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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 大庭 公正 平成 30年 12月 18日～平成 33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 皆越美奈子 平成 31年  3月 10日～平成 35年 3月 9日 

委 員 新宮 鈴香 平成 30年 3月 6日～平成 34年 3月 5日 

委 員 畠中 聡子 平成 28年 12月 16日～平成 32年 12月 15日 



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。　

回 月　日 協　議　事　項 報　告　事　項 連　絡　事　項

主な行事予定

・管内教育長会報告 4/2   教職員赴任式

4/5   幼小中学校一学期始業式

4/6   定例校・園長会議

4/9   桂川中学校入学式

4/10  桂川小・桂川東小入学式

4/11  桂川幼稚園入園式

4/11　教職員合同研修会

4/16　校・園長研修会

4/17 全国学力・学習状況調
査

4/18　管内教育長会

4/20 市町村教育委員会教育
長会議

4/20  学校管理職及び教委事務
局歓送迎会

4/21　三校土曜授業

4/23  桂川町体育協会総会

4/25　定例教育委員会

4/25 桂川町子ども会指導者連
絡協議会総会

4/26  定例校・園長会議

・社会教育課事業報告
5/10～11 全国町村教育長会定
期総会

・地域はつらつ応援助成金
交付要綱について

・桂川町子ども・子育て会
議委員の推薦について

（定例会）

・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

1 H30.4.25

・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

・桂川幼稚園運営審議
会答申について

・５月定例教育委員会
について



5/11 飯塚保護司会桂川分区
総会

5/11 桂川町PTA連絡協議会
総会

5/12　桂川町婦人会総会

5/13 解放学級全支部交流ｸﾞﾗ
ｳﾝﾄﾞｺﾞﾙﾌ大会

5/13　商工まつり桂川

5/13 桂川町障害者関係連絡
会総会

5/15 市町村教育委員会女性
教育委員研修会

5/15　ことぶき大学開講式

5/16  分館長会

5/16　桂川町補導員総会

5/17～18 九州地区町村教委
教育長協議会

5/20　桂川中学校体育会

5/22　町内施設視察

5/23　管内教育長会

5/24～25桂川小学校修学旅行

桂川東小学校修学旅行

5/25　定例教育委員会

・桂川幼稚園運営審議会答
申について

1 H30.4.25

・運動部活動のあり方につ
いて

・定例学校・園訪問に
ついて

・学校給食共同調理場
報告



回 月　日 協　議　事　項 報　告　事　項 連　絡　事　項

主な行事予定

・管内教育長会報告
5/25 第1回町人権・同和問題
協議会

5/26　桂川中学校土曜授業日

5/28　定例校・園長会議

6/1　 総合教育会議

　　生徒間暴力報告
（２件）

6/3   桂川町ゲートボール大会

　　いじめ事案報告
（１件）

6/5 生き生き桂川っ子総合推
進事業協議会

6/7   解放中学研発会式

6/8～15　6月議会

6/9  桂川小学校・桂川東小学
校土曜授業日

6/9 三校PTA親善スポーツ交
流会・懇親会

6/10　桂川幼稚園音楽発表会

6/13 学力向上検証改善委員
会

6/17 分館対抗バレーボール
大会

6/19 県学力調査（小5国語・

算数、中1国語・数学、中2国
語・数学）

6/20　桂川東小学校訪問

6/20　管内教育長会

6/22　桂川幼稚園訪問

6/23　土曜学習教室（初回）

6/24　第27回町民ゴルフ大会

6/25　定例教育委員会

6/29　桂川小学校訪問

7/3 　桂川中学校訪問

2 H30.5.25

・平成29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 ・生徒指導上の諸問題

実態調査（４月分）

・定例学校・園訪問に
ついて

・６月定例教育委員会
について

・社会教育課事業報告

・学校給食共同調理場
報告

・幼稚園バス事故につ
いて

・学校への自販機設置につ
いて

・働き方改革について



主な行事予定

・６月議会報告 6/26　定例校・園長会議

6/26 学校給食共同調理場運
営委員会

6/27 福岡県装飾古墳保存連
絡協議会研修会

6/29　桂川小学校訪問

　　生徒間暴力報告
（１件）

6/29 同和問題啓発強調月間
街頭啓発

6/30　第1回図書館協議会

7/1  人権・同和問題市民講座
「人権講演会」

7/1～7通学合宿

7/2 「生き生き桂川っ子」あ
いさつ運動

7/3　 桂川中学校訪問

7/4 王塚古墳テーマパーク運
営企画委員会

7/6 桂川町社会を明るくする
運動大会

710 子育てを考える「地域懇
談会」（桂小・東小・住民セ
ンター）
7/11 教育関係者・保護司会
懇談会

7/11 筑豊市町村教育委員会
連絡協議会総会・研修会

7/18　青少年問題協議会

7/19　管内教育長会

7/19 ゆのうら体験の杜落成
式

7/20 小・中学校一学期終業
式

7/23～25桂川小学校宿泊体験
（セカンドスクール）

7/25　定例教育委員会

・大阪北部地震に関わ
る対応について

3 H30.6.25

・夏休み小学校プール開放
について

・生徒指導上の諸問題
実態調査（５月分）

・けいせんセカンドス
クールの実施計画につ
いて

・幼稚園バスについて

・土曜学習教室につい
て

・７月定例教育委員会
について

・社会教育課事業報告

・学校給食共同調理場
報告



回 月　日 協　議　事　項 報　告　事　項 連　絡　事　項

主な行事予定

・管内教育長会報告 7/26　定例校・園長会議

7/27　定例主幹教諭研修会

8/1　 夏まっり桂川実行委員会

8/6   小・中学校の出校日

　　いじめ事案報告
（１件）

8/7～8解放子ども会中学研合
宿研

8/18～19夏祭りけいせん

8/20～22桂川東小学校5年生宿
泊体験（セカンドスクール）

8/20～22桂川東小学校1～4年

生サマースクール・6年生算数
強化講座

8/23，24，27，28，29桂川中
学校夏季特別授業

8/23～24福岡県市町村教育長
研修会

8/24 町人権・同和問題協議
会

8/26　戦没者追悼式

8/27　定例教育委員会

・社会教育課事業報告

・学校給食共同調理場
報告

4 H30.7.25

・平成30年度全国学力・学
習状況調査の市町村別結果
の公表に対する同意につい
て

・生徒指導上の諸問題
実態調査（６月分）

・学校閉庁日について

・桂川中学校自販機の
設置について

・学校給食の公会計化につ
いて

・８月定例教育委員会
について

・熱中症対策について



主な行事予定

・セカンドスクールの
報告

8/27　定例校・園長会議

9/1　 桂川小学校土曜授業日

9/1   町総合防災訓練

9/1   図書館協議会

9/2 第11回分館対抗ソフトバ
レーボール

9/3 幼稚園、小・中学校の始
業式

9/5～20  9月議会

9/7   第2回分館長会

9/8   桂川中学校土曜授業

9/10 「生き生き桂川っ子」
あいさつ運動

9/12～14桂川中学校ふれあい
合宿（セカンドスクール）

・９月定例教育委員会
について

9/13　管内教育長会

9/15～16 第32回桂川町長杯少
年野球大会

9/19  桂川町教育シンポジウム

・社会教育課事業報告 9/21～30 秋の交通安全運動

9/22～23 県民体育大会

9/25  定例教育委員会

5 H30.8.27

・生徒指導上の諸問題
実態調査（７月分）

・熱中症対策について

・学校施設について

・平成31年度使用教科用図
書（中学校「特別の教科
道徳」）の採択について

・学校給食共同調理場
報告



回 月　日 協　議　事　項 報　告　事　項 連　絡　事　項

・９月議会報告 主な行事予定

・管内教育長会報告 9/27　定例校・園長会議

9/30 桂川小学校・桂川東小
学校運動会

10/1 市町村教育委員等人
権・同和教育研修会

10/1～11/11 第48回人権・同
和問題地域懇談会

10/6  桂川幼稚園運動会

10/7 吉隈保育所・善来寺保
育園運動会

10/7 第17回ときめきウォー

クinけいせん

10/8　 土師保育所運動会

10/11　就学前健康診断

10/13  桂川小学校土曜授業日

10/14 第60回分館対抗ソフ
トボール大会

10/20～21 王塚古墳まつりin

桂川2018　王塚古墳特別公開

10/25　定例教育委員会

・社会教育課事業報告

・学校給食共同調理場
報告

6 H30.9.25

・桂川町立図書館の設置及
び管理に関する条例施行規
則の改正について

・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

・平成30年度全国学
力・学習状況調査の結
果について

・熱中症対策に係る小学校
運動会開催時間の短縮につ
いて

・10月定例教育委員会
について

・重すぎるランドセル問題
について



主な行事予定

10/26　桂川中文化発表会

10/26　管内教育長会

10/29　定例校・園長会議

10/30　社会教育委員の会議

10/30 桂川幼稚園【町指定
研究発表会】
10/30 第1回事業主人権同和
研修会
11/1 「生き生き桂川っ子」
あ　　いさつ運動

11/3 　桂川町表彰式

11/3～4 第48回桂川町文化
祭

11/4　 図書館まつり

　　いじめ事案報告
（１件）

11/7  筑豊地区小学校家庭
科教育研究大会

・差別事象について
11/9 　市町村教育委員会教
育委員研修会
11/10 桂川小学校・桂川東
小学校・桂川中学校土曜授業
日
11/10 第16回町長杯グラウ
ンド・ゴルフ大会
11/10「福岡県民体育大会」
市町村対抗「福岡駅伝」結団
式

11/11～17 通学合宿

11/13 学校管理職候補試験
受験者への面接
11/14 学力向上検証改善委
員会

11/19　教育支援委員会

11/18「福岡県民体育大会」
市町村対抗「福岡駅伝」
11/18 県P連筑豊ブロック研
修会

11/20　管内教育長会

11/22 桂川東小学校【日本
学校歯科医会委嘱研究発表
会】

11/25　桂川町文化事業

11/26　定例教育委員会

7 H30.10.25

エアコンに関する国の
補正予算と今後の動き

について

職員の産休及び臨時職
員の配置について

・社会教育課事業報告

・学校給食共同調理場
報告

・11月定例教育委員会
について

・生徒指導上の諸問題
実態調査（９月分）



回 月　日 協　議　事　項 報　告　事　項 連　絡　事　項

主な行事予定

・管内教育長会報告 11/26　定例校・園長会議

12/1  桂川東小学校・桂川
中学校土曜授業

12/5 人権・同和問題地域懇
談会事後研修会

12/5～7 桂川中学校2年生修
学旅行

12/7 桂川町文化連合会・交
流会

12/8  桂川幼稚園生活発表会

12/8  吉隈保育所生活発表会

12/8 善来寺保育園生活発表
会

12/10～17 12月定例議会

12/11 学校給食共同調理場運
営委員会

12/15  土師保育所生活発表会

12/19  青少年問題協議会

12/19  管内教育長会

12/20  定例校・園長会議

12/21 幼稚園、小・中学校二
学期終業式

12/25  定例教育委員会

12/28  仕事納め

8 H30.11.26

・生徒指導上の諸問題
実態調査（10月分）

・12月定例教育委員会
について

・社会教育課事業報告

・学校給食共同調理場
報告

・子どもの姿勢について

・部活動について

・道徳の教科化に係る評価
について

・来年度に向けた学校教育
並びに社会教育における課
題について

・習熟度に合わせた学習指
導等について



・12月議会報告 主な行事予定

・管内教育長会報告 12/28  仕事納め

1/4　　仕事始め

1/8 幼稚園、小・中学校
三学期始業式

1/13　 成人式

1/18　 管内教育長会

1/19  桂川東小学校・桂川
中学校土曜授業

1/25　 定例教育委員会

1/25　 定数要望行動

・１月定例教育委員会
について

・社会教育課事業報告

9 H30.12.25

・民俗文化財の保存・継承
について

・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

・「ゆのうら体験の杜」の
利用について

・学校給食共同調理場
報告

・学校給食における地産・
地消について

・児童絵画の展示について



回 月　日 協　議　事　項 報　告　事　項 連　絡　事　項

主な行事予定

・管内教育長会報告 1/26  桂川小学校土曜授業日

1/28  定例校・園長会議

2/1 「生き生き桂川っ子」
あいさつ運動

2/7    管内教育長会・研修会

2/13 学力向上検証改善委員
会

2/25   定例教育委員会

　　アレルギー事案報告

10 H31.1.25

・年度末・始の行事におけ
る役割分担について

・生徒指導上の諸問題
実態調査（12月分）

・学力向上検証委員会
について

・２月定例教育委員会
について

・桂川町立小・中学校就学
援助費交付要綱の改正につ
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

・管内教育長会報告 2/27   定例校・園長会議

3/1 嘉穂総合高等学校卒
業式大隈城山校卒業式

3/4    校・園長研修会

3/5～20 3月議会

3/8    桂川中学校卒業式

3/15 桂川小学校卒業式
桂川東小学校卒業式

3/18   桂川幼稚園卒園式

3/20   管内教育長会

・３月定例教育委員会
について

3/22 幼稚園、小・中学校
修了式

3/22 桂川町青少年問題協
議会

3/23   吉隈保育所卒園式

・社会教育課事業報告 3/25   定例教育委員会

3/26   土師保育所卒園式

3/27   桂川教育論文表彰式

3/29   離任式10：00～

11 H31.2.25

・平成31年度桂川町教育行
政の目標と主要施策につい
て

・生徒指導上の諸問題
実態調査（１月分）

・平成30年度福岡県児
童生徒体力・運動能力
調査の結果について

・教育委員会事務局機能の
強化ならびに学校へのＩＣ
Ｔに関する専門人材の配置
について

・学校給食共同調理場
報告

・市販テストの結果報
告

・福岡県重点課題研究
指定・委嘱事業につい
て



回 月　日 協　議　事　項 報　告　事　項 連　絡　事　項

・３月議会報告 主な行事予定

・管内教育長会報告 3/26　土師保育所卒園式

3/27　桂川教育論文表彰式

3/29　教職員離任式

　　いじめ事案報告
（２件）

・社会教育課事業報告

　　異物混入事案報告

　　給食費改定報告

12 H31.3.25

・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

・４月定例教育委員会
について

・学校教育指導主幹、学校
支援地域コーディネーター
及び桂川幼稚園延長の異動
について

・平成31年度桂川町教育行
政の目標と主要施策につい
て

・教育委員の桂川町各協議
会委員の割当てについて

・社会教育関連補助金交付
要綱等の改正について

・学校給食共同調理場
報告



・教育長職務代理者の選任
について

・教育長の任命につい
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１回　平成３０年６月１日（金）

・「教育の日」の制定について

・教育条件整備など重点的に講ずべき施策について

臨時
1

H30.12.18

桂川町総合教育会議
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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 30年 4月 1日 要 綱 
桂川町人権センター指導員の任用等に関する要綱の

一部改正 

平成 30年 4月 1日 要 綱 地域はつらつ応援助成金交付要綱の制定 

平成 30年 9月 25日 規 則 
桂川町立図書館の設置及び管理に関する条例施行

規則の一部改正 

平成 31年 1月 1日 要 綱 桂川町立小・中学校就学援助費交付要綱の一部改正 

平成 31年 3月 29日 要 綱 同和対策推進費助成金交付要綱の一部改正 

平成 31年 3月 29日 要 綱 
桂川町学校人権同和教育推進委員会助成金交付要

綱の一部改正 

平成 31年 3月 29日 要 綱 桂川町体育協会補助金要綱の一部改正 

平成 31年 3月 29日 要 綱 夏まつり桂川実行委員会補助金交付要綱の一部改正 

平成 31年 3月 29日 要 綱 桂川町文化連合会補助金交付要綱の一部改正 

平成 31年 3月 29日 要 綱 桂川町婦人会補助金交付要綱の一部改正 

平成 31年 3月 29日 要 綱 
桂川町子ども会指導者連絡協議会補助金交付要綱

の一部改正 

平成 31年 3月 29日 要 綱 桂川町ＰＴＡ連絡協議会補助金交付要綱の一部改正 

平成 31年 3月 29日 要 綱 桂川町青少年補導員会補助金交付要綱の一部改正 

平成 31年 3月 29日 要 綱 
桂川町通学合宿実行委員会補助金交付要綱の一部

改正 

平成 31年 3月 29日 要 綱 桂川町文化財保護事業補助金交付要綱の一部改正 

平成 31年 3月 29日 要 綱 
桂川町文化事業実行委員会補助金交付要綱の一部

改正 
 



 

17 

 

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３０年 ４月１１日（水） 教職員合同研修会（第１回） 

○平成３０年 ４月１６日（月） 校・園長研修会（第１回）  

※校長、園長、教育委員 

○平成３０年 ６月１３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３０年 ７月２７日（金） 主幹教諭、教務主任研修会（第１回） 

※主幹、教務主任 

○平成３０年１１月１４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３０年１２月１２日（水） 主幹教諭、教務主任研修会（第２回） 

※主幹、教務主任 

○平成３１年 ２月１３日（水） 学力向上検証委員会研修会（第３回） 

※検証委員会委員、教育委員 

○平成３１年 ２月２７日（水） 主幹教諭、教務主任研修会（第３回） 

※主幹、教務主任 

○平成３１年 ３月 ４日（月） 校・園長研修会（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 30年 4月 2日 住民センター 

2 町内校長・園長研修会① 平成 30年 4月 16日 住民センター 

   3 筑豊市町村教育委員会連絡協議会研修会 平成 30年 7月 11日 飯塚市 

4 子育てを考える地域懇談会 平成 30年 7月 10日 
住民センター

桂小・東小 

5 教育シンポジウム 平成 30年９月 19日 住民センター 

6 市町村教育委員等人権・同和教育研修会 平成 30年 10月１日 飯塚市 

7 市町村教育委員会教育委員研修会 平成 30年 11月９日 福岡市 

8 学校管理職昇任面接 平成 30年 11月 13日 桂川町役場 

9 学力向上検証改善委員会③ 平成 31年 2月 13日 住民センター 

10 町内校長・園長研修会② 平成 31年 3月４日 住民センター 

11 町教育論文表彰式 平成 31年 3月 27日 住民センター 

12 教職員離任式 平成 31年 3月 29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 30年  4月  9日 桂川中学校 

2 小学校入学式 平成 30年  4月 10日 桂小・東小 

3 幼稚園入園式 平成 30年  4月 11日 桂川幼稚園 

4 中学校体育会 平成 30年  5月 20日 桂川中学校 

5 幼稚園音楽発表会 平成 30年  6月 10日 桂川幼稚園 

6 定例学校訪問 平成 30年  6月 20日 桂川東小学校 

7 定例幼稚園訪問 平成 30年  6月 22日 桂川幼稚園 

8 定例学校訪問 平成 30年  6月 29日 桂川小学校 

9 定例学校訪問 平成 30年  7月  3日 桂川中学校 

10 小学校運動会 平成 30年  9月 30日 桂小・東小 

11 幼稚園運動会 平成 30年 10月  6日 桂川幼稚園 

12 中学校文化発表会 平成 30年 10月 26日 桂川中学校 

13 町指定研究発表会 平成 30年 10月 30日 桂川幼稚園 

14 
日本学校歯科医会委嘱研究

発表会 
平成 30年 11月 22日 桂川東小学校 

15 幼稚園生活発表会 平成 30年 12月  8日 住民センター 

16 中学校卒業証書授与式 平成 31年  3月  8日 桂川中学校 

17 小学校卒業証書授与式 平成 31年  3月 15日 桂小・東小 

18 幼稚園卒園証書授与式 平成 31年  3月 18日 桂川幼稚園 
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Ⅳ 平成３０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 29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 ・学力向上改善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。 

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専門委員会である「桂川町就学

前人権・同和教育推進委員会」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。 

・10月 30日に町指定研究発表を実施。研究主題「健康な身体と豊かな心

を育む幼稚園教育」～キッズヨガのよさを活用した運動遊びを通して～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。 

幼稚園教育要領の改訂に沿った研究発表の実施により、幼稚園運営審議

会答申にもとづく特色ある幼稚園教育の実践及び職員の指導力を高める

ための研修を実践することができた。 



21 

 

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。

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 ・10月 30日に研究発表、研究主題「健康な身体と豊かな心を育む幼稚園

教育」～キッズヨガのよさを活用した運動遊びを通して～を実施した。 

総合評価 幼稚園教諭の実践的指導力の向上が図られるとともに、小中学校教員の

参加もあり、幼稚園と小学校との交流研修の推進及び小学校教育への円滑

な接続という観点からも本町教育の充実、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 公開授業や発表会、総合的な学習の時間等における校外学習や体験活動

などにより、学力の向上とともに保護者や地域住民等に開かれた学校づく

りを推進することができた。今後、学校間の連携事業を検討するなど、活

動の充実が課題である。 
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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）の派遣業務委託契約を締結し外国語活動を推進。 

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

の積極的かつ適切な活用と ICT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。H30年度中学校に新たに電子黒板を１台追加した。 

 

 

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 実際の職場を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。 

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。 
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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。H30 年度より介助職員を

１名配置。 

・桂川中に特別支援教育支援員を１名配置。 

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により、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児童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。 

・福岡県学力調査の実施。 

事業実績 ・４月１７日に全国学力・学習状況調査を実施。 

小６・・算数、国語、理科 中３・・数学、国語、理科 

・６月１９日に福岡県学力調査を実施。 

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。 
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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、個に応じた児

童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４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。 

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。 

・小学校では継続した短なわとび運動、縦割りスポコン広場の実施。 

・中学校では外部講師による授業の活性化。 

・「全国体力・運動能力、運動習慣等調査」の実施と改善に向けた取組。 

・「全国体力・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。 

・「中学校運動部活動」による体力向上。 

・「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「全国体力・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１回（年度始）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については、１回のみの開催とな

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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２ 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。中学校のトイレ大規模改修、幼稚園のエアコン設

置を実施した。 

総合評価 中学校トイレ大規模改修及び幼稚園エアコン設置について、国の交付金

を利用し実施することができ学校施設の環境改善が図れた。 

H30 年度補正予算で「ブロック塀・冷房設備対応臨時特例交付金」の

採択により小中学校の空調設備と「学校施設環境改善交付金」の採択によ

り桂川小・東小学校のトイレ改修についての予算確保ができた。 

 

 

事業名：セカンドスクール事業 

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。 

事業実績 ・国の「学校・家庭・地域連携協力推進事業費補助金」を受け、セカンド

スクールを「ゆのうら体験の杜」にて実施した。 

7/23～25桂小、8/20～22東小、9/12～14中学校。 

総合評価  小・中学校共に２泊３日の宿泊体験活動をとおして、地域と連携した取

組みにより児童・生徒に対する教育的成果がみられた。 

 

 

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、

希望参加で月に１・２回、土曜日の午前中に実施した。桂小 14回、東小

14回、中学校 13回実施。 

・桂川中学校では、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・自己実現の推進を図る。 

事業実績 ・学校支援ボランティア登録者数 123名 

・学校支援活動実績（述べ人数） ゲストティーチャー（有償）132人 

アシスタントティーチャー（無償）496人  計 628人 

・活動施設（桂川幼稚園、桂川小学校、桂川東小学校、桂川中学校） 

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、より一層の各学年・

教科等での導入とセカンドスクールなど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、学校の長期休暇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情報の共有を行った。新たな問題として、イ

ンターネットやＳＮＳでのトラブルの報告があり、スマートフォンやタブレッ

トの使用について協議がされた。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。補導員会時には、飯塚警察署

の協力を得て、研修会を実施した。また、桂川中学校の卒業式での見守り活動、

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
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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、各班が各地区の補導活動を行

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。 

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

な巡回補導も随時行った。 

 

 

 

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、11 種（華道・茶道・料理・絵手紙・ソフトバレー・卓球・

グラウンドゴルフ・カヌー・陶芸・古代体験塾・出前塾（王塚古墳春の特別公開））

の教室を実施し、のべ 1,156 名の児童が様々な体験学習を受講することができた。 

また、児童が安全に参加できるよう、体験塾終了後に学童保育所に帰る児童につ

いては、地域活動指導員が学童まで送りとどける取り組みを実施した。 

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。茶道塾においては、文化祭や成人式において御点

前を披露している。今年度は初めての取り組みとして、王塚装飾古墳館で古代体

験塾を開催した。地元の資料館で、学芸員からの説明と普段見学できないバック

ヤードの説明を受け、勾玉づくり体験をおこなった。 
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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、みんなであそぼう、みんなで運動しよう！

等、地域子ども会との連携で事業を行ってきた。球技大会では、アジャタ、ソフ

トバレーなどを行い、楽しく交流することができた。みんなで運動しよう！では、

ドッチビーとボッチャというニュースポーツを行い、子どもたちの興味を引く内

容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

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の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計画するなど、「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。また、地域とのつながりを密にし、子育てへの関

心を深めることができた。 

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 今年度は、9 月に実施していた回を 11 月に変更し、湯の浦キャンプ場での宿泊を

ゆのうら体験の杜に変更した。 

７月には桂川小の児童 18 名・東小 4 名の計 22 名、11 月には桂川小 24 名の児童
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が参加し、合計 46 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。また、各種団体からの協力も

得て、子どもたちの「生きる力」の醸成に寄与した。 

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住民センターやゆのうら体験の杜で行った。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。台風接近と豪雨による中断、中止の事態も発生したが、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。 

 

  



 

31 
 

 

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開催し、様々な意見交換がなされた。社会教育委員として

まちづくりへの提言を行うため、町の観光や文化財の資料、広報、町のインフラ

整備計画、前年度に小学校 6 年生がとりくんだ「桂川町の未来を考える総合学習」

などをもとに、協議を行うこととした。また、県内各地で行われた研修会にも積

極的に参加した。 

総合評価 社会教育委員については、各種団体より選出いただいており、年間を通しての研

究・調査は困難な状況ではあるが、会議や研修会に積極的に参加し、本町の社会

教育全般について、協議・検討を重ねている。ここ数年では、研究・調査した内

容について教育委員会へ報告をし、意見に対する改善が成される等、一定の成果

が見られている。今後も、研究・調査を中心に社会教育事業における発展に寄与

したい。 

 

 

 

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。しか

し、大ホールについては、一般利用が減少傾向にある。研修室や視聴覚室につい

ては、競合することなく、円滑に利用がなされた。 

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。

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

が、サークル間で調整されていることもあり、大きな問題までには至っていない。 

 

 

 

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・健康・教養の各講座を実施。単発講座として、

陶芸・ちりめん細工・世代間交流・社会見学等の講座も実施。 



 

32 
 

事業実績 園芸講座 20名、習字講座 26名、民謡講座 26名、健康講座 16名のべ 86名の申込

みがあった。受講生は教養・専門講座ともに理解を深め、成果をあげている。 

総合評価 生涯学習の充実を図ることを目的として、ことぶき大学を開設している。専門講

座と単発講座を開催し、毎年多くの方に受講いただいているが、真夏や真冬にな

ると参加者が減少する傾向がある。今後も講座内容の充実、単発講座の新規開設

等、多くの方が参加しやすい事業の確立に向け取り組んでいきたい。 

 

 

 

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る必要がある。 

 

 

 

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 学習会の開催や研修会への参加等、１年間を通じて切れ目のない活動が実施され

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、

イベントの活性化は基より元気なまちづくりの一翼を担った。 

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。 
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事業名：地域はつらつ応援助成金事業 

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 平成 30 年度に地域住民で行う公民館活動に対し助成を行い、地域コミュニティの

活性化を図るとともに地域づくりと地域公民館活動の活性化を図るための、「地域

はつらつ応援助成金」事業を開始した。 

総合評価 各分館が主催する公民化事業に対し、基本助成と、1 事業につき 1 万円、上限 10

万円の助成を行っている。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。事業を継続して実施できるための支援として、また特色ある

事業について、分館長会において意見交換会を開催する等、情報の共有を行うこ

とによりほかの分館活動の活性化につなげるため、分館長会議での情報共有など

事業の充実を図りたい。 
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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 子どもたちには、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、保育所（園）

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。 

館内フリースペースにおける町内在住者や小中学生の各種作品展等の開催、ま

た、平成 29 年度から月末の館内整理日を第 3 月曜日に変更、開館日数を 12 日

増やし、来館者の増員及び図書資料活用の充実に努めた。 

10 月より、嘉麻市・飯塚市・桂川町において図書館相互利用を開始し、利用拡

大に努める。 

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、ウォーキングイベント「ときめきウォーク

ｉｎけいせん」を継続開催しているが、今年度は、悪天候のため、中止した。 

各種団体へスポーツ指導を行うことにより、幅広い年齢層の町民へのスポーツの

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「ニュースポーツ」の出前講座を実施す

ることができた。今後も継続してスポーツの普及・推進に取り組みたい。 

 

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、一年を通して開催し、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。ま

た、年度途中から参加申し込みがあり町民のスポーツを行う意識の向上に効果が

出ている。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
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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間にある立

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、特色のあるコースであり、

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、多種目の競技に参加することができた。今

回が５回目となる市町村対抗「福岡駅伝」にも継続参加し、昨年度の順位を上回

ることができた。 

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 スポーツ推進委員会主催事業として、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、子どもたちの体力向上に努めた。 

また、地域の子ども会などで、ニュースポーツ指導を行い、スポーツに親しむ機

会の提供を行った。 

総合評価 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会

主催で開催し、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 21 団体会員・6 個人会員で構成されている。文化事業の実行委員

を併任し文化芸術の提供、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、「文化連合交流会」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、「文化連合交流会」、「役員会・理事

会」を随時開催する等、日頃から文化の推進・発展に寄与する活動を行っている。

しかし、近年は会員の高齢化に伴い、事業開催におけ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のサポートを行い、文化を推奨していき

たい。 

 

 

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、桂川町のシンボ

ルとして、文化的なイメージづくりをする大きな柱として位置付けている。これ

を推進するために、王塚古墳の魅力を発信し、町内外における王塚古墳の周知に

取り組む。 

また、王塚古墳の春秋の特別公開時には、イベントを開催する。王塚装飾古墳館

では、講座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う。 

事業実績 王塚古墳の公開に際し、春には、地域商社「いいバイ桂川」、婦人会や食進会等

の出店の協力、組み木体験教室や夢・人・未来塾による体験を行った。秋には、

古墳まつりと同時開催で公開を実施した。また、郷土史会には、特別公開時王塚

古墳の説明や受付の協力をいただいているが、会員を増やすための取り組みもす

すめている。王塚装飾古墳館では、本年 5 団体、6 回の展示室の貸し出しを行っ

た。ふるさと講座では、子どもの体験教室の取り組みを実施しているが今年度は

夢・人・未来塾とコラボで取り組みを行った。また、郷土史会の会員に向けて、

王塚古墳の勉強会をあらためて実施した。 

総合評価 秋の公開時に同時開催する古墳まつりでは、スタッフに対する王塚古墳の研修を

行う。特別公開見学者に「おもてなし」の意味を込め体験教室や出店数を増やし

て開催したので好評だった。 

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。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。 

これらの取り組みを継続し広報することや、特別公開用のポスター等を広範囲に
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配布し、「王塚古墳」の知名度や関心を高める取り組みをすすめている。郷土史

会が高齢化してきているため、会員増の取組みと共に、新会員が説明できるよう

に勉強会を行いたい。 

 

 

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 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化により、行事の衰退や消滅の危機

にさらされている地域も多い。これらの民俗行事を後世に伝えていくには、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。平成 30 年 8 月 15 日には、飯塚市・田川市・直

方市の炭坑遺跡が筑豊炭鉱遺跡群として国史跡に指定された。桂川町でも、残さ

れた巻き上げ台座や炭鉱関係遺構、地元の人たちからの聞き取りなども含め、石

炭関連の歴史を保存し記録する取り組みが必要である。 

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。 

現在取り組んでいる写真による記録を進めるとともに、町内の民俗文化財につい

ての調査を継続し、記録保存の取り組みをすすめていきたい。 
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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。7 月の第 1 日曜日は市民講座「人権講演会」を

開催し、講演会などを通して広く町民に人権・同和問題の啓発を行う。 

事業実績 今年度は 7 月 1 日、住民センター大ホールで市民講座「人権講演会」を開催。講

師は糸島氏在住の子育てシンガーmon さん。「生まれてきてくれてありがとう」

と題して、歌と語りというスタイルでの講演会を実施した。今年度は町内外合わ

せて 245 人の参加があり、4 年ぶりに参加者増となった。 

総合評価 今回の講師である mon さん自身が在日韓国人であることや ADHD（注意欠陥多

動性障がい）であるがゆえに、いじめられた経験や子どもを亡くしたことで感じ

た命の大切さなどを語るとともに、心にしみる歌を披露。参加者は最後まで聴き

入っていた。参加者からは「歌も話もとてもよかった。飾り気のない語り口、い

ろんないわれない差別を乗り越えて生きてこられた素直さを感じた」「自分の生

きてきた過去を前向きにとらえ、生命、愛、人権の大切さを素顔で訴えてくれて

感謝している」「痛みが伝わった。聞いてもらいたい内容。今までで最高だった」

など mon さんの歌と話に感動したとの声がほとんどだった。 

昨年度の人権・同和問題地域懇談会のテーマに「発達障害」があり、もっと学習

する必要があるという意見があった。今回の講演はまさにその学習のひとつでは

ないかと思われる。 

 

 

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 月から町内 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、各分館の希望により決定している。 

事業実績 48 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

行政区が日曜日に実施した。今年度の参加者は 483 名で昨年度より 57 名増とな

り、過去 5 年間では一番の伸び率であった。子育て世代の人の参加を考え、今回

のビデオは「その人権問題わたしならどうする？家庭編」であり、「子どものい

じめ」や「子どもの虐待」「男女の役割」なども含め、家庭における身近な問題

を取り上げた。また、昨年度に続き、和やかな雰囲気づくりのためのアイスブレ

ーキングや車座を取り入れた進め方で実施した。 
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総合評価 今回は、家庭における身近な問題で 6 つのテーマに分かれていた。全部のテーマ

について懇談した行政区もあったが、いくつかのテーマに絞って懇談した行政区

が多かった。アイスブレーキングや車座を取り入れた進め方が功を奏して、参加

者からはたくさん意見がでた。しかし、参加者の年齢層では 50 代以上が 75.5％

で、40 代以下は 24.3％となっており、子育て世代の参加者が少ないことが課題

としてある。また、参加者の固定化も課題のひとつである。住民一人ひとりの人

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が、そのための方策が急務である。 

 

 

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

どを目的とする場合は対象外。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 今年度は 2 つの行政区から依頼があり 11 月 18 日土居二区で、11 月 25 日は吉

隈二区で実施した。2 行政区ともに、講師は北九州市在住の宮﨑 保氏で「ちょ

っと心をかしてくれませんか」と題して講演をしていただいた。宮﨑さん自身が

被差別部落出身であることから、差別と向き合った体験を歌と語りで伝えられ

た。参加者からは「とてもよかった。また聞きたい」「宮﨑さんの体験に基づく

話で、感動で涙が出た」などという声がたくさんで大変好評だった。 

日曜日にもかかわらず、どちらの行政区もたくさんの参加者があり、土居二区で

は 30 代の参加者から「人権講演会と聞いて難しいイメージをもっていたが、参

加してみて一言『感動した』。日々、自分の身近にある差別や人権問題に向き合

って関わっていこうと思った。また参加したい」と感想があった。 

総合評価 申込者（団体）のニーズに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。 

 



 

41 

 

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３０年 ５月 ８日 第１回実務担当者会 「協議会に向けて」 

○平成３０年 ６月 ５日 協議会(第１回)  「平成３０年度の取り組み」 

○平成３０年 ７月 ２日 児童会・生徒会合同あいさつ運動（第１回） 中止 

○平成３０年 ９月１０日 児童会・生徒会合同あいさつ運動（第２回） 

○平成３０年１１月 １日 児童会・生徒会合同あいさつ運動（第３回） 

○平成３１年 ２月 １日 児童会・生徒会合同あいさつ運動（第４回） 

○平成３１年 ３月 ５日 第３回実務担当者会「協議会に向けて」 

○平成３１年 ３月２６日 協議会(第２回)  「平成３０年度のまとめと平成３１年度

の取り組みについて」 
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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３０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３０年 ４月 １日 ２年 桂川町公民分館長 ３５人 

平成２９年 ４月 １日 ２年 桂川町文化財保護審議会委員 ７人 

平成２９年 ５月 １日 ２年 王塚古墳テーマパーク運営企画委員会委員 ８人 

平成２９年 ５月 １日 ２年 桂川町人権・同和問題協議会委員 ２１人 

平成３０年 ６月 １日 ３年 桂川町青少年補導員 ５２人 

平成２９年 ７月 １日 ２年 桂川町立図書館協議会委員 ８人 

平成３０年 ４月 1日 

平成３０年１１月１９日 

１年 

（残任期間） 
桂川町社会教育委員 ２人 

平成３０年 ４月 １日 

平成３０年１２月１０日 

平成３０年１２月１８日 

２年 

（残任期間） 
桂川町青少年問題協議会委員 １３人 

平成２９年 ４月 １日 ２年 桂川町人権センター運営審議会委員 ６人 

平成２９年 ５月 １日 ２年 桂川町人権教育啓発推進委員会委員 １０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３０年４月１日～平成３１年３月３１日 ９人 

桂川町学校給食共同調理場運営委員会 平成３０年４月１日～平成３２年３月３１日 １１人 

桂川町公民分館長 平成３０年４月１日～平成３２年３月３１日 ３５人 

桂川町文化財保護審議会 平成２９年４月１日～平成３１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２９年５月１日～平成３１年４月３０日 ８人 

桂川町人権・同和問題協議会 平成２９年５月１日～平成３１年４月３０日 ２１人 

桂川町青少年補導員会 平成３０年６月１日～平成３３年５月３１日 ５２人 

桂川町立図書館協議会 平成２９年７月１日～平成３１年６月３０日 ８人 

桂川町社会教育委員 平成２９年６月１日～平成３１年５月３１日 １０人 

桂川町青少年問題協議会 平成２９年６月１日～平成３２年５月３１日 ２６人 

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

桂川町人権教育啓発推進委員会 平成２９年５月１日～平成３１年４月３０日 １０人 

 




