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≪教育委員会の活動状況≫ 

１ 教育委員会の概要 

（１）教育委員会の位置づけ 

長洲町教育委員会は、「地方教育行政の組織及び運営に関する法律（地方教育行政法）」に基

づき教育長及び４人の教育委員で構成し、町長から独立した行政委員会として位置づけられてい

る。教育行政における重要事項や基本方針は、教育長の統括のもと教育委員会の事務局（学校教

育課・生涯学習課）が事務を執行する。 

 

（２）教育委員会の所管事務 

長洲町教育委員会は、学校教育、社会教育、人権・同和教育、文化・スポーツ等に関する事務

を担当する機関として設置されている。 

 

（３）教育委員の職務 

  教育委員は、教育委員会会議に出席し教育行政に関する重要事項等の審議を行なうほか、教育

現場の視察、意見・要望等の聴取並びに教育関係の各種行事への出席を行なっている。 

 こうした活動を通じて、広く町民の意向を反映した責任ある教育行政の実現に努める。 

 

（４）教育委員会委員の構成 

  長洲町教育委員会は次の５人で構成される。地方教育行政法の改正により、教育長は、一般職

から特別職となり、教育委員は、従来どおり非常勤職員として、町長が議会の同意を得て任命し

決定される。教育長の任期は３年、教育委員は、４年で再任可能となっている。教育長は、教育

委員会会議を主宰し、会務を総理し、代表する。また、教育長に事故があるとき、又は欠けたと

きは、あらかじめ教育長が教育委員の中から教育長職務代理者を指名し、教育長の代理となる。 

 

【教育委員名簿】 

職  名 氏  名 任  期 

教育長 戸 越 政 幸 
自：平成 30年 4月 1日 

至：平成 33年 3月 31日 

委 員 
（教育長職務代理者） 

坂 本 裕 文 
自：平成 30年 2月 15日 

至：平成 34年 2月 14日 

委 員 徳田 美津子 
自：平成 30年 2月 15日 

至：平成 33年 2月 14日 

委 員 田 中 伏 美 
自：平成 27年 9月 29日 

至：平成 31年 9月 28日 

委 員 隈 部 壽 明 
自：平成 28年 4月 1日 

至：平成 32年 3月 31日 
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２ 教育委員会の主な活動実績 

 

（１） 教育委員会会議の実施 

 原則、定例会は毎月 1回開催し、必要に応じて臨時会議を開催した。会議内容については、教育行 

政に関する重要事項等を審議した。 

●開催実績 

定例会：  １２回      臨時会： ５回 

●議決の状況 

     ４月 ２日【第１回】（臨時） 

     議案第 １号・・・・・長洲町スポーツ推進委員の委嘱について 

４月２６日【第２回】 

     議案第 ２号・・・・・平成３０年度教育委員会事務局職員の異動について 

           議案第 ３号・・・・・社会教育関係各種委員の委嘱について 

           議案第 ４号・・・・・長洲町地域コーディネータ育成・活用事業の地域教育コ 

ーディネーターの委嘱について 

           議案第 ５号・・・・・長洲町学校関係者職員の任用について 

           議案第 ６号・・・・・学校医等の委嘱について 

           議案第 ７号・・・・・長洲町学校・地域連携運営委員会委員の委嘱について 

           議案第 ８号・・・・・長洲町放課後事業『フレンズ』長洲町放課後児童健全育 

成事業支援員の任用について 

           議案第 ９号・・・・・長洲町放課後事業『フレンズ』長洲町放課後子供教室推 

進事業の統括コーディネーターの委嘱について 

           議案第１０号・・・・・長洲町放課後事業『フレンズ』長洲町放課後子供教室推 

進事業の教育活動サポーターの委嘱について 

     ５月２５日【第３回】 

    議案第１１号・・・・・社会教育関係各種委員の委嘱について 

           議案第１２号・・・・・長洲町学校 ICT教育推進委員会設置要綱の制定について 

          議案第１３号・・・・・長洲町放課後事業『フレンズ』長洲町放課後子供教室推 

進事業の教育活動サポーターの委嘱について 

６月２５日【第４回】 

           議案第１４号・・・・・長洲町放課後事業『フレンズ』長洲町放課後児童健全育 

成事業支援員の任用について 

     ７月２７日【第５回】 

           議案なし（報告） 

     ８月 ９日【第６回】（臨時） 

           議案なし（協議） 

     ８月３０日【第７回】 

           議案第１５号・・・・・平成 30年第 3回町議会提出予定議案「平成 30年度一般 

会計（教育関係）補正予算（案）」について 

           議案第１６号・・・・・長洲町学校給食センター検討委員会設置要綱等の制定に 

ついて 
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９月２１日【第８回】（臨時） 

          議案第１７号・・・・・教職員の処分の決定について 

    ９月２６日【第９回】 

          議案第１８号・・・・・長洲町図書館の管理運営に関する規則の一部改正につい 

                    て 

          議案第１９号・・・・・長洲町図書館の管理運営に関する要綱の一部改正につい 

                    て 

          議案第２０号・・・・・立花宗茂公婦人の墓周辺整備検討委員会設置要綱の新規 

制定について 

１０月２３日【第１０回】 

           議案なし（報告） 

１１月２９日【第１１回】 

          議案なし（協議・報告） 

１２月２６日【第１２回】 

議案第２１号・・・・・長洲町学校運営協議会規則の新規制定について 

議案第２２号・・・・・長洲町 ICT整備計画の策定について 

平成 31年１月 ８日【第１３回】（臨時） 

議案なし（協議） 

平成 31年１月２８日【第１４回】 

議案第２３号・・・・・長洲町教育委員会タブレット機器貸与規程の制定につい 

                     て 

平成 31年２月２７日【第１５回】 

           議案第２４号・・・・・町議会提出予定議案「平成 30年度一般会計（教育関係） 

                     補正予算（案）」について 

           議案第２５号・・・・・町議会提出予定議案「平成 31年度一般会計（教育関係） 

                     当初予算（案）」について 

平成 31年３月 ３日【第１６回】（臨時） 

           議案第２６号・・・・・平成 31年度教職員異動（内申）について 

平成 31年３月２５日【第１７回】 

           議案第２７号・・・・・平成 31年度教育委員会事務局職員の異動について 

           議案第２８号・・・・・長洲町地域学校協働活動運営委員会設置要綱の新規制定 

について 

           議案第２９号・・・・・長洲町地域学校協働本部設置要綱の新規制定について 

           議案第３０号・・・・・長洲町放課後子供教室推進事業実施要綱の一部改正につ 

いて 

           議案第３１号・・・・・長洲町地域教育コーディネーター育成・活用事業実施要 

綱の一部改正について 

           議案第３２号・・・・・長洲町適応指導教室設置要綱の新規制定について 

           議案第３３号・・・・・長洲町特別職の非常勤職員の任用等に関する要綱の一部 

改正について 

■議案事項３３件  ■協議事項：１１件  ■報告事項：４１件 
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（２）総合教育会議の出席 

   平成 27年度に地方教育行政の組織及び運営に関する法律が施行され、町と教育委員会の垣根を

越えて、町と教育委員会が互いに連携し、情報交換をしながら町の教育課題やこれから目指す姿を

共有し、教育行政を推進していくため、年４回の総合教育会議に出席し、協議、調整を行った。 

 

【自己評価のまとめ】 

（1）教育委員会会議について 

   教育委員会会議は原則として毎月１回開催された。急を要する審議事項については、臨時会を開き

対応した。会議の議案・資料等については、事務局（学校教育課・生涯学習課）で協議、精査し、事

務局からの案件に対し、教育長が提案する事案を加えて決定した。会議資料は少なくとも会議前々日

までには教育委員に配布し、会議前に資料に目を通すことが出来るようにしている。教育委員会の承

認が必要な議案及び協議案件、報告案件の一つ一つに数多くの質問や意見が交わされ、深い審議が行

った。 

（2）教育委員会会議以外の委員活動について 

  ①学校訪問 

    学校現場を訪問し、学校経営や授業の視察を通じて、課題と解決の協議・検討を行った。 

    ・六栄小学校： ９月１８日（火）※玉名教育事務所訪問 

    ・腹赤小学校：１１月 ８日（木） 

    ・長洲小学校：１１月１５日（木） 

    ・清里小学校：１１月２７日（火） 

    ・腹栄中学校：１０月３１日（水） 

    ・長洲中学校：１１月１２日（月）※玉名教育事務所訪問 、１月１６日（水） 

  ②生徒指導 

授業を真剣に受けることが出来ない児童生徒や、先生の指導に素直に従わない児童生徒など、学

校運営等に影響が見られる場合においては、学校へ出向いたり、朝登校時の声掛け、除草作業を行

うなど、校長等と情報聴取をしながら、児童生徒への声掛け、指導を行った。 

  ③町総合教育会議 

町長をはじめ、教育委員、議題に係る関係者の出席のもとと、「学校・地域・行政における見守

り・不審者等への対策について」、「町はぐくみ館の現状について」「子どもの貧困対策について」

「長洲町における文化振興について」を議題に、幅広い教育関係施策を年 4 回に渡って協議、調

整を行った。次年度も引き続き、教育行政の重点施策等について、議論を行っていく。 

  ④地域教育活動 

「地域の子どもは地域で育てる」を基本に、『長洲ふるさと塾』として、夏休み、冬休み期間中

に、4 小学校の空き教室を会場に、小学生を対象にした、学習、物づくり、自然学習など、様々な

体験活動を実施し、教育委員も学習や科学実験などに携わり、子どもの社会性や自律性など健全育

成に努めた。 

  ⑤視察等研修 

熊本県内の高森町の教育の情報化研究発表や県主催の ICT 教育フォーラムなどに参加したほか、

月１回、教育委員勉強会を開催し、地域と連携した活動の在り方やコミュニティ・スクールの導入

に向けた課題などについて協議・検討を行った。今後もお互いに情報交換をしながら、共通認識を

持ち改善策を検討していく。また、この他、教育関係の行事に可能な限り参加している。 

（3）教育委員会活動の情報開示について 

   長洲町ホームページのトップページに「教育委員会」のコーナーを設置し、委員会主催の行事やイ

ベントの告知など、周知を図ることが出来た。ここで「教育委員会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及び評価」を閲覧が出来るようにしている。 
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平成３０年度基本方針 

 

教育の目的は、人格の完成を目指し、平和で民主的な国家及び社会の形成者として、自己の人格

を磨き、豊かな人生を送ることができるように生涯にわたって学習していく「人づくり」である。

また、知・徳・体の調和がとれ、生涯にわたって自己実現を目指す自立した人間の育成、公共の精

神を尊び、国家・社会の形成に主体的に参画する国民の育成、我が国の伝統と文化を基盤として国

際社会を生きる日本人の育成である。 

 

１ 基本理念 

長洲町教育委員会は、「ふるさとを愛し、夢をもって未来を切り拓くひとづくり～子どもを真ん

中に～」を基本理念とし、ふるさとを愛し、「夢」と「生きる力」をはぐくむ教育、生涯を通して

自らの夢とより良い社会の実現に向かって努力する人づくりを目指す教育行政を推進する。 

基本理念達成のために、家庭教育・就学前教育、学校教育、社会教育の「学びのステージ」にお

いて、「１ 生き抜く力を備えた人」「２ 自己を愛し、他者を大切に思う心を持った人」「３ 

ふるさとの自然や伝統・文化を愛し、グローバルな感性を持った人」「４ 生涯を通じて学び、

夢・生きがいを持った人」を目指す姿とし、教育の充実に向けて真摯に取り組み、生涯にわたる学

習の基礎となる「自ら学び、考え、行動する力」を育てる教育を推進する。 

 また、特に次の６点を重点努力事項として、長洲町の教育の充実・発展に努力する。 

 

 

平成３０年度重点努力事項 

 

① 新学習指導要領への確実な移行 

・英語教育の充実 

・特別の教科道徳の実践 

・アクティブラーニングを支えるICT環境の整備 

② コミュニティ・スクールの推進 

・長洲町共通のテーマの決定 

・長洲小学校、清里小学校の運営協議会活動方針と内容の決定 

・六栄小学校、腹赤小学校での実施と町全体への拡大 

③ 不登校児童生徒への対応の見直しと組織づくり 

・いじめ問題への対応 

・不登校問題の解消のための環境づくり 

④ 放課後事業の計画と実施 

・放課後児童健全育成事業と放課後子供教室推進事業の一体化とその実施 

⑤ 長洲町の文化財の保護・管理の推進 

・立花宗茂公夫人（誾千代）の墓（ボタモチさん）周辺の整備 

・文化財広報活動の充実 

⑥ 教職員の働く環境の改善 

・勤務実態の把握 

・校務分掌の見直し 

・校務の効率化とシステム化の推進 

 

 



 6 

平成３０年度≪長洲町の重点施策≫ 

 

 長洲町教育委員会は、町民の皆様の教育に対する強い期待を、緊張感を持って真摯に受けとめ、

「子どもとともに未来を切り拓く人づくり」、「夢のある希望に満ちた活力あふれる長洲町の創造」

を目指して、家庭・学校・地域と連携し、様々な取り組みを力強く推進する。 

教育方針 重 点 施 策 

１ 人権教育 （１） 人権教育の推進 

２ 家庭教育 （２） 家庭教育の充実 

３ 就学前教育 
（３） 幼稚園、保育所における教育・保育の充実 

（４） 保護者の経済的負担の軽減 

４ 学校教育 

（５） 確かな学力の育成 

（６） 豊かな心の育成 

（７） 健康・体力の向上 

（８） 食育の推進 

（９） キャリア教育の推進 

（10） 環境教育の推進 

（11） 特別支援教育の充実 

（12） 開かれた学校づくりの推進 

（13） 教育環境の充実 

（14） 学校・家庭・地域等の連携協力 

５ 社会教育 

（15） 生涯学習の推進 

（16） 公民館活動の充実 

（17） 社会教育団体の指導・育成 

（18） 青少年・青少年団体の健全育成 

（19） 文化団体の育成と文化事業の充実 

（20） 社会教育施設の整備等 

（21） 魅力ある図書館事業の推進 

（22） 生涯スポーツ及び競技スポーツの推進 

（23） 社会体育施設の整備等 
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（１）人権教育の推進 

長洲町人権教育推進協議会で組織する「就学前教育部会」、「学校教育部会」において、保育所・幼

稚園・小中学校の保護者及び児童生徒、教職員を対象に人権について正しく理解し、発達段階に応じ

た多様な学習機会の提供や効果的な手法により人権教育研修の充実を図る。 

さらに、荒尾・玉名地区人権・同和教育推進協議会で組織する長洲・玉東ブロック人権・「同和」

教育研究集会において、町教職員、関係団体・一般住民を対象に研究集会を開催し、人権・同和教育

の研究・課題について研修会を行う。 

 

■重点施策実績 

事業名等 内      容 

第 47 回熊本県人権教育研

究大会 

期 日：10月 20 日(土)～21日(日) 
場 所：芦北町民総合センター他 
対象者：県内の教職員、関係団体、行政、一般 
内 容：講演会、分科会 
テーマ：「部落差別をめぐる差別の連鎖」 
講 師：藤野 豊さん（敬和学園大学人文学部教授） 
参加者：2,500名 

荒尾・玉名地区 

人権・同

和教育研

究集会 

期 日：6月 7日（木） 

場 所：荒尾市市民体育館 

対象者：荒尾・玉名管内教職員、関係団体、行政、一般 

内 容：講演会 

テーマ：「『寝た子』はネットで起こされる⁉」 

講 師：川口 泰司さん（山口県人権啓発センター事務局長） 

参加者：1,247名 

『進路保

障』研究

会 

期 日：2月 7日（木） 

場 所：南関町公民館 

対象者：荒尾・玉名管内の教職員、関係団体、行政 

内 容：講演会、分散会 

テーマ：「統一応募用紙の趣旨の共有をめざして」 

講 師：吉田 文男さん（県人教事務局長） 

参加者：117名 

長洲・玉東ブロ

ック 

人権・「同

和」教育

研究集会 

期 日：8月 22日（水） 

場 所：ながす未来館・長洲町中央公民館 

対象者：長洲町・玉東町の教職員、関係団体、住民一般 

内 容：講演会・分科会 

テーマ：「誰もが輝く人権のまちづくりをめざして」 

講 師：大里 耕守さん（南関町元教育長） 

参加者：台風接近の為中止 

１ 人権教育 

  熊本県人権教育・啓発基本計画及び長洲町人権教育・啓発基本計画を踏まえ、人権尊重の精神

の涵養を図る人権教育を計画的かつ総合的に推進する。家庭、学校、地域などにおいて、人権尊

重の意識がより一層高まるように教育の場を通じて人権教育と啓発活動を推進する。 
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長洲町人権教

育推進協議会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

代表者会 

期 日：6月 14日（木） 

場 所：長洲町中央公民館 

構成員：教育関係者及び町内各団体・企業代表者  計 31名 

内 容：役員改選、Ｈ29実績・決算報告、Ｈ30事業計画（案）・予算 

    ＤＶＤ研修「『企業と人権』職場からつくる人権尊重社会」 

    各部会（三部会）協議 

人権メッセ

ージ作品展 

期 日：12月 4日（火）～10日（月） 

場 所：長洲町中央公民館、ながす未来館 

対象者：町内の保育所、幼稚園、小中学校の園児、児童、生徒 

内 容：人権標語と人権に関する描画、人権ポスターの展示 計 411点 

人権教育講

演会 

期 日：12月 9日（日） 

場 所：ながす未来館 文化ホール  

対象者：長洲町人権教育推進協議会代表者会会員、一般 

内 容：講演会 

テーマ：「いのちの音色を響かせたい」 

講 師：月足 さおりさん（ピアニスト） 

参加者：150名 

就学前教育

部会 

期 日：7月 28日（土） 

場 所：長洲町中央公民館 集会室 

対象者：町内保育所、幼稚園職員 

内 容：ＤＶＤ研修、講演会 

テーマ：「一人ひとりの命・人権が大切にされる社会をめざして」 

講 師：戸越 政幸さん（長洲町教育長） 

参加者：49名 

学校教育 

部会 

 

長洲小

学校 

期 日：10月 30日（火） 

場 所：長洲小学校 多目的ホール 

対象者：長洲小学校教職員 

内 容：研修会 

テーマ：「家族愛」 

講 師：緒方 正雄さん（和水町地域人権教育指導員） 

参加者：17名 

六栄小

学校 

期 日：11月 12日（月） 

場 所：六栄小学校 

対象者：六栄小学校教職員 

内 容：研修会 

テーマ：「人権教育の授業の創造」 

講 師：大里 耕守さん（南関町前教育長） 

参加者：20名 

長洲中

学校 

期 日：12月 1日（土） 

場 所：長洲中学校 体育館 

対象者：生徒、保護者、教職員、一般 

内 容：講演会 

テーマ：「今、水俣から伝えたいこと」 

    ～胎児性患者の挑戦 希望・未来・水俣～ 

講 師：永本賢二さん 松永幸一郎さん 加藤タケ子さん 

参加者：約 270名 
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長洲町人権教

育推進協議会  

腹栄中

学校 

期 日：12月 1日（土） 

場 所：腹栄中学校 体育館 

対象者：生徒、保護者、教職員、一般 

内 容：講演会 

テーマ：「インターネットによる人権侵害」 

講 師：松川 由美さん（熊本県人権センター登録講師） 

参加者：約 250名 

腹赤小

学校 

期 日：12月 10日（月） 

場 所：腹赤小学校 

対象者：腹赤小学校教職員 

内 容：研修会 

テーマ：「同和問題の解決に向けた反差別の学級・仲間づくり」 

講 師：大里 耕守さん（南関町前教育長） 

参加者：18名 

 

【事業の成果と課題及び今後の方向性】 

人権教育の充実については、長洲町人権教育推進協議会で組織する「就学前教育部会」、「学校教育

部会」において、各種講演会や研修会、参加体験型の人権教育ワークショップや、幼稚園・保育所園

児、小中学校児童生徒を対象にした人権メッセージ作品展を開催した。また今年度は法務省人権活動

地方委託事業を活用し人権教育講演会を開催し、町民の学習機会の充実を図るとともに人権に対する

正しい知識と理解を深めることができた。 

なお、「部落差別の解消の推進に関する法律」（部落差別解消推進法）が平成２８年１２月１６日に

成立したことをふまえ、部落差別を解消する必要性に対する一人一人の理解を深めるために地域の実

態に応じた教育及び啓発に努める必要がある。 

  今後も引き続き児童生徒や保護者、地域住民などへ人権問題への理解・啓発の推進を進めるため、長

洲町人権教育推進協議会を中心として人権意識の高揚を図っていく。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）家庭教育の充実 

   教育の原点は家庭にあり、子どもが「夢」を持ち、「生きる力」をはぐくみ、子どもが生き生き

と輝くために家庭教育を支援する。「くまもと家庭教育１０か条」、「ながす家庭教育１０か条」、

「早寝早起き朝ごはん運動」を柱として、様々な機会を通して家庭の役割や家庭教育の重要性の

啓発に努める。また、家庭教育を充実させるために、くまもと「親の学び」プログラムを活用し

た講座を幼保小中学校等で実施し、家庭教育力の向上と充実に努める。 

 

 

２ 家庭教育 

「くまもと家庭教育支援条例」に「家庭は、教育の原点であり、全ての教育の出発点である。」

と示されている。家庭教育が子どもの教育の基本であることを自覚し、子どもは地域の宝として、

人間性豊かな子どもを育成する家庭教育を推進する。 
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■重点施策実績 

事業名等 内     容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

くまもと「親の学び」 

プログラム 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

六栄保育所 

家庭教育子

育て講座 

期 日：6月 16日（土） 
場 所：六栄保育所 
対象者：保護者、保育所職員 
内 容：「体験しましょう！Newスタート（乳幼児期）編 
講 師：教育委員会職員 
参加者：60名 

進行役養成

講座 

期 日：6月 20日(水) 
場 所：長洲町中央公民館 
対象者：教育委員会関係職員、小中学校教職員、幼稚園・保

育所職員、各ＰＴＡ役員 
内 容：プログラム体験（アイスブレイク、乳幼児期編） 
講 師：荒尾市生涯学習課職員、長洲町生涯学習課職員 
参加者：53名  

長洲こども

の海保育園 

家庭教育子

育て講座 

期 日：9月 1日（土） 
場 所：長洲こどもの海保育園 
対象者：保護者、職員、一般 
内 容：家庭教育プログラム 
講 師：県社会教育課職員 
参加者：33名 

清里小学校 

就学時健康

診断 

期 日：11月 7日（水） 
場 所：清里小学校 音楽室 
対象者：保護者 
内 容：入学前の心がまえ 
講 師：長洲小学校教頭 
参加者：24名 

腹赤小学校 

就学時健康

診断 

期 日：11月 14日（水） 
場 所：腹赤小学校 
対象者：保護者 
内 容：新 1年生保護者に向けて 
講 師：生涯学習課職員 
参加者：31名 

六栄小学校 

就学時健康

診断 

期 日：11月 15日（木） 
場 所：六栄小学校 体育館 
対象者：保護者 
内 容：新１年生保護者に向けて 
講 師：生涯学習課職員 
参加者：42名 

長洲小学校 

就学時健康

診断 

期 日：11月 22日（木） 
場 所：長洲小学校 
対象者：保護者 
内 容：新１年生保護者に向けて 
講 師：生涯学習課職員 
参加者：33名 

ひまわり幼

稚園 

期 日：12月 1日（土） 
場 所：ひまわり幼稚園 
対象者：保護者 
内 容：みんなでプログラムを体験 
講 師：教育委員会職員 
参加者：120名 

腹栄中学校

ＰＴＡ役員

会 

期 日：2月 8日（金） 
場 所：腹栄中学校 ミーティングルーム 
対象者：保護者 
内 容：サイコロトーク、ＳＮＳ関連 
講 師：生涯学習課職員 
参加者：32名 
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長洲町ＰＴＡ連合会 

家庭教育講演会 

期 日：11月 3日（土） 
場 所：長洲町中央公民館 
対象者：一般、幼稚園,保育所,学校,社会教育関係団体等    
内 容：「子育て」に関する講演会 
テーマ：「笑顔がいちばん」 
講 師：長船 なお美 氏 
参加者：76名 

 

 

 

 

家庭教育講演会 

（子育て講座） 

 

 

 

 

腹栄中学校 

期 日：6月 30日（土） 
場 所：腹栄中学校 体育館 
対象者：生徒及び保護者、社会教育関係団体、一般 
内 容：教育講演会 
テーマ：「食生活の自立をめざして～集中力アップと不調改

善の食事法～」 
講 師：本田 藍 氏（熊本県立大食育推進特任講師） 
参加者：228名 

長洲しおか

ぜこども園 

期 日：11 月 28日（水） 
場 所：長洲しおかぜこども園 多目的ホール 
対象者：保護者、社会教育関係団体、一般 
内 容：子育て講座 
テーマ：「愛着の絆～子どもは未来の宝～」 
講 師：田尻 由貴子 氏（慈恵病院 元看護部長） 

参加者：65名 

六栄小学校 

期 日：12月 14日（金） 
場 所：六栄小学校 体育館 
対象者：生徒及び保護者、社会教育関係団体、一般 
内 容：子育て講演会 
テーマ：「夢をあきらめない」 
講 師：大村 詠一 氏（元エアロビック競技日本代表） 
参加者：165名 

長洲中学校 

期 日：2月 15日（金） 
場 所：長洲中学校 体育館 
対象者：生徒及び保護者、社会教育関係団体、一般 
内 容：教育講演会 
テーマ：「科学が明かす!“健やかで楽しい学校”その鍵は？」 
講 師：渡邉 純子 氏（南九州大学健康栄養学部管理栄養学科 教授） 

    渡辺 満利子 氏（昭和大学 名誉教授、熊本県立大学 客員教授） 

参加者：163名 

清里小学校 

期 日：3月 1日（金） 
場 所：清里小学校 2 階ワークスペース 
対象者：生徒及び保護者、社会教育関係団体、一般 
内 容：教育講演会 
テーマ：「スマホ時代の大人が知っておきたいこと」 
講 師：戸田 俊文 氏（真和高等学校勤務 元熊本県公立校校長） 
参加者：100名 

腹赤小学校 

期 日：3月 3日（日） 
場 所：腹赤小学校 体育館 
対象者：生徒及び保護者、社会教育関係団体、一般 
内 容：教育講座 
テーマ：「クロスロード」 
講 師：德永 伸介 氏（NDF/消防士） 
参加者：329名 

 

【事業の成果と課題及び今後の方向性】 

家庭教育の充実については、町内幼稚園、保育所、小中学校の 7ヶ所において、保護者、教職員、地

域住民を対象に家庭教育講演会を開催した。授業参観時や懇談会時に併せ、保護者や児童生徒、また地

域へも呼びかけを行い、多くの参加が得られた。 

また、県推進事業であるくまもと「親の学び」プログラムについても、各市町に於いて指導者養成講

座を開催し、6月に荒尾・長洲ブロックで教職員、ＰＴＡ関係者、教育委員会職員約 53名を対象に講座
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を実施した。加えて、就学時健康診断やＰＴＡ役員会、学級懇談会などにＰＴＡ役員が自ら進行役とな

って実施するなど取り組みの充実を図った。今後も、保護者への学びの場や親子参加型の子育て講座の

開催等、家庭教育に関する学習機会を提供し、親が安心して家庭教育ができるよう家庭教育の充実を図

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）幼稚園・保育所における教育・保育の充実 

   就学前から小・中学校との連携カリキュラムを工夫・改善して、幼、保、小、中との連携を推進

する。また、今年度導入した「英語教育」の中で、楽しく英語を学び、指導者とスキンシップを図

りながら、コミュニケーションの育成に努める。 

さらに、遊びや読書活動を通して子どもたちの興味・関心・意欲を高め、「夢」と「生きる力」

を育む取り組みを推進する。 

 

■重点施策実績 

  子育て支援課において、町内保育所・幼稚園の英語教育、読書活動推進事業、運動教室委託事業を

実施。 

事業名等 内      容 

英語教育 

趣  旨 
 外国人を指導者に「遊び」を通して本場の英語を学ぶ。幼稚園・保育所（5
施設）を週 1回巡回し、0歳～5歳児までの幼児を対象に実施。 
 
・月曜日：長洲幼稚園（午前 9時～午後 2時） 
・火曜日：長洲保育所（午前 10時～午後 4時） 
・水曜日：六栄保育所（午前 10時～午後 4時） 
・木曜日：長洲こどもの海保育園（午前 10時～午後 4時） 
・金曜日：ひまわり幼稚園（午前 9時～午後 2時） 

 

 

（４）保護者の経済的負担の軽減 

   私立幼稚園に就園している幼児の保護者に対して入園料等の一部を助成し、保護者の経済的負担

の軽減を図ることで、幼稚園への就園を奨励し、幼児教育の振興を図る。 

 

 

３ 就学前教育 

  生涯にわたる人格形成の基礎を培う重要なものであり、家庭での教育を基本とし、幼稚園・

保育所とともに幼児の基本的な生活習慣や態度、豊かな感性などをはぐくみ、「夢」のある就学

前教育を充実する。また、就学前教育を推進するため幼稚園・保育所、小・中学校など関係機関

による連携を図る。さらに、保護者の経済的負担軽減に努め、幼児を健やかにはぐくむ教育を

推進する。 
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■重点施策実績 

事業名等 内      容 

幼稚園就園奨励費

補助金交付事業 

趣  旨 
・私立幼稚園に満 3 歳児～5 歳児が通園している家族に対し、入園料・保育
料を減免するための就園奨励費補助を行う。この制度は、各幼稚園が世帯
毎に入園料・保育料を減免した分について、国の基準に基づき長洲町から
各幼稚園に対して補助金を交付する制度である。 

                          (単位：名、千円） 

 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 

支給者数 １３４ １４３ ６ 

支給総額 ２０，１３７ ２１，６４７ ９６５ 

（うち国庫補助金） ６，０８９ ６，８８０ ３２１ 

 

【事業の成果と課題及び今後の方向性】 

  読書活動推進事業として、私立保育所、幼稚園を運営する２法人に対し、３０万円を上限に補助金の

交付を行った。今後も、引き続き幼児教育の振興を目的に、図書だけでなく映像資料等を用いた読書活

動の推進を行っていく。 

 幼稚園就園奨励費補助金交付事業については、保護者の所得状況に応じた経済的負担の軽減等を図

ることを目的とし実施している地方公共団体に対して、国が所要経費の一部を補助するものである。 

長洲町においては、国の基準に基づき補助単価増額を行い、平成 26年度から所得上限を撤廃して補

助対象を拡大するとともに、平成 29年度についても本来の目的通り、低所得世帯の保護者負担の軽減

を図ってきた。 

今後も、すべての園児に等しく支援が行われるよう環境整備を図るとともに、国の基準に基づいて、

支援を行っていく。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（５）確かな学力の育成 

   基礎的・基本的な知識・技能を習得するとともに、知識・技能を活用して課題解決に必要な思考力・判断

力・表現力などの育成及び主体的な学習に取り組む態度を養う教育を推進する。小・中学校の連携を強化

して、「徹底指導」「能動型学習」による「熊本型授業」の教育に努めるとともに、公開授業・研究

授業を実施し、教育の質を高める組織的な取り組みを充実する。小・中学校は、学習指導要領を踏ま

え、教科等の特質に応じた言語活動を指導計画に位置づけて知的活動及び感性や情緒の基盤となる

言語活動を充実する。 

４ 学校教育 

   児童生徒が「夢」を持ち、「生きる力」をはぐくむ教育を目指し、教育目標が達成されるよう

に学校生活を営む上で必要な規律を重んずるとともに、児童生徒が自ら進んで学習に取り組む

意欲を高める教育を充実する。主として、「確かな学力」の育成、「豊かな心」の育成、「健康・

体力」の向上を柱とし、知・徳・体の調和のとれた教育や食育、キャリア教育、環境教育、特別

支援教育等を進め、社会人としての基礎的な資質や能力をはぐくむ教育を推進する。 
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また、理数教育の充実、道徳教育の充実、体験活動の充実、外国語教育などの充実を図る。特に、

外国語教育は、今年度、教育課程の特例校の指定を受け、小学校全学年に外国人外部講師を配置し、

短時間学習と週 1 時限の週 2 時限を英語科授業として実施し、コミュニケーション能力と語学力の

向上を図る。中学校では、ネイティブ・スピーカーのＡＬＴ(外国語指導助手)を活用し、中学校英語

教育の充実に取り組む。 

さらに、全国学力・学習状況調査や熊本県学力調査などの評価問題や学習状況調査の適切な評価の

活用のもと、児童生徒一人ひとりに応じた学習活動の充実を図るなど、指導と評価の一体化を推進す

る。 

学校図書館では、計画的な図書の整備により、主体的学習活動と意欲的な読書活動を推進し、町図

書館と連携して「読書活動日本一運動」を推進する。 

学校外教育として、放課後、毎週 1 回 4 校区の地域公民館を会場に、高学年を対象として実施し

てきた「長洲寺子屋学習塾」を来年度から、学校の空き教室を利用し、低学年へ拡大し、基礎学力の

向上や学習習慣の定着化を図っていく。 

 

■重点施策実績 

事業名等 内      容 

学力向上対策 

【組織】 

 学力向上対策部会 

  ・目 的 学力向上対策の方向性検討、対策委員会の提案事項検討、教

職員の共通理解・実践、保護者や地域へ周知啓発などを行

う。 

  ・委 員 教育長、各小中学校校長及び学力向上担当者 

  ・開催日 8月 1日（水）、2月 4日（月） 

 学力向上対策委員会 

  ・目 的 学力向上対策のための具体的施策の協議、町内学力向上研

修会（夏期休業日の半日開催）の立案と運営 

  ・委 員 学力対策担当校校長、各小中学校学力充実担当者 

  ・開催日 7月 4日（水）、7月 18日（水）、10月 10日（水） 

三校連携授業研究会

（小中連携） 

校区 開催場所 開催日 

腹栄中学校校区 
（六栄小、腹赤小、腹栄中） 

腹栄中学校 9月 21日（金） 

長洲中学校校区 
（長洲小、清里小、長洲中） 

長洲中学校 10月 30日（火） 

 

 

 

 

読書活動機会の充実 

 

 

 

 

 

 

趣  旨 

・ミニボートピア長洲の長洲町環境整備協力費基金を活用し、毎年蔵書が

増え子どもたちが読書に興味を持つようになったことで、図書室の利用の

増加につながり、貸出冊数も増加している。また、夏休み期間も図書室を開

放し勉強したり図書を読んだり多くの利用があっている。 

学校名 
平成２９年度実績 平成３０年度実績 

貸出人数 貸出冊数 貸出人数 貸出冊数 

六栄小学校 2,471 33,020 2,848 45,217 

腹赤小学校 2,117 29,785 2,324 27,205 

長洲小学校 2,935 24,946 2,495 17,494 

清里小学校 1,092 11,292 1,039 9,373 

腹栄中学校 1,314 6,173 1,646 9,379 

長洲中学校 1,147 3,404 1,252 3,917 

合  計 11,076 108,620 11,604 112,585 
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読書活動機会の充実 

◆夏休み学校図書館利用実績   開放期間 7月 21日～8月 26日 

                利用者数：560 名、貸出冊数：771冊 

学校名 開放日数・時間 利用者数 貸出冊数 

六栄小学校 10 日 9時 30分～14時 児童：114人 286冊 

腹赤小学校 8日 10時～14時 児童：190人 227冊 

長洲小学校 8日 10時～14時 児童：35人 180冊 

清里小学校 8日 10時～14時 児童： 11人  67冊 

腹栄中学校 8日 8時 30分～13時 30分 生徒： 16人   7冊 

長洲中学校 10日 8時 30分～13時 30分 生徒：194人  4冊 

 

 

小学校「英語教育」 

 

 

 

趣  旨 
 平成 32年度から始まる小学校英語の教科化に先立ち、教育課程特例指定
を受け、英語科を全学年で実施する。小学校第 5～6学年は、各中学校に配
置している ALT（外国語指導助手）を配置し、学級担任とのチーム・ティー
チングを行う。また、平成 28年度より町内保育所・幼稚園において実施し
ている外国人講師による英語教育を滑らかに接続できるよう、小学校第 1
学年から第 4 学年の英語科の授業に外国人講師（NT：Native Teacher）を
配置した。 
内  容 

学年 時数 内容 

第 1学年 68 45分授業を週に１回、15分の短時
間授業を週に 3回実施 第 2～6学年 70 

 

 

長洲寺子屋学習塾 

 

趣  旨 
放課後に毎週 1 回、小学校の空き教室を会場に学習塾を開設し、児童の

基礎学力の向上と家庭学習の定着化を図る。 
・期 日：平成 30年 5月～平成 31年 3月（各小学校 35回） 
・曜 日：六栄小 金曜、腹赤小 木曜、長洲小 木曜、清里小 水曜 
・時 間：小学 1～3年生（低学年） 午後 3時 30分～午後 4時 30分 
     小学 4～6年生（高学年） 午後 4時 30分～午後 6時 30分 

・参加者：町内登録者数 198人 

 

（６）豊かな心の育成 

   夢と希望を持ち、公共の精神を尊び、社会の一員として主体的・創造的に生きていくための基盤

づくりを推進する。道徳教育を通して道徳的な心情、判断力、実践的意欲と態度などの道徳性を養

い、道徳的価値の自覚及び自己の生き方についての考えを深め、道徳的実践力を育成する。また、

家庭・学校・地域が連携して「あいさつ運動」を展開するとともに、自然体験活動、ボランティア

活動等に取り組み、感謝の心、郷土を愛する心を育み、「夢」を持って生きていく基盤づくりを推

進する。特に、「夢の教室」を小学校5年生と中学校2年生に実施し、「夢」を持つことの大切さや

フェアプレー精神、仲間と協力することの大切さなど、教育活動を通して心の教育の充実を図る。 

不登校や問題行動の未然防止と解消に向けては、県派遣のスクールカウンセラー、スクールソー

シャルワーカーを始め、NPO法人へ委託し、常時、心理士2名を派遣する適正就学相談事業を継続

し、児童生徒、保護者のほか教職員を含め、切れ目ない相談体制と適切な対応に取り組む。 

さらに、心の教室相談委員、児童生徒自立支援員及び関係団体との連携によってカウンセリング

を行い、専門機関や医療機関等へつなげるなど専門家と連携し、児童生徒が安心して授業を受ける

ことができる学校づくりを推進する。 

いじめ問題への取り組みは、町いじめ防止条例に伴い、学校・家庭・地域が連携し、いじめの早

期発見、早期対応を図るとともに、「長洲町心のきずなを深める」全体構想のもと、各小中学校の

いじめ防止基本方針に基づき、教育活動全体の中で、いじめを許さない学校づくりを推進する。 

   また、児童を対象に夏休み・冬休み期間中、学習をはじめ海や山、文化など地域特有の資源をテ

ーマにした「長洲ふるさと塾」を開催し、地域全体で子どもを健やかに育てる環境を整備する。 
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■重点施策実績 

事業名等 内      容 

夢の教室 

趣  旨 
・現役の Jリーグ選手やなでしこリーグの選手、その OB／OGなどのサッカー関
係者、および他種目の現役選手、OB／OGが、「夢先生」として、自らの体験を
もとに「夢を持つことの大切さ」、「仲間と協力することの大切さ」などを講義
と実技を通じて子どもたちに伝えていく教室である。 

実施対象 
・小学校・５年生  ・中学校・２年生 

学校名 実施日 講  師 内容 
清里小学校 11月 5 日 山内祐一（サッカー） 

・各学校とも

90分間 

・体育館及び

教室で実施 

長洲中学校 11月 6 日 長本大将（フットサル） 
六栄小学校 11月 7 日 藤岡菜穂子（ボクシング） 
腹赤小学校 11月 7 日 藤岡菜穂子（ボクシング） 
長洲小学校 11月 8 日 岡田麻央（ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ） 
腹栄中学校 11月 9 日 戸川健太（サッカー） 

長洲ふるさと塾 

◆「六栄校区」 
【夏休み期間中】 
 ・期 日：7月 26日(木)・27日(金) 

8月 1日(水)・2日(木)・3日(金)・6日(月)・8日(水)・9日(木) 
【冬休み期間中】 
 ・期 日：12月 26日(水)・27日（木） 
 〇場 所：六栄小学校空き教室 
 〇対象者：六栄小学校児童 
 〇内 容：「習字」「科学遊び」「料理」「ものづくり」「紙すき体験」「凧・クリ

スマスリース作り」 
 〇参加者：235名（延べ人数） 
◆「腹赤校区」 
【夏休み期間中】 
 ・期 日：7月 25日(水)・27日(金)・30日(月)・31日(火) 

8月 7日(火)・8日(水)・ 9日(木)・10日(金) 
【冬休み期間中】 
 ・期 日：12月 25日(火)・27日(木) 
 〇場 所：腹赤小学校空き教室 
 〇対象者：腹赤小学校児童 
 〇内 容：「習字」「ものづくり」「料理」「昔遊び」「紙すき体験」「パステルア

ート」「お正月料理」「金魚しめ縄作り」 
 〇参加者：267名（延べ人数） 
◆「長洲校区」 
【夏休み期間中】 
 ・期 日：7月 26日(木)・27日(金)・30日(月)・31日(火) 

8月 2日(木)・3日(金)・7日(火)・8日(水) 
【冬休み期間中】 
 ・期 日：12月 25日(火)・27日(木) 
 〇場 所：長洲小学校空き教室 
 〇対象者：長洲小学校児童 
 〇内 容：「クラフト講座」「ものづくり」「昔遊び」「科学遊び」「料理」 
      「紙すき体験」「音あそび」「ものづくり」「クリスマスクッキング」

「万華鏡作り」 
 〇参加者：280名（延べ人数） 
◆「清里校区」 
【夏休み期間中】 
 ・期 日：7月 27日(金)・30日(月)・31日(火) 

8月 1日(水)・3日(金)・8日(水)・9日(木)・10日（金） 
【冬休み期間中】 
 ・期 日：12月 25日(月)・27日(水)・28日(木) 
 〇場 所：清里小学校空き教室 
 〇対象者：清里小学校児童 
 〇内 容：「入浴剤作り」「昔遊び」「ものづくり」「科学あそび」「紙すき体験」 
     「料理」「習字」「パステルアート」「金魚しめ縄作り」「茶道」 
 〇参加者：121名（延べ人数） 



 17 

 

（７）健康・体力の向上 

   心身の発達の段階にある児童生徒に教育や体験を通じて健康・体力づくりの基礎的な素養が培わ

れるように取り組む。｢早寝・早起き・朝ごはん運動」を積極的に推進し、児童生徒がきちんとし

た生活リズムを築くことができるように家庭と学校が協力して取り組んでいけるように支援する。

また、「８０２０運動」に示されるように、学校での歯・口の健康づくりは、継続して全小・中学

校でフッ化物洗口を実施する。学校における歯・口の健康づくりは、家庭及び地域の関係機関と連

携を図り、学校の教育活動全体を通じて実施する。さらに、健康増進法に規定された受動喫煙の防

止については、学校敷地内全面禁煙を実施することにより受動喫煙を防止し、喫煙防止教育を推進

する。体力づくりについては、体育・保健体育学習の充実を図るとともに体力テストの結果を生か

し教育活動全体を通じて児童生徒の健康・体力の向上に努める。長洲町学童水泳記録会や陸上記録

会を実施し、様々な運動の機会を通して体力づくりを推進する。 

 

■重点施策実績 

事業名等 内      容 

小・中学校フッ化物洗

口事業 

趣  旨 

むし歯の未然防止と強い歯づくりのため、希望する児童生徒を対象に全小

中学校で実施した。 

（平成 25年度～：清里小学校、平成 26年度～：全小中学校、平成 27年

11月～腹栄・長洲中学校） 

フッ化物洗口実施 

・六栄小学校 毎週金曜 10時 30分～（234人中 196人実施、実施率 87.8％） 

・腹赤小学校 毎週水曜 8時 25分～（184人中 168人実施、実施率 91.3％） 

・長洲小学校 毎週金曜 8時 25分～（231人中 204人実施、実施率 88.3％） 

・清里小学校 毎週火曜 10時 45分～（91人中 88人実施、実施率 96.7％） 

・腹栄中学校 毎週木曜 8時 15分～（184人中 123人実施、実施率 66.9％） 

・長洲中学校 毎週火曜 8時 15分～（166人中 117人実施、実施率 70.5％） 

長洲町学童水泳記録会 

 

長洲町学童陸上記録会 

趣  旨 

・町内児童の水泳・陸上能力の向上をめざすとともに、児童相互の親睦を

深める。 

水泳記録会（5・6年生） 

・日時：7月 23日（火） 

・場所：長洲町総合スポーツセンター室内温水プール 

陸上記録会 

・日時：10月 25日（金） 

・場所：長洲町総合スポーツセンターグラウンド 

中学校体育活動 

趣  旨 

・中学校教育の一環として、中学生に広く各競技の実践の機会を与え、技

能の向上とアマチュアスポーツ精神の高揚を図り、ねばり強く最後まで

やりとげる力、失敗をバネにしてさらに飛躍する力、互いに協力し合っ

て友情を深める力など、豊かでたくましい人間力を培う場であり心身と

もに健康な中学校生徒を育成するとともに、相互の親睦を図る。 

大  会 

・熊本県郡市中体連大会 6月 23日（土）・24 日（日） 

9月 29日（土）・【駅伝】10月 17日（水） 

・熊本県中体連大会   7月 21日（土）・22 日（日）・23日（月） 
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（８）食育の推進 

   食育基本法において「子どもたちが豊かな人間性を育み、生きる力を身につけていくには、何よ

りも『食』が重要である。」と示されている。児童生徒が食の重要性を認識し、健やかにはぐくむ

ための知識と実践的な態度を身に付けさせ、望ましい食習慣の確立を図る。また、食物アレルギー

を有する児童生徒を把握するために就学時健康診断、新入児保護者説明会、幼保小中連絡会等で保

護者から食物アレルギーに対する情報等を聞き取り学校内でその情報を共有する。学校現場での教

職員の役割等も明確にし校内で共通理解を図っていくとともに積極的に連携協力していく。 

 

（９）キャリア教育の推進 

  児童生徒が「生きる力」を身に付け、社会人・職業人として自立していくことができるように、

すべての教育活動を通して自立の基礎、勤労観、職業観をはぐくむ教育を推進する。 

 

■重点施策実績 

事業名等 内      容 

職場体験学習 

趣  旨 
・生徒が職場を訪問し、働く人たちから話を伺い、実際に仕事を体験する
ことにより、職業の世界や望ましい職業観・勤労観についての理解を深
める。 

・職業人・社会人として１の生き方を学ぶことにより、健全な基本的生活
習慣や態度を身につける。 

・将来の生活への視野を広め、自分の生き方を考えることによって、進路
実現への意欲を高める。 

 
実施対象 
・各中学校・２学年の生徒 

学校名 対象者 実施時期 

腹栄中学校 53名 
7月 12～13日（2日間） 
（小売店、サービス業、行政、
福祉関連） 

長洲中学校 48名 
9月 5～7日（3日間） 
（小売店、サービス業、行政、
福祉関連） 

事後指導 
・各自お礼状を書き、担当職員が各事業所に届けた。 

 

 

（１０）環境教育の推進 

 教科等の特質に応じ、環境に関する学習の充実を図るとともに身近な大規模太陽光発電施設に

対する関心と理解を深め、環境問題の解決にかかわる実践的な態度や能力の育成に努める。ま

た、公害について学ぶ小学５年生に対し、「水俣に学ぶ肥後っ子教室」において環境問題の解決に

かかわる態度や能力を育成する。 
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■重点施策実績 

事業名等 内      容 

水俣に学ぶ 

肥後っ子教室 

学校名 実施日 参加数 訪 問 施 設 等 

六栄小学校 7月 4～6日 35名 

国立水俣病情報センター 

水俣市立水俣病資料館 

県環境センター 

腹赤小学校 7月 4～6日 33名 

国立水俣病情報センター 

水俣市立水俣病資料館 

県環境センター 

長洲小学校 7月 8～10日 49名 
水俣市立水俣病資料館 

県環境センター 

清里小学校 7月 8～10日 11名 
水俣市立水俣病資料館 

県環境センター 

 

（１１）特別支援教育の充実 

    児童生徒の可能性を最大限に伸ばすことを目指し、特別支援教育支援員等を小・中学校に配置

する。児童生徒一人ひとりが教育的ニーズに応じて学習内容を習得し、児童生徒の持てる力を高

めるために、具体的な指導と支援を行う。 

 

■重点施策実績                            （H31.3月末現在） 

 

（１２）開かれた学校づくりの推進 

   学校が自己評価及び学校関係者評価の実施とそれらの結果の公表・説明等により、適切に説明

責任を果たすとともに学校評価の活用を図る。また、保護者・地域住民からの理解と参画を得

て、学校・家庭・地域の連携を強化し、学校公開日の実施や学校だより、学校ホームページの公

表等を通じて、開かれた信頼される学校づくりを推進する。 

   また、全校にコミュニティ・スクールの正式導入を目指し、国の補助を受けながら、平成31年

度に長洲・清里小学校、平成32年度に六栄・腹赤小学校、平成33年度に腹栄・長洲中学校に学校

運営協議会を設置し、地域とともにある学校づくりを推進する。 

 

■重点施策実績 

事業名等 内     容 

学校評価の実施 
各学校において学校評価アンケートを実施し、その結果をもとに学校に
対する成果と課題両面から意見等を聴取し学校教育活動に反映する。ま
たその結果を各学校ホームページ等で公表する。 

特別支援教育支援

員等の配置 

六栄小学校 ２名 清里小学校 ２名 

腹赤小学校 ２名 腹栄中学校 ２名 

長洲小学校 １名 長洲中学校 １名 
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コミュニティ・スクール

推進体制構築事業 

長洲小学校コミュニティ・スクール推進委員会の設置 

 第 1回 7月 4日（水）ボランティア活動の在り方について 

 第 2回 10月 2日（火） 長洲小 CS推進委員会主催事業について 

 第 3回 2月 27日（水） CS規約、組織及び活動内容について 

 委員長：北野 誠司 

 委員：地域代表、保護者代表、学識経験者、学校長 計 11名 

清里小学校コミュニティ・スクール推進委員会の設置 

 第 1回 6月 6日（木） CS全体構想とその実働組織について 

 第 2回 9月 26日（水）  CS目標、組織及び活動内容について 

 第 3回 2月 12日（火） CS目標、組織及び活動内容について 

 委員長：土山 和治  

 委員：地域代表、保護者代表、学識経験者、学校長 計 11名 

腹赤小学校コミュニティ・スクール推進委員会の設置 

 第 1回 6月 13日（水） 腹赤小子ども達のイメージは？ 

 第 2回 9月 28日（金） 腹赤小校区の地域連携活動の現状と今後 

 第 3回 2月 21日（木） 地域・学校・保護者の連携協働活動 

 委員長：廣岡 奈菜 

 委員：地域代表、保護者代表、学識経験者、学校長 計 10名 

六栄小学校コミュニティ・スクール推進委員会の設置 

 第 1回 7月 11日（水） こんな子供に育ってほしい① 

 第 2回 9月 28日（金） こんな子供に育ってほしい② 

 第 3回 2月 21日（木） 校区内におけるアンケートの実施について 

 委員長：村島 佳行  

 委員：地域代表、保護者代表、学識経験者、学校長 計 11名 

推進委員への研修 

  8月 28日（木）15：00～ 

  長洲町コミュニティ・スクール推進委員合同研修会 

  「町 CSの目指す姿とアプローチについて」 

  講師：熊本大学教職大学院 太田恭司 先生 

  対象：全長洲町コミュニティ・スクール推進委員 

  10月 9日（火）15：00～ 

  長洲町コミュニティ・スクール教職員向け合同研修会 

  「町 CSの目指す姿と学校の役割」について 

  講師：熊本大学教職大学院 太田恭司 先生 

  対象：長洲町学校教職員 

11月 14日（水） 

  第 2回「地域と学校の連携・協働」関係者等研修会 

  参加者：CS推進委員、長洲町 CSディレクター 

長洲町教育委員会担当職員 

  2月 5日（火）13：40～ 

  荒尾第一小学校学校運営協議会視察研修 

  参加者：長洲町コミュニティ・スクール推進委員 
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（１３）教育環境の充実 

教育関係者の研修については、教育の使命を自覚し、絶えず研究と修養に励み、互いに連携・協力

して職責の遂行に努める。 

学校施設については、児童生徒の学習や生活の場として安全性の確保は重要であり、校舎・体育館など

の安全点検を積極的に行う。 

また、校舎内トイレの洋式整備率を平成36年度までに50％以上の整備を目標に、毎年度、各小中

学校で1器、洋式トイレの改修工事を行っていく。 

昨年度の普通教室に引き続き、今年度も国の補助を受けて、特別支援教室と保健室に地中熱換気

システムを導入したことで、全校児童の学級において体調管理の向上と快適な学習環境の整備が図

られた。今後は、機器等の適切な維持管理に努め、効果を検証していく。 

児童生徒の安全確保については、小中学校において児童・生徒の安全意識を高める指導を行う。

通学路の安全を確保する取り組みを進め、安全ボランティアの方々との連携を深める。  

さらに、「こども１１０番の家」など地域ぐるみで登下校時の見守り活動を推進し、児童生徒の

安全確保に努める。 

また、火災・台風・大雨・洪水・地震・津波等対策は、学校、関係機関等と連携して避難訓練な

どを行って対応する。さらに、学校施設・設備における棚・テレビ等の非構造物転倒の耐震対策を

実施し、学習や生活の場の安全を図る。 

就学援助は、経済的理由により就学が困難と認められる児童生徒の保護者に対し、教育に係る費

用の一部を援助する。 

学校教育推進員は、読書活動の充実、学校給食の安全、学校業務などに対応し、学校教育を推進

する。 
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■重点施策実績                               （300千円以上） 

事業名等 内      容 

 

 

 

 

 

就学援助 

 

 

 

 

 

 

 

趣  旨 

・学校教育法等の関係法令及び長洲町就学援助要綱に基づき、就学困難な児

童生徒の保護者を対象に学用品費、学校給食費、医療費等を支給した。 

 また、新入学生の児童生徒の対象者に、前倒し支給を行った。 

 

・就学援助（要保護・準要保護）           (単位：人・千円) 

区  分 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 

支 給 者 数 １１３ ９２ １１４ 

支 給 総 額 ８，７３０ ７，８７９ ９,２６０ 

（うち国庫補助金） 

要保護分 
５７ ５７ ７４ 

・特別支援就学奨励費                (単位：人・千円） 

区  分 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 

支 給 者 数 １６ １５ ２０ 

支 給 総 額 ４９０ ５７１ ７７３ 

（うち国庫補助金） ２４５ ２８５ ３８６ 

 

 

 

（１４）学校・家庭・地域等の連携協力 

   国・県の推進事業である「地域学校協働活動推進事業」において「放課後子供教室」並びに「地

域教育コーディネーター育成・活用事業(学校支援地域本部事業)」に取り組んだ。また、学校・家

庭・地域がそれぞれの役割を担いながら互いの教育力を高めるとともに地域と共に創る「熊本版コ

ミュニティ・スクール」を導入して、「開かれた学校づくり」に努め、学校・家庭・地域が一体とな

ってよりよい教育の実現を目指した。学校が保護者や地域住民の信頼に応えていくために教育の目

標や活動について説明や評価を行い、その結果の公表に努め意見やニーズを学校運営に反映する。 
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■重点施策実績 

事業名等 内      容 

放課後子供教室 

運営委員会の設置（長洲町地域学校協働活動運営委員会） 

期日：（第１回）5月 17日（木）  （第 2回）3月 8日（金） 

構成委員：教育長、各小中学校長、社教委員代表、校区公民館長代表、各小

中学校ＰＴＡ代表、子ども会連合会代表、青少年育成町民会議代

表、主任児童委員代表、ながす地域活動代表   計 19名 

統括コーディネーターの配置 

・六栄小学校：堀本 美由紀  ・腹赤小学校：田中 伏美 

 ・長洲小学校：増村 公子   ・清里小学校：田成 香代 

六栄小学校放課後子供教室「けやきっずフレンズ」 

期日：5月 21日（月）～3月 1日（金） 

毎週月・水・金曜日 午後 3時 30分～午後 5時 30分 計 88回 

   高学年（4年～6年生）の寺子屋学習塾のみ午後 6時 30分まで 

スタッフ：統括コーディネーター１名、教育活動サポーター3名 

参加児童：59名 

腹赤小学校放課後子供教室「むくの木フレンズ」 

期日：5月 30日（木）～3月 6日（金） 

毎週月・火・木曜日 午後 3時 30分～午後 5時 30分 計 91回 

   高学年（4年～6年生）の寺子屋学習塾のみ午後 6時 30分まで 

スタッフ：統括コーディネーター１名、教育活動サポーター3名 

 参加児童：42名 

長洲小学校放課後子供教室「きんぎょフレンズ」 

期日：5月 21日（月）～2月 28日（木） 

毎週月・水・木曜日 午後 3時 30分～午後 5時 30分 計 86回 

   高学年（4年～6年生）の寺子屋学習塾のみ午後 6時 30分まで 

スタッフ：統括コーディネーター１名、教育活動サポーター5名 

 参加児童：61名 

清里小学校放課後子供教室「ぽかぽかフレンズ」 

期日：5月 21日（月）～2月 27日（水） 

毎週月・水・金曜日 午後 3時 30分～午後 5時 30分 計 85回 

   高学年（4年～6年生）の寺子屋学習塾のみ午後 6時 30分まで 

スタッフ：統括コーディネーター１名、教育活動サポーター3名 

 参加児童：46名 

 

地域教育コーディ

ネーター育成・活用

事業 

（学校支援地域本部事業） 

 

運営委員会の設置（長洲町地域学校協働活動運営委員会） 

期日：（第１回）5月 17日（木）  （第 2回）3月 8日（金） 

構成委員：教育長、各小中学校長、社教委員代表、校区公民館長代表、各小

中学校ＰＴＡ代表、子ども会連合会代表、青少年育成町民会議代

表、主任児童委員代表、ながす地域活動代表   計 19名 

地域コーディネーターの配置 

・腹栄中学校区：堀本 美由紀     ・長洲中学校区：田成 香代 
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支援実施状況（3月末現在） 

≪腹栄校区≫ 

実施回数 92回  ボランティア参加者：383名（延べ人数） 

≪長洲校区≫ 

実施回数 63回  ボランティア参加者：223名（延べ人数） 

≪主な活動≫ 

学習支援活動：外国語活動支援、学力充実タイム（採点丸付け）、町特産・

郷土料理・地域の伝統文化学習、福祉教育（点字、手話、車

イス）、合唱指導、調理実習補助、ミシン指導、保育実習等 

クラブ活動指導：パッチワーク、押絵、クラフトバッグづくり、 

グラウンドゴルフ等 

環境整備：菊苗寄贈、花壇整備、花苗植え、プール清掃 

学校行事：学級懇談会時安全見守り、職場体験学習事業所依頼 

 

【事業の成果と課題及び今後の方向性】 

  確かな学力の育成については、全国学力・学習状況調査（毎年４月）や熊本県学力調査（毎年 12月）、

標準学力調査（小学校：2 月、中学校 4月）の結果を踏まえ、教職員の共通理解・共通実践などを検討

するため学力向上対策部会を年数回開催し、小中連携を見通した学力向上に関する具体的取組や公開授

業等を通して情報交換ができた。 

  今後も、全ての教科において、全国及び県学力調査結果の平均を上回ることを目標に、授業の改善を

はじめ、朝自習や放課後を利用した補習や昼休み、夏休みを利用した個別指導等の取り組みにより学力

の向上を図っていく。 

  さらに、学校外教育では、小学校高学年を対象として、基礎学力の向上及び家庭学習の定着化を目的

に全小学校区で実施している「長洲寺子屋学習塾」を平成 30 年度には、小学校低学年まで拡大し、学

力の底上げに取り組んでいる。 

 

  中学校では、ＡＬＴを活用した外国語活動・英語科授業の取り組みにより、児童・生徒はネイティブ

スピーカーによる生きた英語によるコミュニケーション活動を通して、人と関わることの楽しさや、コ

ミュニケーション能力の育成を図ることができた。 

また、小学校においては、国の「教育課程の特例校」の指定を受け、全学年において、英語科を新設

し、週 3 回 15 分間の短時間学習（モジュール学習）と週 1 回の英語科授業を実施し、英語を通じて、

言語や国際文化に体験的に理解を深めると伴に、コミュニケーション能力の向上に取り組むことができ

た。来年度は、さらに、英語科の授業の充実を図り、民間のノウハウを活用して、ステップアップを図

っていく。 

 

  豊かな心の育成については、「夢の教室」で講師の授業を通して「夢を持つことの大切さ」を学び、

活動を通じて「仲間と協力することの大切さ」を伝えることができた。また、この「夢の教室」は中学

２年生と小学５年生を対象に実施している、中学 2 年生は、小学 5 年生で受けた感動と違い、中学生

ではより身近な夢として人生の目標を考える機会となった。 

今後も、この事業は継続の要望が強く、引き続き継続して実施する。さらに、小中学校では道徳教育

を通して道徳的な心情、判断力、実践的意欲と態度などの道徳性向上の育成を行うとともに、教育現場

で問題化している「いじめ」についても、道徳教育等さまざまな機会を通じて、「いじめ」が起こる前

に学校全体で取り組んだ。性教育では発達段階に沿った時期と内容で実施し、保護者や地域の理解を得

ながら学校全体の共通理解を図って性教育の取り組みを行っている。 
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  平成 27 年度から開始した「長洲ふるさと塾」では、昨年度に引き続き、4 校区の地域公民館を会場

に、夏休み、冬休み中に 1校区、8～10回開催し、地域の指導者による児童の交流や自然や、文化、地

域資源を中心に様々な体験活動が実施できた。今後も、地域が主体となって子どもを育てる体制づくり

を目指して行きたい。 

 

 健康・体力の向上については、近年の社会環境や生活様式の急激な変化は、児童生徒の心身の健康に

さまざまな影響を及ぼし、運動に興味や関心を持ち積極的に取り組む児童生徒とそうでない児童生徒の

二極化傾向、体力の低下、食生活の乱れや肥満化傾向の増加等の問題が生じている。こうした現代的課

題に対して、学校における体育・健康に関する指導は、児童・生徒の発達段階を考慮して、学校の教育

活動全体を通じて適切に行ってきた。その取り組みの成果の一つとして、長洲町学童の水泳・陸上記録

会、中体連等では児童生徒の練習の成果が発揮できた。さらに、児童・生徒の健康・体力の増進を図る

ために、学校・家庭・地域と連携・協力して食生活の改善と体力の向上に努めていく。 

 学校での歯・口の健康づくりでは、フッ化物洗口を全小中学校で毎週１回実施し、児童生徒のむし歯

予防、強い歯づくりに取り組んだ。 

 

  食育の推進については、学校における食育の生きた教材となる学校給食の充実を図るため、委託先の

荒尾市と協力しながら、より一層の地場産物や米飯給食等の充実を進めていくとともに、食物アレルギ

ー等を有する児童生徒に対しては校長、学級担任、養護教諭、栄養士等による指導体制を整備し、保護

者や主治医との連携を図り、可能な限り児童生徒の状況に応じた対応に努める。 

  また、県の食育研究校の指定を受け、長洲中学校では、「お弁当コンテスト」や栄養士等による講話

など、生徒の食に関する意識を高める活動を実施した。 

 

  キャリア教育の推進については、自分自身の将来を現実的に考える機会として、中学 2 年生が職場

を訪問し、働く人たちの姿を直接見聞きし、実際に仕事を体験することにより、職業の世界や望ましい

職業観・勤労観についての理解を深めることを目的として「職場体験学習」を毎年実施している。また、

長洲町企業等連絡会議と連携し、小学 5年生を対象に「長洲ふるさと学習」を実施し、地元企業の施設

見学学習をはじめ、町内企業、産業について学習機会の推進を図ることができた。 

 

  環境教育の推進については、公害の原点である水俣病を通して学んだ教訓を生かす視点から、社会科

で公害について学ぶ小学 5 年生を対象に水俣への現地訪問を実施し、水俣病資料館や水俣病情報セン

ターなどでの体験を通して水俣病についての正しい理解を図るとともに、環境モデル都市として公害

被害から環境再生へと立ち上がる水俣の姿を間近に体感させることで、環境保全や環境問題の解決に

意欲的に関わろうとする態度や能力を育成し、「環境立県くまもと」の担い手の育成を図る。 

 

 特別支援教育の充実については、小中学校で個別の支援を必要とする児童生徒の学校生活へのより

よい適応を図るため、特別支援教育支援員を 10 名配置できたことにより、きめ細やかな指導を行うこ

とができ、学校運営の安定化を図ることができた。今後も、県派遣のスクールカウンセラー・スクール

ソーシャルワーカーと連携し、学校の実態に応じて適切に対応していきたい。 

 

  学校評価の活用については、学校運営の組織的・継続的な改善により、家庭や地域と連携した質の高

い学校教育を実現するため、自己評価及び学校関係者評価など、学校評価の充実を図る。また、学校評

価の結果を踏まえ、校長が学校経営でリーダーシップを発揮し、適切にマネジメントを行うことができ

るよう、必要な支援を行う。 
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 教育環境の充実については、経年劣化などによる各校舎や体育館、運動場等の修繕、改修工事を行い、

児童生徒が安全・安心して学ぶことができるよう施設の整備に努めた。 

 また、エアコンの電気料の抑制と児童生徒の体調管理を図るため、環境省の補助を受け、全小中学校

の普通教室及び保健室に地中熱を利用した換気システムを導入しており、稼働状況や保守点検など適切

な維持管理に努めていく。 

 

 防災・防犯教育については、平成 27 年度に文部科学省の「防災・防犯教育総合支援事業」の指定を

受けて整備した、長洲小学校、清里小学校、長洲中学校では緊急地震速報受信システムを活用して、学

校と地域が連携した津波の避難訓練を実施できた。昨年度の熊本地震での課題を踏まえ、各学校におい

て、今後も地域と連携した訓練を継続して実施していきたい。 

防犯教育については、全小中学校に設置している防犯カメラを有効に活用し、不審者の早期発見、早

期解決に繋がるよう防犯訓練を実施し、警察や関係機関と連携を図りながら、防犯教育に努めていく。 

 

  就学援助制度としては、経済的理由による児童生徒が安心して学校生活が送れるため、対象となる児

童生徒の保護者に対して経済的支援を行った。 

さらに、平成 30年度からは、小中学校の新 1年生を対象に、学用品費を入学前に前倒して支給を行

うなど、対象となる児童生徒の保護者に対し支援を行うことができた。 

 今後も、支援を必要とする保護者に寄り添いながら、きめ細やかな対応に努めていく。 

 

 学校の読書活動の充実、学校給食の安全等、学校教育を推進するために、学校教育推進員を 3名配置

した。特に、学校図書については、「読書活動機会の充実」の推進を図るため、町図書館司書と連携し、

配本事業の取り組みを行っている。また、町図書館システムの整備に併せて、長洲町図書館のホームペ

ージ更新など、図書館情報の拡充を図っていく。 

 

  学校を核とした地域教育力強化プランについては、今年度、「放課後子ども教室」と「学童保育」を

一体型として、週 3回実施し、地域からの協力や各種団体の支援を受けながら、学習、スポーツ、もの

づくりといった充実した活動が実施できた。 

  今後も、児童生徒、保護者など利用者のニーズを把握しながら、課題改善を図っていきたい。 

 

地域教育コーディネーター育成・活用事業において、多くの地域ボランティアの協力・支援により、

外国語活動支援をはじめ、学力充実タイム（採点丸付け）など年間を通じて定期的に実施し、地域人材

が学校を支援する仕組みが定着してきた。そのほか、町特産・郷土料理・地域の伝統文化学習、福祉教

育（点字・手話・車いす）など特色ある分野も多くの地域ボランティアの協力・支援をいただき、子ど

もたちが地域とふれ合う機会が増え、子どもの地域に対する理解やボランティアへの関心が高まった。 

来年度も継続して様々な分野で活動支援を展開していくとともに、地域の協力を得ながら事業の推

進に努める。 
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（１５）生涯学習の推進 

    私たちを取り巻く社会環境は大きく変化し、価値観の多様化や社会の成熟化など、こうした時代

を生きる私たちにとって、生涯を通じて“学ぶ”ことはますます重要になってきている。今後も、

社会教育関係団体等と連携し、学習環境の整備充実に努め、生涯学習の推進を図る。 

 

■重点施策実績 

事業名等 内     容 

 

社会教育委員会議の開催 

 

第 1回 期 日：6月 27日（水） 

    内 容：平成 30年度生涯学習課の取組みについて 

平成 30 年度荒尾玉名地区社会教育委員連絡協議

会について 

第 2回 期 日：11 月 14日（水） 

    内 容：平成 29年度生涯学習課（上半期）の取組状況につ

いて 

        長洲町スポーツ推進計画について 

第 3回 期 日：3月 6日（水） 

    内 容：平成 30年度生涯学習課の取組みについて 

        平成 31年度生涯学習課予算（案）について 

 

 

（１６）公民館活動の充実 

    中央公民館・校区公民館及び自治公民館を生涯学習の拠点として、学習の場と機会を提供すると

ともに、住民から愛され、親しまれ、人が集う公民館活動を推進する。 

 

 ■重点施策実績 

事業名等 内      容 

公民館運営審議会の開催 

第 1回 期 日：7月 4日（水） 

    内 容：委嘱状交付 

H30 年度公民館・校区公民館事業について 

H30 年度公民館・校区公民館予算について 

第 2回 期 日：3月 26日（火） 

    内 容：H30年度公民館事業の実績報告について 

        H30年度公民館事業の予算執行状況について 

        H31年度公民館事業計画（案）について 

        H31年度公民館事業予算(案)について 

※いずれも校区公民館長会議と合同開催 

５ 社会教育 

  町民の皆さんが「夢」を持ち、心豊かな人生を送ることができるように学習する機会及び情

報の提供に努める。また，歴史や伝統を大切にし、文化の振興に努め、芸術・文化活動が活発

に行われるように支援する。さらに、生涯スポーツの推進を図るとともに、スポーツ環境の整

備を推進する。 
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校区公民館事業 

六栄校区 

・ビーチボールバレー大会  

 期 日：11月 18日（日） 

 場 所：六栄小学校 体育館 

 参加者：7チーム（4行政区） 37名 

・グラウンドゴルフ大会 ※腹赤校区と同日開催 

 期 日：2月 3日（日） 

 場 所：六栄小学校運動場 

 参加者：20チーム（10行政区）：雨天中止 

腹赤校区 

・グラウンドゴルフ大会 ※六栄校区と同日開催 

 期 日：2月 3日（日） 

 場 所：総合スポーツセンター 

 参加者：26チーム（5行政区） 37名：雨天中止 

長洲校区 

・ビーチボールバレー大会 ※清里校区公民館と合同開催 

期 日：9月 2日（日） 

場 所：総合スポーツセンター 

参加者：9チーム（6行政区） 56名 

・グラウンドゴルフ大会 

 期 日：2月 17日（日）  

 場 所：長洲小学校運動場 

 参加者：21チーム（13行政区） 129名 

清里校区 

・ビーチボールバレー大会 ※長洲校区公民館と合同開催 

期 日：9月 2日（日） 

場 所：総合スポーツセンター 

参加者：4チーム（2行政区） 23名 

・グラウンドゴルフ大会 

期 日：9月 27日（木） 

場 所：建浜農村公園 

参加者：41名 

・自主防災訓練 

 期 日：11月 4日（日） 

 場 所：清里小学校体育館 

 参加者：約 80名 

・ゴミ拾いウォーキング 

 期 日：12月 2日（日） 

 場 所：清里小学校運動場 

 参加者：約 80名 

 

 

 

 

 

中央公民館講座 

 

 

 

 

 

 

 

●「楽しく学ぼう！まちと人がつながる自分みがき講座」 ※全 13 回開
催 

 
■中央公民館講座参加者（延べ人数）：304名 

 
第１回：「苔玉づくり講座」 
日 時：4月 22日（日）午後 1時～午後 2時 30分 
参加者：30名 
講 師：徳永 由美子 氏（樹心園） 
 
第２回：「フレグランスフラワーアレンジメント講座」 
日 時：6月 16日（土）午後 1時 30分～午後 3時 
参加者：12名 
講 師：宮野 幸子 氏（ふろーりすとはっぴぃ代表） 
 
第３回：「メディカルアロマ講座」 
日 時：7月 1日（日）午前 10時～午前 11時 30分 
参加者：8名 
講 師：宮本 和代 氏（アロマ環境協会アドバイザー） 
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中央公民館講座 

 
第４回：「ハーバリウム講座」 
日 時：8月 26日（日）午前 10時～午前 11時 30分 
参加者：12名 
講 師：浅見 恵里奈 氏（フローラルハーバリウム認定講師） 
 
第５回：「便秘体操～水分摂取と運動について～」 
日 時：9月 25日（火）午前 10時～午前 11時 30分 
参加者：40名 
講 師：槌野 正裕 氏（大腸肛門病センター高野病院 理学療法士） 
 
第６回：「カメラ入門講座」 
日 時：10月 27日（土）午前 10時～午前 11時 30分 
参加者：13名 
講 師：児島 由季子 氏（フォトグラファー） 
 
第７回：「クリスマスリース講座」 
日 時：11月 23日（金）午前 10時～午前 11時 30分 
参加者：7名 
講 師：宮野 幸子 氏（ふろーりすとはっぴぃ代表） 
 
第８回：「カラフルしめ縄講座」 
日 時：12月 8日（土）午前 10時～午前 11時 30分 
参加者：15名 
講 師：宮野 幸子 氏（ふろーりすとはっぴぃ代表） 
 
第９回：サテライト「ながす教室」 

「あなたの得意をおすそ分け講座①」 
日 時：12月 13日（木）午後 7時 30分～午後 9時 10分 
参加者：9名 
講 師：三角 幸三 氏(内閣府地域活性化伝道師・宇城市中央公民館 館長) 
 
第 10回：サテライト「ながす教室」 

「あなたの得意をおすそ分け講座②」 
日 時：12月 20日（木）午後 7時 30分～午後 9時 
参加者：8名 
講 師：三角 幸三 氏(内閣府地域活性化伝道師・宇城市中央公民館 館長) 
 
第 11回：サテライト「ながす教室」 

「あなたの得意をおすそ分け講座③」 
日 時：1月 10日（木）午後 7時 30分～午後 9時 10分 
参加者：10名 
講 師：三角 幸三 氏(内閣府地域活性化伝道師・宇城市中央公民館 館長) 
 
第 12 回：「美しさ引き出すスキンケア！～自分の肌を知る・更に美しく
～」 

日 時：2月 24日（日）午前 10時～正午 
参加者：20名 
講 師：畠田 裕子 氏（㈱ノーブルコーポレーション専務取締役） 
 
第 13回：「わくわく公民館フェスタ」 
日 時：3月 2日（土）午前 10時～午後 3時 
参加者：120名 
講 師：ハーバリウム 藤崎 洋子 氏 
    紙あそび 尾上 恵子 氏、熊谷 三枝子 氏、村里 志津子 氏 
    香る！お雛さま飾り 宮野 幸子 氏 
    お花のブローチ 東 洋子 氏 
    アクセサリーづくり 元村 静香 氏 
    薬膳教室 池田 美代子 氏 
    食育 月岡 のぞみ 氏 
    御正忌だご 田上 蘭子 氏、西林 昭子 氏、荒木 睦子 氏、    
          福本 みや子 氏、石本 啓子 氏 
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公民館講座事業（元気は

つらつ地域学習講座 自

治公民館講座） 

実施自治公民館数：13館 
開催数：236回  参加者：1,733名（延べ人数） 

カラオケ講座 

開催館：平原、清源寺、赤崎、古城、鷲巣、向野、 

下東 計 7館 

講 師：久山 守 氏 

開催数：85回  参加者：831名（延べ人数） 

茶道講座 

開催館：鷲巣、出町、大明神  計 3館 

講 師：牛崎 晶子 氏、谷 久子 氏 

開催数：36回  参加者：209名（延べ人数） 

骨盤体操講座 

開催館：磯町、新山、上町、出町、腹赤、鷲巣  

 計 6館 

講 師：宮本 和代 氏 

開催数：76回  参加者：396名（延べ人数） 

ズンバダンス講座 

開催館：腹赤  計 1館 

講 師：井田 好美 氏 

開催数：5回  参加者：38名（延べ人数） 

着物着付け教室 

開催館：鷲巣  計 1館 

講 師：野畑 京子 氏 

開催数：9回  参加者：42名（延べ人数） 

長洲音楽会 

開催館：磯町、下東  計 2館 

講 師：西野 守 氏 

開催数：24回  参加者：204名（延べ人数） 

太極拳講座 

開催館：腹赤  計 1館 

講 師：西森 愛 氏 

開催数：1回  参加者：13名 

 

（１７）社会教育団体の指導・育成 

    婦人会、ＰＴＡ連合会、子ども会、青少年育成町民会議活動等の指導・援助を図る。 

 

■重点施策実績 

事業名等 内     容 

社会教育関係団体の活動

に対する指導及び支援 

≪補助金交付額≫ 

町地域婦人会：180,000 円、町ＰＴＡ連合会：37,000 円、 

町子ども会連合会：135,000 円、町青少年育成町民会議：125,000 円 

 

（１８）青少年・青少年団体の健全育成 

    青少年の健やかな成長を目指し、青少年健全育成の中核的組織である青少年育成町民会議の活

動の活性化のための指導・援助を図る。さらに、青少年の自主性を伸ばし協調性を育てるため、子

ども会等関係団体の活動を支援するとともに指導者の育成等を図る。 

    社会を明るくする運動推進委員会等との連携を密にし、社会を明るくする運動強調月間事業の

推進・充実を図る。 
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■重点施策実績 

事業名等 内     容 

町子ども会連合会主催

事業（教育委員会後援

事業） 

運動会 
期 日：4月 29日（日） 
場 所：総合スポーツセンター 
参加数：男子 21チーム、女子 16チーム 

ビーチボールバレー
大会 

期 日：6月 10日（日） 
場 所：総合スポーツセンター 
参加数：ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ 8 ﾁｰﾑ、ﾌﾚﾝﾄﾞﾘｰｼｯﾌﾟ 8 ﾁｰﾑ 

ソフトボール大会 
期 日：6月 10日（日） 
場 所：総合スポーツセンター 
参加数：3チーム 

子どもたちの文化祭 

期 日：11月 11日（日） 
場 所：ふれあいセンター 
内 容：展示、くじびきコーナー、創作コーナー、

模擬店、スーパーボールすくいなど 
作品展：11月 17日（土）～11月 24日（土）     

中央公民館ロビーに展示 
表彰式：11月 22日（木）※３賞のみ 

ウォークラリー 
期 日：9月 9日（日） 
場 所：総合スポーツセンター 
参加数：30チーム 

郡子ども会連合会主催

事業 

郡子ども会球技大会 

期 日：7月 15日（日） 
場 所：玉東町 
・ソフトボール大会  参加数：3チーム 
・ビーチボールバレー大会  参加数：4チーム 

郡子ども会指導者研
修会 

期 日：9月 8日（土） 
場 所：南関町立南関中学校ランチルーム 
参加数：32名 
内 容：研修会  
講 師：大畑 誠也 氏 
テーマ：「大人が変わればこどもは変わる」 

立志式（町青少年育成

町民会議主催事業） 

期 日：2月 1日（金） 場 所：ながす未来館文化ホール 
内 容：式典、講演会、立志の誓い（生徒たちの志の言葉）パネル掲示 
演 題：「翔け！未来に」 
講 師：古澤 誠 氏（日本航空（JAL）機長） 
参加者：腹栄・長洲中学校 2年生他約 200名 

 

 

 

社会を明るくする運動

月間事業の推進 

 

 

 

 

 

社明運動推進委員会 
期 日：6月 25日（月） 
内 容：平成 29年度社明運動強調月間実績について 

平成 30年度社明運動強調月間事業について 
社明運動出発式について 
長洲町を明るくする運動発表会について 
平成 30年度社明運動関係予算について 

普及・啓発活動 

横断幕・のぼり旗・ポスターの設置、各小中学校
保護者へのチラシの配布、社明啓発グッズ・花苗
の配布、広報車・区内放送による啓発、広報なが
す掲載 

社明作文コンクール 町内各小中学校へ依頼し、県推進会へ応募 
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社会を明るくする運動

月間事業の推進 

 

 

 

社明運動出発式 

期 日：7月 2日（月） 
場 所：役場庁舎玄関前 
内 容：式典、広報車街頭啓発、社明運動推進委

員と幼稚園園児による社明啓発グッズの
配布 

参加者：約 100名 

長洲町を明るくする
運動発表会 

期 日：7月 14日（土） 
場 所：ながす未来館 文化ホール 
内 容：式典、町内 8グループによる活発表 
参加者：約 250名 

 

（１９）文化団体の育成と文化事業の充実 

    文化協会をはじめ各種の自主サークル等との連携を密にし、それぞれの活動を支援するととも

に各種文化団体活動の充実ならびに文化団体・文化リーダーの育成を図る。 

    ながす未来館については、平成 26年度 4月より指定管理者制度が導入され、自主事業等につい

ては国や県の支援・協力を得ながら、住民や文化団体とともに、音楽・演劇等の様々な芸術の鑑賞

機会の提供など魅力ある文化事業の充実に努める。 

  文化財については、長洲町文化財保護委員と連携を図りながら有形・無形の町指定文化財の保

護、継承を図る。 

 
 

■重点施策実績 

事業名等 内     容 

伝統芸能の育成 伝統芸能保存会 5団体へ運営費補助を実施した。 

文化協会の育成援助 

加入団体 72団体     会員 698名 
文化協会育成助成金  200,000円 
文化協会総会、部門別発表会の援助、文化協会加入促進、 
広報誌掲載、文化祭の開催、活動場所の提供 

春の文化展 

期 日：5月 12日（土）～16日（水） 
場 所：中央公民館 集会室 
内 容：展示会（俳句・肥後狂句・川柳・短歌・陶芸・書道・絵画・水墨

画・絵手紙・瓢箪・手芸・パッチワーク・古布造花・生花等） 

長洲町文化祭 

期 日：6月 17日（日）～11月 11日（日） 
場 所：中央公民館、ながす未来館、ふれあいセンター 
内 容： 6月 17日（日） 日本舞踊発表会 

7月 8 日（日） バレエ発表会 
7月 29日（日） カラオケ発表会 
9月 16日（日） コーラス発表会 

    11月 3 日（土）～ 4日（日） 開会式及び記念講演会・芸能祭 
    11月 10日（土）～11日（日） 展示発表会 
    総出演者数 611名   総出品数 2,130 点 
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指定管理者による自主事

業 

○「愛知県芸術劇場・SPAC共同企画『寿歌』」 

  期 日 5月 18 日（金）～19日（土） 入場者数 234名 

○「コミュニケーションスキル UPワークショップ」 

  期 日 6月 20 日（水） 参加者数 35名 

○「イラストレーター秋山翔子ワークショップ」 

  期 日 8月 4日（土）～5日（日） ワークショップ参加者 65名 

○夏休み思い出プログラム「親子でワクワク♪お楽しみ広場」 

  期 日：8月 4日（土）～5日（日） 入場者数 120名 

〇KAZUMASA BANDホワイエコンサート 

  期 日：8月 17 日（金）      入場者数 98名 

○優秀映画鑑賞推進事業 

 「野火・ぼんち・東京オリンピック・おはん」 

期 日：9月 29 日（土）～30日（日） 入場者数 47名 

30日は台風接近の為中止 

〇劇団かたつむり公演「カイト」 

  期 日：11月 24 日（土）～25日（日） 入場者数 600名 

〇熊本県立劇場ネットワーク事業 

 「絵本のじかんだよ！」 

  期 日：1月 6日（日）        入場者数 306名 

〇ながす未来館文化講座合同発表会 

  期 日：1月 14 日（月・祝）      入場者数 110名 

文化財関係 

○長洲町文化財保護委員会 

（第 1回） 

 期日・場所：2月 25日（月） 中央公民館 

 内 容：平成 30年度事業実績について 

       平成 31年度事業計画（案）について 

 

○長洲漁民遭難碑訪問 

期 日：2月 25日（月） 

場 所：上天草市大矢野町（白涛・串地区） 

参 加 者：町、文化財保護委員、北部漁協等 10名 

内 容：遭難碑参拝及びお礼 

 

 

（２０）社会教育施設の整備等 

 利用者が利用しやすい環境整備を目指し、計画的な更新計画に基づき、適切な設備の管理運営を

図るとともに、効率的な管理運営に努める。 

 

■重点施策実績 

事業名等 内      容 

貸館事業 

長洲町中央公民館 
開館日数：356日 

※9月 30日及び 10月 6日 台風のため臨時休館 

ながす未来館 

開館日数：304日 

※6月 10日 高圧気中開閉器取替のため臨時休館 

※9月 30日及び 10月 6日 台風のため臨時休館 
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主な施設改修等 

長洲町中央公民館 

会議室ドア修繕 

外灯照明修繕 

男子トイレ修繕 

散水栓修繕 

トレーニング室蛍光灯修繕 

トレーニング室空調機修繕 

研修室前廊下照明修繕 

ながす未来館 

冷温水機 2次ポンプ取替修繕 
事務所系統空調機修繕 
高圧気中開閉器取替修繕 
事務所棟 2階空調機修繕 
地下タンク感知管頭部蓋取替修繕 
消防設備不良箇所交換 
箱樋改修工事 

長洲町図書館 
視聴覚コーナーラック撤去 
館内検索用配架図修繕 
ブラインド修繕 

 

 

（２１）魅力ある図書館事業の推進 

   図書館ボランティアとの協働による読書啓発事業を推進し、住民に親しまれ、気軽に利用でき

る、より魅力ある図書館づくりを目指す。 

 

■重点施策実績 

≪利用状況等≫ 【3月末現在】 

登 録 者 数 14,040人 （内 新規登録 260 人） 

利 用 者 数 16,272人 （１日当り    55人） 

貸 出 冊 数 
90,420冊 （内訳 一般書 38,024 児童書 43,519 紙芝居 878 

視聴覚資料 1,207 雑誌 2,143 県立図書館文庫 4,649 ） 

図書館相互貸借 134冊 （借受 132冊、貸出 2冊） 

2市 2町相互利用者 75名（新規登録者数）1,847名（利用者数）11,068 冊（利用冊数） 

図書資料購入 1,279冊 

蔵 書 冊 数 

80,033冊  （内訳 一般書 54,458 児童書 22,704） 

紙芝居等 615（パネルシアター 4、エプロンシアター 4 を含む） 

視聴覚資料 1,621 雑誌 635 県立図書館文庫 800 

 

≪図書館事業≫ 

童話発表大会 

7月 7日開催 長洲町大会 参加者 12名（各小学校から 3名） 

8月 4日開催  玉名地方童話発表大会 3名出場 

10月 6日開催 熊本県童話発表大会（嘉島町民会館）  

 

読書スタンプラリー 

 

 

春の子ども読

書スタンプラ

リー 

期間：4月 7日(土)～5月 27日(日) 

対象：小中学生 

内容：小学生は 30冊、中学生以上は 20冊で景品と交換 

総エントリー 169名 
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読書スタンプラリー 

夏休み読書ス

タンプラリー 

期間：7月 14日(土)～8月 26日(日) 

対象：小学生～大人 

内容：小学生は 30冊、中学生以上は 20冊で景品と交換 

総エントリー 550名（大人 316 名、小学生 234名） 

大人の読書ス

タンプラリー

（秋の読書週

間） 

期間：10月 2日(火)～11月 30日（金） 

対象：中学生以上の住民 

内容：20冊で景品と交換 

総エントリー 324名 

冬の読書スタ

ンプラリー 

期間：1月 12日（土）～3月 3日(日) 

対象：小学生～大人 

内容：小学生は 30冊、中学以上は 20冊で景品と交換 

総エントリー 398名（大人 279 名、小学生 119名） 

一日図書館司書体験 8月 23日開催 参加者 8名（各小学校より 2名） 

読書推進活動の普及 
図書館ボランテイアおはなしきんぎょ 

おはなし会：毎月第３土曜日開催 

職場体験・インター

ンシップ受入 

7月 5日～7月 11日 玉名女子高等学校 2年生（1名） 

7月 11日～7月 12日 腹栄中学校 2年生（3名） 

8月 28日～8月 30日 長洲中学校 2年生（3名） 

10月 23日～10月 25日 北稜高等学校 2年生（3名） 

赤ちゃんタイム 毎週土曜日（終日開催）※すくすく絵本ポイントカード実施 

ブックスタート事業 
絵本 2冊とバッグ無料配布 

図書館司書による読み聞かせの指導等 毎月 1回 

すくすく絵本パック 
乳幼児を対象に、図書館員（司書）が、テーマ・年齢別に選書した絵本 3冊

程度を専用のバッグに入れ、貸出をする。（年間を通して実施） 

学校配本事業 
各小中学校に対して、配本（学校までの搬送）を実施 

貸出冊数 10,047冊 

 

 

（２２）生涯スポーツ及び競技スポーツの推進 

 少子高齢化、住民のスポーツニーズの多様化等、社会情勢の変化に対応し、「いつでも」、「ど

こでも」、「いつまでも」気軽にスポーツ活動が楽しめるように、総合型地域スポーツクラブ「Ｎ

ＰＯ法人長洲にこにこクラブ」及び長洲町総合スポーツセンターの指定管理者と連携しながら、

魅力あるスポーツ大会・イベントを開催しスポーツ活動の推進に努める。また、町スポーツ推進

委員等と連携し、ニュースポーツ教室等を開催し、それぞれの年齢、体力、興味に応じたスポー

ツ活動の推進を図ることにより生きがいづくりと活力ある社会づくりを推進する。 

競技スポーツについては、町体育協会と連携し、郡民体育祭（陸上、球技、格技、水泳）、玉

名駅伝大会への選手・役員派遣、各種目団体が主催する大会への協力を行いながら、本町の競技

スポーツの向上に努め、関係団体等と連携し指導体制の充実を図る。 
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■重点施策実績 

事業名等 内      容 

第 53 回 町民ソフトボール大会 

期 日：4月 15 日（日） 

場 所：クリーンパークファイブ 

申込数：15チーム 

※雨天のため中止 

町民ペタンク大会 

期 日：6月 3日（日） 

場 所：総合スポーツセンターグラウンド 

参加数：68チーム 

 

 

第 73回 玉名郡民体育祭 

 

 

 

●陸上競技 

期 日：5月 13日（日） 

場 所：和水町総合グラウンド 

参加数：玉名郡４町 

成 績：総合 2位（男子２位、女子優勝） 

●球技・格技・水泳 

期 日：7月 8日（日）（ﾃﾆｽ、ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞｺﾞﾙﾌは 7月 15日（日）） 

場 所：玉名郡内各会場 

参加数：玉名郡４町 

成 績： 

・水泳競技     ３位 ・軟式野球     優勝 

・ソフトボール男子 優勝 ・ソフトテニス   ２位 

・バレーボール男子 優勝 ・バレーボール女子 ３位 

・サッカー     ２位 ・卓球       ２位 

・ボウリング    優勝 ・剣道       ３位 

・弓道       ２位 ・ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞｺﾞﾙﾌ男子  ３位 

・ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞｺﾞﾙﾌ女子  ３位 ・テニス      優勝 

・バドミントン   優勝 

長洲町・総合優勝 

第 11 回長洲にこにこスポーツフェスタ 

期 日：9月 9日（日） 

場 所：総合スポーツセンター 

参加者：約 1,000人 

第 73 回 熊本県民体育祭特別大会 

期日：9月 15日（土）～16日（日） 

※特別大会として県下全域を会場として、期間を 3週間に 

渡っての開催。 

場所：熊本県下 

町民体育祭 

期日：10月 7日(日) 

場所：総合スポーツセンターグラウンド 

※台風 25号の接近に伴い中止。 

第 53回 長洲町駅伝大会 

日時：12月 2日(日) 

場所：総合スポーツセンター～名石浜周回コース 

参加チーム：全 23チーム 

・チャンピオンシップ部門 15チーム 

 （町内対抗：5チーム、職場・グループ対抗：10チーム） 

・フレンドシップ部門：8チーム 
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第 43回 長洲マラソン大会 

日時：平成 31年 1月 14日(月) 

場所：総合スポーツセンター～名石浜周回コース 

参加人数：女子 3km（30人）、中学 5km（45人）、一般 5㎞（15人） 

高校 10km（19人）、一般 10km（47人） 

ﾌﾚﾝﾄﾞﾘｰｼｯﾌﾟ 3ｋｍ、ﾌﾚﾝﾄﾞﾘｰｼｯﾌﾟ 5㎞（91人） 

合計 247人 

第 43回玉名駅伝大会 

期 日：平成 31年 1月 13日（日） 

場 所：和水町～南関町～和水町 

参加数：玉名郡市 10チーム 

長洲町順位：7位 

 

 

 

（２３）社会体育施設の整備等 

  昭和 52 年 3 月総合グラウンド（夜間照明付）が完成以来、B&G 財団長洲海洋センターなど施設

の充実を図ってきた。 

  建設から各施設では 30年近くが経過し、施設・設備の老朽化が進んでおり、改修等を計画的に

図っていく。また、平成 23 年 10 月から指定管理者制度を導入し、住民が日常的にスポーツに親

しむことができるよう、住民サービスの向上と効率的な管理運営に努める。 

 

■重点施策実績 

名 称 内      容 

備品購入 ・ペタンク競技用具  6セット 

施設修繕 

・総合スポーツセンターテニスコート人工芝修繕 

・総合スポーツセンタージョギングコース修繕 

・総合スポーツセンター室内温水プール内階段壁付手摺設置 
 

 【事業の成果と課題及び今後の方向性】 

 生涯学習の推進については、社会教育に関する諸計画の立案及び生涯学習体制の強化を図るため、

社会教育委員会を年 3 回開催し、各種事業の事業内容や町民の参加状況等について幅広く意見聴取を

行った。 
 

 公民館活動の充実については、公民館運営審議会及び校区公民館長会議において公民館における

各種事業の企画実施について審議するとともに、地域に根差したスポーツ・レクリエーション活動を

実施し、地域住民の親睦融和と健康増進を図った。 

 また、地域に出かける「自治公民館講座」の実施や中央公民館においての「自分磨き」をテーマに

中央公民館講座を開催するなど、現代的課題に対応する学習機会の提供を図り、地域の活性化及び学

びの場として、町民の方々が参加し、好評を得た。 

 さらに、熊本県教育委員会と共催で開催したサテライト「ながす教室」では講師養成のための講座

を開催し、自分の特技を人に教えるための技術を学んでもらい、共助による社会教育の推進を図った。 
 

 社会教育団体の育成・指導については、婦人会、ＰＴＡ連合会、子ども会、青少年育成町民会議へ

補助金の交付を行うとともに団体活動に対する支援を行った。 
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青少年団体の育成については、子ども会スポーツ行事や立志式の開催などの後援事業に対する人的

支援を図り、連携・協力して実施することができた。今後は、時代に沿った新たな事業展開が図られ

るよう、青少年団体に働きかけるとともに団体活動の活性化に取り組む。 
 

 社会を明るくする運動月間事業の推進については、「長洲町社会を明るくする運動推進委員会」を

中心に、新たな取り組みである「長洲町を明るくする運動発表会」の開催など各種強調月間事業の拡

充に取り組んだ。来年度も町内の各種機関・団体の協力のもと全町的体制で更なる町民への普及・啓

発を図る。 
 

 文化団体の育成については、町文化協会や伝統芸能保存会に助成を行い活動支援を行った。 
 

 文化事業の充実については、文化協会と連携協力し、文化芸術の活動の発表する場として 5 月に

春の文化展、11月に文化祭を実施した。今年度文化祭では、「清源寺神楽」をはじめとした芸能団体に

よる芸能祭への参加や、文芸団体による展示発表会の開催により、多くの入場者があり、文化芸術活

動への関心が高められた。また文化協会創立 40周年講演会を開催し、多くの来場者があった。今後も

文化芸術が活発に行われるよう、魅力的な文化祭開催や会員拡充をめざし、町文化協会と連携しなが

ら文化活動の推進に努めた。 
 

 ながす未来館については平成 26年度より指定管理者制度を導入し、民間事業者のノウハウを活用

しつつ、地域住民等に対する住民サービスの向上及び施設管理における効率化を図っている。また、

自主文化事業として様々なイベントを開催することにより、より多くの集客に努め、町民の文化芸術

への高揚を図った。併せて引き続き利用者が利用しやすい環境整備を目指し、計画的な更新計画に基

づき、適切な設備の維持管理を図るとともに、利用者増対策やより効率的な管理運営等に努めること

ができた。 

 

 文化財保護については、町文化財保護委員と連携し、熊本県文化財保護協会が実施する研修会や大

会への参加をはじめ、町文化財保護委員としての資質向上を目指すため学習会を実施し、文化財の意

識向上に取り組む。さらに、町指定の文化財の適切な保存に努めるとともに、住民への文化財保護の

啓発を行った。今後も文化財保護委員会をはじめ関係機関と連携を図り、文化財の適切な保存・管理

をはじめ、住民への情報提供、啓発活動を行い、永く次世代に伝えていくように努めた。 

 

社会教育施設の整備等については、中央公民館・ながす未来館とも施設・機器の老朽化に伴い、今

後も更新計画に基づき、適切な設備の修理・改修を行い、快適に利用できる施設運営を行う。 

 

 魅力ある図書館事業の推進については、2 市 2 町による相互利用制度の活用、読書スタンプラリ

ー、赤ちゃんタイム、すくすく絵本パック等を実施し、利用者の利便性に努めた結果、平成 28年度に

は子どもの読書活動優秀実践図書館文部科学大臣表彰を受賞、近年図書の貸出冊数も増加しつつある。

このため引き続き子どもたちを対象とした読書活動の推進をめざし、学校図書室との連携による配本

事業や魅力ある図書館運営を図り、親しみやすく、利用しやすい魅力ある図書館づくりに努める。 

 

スポーツの推進については、各種大会、教室及び競技スポーツ大会等を開催し、多くの町民が参加し、

町民の親睦融和と健康、体力づくりの推進を図ることができた。また、ニュースポーツとして平成 26

年度から実施しているペタンク大会には、子供から高齢者まで幅広い参加があり、楽しみながら健康

増進と町民相互の親睦が図ることができた。今後も更なる参加者を募り大会を活性化していきたい。   
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また、玉名管内の子ども達を対象とした海洋教室については、海に馴染みのない町の子ども達も参加

し、マリンスポーツを通して体力づくりや親睦を深めることができた。 

 競技スポーツ大会である玉名郡民体育祭については、各種競技団体が奮闘した結果、総合優勝とい

う結果であった。玉名郡市内の 10 チームが参加した玉名駅伝大会については、前回大会と同じ 7 位

という成績であった。長洲町駅伝大会については、今年も 2 部門制で行い、競技面とレクリエーショ

ン面の 2 つの要素を取り入れ、多くの参加者があり、町民の健康・体力づくり等の増進が図られた。

引き続きより多くの企業訪問等を行いさらなる参加チームの拡大を図る。 

 今後も、各種大会、スポーツ教室については、住民ニーズに即した内容を見直し、より多くの参加

があり、盛り上がりのある大会を開催できるよう取り組む。競技スポーツ大会についても、各種競技

団体と連携しながら、選手の育成と競技スポーツの振興に努力する。 

  また、社会体育施設については、計画的な修繕を行うとともに指定管理者と連携しながら、利用者

にとって安全で利用しやすい施設の維持管理に努める。 
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長洲町教育委員会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及び評価につい

ての意見書 

長洲町教育委員会評価委員 太田 恭司（熊本大学教育学研究科教育実践開発専攻 シニア教授）  

  

 

教育委員会の活動状況について【概評】  

活動については、教育委員会定例会 12 回、臨時会 5 回で、合わせて議案事項 33 件、協議事項 11 件、 

報告事項 41 件に対応し、年 4 回の総合教育会議に出席している。また、会議以外の自主的な活動とし

て、町内全小中学校の学校訪問、生徒指導、地域教育活動、視察等による研修など精力的に活動が展開

されている。 

 

 

≪各事業に対する意見・要望≫  

１ 人権教育に関する取組について  

（１）人権教育の推進 

同和問題を中心に、多様な人権問題を取り上げ、他団体と連携しながら意図的計画的な人権教育に取

り組まれている。また、講演会だけでなく参加体験型の研修など、方法についても工夫が見られる。 

参加者も多岐にわたっているので、研修、啓発が参加者レベルで留まらないことが大切である。参加

者が更に他に広げる（家庭や地域で話題にする)などの意識の啓発を併せて行うことが重要である。特

に、教職員が参加対象になっている研修においては、カリキュラムとの関連付け（内容、時期）も考慮

する必要がある。 

なお、性同一性障害についての取り扱いは今後の課題として挙げられる。 

 

 

２ 家庭教育に関する取組について  

（２）家庭教育の充実 

「ながす家庭教育 10 か条」をよりどころに、くまもと「親の学び」プログラムの積極的な活用がな

されている。また、ＰＴＡ連合会、子育て講座との連携も図られ、幼保小中と対象も内容も多岐にわた

り充実している。研修の場も就学時健康診断、学級懇談会など、より多くの対象者が集まる機会を利用

するなどの工夫も見られる。更に、この取組がファシリテーターの養成にも一役を担っているところは

評価できる。 

  人権教育の研修と同様に、参加者が固定化するなどの課題もあると思われるので、参加者が更に他に

広げる（保護者間で話題にする)などの意識の啓発を併せて行うことが重要である。 

 

３ 就学前教育に関する取組について  

（３）幼稚園・保育所における教育・保育の充実 

就学前から小中との連携したカリキュラムの開発は素晴らしい取組である。特に英語教育において

は、外国人指導者を活用し 0 歳児から対象にしているところは特記すべきところである。（４）の保護

者の経済的負担の軽減にも通じるのではないだろうか。 

 

平成 30 年度 
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  ただ、幼保小中のカリキュラムの一貫性を考慮すると、指導者間の子供の発達段階や指導方法に対す

る共通理解は重要である。 

 

 

４ 学校教育に関する取組について 

（５）確かな学力の育成 

学力向上対策部会、委員会を核として、三校連携授業研究会が開催され、各学校の授業改善へと繋ぐ

仕組みができている。この仕組みを可視化し、町内の教職員と共有できれば、各学校の校内研究と連動

し、成果に繋げることができるようになるのではないだろうか。 

今後は、熊本県教育委員会が公表した「熊本の学び」の具現化を図るために、カリキュラム・マネジ

メントを中核とした長洲町が育成したい資質・能力を最上位の目標とした構想が求められる。 

特筆すべきは、平成 29 年度から文部科学省から教育課程特例校の指定を受け、英語科を小学校全学

年で実施しているところである。また、就学前教育の項目と重複するが、それに留まらず、0 歳～5 歳

児を対象にして遊びを通しての英語に親しむ環境ができている。 

ただ、地域ボランティア、ＡＬＴ、教職員との連携が重要になってくるので、一堂に会する機会がほ

しい。 

また、確かな学力の育成を支える学校外教育として「長洲寺子屋学習塾」及び、本活動の拡充は、フ

レンズの他の 2 つの事業とともに学校応援団として大いに期待できるものである。 

 

（６）豊かな心の育成 

「夢の教室」、長洲町いじめ防止条例による「長洲町心のきずなを深める」全体構想に基づく「不登

校や問題行動の未然防止及び解消」の取組、「長洲ふるさと塾」など、学校、家庭、地域が連携しての

豊かな心の教育が展開されている。「夢の教室」も「長洲ふるさと塾」も学校を会場に実施され、学校

と地域との連携が図られている。その中で、「「夢の教室」は、教育課程と連携がとれているようなの

で、「長洲ふるさと塾」の内容も教職員と共有され、教育課程との連携ができることが望ましい。少な

くとも、学校のクラブ活動に地域人材が活用できれば、教職員の働き方改革にも繋がっていくのでは

ないだろうか。 

 

（９）キャリア教育の推進 

  キャリア教育については、職場体験学習に留まることなく、「夢の教室」との関連付けが重要である。

「夢の教室」や特別活動、道徳教育等の日常の教育活動を通して、「ありたい自分」「なりたい自分」を

描き、職場体験の場を選択するなど、キャリアビジョンを描けるような一体的な取り組みができること

が望ましい。本県教育が推進するキャリア・パスポートの作成に繋がる取組になるのではないだろう

か。 

 

（10）環境教育の推進 

  環境教育に留まることなく世界的潮流である SDGｓへの発展を視野に入れた取組が期待される。特

に、新学習指導要領では持続可能な社会の創り手の育成が求められている。特段新しいことを取組むの

ではなく、現在行われている活動に SDGｓの視点を持たせるだけでも取組む姿勢が変わっていくので

はないだろうか。 

 

 



 42 

（12）開かれた学校づくりの推進 

  平成 29 年度から段階的にコミュニティ・スクール推進委員会を設置し、令和 3 年度には町内全小中

学校に学校運営協議会が位置付けられる。その間、コミュニティ・スクール推進委員、教職員向けの研

修やアンケート調査を行うなど、精力的に活動が展開されている。特に、長洲町のコミュニティ・スク

ールの目標を「主体性を持った子どもの育成」と設定し、その目的の共有が、推進委員や教職員の中に

図られつつある。今後は、より広い関係者との目的の共有が重要となり、コミュニティ・スクール推進

上の 3 つ視点「熟議・協働・マネジメント」を実働させていくことが望まれる。 

 

（13）教育環境の充実 

教育環境の整備については、物的、人的、制度的環境という視点で整理することで、俯瞰的に学校に

おける教育活動を支える環境づくりに資することができるのではないだろうか。 

 

（14）学校・家庭・地域等の連携協力 

長洲町は「ヒト、モノ、コト」等の地域資源が豊富である。また、それぞれの特長を生かした実践も

行われている。フレンズの各活動も素晴らしい。地域教育コーディネーターの育成活用事業も成果をあ

げている。今後は、学校を核とした防災教育も必要性を増してくる。長洲町はそれが可能となる環境が

整っている。それらを有機的に結び付け、効率の最大化を図る必要がある。そのためには、学校が中心

となって行うのが教育課程の作成が必要である。関係者が学校の教育課程を共有し、関わり合うことで

実現していくものと思われる。そのためにも、地域とともにある学校づくりへの発展が望まれる。 

 

 

５ 社会教育に関する取組について 

（15）生涯学習の推進、（16）公民館活動の充実 

各公民館での活動を概観すると、学校と連携・協働できるものがいくつも見られる。実際、グランド

ゴルフ大会など連携されているものもある。他にも、自主防災訓練、ごみ拾いウオーキングなど、すぐ

にでもできそうなものも見受けられる。学校においては、総合的な学習の時間、特別活動等を活用し教

育課程内で実施するよう計画すると、働き方改革に繋がっていくのではないだろうか。 

また、中央公民館講座のサテライトの取組が学校ボランティアの養成に繋がっていることが素晴ら

しい。是非、今後の地域学校協働活動へと発展させてほしい。 

 

（18）青少年・青少年団体の健全育成及び（19）文化団体の育成と文化事業の充実 

確かな学力や豊かな心の育成に密接に関連している。(16)同様、学校の教育課程内で実施の可能性を

探る必要があるのではないだろうか。実際、長洲中学校のコミュニティ・スクール推進委員会では、生

徒や委員から、町の文化祭で合唱を披露したいという声もあがっている。学校にとっても地域にとって

もメリットがあると思われる。 

 

（21）魅力ある図書館事業の推進 

図書館ボランティアの活用、学校配本事業、読書スタンプラリー、すくすく絵本パックなど精力的に

魅力づくりに取組まれている。その中でも、小学校図書委員の一日図書館司書体験は興味深い。学校と

目的を共有できれば、更に、活動が発展すると思われる。 

全ての項目については言及できなかったが、各取組で行事の見直しをする予定であると伺った。時間は

かかるかもしれないが、関係者とフラットな立場での熟議を通して、解決策を探っていただくことを期待

したい。 
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【総括】 

急激な社会の変革への対応のために、社会教育法の一部や学習指導要領が改訂され、地域社会も含めて

学校教育が大きく変わろうとしている。そう考えると、「長洲町の教育」の取組む柱も見直す時期に来て

いるのではないだろうか。 

今回説明を受けた各項目は、互いに関連しているものが数多くあった。また、同じ取組が違う立場から

示されていた。長洲町コミュニティ・スクールの最上位の目標「主体性を持った子どもの育成」を実現さ

せる全体構造図を作成し、それに、各取組が位置付けられていれば、それぞれの取組の有機的な繋がりが

見えて、目的で価値づけられるのではないだろうか。 

長洲町の教育資源のポテンシャルの高さに驚いた。だからこそ、それぞれの資源が、それぞれの取組が

同じ潮流に乗って最上位の目標に向かう仕組みづくりが求められているように思う。 

その中で、学校においてはカリキュラム・マネジメントが重要な柱になり、地域においては、地域学校

協働本部の在り方が重要な柱になると思われる。そして、それを統括し、マネジメントする教育行政のリ

ーダーシップが求められていくのではないだろうか。 
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長洲町教育委員会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及び評価につい

ての意見書 

長洲町教育委員会評価委員  松岡 友美（スローすてっぷ代表、元教育委員） 

 

 

＜教育委員会の活動状況について＞ 

教育委員会会議は毎月の定例会と臨時会を開催し随時対応されている。事務局は必要な資料を事前に

全教育委員に届け、教育委員が責任をもって役割が果たせるよう努めている。 

委員会活動の中で学校訪問が実施されているが、以前から課題になっていた学校訪問時に作成される

指導案などの簡素化（学校の働き方改革・教員の負担軽減）についての現状が見えてこなかった。 

また、生徒指導の中で、授業を真剣に受けることが出来ない児童生徒、先生の指導に素直に従わない児

童生徒など、学校運営に影響が見られることがあるとするならば、対象となっている児童生徒について、

その背景がきちんと把握され、「はぐくみ館」を上手く活用し、課題解決ができているが、今後もより一

層の連携と対応を期待している。 

また、「ふるさとを愛し、夢をもって未来を切り拓くひとづくり」という基本理念のもとに「重点努力

事項」が掲げられている。その中で「特別の教科道徳の実践」では地域の伝統文化を教員が独自の教材を

用いて活用されており、評価したい。 

さらに、不登校問題の解消のための環境づくりへ向けて児童生徒の「居場所づくり」の計画が進められ

ており、これも評価したいものである。 

「放課後児童健全育成事業（学童保育）と、放課後子供教室推進事業の一体化」は以前より課題になっ

ており、それが実践されている事に驚き、事務局においては様々な問題にご苦労されているのではないか

と察するところである。 

今後も更に、「自ら学び、考え、行動する力」を育てる環境づくりに向けた教育行政の充実化が図られて

いくことを願う。 

 

 

《各事業に対する意見・要望》 

１．人権教育に関する取組について 

 長洲町人権教育推進協議会で組織する「就学前教育部会」、「学校教育部会」において、各種講演会や研

修会、参加体験型の人権教育ワークショップの開催など、様々な形での人権啓発活動が推進されている。

今年度は法務省人権活動地方委託事業を活用した人権教育講演会が多く開催されている印象を持った。

今後も引き続き「いのちの大切さ」「同和問題（部落差別）」等について、児童生徒や保護者、地域住民な

どへの理解・啓発を積極的に推進していただきたい。 

 

２．家庭教育に関する取組について 

 子どもが「夢」を持ち、「生きる力」をはぐくみ、子どもが生き生きと輝くために家庭教育を支援する

…という目標を掲げ、「くまもと家庭教育 10か条」、「ながす家庭教育 10か条」、「早寝早起き朝ごはん運

動」を柱とした様々な形での講演会、また「親の学び」プログラムを活用した講座など、とても充実して

いる。 
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また、以前より課題となっている、様々な事情からこうした講演会やプログラムに参加が困難な保護者

に対しての対策や取り組みとして、前年度に引き続き就学時健康診断やＰＴＡ役員会、学級懇談会などに

ＰＴＡ役員が自ら進行役となって実施されており、継続されての取り組みとして評価したい。「家庭は、

教育の原点であり、全ての教育の出発点である。」だからこそ、親の学びは重要で、「親から親へ」伝え、

学ぶことが重要であると考える。親自らが企画する講演会なども充実させてほしい。引き続き、少しでも

多くの保護者への働きかけを実施し、家庭教育の充実を図るとともに、その成果を何らかの形で示しても

らいたい。 

 

 

３．就学前教育に関する取組について 

 就学前からの小・中学校との連携カリキュラムを工夫・改善して、幼、保、小、中との連携を推進する

中での、今年度導入した「英語教育」では指導者とスキンシップを取りながら楽しく英語を学び、子ども

たちが英語に親しみを感じてほしいと願う。 

また、読書活動推進事業、幼稚園就園奨励費補助金交付事業による保護者の経済的負担軽減など、さらに

子育て支援課との連携を密に図りながら、すべての園児に等しく支援が行われるよう環境整備を充実さ

せていただきたい。 

 

 

４・学校教育に関する取組について 

 確かな学力の育成では、「生きる力」をはぐくむ教育の中で最も重要だと考えられる、物事を自ら考え

る力、読解力、自らの考えを伝える力などの課題解決に向けた授業内容の充実への取り組みを期待した

い。特に外国語教育については、特例校の指定を受け小学校全学年に外国人外部講師の配置、中学校では

ネィティブ・スピーカーのＡＬＴ（外国語指導助手）を活用した英語教育の充実への取り組みがなされて

おり、とても評価できる。 

また、学校外教育として、放課後、毎週 1回 4校区の地域公民館を会場に、高学年を対象に実施している

「長洲寺子屋塾」を、来年度から、学校の空き教室を利用し、対象を低学年へ拡大する準備がなされてい

る事に対して、事務局の負担、または指導者の確保が懸念されるが、基礎学力の底上げに取り組まれてい

ることに対しては評価したい。 

 豊かな心の育成のなかで、「夢の教室」の実施は、子どもたちが「夢」を持つことの大切さを感じ、「夢」

を持って生きていく基盤作りとなっており大変素晴らしい取り組みと考える。ただ、ひとつ気になること

が「夢の教室」ではスポーツが中心のため、児童生徒に文化の素晴らしさのなかでも「夢」をもってもら

えるような企画も必要ではないか（例えば長洲町出身者の文化系で活躍されている方）と考える。もっと

現実的に身近に感じてほしい。 

 不登校や問題行動の未然防止と解消にむけては、スクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカ

ー、適正就学相談事業を継続しながら、対象となる児童生徒を取り巻く他機関との連携が必要であり、引

き続き切れ目ない相談体制と適切な対応をお願いしたい。 

特別支援教育の充実については、町内全学校で特別支援教育支援員が配置されており、人的配置が完全

であるかどうかは分からないが、今後も人的環境整備の推進を図るとともに「共生社会」の形成に向けた

インクルーシブ教育の構築、また児童生徒一人ひとりの持っている力を高めるために、具体的な指導と支

援を行っていただきたい。 
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教育環境の充実については昨年度に引き続き、特別支援教室と保健室に地中熱換気システムを導入さ

れている。児童生徒の体調管理と快適な学習環境の整備を高く評価したい。 

また、児童生徒の通学路の安全確保において、歩道の整備も充実している。さらに、危険な箇所などを

把握し環境整備を検討して頂きたい。 

防災・防犯教育については町内の任意団体（自主防災組織等を支援する団体）などを活用した訓練など

を実施し、防災についての意識を高めてほしい。 

学校・家庭・地域等の連携協力については、「地域教育コーディネーター育成・活用事業」の更なる充

実（教員からの積極的な依頼も期待したい）と、「コミュニティースクール」の推進を期待したい。 

また、福祉教育において点字・手話・車いすなどについては地域ボランティアの協力、支援をいただき

ながら身近に触れ合うことが出来る環境が整ってきているが、今後は発達障害などへの理解・啓発も福祉

教育の中で必要になってくるのではないかと考える。 

教育委員会の基本理念「～子どもを真ん中に～」地域を含めた横のつながりを強化し、皆で 

子どもたちを見守って行きたいものである。 

 

 

５・社会教育に関する取組について 

 公民館活動で、「まちと人がつながる自分磨き」をテーマに開催された中央公民館講座については内容・

対象年齢も幅広く、地域住民が参加しやすく地域の活性化につながる良い企画であったと評価したい。さ

らに、人材育成として熊本県教育委員会と共催で開催したサテライト「ながす教室」では講師養成のため

の講座を開催し自分の特技を人に教えるための技術を学んでいただいたという事で、教える側にも教わ

る側にも生きがいを感じてもらえた企画であったと、高く評価したい。 

 また、文化芸術の活動では「清源寺神楽」をはじめとした、大人から子供たちへ引き継がれる大切な長

洲町の宝として、保存・管理・啓発活動にご尽力いただきたい。 

スポーツの推進については、より多くの幅広い年代の町民が参加し親睦融和と健康、体力づくりに繋が

るような新しい形のスポーツ大会などの企画を見直す時期にきていると考える。 

今後も社会体育施設をより多くの住民に活用してもらえるよう、計画的な修繕を行うとともに指定管

理者と連携しながら利用者にとって安全で利用しやすい施設の維持管理につとめていただきたい。 

 


