・機関が一堂に会する青少年問題協議会は、町内の小中学校・嘉

穂総合高校を始め、関係団体・機関の情報共有の場であり、連携した取り組み

ができる貴重な会議となっている。学校内、家庭内及び地域での子どもの状況

を把握できる機関として今後も関係団体との連携を図り実施していく必要があ

る。 

 

事業名：「生き生き桂川っ子」総合推進事業 

担当課係 学校教育課 教務係 

事業概要 学校と家庭、地域社会、各種団体、関係機関がともに協力・連携しあい、ネッ

トワークを構築して、桂川町の児童生徒の健全育成に向けた取り組みを推進す

る。 

事業実績 ・月１回の「あいさつ・声かけ運動」の実施（年４回は合同での実施）。 

・「家庭学習のすすめ」「学習のきまり」「家庭教育の手引き」の作成と配付。 

・パンフレットを作成し配付しての保護者啓発。 

総合評価 地域社会や各種団体の支援で「あいさつ・声かけ運動」は定着しつつあるが、

「一日一善」などの望ましい生活習慣づくりの取り組みを課題としている。 

 

 

事業名：桂川町青少年補導員会助成事業 

担当課係 社会教育課 社会教育係 

事業概要 補導員による、青少年非行防止のための補導活動を助成する。 

事業実績 毎週月曜日のあいさつ運動や新学期ごとの早朝補導の実施、夏まつり、王塚古墳

まつりや学校休業日の夜間補導など年間を通じて補導活動を行った。また、夏休

み期間中のため池巡回や毎月第２金曜日の青パトによる町内防犯パトロールを実

施した。 

総合評価 桂川町青少年補導員会は町内を５班編成で構成し、各地区の補導を行っている。 

また、夏まつり開催時には小中学校のＰＴＡ及び総合高校と連携した補導活動も

行い、地域と学校が一体となった取組みも行われている。 
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また、王塚古墳まつりにも補導活動を実施し、イベントに参加・来場している

子ども達が安心して楽しめるよう巡回補導を行った。 

学校休業の期間中にも各班による町内一円の夜間補導を実施することで、青少年

の健全育成に寄与している。不審者等の出現情報が出た際の青パトによる効果的

な巡回補導も行っている。 

 

 

事業名：ひまわりアンビシャス広場事業 

担当課係 社会教育課 社会教育係 

事業概要 桂川東小学校体育館において、地域の方々が放課後児童の見守りを行う。 

事業実績 毎週木・土曜日、毎月第一日曜日に広場を開設している。児童は体育館で自由に

時間を過ごし、大人も一緒に遊びながら見守りを行っている。また、季節ごとの

様々なイベントを行った。 

総合評価 子どもたちは、自由な時間を学校の体育館で健やかに過ごしている。また、茶道・

踊り・短歌などを通して、礼儀作法等も身につけている。今後の事業推進・継続

には、後継者の発掘及び担当課・学校との連携を強化し、事業の充実に努める。 

 

 

事業名：夢・人・未来塾事業 

担当課係 社会教育課 社会教育係 

事業概要 ボランティア登録された講師を中心に、放課後児童対策並びに子どもの見守りを

基本とした、各種体験教室を実施。 

事業実績 小・中学生を対象に、12種（華道・茶道・料理・木工手芸・絵手紙・ソフトバレ

ー・卓球・グラウンドゴルフ・カヌー・陶芸・自由塾・きんしゃい塾）14教室を

実施し、述べ 1,223名の児童が様々な体験学習を受講することができた。 

総合評価 各教室（塾）は、生活の基本である挨拶や礼儀作法の指導も受けながら、様々な

体験活動を通して学んでいる。自由塾では、農業体験塾として、サツマイモの植

付、ツル返し、収穫、調理の作業を３回に分けて実施し、サツマイモの作り方か

ら調理までの学習・体験をした。また、きんしゃい塾では、婦人会の協力を得て、

夏休み期間中の子どもの居場所づくりを提供した。 

 

 

事業名：桂川町子ども会指導者連絡協議会助成事業 

担当課係 社会教育課 社会教育係 

事業概要 子ども会指導者連絡協議会活動支援のための助成 

事業実績 感謝のプレゼントづくり、球技大会、リーダーキャンプ、みんなであそぼう、運

動しよう！等、地域子ども会との連携で事業を行ってきた。子どもたちの興味を

引く事業で町内の子どもと大人の「ふれあい」や異学年による交流に寄与した。 

総合評価 地域子ども会が減少していく中、連絡協議会では地域ではできないような事業を
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実施し、子ども達の体験活動の場を提供している。通学合宿では、最後の夜を盛

り上げるキャンプファイヤーやひまわりアンビシャス広場等のキャンプファイヤ

ー指導派遣も受けている。また、役員会を随時開催し、子ども達の興味を引くよ

うな新しい行事を開催するなど、「大人と子ども」や「子ども同士」のふれあい体

験の場を提供している。 

 

 

事業名：桂川町ＰＴＡ連絡協議会助成事業 

担当課係 社会教育課 社会教育係 

事業概要 各校ＰＴＡ、郡ＰＴＡ、筑豊ＰＴＡ、県ＰＴＡ活動を行うため、町ＰＴＡ連絡協

議会に対し活動支援のための助成を行う。 

事業実績 各校での活動、三校共同での活動を始め、筑豊・県のＰＴＡ活動を積極的に取り

組んできた。近年は児童・生徒の学校生活も安定しており、保護者と教師の理解

と協力体制が確立されてきた。 

総合評価 児童・生徒の健全育成を図るため、今後とも家庭・地域・学校の連携を深め、様々

な取組を行っている。三校ＰＴＡが中心となり開催している「子育てを考える地

域懇談会」や「教育シンポジウム」は、重要な取組として実施している。また、

「スポーツ交流会」においては、各種関係団体との懇親を深める貴重な場として、

定着している。子ども達が良い環境で育っていくため、事業内容の充実を図りな

がら、継続して実施していきたい。 

 

 

事業名：通学合宿事業 

担当課係 社会教育課 社会教育係 

事業概要 町内の小学６年生を対象に７月と９月に６泊７日の合宿を２回実施している。湯

の浦キャンプ場や住民センターでの生活を中心に通学しながら合宿を行う。 

事業実績 ７月には桂川小の児童 26 名・東小１名の計 27 名、９月には桂川小 20 名・東小

４名の計 24名の児童が参加し、合計 51名の児童が、６泊７日の合宿を通して炊

事・洗濯等の日常生活やキャンプ場での自然体験及び野外活動を行った。 

総合評価 合宿生は自分達で炊事・洗濯を行い、皆で協力しながら、決められたルールの中

で、テレビもゲームも無い生活を湯の浦キャンプ場や住民センターで行った。地

域の方にもご協力をいただき「もらい湯」を実施し、その中での礼儀作法も学ぶ

ことができた。台風により中断せざる得ない事態も発生したが、子どもたちは少

ない日数の中でも、一生懸命に合宿に取り組み充実した生活を送っていた。合宿

の最後に実施した感想文では、「スタッフへの感謝」、「大変だったけど楽しかっ

た」、「親の苦労がわかった」等の感想が多数あった。通学合宿については、多く

のボランティアの方々に協力をお願いし、指導していただいたが、今後は、ボラ

ンティア指導者の確保や人材の発掘を行っていく必要がある。 
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４ 生涯学習支援体制の確立と生涯学習機会の充実 

 

事業名：桂川町社会教育委員の会議 

担当課係 社会教育課 社会教育係 

事業概要 町内における社会教育に関する調査や研究を行い、関係団体と連携し事業の充実

を図る。 

事業実績 社会教育委員の会議を２回、臨時の社会教育委員の会議を１回開催し、様々な意

見交換及び調査・研究がなされた。９月には、社会教育課関連施設の施設見学を

実施し、現状や課題につい協議をした。その結果について、教育委員会へ報告を

した。また、研修会にも積極的に参加した。 

総合評価 社会教育委員の責務について、研修等に参加することで認識を図り、平成 28年度

は社会教育課関連施設の現状と課題について、研究・調査を主体的に行うことで、

施設の特徴や課題を把握することができた。また、昨年実施した通学路点検調査

については、通学路安全推進会議に提供され、改善された通学路もあり、一定の

成果を得られた。今後も、社会教育に関する研究・調査を実施することで、事業

の充実等に寄与していきたい。 

 

 

事業名：住民センター事業 

担当課係 社会教育課 社会教育係 

事業概要 住民センターの利用促進を図る。 

事業実績 住民センターの利用は、平日・休日を問わず多くの方々に利用されているが、毎

週・毎月定例で開催されているサークルをはじめ、学校活動（ＰＴＡ活動を含む）、

各種会議等で、繁忙期においては、ほとんどの部屋が利用されているため、臨時

的に活用したい利用者が利用できないことがあった。 

総合評価 各種研修会・会議等の利用においては、利便性もよく、有効に活用されているが、

研修室や視聴覚室の利用が多く、断ることがあった。また、サークル活動でも幅

広い分野において活用されているため、隣接した部屋が音の出るサークルだった

場合、会議等で使用できない等の弊害も出てきている。 

 

 

事業名：ことぶき大学講座 

担当課係 社会教育課 社会教育係 

事業概要 60歳以上の住民の方を対象に、生きがいづくり・生涯学習の充実を図るため、定

例講座として、園芸・習字・民謡・教養の各講座を実施。単発講座として、陶芸・

ちりめん細工・藤手芸・社会見学等の講座も実施。 

事業実績 各講座とも定員に近い受講申込があった。78 名の申込みがあり、うち 12 名は新

規受講者であった。受講生は教養・専門講座ともに理解を深め、成果をあげてい
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る。 

総合評価 生涯学習の充実を図るため、定例講座以外にも単発講座を開催しているが、単発

講座の開催期間が日程上、連続となってしまうため、「受講したくても行けない」

という意見がある。車を持っていない方も多く、福祉バスが運行していない月曜

日に開催できないことも要因の一つとなっている。限られた条件の中で、多くの

方に参加いただけるような講座を開設することが課題である。また、各講座とも

出席率は高いが、継続して同じ講座を受講していることが多いため、新たな受講

生を増やすことも課題の一つである。 

 

 

事業名：ボランティア等人材育成事業 

担当課係 社会教育課 社会教育係 

事業概要 各種事業におけるボランティアの確保 

事業実績 各種事業を行うための人材を確保することは、多様な技能を持つ個人・団体の協

力が欠かせない。特に、子ども向けの事業を行うときは見守りの人材も必要であ

る。ボランティア登録の窓口を学校教育が行っているので学校教育と連携したボ

ランティア人材の育成を行った。 

総合評価 アンビシャス広場を始め、夏休みの子どもたちの見守り事業や通学合宿では、多

くの方々にも協力をいただいたが、町内には特技を持った多くの方々が在住され

ているため、その発掘及び育成に努めなければならない。 

 

 

事業名：桂川町婦人会助成事業 

担当課係 社会教育課 社会教育係 

事業概要 婦人会活動支援のための助成 

事業実績 各種学習会・研修会を開催・参加してきた。また、社会教育事業にも積極的に参

加し、「夏まつり桂川」、「夢・人・未来塾」や「王塚古墳特別公開」等のイベント

開催時には、バザーや料理教室を開催し、イベントの活性化に寄与した。 

総合評価 女性の意識向上・生活向上を目指し活発な活動を行っている。図書読み聞かせサ

ークル「きんもくせいの会」に参加し、子どもたちへの読み聞かせも実施してい

る。また、健康、食育、環境等多くの課題に対する学習会・研修会を実施し、町

の行事にも積極的に参加・協力を続けている。しかし、会員が高齢化しているこ

とから、人員の確保・担い手育成に取り組む必要がある。 

 

 

事業名：地域公民館助成金等事業 

担当課係 社会教育課 社会教育係 

事業概要 公民館分館（地域公民館）の活動に対する助成 

事業実績 35公民館分館活動に対し定額の助成を行った。 
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総合評価 分館の維持・活動に寄与するものとして助成を行っている。分館事業については、

コミュニティの希薄化や役員の担い手不足等の課題も山積している中、分館長を

中心に特色のある事業を展開している分館もある。特色ある事業については、分

館長会において意見交換会を開催する等、情報の共有を図っていきたい。今後は、

分館活動の活性化に取り組むとともに、分館長会議での研修等の充実を図る。 
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５ 図書館活動の充実 

 

事業名：図書館利用促進事業 

担当課係 社会教育課 図書館係 

事業概要 図書館利用促進のための各種事業を行う。 

事業実績 子どもたちに絵本の読み聞かせ、図書ボランティアによるおはなし会や図書館ま

つり等、大人には古典文学講座や文学歴史探訪等、多くの催しを行うことにより、

生涯学習施設としての図書館の利用促進を図った。また、「桂川町子ども読書活

動推進計画」に基づき、学校図書館との相互利用や学校及び社会教育施設との連

携を図り、読書に親しむ環境づくりに努めた。また、家庭での読書の一助として、

福岡県子どもの読書活動充実事業補助金を活用し、「家読講演会」を開催した。 

がん診療連携拠点病院及び近隣図書館と連携し、「がん情報コーナー」を新設し、

情報発信拠点としての利用促進に努めた。 

館内フリースペースにおいて、町内在住者の各種作品展等を開催し、来館者の増

員及び図書資料活用の充実に努めた。 

 

総合評価 図書館司書、図書ボランティアの連携により、子どもから大人まで読書に親しむ

活動を展開しているが、今後は、広報の充実に取り組み一人でも多くの町民に図

書館に対する理解と協力を促し、図書館への興味・関心を得る。 

また、桂川町子ども読書活動推進計画に基づき読書活動の推進を図る。更に司

書・図書ボランティアの各種研修にも積極的に努め、町内図書ボランティアを組

織化し、相互の協力体制の強化をさらに目指す必要がある。 

 

 

事業名：ブックスタート・フォローアップブック・セカンドブック事業 

担当課係 社会教育課 図書館係 

事業概要 乳幼児期に読書に親しむ活動の取組 

事業実績 乳児健診時に図書ボランティアの協力と、健康福祉課との連携で 4カ月の赤ちゃ

んに本の読み聞かせの後に、絵本をプレゼントするブックスタート事業を平成

20年度から実施し、町民に定着した事業となっている。 

同事業を更に発展充実させるため、近隣市町に先駆け平成 23 年度から、7 カ

月児・12 カ月児に対しても同様に、絵本の読み聞かせと絵本をプレゼントする

「フォローアップブック」を実施。また平成２７年度からは３歳児健診時にも絵

本を渡す「セカンドブック」を拡充し、親子のふれあいや本に親しむ習慣を大切

にする意識の醸成を図っている。 

総合評価 両事業とも好評である。乳児健診に欠席された方は、本事業を理解していただく

よう図書館と保健師が連携し、絵本の提供を行い読書活動の推進を図っている。 
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６ スポーツ・レクリエーション活動の充実 

 

事業名：スポーツ推進委員事業 

担当課係 社会教育課 社会体育係 

事業概要 町民へのスポーツの推進 

事業実績 毎月１回の定例会や県・筑豊地区の研修会等で学んだことを基礎に研修会や町民

向けニュースポーツイベントを開催。 

行政区、団体、学校からの要望により交流会でのスポーツ指導、体力テスト測定

会の補助を行った。主な事業として、ニュースポーツの普及イベントとして継続

開催していた「ペタンクを楽しもう!!」を平成 28年度からは「ペタンク大会」と

改め開催。また、ウォーキングイベント「ときめきウォークｉｎけいせん」を継

続開催し、幅広い年齢層の町民へのスポーツの推進に努めた。 

更に、新たなニュースポーツ事業として「スポーツ吹矢」の普及・推進に努めた。 

総合評価 参加者拡大や事業内容の充実を図るため、毎月の会議開催や資質向上・指導力向

上のために研修を重ね、幅広い年齢層の町民へのスポーツの推進に努めることが

できた。また、 

行政区や各種団体に対し「スポーツ吹矢」の出前講座を実施することができた。 

今後も継続して普及・推進に取り組む。 

 

事業名：各種運動教室大会事業 

担当課係 社会教育課 社会体育係 

事業概要 各種スポーツ教室及びスポーツ大会の実施 

事業実績 スポーツ教室は、ウォーキング教室、健康体操教室の２教室を継続開催。また、

大会は、ゲートボール大会、町民ゴルフ大会の２大会を継続開催し、多くの町民

の健康保持・増進に努めた。 

総合評価 教室は、誰もが参加しやすいよう福祉バスの時刻に合わせて開催していることも

あり、毎年定員になるほど参加者が多く賑わっている。 

ゲートボール大会は、競技人口減少により参加者が少ないが、各地域の交流の場

となった。また、町民ゴルフ大会は、毎回定員になるほど参加者が多く、町民及

び企業の交流の場となり、多くの町民の健康保持・増進に努めることができた。 

 

事業名：体育施設管理・運営事業 

担当課係 社会教育課 社会体育係 

事業概要 体育施設（総合体育館・総合グラウンド・テニスコート・第一町民グラウンド・

全天候型ゲートボール場・グラウンド・ゴルフ場・武道場・各学校体育館及び運

動場・湯の浦総合キャンプ場）の有効利用の促進及び利用しやすい施設にする。 

事業実績 総合体育館トレーニングルームは、週 2日（1回 3時間）のスポーツトレーナー

事業を継続実施することで利用者拡大につながった。アリーナでは、平日は主に

町内団体の定期的な練習利用があり、土・日・祝日は主に町外団体の多種目の大



 

- 30 - 
 

会利用が多かった。 

グラウンド等の屋外施設は、天気に左右されるものの町内及び町外の練習や大会

利用が多かった。 

グラウンド・ゴルフ場は、平日の利用も多く、また、各種大会利用があり、県内

各地からの利用も多かった。 

総合評価 総合体育館や総合グラウンドは、駐車場が広く、福岡市と北九州市の中心地、冷

暖房完備であることから、多種多様な大会が開催され、利用者・観客者も多い。 

また、トレーニングルームは、スポーツトレーナー事業継続により新規利用者拡

大につながっており、グラウンド・ゴルフ場は、県内でも数少ない認定コースで

あり、町外の利用も多い。 

以上のことから、今後も更なる利用者拡大に向け、十分な整備や計画的な施設改

修を行う必要がある。 

 

 

事業名：体育協会助成事業 

担当課係 社会教育課 社会体育係 

事業概要 体育協会活動・運営に対する助成 

事業実績 町民の健康増進と地域間交流を目的とする分館対抗バレーボール・ソフトバレー

ボール・ソフトボール大会を継続開催した。 

また、所属団体による町民向けの教室、大会が開催された。 

福岡県が主催する県民体育大会では、他種目の競技に参加し、今回が３回目とな

る市町村対抗「福岡駅伝」にも継続参加した。 

 

総合評価 一大イベントである分館対抗の各種大会を継続開催したことで、より一層地域間

交流や親睦を深める場となった。 

県民体育大会は、多種目の競技に継続参加したが、他市町村に比べ参加種目が少

なく得点も低いことから成績結果も県内で最下位となっている。 

今後も継続的に加盟団体を増やし、町民のスポーツ振興・発展に努めたい。 

 

 

事業名：子どもの体力向上事業 

担当課係 社会教育課 社会体育係 

事業概要 子どもの体力向上のための教室・イベントの実施 

事業実績 今回初の取り組みとして、オリンピックメダリストによる直接指導を交えた講演

会「スポーツ講演会」を実施。講師にオリンピック柔道金メダリストの古賀稔彦

氏を招き、町内外の柔道少年に指導してもらった。 

また、スポーツ推進委員会主催事業として、幅広い年齢層の誰もが楽しめるニュ

ースポーツの普及イベントとして継続開催していた「ペタンクを楽しもう!!」を

平成 28 年度から「ペタンク大会」に改め開催。また、運動が苦手な子どもたち

を対象とした教室「わくわくスポーツ体験塾」を継続開催し、子どもたちの体力
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向上に努めた。 

総合評価 「スポーツ講演会」は、県内の柔道少年（100名）が参加し、金メダリストから

直接指導を受ける良い機会となった。 

また、小学１～４年生を対象とした「わくわくスポーツ体験塾」をスポーツ推進

委員と開催し、オリンピック出場選手やトライアスロン選手を講師に招き、より

多くの子どもたちの体力向上に努めた。 

今後も各学校、子ども会、スポーツ推進委員会、体育協会、総合型地域スポーツ

クラブと連携を図り、子どもたちの体力向上に努めたい。 
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７ 文化活動の振興と文化財の保存・活用 

 

事業名：文化連合会助成事業 

担当課係 社会教育課 社会教育係 

事業概要 文化連合会の活動及び運営に対する助成事業 

事業実績 文化連合会は 26 団体会員・４個人会員で構成され、ステージ部門中心の「文連

フェスティバル」、サークル発表の場「文化祭」等を目標に活気ある活動をおこ

なった。また、「文化講演会」を開催し、会員相互の研修会も実施した。 

総合評価 文化連合会については、「文化祭」をはじめ「文連フェスティバル」、「文化講演

会」等の事業を実施し、日頃から文化の推進・発展に寄与している。しかし、近

年は会員の高齢化や事業開催に係る役員への負担が増している。今後は、会員の

拡充や担い手の育成に取り組むとともに、文化を推奨していく。 

 

 

事業名：王塚古墳の保存・活用事業 

担当課係 社会教育課 文化財振興係 

事業概要 国の特別史跡である王塚古墳は、適切に保存するだけではなく、それを基に桂川

町の文化的なイメージ作りをする大きな柱として位置づけている。これを推進す

るために、周辺の市町村との連携を行う。 

また、王塚古墳の春秋の特別公開時に、王塚装飾古墳館での様々なイベントの開

催や、年間を通じて文化活動に際しての部屋の貸出しを行なう。 

事業実績 王塚古墳の公開に際し、春には、コダイム春祭りを開催し、地元商店街の出店の

協力、夢・人・未来塾による昔遊び等を行った。また、秋には、古代の謎フェス

ティバルと同時開催で公開を実施した。王塚装飾古墳館では、本年 2団体、3回

の展示室の貸し出しを行った。 

総合評価 春・秋の公開やそれに伴うイベントについては好評を得ている。公開と同時に実

施していた企画展については、実施することができなかった。 

また、王塚装飾古墳館の新たな見学者やリピーターの増加を目指す。その方策の

ひとつとして古墳館内の展示室等の有効利用があるが、前年度につづき団体の利

用が予定されている。今後は、さらなる広報活動による利用促進と共に、従来実

施していた企画展への取り組みが必要と考えられる。 

また、音声ガイドの導入、王塚古墳のロゴや新しいグッズの作成など、王塚装飾

古墳館の広報に関わる取り組みを平成 27 年度に実施した。これらの取り組みを

継続し広報することで、「王塚古墳」を広める取り組みをすすめたい。 

しかし王塚装飾古墳館においては、予算面やスタッフ等、最小限で運営しており、

限界があるのが実情である。最近注目を集めている近代化産業遺産や考古学に関

わるイベントなどとの連携も必要と考える。 
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事業名：民俗文化財の保存・継承事業 

担当課係 社会教育課 文化財振興係 

事業概要 町内においては、文化財のなかでも、民俗行事等は地域の特色をあらわし、地域

の結びつきのひとつともなっている。しかし、最近では、少子高齢化や価値観の

変貌により、衰退や消滅の危機にさらされている地域も多い。これらを後世に的

確に伝えていくには、現状での実態調査が必要である。 

このほか、桂川町は周辺の自治体と同じく旧産炭地であるが、炭鉱にかかわる遺

構は、ほとんど消滅している。飯塚市・田川市などでは近代化産業遺産の国指定

化への取り組みが進んでおり、桂川町でも、地元の人たちからの聞き取りなども

含め、石炭関連の歴史の保存・記録への取り組みが重要である。 

事業実績 民俗行事についての実態調査については、今年度は、各行事の写真による記録を

行った。 

総合評価 民俗行事については、他地域に無い貴重なものも所在するが、消滅の危機にある

ものも確認されている。今後は、指定化を含み、なんらかの保存措置の取組みが

必要とされる。 

町内の民俗文化財についての調査を継続するとともに、記録保存の取り組みをす

すめていく。 
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８ 人権が尊重される教育の推進 

 

事業名：人権・同和問題「市民講座」 

担当課係 社会教育課 隣保・人権同和教育係 

事業概要 福岡県では 7月を同和問題啓発強調月間としている。本町でもそれに合わせて 7

月に各種啓発事業を行っている。その 7月の第 1日曜日は市民講座「人権講演会」

を開催し、講演会などをとおして広く町民に、人権・同和問題の啓発を行うもの

である。 

事業実績 今年度は 7月 5日、桂川町住民センター大ホールで市民講座「人権講演会」を開

催。講師にソウルオリンピック 1万メートル日本代表の松野明美さんをお招きし

「人生はいちばんじゃなくてもいい～うまれてきてくれてありがとう」をテーマ

に障がい者問題を中心とした講演会を実施した。今年度は町内外併せて、222人

の参加者があった。 

総合評価 参加者は昨年より若干少ないが、早朝より来場される方もあった。これは、講師

の認知度や、講演内容などによるものと思われる。 

また、参加回数別に見た場合、初めての参加者が 33名と 17.8％であった。こ

れは市民講座の認知度が少しずつ定着していることと、広報の方法を新たに増や

したことによるものと考えます。アンケートでは「障がいのある家族への思いを

語られた方をはじめ、「松野さん自身の正直な気持ちを聞け、共感できる内容だ

ったことがよかった。」「実体験を聞かせていただき、あっという間の時間でし

た。」などの意見が多く、好評だった。 

 

 

事業名：人権・同和問題地域懇談会 

担当課係 社会教育課 隣保・人権同和教育係 

事業概要 毎年 10月に、町内 35行政区（35会場）の集会所や公民館などで実施している。

内容は、人権啓発ビデオの視聴を 30 分程度行い、その後、懇談を行っている。

地域に赴く講師等は、事前に研修を受けた行政管理職員や人権同和問題協議会、

人権教育啓発推進委員などで構成されており、その中から、班員（3 人一組 12

班）を編成している。各行政区の日時は、各分館長会などで協議・決定している。 

事業実績 46 回目を迎えた本懇談会は、多くの方が参加できるよう今年度は各行政区の実

情を踏まえ、希望の開催日時についてアンケート調査を実施した。その結果、2

行政区が日曜日実施した。今年度の参加者は 439名で、昨年度より 23名増とな

った。しかし、初めての参加者は 44名であった。 

総合評価 住民の方一人ひとりの人権が保障される町づくりを目指して、もっと多くの町民

に人権・同和問題を考えていただき、同和問題をはじめとするあらゆる人権問題

の解決に向け取り組んでいくため継続が必要である。 
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事業名：人権出前講座 

担当課係 社会教育課 隣保・人権同和教育係 

事業概要 福岡県の講師団講師などの有識者を講師として招き、申込者（団体）の希望に沿

った人権問題について話を聞くことができる事業である。対象は町民で、おおむ

ね１０名以上集まれば、申し込みができる。ただし、講師などへの陳情や苦情な

どを目的とした場合は対象外。申込者（団体）の希望に沿った日時や時間帯を、

講師と調整することにより、参加しやすい研修会としてこの人権出前講座を実施

している。 

事業実績 平成２２年度より本事業を開始したが、昨年度は１件、本年度の申込は 0件であ

った。平成 29年度は 1件実施予定。 

総合評価 申込者（団体）のニーズにできるだけ添うように利用できるのが、この事業の大

きな特徴である。市民講座や人権・同和問題地域懇談会だけでなく、自分たちの

希望に沿った人権課題について勉強できる事業であるため、継続は必要であると

考えられるが、利用の促進が今後の課題である。 
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Ⅴ 参考資料 

 １ 「生き生き桂川っ子」総合推進事業協議会 

 

事業の目的 

（1） 学校と家庭、地域社会、各種団体、関係機関などがともに協力・連携しあい、桂

川町の児童・生徒に「確かな学力」「豊かな心」を育成する。 

（2） 本事業の取り組みを通して、児童・生徒の健全育成に向けた情報連携、行政連

携が十分に機能する独自のネットワークを構築する。 

 

事業の経過 

○平成２８年 ５月１０日 第１回実務担当者会 「協議会に向けて」 

○平成２８年 ６月 １日 協議会(第１回)  「平成２８年度の取り組み」 

○平成２８年 ７月 １日 児童会・生徒会合同あいさつ運動（第１回） 

○平成２８年 ８月 ５日 「生き生き桂川っ子」広報紙配付 

○平成２８年 ９月 ５日 児童会・生徒会合同あいさつ運動（第２回） 

○平成２８年１１月 １日 児童会・生徒会合同あいさつ運動（第３回） 

○平成２９年 ２月 １日 児童会・生徒会合同あいさつ運動（第４回） 

○平成２９年 ３月 ３日 第２回実務担当者会「協議会に向けて」 

○平成２９年 ３月２８日 協議会(第２回)  「平成２８年度の総括と平成２９年度

の取り組み」 
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Ⅴ 参考資料 

２ 「生き生き桂川っ子」総合推進事業協議会構成団体 

№ 構 成 団 体 名 役 職 

１ 教 育 委 員 会 教 育 長 

２ 桂 川 小 学 校 校 長 

３ 桂 川 東 小 学 校 校 長 

４ 桂 川 中 学 校 校 長 

５ 桂 川 町 小 中 Ｐ Ｔ Ａ 連 絡 協 議 会 会 長 

６ 桂 川 町 老 人 ク ラ ブ 連 合 会 会 長 

７ 桂 川 町 婦 人 会 会 長 

８ け い せ ん 「 夢 ・ 人 ・ 未 来 塾 」 塾 長 

９ 桂 川 町 分 館 長 会 分 館 長 

１０ 桂 川 中 学 校 「 お や じ の 会 」 事 務 局 長 

１１ 桂川町子ども会指導者連絡協議会 会 長 

１２ 桂 川 町 青 少 年 補 導 員 会 副 会 長 

１３ 桂 川 町 商 工 会 理 事 

１４ 飯 塚 保 護 区 保 護 司 会 桂 川 支 部 分 区 長 

１５ 民 生 児 童 委 員 協 議 会 主 任 児 童 委 員 

１６ 桂 川 町 人 権 擁 護 委 員 代 表 

１７ ラ イ オ ン ズ ク ラ ブ Ｙ Ｃ 委 員 長 

１８ 桂 川 町 の 明 日 を 創 る 会 会 長 

１９ 飯 塚 警 察 署 巡査部長(桂川交番) 

２０ 桂川町就学前人権同和推進委員会 会 長 

２１ 嘉 穂 ・ 鞍 手 保 健 福 祉 環 境 事 務 所 家庭児童相談員 

２２ 田 川 児 童 相 談 所 桂川町担当相談員 

２３ 福 岡 県 立 嘉 穂 総 合 高 等 学 校 地 域 担 当 教 諭 

２４ 健 康 福 祉 課 課 長 

２５ 社 会 教 育 課 課 長 

２６ 学 校 教 育 課 課 長 

＜事務局＞教育委員会学校教育課 
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Ⅴ 参考資料 

 ３ 教育委員会の所管する各種委員会等への委員の任命、委嘱 

 

委嘱等年月日 任 期 委   嘱   名 委嘱者数 

平成２８年 ４月 １日 ２年 桂川町学校給食共同調理場運営委員 １１人 

平成２８年 ４月 １日 ２年 桂川町スポーツ推進委員 １０人 

平成２８年 ４月 １日 ２年 桂川町公民分館長 ３５人 

平成２８年 ４月 １日 
１年２ヶ月 

(残任期間) 
桂川町青少年問題協議会委員 ５人 

平成２８年 ６月 １日 
２年 

(残任期間) 
桂川町青少年補導員 １４人 
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Ⅴ 参考資料 

 ４ 教育委員会の所管する各種委員会等 

委員会等名称 任         期 委員数 

桂川町学校評議員 平成２８年４月１日～平成２９年３月３１日 ９人 

桂川町学校給食共同調理場運営委員 平成２８年４月１日～平成３０年３月３１日 １１人 

桂川町公民分館長 平成２８年４月１日～平成３０年３月３１日 ３５人 

桂川町文化財保護審議会 平成２７年４月１日～平成２９年３月３１日 ７人 

桂川町スポーツ推進委員 平成２８年４月１日～平成３０年３月３１日 １０人 

王塚古墳テーマパーク運営企画委員会 平成２７年５月１日～平成２９年４月３０日 ８人 

桂川町人権・同和問題協議会 平成２７年５月１日～平成２９年４月３０日 ２１人 

桂川町青少年補導員会 平成２７年６月１日～平成３０年５月３１日 ５０人 

桂川町立図書館協議会 平成２７年７月１日～平成２９年６月３０日 ８人 

桂川町社会教育委員 平成２７年６月１日～平成２９年５月３１日 １０人 

桂川町青少年問題協議会 平成２６年６月１日～平成２９年５月３１日 ２５人 

桂川町人権センター運営審議会 平成２７年４月１日～平成２９年３月３１日 ６人 

 




