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第１章 計画策定にあたって 
 

１．計画策定の趣旨 
平成１８年１２月に教育基本法が改正され、改正教育基本法第１７条において、教育の振興に

関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、国は基本的な計画を策定するとともに、地方

公共団体においても策定が求められています。 

本町においては、これまで教育行政における基本的な方針として、毎年「教育方針」を定めそ

の着実な取組を進めてきましたが、このたび教育の振興のための施策に関する基本的な計画とし

て、長洲町教育振興基本計画を策定しました。 

 

 
 

２．計画の期間・対象 
本計画の期間は、平成２７年度を初年度とし、平成３１年度までの５年間とします。なお、計

画期間中の様々な状況の変化により、見直しの必要性が生じた場合は、計画の見直しを適宜行い

ます。また、本計画は、家庭教育・就学前教育、学校教育、社会教育など教育全般を対象としま

す。 

 

 
 

３．計画の位置づけ 
本計画は、教育基本法第 17 条第２項の規定に基づく地方公共団体の定める教育振興のための

施策に関する基本的計画として位置づけます。 

なお、本計画の策定にあたっては、国や県の教育振興基本計画を参考にするとともに、本町の

まちづくり指針である第５次長洲町総合振興計画を基盤として、本町の教育に関連する他の計画

とも整合性を図りながら策定しています。 

 

 
 

４．計画の策定体制 
本計画の策定にあたっては、学識経験者及び教育関係者、関係団体、保護者代表などで構成す

る「長洲町教育振興基本計画策定委員会」を設置し、検討を重ねました。また、アンケート調査、

校区懇談会、パブリックコメントを通じて、町民の意見も反映させました。 
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５．長洲町教育振興基本計画策定に係るアンケートの実施 
本計画の策定にあたっては、長洲町の子どもたちが置かれている現状や生涯教育に関する現状、

町民の方々の教育に対する考え、ご意見などを把握し、計画策定の参考にするために「長洲町教

育振興基本計画策定に係るアンケート」を、小中学生、保護者、教員、一般町民の４者で実施し

ました。概要は下記の通りです。 

■調査対象（配布数・有効回収数） 

●町内小学校５年生・中学校２年生 ·· 259名配布 ·· 有効回収 243（回収率 93.8％） 
●町内小学校・中学校の保護者 ········ 300名配布 ·· 有効回収 198（回収率 66.0％） 

●町内小学校・中学校の教員 ············· 50名配布 ·· 有効回収 50（回収率 100.0％） 
◎一般町民（18歳以上の男女） ······· 200名配布 ···· 有効回収 84（回収率 42.0％） 

    合   計 ······················· 809名配布 

■調査方法 

抽出方法・・・・・・・住民基本台帳から無作為抽出（教員は教職員一覧より無作為抽出） 

自記入式・・・・・・・調査対象の●印については、学校を通しての配布・回収 
調査対象の◎印については、郵送による配布・回収 

■調査期間 

平成 26年 9月中旬～9月下旬 

■調査項目 

・学校教育について 

・家庭教育・地域教育について 
・教育行政や教育施策について 

・子どもたちの生活について 
・子どもたちの将来について 

・三者（学校・家庭・地域）連携について 
・生涯学習について 

・スポーツについて 
・文化・芸術の振興について 

・長洲町（ふるさと）について          ほか 

■調査結果について 

アンケート調査の結果については、別紙によりお示しするとともに、本計画推進及び今後

の教育行政の参考にさせていただきます。 
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第２章 計画策定の背景 
 

１．教育を取り巻く現状と課題 
（１）長洲町の現状 
①人口と少子化の動向 

本町の総人口の推移を年代ごとにみると、年々減少傾向にあります。昭和 60 年には 18,000

人台に達していたのが、平成２年以降は 17,000 人台で推移しています。平成 17 年になると

17,000 人台前半に減少しています。翌平成 18 年は増加に転じましたけれども、その後は再

び減少し続け、平成 23 年以降は 16,000 人台で推移しています。 

平成 17 年以降の人口構成を年齢構造ごとにみると、65 歳以上の老年人口は年々増加して

いますが、15～64 歳の生産年齢人口は平成 18 年にやや上昇したものの、その後は減り続け

て平成 25 年以降は 10,000 人を下回りました。 

0～14 歳の年少人口は、平成 20 年に一度増加しましたけれども、それ以降は減少傾向にあ

ります。総人口が減少するなかで、老年人口の割合は年々上昇しており、人口構造が高齢化

していることがうかがえます。 

 

■総人口の推移 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
※住民基本台帳より。各年とも４月１日現在、外国人含む。 
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平成 17 年以降の年齢３区分別人口の構成比をみると、平成 18 年を除いて 65 歳以上の老

年人口の構成率は年々上昇しています。平成 21 年には 25％を超え、さらに平成 26 年には

29.2％に上昇し、ほぼ３人に１人が 65 歳以上の高齢者となっています。 

一方、生産年齢人口は、平成 18 年の 63.5％を除いて平成 20 年までは 62％台でしたが、

平成 21 年に 61％台に低下し、平成 25 年以降は 60％を下回っています。 

また、年少人口は、平成 17 年は 13％台でしたが、平成 18 年に 13％を割り、平成 24 年に

は 12.2％となりました。 

このように、本町では総人口が減少するなかで、高齢者が増加している傾向にあります。

一方、子育て世代に該当する生産年齢人口と、子ども世代に該当する年少人口が年々減少し

ており、高齢化率が上昇しています。 

 

■年齢３区分別人口の構成比 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
※住民基本台帳より。各年とも４月１日現在、外国人含む。 
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本町の将来の総人口を推計（コーホート変化率法による）すると、平成 27 年以降の総人口

は年々減少し、平成 29 年には 16,000 人を下回ると予測されます。それ以降も減り続け、平

成 31 年には 15,641 人となると推計されます。厳しい財政状況が見込まれるなか、本町は発

展的なまちづくりを進めるため、第 5 次長洲町総合振興計画が完了する平成 32 年における

将来目標人口を 16,000 人と設定しています。 

今後も 65 歳以上の老年人口は増加し続けることが予測され、平成 28 年には 5,000 人を超

え、平成 31 年には 5,557 人となると推計されます。一方、15～64 歳の生産年齢人口は平成

27 年以降減少を続け、平成 29 年には 9,000 人を下回りそうです。 

0～14 歳の年少人口については平成 27 年には 2,000 人を下回り、その後も減少を続けて、

平成 31 年には 1,716 人と予測されます。 

年少人口を５歳ごとにみると、0～5歳、6～11 歳、12～17 歳の各階層とも年々減少するこ

とが予測されます。このうち、0～5 歳人口は平成 31 年には 601 人に、6～11 歳人口は平成

31 年には 700 人を下回り 689 人に、12～17 歳人口は平成 28 年には 800 人台に減少すると推

計されます。 

 

 

■総人口の将来推計 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
※住民基本台帳をもとにコーホート変化率法で推計。各年とも４月１日現在、外国人含む。 

 

■０～17歳人口の推移と将来推計 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
※平成 27 年以降は住民基本台帳をもとにコーホート変化率法で推計。各年とも４月１日現在、外国人含む。 

822 824 780 777 756 725 692 659 633 601

877
579 815 827 816 790 778 771 734 689

925

913
934 922 924 916 890 869 851 866

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

平成22年平成23年平成24年平成25年平成26年平成27年平成28年平成29年平成30年平成31年

12～17歳

6～11歳

0～5歳

人

2,624

2,315
2,529 2,526 2,496 2,431 2,360

2,299 2,218 2,156

1,958 1,912 1,851 1,777 1,716

9,420 9,103 8,877 8,589 8,368

4,924 5,190 5,253 5,455 5,557

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

16,000

18,000

平成27年 平成28年 平成29年 平成30年 平成31年

65歳以上

15～64歳

0～14歳

人

16,302 16,205 15,981 15,821 15,641



10 

②家族や地域の状況 

本町の平成 17 年から平成 25 年までの人口動態の推移をみると、いずれの年も自然増、社

会増ともマイナスが続いています。最もマイナス幅が大きかったのが平成 18 年のマイナス

270 人で、続いて平成 23 年マイナス 196 人、平成 20 年マイナス 195 人、平成 19 年マイナス

171 人の順です。 

 

■人口動態の推移（単位：人） 

 

 

 

 

 

 

 
※熊本県推計人口調査より。 

※10 月１日時点（前１年間の人口動態） 

 

人口動態を自然増と社会増ごとにみると、自然増については最小は平成 17 年のマイナス

24 人、最大は平成 24 年のマイナス 68 人とその差は 44 人です。一方、社会増については最

小は平成 22 年の 39 人、最大は平成 18 年のマイナス 212 人で、その差は 173 人となり、自

然増に比べて社会増の変動の大きさが目立っています。 

 

■社会増・自然増の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
※熊本県推計人口調査より。 

※10 月１日時点（前１年間の人口動態） 
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一般世帯数と子どものいる世帯数の推移をみると、一般世帯数は昭和 55 年から平成 22 年

までの 30 年間で 1,273 世帯増加していますが、６歳未満の子どもがいる世帯は 538 世帯減

少、18 歳未満の子どもがいる世帯は 1,004 世帯減少しています。 

子どものいる世帯数の推移をみると、18 歳未満の子どもがいる世帯は昭和 55 年には全世

帯の 50.7％でしたが、平成 22 年には 23.4％まで減少しています。６歳未満の子どもがいる

世帯についても 23.7％だったのが 9.8％になっています。 

世帯数の増加傾向は本町における核家族化の進展がうかがえ、少子化も重なり子どものい

ない世帯が増加する傾向にあります。 

 

■一般世帯数と子どものいる世帯数の推移（単位：世帯） 

 

 

 

 
※国勢調査結果より。 

 

 

■子どものいる世帯比率の推移 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
※国勢調査結果より。 
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③保育所・幼稚園・小中学校の児童生徒数の推移 

平成 17 年以降の保育所・幼稚園の入所入園児童数の合計人数をみると、平成 17 年の 635

人から年々減少し続けて、平成 26 年には 536 人となり、この間に 99 人減少しています。保

育所と幼稚園をそれぞれみると、保育所は平成 18 年の 390 人をピークに平成 22 年の 317 人

まで減り続けていましたが、平成 23 年以降は増加傾向にあります。一方、幼稚園は平成 22

年の 250 人をピークに、平成 23 年以降は減少し続けています。 

定員比率をみると、保育所は平成 18 年には 100％だったのが、平成 22 年には 81.3％まで

下がり、その後上昇に転じて平成 26 年は 98.3％でした。一方、幼稚園は平成 22 年の 69.4％

をピークに、以降は年々低下し、平成 26 年は 53.3％でした。 

 

■保育所・幼稚園の入所入園児童数の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
※熊本県学校基本調査及び長洲町子育て支援課より。 

 

 

■保育所・幼稚園の定員比率の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

※熊本県学校基本調査及び長洲町子育て支援課より。 
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小学校児童数は平成 18 年の 969 人をピークに平成 24 年には 809 人まで減少しましたが、

平成 25 年にいったん増加に転じ、その後再び減少して平成 26 年は 809 人でした。中学校生

徒数は平成 17 年の 481 人から平成 20 年の 431 人まで減少し続けていましたが、平成 21 年

には 457 人と増加に転じ、22 年 471 人、23 年 470 人とピーク時に迫りましたが、それ以降

は再び減少し、平成 26 年は 415 人でした。 

小学校と中学校の児童生徒の合計人数をみると、平成 18 年の 1,433 人をピークに年々減

少し続けて平成 26 年には 1,224 人となり、この間に 209 人減っています。 

 

■小学校・中学校ごとの児童生徒数の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
※熊本県学校基本調査より。 

 

 

■小学校・中学校の児童生徒数合計の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
※熊本県学校基本調査より。 
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（２）社会の潮流 
①少子高齢化の進行と人口減少社会の到来 

少子化の進行により、人口が減少し、若年者の割合が低下する一方、高齢化が例をみない

ほど急速に進んでいます。こうしたなか、少子高齢化や核家族化にともなう世代間交流の減

少への対応や、長い人生を充実させる方策が必要となっています。 

また、世帯あたりの子ども数が減少することにより、子どもに対する過保護、過干渉から

生じる問題が懸念されます。さらに、少子・人口減少社会においては、子ども同士が学んだ

り、遊んだりできる機会の減少も懸念されます。 

 

 

 

②個人の価値観に基づいた多様なライフスタイルの出現 

経済的発展や情報通信技術などの進歩により、生活水準は向上してきましたが、物質的な

豊かさよりも心の豊かさを求める志向に変化しつつあり、個人の価値観に基づいた多様なラ

イフスタイルが出現しています。こうした社会においては、多様なライフスタイルが認めら

れる一方で、利己的な個人主義に陥る危険性を内包しているともいわれています。 

そのようななか、多様な考え方の広がりや個人主義的な風潮が強まるとともに、父母の長

時間労働や塾・習いごと等に通う子どもたちの増加などにより、家庭では家族が共有する時

間が減少しています。 

また、地域社会では日常生活の中で相互に顔を合わせる機会が少なくなり、人と人との交

流を通じて養われてきた、互いを尊重する心や支えあい助けあう心、豊かな人間関係を築く

力など、子どもたちの成長に欠かせない心の豊かさやコミュニケーション能力を育む機会が

少なくなっています。 

さらに、同世代の仲間同士をはじめ、家庭や地域での人と人との交流の減少により、子ど

もたちの個性や能力を十分に伸ばしきれない面もあり、学ぶ意欲の低下や忍耐力の不足など

につながることも懸念されています。 

このため、私たち一人一人は、社会のルールを重んじ責任ある行動をするとともに、個性

を生かし、心豊かで創造的に生きることを通して社会にかかわることにより、社会全体とし

ての活力を高める必要があります。 
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③高度情報化の進展 

インターネットや携帯電話の普及など情報通信技術（ＩＣＴ）の飛躍的な発展により、利

便性が格段に高まり、社会のあらゆる分野で情報化が進み、世界が身近になるなど個人が気

軽にどこにいても世界中にアクセスできる環境が整いつつあります。情報通信技術の発展は、

人と人との関係やライフスタイルを大きく変えただけでなく、社会全体に対して学習機会を

拡大し、一人一人の理解力・創造力を高めていく可能性を秘めています。 

しかしその一方で、利便性が高くなる半面、人間関係の希薄化、有害情報の氾濫、ネット

ワーク上の規範や規則の問題など、情報化の進展に伴う弊害への対処も重要となっており、

地域・世代間における情報格差や、個人情報等の安全な管理、大量の情報を取捨選択し、利

活用する能力の育成などの課題に直面しています。今後のさらなる情報通信技術の発展も視

野に入れ、情報化に対応できる学習機会の充実が求められています。 

 

 

 

④環境・資源問題の深刻化 

科学技術や産業の発達で豊かな生活を享受できるようになった一方で、大量生産、大量消

費、大量廃棄というこれまでの社会システムや世界的な経済活動の拡大にともなう温暖化や

砂漠化、オゾン層の破壊などの地球環境問題をはじめ、食糧・エネルギー問題など、人類全

体で取り組まなければならない問題が深刻化しており、国際的な協調による対応が積極的に

進められつつあります。こうしたなか、国際協力はもとより、国や地方自治体、企業等の積

極的な取組が必要であり、また地球環境の保全や環境への負荷軽減、食料自給率の向上、省

エネルギーなどによる、持続可能な社会システムの構築が求められています。 

環境と共生する持続可能な社会を実現するためには、発達の段階に即した環境教育や食育

などを通じて、ゴミの分別回収や地域内での清掃活動、地元産食材の利用、食べ残しをなく

すなど、身近なことから、地球温暖化や食糧問題などの地球規模の広い視野での学習が求め

られています。 

 

 

 

⑤グローバル化の進展 

交通・情報通信システムの急速な整備やボーダレス化の進展により、世界的経済水準が向

上してきました。それにともない、人、物、情報、資金が自由に世界中を移動するグローバ

ル化が進んでいるなかで、経済、文化、スポーツ、学術などのさまざまな分野においてわが

国と国際社会との相互連携、相互依存の関係がますます深まっています。 

こうした状況のもと、英語など外国語によるコミュニケーション能力、自らの国や文化、

地域に関する知識、世界共通のルールなど、世界的な交流や競争が進むなかで必要となる知

識や能力を習得するとともに、国際的な視野を持つことが求められています。 
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（３）教育を取り巻く課題 
①時代の変化に対応できる「社会を生き抜く力」の育成 

近年、少子高齢化や家族形態・地域社会の変化とともに、様々な文化・価値観が国境を越

えて流動化するなどグローバル化が急速に進んでおり、これまで以上に変化の激しい社会に

移行しています。 

このような時代において、子どもたちが未来を見据え、明確な目標を持つことができるよ

う、支援していくことが求められています。また、子どもたちが未来にむかって前に進める

よう、たくましさや柔軟さ、創造性を身に付けるため、「社会を生き抜く力」を育てていくこ

とが必要となっています。 

 

 

 

②学校教育におけるニーズの多様化 

子どもたちを心身ともに健やかに育てるためには「社会全体で子どもたちを育てる」とい

う意識が、学校にも家庭や地域にも必要であり、これら三者がそれぞれの役割を果たしなが

ら緊密に連携することが重要です。 

また、社会経済情勢の変化や時代が急速に変化するなか、個々の教員による教育的技術だ

けで対応できないことも多いことから、学校ではあらゆる場面において、社会の変化に対応

できる組織的な取組が求められています。 

さらに学校では、知・徳・体の調和のとれた人格の完成をめざし、社会の中で心豊かにた

くましく生きる子どもを育てていくため、確かな学力の向上、規範意識や向上心の育成、人

権意識、コミュニケーション能力、忍耐力の醸成、健やかな体の育成などを図ることが求め

られています。また、いじめ、不登校、非行などの教育課題の克服とともに、個々の子ども

の発達課題に応じた特別支援教育の充実や多様な支援を要する児童生徒への適切な配慮も

必要となっています。 

近年、いわゆる｢小１プロブレム｣や「中１ギャップ」の問題が指摘されており、幼稚園・

保育所も含めた就学前教育と小学校教育、小学校教育と中学校教育などの相互のより密接な

連携が求められています。こうしたなか、学校現場では、より一層発達の連続性と教育の連

続性を重要視する必要があります。 
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③家庭における教育力の低下 

家庭教育はすべての教育の原点であり、家族のふれあいを通して、基本的な生活習慣や、

善悪の判断等の基本的倫理観、豊かな情操、他者に対する思いやり、自立心や自尊心、社会

的なマナーなどの「社会を生き抜く力」の基礎的な資質や能力をはぐくむ場であり、これら

を身に付けるうえで、重要な役割を果たしています。しかし、都市化や核家族化の進展等に

より家庭や家族を取り巻く状況が変化し、地域とのつながりが希薄となり、家庭における教

育力の低下が指摘されています。 

家庭は子どもが育つうえでの第一義的な責任を持つ育ての場であり、すべての教育の出発

点といえます。また、家族との団らんやふれあいを通じて家族との信頼関係が築かれ、情緒

が育まれ、人間性の基礎が形成されます。このように、家庭は子どもにとって基本的な生活

習慣を育成する場となるため、家族が意識的に協力しあえることが大切となっています。 

 

 

 

④地域における教育力の低下 

子どもたちが身につけるべき「社会を生き抜く力」は、学校教育だけでなく、子どもたち

が多世代の人々や自分たち以外の家庭など、さまざまな人達と交流し、身近な地域での活動・

体験とともにはぐくまれるものです。しかし、近年の多様な価値観に基づく個人の生活様式

の変化に伴い、人々の意識も変化してきています。こうしたなか、人と人との交流が少なく

なり、地域とのつながりが希薄となったり、子どもたちのさまざまな活動の場、生活体験の

場がなくなったりしています。 

こうした状況を背景に、子どもたちの規範意識や公共心などの道徳心の低下が指摘されて

います。また、子育て中の親には地域に相談できる人がいないなど、子育てに不安を抱く人

の増加につながっていることが指摘されており、地域全体を学習の場とする地域における教

育力の向上が求められています。 
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第３章 計画の基本理念 
 

１．基本理念 
（１）基本理念 

 
 

 
 

 
 

 
自分を愛する気持ちと他者を認める気持ちは、身近な家族との絆から、家族に愛されている

ことを自覚し、家族を愛していく気持を醸成していきます。家族に愛され、愛していく気持ち

は安定感のある人格の形成の基礎となり、その安定感はふるさとを感じ、「ふるさとを愛する」

気持ちに発展していきます。 

「ふるさと」は成長とともに「校区」から「長洲町」・「熊本県」と広がり、グローバルな感

覚の成長にともない「日本」を愛する気持ちに高まり、国際感覚豊かな世界の平和と人類の幸

福に貢献できる人になっていきます。 

教育の目的は人格の形成であり、ここに「ふるさと」を愛する気持ちを育てることの重要性

があります。長洲町教育委員会は夢を持って、未来を切り拓く人づくりを目指すために、子ど

もを真ん中に据え、ふるさとを愛する気持ちを育てることから教育を創造していきます。 

 

（２）目指す姿 
本計画の基本理念に基づき、施策展開を進める上での方向性として、次の４つを目指す姿とし

て定めます。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

１ 社会を生き抜く力を備えた人

 

 
「知・徳・体」を身に付けるとともに、忍耐
力、コミュニケーション能力、チャレンジ精神
等社会を生き抜き未来を切り拓く力を育て
ていきます。 

２ 自己を愛し、他者を大切に 

思う心を持った人 

 
心豊かに社会生活を送るためには、広が
りと深まりのある人間関係を築く力が必要で
す。そのために、自己を愛し、他者を大切に
思う心を育てていきます。

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 

ふるさとの自然や伝統文化を愛するととも
に、他地域の文化やいろいろな考え方等の
多様性を理解・尊重し、語学力等を身に
付けた国際感覚を備えた人を育てていきま
す。 

４ 生涯を通じて学び、 

夢・生きがいを持った人 

 

町民一人一人が、「いつでも・どこでも・だ
れでも」学習機会を得ることができるように、
また、スポーツ活動や文化活動などを振興
し、夢・生きがいを持って人生を送ることがで
きるよう、生涯学習を推進していきます。 
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２．計画体系図 
本計画の基本理念、目指す姿を踏まえそれぞれの学びのステージにおいて、次の体系のとおり

施策を展開します。 
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第４章 現状・課題、施策の方向性や取り組み 
 

Ⅰ 家庭教育・就学前教育 
家庭教育とは「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」と示されています。家庭教育が子どもの教育

の基本であることを踏まえ、人間性豊かな社会人を育成する家庭教育を推進

します。 

また、就学前教育は、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、豊かな感性などを身につけ、「夢」と「生きる力」をはぐくむ就学

前教育を充実させます。 

 

 

施策1 家庭教育力の向上 
家庭教育は全ての教育の原点であり、子どもが基本的な生活習慣、豊かな情操、

基本的倫理観、自立心や自尊心、社会的なマナーなどを身につける上で重要な役割

を果たします。 

しかしながら、近年の少子化や核家族化などにより、保護者が身近な人から子育

てを学ぶ機会の減少や、地域でのつながりの希薄化など、家庭教育を支える環境が

大きく変化するなか、社会全体で家庭教育を支援する必要性が高まっています。 

また、児童虐待の増加やひとり親家庭の増加、子育て家庭の孤立化など、家庭が

抱える課題は多様化してきており、子どもたちを取り巻く環境だけでなく、親の子

育てをする環境も大きく変化しています。 

保護者の子育てに対する不安や悩みを軽減し、親として望ましい子育てを支援す

るため、多様な手段を通じて学習機会や情報の提供に努めるとともに、保護者の交

流や相談できる体制を整備し家庭教育力の向上に努めます。 

 
 

施策の方向性や取り組み 

◯基本的な生活習慣の育成 
「くまもと家庭教育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

通して教育における家庭の役割や教育の原点である家庭教育の重要性を啓発していき
ます。 

◯『親の学び』プログラムの活用 
就学時健康診断、保護者会等の機会を活用して、保護者に対する親の学びの場や

保護者の友人づくりの場を提供し家庭教育の充実を図ります。 

◯生活・学習習慣づくりの推進 
家庭における基本的な生活・学習習慣の確立などについて、啓発や情報発信などを行

い、学校と家庭が連携しながら推進していきます。 
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◯家庭教育講演会の開催 
幼稚園・保育所、小中学校におい

て、保護者、教職員、地域住民を対
象とした家庭教育講演会の開催を支
援し、家庭教育力の向上を図ります。 

◯家庭における人権教育の充実 
子どもたちが、人権について正しく理
解できるよう、幼稚園・保育所、小中
学校の保護者を対象に、多様な人権
学習の機会提供や人権研修等によ
り、家庭における人権教育の充実を図
ります。 

 
 

 
 

 
 

施策2 幼稚園・保育所における教育・保育の充実 
子どもたちを取り巻く社会状況の変化は、少子高齢化や核家族化などによるもの

であり、児童生徒だけでなく、幼児にまで大きな影響を与えています。また、基本

的な生活習慣の乱れなどが指摘されており、それらは人間関係の希薄化、自然体験

や社会体験の不足が原因と思われます。このようななか、幼稚園・保育所は、設置

目的に違いはあるものの、生涯にわたる人格形成の基礎を培う大切な役割を担って

いることについては同じであり、「生きる力」の基礎をはぐくむ幼児教育の充実が求

められています。 

幼稚園は愛情としつけの家庭教育を基盤とし、遊びや体験を通した総合的な指導

を行っており、保育所は保護者の就労状況など家庭や社会のニーズに対応する子育

て支援を担っている幼児教育の専門施設であり家庭との密な連携が必要です。また、

幼稚園・保育所は地域の子育て支援の拠点として、そのノウハウや施設を活用し、

幼児教育から学校教育への円滑な接続を目指し、小中学校との連携が必要です。 

平成２７年４月からは、「子ども・子育て支援新制度」がスタートし、幼児期の教

育・保育や地域の子ども・子育て支援を総合的に推進するための施策が求められま

す。 

 
 

施策の方向性や取り組み 

◯教員・保育士等の資質向上 
幼稚園教員・保育所保育士と小中学校教員による相互参観、情報交換会等を実施

し、相互理解を深めるとともに、指導内容や指導方法の工夫・改善を推進して、教員等
の専門性や資質の向上を図ります。 

■家庭教育講演会 
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◯教育・保育内容の充実 
生涯にわたる人格形成の基礎を培う幼児教育の重要性を踏まえ、幼児の興味の広が

りや気付きなどの学びの基礎となる力、生活習慣や規範意識、基礎的な体力が培われる
よう多様な運動プログラムを実施して運動能力や体力の向上に努めるとともに、幼児一人
一人の成長や発達に応じた多様な関わり方やニーズに対応した教育・保育内容の充実を
図ります。 

◯交流や体験を通じた教育・保育の充実 
子ども同士や保護者同士の交流、各種団体との交流、ボランティア活動の活性化、地

域の自然などとふれあう体験などを通して、幼児の健やかな育成と幼稚園・保育所におけ
る教育・保育の充実に努めます。 

◯幼保小中の接続を意識した連携 
「遊び」を通して「学び」を体験する

幼児教育から、次の段階である学校
教育へスムーズに適応できるよう、幼
保小中連携カリキュラムを充実させま
す。また、幼稚園・保育所と小中学校
の交流の機会を設け、共通理解や情
報の共有化を進めるなど、幼保小中
の連携を推進します。 

◯子育て相談の推進 
子育て経験者による講話、幼稚園・保育所、小中学校と家庭、地域等との連携によ

る子育て相談を支援します。 

◯関係機関との連携による適正な就学指導 
幼稚園・保育所、学校、医療、福祉などの関係機関との連携による新たな就学指導

体制を構築し、早期発見、早期療育等適正な就学指導を推進します。 

◯幼児期における人権教育の推進 
長洲町人権教育推進協議会で組織する「就学前教育部会」において、幼稚園・保育

所の子ども及び保護者や地域住民などを対象に、人権に対する正しい知識と理解を深め
るための各種講演会や研修会を計画的に実施することで人権教育の充実を図っていきま
す。 

◯地域のニーズにあった教育・保育の提供 
小学校就学前の施設として、これまでは幼稚園と保育所の２つが主に利用されてきま

した。新制度ではさらに、両方の機能をあわせ持った「認定こども園」の普及や地域のニー
ズにあった子育て支援サービスの提供に努めます。 

 

 
 

 

■幼児と中学生の交流 



26 

施策3 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、幼稚園の就園を奨励し、幼児教育の振興を図

っています。 

 
 

施策の方向性や取り組み 

◯保護者の経済的負担の軽減 
現在実施している私立幼稚園に就園している幼児の保護者を対象とした、入園料等

の一部助成を継続するとともに、平成 27 年度から子ども・子育て支援新制度がスタート
するに当たり、子育て支援サービスとしての保護者の経済的負担の軽減を図ります。 
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Ⅱ 学校教育 
児童生徒が「夢」を持ち、「社会を生き抜く力」をはぐくむ教育を目指し、

「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、

忍耐力、コミュニケーション能力、チャレンジ精神等の育成に努めるととも

に人権教育や食育、キャリア教育、環境教育等を進め、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します。 

 

 
 

施策4 確かな学力の育成 
変化、多様化の著しいこれからの社会を主体的、創造的に生き抜くためには、子

どもたちに「確かな学力」を身につけさせる必要があります。それには、幼保小中

連携を見通した学習習慣や学習規律の確立を図り基礎的・基本的な知識や技能を確

実に習得させ、課題解決に必要な思考力、判断力、表現力と主体的に取り組む態度

を身につけなければなりません。そうすることで習得した知識や技能を活用して自

ら考え、判断し、多様な問題に能動的に対応し解決する「生きる力」がはぐくまれ

ます。 

外国語教育では、ＡＬＴ（外国語指導助手）を活用した外国語活動・英語科授業

の取り組みによって、児童生徒は生きた外国語（英語）を体験し、話すことの楽し

さや国際文化に触れることで物事を見る視野が広くなっていきます。また、他国の

言語や文化について体験的に理解を深め、コミュニケーション能力の向上やグロー

バルな感性を育てることを目的として、毎年夏季休業日等を利用し、子ども、保護

者、地域の方々の異文化交流を図るイベントを企画して国際交流を推進しています。 

本町では、「読書活動日本一運動」を推進しており、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年々蔵書が増え、子どもたちが新刊にふれることによ

り読書に興味を持つようになっています。また、学校図書館を夏季休業日に開放し、

多くの子どもたちが勉強や読書に利用しています。 

さらに、子どもたちがインターネットをはじめとする情報通信ネットワークを活

用し、情報社会に主体的に対応できる力を身につけるように努めるとともに、ネッ

トワークを悪用した中傷や有害情報への対応など、適切な使用を実践できるスキル

の育成が必要です。 

また、小中学校に電子黒板やデジタルテレビ、教職員へのパソコンの配備などＩ

ＣＴ関連機器の整備を行っていますが、それらの機器の活用について、更なる教職

員の指導力向上のため研修等を進めていくことが必要です。 
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施策の方向性や取り組み 

◯基礎学力の定着 
児童生徒に基礎的・基本的な知

識・技能を習得させるとともに、それらを
活用して問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
的に学習に取り組む態度を養う教育を
推進します。 

◯「熊本型授業」の推進 
徹底指導と能動型学習とのめりはり
をつけた授業を行うとともに、公開授業
や研究授業を実施するなど、教育の質
を高め、「熊本型授業」を推進します。 

◯学力向上対策委員会の活用 
全国学力・学習状況調査や県学力調査などの調査結果を活用し学習習慣、学習規

律について協議・実践し、教員の共通理解・共通実践などを検討します。また、小中学校
連携を図った具体的な取組や公開授業等を通して教員同士の情報交換等を行い、児
童生徒一人一人に応じた学習活動の充実を図ります。 

◯教員の授業力の向上 
・校内研修会を定期的に開催し、児童生徒の学力や知的好奇心をはぐくむ授業研究を
推進し教員の授業力向上に努めます。 
・授業力向上に向けた効果的な方法や体制についての研究成果を全職員に発信・共有
します。 

◯家庭学習の充実 
基礎・基本の確実な定着のためには、学校での学習ばかりではなく家庭学習の充実が

必要です。家庭学習の習慣を継続させ、さらに充実できるように学校と家庭の連携を図り
ます。 

◯言語活動の充実 
学習指導要領を踏まえ、論理的思考、コミュニケーション能力、感性や情緒の基盤とな

る言語活動を教科の特質に応じて充実させます。 

◯外国語教育の充実 
授業にＡＬＴ（外国語指導助
手）を活用し直接的な交流を通じ、
コミュニケーション能力の素地を養い、
自国文化や異文化に対する理解が深
まるよう努めていきます。また、ＡＬＴ
や外国語が堪能な地域の方々の協
力を得ながら、小学校外国語活動や
中学校英語教育を充実させグローバ
ルな感性を育てていきます。 

◯「読書活動日本一運動」の展開 
自ら進んで本を手に取る子どもを育てるために、読書環境を整備し、読書指導の工夫

に努めます。また、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
読書活動に取り組みます。 

■研究授業 

■ＡＬＴによる授業 
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◯情報教育の充実 
児童生徒がＩＣＴ機器や情報通信ネットワークなどの情報手段に慣れ親しみ、基本

的な操作を身に付け、適切に活用できるようにするための学習活動を充実させるとともに、
ＩＣＴ機器を効果的に活用したわかりやすい授業の展開を目指します。 

◯理数教育の充実 
実験・観察を重視した理科教育を進めるとともに、論理的思考を伸ばす理数教育の充

実を図ります。 
 

 
 

 
 

施策5 豊かな心の育成 
近年、生活習慣の乱れ、自律心の低下や規範意識の希薄化、コミュニケーション

能力の低下、いじめや不登校、学校生活への不適応等、多くの問題が指摘されてい

ます。 

学校では、自尊心を育て、他者を大切に思う心、生命を尊重する心、感動する心、

基本的な生活習慣や規範意識、人間関係を築く力、社会参画への意欲や態度、伝統

や文化を尊重する態度など豊かな心の育成を図るため、教育活動全体をとおして道

徳教育の充実に努めています。 

いじめや不登校等に関しては、未然防止と早期発見・早期対応などに学校全体で

取り組む体制の整備を行うとともに、学校、家庭、地域や関係機関との連携に努め

る必要があります。 

また、子どもたちの豊かな成長には、多くの人や社会、自然などと直接ふれあう

体験活動が不可欠です。学校、家庭、地域等が、様々なかたちで連携し積極的に多

くの体験活動や伝統・文化に触れる機会を提供することが求められています。 

本町では、「夢の教室」を小学５年生と中学２年生で実施し、サッカー選手やその

他競技選手の現役やＯＢ・ＯＧの方々を「夢先生」として招き、夢や希望を持つこ

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を講義と実技を

通じて子どもたちに伝えています。 

 

施策の方向性や取り組み 

◯「夢の教室」の開催 
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性や
協調性を持って生きていくための基
盤づくりを推進するため「夢の教室」
を引き続き実施します。 

■夢の教室 
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◯道徳教育の充実 
・命の大切さや思いやり、社会貢献の精神などをはぐくむため、道徳の時間を中心に教育
活動全体を通して道徳教育を推進していきます。また、道徳の授業を保護者等に公開す
ることで、道徳教育の意義についての理解を深めます。 
・全校的な指導体制を整備するとともに、指導方法・指導体制に関する研究や教材の開
発に取り組みます。 

◯小中学校における人権教育の推進 
長洲町人権教育推進協議会の「学校教育部会」を中心として、児童生徒、保護者な

どを対象に、人権に対する正しい知識と理解を深めるための人権教育の推進を図ります。
また、児童生徒だけでなく、教職員自身が人権感覚を磨き人権問題解決に向けた実践
力を養うため、人権尊重に向けた指導力を身につけるための研修などの充実を図ります。 

◯情報モラル教育の充実 
児童生徒の発達段階に応じて、情報モラルの必要性を理解し、情報に対する責任に

ついて考え、実践的な態度を育成する取組を学校と家庭とが連携して推進します。また、
児童生徒をネット社会の危険から守るため本町では関係団体と協議し「スマートフォーン
等の利用に関する長洲ルール」を制定しました。この「長洲ルール」をもとに各学校で制定
した「ルール」をＰＴＡと連携し、遵守できるように取り組んでいきます。 

◯「熊本の心」の活用 
あいさつ・返事をはじめ、心をこめた無言そうじの徹底、「熊本の心」等を生かした道徳

的実践力をはぐくむ授業づくりを推進します。 

◯いじめ防止対策の充実 
定期的なアンケート調査や道徳教育など様々な機会を通じて、いじめが起こる前に学

校全体で取り組んでいきます。また、「長洲町心のきずなを深める」全体構想のもと、学校、
家庭、地域、専門機関等が一体となって、いじめの早期発見と早期対応に努め、教育活
動全体の中で、いじめを許さない学校づくりに取り組みます。 

◯専門機関等との連携 
スクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカー等との連携による相談体制を通して、

児童生徒や保護者への相談・助言を行い、教育相談体制を充実し児童生徒の健全育
成に努めます。 

◯心の教室相談の充実 
生徒たちが悩み、不安、ストレス等を気軽に相談できるよう支援を行います。 

◯教育相談の充実 
不登校、問題行動の未然防止と解消に向けて保護者、地域、教育関係者、弁護士、

警察関係者などと連携協力した体制づくりを進め、個に応じた適切な支援を図ります。 

◯体験活動の充実 
自然体験、集団宿泊活動、ボランティア活動などの様々な体験活動を充実し、子ども

たちと地域の大人たちとの交流を通じて豊かな社会性や人間性、社会に貢献する態度を
はぐくむ取組を推進します。 
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◯ものづくり（木育）の推進 
本町では、子どもたちが木や森との関わ

りを主体的に考えられる豊かな心をはぐく
むことを目的として、「全国ものづくり塾」と
連携しながら、ものづくり（木育）の推進
を図ります。 

◯長洲ふるさと学習の推進 
児童生徒がローカル、グローバルな視点
を持ち、世界に視野を広げるためには、長
洲町の歴史・自然など、まず、ふるさとを知
ることが重要です。そこで、ふるさとの自然
や人、社会、伝統文化、産業等にふれあ
う体験活動等を地域の方々の協力を得
ながら充実させ、心豊かでふるさと愛に満
ちた児童生徒を育成し、自ら学び自ら考
えるなど学ぶ力の育成、これからの社会を
創造的にたくましく生き抜く力の育成を図
ります。 

 

 
 

 
 

 
 

施策6 健康・体力の向上 
児童生徒を取り巻く生活環境の変化は、心身の発育や健康に大きな影響を与え、

生活習慣の乱れ、偏った食生活、性の問題行動、アレルギーなどの課題も顕在化し

ており、児童生徒の生涯を通じた健康管理能力の育成が求められています。このよ

うに子どもたちの多様化する健康課題の解決には、学校での対応だけでは難しく、

的確な対応を図るために、学校、家庭、地域等が連携し、一体となった取組を充実

させることが必要です。 

また、子どもの生活全体から運動が減少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の傾向が指摘されており、児童生徒の

食生活の乱れや肥満化傾向等の憂慮すべき問題が生じています。健康を保持増進し

生涯にわたり運動に親しむ資質や能力の基礎を培う上で十分な運動習慣を形成し、

様々な基本的な動きを身に付けさせることが必要です。このような課題に対して、

各小中学校では、児童生徒の発達段階を考慮して、教科体育の時間はもとより、特

別活動・総合的な学習の時間・運動部活動等、教育活動全体を通して取り組み、健

康な生活習慣が身に付くよう推進してきました。また、小学校では学童水泳記録会、

小学校親睦陸上記録会、持久走大会等、中学校では郡市・県中体連大会へ向けて夏

季休業中の早朝練習等を通して更なる体力向上に努めています。 

 

■ものづくり塾 

■長洲ふるさと学習（潮干狩り体験） 
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施策の方向性や取り組み 

◯「早寝早起き朝ごはん」運動の定着 
学校と家庭が連携し、児童生徒がきちんとした生活リズムを築けるよう「早寝早起き朝

ごはん」運動をより一層推進します。 

◯歯・口腔の健康づくりの推進 
歯と口腔の健康を維持するため、学校歯科医、歯科衛生士等によるブラッシング指導

をはじめ、家庭及び地域の関係機関と連携を図り、歯科保健の充実に努めます。また、
現在全小学校で実施しているフッ化物洗口を両中学校でも実施していきます。 

◯定期健康診断の充実 
学校保健安全法に基づく定期健康診断において、学校と家庭が連携し、診断後の治

療の徹底を図ります。 

◯感染症予防対策の推進 
本町では、各種定期予防接種に加え、任意予防接種についても助成の充実を図り、

感染症の発症・重症化予防に努めます。 

◯保健指導の充実 
児童生徒の発達段階に応じた適切な性教育や保健安全指導を行い、健康づくりにお

ける自己管理能力の育成を図ります。 

◯学校敷地内全面禁煙の実施 
今後も学校敷地内全面禁煙を継続して実施することにより受動喫煙を防止するととも

に、喫煙防止教育を推進します。 

◯体力運動能力テスト等の結果の活用 
体力運動能力テスト等の分析結果を活用して体育・保健体育学習の充実を図り、健

康・体力の向上を教育活動全体を通じて推進します。 

◯体育授業及び体育行事の充実 
・小中学校の連携を通して、教科体育
の一層の充実を図るとともに学校行事や
全校体育などの教育活動全体を通して
体力の向上に努めます。 
・学童水泳記録会や小学校親睦陸上
記録会を実施し、水泳、陸上の能力向
上と体力づくりに努めます。 
・持久走、部活動等の練習・試合を通
して体力・忍耐力の向上を図ります。 

◯運動部活動の推進 
運動部活動については、部活動指針
に沿った適正で、魅力ある部活動を推進
します。なかでも小学校の運動部活動に
ついては、学校教育から地域の社会体
育への移行を図ります。 

■水泳記録会 

■体育大会 
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施策7 食育の推進 
近年の「食」に関する様々な問題や食事が不規則になったりすることで，子ども

の健康への影響が懸念されています。 

また、それぞれの家庭で家族揃って食卓を囲む機会が減少するなど、従来から自

然に親から子、孫へと受け継がれてきた「食」に関する習慣や知識、自然からの恩

恵による「食」への感謝の気持ちが薄らいでいます。「食」を取り巻く様々な課題を

一人一人が自らのこととして捉え、「食」を通して生活を見つめ直し、ライフステー

ジにあった課題解決に向けて個人個人に応じた取組を行うことが求められています。

本町では、各学校における食に関する指導全体計画（年間指導計画）に基づいて学

年ごとに、「食」について様々な取組を行っています。 

 
 

施策の方向性や取り組み 

◯「早寝早起き朝ごはん」運動の定着（再掲：施策6） 
「早寝早起き朝ごはん」運動のさらなる定着を進め、学校、家庭、地域等が連携して子

どもの健全な食習慣の形成に努めます。 

◯指導内容の充実 
・給食の時間における食に関する指導
内容を、年間を通じて整理し、さらに
学年ごとに関係教科、道徳、総合的
な学習の時間、特別活動における食
に関する指導との関連性を明確にした
内容となるよう努めます。 
・栄養教諭等による食育の推進や給
食センターの見学など具体的な給食
指導の充実を図ります。 

◯食物アレルギーへの対応 
学校現場での教職員の役割などを明確にし、校内で共通理解を図っていくとともに、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て適切な対応に努め
ます。 

◯荒尾市給食センターとの連携 
学校給食の充実を図るために委託先の荒尾市と協力しながら、より一層の地産地消を

進めていきます。 

◯「弁当の日」の推進 
親子での弁当づくり等を通して感謝の心をはぐくみ、親子、児童生徒同士のコミュニケー

ションと「食」への関心を高める取組を推進します。 
 

 
 

 

■給食試食会 
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施策8 キャリア教育の推進 
雇用の多様化・流動化等を背景に、若年層の早期離職やニート・フリーターなど

が増加しています。子どもたちの進路をめぐる環境は、常に変化し、社会的自立、

職業的自立に向けた教育が求められています。 

本町では、子どもたちが、自分の性格、興味・関心、能力・適正などについて理

解を深めるとともに、職業や職業生活に関する情報を収集、活用し、主体的に進路

を選択することができるよう、発達の段階に応じたキャリア教育を推進しています。 

工場見学や職場体験学習等、実践化した学習やものづくり教育などを通して、望

ましい勤労観や職業観を得て、主体的に生きがいのある人生を築こうとする意欲・

態度を育成しています。 

 
 

施策の方向性や取り組み 

◯望ましい勤労観や職業観をはぐくむキャリア教育 
子どもたちが「社会を生き抜く力」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となる、望ましい勤労観や職業観を
はぐくむキャリア教育を推進します。 

◯特色あるキャリア教育の推進 
これまで取り組んできた中学２年生を対象にした職場体験学習、地元企業等の経営

者や地域の匠を招いての学習、潮干狩りや田植え、稲刈りなどの体験活動を行う中で、
身近にある仕事や企業等に興味関心を持ち、ふるさとへの関心を高めるとともに、ふるさと
の未来を担う気概をもった児童生徒の育成に努めます。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

◯長洲町企業等連絡会議との連携 
学校・地域・企業等が相互に連携して情報交換を行う長洲町企業等連絡会議を活

用して工場見学や職場体験学習、キャリア講話等のキャリア教育を推進します。 

◯幼保小中連携によるキャリア教育の推進 
子どもたちの発達段階に応じた取組を充実させるとともに、幼保小中連携によるキャリア

教育の推進を図ります｡ 

■職場体験 

■企業見学 
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◯進路指導の充実 
特別活動・道徳・総合的な学習の時間の充実と生徒理解のための教育相談や保護

者との連携による進路指導の充実を図ります。 
 
 

 
 
 

施策9 環境教育の推進 
環境問題は、身の回りから地球規模まで広範囲に及び、学校教育での学習場面も、

教科、道徳、特別活動等多岐にわたっています。各学校では、ラムサール条約登録

湿地（有明海の荒尾海岸）となった有明海干潟の生き物や野鳥などの観察、海岸清

掃、潮干狩り体験、稚魚の放流などの体験学習などを学校や地域の実情、創意工夫

を生かし弾力的に実施し、発達段階に応じた取組を行い、生命や自然を大切にする

心の育成などを通して環境教育の充実を図ります。 

 

 

施策の方向性や取り組み 

◯環境保全や環境問題に対する能力の育成 
公害について学ぶ小学校５年生を対象に水俣への現地学習（水俣に学ぶ肥後っ子

教室）を実施し、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
を間近に体験することで、環境保全や環境問題の解決に意欲的にかかわろうとする態度
や能力を育成します。 

◯ふるさとの特色を生かした環境学習 
長洲海岸等での清掃活動（「きれいな川と海づくり

デー」）や、潮干狩り体験、タイなどの稚魚の放流な
ど、体験学習、野外活動等、豊かな自然や身近な地
域の中での様々な体験活動を通じて学校、地域の実
情に応じた取組を推進します。 

◯体験を通した環境学習 
太陽光発電施設（有明ソーラーパワー）や熊本県

公共関与最終処分場（「エコアくまもと」 南関町）等
への見学などの社会体験を通した環境教育を推進しま
す。 

◯学校版環境ＩＳＯの取組の充実 
学校版環境ＩＳＯ活動を通して、環境問題につい
ての認識を高めるとともに、資源を大切にする態度を育
てます。 

◯美しい学校づくりの推進 
「花いっぱい運動」「草とゴミのない学校づくり」等をテーマに美しい学校づくりに努めます。 

 

■長洲海岸での稚魚の放流 
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施策10 特別支援教育の推進 
子どもたちの能力や可能性を最大限に伸ばし自立や社会参加に向けた主体的な取

組を支援するという視点に立ち、一人一人の教育的ニーズを把握し、その持てる力

を高め、生活や学習面の困難を改善又は克服するため、適切な指導及び必要な支援

を行っています。 

 

 

施策の方向性や取り組み 

◯特別支援教育指導員等の適切な配置 
特別支援教育指導員等の配置について、県に対して積極的に要望を行うとともに、本

町の特別支援教育支援員については、学校の実態に応じて適切に配置していきます。 

◯特別な支援を要する子どもたちの教育 
特別な教育的支援を必要とする児童生徒に対し、学校全体で組織的な支援体制を

図り、一人一人に応じた教育的ニーズを把握し、適切な支援を行います。 

◯教職員の指導力の向上 
教職員研修等で、教職員の特別支援教育に対する意識を高め、障がいに対する知

識を深め、指導力の強化を図ります。 

◯特別支援教育における人権教育 
特別支援教育について、理解が深まるよう児童生徒、保護者に対し人権教育の充実

を図っていきます。 

◯関係機関との連携による適正な就学指導（再掲：施策2） 
幼稚園・保育所、学校、医療、福祉などの関係機関との連携による新たな就学指導

体制を構築し、早期発見、早期療育等適正な就学指導を推進します。 
 

 
 

 

施策11 開かれた学校づくりの推進 
学校評議員制度の活用及び外部評価を導入した学校評価制度を確立し、精度の高

い学校評価の実施による保護者や地域住民の教育への参加を促進し、効果的・効率

的で透明性の高い開かれた学校経営を推進しています。 

今後、なお一層地域に根付いた開かれた学校づくりを推進するため、学校が積極

的に情報の発信に努め、説明責任の遂行に努める必要があります。 

また、地域の特性を踏まえた特色ある教育課程を編成、実施し、特色ある学校づ

くりを目指す必要があり、様々な教育活動において、地域の人材を活かした学校支

援活動に積極的に取り組んでいく必要があります。 
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施策の方向性や取り組み 

◯学校評価制度の充実 
学校評価制度を充実させ、保護者、地域住民の学校運営への参画を推進し、共通

理解に立ち家庭や地域に支えられる開かれた学校づくりを推進します。 

◯学校の自己評価や学校関係者評価など学校評価の充実 
学校の自己評価と学校関係者評価などにより PDCAサイクルの充実を図り、重点的に

取り組むべきことを把握するなど改善を図ります。 

◯開かれた学校運営の推進 
学校だよりやホームページ等を利用し、教育活動の計画や取組などを積極的に情報発

信し、透明性の高い開かれた学校運営を推進します。 

◯外部評価委員による点検評価 
外部評価委員により、教育委員会の主要施策の点検・評価を行い今後の施策の改

善につなげます。 

◯特色ある学校づくり 
校長のリーダーシップのもと、各学校が地域の特性を踏まえた特色ある教育課程を編

成・実施し、特色ある学校づくりを目指します。 
 
 

 
 

 
 

施策12 教育環境の充実 
学校施設においては、これまで安全・快適な学校施設を提供するため、改築、耐

震補強工事（耐震化率 100％）に加え、施設機器などの改修整備を推進してきまし

た。今後も時代の要請に応じ、教育環境の改善のために施設機器などの整備が必要

です。また、児童生徒が安全・安心な空間で学校生活が送れるよう各学校では危機

管理マニュアルや防災計画等を作成して計画的に避難訓練等を行っています。 

安全教育については、全国的な問題として児童生徒が事件や事故に巻き込まれた

り、災害に遭遇したりするなど児童生徒の安全確保が大きな問題となっています。

児童生徒が健康で安全・安心な生活が送れるよう、家庭、地域と連携した安全教育

を推進します。 

また、経済的な理由によって、小中学校への就学に不安を抱えている児童生徒の

保護者を対象として就学に必要となる費用の一部を援助し、義務教育の円滑な実施

を図っています。 
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施策の方向性や取り組み 

◯学校施設等の整備 
教育内容・教育方法などの変化に

対応したより良い教育環境、学校施
設・設備の整備を進め、施設利用者
の安全確保等に努めます。また、学校
は災害の状況に応じて地域の防災拠
点となることから、必要に応じた防犯・
防災等の対策に努めます。 

◯教材備品等の整備 
児童生徒の学ぶ意欲を向上させ、
わかりやすい授業を展開するために、
パソコンや電子黒板などの情報通信機器をはじめ、楽器、体育用具、一般教材備品、
理科教育振興備品などの充実を図り、教育環境の整備に努めます。 

◯学校教育推進員の活用 
読書活動の充実、学校給食の安全、学校業務等に対応し、学校教育を推進するた

めに引き続き学校教育推進員を適宜配置します。 

◯見守り活動の推進 
関係部局と連携し通学路の安全

確保に努め、学校安全ボランティアの
方々との連携を深め、「こども１１０
番のいえ」など地域ぐるみで登下校時
の見守り活動を推進します。 

◯安全教育・危機対応力の向上 
・交通安全指導、避難訓練、防犯訓
練などを実施するとともに、関係機関
等との連携を図りながら安全な体制づ
くりに努めます。 
・安全で安心して学習できる環境を確保するため、職員の安全意識の向上と危機対応
力の向上に努めます。 

◯適正規模のあり方などの検討 
学校、学級の適正規模のあり方などについて検討を行います。 

◯就学援助制度の充実 
小中学校で、経済的に就学困難な児童生徒の保護者に対して学用品費など学校生

活に必要な費用の援助を行います。 
 

 

■ICT を使用した授業 

■見守り隊 
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施策13 学校、家庭、地域等の連携協力 
本町では「学校・家庭・地域の連携による教育支援活動促進事業」として、「放課

後子ども教室」と、「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）」

に取り組んでいます。 

放課後子ども教室は、４小学校でそれぞれ年間５０回程度開催しています。教室

では、コーディネーターを中心として、教育活動サポーター、地域ボランティアが

連携しながら、体験・学習活動を行っています。近年、地域ボランティアとして九

州看護福祉大学の学生も参画し内容の充実に努めています。 

「地域教育コーディネーター育成・活用事業」においても多くの地域ボランティ

アの協力・支援により、各種支援活動に取り組み、地域の人々が学校を支援する仕

組みが定着しつつあります。支援活動の分野も町特産品、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、特色ある分野に多くの地域ボラン

ティアが参画し、子どもたちと地域の人々とのふれ合う機会の創出や、学校とボラ

ンティアの人々との連携も高まっています。 

また、「熊本版コミュニティ・スクール」が、全小中学校に導入され、学校、家庭、

地域等が連携協力して子どもを育てる体制が整いつつあり、社会全体で子どもたち

を健やかに育てる環境づくりを推進しています。 

 

 

施策の方向性や取り組み 

◯放課後子ども教室の充実 
子どもたちが地域社会のなかで、心豊かで健やかにはぐくまれる環境づくりを推進するた

め、安全・安心な活動拠点として地域ボランティアの協力のもと、放課後子ども教室の充
実を図ります。また、学童保育との合同プログラムの実施等連携を図っていきます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

◯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）の充実 
学校、家庭、地域社会が一体となって地域ぐるみで子どもを育てる地域教育コーディネ

ーター育成・活用事業の充実を図ります。このため、学校支援ボランティアの充実とともに、
学校、家庭、地域のより一層の連携を図ります。 
 

■放課後子ども教室（地域ボランティア 九看大との連携） 

■放課後子ども教室（ものづくり塾との連携） 
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◯「長洲ふるさと塾」の推進 
ふるさとの自然や人、環境、伝統文化、産業等にふれあう体験活動を充実させ、ふるさ

とを愛する気持ちを育て、たくましく生き抜く力を地域の方々の協力を得ながら育成します。 

◯体験活動の推進（再掲：施策８） 
これまで取り組んできた中学２年生を対象にした職場体験学習、地元企業等の経営

者や地域の匠を招いての学習、潮干狩りや田植え、稲刈りなどの体験活動を地域の
方々の協力を得ながら推進します。 

◯長洲町企業等連絡会議との連携（再掲：施策８） 
学校・地域・企業等が相互に連携して情報交換を行う長洲町企業等連絡会議を活

用して工場見学や職場体験学習、キャリア講話などを通して連携を促進します。 

◯「熊本版コミュニティ・スクール」の充実 
学校、家庭、地域の方々が参画する学校運営協議会等を設置し、各学校の教育方

針等を共有し、その解決や改善に向けて協議し、学校、保護者、各種団体、学習ボラン
ティア・環境づくりボランティア等が一体となって組織的に子どもの育成に取り組みます。 

◯ＰＴＡ活動の充実 
ＰＴＡ活動においては、役員の人選や行事等への参加率の低迷などの問題を抱えて

おりＰＴＡ連合会と連携を強化し、ＰＴＡ活動の充実を図ります。 
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Ⅲ 社会教育 
町民が「夢」を持ち、心豊かな人生を送ることができるように生涯を通して

学習する機会及び情報の提供に努めます。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します。さらに、

生涯スポーツの推進を目指し、スポーツ環境の整備やスポーツ活動を広める

取組を推進します。 

 

 
 

施策14 人権教育の推進 
人権は、人種、信条、性別、社会的身分または門地により差別することなく、す

べての人々に普遍的に保障されている基本的な権利です。しかしながら、今日にお

いても様々な偏見や差別がいまだに解決されず社会の中に存在しています。 

２１世紀は「人権の世紀」と言われるなか、町民一人一人が人権について正しく

理解し、お互いの人権を尊重しあいながら、ともに生きていく明るい社会を築いて

いくことが求められています。また、あらゆる人権問題の解決に向けて、学校、家

庭、地域、企業、関係機関との連携のもと、人権意識の高揚を積極的に図り、地域

社会や国際社会を構成する一人一人が人間らしく幸せに暮らす権利が尊重される明

るいまちづくりを目指していくことが望まれています。 

本町では、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」、「社会教育部会」の３部会において、それぞれの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の充実に取り組んでいます。 

 

 

施策の方向性や取り組み 

◯人権教育・啓発における推進体制の確立 
人権教育の推進にあたっては、長洲町人権教育推進協議会を中心として、「就学前

教育部会」、「学校教育部会」、「社会教育部会」の３部会において、各種人権教育・
啓発を推進します。 

◯幼児期における人権教育の推進（再掲：施策２） 
長洲町人権教育推進協議会で組織する「就学前教育部会」において、幼稚園・保育

所の子ども及び保護者や地域住民などを対象に、人権に対する正しい知識と理解を深め
るための各種講演会や研修会を計画的に実施することで人権教育の充実を図っていきま
す。 

◯小中学校における人権教育の推進（再掲：施策５） 
長洲町人権教育推進協議会の「学校教育部会」を中心として、児童生徒、保護者な

どを対象に、人権に対する正しい知識と理解を深めるための人権教育の推進を図ります。
また、児童生徒だけでなく、教職員自身が人権感覚を磨き人権問題解決に向けた実践
力を養うため、人権尊重に向けた指導力を身につけるための研修などの充実を図ります。 
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◯人権啓発の推進 
長洲・玉東ブロック人権同和教育研究集会において、職員、関係団体、一般住民を

対象に研究集会を通して人権啓発を推進します。 
 
 

 
 

 

施策15 生涯学習の推進 
生涯学習は、一人一人の人生を生きがいある充実したものにし、学びを通して人

と人とのつながりや、お互いに尊重し合い交流を深め、住みよい豊かな地域社会を

構築する役割を担っています。 

町民が自主的・創造的に生涯学習を展開し、積極的な参画による支え合いが実現

できるように、学びの成果を生かしはぐくむことで、より学習意欲が向上し、文化

を高めることができます。少子高齢化、ライフスタイルや価値観の多様化、グロー

バル化が著しい現代において、生涯にわたる学習活動を支援し、学びの成果が生か

せる社会環境が必要です。 

本町においては、中央公民館を中心として自治公民館・介護予防拠点施設での講

座開催や、各種サークル教室など活動の場を提供しています。しかし、まだ十分な

学習機会の提供には至っておらず、より充実した学習機会の提供に取り組んでいか

なければなりません。また、教室や講座で学んだ成果を生かすことのできる発表の

場の確保など活動機会の拡充も必要です。図書館においては、急速な情報化が進展

するなかで町民の学習支援として、図書資料の充実や各種情報の提供とともにレフ

ァレンスサービス等の充実も求められています。 

 

 

施策の方向性や取り組み 

◯生涯学習の推進 
生涯学習の拠点として積極的に中央公民館等の利用を促し、講座・学習やサークル

活動、活動成果の発表等を行い、生涯学習のさらなる推進を図ります。 

◯学びの機会の充実 
関係機関と連携し、それぞれの世代の学習ニーズに対応した学習講座を充実させ、学

び続けることができるまちづくりを図ります。 

◯学習サークル等の育成・支援 
町民の学習ニーズに対応した、次代につなぐ生涯学習を目指し、仲間と学び合える生

涯学習サークル・団体の育成・支援を図ります。 
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施策16 公民館活動の充実 
本町の公民館運営体制は、中央公民館を中心として、各区の自治公民館・介護予

防拠点施設から成ります。特に、中央公民館は、生涯学習活動の拠点として、町文

化祭展示会場、サークル活動、研修・学びの場として、多くの町民やサークル団体

に利用されています。 

一方、自治公民館・介護予防拠点施設では、区独自の集い、学習、運動のための

身近な活動の場となっています。複数の区が連携した校区公民館事業は、スポーツ

活動を中心として校区住民間の親睦・融和を進める活動が図られています。このよ

うななか、平成２５年度からは、自治公民館を会場として出前講座を実施し高齢者

を中心とした地域の公民館活動の拡充に取り組んでいます。 

また、近年、本町では自治公民館を介護予防拠点施設として整備を進めており、

高齢化社会に向け、関係機関と連携して自治公民館と介護予防拠点施設の両面から

公民館と地域福祉との連携・拡充が求められています。 

 

 

施策の方向性や取り組み 

◯生涯学習の推進（再掲：施策15） 
生涯学習の拠点として積極的に中央公民館等の利用を促し、講座・学習やサークル

活動、活動成果の発表等を行い、生涯学習のさらなる推進を図ります。 

◯各種公民館講座の拡充 
「自治公民館講座」や「終活講

座」といった町民のニーズに即した学
びの場を拡充し、町民の交流、生き
がいづくりや学習意欲の向上等に努
めます。 

◯公民館運営の適正化 
地域に根ざした公民館運営を目
指し、公民館運営審議会、校区公
民館長会議を通して町民の意向を
反映させた、地域に根ざした公民館
運営に努めます。 

◯公民館・介護予防拠点施設の整備 
中央公民館を中心として連携し、社会教育関係団体の育成・支援に努め、自治公民

館・介護予防拠点施設が今後より一層地域の活動拠点となるよう公民館・介護予防拠
点施設の整備を図ります。 

◯公民館と介護予防拠点施設の係わり 
高齢化社会に向け、関係機関と連携しながら自治公民館と介護予防拠点施設の両

面から公民館と地域福祉の関わりを検討します。 
 
 

■中央公民館での公民館講座 
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施策17 社会教育団体の指導、育成 
豊かな人間形成のためには、地域住民による地域に根ざした地域社会づくりが望

ましいと考えられます。時代の変化とともに地域社会における問題解決や、集団で

の人間形成を行うためには、社会教育団体の果たす役割はますます重要となってい

ます。 

そのため、社会教育団体には、自主性・自立性を尊重した活動の充実と推進が求

められています。また、社会教育団体の育成にあたっては、団体の自主的な活動が

できるように配慮していく必要があります。 

本町では、社会教育団体として長洲町地域婦人会、長洲町ＰＴＡ連合会、長洲町

子ども会連合会、長洲町青少年育成町民会議等の関係団体がそれぞれ積極的に活動

を行っています。町では、これらの社会教育団体の活動に対して団体の自主性を尊

重しながら、指導、育成に努めています。 

このように、地域住民の自主性を尊重し、教育活動の奨励、支援を行い、地域住

民による社会教育団体が自主的・自発的に行う社会教育活動を推進します。 

 
 

施策の方向性や取り組み 

◯社会教育団体の育成 
社会教育団体の自主性を尊重し、それぞれの団体が自立した活動ができるように指導、

支援を図ります。 

◯社会教育団体の活動の奨励 
社会教育団体の活動の活性化を目指し、指導者・リーダーの育成、活動補助、関係

情報の提供等による活動の奨励を図ります。 

◯社会教育団体との連携 
社会教育団体との連携や活動の支援を通じて、地域ぐるみで豊かな人づくりをはぐくむ

体制等の整備を図ります。 
 
 

 
 

施策18 青少年・青少年団体の健全育成 
青少年がこれからの社会を生き抜くために、豊かな心、健やかな身体をはぐくむ

ことができるように、地域のさまざまな機関が連携していくことが必要です。また、

悩みや不安を抱えている青少年の支援が重要となってきます。このため、青少年を

取り巻く地域住民が青少年の心と体を大切にし、それぞれの状況に応じた柔軟でき

めこまやかな対応をしていくことが望まれます。 

次代を担う青少年が夢と希望を持って自己実現を図るとともに、社会的自立に向

けて必要な能力や態度を身につけることができるように、青少年の育成及び青少年

を取り巻く環境の整備に取り組んでいかなければなりません。 

本町では、青少年の健全育成を担う中核的組織である長洲町青少年育成町民会議

への支援を図るとともに、青少年の自主性を伸ばし協調性を育てるために、ＰＴＡ
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連合会、子ども会連合会、長洲町更生保護協議会等の関係団体の活動支援や、各種

研修会を通して関係団体におけるリーダー育成を図っていきます。 

 
 

施策の方向性や取り組み 

◯地域社会での青少年の健全育成 
青少年の健全育成のため、地域で青少年を見守り、はぐくみ、地域との結びつきを大切

にしながら地域社会全体での青少年の健全育成を図ります。 

◯子どもたちの環境改善 
インターネット、ライン等の急速な普及により、青少年が犯罪に巻きこまれたり、被害者と

なるなど青少年を取り巻く環境が厳しくなってきています。このため、学校、ＰＴＡ、社会
教育団体等の関係機関が一体となり、子どもたちを取り巻く環境改善を図ります。 

◯青少年の見守り活動の充実 
学校安全ボランティア、補導員、ＰＴＡなどの地域で青少年を見守る青少年の育成

活動の充実を図ります。 

◯社明運動事業の推進 
社会を明るくする運動推進委員

会を中心として町内の関係団体の
協力のもと、社会を明るくする運動強
調月間事業の推進・充実を図りま
す。 

 

 

 
 

 
 

 
 

施策19 文化団体の育成と文化事業の充実 
文化・芸術は、鑑賞する人々に感動や喜びをもたらし、人生を豊かにします。ま

た、鑑賞する側だけでなく、それを創りだす側にも継承する側にも同様の感動や喜

びがもたらされています。 

本町では、長洲町文化協会をはじめとして各種文化サークルと連携し、文化・芸

術活動の充実や文化団体、指導者の育成に努めています。 

文化団体の育成については、長洲町文化協会及び伝統芸能保存会に対する助成に

よる活動支援や、町文化祭での活動成果の発表の場の提供を通して活動の活性化に

取り組みます。 

文化事業としては、長洲町文化協会と連携・協力しながら、ミニ文化展、町文化

祭を開催し、多くの作品展示や芸能発表により、町民の文化芸術活動への関心を高

めていきます。 

■保育園児も参加しての社会を明るくする運動 
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また、文化財の保護については、長洲町文化財保護委員会を中心に有形・無形の

文化財に対する保護・継承を図るとともに、各種文化財に対する啓発活動や、ふる

さとの伝統・文化を大切にする心づくりに努めます。 

 

 

施策の方向性や取り組み 

◯文化団体の育成 
長洲町文化協会をはじめ各種の自主サークル等と連携し、それぞれの活動を支援する

とともに各種文化活動の充実ならびに文化団体の育成・支援に努めます。 

◯魅力ある文化事業の推進 
国・県等の支援・協力を得ながら、音楽・演劇等の優れた芸術の鑑賞機会の提供や

魅力ある文化事業の推進に努めます。 

◯文化財の保護・保存 
文化財の保護については、長洲町

文化財保護委員会をはじめ関係機関
と連携を図りながら、有形・無形の町
文化財の適切な保護・保存に努めま
す。 

◯伝統芸能の継承 
ふるさとの文化や伝統芸能とふれあ
う機会を通して、人々がふるさとの文化
や伝統芸能への関心を高め、その良さ
を継承していく活動の支援を図ります。 

 
 

 
 

■長洲町文化祭 

■伝統芸能（神楽） 
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施策20 社会教育施設の整備等 
本町には、社会教育施設として長洲町中央公民館とながす未来館があります。こ

の内、長洲町中央公民館は築後約２４年、ながす未来館は築後１８年を経過してい

るため更新計画に基づき設備の改修を行い、利用者が快適に利用できる施設管理に

努めます。 

また、ながす未来館については、平成２６年４月から指定管理者制度を導入し、

民間事業者の能力を活用して文化ホールにおける魅力ある自主事業開催や、施設利

用者への各種サービスの提供と効率的な施設の管理運営に取り組んでいます。 

これら２つの施設について、町民がいつでも、どこでも、だれでも楽しく学べる

生涯学習の拠点施設として整備していきます。 

 
 

施策の方向性や取り組み 

◯生涯学習施設の整備 
町民がいつでも、どこでも、だれでも楽しく学ぶことができるために生涯学習の環境整備

は不可欠です。このため、長洲町中央公民館、ながす未来館の施設設備の整備・改修
に努めます。 

◯指定管理者制度による施設管理 
ながす未来館の管理運営については、平成２６年４月から指定管理者制度を導入

しています。民間事業者による文化ホールでの自主事業開催や施設利用者への各種サ
ービスの提供を行うとともに、効率的な施設の管理運営に努めます。 

 

 
 

 
 

 

施策21 魅力ある図書館事業の推進 
現在、長洲町図書館は、子どもから高齢者まで幅広い年代にわたり、多くの利用

があります。近年の少子高齢化、情報化等に対応し、生涯学習の中核施設及び情報

拠点として、町民のニーズに応えるとともに、町民に親しまれ、町民の生涯学習活

動を支援する図書館運営を行っています。 

今後も子どもから高齢者まで幅広い人々のニーズに応えていくため、多様な図書

館資料の収集により魅力ある図書館づくりを進め、気軽に楽しく利用できる図書館

運営に努めます。 

また、学校図書館や図書館ボランティアとの連携を図り、子どもたちの読書活動

を支援するとともに、町民の読書活動も進めながら生涯学習の支援を図ります。 
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施策の方向性や取り組み 

◯図書館資料の充実 
利用者の多様なニーズに応えるため、一般・児童・郷土資料・新聞・雑誌など図書館

資料の一層の拡充を図りながら、収集した資料の整理・保存・提供に努めます。 

◯読書活動の推進 
より一層の読書活動の推進を目指し、童話発表大会、読書スタンプラリー、ブックスター

ト事業等の取組を通じて、さらなる読書活動の推進を図ります。 

◯図書館サービスの向上 
利用者の方々が気軽に図書館を利用できるように、図書館職員の資質向上のための

研修参加やレファレンスサービスの充実等により、図書館サービスの向上に努めます。 

◯子どもたちの読書活動支援 
子どもたちの読書活動の支援として、学校図書館との連携による図書館配本事業、夏

休み図書室開放事業等を推進します。 

◯図書館環境の整備 
だれもが使いやすく、利便性の高い

図書館づくりを目指し、図書貸し出し
システム等の適切な設備更新を行い、
利用者が快適に使える図書館環境の
整備に努めます。 

◯広域的利用の推進 
有明圏域定住自立圏形成協定の
もと、大牟田市・荒尾市・南関町と連
携しながら広域的相互図書館の利用
推進を図ります。 

 

 
 

 

施策22 生涯スポーツの推進 
町民のスポーツニーズが多様化する今日、「いつでも」、「どこでも」、「いつまでも」、

ライフステージに応じて気軽にスポーツ活動を楽しめるよう、各種スポーツ大会や

レクリエーションの開催など、町民が身近にスポーツ活動に参加できる機会をつく

り、生涯スポーツの推進を通じて活力あるまちづくりを目指します。 

また、町民の健康な身体づくりに努めるとともに、生きがいや活力を養うため、

誰もが親しみ参加できる各種スポーツ教室や大会など、スポーツを通した健康づく

り・体力づくりを図ります。 

また、競技のレベルアップを目指し、長洲町体育協会を中心としてスポーツ団体

の育成や指導者の発掘・養成を支援し、競技スポーツの推進を図ります。 

 

 

■町図書館の様子 
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施策の方向性や取り組み 

◯生涯スポーツの推進 
町民が「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、各種スポーツ大会やレクリエー
ションの開催など、町民がスポーツ活動
に気軽に参加できる機会をつくり生涯ス
ポーツの推進を図ります。 

◯競技スポーツの振興 
各種競技団体、スポーツクラブ、学
校活動等と連携を図り、競技団体・競
技者の育成を支援し、競技スポーツの
振興を図ります。 

◯地域スポーツの振興 
子どもから高齢者まで、あらゆる世

代が気軽に参加できる地域主体の各
種スポーツ大会・行事を支援し、地域
におけるスポーツ・レクリエーション活動
の振興を図ります。 

◯町民の健康づくり・体力づくりの

推進 
町民の健康・体力づくりに向け、スポ
ーツやレクリエーション、運動教室など
魅力的な各種活動の場を提供し、町
民の健康づくり・体力づくりを推進しま
す。 

◯各種スポーツ団体の育成・支援 
長洲町体育協会、ＮＰＯ法人長洲にこにこクラブ、その他のスポーツクラブなど、各種

スポーツ団体の活動充実に向けた育成・支援を図ります。 

◯スポーツ指導者の育成 
地域で活動するスポーツ指導者やスポーツ推進員の確保・充実に努めるとともに、各種

研修会を通してスポーツ指導者の育成を図ります。 

■老人会によるスポーツ大会 

■ＮＰＯ法人長洲にこにこクラブの活動 
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施策23 社会体育施設の整備等 
本町では、町民の多様なスポーツニーズに応えるため、昭和５１年の総合グラウ

ンド整備をはじめとして、体育館、武道場、艇庫、テニスコート、弓道場、ジョギ

ングコース、トレーニング室、温水プール等からなる「長洲町総合スポーツセンタ

ー」を整備しました。しかし、半数の施設では建設から３０年以上が経過し、各施

設の老朽化が進んでいます。このため、利用者が安全に利用できるスポーツ環境の

整備として、計画的にこれら施設の整備・改修に取り組んでいかなければなりませ

ん。 

また、スポーツ施設の管理運営については、平成２３年１０月から指定管理者制

度を導入しました。今後も民間事業者の能力を活用してサービスの向上や、効率的

な施設の管理運営を行い、町民のスポーツ活動を推進していかなければなりません。 

 

 

施策の方向性や取り組み 

◯スポーツ施設の整備 
本町では、体育館、グラウンド、温水プールなどスポーツ施設の整備はおおむねできてい

ると考えられます。しかし、半数の施設では建設から３０年以上が経過し施設の老朽化
が進んでいるため、今後これら施設における計画的な整備・改修に取り組みます。 

◯スポーツ施設の適正な管理運営 
利用者サービスの向上と管理運営の効率化を目指し、平成２３年１０月に導入した

指定管理者制度の活用により、引き続きスポーツ施設の適正な管理運営を図ります。 

◯気軽に利用しやすい施設利用 
だれもが・いつでも・気軽に利用できる施設として、スポーツ施設の貸出・利用手続き等

に関する情報提供や広報に努め、スポーツ施設の利用者拡大を図ります。 
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第５章 計画の推進等 
 

１．各主体の基本的な役割 
① 学校の役割 
学校は、教育活動の中心です。知・徳・体をバランスよく身につけた子どもたちの育成、たく

ましく、心豊かに生きていくことのできる子どもたちを育成する役割を担っています。 

教員は、子どもたちの成長にとって、大きな影響を与える存在です。そのため、自らの崇高な

使命を深く自覚し、教育への情熱と子どもたちへの愛情を備え、子どもや家庭、地域等から信頼

され、常に高い倫理観と指導力・教育力を持って指導にあたらなければなりません。また、学校

は、家庭、地域等との連携を深めていけるよう、開かれた学校を目指す必要があります。 

 
 
② 家庭の役割 
家庭は、全ての教育の出発点であり、子どもの心の安らぎの場であるとともに、基本的生活習

慣や規範意識、自律心を育み、子どもが心身の調和をもって成長していく場として第一義的責任

を負う、最も重要な存在です。愛情による絆で結ばれた家族とのふれあいを通して、子どもが、

生きていく基礎となる力を身につけるうえで重要な役割を担っています。 

 
 
③ 地域の役割 
地域の子どもは、地域全体の子どもであり、地域全体で育てるという視点にたち、子どもの健

全育成を図ることが重要です。また、地域は、地域コミュニティを中心に、子どもたちが異年齢

で触れ合い、学校や家庭では得られない貴重な体験や大人からの知識や経験を得る重要な場です。 

子どもたちはそこで、自己肯定感や自尊感情、社会への参画意識等を高めて、たくましく成長

していきます。 

 
 
④ 行政の役割 
行政は、学校、家庭、地域等がそれぞれの役割を十分に果たせるように、施策を総合的・体系

的に推進していきます。学校に対しては、教員の指導力・教育力向上のため、学校支援や教員研

修を実施し、また、施設の環境整備などに努めます。子どもの生きる基盤となる家庭に対しては、

子どもたちが生きていくうえでの基礎的・基本的な力を身につけることができるよう、家庭の教

育力の向上を支援していきます。また、地域に対しては、地域の教育力の基盤である地域コミュ

ニティが活性化するよう支援していきます。 
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２．計画の推進 
① 住民との信頼関係のある開かれた教育行政の推進 
教育委員会では、教育委員会会議の公開や議事録をホームページへ掲載しています。また、校

区懇談会等へ積極的に参加し町民や教育現場の意見、実情の把握などに努めています。しかし、

近年の教育課題の増大やニーズの多様化など様々な課題への対応が求められています。それらの

様々な課題へ対応するため、今後も町民や教育現場との意見交換や積極的な情報公開などにより、

一層開かれた教育行政を推進します。 

 
 
② 住民の参加と協働による推進 
教育は、学校、家庭、地域等の連携と住民の参加、また生涯を通じた学びの意識と協働で取り

組むことが大切です。町民の一人一人が、様々な形で教育や学びの場に参加し関わりを持つこと

が計画の推進のためにも重要になります。 
教育に関係する人だけではなく、子どもとその保護者、地域の様々な団体や組織、行政等が連

携しながら住民の参画のもと教育施策を推進します。 

 

 
③ 計画の進捗状況の評価と報告 
計画の進捗状況を「長洲町教育委員会の事務の点検及び評価」で総合的に評価し、計画推進の

課題などを把握し、その対応を検討していきます。計画の進捗状況を把握し評価することを通し

て、計画の着実な推進を図り、より実行性の高い柔軟な対応ができる計画になります。 

 

 
④ 住民への周知と啓発 
本計画を広く町民に広報するとともに、計画推進への参加と協力を啓発し、高い効果が上るよ

うに努めていきます。子どもや保護者、幼稚園や保育所、学校、地域、文化団体、スポーツ団体

等多くの住民の協力により推進する計画となるよう取り組みます。 

 

 
⑤ 庁内連携の体制整備 
本計画の推進のためには、国、県、教育機関等との連携を視野に入れ、教育委員会だけではな

く庁内の関係各課との連携と協力のもと取り組んでいきます。他課の事務・事業との調整を図り、

効果的・効率的な事業の推進に努めます。 

 
 
⑥ 教育委員会の新制度への対応 
町長が設置する総合教育会議に参画し、大綱の策定、重点的に講ずべき施策、緊急の場合に講

ずべき措置について、協議調整を行います。また、教育の目標や根本的な方針を町長が策定しま

すが、総合教育会議で教育の振興のために協議調整に努めます。 
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１．長洲町教育振興基本計画策定委員会設置要綱 
○長洲町教育振興基本計画策定委員会設置要綱 

(平成 26 年 7 月 1日教育委員会告示第 11 号) 

 

(設置) 

第１条 教育基本法（平成 18 年法律第 120 号）第 17 条第 2項の規定に基づき、長洲町教育振

興基本計画（以下「計画」という。）を策定するため、長洲町教育振興基本計画策定委

員会（以下「委員会」という。）を設置する。 

 

(所掌事項) 

第２条 委員会は、次に掲げる事務を所掌する。 

(1) 計画の策定に関すること 

(2) その他計画の策定に必要な事項 

 

(組織) 

第３条 委員会は、委員 10 人以内をもって組織する。 

２ 委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。 

(1) 学識経験者 

(2) 学校教育関係者 

(3) 教育関係団体関係者 

(4) その他教育委員会が必要と認める者 

 

(任期) 

第４条 委員の任期は、委嘱の日から計画の策定が終了する日までとする。ただし、欠員が生

じた場合の補充委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

 

(委員長及び副委員長) 

第５条 委員会に委員長及び副委員長を置く。 

２ 委員長及び副委員長は、委員の互選によって定める。 

３ 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。 

４ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職

務を代理する。 

 

(会議) 

第６条 委員会は、必要に応じて委員長が招集し、委員長が議長となる。ただし、この要綱の

施行の日以後最初に開催する会議については、教育長が招集するものとする。 

２ 委員会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。 

３ 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決する

ところによる。 

 

(作業部会) 

第７条 委員会に、作業部会（以下「部会」という。）を置く。 

２ 部会は、第 2条に規定する事項の調査及び検討並びに計画の素案を作成する。 

３ 部会は、教育委員会の課長及び課長補佐をもって組織する。 
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４ 部会長は、学校教育課長をもって充てる。 

５ 部会長は、必要に応じて部会を招集し、部会の会議を総理する。 

６ 部会長は、部会の経過及び結果を委員会に報告するものとする。 

 

(意見の聴取等) 

第８条 委員会は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、その説明又は意

見を聴くことができる。 

 

(庶務) 

第９条 委員会の庶務は、学校教育課において処理する。 

 

(その他) 

第10条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に

諮って定める。 

 

 

附 則 

この要綱は、平成 26 年 7 月 1 日から施行する。 
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２．長洲町教育振興基本計画策定委員会名簿 
 
 

役職等 氏名 

九州看護福祉大学 准教授 山本 孝司 

長洲町小中学校校長会代表 髙森 秀一 

長洲町社会教育委員 馬渕 智子 

長洲町ＰＴＡ連合会代表 溝口 靖美 

長洲町駐在員会代表 西林 亘 

長洲町教育委員会委員長 大山 司朗 

長洲町教育委員会委員 伊津野 照子 

長洲町教育長 松本 曻 

長洲町子育て支援課長 山本 明子 

事務局  

長洲町学校教育課長 松本 英樹 

長洲町生涯学習課長 山隈 司 

長洲町生涯学習課長補佐 木下 誠市 

長洲町学校教育課長補佐 荒木 功 
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３．長洲町教育振興基本計画 検討経過 
 
●長洲町教育振興基本計画策定委員会の開催状況 

回数 開催日 内   容 

第 1回 
平成 26 年 

9 月 9 日 

 

第 1 回策定委員会 

〇委員長及び副委員長の選出について 

〇長洲町教育振興基本計画の策定について 

  〇アンケート調査について 

  〇今後のスケジュールについて 

  ○その他 

第 2回 
平成 27 年 

2 月 10 日 

 

第 2 回策定委員会 

 〇長洲町教育振興基本計画（素案）について 

  ○アンケート調査結果等について 

  〇今後のスケジュールについて 

  ○その他 

第 3回 
平成 27 年 

3 月 24 日 

 

第 3 回策定委員会 

  〇パブリックコメントについて 

  〇長洲町教育振興基本計画について 

  〇その他 

 

 
●小中学生・保護者・教員・一般町民へのアンケート実施 ..... 平成２６年９月中旬～９月下旬 
●校区懇談会での意見聴取 .................................. 平成２６年１２月上旬～１２月中旬 
●パブリックコメントの実施 .................................... 平成２７年２月１３日～３月１１日 
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４．用語集 
 

行 用語 説明 

あ ＩＣＴ Information and Communication Technology の略。情報通信技術を表す言葉で、日

本ではＩＴが同義で使われている。 

有明定住自立圏域 大牟田市を中心市に、圏域の 3 市 2 町（柳川市、みやま市、荒尾市、南関町、長洲

町）が協定を締結し、三大都市圏への人口流出を食い止め、地方圏への人口の流れ

を創出するため、様々な分野で相互に連携・協力し、魅力あふれる地域づくりを目指

し、圏域全体を活性化しようとするもので、総務省が全国的な見地から推進している

施策。 

か 介護予防拠点施設 介護予防事業並びに介護知識及び介護方法の普及に関する事業を行い、高齢者の

介護予防に資することを目的とする施設。 

学校版環境ＩＳＯ 「環境立県くまもと」の推進に向けた学校づくりのため、子どもたちが自ら考え行動す

ることで、環境にやさしい心情をはぐくむとともに、環境保全活動や環境問題の解決

に意欲的にかかわろうとする態度や能力を育成することを目的として実施。参加校

が、自校が定めた環境についての宣言項目に沿って、児童生徒・職員が一体となり、

「宣言」「行動」「記録」「見直し」のサイクルで継続的に環境を改善させていくプログラ

ム。 

カリキュラム 一定の教育の目的に合わせて、考え出された教育内容とその決まった修業年限の間

での教育と学習を総合的に計画したものをいう。 

キャリア教育 望ましい勤労観・職業観および職業に関する知識や技能を身に付けさせるとともに、

自己の個性を理解し、主体的に進路を選択する能力・態度を育てる教育。 

くまもと「親の学び」プログラム 参加体験型（参加者同士の話し合いや振り返り）の学習スタイルで、子育てのポイント
を身近な話題から楽しく学んでもらうためのプログラム。 

熊本型授業 身に付けるべき基礎・基本を確実に習得させる徹底指導と、児童生徒が自ら考え、問

題解決に主体的に取り組む能動型学習とのめりはりをつけた授業。 

熊本型コミュニティ・スクール 学校が主体的に、保護者と地域の方々が参加する協議会を設置し、各学校の教育

課題等を共有し、その解決や改善に向けて、ともに話し合い、協力し、一体となって組

織的かつ継続的に教育に当たる仕組み。 

くまもと家庭教育支援条例 家庭教育支援を目的として制定された条例で、保護者、学校等、地域、事業者といっ

た県民それぞれに期待される役割、県の責務や家庭教育支援における県の基本的

な施策等について規定されている。 

くまもと家庭教育１０か条 家庭教育の基本的な指針として活用してもらうため、「愛としつけー子どもを育むキャ

ンペーン」の一環として策定。家庭教育に携わる大人に向けた「９つの条文」と「わが

家の１か条」で構成されており、それぞれの条文が、「わたしは」から始まる子どもの

思いとセットになっている。 

熊本の心 具体的には「助けあい、励ましあい、志高く」の心です。これは、心豊かで潤いに満ち

た郷土熊本を築いていくために県民一人一人が持ちたい心として熊本県が提唱した

もの。 

グローバル化 社会的あるいは経済的な関連が、旧来の国家や地域などの境界を越えて、地球規模

に拡大して様々な変化を引き起こす現象である。 

県学力調査（ゆうチャレン
ジ） 

知識や技能の到達度だけでなく、自ら学ぶ意欲や思考力・判断力、表現力までを含

めた到達度を客観的に把握できる熊本県独自の評価問題。 
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行 用語 説明 

か 心の教室相談 生徒の話し相手・悩み相談を基本として、生徒の抱える不安や悩み、ストレスの状況

を把握し、その緩和・解消に努めるもの。 

校区公民館 小学校区単位の代表となる公民館を指す。 

コーホート変化率 各コーホートについて、「自然増減」（出生と死亡）及び「純移動」（転出入）という二つ

の「人口変動要因」それぞれについて将来値を仮定し、それに基づいて将来人口を推

計する方法である。 推計の基礎となる過去の実績人口に特殊な変動があったか、推

計対象期間内の将来人口に特殊な変動が予想されるため、過去の実績に基づく変

化率が将来人口の推計に適さないと思われる場合、この方法を用いることが推奨さ

れる。 

子ども・子育て支援新制度 『子ども・子育て支援新制度』とは、平成２４年８月に成立した「子ども・子育て支援

法」、「認定こども園法の一部改正」、「子ども・子育て支援法及び認定こども園法の一

部改正法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」の子ども・子育て関連３法

に基づく制度のことをいう。 

コミュニケーション能力 いろいろな価値観や背景をもつ人々による集団において、相互理解を深め、共感しな

がら、人間関係やチームワークを形成し、正解のない課題や経験したことのない問題

について、対話をして情報を共有し、自ら深く考え、相互に考えを伝え、深め合いつ

つ、合意形成・課題解決する能力。 

さ 自治公民館 住民の自治組織の団体のことで、行政区の集会所等を「公民館」と位置づけている。 

指定管理者制度 これまで、地方公共団体や外郭団体に限定していた公の施設の管理・運営を民間企

業や法人等に包括的に代行させることができる制度。 

小１プロブレム 小学校に入学したばかりの小学校 1 年生が、集団行動が取れない、授業中に座って

いられない、話を聞かないなどの状態が数ヶ月継続する状態のこと。 

情報モラル 情報社会で適正な活動を行うためのもととなる考え方、態度、規範意識などのこと。 

スクールカウンセラー いじめや不登校など子どもの悩みなどの相談、カウンセリンングを行う臨床心理士な

どの専門的な知識や経験を有し子どもや保護者、教職員等からの相談等に対応する

者。 

スクールソーシャルワーカー 福祉的なアプローチで学校・家庭・地域などの子どもを取り巻く環境に働きかけなが

ら、福祉関係機関等とのネットワークを活用し、不登校をはじめとする子どもを取り巻

く環境の改善などを行う専門家。 

全国学力・学習状況調査 文部科学省が平成１９年度から実施。小学校第６学年および中学校第３学年を対象

として、教科に関する調査（主として「知識」に関する調査と、主として「活用」に関する

調査）、生活習慣や学習環境などに関する質問紙調査を実施。 

た 耐震化率 全建物のうち、耐震性がある棟数（昭和５７年以降建築の棟数及び昭和５６年以前の

建物で耐震性がある棟と耐震補強済の棟）の割合。 

地域コミュニティ 地域住民が生活している場所において、労働、教育、遊び、スポーツ、芸能、祭り等

に関わり合いながら、住民相互の交流が行われている地域社会、あるいはそのよう

な住民の集団を指す。 

中１ギャップ 小学校から中学校に進学したときに、学習内容や生活リズムの変化になじめずに不

登校になったり、いじめが増加するという現象のこと。 

読書スタンプラリー 町内の小学生や大人を対象に、期間中、本を借りてスタンプをもらい、条件冊数を満

たせば賞品を贈呈する取り組み。 

な ニート 就学、就労、職業訓練のいずれも行っていないことを意味する用語で、日本では、１５

～３４歳までの非労働力人口のうち、通学しておらず、家事を行っていない「若年無業

者」を指している。 
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は パブリックコメント 行政における計画等の策定過程において、案の段階で広く公表し、住民等からの意

見・提言を求め、寄せられた意見等に対する行政の考え方を明らかにするとともに、

有益な意見等を考慮し意思決定を行うしくみのこと。 

「早寝早起き朝ごはん」運動 子どもの食事、睡眠などの乱れを個々の家庭や子どもの問題とするのではなく、社会
全体の問題としてとらえ、子どもが読書や外遊び、スポーツなど様々な活動にいきい

きと取り組み健やかに成長するための望ましい基本的生活習慣の育成や、生活リズ

ムの向上を目的として地域全体で家庭の教育力を支える社会的機運を醸成するため

に取り組む運動。 

PDCA サイクル Plan（計画）→ Do（実行）→ Check（評価）→ Action（改善）の４段階を繰り返すこと

によって、業務を継続的に改善しようとする考え方。 

フッ化物洗口 フッ化ナトリウム水溶液を使ったうがいのことで、口に含んで１分間プクプクうがいを

する方法。ＷＨＯや厚生労働省などの専門機関がむし歯予防のための有効な手段と

して推奨している。また、フッ化物洗口は歯を強くする効果があり、永久歯が生え始め

る４歳から生えそろう中学生まで行うと、特に大きな効果がある。 

ブックスタート事業 市区町村自治体が行う、3ヵ月児健診などの機会に、「絵本」と「赤ちゃんと絵本を楽し

む体験」をプレゼントする事業。 

フリーター 日本で正社員・正職員以外の就労形態（契約社員・契約職員・派遣社員・アルバイト・

パートタイマーなどの非正規雇用）で生計を立てている人を指す言葉。 学生は含ま

れない。 

放課後子ども教室 放課後や週末などに小学校の余裕教室などを活用して、子どもたちの安全・安心な

活動拠点（居場所）を設け、地域の多様な方々に参画を得て、スポーツや文化活動な

どの様々な体験活動、地域住民との交流活動や学習活動などを行う取り組み。 

ま ものづくり（木育） 木育は、「住民や児童の木材に対する親しみや木の文化への理解を深めるため、多

様な関係者が連携・協力しながら、材料としての木材の良さやその利用の意義を学

び、木材利用に関する教育活動を推進する」ことであり、本町においては、平成２４年

度より、「全国ものづくり塾」「熊本ものづくり塾」及び熊本大学教育学部等の協力と理

解を得ながら、子どもをはじめとするすべての人々に、木や森との関わりを主体的に

考えられる豊かな心を育むことを目的とした「木育」という、「ものづくり」を展開してい

る。 

ら ラムサール条約 正式名称「特に水鳥の生息地として国際的に重要な湿地に関する条約」。１９７１年に

「湿地および水鳥の保全のための国際会議」が開催されたイランのラムサールで条

約が採択されたため「ラムサール条約」と呼ばれている。特に水鳥の生息地などとし

て国際的に重要な湿地やそこに生息・生育する動物や植物の保護を目的としてい

る。生物多様性の保全に関する条約としては、もっとも古く先駆的な条約で、本町に

隣接する荒尾干潟が２０１２年に登録された。 

レファレンスサービス 図書館利用者が学習・研究・調査を 目的として必要な情報・資料などを求めた際に、

図書館員が情報そのものあるいはそのために必要とされる資料を検索・提供・回答す

ることによってこれを助ける業務。 
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