
 

平成２３年度予算 教育委員会 主要施策  

 
教育委員会では、「北九州市子どもの未来をひらく教育プラン」に掲げる基本方針「教育日本一

を実感できる環境づくり」の下で、「子どもの教育」に対する満足度を高めるとともに、市民参画

を進めていきます。 
 また、生涯学習・芸術文化の分野では、「まちづくりを支える人材の育成」や「生活に根づき誇

れる文化の振興」を目指すとともに、新たに「生涯学習推進計画」を策定し、その取り組みの充実

を図ります。 
 さらに、「緑の成長戦略で、人にやさしく元気な街づくり！」に掲げられた学校図書館の充実な

ど教育関連の政策課題への対応に必要な取り組みや効果的な実施方法などを速やかに検討し、諸施

策の着手、実行を図ります。 
 平成２３年度は、以下の主な施策を推進します。 
 

◇ 思いやりの心をもつ、自立した子どもをはぐくむ 
 

１ 学校図書館の充実 
 ２ 子ども司書養成講座等学校読書活動支援事業 

 ３ 部活動サポート事業 

４ 幼稚園園庭芝生化モデル事業  
５ 私立幼稚園における幼児教育環境の充実と子育て支援 

 
６ 特別支援教育の充実と体制整備 

 ◇ 学校・教職員の力を高める 

 ７ 校務支援システム導入運用事業 

８ 学校施設耐震補強事業           
◇ 家庭の教育力を高める 

 
９ 「ノーテレビ・ノーゲーム・読書の日」推進事業 

 ◇ 地域の教育力を高める 

 １０ 学習支援型アフタースクール事業 

◇ 生涯学習及び芸術・文化の充実  
 １１ 旧戸畑区役所庁舎図書館活用事業 

 
 １２ 開館 10 周年記念みちの郷土史料館展示物等リニューアル事業 

 ◇ その他 

  １３ 福岡朝鮮学園に対する助成 

 教育委員会企画課 
℡：５８２－２３５７ ※個別の事業の内容については、各担当課へ 
担当（久保山・遠近）  お尋ねください。（８ページ参照）  
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◇◇  思思いいややりりのの心心ををももつつ、、自自立立ししたた子子どどももををははぐぐくくむむ◇◇  

  
○新１ 学校図書館の充実    [ 951,300千円] 

   学校における読書活動を推進するにあたり、快適な読書環境を提供するため、小中

学校の図書館に空調設備を設置するとともに、学校図書館図書の整備充実を図る。ま

た、読書活動推進のモデル中学校区を７校区から１４校区に拡大し、学校図書館嘱託

職員を配置するとともに、ブックヘルパーを活用することにより、学校図書館におけ

る読書環境の充実を図る。 

 【事業内容】 

   ①学校図書館空調設備整備事業【 897,000千円】 

     快適な読書環境を提供するため、既に整備している学校を除く、全小中学校の図書館に空調設備

を設置する。 

 

②学校図書館図書整備充実事業【 25,000千円】 

     国の示す「図書標準冊数」を目標に学校図書館図書の整備充実を図る。 

    （住民生活に光をそそぐ交付金活用基金を活用） 

 

③学校における読書活動推進モデル事業【 29,300千円（うち拡充分 12,300千円）】 

  モデル中学校区を７校区から１４校区に拡大し、学校図書館嘱託職員を配置するとともに、ブッ

クヘルパーを活用することにより、学校図書館における読書環境の充実を図る。 

    ○学校図書館嘱託職員の配置：７名（７中学校区×１名） ⇒ １４名（１４中学校区×１名） 
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○新２ 子ども司書養成講座等学校読書活動支援事業    ［ 1,730千円］ 

  学校における読書活動の推進を支援するため、市立中央図書館において「子ども司

書」養成講座を開催する。また、子どもの読書に対する興味と理解を深めるため、読

書感想文を募集し、児童生徒の優秀な作品を表彰する。 

【事業内容】 

○子ども司書養成講座 

小・中学生を対象に、市立中央図書館で「子ども司書」養成講座を実施。受講後は、学校におい

て読書活動推進リーダーとして活用を図るなど、市立図書館と学校とが連携した事業を推進。 

     ○小・中・特別支援学校児童生徒の読書感想文募集事業 

 

○新３ 部活動サポート事業    ［ 4,000千円］ 

  専門家によるスポーツトレーニングの指導など様々な手法を用い、中学校部活動を

多方面から支援することにより、より多くの生徒が参加することができ、指導者が余

裕と意欲を持って指導できる部活動を推進する。 

【事業内容】 

    ○指導者研修の充実・・・部活動ハンドブックを活用した部活動運営 

    ○ギラヴァンツ北九州の選手による部活動生徒への指導・・・スポーツトレーニングの講義 

    ○保護者への情報発信・・・リーフレットによる本市部活動についての情報発信 

    

○新４ 幼稚園園庭芝生化モデル事業    ［ 6,500千円］ 

   幼稚園の園庭の芝生化に向け、効果や課題等を検証するため、モデル事業を実施す

る。 

【事業内容】 

    ○モデル事業実施予定園数・・・公立１ヶ所、私立４ヶ所（１，３００千円×５園） 

    ○期待される効果：子どもの運動量の増加等に伴う体力の向上、怪我の防止など（他都市調査結果による） 
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５ 私立幼稚園における幼児教育環境の充実と子育て支援【教育委員会】 

               （うち拡充分 28,950千円） 

一部再掲321,688千円 

   私立幼稚園における幼児教育環境、子育て支援機能の充実を図るための助成を行う。

また、子どもたちの命を守る安全・安心対策として、ＡＥＤの設置を推進するための

助成の拡充を行う。 

【事業内容】（拡充分） 

    ○ＡＥＤの設置を推進するための補助・・・２５０千円×９５園＝２３，７５０千円 

    ○幼稚園園庭芝生化事業《再掲》・・・１，３００千円×４園＝５，２００千円（私立幼稚園分） 

 

○新６ 特別支援教育の充実と体制整備    [ 104,599千円] 

    特別支援学校や学級に通う児童生徒の増加に対応するため、特別支援学校の整備

に関する調査及び不足教室の解消等のための教室改修工事を行う。また、特別支援

学級に在籍する児童生徒への対応を充実するため、補助講師を６名増員する。 

  【事業内容】 

   ①特別支援学校の整備に関する調査【 1,500千円】 

    ○東部地域における特別支援学校の整備に関する調査 

 

②児童・生徒増に伴う特別支援学校整備事業【 45,500千円】 

    ○小倉北特別支援学校及び小倉南特別支援学校の学校環境整備のため、職員室や教室等の改修工事

を行う。 

 

③特別支援学級補助講師の配置事業【 57,599千円】 

 ○特別支援学級に市費講師を配置することにより、特別支援教育の充実を図る。 

  配置予定人数：【６名増員】 １２名 ⇒ １８名 
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◇◇  学学校校・・教教職職員員のの力力をを高高めめるる  ◇◇  

  

○新７ 校務支援システム導入運用事業 [ 35,460千円]（他に債務負担409,100千円） 

   教員の子どもと向き合う時間を確保するため、校務事務の省力化、効率化や校務

情報データの共有化による総合的な「校務支援システム」を導入する。 

  【事業内容】 

    ○平成２３年度：校務支援システムのモデル実施及びテスト運用 

    ○システム化の主な対象業務 

     ・成績処理・・・評価・評定処理及びあゆみ・通知表作成の自動化等 

     ・緊急メール配信・・・保護者あてメール配信による情報の提供 

     ・保健管理・・・健康観察、健康診断データの一元化等  など 

  

 ８ 学校施設耐震補強事業     [ 1,797,100千円] 

   学校施設に必要な耐震性能を確保するため、耐震診断及び耐震補強工事を順次実施

する。 

 【事業内容】 

   耐震診断：４４校 

   補強計画：３８校 

   実施設計：３８校 

補強工事：２１校 
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◇◇  家家庭庭のの教教育育力力をを高高めめるる  ◇◇  

  

○新９ 「ノーテレビ・ノーゲーム・読書の日」推進事業    [ 3,600千円] 

   ＰＴＡと連携して、毎月「ノーテレビ・ノーゲーム・読書の日」を定め、１年を通

じて学校、家庭等が一丸となって子どもの読書活動を推進する。 

 【事業内容】 

   ○読書に親しむ環境づくりのため、設定した「ノーテレビ・ノーゲーム・読書の日」に、家庭や学校

で読書の日などを明示したマグネットシートを掲示し、子どもの読書活動を推進する。 

 

 

◇◇  地地域域のの教教育育力力をを高高めめるる  ◇◇  

 

○新学習支援型アフタースクール事業     10 

～学習支援特化型学校支援地域本部事業～    [ 3,662千円]  

  基礎的な学力や学習習慣の定着を図るため、放課後等において、地域、大学生、企

業等の協力を得ながら、子どもたち一人ひとりにきめ細やかな学習支援を行う。  

【事業内容】 

   ○モデル校を定め、その学校に配置されたコーディネーターが学習活動に必要な人材の確保を行う。

当該人材が講師となって、子ども一人ひとりに学習指導を行う。 

  

◇◇  生生涯涯学学習習及及びび芸芸術術・・文文化化のの充充実実  ◇◇  

  

○新11 旧戸畑区役所庁舎図書館活用事業 [ 7,000千円]（他に債務負担38,000千円） 

    旧戸畑区役所庁舎を戸畑図書館として再整備するため、平成２３年度から施設の

設計を進め、平成２５年度内のオープンを目指す。 

  【事業内容】 

    ○施設概要：延べ床面積 約2,800平方メートル（地上２階、地下１階） 

蔵書数：約17万冊程度 
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○新12 開館10周年記念みちの郷土史料館展示物等リニューアル事業 [ 10,000千円] 

    平成２３年１月に開館１０周年を迎えた長崎街道木屋瀬宿記念館（みちの郷土史

料館）について、平成２４年の長崎街道開通400周年記念年にあわせてリニューア

ルし、さらなる学習効果の向上と来館者増を図る。 

  【事業内容】 

    ○体験・体感型展示への変更 

     展示物の見せ方や映像をリニューアルし、その展示物が実際に使われた様子を再現したり、観客 

自ら体験したりするなど、その時代にタイムスリップしたような臨場感を体感できる展示方法に 

変更する。      

 

◇◇  そそのの他他  ◇◇  

  

13 福岡朝鮮学園に対する助成    [ 3,000千円] 

    福岡県の補助事業との重複を避けるため補助対象事業を見直し、継続して助成を

行う。 

  【事業内容】 

    ○補助対象：北九州朝鮮初級学校及び九州朝鮮中高級学校 

○補助対象事業 

平成２２年度 平成２３年度以降 

・設備整備事業 ・設備整備事業 
・学校教育振興事業 

・学校間等交流推進に係る教育文化活動等事業

   ○補助額：３，０００千円（平成２２年度４，５００千円） 
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教育委員会主要施策に関するお問い合わせ先 

 主要施策（事業）名 主担当課 

１ 
学校図書館の充実  ①空調設備整備 

           ②図書整備 

           ③読書活動推進モデル事業 

①施設課（582-2361） 

②学事課（582-2378） 

③指導第一課（582-2367） 

２ 子ども司書養成講座等学校読書活動支援事業 
中央図書館奉仕課（571-1481） 

生涯学習課（582-2385） 

３ 部活動サポート事業 指導第二課（582-2367） 

４ 
幼稚園園庭芝生化モデル事業  ①公立幼稚園 

                 ②私立幼稚園 

①施設課（582-2361） 

②企画課（582-2357） 

５ 私立幼稚園における幼児教育環境の充実と子育て支援 企画課（582-2357） 

６ 
特別支援教育の充実と体制整備 ①整備に関する調査 

                 ②特別支援学校整備 

                 ③補助講師の配置 

①企画課（582-2357） 

②施設課（582-2361） 

③教職員課（582-2372） 

７ 校務支援システム導入運用事業 学事課（582-2378） 

８ 学校施設耐震補強事業 施設課（582-2361） 

９ 「ノーテレビ・ノーゲーム・読書の日」推進事業 生涯学習課（582-2385） 

１０ 学習支援型アフタースクール事業 生涯学習課（582-2385） 

１１ 旧戸畑区役所庁舎図書館活用事業 生涯学習課（582-2385） 

１２ 
開館１０周年記念みちの郷土史料館展示物等リニュー

アル事業 

長崎街道木屋瀬宿記念館（619-1149） 

生涯学習課（582-2385） 

１３ 福岡朝鮮学園に対する助成 企画課（582-2357） 

 


