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１ はじめに  

 

 本市では、教育の目標や施策の根本的な方針となる「周南市の教育、学術及び文

化の振興に関する総合的な施策の大綱」（以下「教育大綱」という。）を平成２８(2016)

年３月に策定しました。 

  

その後、この教育大綱に掲げた教育理念や基本方針をより分りやすく、そして一

層具体化するために、平成２８(2016)年３月に策定した「教育大綱」に、「周南市の

教育」及び教育基本法で定める「教育振興基本計画」の内容を盛り込み、これらを

一本化することで、本市教育がめざす方向性や施策等を総合的に示した「新たな教

育大綱」を平成２９(2017)年３月に策定しました。 

  

この「新たな教育大綱」に掲げた教育理念や基本方針をさらに具現化するととも

に、令和２(2020)年度から令和６(2024)年度度の計画期間である第２次まちづくり

総合計画後期基本計画との整合を図り、本市教育を取り巻く環境の変化や新たな課

題に立ち向かい、乗り越えるために、現在の教育大綱のもとで進めてきた基本理念

及び基本方針を継承しつつ、今後５年間の本市教育の進むべき方向性と施策等を総

合的に示した新たな指針となる「第２期教育大綱」を策定しました。 

  

教育委員会では、今日まで連綿と受け継がれてきた「周南教育」における「不易」

（本質的な価値）と「流行」（変化への対応）を見極めながら、「第２期教育大綱」

の基本理念である「子どもの夢に寄り添い 『生き抜く力』を育む 周南の教育」の

推進に努めます。 

 

また、教育委員会では、この「教育大綱」で定めた基本理念及び基本方針を具現

化するために、「周南市の教育事業概要」を策定し、年度ごとの教育委員会各所管の

重点事業やその内容について具体的に明示することで、着実な事業展開を期してい

きます。 
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「周南市の教育、学術及び文化の振興に関する総合的な施策の大綱」 

令和２(2020)年３月策定 

≪基本理念≫ 
 

～子どもの夢に寄り添い 「生き抜く力」を育む 周南の教育～ 
 

「子どもは社会の宝」です。 

子どもの元気な笑い声が飛び交うまちは、活気に満ちあふれています。 

 

子どもたちが、真の社会人としての自己実現を図るためには、「確かな学力」「豊かな心」「健

やかな体」を、それぞれ調和のとれた『生きる力』として身に付けることが重要です。 

その上で、これからの変化の激しい社会を未来
あ す

に向かって生きていくためには、チャレンジ

精神や逆境を乗り越えていくなどの『生き抜く力』が必要となります。 

 

これらの『生きる力』『生き抜く力』を育成するためには、コミュニティ・スクールが核と

なり、学校・家庭・地域が連携・協働し、子どもたちの夢に寄り添いながら、学びや育ちを社

会全体で見守り育むことが重要です。 

その上で、「ふるさと周南」の自然や歴史、伝統や文化に誇りと愛着をもち、高い「志」を

抱いて社会で活躍し、力強く自らの未来
あ す

を拓く子どもたちを育てていく環境づくりが大切で

す。 

 

さらに、人権教育の充実はもとより、文化芸術やスポーツを含めた幅広い生涯学習活動を推

進し、誰もが、「いつでも」「どこでも」学ぶことができる環境を充実するとともに、その学び

の成果を社会に還元する生涯学習社会の実現と、まちづくりを担う人材育成が重要です。 

 

こうした教育理念を具現化するため、教育における「不易」（本質的な価値）と「流行」（変

化への対応）を見極めながら、次の５つの基本方針に基づき実践を積み重ねることで、「周南

の教育」のさらなる充実に努めます。 
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『教育大綱』における「５つの基本方針」と「17 の推進方向」 
 

 

 

基本理念 子どもの夢に寄り添い 「生き抜く力」を育む 周南の教育 

基本方針③    コミュニティ・スクールの充実 
 

 

 

 

 

 

 推進方向５  コミュニティ・スクールの充実      推進方向６  地域学校協働活動の充実 
 

 

 

 推進方向７  青少年の健全育成 

基本方針①    道徳教育や幼児教育の充実を柱とした「豊かな心」の育成 
 

 

 

 

 

 

 推進方向１  道徳教育の充実                   推進方向２  幼児教育の充実  
 

基本方針②   「確かな学力」「健やかな体」の育成  
 

 

 

 

 

 

 推進方向３  確かな学力の育成                  推進方向４  健やかな体の育成  

基本方針④      信頼と期待に応える教育環境の充実・整備 
 

 

 

 

 

 

 推進方向８  児童生徒の『生き抜く力』を育成する生徒指導体制の充実と教職員の人材育成 
 

 推進方向 9  望ましい教育環境の充実・整備       推進方向 10  安心・安全な学校給食の提供 

 

基本方針⑤     いきいきと学び続ける生涯学習社会の実現 
 

 

 

 

 

 

 推進方向 11  生涯学習活動の推進         
 

 推進方向 12  生涯にわたり、スポーツ活動に親しむ環境の整備 
 

 推進方向 13  文化芸術活動の推進               推進方向 14  文化財の保護と活用 
 

 推進方向 15  読書が育むひとづくり・まちづくり 
 

 推進方向 16  人権教育の推進                   推進方向 17  まちづくりを担うひとづくり 
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２ 教育委員会所管 重点事業 

教育政策課 

Ⅰ 基本方針 

〇教育委員会の権限に属する事務を明確化し、責任をもって管理・執行するとともに、事務の点検・評

価を行い、より一層効果的で効率的な教育行政を推進します。 

〇児童生徒が安心して快適に学べるよう、学校施設整備に注力するとともに、再編整備を推進し、児童

生徒にとって望ましい教育環境の確保に努めます。 

〇子どもたちが、その生まれ育った環境に左右されることなく、また、貧困が世代を超えて連鎖するこ

とのないよう、教育の機会均等を図るため、修学の機会の確保に努めます。 

 

Ⅱ 教育大綱に基づく対象施策と重点事業 

信頼と期待に応える教育環境の充実・整備 

 

望ましい教育環境の充実・整備                 

 

事 業 名 小学校普通教室空調設備整備事業 ≪拡充≫ 現計予算額(前年度)：896,172（42,087）千円 

事業内容 学習に集中できる教育環境を整えるため、市内小学校 25 校（整備済の鼓南小学校及び八

代小学校を除く全小学校）の普通教室に空調設備を整備します。 

【Point】 

・児童の日々の学習活動等への影響を最大限抑制することを最優先に、ＰＦＩ方式により令和２

(2020)年に全ての学校を一括して整備します。 

 

◆事業実績及び計画 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

内容 Ｈ30年度 Ｒ元年度 Ｒ２年度

・空調設備整備計画の検討
・事業者の参入意向調査
・実施方針の策定等

・事業者の選定及び契約
・設計・施工・維持
・モニタリング

＊本事業は、令和２(2020)年１月30日に議会の議決を経て契約を締結しました。
＊令和２(2020)年８月31日までに整備を完了し、その後、検査・所有権移転を行い、令和15(2033)年９月30日まで維持管
理を実施する　ＰＦＩ事業契約となっています。

導入可能性

調査

事業

者

選定

アドバイザリー業務

契約

手続き

・設計

・施工（夏休みを中心に）

供用開始

～

ＰＦＩとは… 

ＰＦＩ導入のメッリトとは… 

※Ｐ30 参照 
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事 業 名 小学校改修事業 ≪継続≫         現計予算額(前年度)：38,502（863,922）千円 

事業内容 教育効果並びに児童の安心・安全な教育環境を確保するため、小学校施設の危険箇所や

老朽箇所などの改修等を実施します。 

     【Point】 

・今年度の小学校改修事業は、空調設備整備事業との工期重複を勘案して限定的な事業計画と

しています。 

・徳山小学校の門扉改修を実施します。 

・沼城小学校のフェンス改修及び消火設備改修を実施します。 

・小中一貫教育を推進するため、鹿野小学校校舎の内部改修を実施します。 

 

◆事業実績及び計画 

H28 年度 H29 年度 H30 年度 Ｒ元年度 Ｒ2 年度 

(1)大規模改修 

・周陽小 

（教室棟改築） 

・八代小 

(特別教室棟解体・ 

渡り廊下) 

・徳山小(トイレ) 

・沼城小(外壁、防水) 

・福川小(防水) 

・高水小（屋根） 

・今宿小(プール) 

 

(2)設計 

・湯野小  大河内小 

(非構造部) 

・櫛浜小 

（特別教室） 

(1)大規模改修 

・湯野小  大河内小 

(非構造部) 

・今宿小(外壁) 

・富田東小(トイレ) 

・櫛浜小 

(特別教室) 

・三丘小  高水小 

大河内小(水道接続) 

・遠石小 

(運動場排水) 

・秋月小（床） 

 

(2)設計 

・久米小 

（校舎増築設計他） 

・桜木小  櫛浜小 

徳山小  沼城小 

（非構造部） 

(1)大規模改修 

・久米小 

(校舎増築関連) 

・徳山小  櫛浜小 

沼城小  桜木小 

（非構造部） 

・今宿小(外壁) 

・菊川小  岐山小, 

福川南小(トイレ) 

・戸田小（防水） 

・岐山小（軒樋） 

・ブロック塀 

 櫛浜小  周陽小 

 徳山小  戸田小 

沼城小  須磨小 

富田西小 福川南小 

勝間小  

(2)設計 

・須磨小(防水) 

・岐山小(トイレ) 

(1)大規模改修 

・久米小（校舎増築） 

・須磨小（防水） 

・勝間小（水道接続） 

・福川小 

（プールろ過機） 

・櫛浜小（倉庫解体） 

・福川小 

（倉庫他解体） 

・福川南小 

（高架水槽配管） 

・今宿小(外壁) 

・戸田小  岐山小 

福川南小  三丘小 

（トイレ) 

・ブロック塀 

久米小   遠石小 

周陽小   秋月小 

桜木小   徳山小 

今宿小   菊川小 

夜市小   湯野小 

岐山小   須磨小 

大河内小  鹿野小 

(1)大規模改修 

・徳山小 

（門扉） 

・沼城小 

（フェンス） 

・沼城小 

（消火設備） 

・鹿野小 

（校舎内部） 
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事 業 名 中学校改修事業 ≪拡充≫         現計予算額(前年度)：384,399（71,722）千円 

事業内容 教育効果並びに生徒の安心・安全な教育環境を確保するため、中学校施設の危険箇所や

老朽箇所などの大規模改修等を実施します。 

     【Point】 

             ・熊毛中学校管理教室棟の防水改修を実施します。 

             ・福川中学校管理教室棟の避難器具改修を実施します。 

             ・周陽中学校管理特別教室棟及び渡り廊下の外壁改修を実施します。 

             ・岐陽中、秋月中、住吉中、富田中のトイレ改修を実施します。 

  ◆事業実績及び計画 

 

 

 

 

 

 

 

 

事 業 名 奨学金貸付等基金事業 ≪継続≫       現計予算額(前年度)：2,323（2,212）千円 

事業内容 経済的理由により修学が困難な人に奨学金の貸付け及び給付を行い、修学機会の確保に

努めます。 

     【Point】 

・引き続き、ホームページ、市広報、また学校への通知などを通して制度の周知に努めます。 

（「一般奨学金」に返済の必要の無い「修学支援奨学金※」と、一定の条件により返済の必要の

無い「定住促進奨学金※」を上乗せした貸付等の月額は、県内トップクラスです。） 

        ◆奨学金制度の概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H28 年度 H29 年度 H30 年度 Ｒ元年度 Ｒ２年度 

(1)大規模改修 

・住吉中（特別教室棟

改築、渡り廊下、 

防水） 

・菊川中(正門整備、

テニスコート整備) 

(1)大規模改修 

周陽中（トイレ） 

(1)大規模改修 

・熊毛中(水道接続、 

屋上) 

・周陽中（防水、 

プール配管） 

・ブロック塀 

太華中  鼓南中 

福川中  熊毛中 

(1)大規模改修 

・福川中（防水） 

・須々万中（照明） 

・ブロック塀 

住吉中  周陽中 

富田中 

(2)設計 

・岐陽中（トイレ） 

(1)大規模改修 

・熊毛中（防水） 

・福川中（避難器具） 

・周陽中（防水外壁） 

・岐陽中、秋月中、 

住吉中、富田中 

（トイレ） 

修学支援奨学金とは… 

経済的理由により著しく修学が困難な人を対象とした給付型（返済不要）の奨学金 

定住促進奨学金とは… 

大学等を卒業後、市内に３年以上定住した場合、返済が不要となる奨学金 

種類 貸付/給付 対象となる者

一般奨学金
貸　　付

（無利子）

経済的理由によ
り修学が困難な
者

修学支援奨学金
給　　付

（返還不要）

経済的理由によ
り著しく修学が困
難な者

定住促進奨学金

貸　　　付
（無利子）

(一定の条件で
返還不要)

卒業後市内に定
住する意志をも
つ者

10,000円（一般奨学金に上乗せ）

月額

・18,000円
<公立>高等学校（1～3年）・専修（高等）、高専
（1～3年）
・24,000円
<私立>高等学校（1～3年）、専修（高等）高専
（1～3年）
・35,000円
高等学校専攻科（1～2年）、大学、専修（専
門）、高専（4～5年、専攻科）

10,000円（一般奨学金に上乗せ）
高等学校専攻科（1～2年）、高専（4～5年、専
攻科）、専修（専門課程）、大学が対象
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事 業 名 小学校教職員経費 ≪継続≫          現計予算額(前年度)：4,696（4,084）千円 

事 業 名 中学校教職員経費 ≪継続≫          現計予算額(前年度)：5,230（4,084）千円 

事業内容 県費の事務職員、養護教諭が配置されない小規模校に市費で配置することにより、学校

管理運営を円滑に行い、教育の充実を図ります。 

     【Point】 

                ・引き続き、県費の事務職員、養護教諭が配置されない小規模校に市費で配置します。 

 

 

事 業 名 こども議会開催事業 ≪継続≫                  現計予算額(前年度)：133（151）千円 

事業内容 児童の学習意欲の向上を図るとともに、まちづくりへの参画を促進するため、学校での

学びと連動した「こども議会」を引き続き開催します。 

⑵ 市内の小学校６年生が「こども議員」となり、自ら市長へ提案 

⑵市内全小学校が順番に参加（令和２（2020）年度までに全 27 校が参加予定） 

     【Point】 

             ・６年生の社会科や国語科での学びと連動した「こども議会」とすることで、学びの成果をこども

議員として議会の場で意思表明・質問する機会を提供します。 

・「こども議会」での提言は、関係部局とも連携を図りながら、政策に反映できるよう努めます。 

・市民の皆様にも広く報告、啓発します。 

 

◆対象校（実績及び予定） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事 業 名 小中学校再編整備推進事業 ≪継続≫       現計予算額(前年度)： 928（933）千円 

事業内容 児童生徒の望ましい教育環境を実現するため、地域の実情、保護者や関係者の願いに配

慮しながら、再編整備に継続して取り組むなど、学校の適正配置を進めます。 

⑴再編整備に対する児童生徒の不安解消を図るため、対象校間での交流学習を実施   

・須磨小⇔沼城小   ・鼓南小⇔櫛浜小 

・鼓南中⇔太華中   ・八代小⇔高水小 など 

⑵休校・廃校となった学校施設の環境整備（草刈り、樹木剪定など） 

  該当校：大向小・須金中・旧粭島小・四熊小・中須小中・大津島小中、 

久米小学校譲羽分校  

     【Point】 

・地域の実情、保護者や関係者の願いに配慮しながら、学校の適正配置を進めるとともに、休

校施設の有効活用に向けた取組を進めます。 

H28 年度 H29 年度 H30 年度 R 元年度 Ｒ２年度 

 
５校 
・遠石小 
・久米小 
・富田東小 
・高水小 
・鹿野小 

 
６校 
・今宿小 
・櫛浜小 
・夜市小 
・富田西小 
・和田小 
・三丘小 

 
５校 
・徳山小 
・鼓南小 
・戸田小 
・沼城小 
・勝間小 

 
６校 
・周陽小 
・菊川小 
・岐山小 
・須磨小 
・福川南小 
・八代小 

 
５校（予定） 
・秋月小 
・桜木小 
・湯野小 
・福川小 
・大河内小 
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地域学校協働活動とは… 

  地域の高齢者、成人、学生、保護者、ＰＴＡなど幅広い地域住民の参画を得て、地域全体で

子どもたちの学びや成長を支えるとともに「学校を核とした地域づくり」をめざして、地域と

学校が相互に連携・協働して行う様々な活動のこと。 

  山口県における地域学校協働活動は、コミュニティ・スクールが核となり、各中学校区ごと

に形成するネットワークである「地域協育ネット」の仕組みを生かした「やまぐち型地域連携

教育」として推進されています。 

地域学校協働活動推進員とは… 

  従来の統括コーディネーターのことで、本市においては、地域と学校との情報共有や助言を

行う人材として各中学校区に配置し、校区内の小・中学校の地域コーディネーター等の連携を

支援します。 

家庭教育支援チームとは… 

子育て経験者をはじめとする地域人材で構成され、家庭教育や子育てに関する相談や関係す

る講座の開催など、主体的な活動を行うグループのこと。 

生涯学習課 

Ⅰ 基本方針                                       

〇学校・家庭・地域が連携して、子どもたちの幼児期から中学校卒業までの育ちや学びを地域ぐるみで見

守り、支援する活動を進め、子どもたちの「生き抜く力」を育むことができる環境づくりに努めます。 

〇市民の自主的・継続的な学習活動を支援することで、生涯学習の推進に取り組みます。 

〇八代のツルなど文化財の保護と活用を図り、郷土の特色ある歴史や文化の継承を進めます。 

  

Ⅱ 教育大綱に基づく対象施策と重点事業 

コミュニティ・スクールの充実 

   
地域学校協働活動の充実                           

 

事 業 名  学校・家庭・地域の連携協力推進事業  ≪継続≫     現計予算額(前年度)： 12,980(13,176)千円 

事業内容 子どもたちの育ちや学びを地域ぐるみで支援するため、各中学校区において、コミュニティ・ス

クールを核として学校・家庭・地域が連携・協働する「やまぐち型地域連携教育」を推進し、地域

学校協働活動※による「学校を核とした地域づくり」に取り組みます。 

 【Point】 

・「地域学校協働活動」推進のため、全中学校区に配置する「地域学校協働活動推進員※」の地域にお 

けるコーディネート活動を積極的に支援します。 

・「放課後子供教室」を全小学校区で実施するための人材確保に向けた地域との調整などに取り組み 

ます。 

・教育の基本となる家庭での教育力向上を図るため、「家庭教育支援チーム※」の活動充実に取り組み 

ます。 
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（１）地域学校協働活動推進員への支援 

    コミュニティ・スクールが核となり、各中学校区に形成する地域のネットワーク（地域協育ネット）

の仕組みを生かし、学校・家庭・地域が連携・協働することにより、社会総がかりで子どもたちの学

びや育ちを見守り支援する取組を推進します。 

 その取組において重要な役割を担う地域学校協働活動推進員が、連携・協働に資するコーディネー 

ト機能を充分発揮できるよう活動を支援します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

（２）放課後子供教室と児童クラブとの一体的推進 

放課後子供教室は、児童の安心・安全な居場所づくりの一環として、地域のボランティアの協力を

いただき実施しています。国が示す「新・放課後子ども総合プラン」に基づき、放課後子供教室と児

童クラブの連携を進め、双方に属する児童が共通したプログラムに参加できる取組を推進します。 

   

◆放課後子供教室と児童クラブ 

 放課後子供教室 児童クラブ 

実 施 主 体 教育部 生涯学習課 こども・福祉部 こども支援課 

対   象 希望する全ての児童（定員あり） 
保護者が就労や疾病等により、放課後等に

家庭で保育できない児童 

場 所 小学校の余裕教室や市民センター等 小学校の余裕教室等 

体   制 
協働活動サポーター（地域のボランティ

ア）による 
職員による 

実 施 内 容 

概ね小学校区を単位として、放課後等に

協働活動サポーターにより企画された

体験活動や地域住民との交流を実施（週

１回、週数回、長期休暇期間等、地域の

実状に合わせて実施） 

小学校区を単位として、放課後等に、児童

の適切な遊びや生活の場を提供（ほぼ毎日

実施） 

設 置 数 

（Ｒ元年度実績） 
32 教室 24 小学校区・25 箇所 

-9-



◆放課後子供教室と児童クラブの現状（令和元（2019）年度実績） 

 

放課後子供教室 児童クラブ 
一体型 

校区 教 室 名 場所 開催日 定員 開設 定員 場所 

１ 久米 久米放課後子供教室 
市民センター

小学校 
第１･３水曜 30 ○ 

 70 小学校 
 

 50 東福祉館 

２ 櫛浜 櫛浜放課後子供教室 市民センター 第２･４水曜、長期休業中 30 ○  75 小学校  

３ 遠石 遠石放課後子供教室 小学校 第２･４水曜 30 ○ 120 小学校 ○ 

４ 周陽 周陽放課後子供教室 小学校 年１２回（水曜） 25 ○  80 小学校 ○ 

５ 秋月 秋月放課後子供教室 市民センター 第１水曜 30 ○  80 小学校 ○ 

６ 桜木 桜木放課後子供教室 小学校 毎水曜、長期休業中 50 ○  80 小学校  

７ 徳山 徳山小放課後子供教室 小学校 第３水曜、長期休業中 40 ○ 120 小学校  

８ 今宿 今宿遊ビバづくり 小学校 毎水曜、長期休業中 無 ○  90 小学校 ○ 

９ 菊川 きくがワハハクラブ 市民センター 毎水曜、長期休業中 35 ○ 115 小学校  

10 夜市 うりんぼうの会 市民センター 毎火･金･土曜、長期休業中 30 ○  40 小学校  

11 戸田 戸田小放課後子供教室 小学校 月２回（金曜） 60 ○  35 幼稚園 ○ 

12 湯野 
湯野小放課後子供教室

「にじ」 
小学校 月２回（水曜）、長期休業中 無 ○  35 旧幼稚園 ○ 

13 岐山 岐山放課後子供教室 
市民センター

小学校 
毎水･土曜、長期休業中 60 ○  80 小学校 ○ 

14 沼城 須々万放課後子供教室 小学校 年５回（水曜） 40 ○  45 小学校 ○ 

15 須磨 すがね放課後子供教室 
市民センター

小学校 
毎水曜 15 （長期休業中のみ開設）  

16 鼓南 鼓南小放課後子供教室 小学校 毎金曜  ４ × － －  

17 富田西 富田西小放課後子供教室 小学校 毎水曜、長期休業中 20 ○ 120 小学校 ○ 

18 
富田東 
富田西 

富田西小土曜子供教室 
三世代交流

センター 
月２回（土曜）、長期休業中 30 － － －  

19 
富田東 
富田西 

お茶の子クラブ 
学び･交流プ

ラザ 
月２回（土曜）、長期休業中 40 － － －  

20 
新南陽 
全地域 

新南陽子供音楽教室 
西部市民交

流センター 
毎月第１土曜、長期休業中 20 － － －  

21 
新南陽 
全地域 

新南陽子ども手芸教室 
西部市民交

流センター 
毎月第３土曜、長期休業中 15 － － －  

22 
新南陽 
全地域 

新南陽子どもおやつづく

り教室 
新 南 陽 ふ れ

あいセンター 
毎月第４土曜 18 － － －  

23 福川 福川小放課後子供教室 小学校 毎水･金曜、長期休業中 無 ○  45 小学校 ○ 

24 福川南 福川南小放課後子供教室 小学校 毎月･水曜 40 ○  50 児童館 ○ 

25 
福川 

福川南 
福川地区土曜子供教室 

シニア交流会

館、福川会館 
月３回（土曜）、長期休業中 30 － － －  

26 和田 和田の里放課後子供教室 市民センター 月２回（水曜） 無 ○  20 小学校 ○ 

27 三丘 三丘子供教室 
小学校 

市民センター 
毎火曜、月１回（水･土曜）、

長期休業中 
無 ○  35 小学校 ○ 

28 高水 高水子供教室 
小学校 

市民センター 
月１～２回（水･土曜）、長期

休業中 
20 ○  40 小学校 ○ 

29 勝間 勝間子供教室 市民センター 月２回（土曜）、長期休業中 30 ○  90 小学校  

30 大河内 大河内子供教室 市民センター 年５回（土曜）、長期休業中 20 ○  40 小学校  

31 八代 八代子供教室 小学校 
毎月･火･木･金曜、長期休

業中 
無 × － －  

32 鹿野 鹿野地域子供教室 
コアプラザ

かの 
月２回（水曜）、長期休業中 無 ○  50 

すくすく

センター 
○ 

－ 富田東 （未設置） － － － ○ 110 
小学校 
児童館 
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◆放課後子供教室の取組状況 

指     標 H28 年度 H29 年度 H30 年度 R 元年度 R2 年度 

放課後子供教室と児童クラブの一体型教室数 13 教室 14 教室 15 教室 15 教室 15 教室 

放課後子供教室の協働活動サポーター数 359 人 389 人 380 人 389 人 390 人 

     ※令和元(2019)年度の協働活動サポーター数は、令和２（2020）年２月 29 日現在 

（３）家庭教育への支援 

    子育ての悩みや不安を抱えたまま孤立しがちな家庭を支えるため、学校等が取り組む家庭教育講座 

の開催や、市民によって構成された「家庭教育支援チーム」の活動を支援し、家庭での教育力向上を

支援します。 

 

  ①学校等で取り組む家庭教育講座の開催支援 

   公立の幼稚園や小学校、中学校が開催する家庭教育に関する講座の開催を支援します。 

◆公立の幼稚園・小学校・中学校での講座開催状況（令和元（2019）年度実績） 

区分 幼稚園（７園） 小学校（27 校） 中学校（14 校） 合計（48 園・校） 

開催数 ５園、５回 22 校、22 回 ３校、３回 30 園・校、30 回 

 

  ②家庭教育支援チームの活動支援 

   各家庭教育支援チームの主体性とチーム員の特性を生かした活動を支援します。また、新たな家庭教

育支援チームの立ち上げを支援します。 

◆家庭教育支援チームの設置状況 

指     標 H28 年度 H29 年度 H30 年度 R 元年度 R2 年度 

家庭教育支援チーム数     ３チーム ４チーム ４チーム ５チーム ５チーム 

 

◆家庭教育支援チームの主な活動状況（令和２（2020）年２月 29 日現在） 

チーム名 （対象中学校区） 
講座 

（相談の場） 

親子参加

型行事 
グループワーク 相談会・保護者交流会 

西部地区 （菊川、桜田、 

富田、福川、和田） 
４回（有） 就学時健診時 ３回 

幼稚園等相談会 30 回 
保護者交流会    １回 
子育てひろば     ３回 

東部  （熊毛） ２回（有） １回   

北部  （鹿野、須々万） ４回（有） １回  保護者交流会    １回 

中央部  （太華、鼓南、 

岐陽、住吉、秋月） 
１回（無） １回 就学時健診時 １回 相談カフェ       １回 

周陽中学校区  （周陽）   
就学時健診時 ３回 

一日入学時  １回 
 

 

③スキルアップ研修会の実施 

   家庭教育支援チーム員を対象とした研修会を開催し、チーム員のスキルアップを図ります。 

◆スキルアップ研修会の実施状況（令和元(2019)年度実績） 

ワークショップのファシリテーターとして必要となるスキルを学びました（参加者数：22 名） 
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情報リテラシーとは… 

  情報の特性や影響などを正しく理解し、目的に応じた判断や選択、発信ができる能力（情報

を使いこなす能力）のこと。 

青少年の健全育成                             
 

事 業 名  青少年育成センター運営事業  ≪継続≫              現計予算額(前年度)： 569(596)千円 

事業内容 行政、警察、民間などが連携し、街頭補導による適切な指導や青少年にとって有害な環境の除去、

青少年やその保護者からの相談対応などを通じて、健全な青少年の育成に努めます。 

 【Point】 

・スマートフォンなどの情報機器の急速な普及に伴い、青少年がインターネットを介した犯罪に巻き込まれ

る事例の増加が社会問題になっています。青少年がインターネットの適切な利用方法を学ぶための「情

報リテラシー※教育」や保護者への啓発活動に取り組みます。 

・教育委員会に届いた不審者情報を青少年指導員にメール配信し、各地域での活動に生かすとともに、

必要に応じて青少年育成センターにおいて臨時の街頭補導を実施します。 

 

      ◆青少年のインターネット利用に伴うトラブル件数（暦年） 

 H28 年 H29 年 H30 年 Ｒ元年 

県内全域のトラブル件数 261 件 221 件 271 件 302 件 

 うち周南警察署管内 31 件 17 件 25 件 21 件 

     ※件数は、山口県警察本部調査によるもの 

 

 

 

 

 

 

【その他の青少年健全育成事業】 

⑴青少年の社会参加の促進（小学生、中学生、高校生等のボランティア・地域活動への参加促進） 

ボランティア・地域活動など、地域で行われる行事に青少年が積極的に参加し、地域住民との絆

を深めることが、郷土への誇りや地域に対する愛着の醸成に繋がります。 

こうした機会の拡充を図るとともに、青少年が企画段階から主体的に参画し、地域住民と一緒に

行事をつくり上げていく活動を推進します。 

 

    ◆小学生、中学生、高校生等のボランティア・地域活動への参加者数（延べ人数） 

 H30 年度 R 元年度 R2 年度 

参加者数 17,876 人 未集計 18,500 人 

    ※令和元（2019）年度の実績人数は、年度末集計のため未集計 
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⑵大田原自然の家における多様なプログラムの提供等 

     自然体験を通じ、心身の調和がとれた青少年を育成するため、安心・安全に十分に留意しながら、 

多様なプログラムの提供に努めます。また、大田原自然の家の特色であるボランティアによる充実

した支援体制を維持し、次代を担うリーダー育成の場としての活動も継続します。 

 

    ◆大田原自然の家利用者数とボランティア数（延べ人数） 

 H28 年度 H29 年度 H30 年度 R 元年度 R2 年度 

施設利用者数 10,277 人 9,449 人 8,705 人 8,045 人 9,000 人 

ボランティア数 1,130 人 1,158 人 1,071 人  995 人 1,000 人 

     ※令和元（2019）年度の施設利用者数、ボランティア数は、令和２（2020）年２月 29 日現在 
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いきいきと学び続ける生涯学習社会の実現 

   
生涯学習活動の推進                             

 
事 業 名 生涯学習推進事業  ≪継続≫          現計予算額(前年度)：2,505(2,887)千円 

事業内容 地域の生涯学習活動及び地域づくり活動の拠点である市民センター※等において、それぞれの地 

域を対象とした自主講座や学級等を主催するなど、より多くの市民に対する学習機会の提供とその

充実を図ります。また、学習成果を生かす機会の提供にも努めるとともに、「生涯学習主事※」のス

キルアップに取り組みます。 

 【Point】 

・市民センター等の地域の拠点施設を活かして、地域に密着したさまざまな生涯学習活動を推進します。 

     

◆市民センター等で行う取組例 

 

 

 

 

 

 

 

◆個別の取組例 

小学生の生活体験学習  通学合宿 （高水市民センター、夜市市民センター） 

 
     ◆主催講座の開催状況 

指     標 H30 年度 R 元年度 R2 年度 

市民センター等での生涯学習講座開催件数 196 件 186 件 205 件 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

家庭教育支援 家庭教育講座 

青少年教育 放課後子供教室、子ども会活動、読書活動 

成人教育 人権、防犯防災、健康づくり、男性料理などの各種教室 

高齢者教育 介護予防 

その他 文化祭、スポーツ大会、伝統行事、花いっぱい活動 

自主学習支援 自主学習グループの活動支援 

市民センターとは… 

地域の特性に応じた主体的かつ総合的な地域づくりを促進するとともに、一人ひとりの主体的な 

学びとしての生涯学習を推進することにより、活力ある持続可能な地域社会の実現を図る施設。 

市民センターは、平成30年（2018）度に教育委員会から市長部局に移管した公民館及び公民

館類似施設32施設と、市長部局内で移管した４施設の計36施設で、①地域づくりの支援、②生

涯学習の推進、③各種団体、組織及び機関等の連携に関する事業等に取り組んでいます。 

なお、鶴いこいの里、新南陽ふれあいセンター、コアプラザかのは、市民センター事業を

行う施設として位置付け。 

生涯学習主事とは… 

市民センター等において、社会教育法に定める公民館主事と同様の職務を担う職員のこと。 
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事 業 名 学び・交流プラザ管理運営事業 ≪継続≫       現計予算額(前年度)：75,467(73,071)千円 

事業内容 本市の生涯学習の拠点施設である学び・交流プラザにおいて、市全域を対象として、より多くの 

市民に対する学習機会の提供とその充実を図るとともに、市内外の生涯学習情報等を集約して情報 

紙やインターネット等を活用した学習情報の発信による、市民の学習活動のきっかけづくりを推進 

します。さらに「学びサポーター※」の育成など、学習成果を生かす機会の提供に努めます。 

【Point】 

・従来の生涯学習機会の提供に加えて、市民一人ひとりが人生を豊かなものとするために身に付けた知 

識や能力を発揮する機会を提供するとともに、生涯学習の担い手となる人材の育成に取り組みます。 

     

◆学び・交流プラザの活動状況 

指     標 H28 年度 H29 年度 H30 年度 R 元年度 R2 年度 

学び・交流プラザでの生涯学

習講座開催件数 
22 件 21 件 21 件 25 件 25 件 

しゅうなん出前トーク実施件数 389 件 411 件 423 件 未集計 430 件 

学びサポーター登録者数 （４団体） 55 人 55 人 69 人 70 人 

※令和元（2019）年度のしゅうなん出前トーク実施件数は年度末集計のため未集計 

 
 
 
 
 
 
 

  文化財の保護と活用                           

 
事 業 名 鶴保護対策事業 ≪継続≫              現計予算額(前年度)：19,244(17,983)千円 

事業内容 地元ツル保護団体や国・県・関係市との緊密な連携により、ツルのねぐら整備による生息環境の 

保全や、保護ツルの移送・放鳥など、渡来ツルの増羽に向けた取組を推進します。 

【Point】 

      ・生息環境の保全とともに、移送・放鳥について、国・県・出水市と一層緊密な連携と情報の共有に努め 

ます。 

 

    ◆移送・放鳥の実績（事業開始からの累計：移送ツル 24 羽、内放鳥ツル 20 羽） 

 H28 年度 H29 年度 H30 年度 R 元年度 

ツル渡来数   10 羽 ９羽   ９羽 13 羽 

移送ツル数  ３羽 ３羽  ０羽 １羽 

放鳥ツル数  ０羽 ０羽  ０羽 ５羽 

       ※令和元（2019）年度のツル渡来数は令和２（2020）年２月 29 日現在 

 

学びサポーターとは… 

学び・交流プラザにおいて、主に主催講座受講者が講座終了後に学習成果を生かし、講座など生涯学習

活動の企画運営に関わるボランティアのこと。 
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【その他の文化財保護事業】 

⑴未指定文化財の調査や文化財として指定することによる保護の推進 

⑵指定文化財等の適切な管理及び活用の推進 

・文化財防火デーに合わせた消火訓練 

・伝統芸能の継承に取り組む団体に対する支援（小・中学生に対する伝承活動） 

指 定：三作神楽保存会、周南市安田の糸あやつり人形芝居保存会、勝間諫鼓踊保存会、 

長穂念仏踊保存会、須々万大名行列保存会 

       未指定：大道理手踊り保存会、戻路杖踊り保存会、福川盆踊りを盛り上げる会、 

鹿野さんさ保存会など 

⑶埋蔵文化財に関する調査 

⑷民俗資料展示施設での資料展示及び小学校の団体見学の受入れ、出張講座  

     

◆指定・登録文化財件数（令和２（2020）年３月 31 日現在） 

種 別（件 数） 指定・登録文化財（副読本「わたしたちの市 周南」から） 

国指定（５件） 三作神楽（和田）、八代のツルおよびその渡来地（八代）など 

県指定（16 件） 

山田家本屋（湯野）、徳修館（三丘）、若山城跡（夜市・福川）、 

勝栄寺土塁及び旧境内（富田東）、潮音洞（鹿野）、 

長穂念仏踊（長穂）、山崎八幡宮の本山神事（富田東・富田西）、 

諫鼓踊（勝間）、花笠踊（八代）、周南市安田の糸あやつり人形芝居（三丘）など 

市指定（69 件） 

銅造洪鐘（遠石）、鉄造茶釜（長穂）、上年五輪塔（菊川）、湯野板碑（湯野）、 

徳山毛利家墓所（中央地区）、陶氏墓所（長穂）、福川本陣跡（福川）、 

呼坂本陣跡（勝間）、毛利元就の歯廟（三丘）、須々万八朔祭（須々万）など 

国登録（16 件） 
遠石八幡宮本殿（遠石）、旧日下医院本館（富田東）、 

周南市市長公舎洋館・和館（中央地区）など 

 

◆文化財保護の取組状況 

指     標 H28 年度 H29 年度 H30 年度 R 元年度 R2 年度 

文化財指定登録件数 104 件 105 件 106 件 106 件 107 件 

民俗資料展示施設の学校見学及び

出張講座の参加児童数 

（９校） 

581 人 

（６校） 

360 人 

（８校） 

530 人 

（７校） 

449 人 

（８校） 

500 人 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-16-



まちづくりを担うひとづくり                       

 
   まちづくりは、生涯学習を通じて自己の人格を磨き、豊かな人生を送る市民一人ひとりの力によって

支えられています。 

    

そして、地域を担う人材を育成するためには、生涯学習によって身に付けた知識や技能などの成果を、

私的満足から公益的な活動につなげ、学校や地域で発揮する機会を拡充することが重要です。 

 

   平成 30(2018)年度には、周南市生涯学習推進プランの基本方針「まちづくりにつながる生涯学習」に

則り、市内各地域の課題解決に役立てることをめざし、公民館を市民センターとして生涯学習だけでな

く地域づくり活動の拠点と位置付けました。 

 

今後も本市における生涯学習の拠点施設である学び・交流プラザを中心とし、各市民センター等にお

いて幅広い生涯学習事業を積極的に推進します。 

 

併せて、学校を核として、さまざまな能力や経験をもつ地域の大人が連携・協働し、子どもたちの育

ちや学びを地域ぐるみで支援する地域学校協働活動による「学校を核とした地域づくり」の深化が求め

られています。また、青少年の健全育成活動への市民参画を促す必要があります。 

 

そのため、市民センターや学校をはじめとする地域でのさまざまな機会を通じて、学校・家庭・地域

の連携・協働に欠かせない地域人材の発掘と育成、ネットワーク化を推進します。 

 

＜ 再 掲 ＞  

指     標 H28 年度 H29 年度 H30 年度 R 元年度 R2 年度 

放課後子供教室と児童クラブの一体

型教室数 
13 教室 14 教室 15 教室 15 教室 15 教室 

放課後子供教室の協働活動サポー

ター数 
359 人 389 人 380 人 389 人 390 人 

家庭教育支援チーム数 ３チーム ４チーム ４チーム ５チーム ５チーム 

市民センター等での生涯学習講座 

開催件数 
－ － 196 件 186 件 205 件 

学び・交流プラザでの生涯学習講座

開催件数 
22 件 21 件 21 件 25 件 25 件 

しゅうなん出前トーク実施件数 389 件 411 件 423 件 未集計 430 件 

学びサポーター登録者数 (４団体) 55 人 55 人 69 人 70 人 

※令和元(2019)年度の協働活動サポーター数は令和２（2020）年２月 29 日現在 

※令和元（2019）年度のしゅうなん出前トーク実施件数は年度末集計のため未集計 
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人権教育課 

Ⅰ 基本方針                                              

山口県人権推進指針、周南市人権行政基本方針を基本とし、「自由」、「平等」、「生命(いのち)」の人権尊

重の視点に立って、学校、地域、企業・職場のあらゆる場を通して推進体制や学習機会のさらなる充実を

図り、「市民一人ひとりの人権が尊重されるまち」の実現に向けて人権教育を推進します。 

 

Ⅱ 教育大綱に基づく対象施策と重点事業 

いきいきと学び続ける生涯学習社会の実現 

 

人権教育の推進                         

 

事 業 名 人権教育総合推進地域事業  ≪継続≫       現計予算額(前年度)：500(720)千円 

事業内容 文部科学省の人権教育研究推進事業の指定を受け、学校・家庭・地域社会が一体となった

人権教育の総合的な取組を推進し、地域全体で人権意識を高め、一人ひとりを大切にした人

権教育を推進するための調査研究を行います。 

【Point】 

              ・周陽中学校区において学校・家庭・地域社会の連携した人権教育の総合的な取組を推進しま

す。 

・調査研究期間は、令和元（2019）年度から令和３（2021）年度までです。 
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事 業 名 地域人権教育推進事業  ≪継続≫       現計予算額(前年度)：1,477(1,108)千円 

事業内容 ⑴人権教育推進協議会を運営します。 

人権教育の総合的かつ効果的な推進を図るため、協議会を年２回開催します。 

⑵地域人権教育連絡協議会を運営します。 

各地域のブロック人権教育推進協議会の連携と連絡調整を図るため、連絡協議会を 

年２回開催します。 

⑶各地域のブロック人権教育推進協議会の活動を支援します。 

【Point】 

・各ブロック人権教育推進協議会で工夫し、市民センター等で講演会等を実施します。 

※令和元（2019）年度ブロック人権講演会実績 

（13 回開催：3,258 名参加 令和２（2020）年３月１日現在） 

 

◆ブロックと地区割り 

北部ブロック 須々万地区、中須地区、須金地区、長穂地区、向道地区 

中央ブロック 中央地区、関門地区、岐山地区、遠石地区、大津島地区 

今宿ブロック 今宿地区 

太華ブロック 鼓南地区、櫛浜地区、久米地区 

周陽ブロック 桜木地区、周陽地区、秋月地区 

菊川ブロック 菊川地区 

西部ブロック 夜市地区、戸田地区、湯野地区 

新南陽ブロック 富田地区、福川地区、和田地区 

熊毛ブロック 熊毛地区 

鹿野ブロック 鹿野地区 

 

⑷市民センター等において、出前講座を開催します。 

※令和元（2019）年度市民センター等出前講座実績 

（８回開催：559 名参加 令和２（2020）年３月１日現在） 

      

          

事 業 名 学校人権教育研修事業 ≪継続≫         現計予算額(前年度)：572 (600)千円 

事業内容 ⑴幼稚園、小・中学校での研修会や講演会を支援します。 

      ・人権講演会の講師謝金として各園、小・中学校に１万円を配当。 

      ・校内研修の講師：人権教育課社会教育主事、社会教育指導員等 

        ⑵研修会 

開 催 日 内容 ・ 場所 ・ 【人権課題】 

５月 18 日（月） 
小・中学校人権教育担当者研修会         (周南市文化会館) 

                                   【人権一般】 

８月 18 日（火） 
学校・園人権教育研修会 (全教職員を対象)   (周南市文化会館)  

【ＬＧＢＴＱ】 

      

【Point】 

              ・人権教育の取組や現状について、16 の人権課題を踏まえた講演会を行います。 

-19-



事 業 名 人権教育指導者研修事業 ≪継続≫         現計予算額(前年度)：289(338)千円 

事業内容 地域社会において自主的な取組の推進を担う指導者の養成及び資質向上を図るため、地域 

          の指導者を対象とした人権ステップアップセミナーを開催します。 

【Point】 

        ・個別の人権課題にスポットをあて、例年、県外研修を実施しています。ハンセン病問題の研修

として、今年度は、岡山県の「長島愛生園」を視察します。 

        ・人権一般、障害者問題に視点をあて、山口地方裁判所周南支部、出光興産株式会社徳山事

業所の市内２施設を視察します。 

◆令和２(2020)年度実施予定 

開  催  日 内容 ・ 場所 ・ 【人権課題】 

７月 8 日（水） 国立療養所長島愛生園視察 （岡山県）          【ハンセン病問題】 

10 月 12 日（月） 山口県人権教育研修会 (山口市)                【子どもの問題】 

11 月 19 日（月） 
山口地方裁判所周南支部、出光興産株式会社徳山事業所  （周南市）  

                  【人権一般】 【障害者問題】 

 

 

事 業 名 人権教育講座運営事業 ≪継続≫          現計予算額(前年度)：212(231)千円 

事業内容 市民センター等で人権教育講座（ハートフル人権セミナー）を開催します。 

対象者：幼・小・中学校 PTA、婦人会、地区社会福祉協議会、民生委員児童委員協議会、 

自治会連合会、コミュニティ推進協議会、市民センター等講座生、市職員等 

【Point】 

         周陽中学校を会場として開催し、保護者の参加を増やすことに取り組みます。 

◆令和２（2020）年度実施予定（16 か所で開催予定：講話やさまざまな人権課題の講座）  

開 催 日 
会    場 

 【人権課題】 
開 催 日 

会    場  

【人権課題】 

６月９日（火） 
周南市役所 

【高齢者問題】 
９月２日（火） 

夜市市民センター 

【障害者問題】 

６月 12 日（金） 
須々万市民センター別館  

【子どもの問題】 
９月 10 日（金） 

櫛浜市民センター 

【子どもの問題】 

６月 17 日（水） 
岐山市民センター 

【外国人問題】 
９月 16 日（水） 

周陽中学校  

【子どもの問題】 

６月 23 日（火） 
新南陽ふれあいセンター 

【男女共同参画】 
９月 24 日（火） 

高水市民センター  

【男女共同参画】 

６月 26 日（金） 
菊川市民センター 

【インターネット】 
９月 29 日（金） 

大河内市民センター  

【ハンセン病問題】 

７月１日（水） 
久米民センター  

【同和問題】 
10 月１日（水） 

学び・交流プラザ  

【性の多様性】 

７月７日（火） 
秋月市民センター 

【同和問題】 
10 月６日（火） 

大津島ふれあいセンター  

【人権一般】 

７月 14 日（火） 
コアプラザかの  

【高齢者問題】 
10 月９日（金） 

今宿市民センター  

【障害者問題】 
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学校教育課 

Ⅰ 基本方針                                              

教育大綱の基本理念である「子どもの夢に寄り添い 『生き抜く力』を育む 周南の教育」の実現に向け

て、児童生徒一人ひとりの特性や能力を伸ばし、「確かな学力」「豊かな心」「健やかな体」の調和のとれた

「生き抜く力」を育む、教育を着実に進めるために、学校への指導及び支援並びに教育環境の整備・充実

等に努めます。 

 

 

Ⅱ 教育大綱に基づく対象施策と重点事業  

道徳教育や幼児教育の充実を柱とした「豊かな心」の育成  

 

道徳教育の充実                         

 

■対象施策 

・道道徳的価値の自覚と自己の生き方についての考えを深め、道徳的実践力を高める道徳の授業づく

りを進めます。 

・豊かな表現力や想像力を育成するため、学校図書館を有効活用し読書活動の充実を図ります。 

・コミュニティ・スクールの機能を生かしながら、充実感や達成感が得られる行事や体験活動の充実

を図ります。 

・文化会館や美術博物館等の積極的な活用により、本物の文化、芸術に触れる機会を拡充します。 

 

 

「確かな学力」「健やかな体」の育成 

 

確かな学力の育成                        

 

■対象施策 

・義務教育における学びのつながりを明確にし、生徒指導の３機能（自己存在感をもたせる・自己

決定の場を与える・共感的な人間関係を育てる）を生かした授業づくりに取り組みます。 

・国際理解教育の推進やグローバルな視点をもった人材の育成に取り組みます。 

・特別支援教育の視点に立ち、一人ひとりの特性や教育的ニーズに応じた学びを保障します。 

・不登校及び不登校傾向にある児童生徒を教育支援センターにおいて適切に指導・支援することを

通して、不登校状態の改善を図ります。 

・情報活用能力やプログラミング的思考を育む授業づくりのための教職員研修を充実し、児童生徒

の豊かな学びを保障します。 

・高等教育機関や地元企業等との連携により、専門的な知識や技能を有する地域人材や、地域資源

を積極的に活用した学習を進めます。 
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健やかな体の育成                        

 

■対象施策 

・運動の楽しさを実感できる体育学習、児童生徒の実態や発達段階に即した実践的、科学的な保健

学習を充実します。 

・学校給食や特色のある食育を通して、食の知識の習得や正しい食習慣の定着を図り、心身の健康

づくりを進めます。 

 

 

コミュニティ・スクールの充実 

 

コミュニティ・スクールの充実                  

 

■対象施策 

・全学校に設置している学校運営協議会の運営を支援します。 

・地域づくりの核の一つとして、地域と連携した学校・園づくりを推進します。 

・小学校と中学校の連携や同一中学校区内の小学校間の連携をより一層推進します。 

 

 

信頼と期待に応える教育環境の充実・整備 

 

児童生徒の『生き抜く力』を育成する生徒指導体制の充実と教職員の人材育成 

 

■対象施策 

・組織的・開発的な生徒指導体制を構築するとともに、不登校児童生徒に対する支援体制を強化し

ます。 

・周南市教育研究センターによるキャリアステージに応じた実践的な研修を充実し、教職員の資質

能力のより一層の向上を図ります。 

・教職員のワーク・ライフ・バランスの推進を図るとともに、教員が本来担うべき業務に集中でき

る環境づくりに努めることができるよう教員の働き方改革を推進します。 

 

望ましい教育環境の充実・整備                  

 

■対象施策 

・児童生徒の主体的・対話的で深い学びを支援するため、ＩＣＴ教育環境の充実を図ります。 

・児童生徒の安心・安全な通学路を確保するため、通学路における総合的な安全対策を進めます。 

・学校教育制度の多様化に対応するため、小中一貫教育校の取組を進めます。 

・家庭の経済的事情にかかわらず、すべての子どもたちが安心して学べるよう、就学等に必要な支

援を行います。 
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事 業 名 学校ＩＣＴ環境推進事業  ≪新規・拡充≫    現計予算額(前年度)：776,120（0）千円 

事業内容 ⑴小中学校のＩＣＴ環境の充実のため、ＩＣＴ機器等を拡充・整備し、ＩＣＴを活用した

教育に取り組むことにより、将来を担う子どもたち一人ひとりの学ぶ意欲の向上を図る

とともに、児童生徒と教員の双方向型授業など質の高い学びを実現することで「確かな

学力」の育成を図ります。 

     ⑵情報活用能力やプログラミング的思考を育む授業づくりの研究を継続して進めるととも

に、積極的な授業公開や研修などを通して、教職員の資質向上を図ります。 

     ⑶国が提唱する児童生徒１人１台端末の整備と大容量通信ネットワークを一体的に整備す

る「ＧＩＧＡスクール構想」の実現に向け、全ての教室で全ての児童生徒がＩＣＴ機器

を利用できる環境を目指し、令和２（2020）年度より計画的に整備していきます。 

     【Point】 

             ・主体的・対話的で深い学びに向けた授業づくりの推進を図るため、全ての普通教室に大型ディ

スプレイを配備することにより、教員・児童生徒がこれまで以上に利用しやすいように、ＩＣＴ機器

等の拡充を図ります。 

             ・「GIGA スクール構想」の実現に向けた取り組みとして、児童生徒１人１台の端末利用を前提とし

た高速大容量通信対応の無線ＬＡＮ環境や電源キャビネットの整備を進めます。 

            ◆教育用ＩＣＴ機器等整備の実績及び予定 

Ｈ30 年度まで Ｒ元年度 Ｒ２年度 Ｒ３年度 Ｒ４年度 Ｒ５年度 

●国の事業計画 

            環境整備５か年計画 （H30 年度～R４年度） 

                       ＧＩＧＡスクール構想の具現化 （R 元年度～R５年度） 

●学習者用情報端末 

☆整備済（H28～H30） 

小 895 台 

中 388 台 

計 1,283 台 

 

 

 

 

 

 

 

約 3,500 台 

 

 

 

約 2,250 台 

 

 

 

約 2,250 台 

 

 

 

約 1,000 台 

●電源キャビネット （情報端末の充電保管庫） 

   

 

 

 

   

●大型ディスプレイ等 

☆整備済（H28～H30） 

小 106 台 

中  54 台 

計 160 台 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

●無線ＬＡＮ環境整備 （高速大容量通信ネットワークの再構築） 

☆整備済（H28～H30） 

≪1Ｇｂｐｓ対応≫ 

  

 

 

   
★再構築（全教室、職員室、屋体等 ≪１０Ｇｂｐｓ対応≫） 

全教室等 完
了 

完 

了 

環境整備 

4 か年計画 

完 

了 

 

★追加整備（１人１台に向けた整備 ≪計 約 9,000 台≫） 

中２～３ 

★新規整備（全普通教室への配備 ≪計 474 台≫） 

小３～４ 

小 327 台 

中 147 台 

小１～２ 

 

★追加整備（全普通教室への配備 ≪計 388 台≫） 

小 267 台 

中 121 台 

 
小５～中１ 

補正対応 
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事 業 名 英語教育推進事業 ≪拡充≫         現計予算額(前年度)：67,676（48,153）千円 

事業内容 ⑴令和２(2020)年度からの小学校新学習指導要領の全面実施に伴う外国語教育に係る授

業時数の増加に対し、必要とする外国語指導助手（ＡＬＴ）を増員して配置します。英

語科及び外国語活動の充実を図り、国際理解教育の推進やグローバルな視点をもった人

材の育成に取り組みます。  

⑵夏季休業中に、スピーチコンテスト指導、教職員対象の英会話指導等を行います。 

     【Point】 

・15 名のＡＬＴを各小中学校に派遣し、ネイティブとの会話や英語を使ったコミュニケーション活

動に取り組むことを通じて、英語教育の一層の充実を図ります。 

・授業以外の学校生活においても児童生徒とＡＬＴとのふれあいを深め、児童生徒にとって有益

な時間を確保できるよう努めます。 

      

◆外国語指導助手配置の実績及び予定 

 

H28 年度 H29 年度 H30 年度 R 元年度 R２年度 

外国語指導助手 

８名 

外国語指導助手 

８名 

外国語指導助手 

11 名 

外国語指導助手 

11 名 

外国語指導助手 

15 名 

５，６年生（外国語活動）各 35 時間 

 

３，４年生（外国語活動）各 15 時間 

５，６年生（外国語科）  各 50 時間 

３，４年生各 35 時間 

５，６年生各 70 時間 

 

 

事 業 名 コミュニティ・スクール事業  ≪拡充≫    現計予算額(前年度)：4,336（2,896）千円 

事業内容 ⑴保護者及び地域住民等の学校運営への参画・支援・協力の促進を図るとともに、地域の

ニーズを迅速かつ適切に反映させ、地域の特性を活かした特色ある学校づくりを進め、

コミュニティ・スクールの仕組を生かして「地域とともにある学校づくり」を一層推進

します。 

⑵小中学校に設置された学校運営協議会に各 50,000 円の活動費を交付し、協議会運営の

充実を図ります。 

⑶本年度から、学校運営協議会委員に一人あたり年額 3,000 円の報酬を支払うこととし、

保護者及び地域住民等による学校運営への参画意識を高め、これまで以上に、学校・家

庭・地域が連携・協働する体制を強化します。 

【参考】本年 12 月に、県主催の全国コミスク・フォーラム［（仮称）地方創生フォーラム

in 山口］が、周南市文化会館で開催される予定で、「地域とともにある学校づくり」「学

校を核とした地域づくり」の実践や取組の成果が県内外に発信されます。 

     【Point】 

・地域に開かれた信頼される学校づくりに向け、令和元(2019)年度から県が周南地域を対象に

配置する「地域連携教育アドバイザー」に加えて、本市独自に「周南市コミュニティ・スクール

アドバイザー」（１名）を配置し、実効性のある学校運営協議会となるよう助言、支援等の充実

を図っています。今後は、コミュニティ・スクールの仕組を生かして、地域でめざす子ども像を

共有し、中学校区における特色ある教育の推進、学校・家庭・地域の連携と協働による学校

や地域の教育課題の解決をめざして、地域とともにある学校づくりをさらに推進します。 

 

移行措置 全面実施 

-24-



事 業 名 学校業務支援員配置事業  ≪拡充≫     現計予算額(前年度)：20,164（18,820）千円 

事業内容  教員が児童生徒と向き合う時間を十分確保し、本来担うべき業務に専念できるよう、授業

準備や学級事務等の補助業務を行う支援員を小中学校に配置します。 

   【Point】 

             ・配置する学校を 25 校から 26 校に拡充し、豊かな学びを支える教育環境の一層の充実を 

図ります。 

・持続可能な学校運営体制の構築及び教職員のワーク・ライフ・バランスの実現を図ります。 

 

◆学校業務支援員の配置校 

 H30 年度 Ｒ元年度 Ｒ２年度 

小学校 

徳山、遠石、 

今宿、久米、 

岐山、秋月 

富田東、 勝間 

（８校） 

(継続) 

徳山、遠石、今宿、久米、岐山、 

秋月、富田東、勝間 

(新規) 

菊川、櫛浜、沼城、周陽、桜木、 

富田西、福川南       （15校） 

(継続) 

徳山、遠石、今宿、久米、岐山、 

秋月、富田東、勝間、菊川、櫛

浜、沼城、周陽、桜木、富田西、

福川南 

（15 校）

中学校 

岐陽、周陽、 

富田、熊毛       

（４校） 

(継続) 

岐陽、周陽、富田、熊毛 

(新規) 

太華、住吉、桜田、須々万、 

秋月、福川         （10 校） 

(継続) 

岐陽、周陽、富田、熊毛、太華、

住吉、桜田、須々万、秋月、 

福川 

(新規)  

菊川             (11 校) 

合計 12 校 25 校 26 校 

 

【業務内容の例】 

 ・家庭や地域等への配布文書の印刷、仕分け等 

 ・授業で使用する教材等の印刷や物品の準備 

 ・統計情報や校務支援システム等のデータ入力、名簿の作成 

 ・教材や資料の整理、保管 

 ・電話対応、来客受付 

 ・集金業務、給食準備等の補助 等 

 

【成果】 

 ・教員本来の役割である、子どもたちに向き合う時間や教材研究の時間などに費や

す時間が増えた。 

 ・会議や業務の精選や効率化、教員自身の退庁時刻を意識するなど、教員が自らの

ワーク・ライフ・バランスを見直すようになってきた。 

 ・時間外業務時間の削減状況  [Ｈ28 年度とＲ元年度(12 月末現在)との比較] 

□小学校 －３.３％  □中学校 －２.５％ 
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事 業 名 教育支援センター事業 ≪継続≫       現計予算額(前年度)：10,956（10,170）千円 

事業内容 平成 29 年(2017)度から新たに開設した「周南市教育支援センター」において、教育指導

員を中心に相談業務をはじめ、学習指導やふれあい活動等を行うことで、不登校及び不登

校傾向の児童生徒が安心して過ごせる場を提供しています。 

センターでの諸活動を充実するとともに、学校や関係機関と情報共有を図りながら、児童

生徒の社会的自立や学校復帰をめざして取り組みます。 

不登校フリーダイヤルをセンター内に設置し、児童生徒や保護者の相談に耳を傾け、不登

校解消に向けたアドバイスや支援を行っています。また、週に一度、心理の専門家である

スクールカウンセラーがきめ細かく相談に対応しています。 

     【Point】 

            ・教育支援センター事業では、教育指導員（４名）、補助員（１名）と本市任用の「スクールカウン

セラー」が連携して、児童生徒が安心して過ごせるよう学習や活動の支援を行い、学校や関係

機関と情報共有を図りながら、児童生徒の社会的自立や学校復帰に向けた教育相談や学習

支援を積極的に行っています。本年度は、補助員に女性を配置することで女性スタッフを２名体

制とし、よりきめ細かな支援の実現をめざします。また、教育指導員のうち１名を元養護教諭か

ら任命し、児童生徒の「心と体」の両面からの支援と、各小中学校における保健指導への支援

を行います。 

    

◆教育支援センターの一日平均利用児童生徒数 

H29 年度 H30 年度 Ｒ元年度 

7.2 人 10.3 人 
13.1 人 

（令和２年１月 31 日現在） 

 

周南市教育支援センター 

〒745-0831 周南市楠木２丁目９番１号 

TEL：（0834）28-8860 FAX：（0834）28-8860 

不登校フリーダイヤル(0120)783090 

8：30～17：00 
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事 業 名 充実した学校生活サポート事業 ≪継続≫    現計予算額(前年度)：6,279（6,294）千円 

事業内容 ⑴国や県の派遣事業を活用し、本物の舞台芸術等に直接ふれる機会を提供するなど、児童

生徒一人ひとりの個性を生かし、柔軟で創意ある教育活動を展開する中で、様々な体験

を通して豊かな感性や創造力、感動する心を育て、「豊かな心」の育成などの「生き抜

く力」を育みます。 

     【Point】 

            ・生徒指導対策の強化、情操教育の推進、学校における地域人材や地域素材を生かした地域

の教育力を活かした活動や豊かな自然環境の中での体験活動等を充実するため、各校への

交付金により、児童生徒の「生き抜く力」を育み、特色ある学校づくりを進めます。 

（単位：千円） 

生徒指導対策事業費交付金 1,200 

生徒会リーダー研修会活動費交付金 230 

充実した学校生活サポート事業費交付金（特 色 あ る学 校づ く り） 2,255 

充実した学校生活サポート事業費交付金（音楽・演劇・美術鑑賞等） 594 

 

⑵本市の地域資源を積極的に活用した学習を通して、地域のよさを知り、郷土に誇りと愛

着をもち、周南の未来を担う人材の育成に努めます。 

     【Point】 

            ・回天記念館での平和学習、美術博物館や文化会館での本物の芸術にふれる学習、地元企業

や水素学習室等を活用した地元の産業を知る学習など、本市ならではの特色ある地域資源を

積極的に活用した学習の推進を図るため、バス代や船賃など交通費等の補助を行います。 

 

（単位：千円） 

充実した学校生活サポート事業費交付金（地域資源を積極活用した学習の推進事業） 2,000 

 

◆充実した学校生活サポート事業費交付金 (地域資源を積極活用した学習の推進事業)の実績及び予定 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H28年度 H29年度 H30年度 Ｒ元年度 R2年度

 （事業実施校）
  小学校　１５校
  中学校　　２校
  （計１７校）

 （事業実施校）
  小学校　１５校
  中学校　　２校
  （計１７校）

 （事業実施校）
  小学校　２１校
  中学校　　２校
　（計２３校）

 （事業実施校）
  小学校　１４校
  中学校　　３校
　（計１７校）

（学習内容）

　・回天記念館  （平和学習）        　・水素ステーション、学習室　（水素の利活用の学習）

　・民族資料館　（歴史の学習）     　・ソレーネ周南等 （流通の学習や体験）

　・地元農園　（１次産業の学習）   　・美術館　（芸術鑑賞）

　・給食センター　（食育）　            ・東ソー、KRY等地元企業 （キャリア教育）
  ・浄水場（水の浄化等仕組み学習）　 など

　※H30(2018)年度には、総合スポーツセンターにて大相撲鑑賞を実施

継

続

実

施

事業開始
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事 業 名 生活指導推進事業  ≪継続≫        現計予算額(前年度)：101,949（89,504）千円 

事業内容 特別な支援や介助を必要とする児童生徒一人ひとりの教育ニーズに応じたきめ細かな指

導・支援に努めます。 

     【Point】 

            ・必要に応じて介助員や生活指導員を増員して配置し、特別な配慮を要する児童生徒のより一

層の支援に努めます。 

 

◆介助員及び生活指導員配置の実績及び予定   

 H28 年度 H29 年度 H30 年度 Ｒ元年度 Ｒ２年度 

介助員  

生活指導員 

５名 

68 名 

８名 

72 名 

６名 

79 名 

８名 

82 名 

７名 

85 名 

 

 

事 業 名 教職員研修推進事業  ≪継続≫        現計予算額(前年度)：6,680（6,366）千円 

事業内容 ⑴小中学校教職員により構成される任意団体等の研修活動や協議活動への補助等を行い、

教職員の資質・能力向上に努め、教育の充実を図ります。 

 

◆活動等に対する補助金等の実績及び予定                               （単位：千円） 

補助金等の名称 H28 年度 H29 年度 H30 年度 Ｒ元年度 Ｒ２年度 

周南市小学校校長会活動費補助金 266 266 266 266 266 

周南市中学校校長会活動費補助金 94 94 94 94 94 

周南市公立学校教頭会活動費補助金 408 408 408 408 408 

周南市小学校研修会活動費補助金 598 603 560 560 560 

周南市中学校研修会活動費補助金 218 218 218 218 218 

周南市養護教員研修会活動費補助金 42 42 41 41 41 

周南市教育調査研究会活動費補助金 542 542 542 542 542 

周南地区小規模校教育振興会負担金 71 72 72 
91 91 

山口県へき地教育振興会負担金 26 27 27 

 

               ⑵教育研究センターに上席研究員（２名）を配置し、キャリアステージに応じた教職員

の研修を行い、若手教職員に求められる授業力や学級経営力等の資質能力、中堅やベ

テランの教職員及び管理職の学校管理・運営に係る資質能力の向上と、ＩＣＴ教育や

情報管理の充実に関する研究に取り組みます。 

     【Point】 

            ・学習指導要領に沿った授業研究やキャリアステージに応じた研修など、研修の質を堅持しなが

ら、時間、内容、開催回数の見直しを図る中で、ＩＣＴに関し知見を有する上席研究員により、学

校におけるＩＣＴ機器の利用に関する指導、研修体制の強化をはじめ、小学校でのプログラミン

グ教育の推進や業務改善のための校務支援ツール等の整備、検討に向け取り組みます。 
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事 業 名 学校図書館活用推進事業  ≪継続≫     現計予算額(前年度)：27,465（26,123）千円 

事業内容 児童生徒の豊かな心の育成を図るため、司書資格を有する経験豊富な学校図書館司書（９

名）を小学校６校、中学校３校に配置します。また、学校図書館指導員（16 名）を小学校

21 校、中学校 11 校にそれぞれ週２日程度配置し、読書活動の推進と学習支援の充実を図り

ます。 

     【Point】 

            ・各校に学校図書館司書、学校図書館指導員を配置し、研修の充実を図り、学校図書館活動の

促進を図ります。 

 

◆学校図書館司書及び学校図書館指導員配置の実績及び予定 

H28～H30 年度 
R 元年度 

（配置校の見直し） 
R２年度 

●学校図書館司書（９名配置） 

 ・徳山小    ・今宿小 

 ・久米小    ・沼城小 

 ・富田西小  ・福川南小 

 ・鹿野小 

 ・周陽中 ・熊毛中 

  

●学校図書館指導員（16 名配置） 

※１名で２校を担当 

 ・菊川小     菊川中 

 ・秋月小     秋月中 

 ・夜市小     戸田小 

 ・富田東小   富田中 

 ・福川小     福川中 

 ・桜木小     太華中 

 ・櫛浜小     岐陽中 

 ・勝間小     高水小 

・鼓南小     鼓南中 

 ・岐山小     住吉中 

・大河内小   須々万中 

・遠石小     周陽小 

 ・三丘小     八代小 

 ・湯野小     桜田中 

 ・須磨小     鹿野中 

・和田小     和田中 

●学校図書館司書（９名配置） 

 ・徳山小    ・遠石小 

 ・周陽小    ・桜木小 

 ・富田東小  ・勝間小 

 ・岐陽中    ・須々万中 

 ・福川中 

  

●学校図書館指導員（16 名配置） 

※１名で２校を担当 

 ・菊川小     菊川中 

 ・秋月小     秋月中 

 ・夜市小     戸田小 

 ・富田西小   富田中 

 ・福川小     福川南小 

 ・櫛浜小     太華中 

 ・久米小     高水小 

 ・鼓南小     鼓南中 

 ・岐山小     周陽中 

・大河内小   熊毛中 

・今宿小     住吉中 

 ・三丘小     八代小 

 ・湯野小     桜田中 

 ・須磨小     沼城小 

・和田小     和田中 

・鹿野小     鹿野中 

●学校図書館司書（９名配置） 

 ・徳山小    ・遠石小 

 ・周陽小    ・桜木小 

 ・富田東小   ・勝間小 

 ・岐陽中     ・須々万中 

 ・福川中 

  

●学校図書館指導員（16 名配置） 

※１名で２校を担当 

 ・菊川小     菊川中 

 ・秋月小     秋月中 

 ・夜市小     戸田小 

 ・富田西小   富田中 

 ・福川小     福川南小 

 ・櫛浜小     太華中 

 ・久米小     高水小 

 ・鼓南小     鼓南中 

 ・岐山小     周陽中 

・大河内小   熊毛中 

・今宿小     住吉中 

 ・三丘小     八代小 

 ・湯野小     桜田中 

 ・須磨小     沼城小 

・和田小     和田中 

・鹿野小     鹿野中 
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学校給食課 

Ⅰ 基本方針                                                              

〇徹底した衛生管理のもと、健康の増進や体位の向上など、児童生徒の心身の健康な成長に資する、安心・

安全でおいしい学校給食の提供に努めます。 

〇また、学校給食を生きた教材として活用し、学校における食育の推進を図ります。 

 

Ⅱ 教育大綱に基づく対象施策と重点事業 

信頼と期待に応える教育環境の充実・整備 

 

安心・安全な学校給食の提供                   

 

事 業 名 学校給食管理運営事業≪継続≫          現計予算額(前年度)：599,253 (505,988) 千円 

事業内容 市内６か所の学校給食センターを円滑に運営し、配送校の児童生徒へ安心安全でおいしい

学校給食を安定供給します。 

     【Point】 

・令和２（2020）年４月から、新たに新南陽学校給食センターの供用を開始します。 

・ＰＦＩ事業者が行う新センターの運営・維持管理業務ついて、契約内容が適切に履行されてい

るかどうかを確認するため、コンサルタント業者の専門的な支援を受けながら、モニタリングを

実施します。 

 

◆市内６か所の学校給食センター及び配送校 

 小学校 中学校 

栗屋（８校） 遠石、久米、櫛浜、鼓南、桜木 鼓南、太華、周陽 

住吉（４校） 徳山、今宿 岐陽、住吉 

高尾（７校） 岐山、周陽、秋月、沼城、須磨 秋月、須々万 

新南陽（14 校） 
菊川、夜市、戸田、湯野、富田東、 

富田西、福川、福川南、和田 
菊川、桜田、富田、福川、和田 

熊毛（６校） 三丘、高水、勝間、大河内、八代 熊毛 

鹿野（２校） 鹿野 鹿野 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ＰＦＩとは… 

ＰＦＩ（プライベート・ファイナンス・イニシアティブ）とは、公共施設等の設計、建

設、維持管理及び運営に、民間の資金とノウハウを活用することにより、同一水準のサー

ビスをより安く又は同一価格でより上質のサービスを提供する手法のこと。 

ＰＦＩ導入のメリットは… 

民間のノウハウが活かされた質の高い公共サービスの提供が期待できるとともに、長期

間にわたる一括契約により、維持管理に配慮した設計・施工や運営業務の効率化が図られ、

提供サービスの向上とともに、コスト削減が可能となる。 
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事 業 名 学校給食費管理システム導入事業 ≪新規≫    現計予算額(前年度)：12,844 (0) 千円 

事業内容 公金としての安全性を担保し、保護者の利便性の向上を図るとともに、教職員の負担軽減

につなげるため、学校給食費の収納・滞納情報や食数の管理機能を備えたシステムを導入し

ます。 

     【Point】 

         ・学校ごとに異なる集金方法や納付時期を統一し、市による一括の口座振替を実施するた

めのシステムを構築します。 

 

◆年次計画 

R2 年度 Ｒ３年度～ 

  

 

 

事 業 名 学校給食センター解体事業 ≪新規≫       現計予算額(前年度)：5,923 (0) 千円 

事業内容 新たな給食センターに統合した徳山西学校給食センター、旧新南陽学校給食センターにつ

いて、令和元（2019）年度末で運営を終了したことから、計画的に解体を進めます。 

     【Point】 

・徳山西学校給食センターの解体設計を行います。 

・両センターの廃棄物処理や解体前に必要な各種調査を行います。 

 

◆年次計画 

R2 年度 Ｒ３年度 R４年度 

   

 

 

 

 

 

 

・徳山西学校給食

センター解体設計 

・廃棄物処理等 

・徳山西学校給食 

センター解体工事等 

・旧新南陽学校給食

センター解体設計等 

【Ｒ３．４月からシステム運用開始】 

各学校と連携しながら、未納者への

納付指導 

【システム構築】 

・システムの設計及び要件確定 

・学校との各種調整 

・口座情報の収集及び入力 

・操作研修、運用テスト 

・旧新南陽学校給食

センター解体工事等 
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中央図書館 

Ⅰ 基本方針                                                              

〇中央図書館、新南陽図書館、福川図書館、熊毛図書館、鹿野図書館は、それぞれの地域の「知の拠点」

として地域の読書活動・生涯学習活動の支援を行うとともに、「知の広場」としての徳山駅前図書館は、

新たなスタイルの図書館として、「人が集い楽しむこのまちの賑わいと交流の場」の創出を図ります。 

〇６館相互でしっかりと連携を図り、利用者満足度の高い図書館サービスを提供することで、読書環境

の整備、市民の文化水準の向上を図ります。 

 

Ⅱ 教育大綱に基づく対象施策と重点事業 

いきいきと学び続ける生涯学習社会の実現              

 

読書が育むひとづくり・まちづくり                

 

 

事 業 名 図書館資料購入費 ≪継続≫         現計予算額(前年度)：34,578(34,640)千円 

事業内容 生涯学習時代の多くの利用者の期待に応えられるよう、新鮮で広範囲にわたる図書館資料

の収集、充実に努めます。 

     【Point】 

            ・各館の独自の特長を活かしつつ、利用者に満足いただけるように、様々な視点から総合的な

資料の充実に努めます。 

 

◆資料総数（実績及び見込み 令和２（2020）年１月 31 日現在） 

H28 年度 H29 年度 H30 年度 Ｒ元年度 Ｒ２年度 

635,940 点 703,368 点 709,251 点 702,373 点 715,000 点 

 

 

事 業 名 図書館管理運営費 ≪継続≫        現計予算額(前年度)：177,059(167,287)千円 

事業内容 図書館サービスの向上と読書活動の推進を図るために、市内６館の連携を深め、円滑な図

書館運営と利用しやすい図書館づくりに努めます。 

また、家庭での「うちどく※」の奨励や学校図書館との連携の強化を図るとともに、「第三

次周南市子供読書活動推進計画」の推進を図ります。 

     【Point】 

             ・誰もが利用しやすい読書環境の整備に向け、すべての人が読書に親しむことのできる幅広い

サービスに努めることで、利用者の満足度を向上させます。 
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◆個人館外貸出延べ利用者数（実績及び見込み 令和２(2020)年１月 31 日現在） 

H28 年度 H29 年度 H30 年度 Ｒ元年度 Ｒ２年度 

205,710 人 228,798 人 318,890 人 263,761 人 330,000 人 

 

◆うちどくコンテスト参加家族数（実績及び見込み） 

H28 年度 H29 年度 H30 年度 Ｒ元年度 Ｒ２年度 

761 組 800 組 885 組 620 組 1,000 組 

 

 

 

 

 

 

事 業 名 図書館システム管理運営費 ≪継続≫     現計予算額(前年度)：39,109(38,298)千円 

事業内容 多様化する利用者の要望に対応するため、資料の情報を正確に提供し、業務の効率化、資

料の適正管理に努めます。 

     【Point】 

              ・インターネットやＯＰＡＣ＊など、資料の予約・検索・メール通知等の便利な機能の周知を図るこ

とにより、利用者の利便性の向上に努めます。 

 

◆インターネットによる予約資料数（実績及び見込み 令和２(2020)年１月 31 日現在） 

H28 年度 H29 年度 H30 年度 Ｒ元年度 Ｒ２年度 

64,167 点 68,595 点 89,949 点 84,934 点 90,000 点 

 

 

 

 

 

「うちどく」とは… 

「家読（うちどく）」は、「家庭読書（家族読書）」の略語（造語）で「家族ふれあい

読書」を意味し、「家族みんなで読書をすることで家族のコミュニケーションを深める」

ことを目的にした読書運動。 

「ＯＰＡＣ（オパック、Online Public Access Catalog）」とは… 

「ＯＰＡＣ」とは、利用者に供されるオンライン蔵書目録のこと。 

周南市には、図書館内に設置されている端末で使用できる「館内 OPAC」と、インター

ネットからアクセス・利用できる「Web-OPAC」、スマートフォンからアクセス・利用で

きる「Sp-OPAC」の３種類がある。 
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３ 教育費予算の状況 

 

⑴  予算規模                          （単位：千円） 

当初予算額(Ａ) 構成比 対前年度比 当初予算額(Ｂ) 構成比

教 育 費 5,811,496 9.2 0.84 6,928,586 11.0 △ 1,117,090

一 般 会 計 63,081,000 － 0.99 63,108,000 － △ 27,000

令和２年度 令和元年度
区分

増減額
(A-B)

 

 

⑵  教育費の構成                      （単位：千円、%） 

令和元年度

当初予算額(Ａ) 前年度比 当初予算額(B)

教育総務費 833,411 114.6 727,363 106,048

小学校費 1,346,086 123.8 1,087,437 258,649

中学校費 398,129 105.4 377,720 20,409

幼稚園費 232,089 57.8 401,681 △ 169,592

社会教育費 1,084,990 99.3 1,092,761 △ 7,771

保健体育費 1,916,791 59.1 3,241,624 △ 1,324,833

令和２年度
増減額(A-B)区分

 
 

 
 

令和２年度 教育費の構成図 
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⑶  教育費予算の内訳                      （単位：千円） 

 

令和２年度
当初予算（a）

令和元年度
当初予算（b）

増減
(a-b)

担当課

5,811,496 6,928,586 △ 1,117,090

教育総務費 833,411 727,363 106,048
教育委員会費 3,751 3,806 △ 55

教育委員会費 3,751 3,806 △ 55 教育政策課
事務局費 296,010 398,487 △ 102,477

職員給与費等 175,577 177,693 △ 2,116
特別職給与費等 13,858 13,880 △ 22
退職手当 80,994 155,925 △ 74,931
職員代替経費 2,989 4,116 △ 1,127
事務局一般事務費 10,856 9,361 1,495
教育施設ＡＥＤ設置事業費 1,552 1,551 1
小中学校再編整備推進事業費 928 933 △ 5
私学等助成事業費 4,400 4,478 △ 78
奨学金貸付等基金事業費 2,323 2,212 111
学校施設等長寿命化計画策定事業費 0 25,817 △ 25,817
分庁舎管理事業費 2,533 2,521 12

教育指導費 533,650 325,070 208,580
教育指導一般事務費 72,251 97,408 △ 25,157
教育支援ｾﾝﾀｰ事業費 10,956 10,170 786
充実した学校生活ｻﾎﾟｰﾄ事業費 6,279 6,294 △ 15
英語教育推進事業費 67,676 48,153 19,523
教職員研修推進事業費 6,680 6,366 314
学校文化体育関係経費 14,369 14,382 △ 13
学校図書館活用推進事業費 27,465 26,123 1,342
生活指導推進事業費 101,949 89,504 12,445
ｺﾐｭﾆﾃｨ・ｽｸｰﾙ事業費 4,336 2,896 1,440
ｽｸｰﾙｿｰｼｬﾙﾜｰｶｰ配置事業費 1,632 1,632 0
学校安全体制整備推進事業費 3,428 3,171 257
こども議会開催事業費 133 151 △ 18 教育政策課
学校業務支援員配置事業費 20,164 18,820 1,344
我が国の伝統や文化に関する教育充実事業費 401 0 1,344
学校ＩＣＴ環境推進事業費 195,931 0 195,931

小学校費 1,346,086 1,087,437 258,649
小学校管理費 251,023 249,782 1,241

小学校教職員経費 4,696 4,084 612 教育政策課
小学校運営費 0 185,875 △ 185,875 学校教育課
小学校施設管理費 246,327 59,823 186,504 教育政策課

小学校教育振興費 277,391 272,232 5,159
小学校教材教具費等 70,171 136,281 △ 66,110
小学校就学援助費 99,779 112,419 △ 12,640
小学校特別支援教育就学奨励費 3,621 2,975 646
小学校児童輸送費 18,264 20,557 △ 2,293
小学校教科書改訂関連事業費 85,556 0 85,556

小学校建設費 817,672 565,423 252,249
小学校改修事業費 38,502 523,336 △ 484,834
小学校普通教室空調設備整備事業費 779,170 42,087 737,083

中学校費 398,129 377,720 20,409
中学校管理費 137,265 147,696 △ 10,431

中学校教職員経費 5,230 4,084 1,146 教育政策課
中学校運営費 0 116,496 △ 116,496 学校教育課
中学校施設管理費 132,035 27,116 104,919 教育政策課

中学校教育振興費 160,920 213,458 △ 52,538
中学校教材教具費等 46,857 90,510 △ 43,653
中学校就学援助費 89,925 98,454 △ 8,529
中学校特別支援教育就学奨励費 2,526 1,259 1,267
中学校生徒輸送費 21,612 23,235 △ 1,623

学校教育課

教育政策課

教育政策課

款・項・目

学校教育課

学校教育課

教育費

学校教育課
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（単位：千円） 
令和２年度
当初予算（a）

令和元年度
当初予算（b）

増減
(a-b)

担当課

中学校費
中学校建設費 99,944 16,566 83,378

中学校改修事業費 99,944 16,566 83,378 教育政策課
幼稚園費 232,089 401,681 △ 169,592

幼稚園費 232,089 401,681 △ 169,592
職員給与費等 181,129 185,364 △ 4,235
幼稚園運営事業費 39,002 39,637 △ 635
私立幼稚園就園奨励費事業費 0 130,169 △ 130,169
私立幼稚園特別支援教育費補助事業費 131 262 △ 131
幼児ことばの教室運営費 6,540 5,836 704
多子世帯応援保育料等軽減事業費 0 1,748 △ 1,748
幼児教育推進事業費 2,864 165 2,699
幼稚園施設整備事業費 0 38,500 △ 38,500
幼稚園施設運営管理事業費 2,423 0 2,423

社会教育費 1,084,990 1,092,761 △ 7,771
社会教育総務費 276,074 275,478 596

職員給与費等 276,074 275,478 596 生涯学習課
社会教育振興費 8,707 11,329 △ 2,622

社会教育振興一般事務費 323 2,120 △ 1,797
社会教育委員会費 228 259 △ 31
成人式開催事業費 1,319 1,604 △ 285
社会教育団体助成事業費 1,302 1,266 36
花いっぱい推進事業費 3,030 3,193 △ 163
生涯学習推進事業費 2,505 2,887 △ 382

社会教育施設費 87,063 84,501 2,562
学び・交流ﾌﾟﾗｻﾞ管理運営事業費 75,467 73,071 2,396
鶴いこいの里管理運営事業費 11,596 11,430 166

回天記念館費 6,425 19,616 △ 13,191
回天記念館管理運営事業費 6,425 19,616 △ 13,191 文化ｽﾎﾟｰﾂ課

文化振興費 51,556 54,436 △ 2,880 文化ｽﾎﾟｰﾂ課

文化振興一般事務費 267 1,824 △ 1,557
文化行事等開催費 0 200 △ 200
文化振興団体助成事業費 26,082 26,082 0
市美術展開催費 1,536 1,550 △ 14
美術博物館資料収集事業費 1,799 3,045 △ 1,246
美術博物館特別展覧会等開催事業費 11,109 11,038 71
美術博物館企画事業助成事業費 10,763 10,697 66

文化施設費 303,821 298,668 5,153
文化会館管理運営事業費 132,806 130,001 2,805
美術博物館管理運営事業費 139,376 135,256 4,120
郷土美術資料館管理運営事業費 15,778 12,929 2,849
尾崎記念集会所管理運営事業費 578 578 0
須金和紙ｾﾝﾀｰ管理運営事業費 441 438 3
文化会館整備事業費 8,573 19,466 △ 10,893
美術博物館整備事業 6,269 0 6,269

文化財保護費 32,150 36,107 △ 3,957
文化財保護一般事務費 1,985 1,683 302
文化財等管理運営事業費 4,109 4,006 103
埋蔵文化財保護費 4,426 3,990 436
民俗資料展示室管理運営事業費 2,386 2,617 △ 231
鶴保護対策事業費 19,244 17,983 1,261
児玉源太郎資料調査事業費 0 5,828 △ 5,828

青少年教育推進費 49,981 49,319 662
学校・家庭・地域の連携協力推進事業費 12,980 13,176 △ 196
大田原自然の家管理運営事業費 34,772 33,911 861
少年の主張大会事業費 145 148 △ 3
青少年団体等活動助成事業費 2,084 2,084 0

文化ｽﾎﾟｰﾂ課

生涯学習課

生涯学習課

こども支援課

生涯学習課

款・項・目

文化ｽﾎﾟｰﾂ課

生涯学習課
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（単位：千円） 
令和２年度
当初予算（a）

令和元年度
当初予算（b）

増減
(a-b)

担当課

社会教育費
人権教育推進費 11,313 11,981 △ 668

人権教育推進一般事務費 8,184 8,402 △ 218
学校人権教育研修事業費 572 600 △ 28
人権教育指導者研修事業費 289 338 △ 49
人権教育講座運営事業費 212 231 △ 19
地域人権教育推進事業費 1,477 1,828 △ 351
教育集会所管理運営事業費 579 582 △ 3

図書館費 257,900 251,326 6,574
図書館管理運営費 177,059 167,287 9,772
図書館資料購入費 34,578 34,640 △ 62
移動図書館管理運営事業費 3,977 3,991 △ 14
図書館ｼｽﾃﾑ管理運営費 39,109 38,298 811
鹿野図書館整備事業費 3,177 7,110 △ 3,933

保健体育費 1,916,791 3,241,624 △ 1,324,833

保健体育総務費 46,486 41,878 4,608
職員給与費等 46,486 41,878 4,608 文化ｽﾎﾟｰﾂ課

学校保健衛生費 137,497 154,069 △ 16,572
児童・生徒・教職員健康管理費 137,216 149,874 △ 12,658
医療扶助費 281 436 △ 155
学校廃棄物対策事業費 0 3,759 △ 3,759

学校給食費 1,348,520 2,683,165 △ 1,334,645

職員給与費等 156,534 161,543 △ 5,009
学校給食一般事業費 3,055 11,528 △ 8,473
学校給食管理運営事業費(栗屋) 103,787 103,394 393
学校給食材料費(栗屋) 129,756 127,242 2,514
学校給食管理運営事業費(住吉) 84,181 84,604 △ 423
学校給食材料費(住吉) 103,106 100,630 2,476
学校給食管理運営事業費(旧徳山西) 291 50,710 △ 50,419
学校給食材料費(徳山西) 0 70,107 △ 70,107
学校給食管理運営事業費(高尾) 84,283 82,955 1,328
学校給食材料費(高尾) 81,464 74,811 6,653
学校給食管理運営事業費(旧新南陽) 400 86,344 △ 85,944
学校給食材料費(新南陽) 0 123,302 △ 123,302
学校給食管理運営事業費(熊毛) 76,479 76,029 450
学校給食材料費(熊毛) 62,071 61,284 787
学校給食管理運営事業費(鹿野) 12,197 10,424 1,773
学校給食材料費(鹿野) 7,511 8,470 △ 959
学校給食管理運営事業費(新南陽) 234,580 0 234,580
学校給食材料費(新南陽) 189,158 0 189,158
防災給食提供事業費 900 900 0
学校給食ｾﾝﾀｰ解体事業費 5,923 0 5,923
学校給食費管理ｼｽﾃﾑ導入事業費 12,844 0 12,844
[廃](仮称)西部地区学校給食ｾﾝﾀｰ建設事業費 0 1,448,888 △ 1,448,888

体育振興費 63,248 58,234 5,014
ｽﾎﾟｰﾂ振興一般事務費 269 1,674 △ 1,405
体育協会関連事業費 11,085 14,895 △ 3,810
ｽﾎﾟｰﾂ交流地域活性化推進事業費 2,000 2,000 0
ｽﾎﾟｰﾂ推進委員関係経費 4,493 4,842 △ 349
地区ｽﾎﾟー ﾂ振興事業費 3,347 3,347 0
ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞﾙｰﾑ運営事業費 417 2,987 △ 2,570
ｽﾎﾟｰﾂ大会開催事業費 20,861 21,924 △ 1,063
ｽﾎﾟｰﾂ奨励事業費 4,654 6,565 △ 1,911
東京2020ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ関連事業費 16,122 0 16,122

体育施設費 321,040 304,278 16,762
体育施設管理費 272,540 276,295 △ 3,755
体育施設整備事業費 17,313 27,983 △ 10,670
周南緑地体育施設等整備推進事業費 31,187 0 31,187

学校給食課

款・項・目

文化ｽﾎﾟｰﾂ課

文化ｽﾎﾟｰﾂ課

学校教育課

中央図書館

人権教育課
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周南市教育委員会事務局機構図（令和２年４月１日） 
 

○教育部 

 

教育政策課                        事務局総合出張所 

教育政策担当                        新南陽総合出張所 

施設担当                           熊毛総合出張所 

鹿野総合出張所 

生涯学習課 

生涯学習担当                    事務局主張所 

鶴いこいの里、学び・交流プラザ          15 出張所 

青少年教育担当 

大田原自然の家 

文化財保護担当  

文化財保護関係施設 ４施設 

 

人権教育課 

人権教育担当 

教育集会所 ４館 

 

学校教育課 

指導担当 

教育研究センター 

教育支援センター 

学務・保健担当 

小学校 27 校  休校 ７校 

中学校 14 校  休校 ３校 
 

学校給食課 

管理担当 

栗屋学校給食センター 

住吉学校給食センター 

高尾学校給食センター 

新南陽学校給食センター 

熊毛学校給食センター 

鹿野学校給食センター 

 

中央図書館 

管理担当 

普及担当 

新南陽図書館 

福川図書館 

熊毛図書館 

鹿野図書館 

徳山駅前図書館 

 

 

○地域振興部 

   

地域づくり推進課 

市民センター担当 

 

文化スポーツ課 

文化担当 

スポーツ担当 

 

○こども・福祉部 

 

次世代政策課 

施設・再編担当 

 

こども支援課 

保育幼稚園担当 

幼稚園６園  休園１園 

認定こども園１園 

幼児ことばの教室 

市長部局 
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