
 

1 

平成２４年度予算 教育委員会 主要施策  

 
教育委員会では、「元気発進！北九州」プランに掲げる“人づくり”を具体化するための部門別

計画である「北九州市子どもの未来をひらく教育プラン」及び「北九州市生涯学習推進計画」等を

着実に推進します。  

子どもの教育の分野では、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、引き続き「子どもの教育」に対する満足度を高めるとともに、「子どもの教育」への市民

参画を進めて行きます。  

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」を目指し、その取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３５人以下学級の拡

大や特別支援教育の充実と体制整備など、子どもたちがいきいきと学習や活動ができるよう、必要

な取組みを進めます。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

◇ 子どもの教育に関する分野  
１ 学校における読書活動推進モデル事業 

２ 英語・外国語活動の充実等 

３ 環境教育の推進 

４ 特別支援教育の充実と体制整備 

５ 小学校３５人以下学級の拡充 

６ エコスクールモデル事業 
７ 普通教室等扇風機設置モデル事業 

８ 学校施設の防災機能の強化          
９ 子どものための防災・安全対策推進事業 

１０ 学校運動場芝生化モデル事業 

 １１ 経済界との連携による学校支援モデル事業 
 

◇ 生涯学習及び芸術・文化に関する分野  

 １２ 地域課題解決につなぐ生涯学習の充実～つなぐプロジェクト～ 

１３ 小倉南区地区図書館整備検討調査 

１４ 文化財保存修理補助事業 

 １５ 森鷗外生誕 150 周年、森鷗外旧居整備 30 周年記念、森鷗外シン

ポジウム及び展示施設整備経費 

 １６ いのちのたび博物館展示・施設等改修事業  

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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◇◇  子子どどもものの教教育育にに関関すするる分分野野    

  
１ 学校における読書活動推進モデル事業    [ 51,500千円] 

    子どもたちが読書に親しみ、「言葉の力」を高めるために、学校図書館嘱託職員

を配置している中学校区を拡大するとともに、地域人材を活用したブックヘルパー

を増員し、学校における読書活動を一層推進する。 
  【事業内容】 

    ○学校図書館嘱託職員の配置拡大：１4名（14中学校区×１名） ⇒ ２１名（21中学校区×１名） 

○ブックヘルパーの配置拡大：小学校 ３３校 ⇒ ６１校 

               中学校 １４校 ⇒ ２８校 

 

２ 英語・外国語活動の充実等   ［ 394,025千円］ （他に債務負担289,500千円） 

   英語・外国語活動の指導を充実させるため、全小中学校に外国語指導助手（ＡＬ

Ｔ）を配置し、英語を使ったコミュニケーション活動を推進するとともに、中学校

の生徒を対象とした「英語大好き音読暗唱ブック」を作成・配布し、英語の音読・

暗唱を通じた言語活動の充実を図る。 

さらに、小学校低中学年からの外国語指導のモデル実施や、小学校「夏の教室」

を活用した外国語指導の充実を図り、小中連携による英語教育・国際理解教育のあ

り方を検討する。 

【事業内容】 

    新規○小中連携指定校における小学校低中学年での外国語指導のモデル実施 

 新規○小学校低中学年を対象に「夏の教室」を活用した外国語指導の実施 

 新規○中学生を対象とした「英語大好き音読暗唱ブック」の作成・配布 

 

３ 環境教育の推進    ［ 26,000千円］ 

本市の環境施設や自然を体験的に学ぶ「（仮称）北九州市環境キャラバン」を実施

し、環境活動に主体的に取り組むことができる子どもリーダーの育成を図るととも

に、学校のユネスコスクールへの登録を支援するなど、環境教育の取組みを推進す

る。 

また、子どもたちが身近に感じ実践できる環境教育の一環として、牛乳パック  

リサイクルのモデル事業を実施する。 
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【事業内容】 

    新規○（仮称）北九州市環境キャラバン【3,477千円】・・・夏休み期間中に小中学生の希望者を対

象として実施 

    新規○ユネスコスクールへの加盟促進【850千円】・・・小中学校５校程度の加盟を目指す 

    新規○牛乳パックリサイクルによる環境教育モデル事業【3,000千円】・・・小学校２校程度で実施

予定 

    

４ 特別支援教育の充実と体制整備  [ 266,500千円] （他に債務負担66,000千円） 

    特別支援学校や特別支援学級に通う児童生徒数の増加等に対応するため、新設す

る特別支援学校の基本計画・設計及び特別支援学級の整備を行う。 
また、特別支援教育相談センターに専門相談員を配置するとともに、特別支援学

級補助講師を増員し、特別な支援を必要とする児童生徒への対応を充実する。 
  【事業内容】 

    新規①東部地域における特別支援学校の整備【 45,200千円】（他に債務負担66,000千円） 

       ○東部地域（門司区）における特別支援学校の新設にかかる基本計画・設計等を行う。 

 

②特別支援学級整備事業【 142,000千円】 

      ○特別支援学級の児童生徒数の増加に対応するため、特別支援学級の整備を行う。 

 

新規③特別支援教育相談支援体制の整備【 6,600千円】 

      ○特別な支援を必要とする児童生徒の障害の特性の把握・分析ができる専門相談員を特別支

援教育相談センターに１名配置するなど相談支援体制の充実を図る。 

 

④特別支援学級補助講師の配置事業【 72,700千円】 

   ○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：１８名 ⇒ ２３名（５名増員）  

 

５ 小学校３５人以下学級の拡充   ［ 90,950千円］ 

    ３５人以下学級編制を従来の小学校１、２年生及び中学校１年生に加え、小学校

３年生に拡充するため、必要となる市費講師の配置、教室暖房設備の購入及び教室

の整備を行う。 
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６ ○新エコスクールモデル事業    ［ 50,000千円］ 

学校施設の暑さ対策に有効であると考えられるグリーンカーテン等の導入につ

いて、モデル事業を実施し、効果を検証する。 

また、環境負荷の軽減と環境教育推進のため、太陽光発電設備未設置校等に、

薄膜太陽光発電設備を設置する。 

【事業内容】 

     ○グリーンカーテンの設置【4,000千円】 ・・・小学校１校、中学校１校 

     ○ミスト発生装置の設置【5,000千円】  ・・・小学校５校、中学校３校 

     ○屋上遮熱塗装の実施【21,000千円】   ・・・小学校１校、中学校１校 

     ○薄膜太陽光発電設備の設置【20,000千円】・・・小学校１校、中学校１校 

 

７ ○新普通教室等扇風機設置モデル事業    [ 75,000千円] 

    教室における夏季の暑さ対策の一環として、普通教室等に扇風機をモデル的に設

置する。 
  【事業内容】 

    ○設置対象：小学校６年生及び中学校３年生の普通教室等 

 

８ 学校施設の防災機能の強化    [ 1,865,500千円]  
（他に債務負担474,000千円） 

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。 
    また、学校施設の防災機能の向上を図るため、「吊り天井」構造になっている体育

館等の耐震調査を実施するとともに、避難所に指定されている学校において、災害

時に高齢者等が安全・安心に避難できる体育館の整備を行う。 
  【事業内容】 

①耐震補強事業【1,594,000千円】（他に債務負担474,000千円） 

        耐震診断：１９校  補強工事：１７校 
 

新規②吊り天井（非構造部材）改修事業【11,500千円】（新規） 

       耐震調査：１１校 
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新規③学校体育館防災機能強化推進事業【260,000千円】 

      ２０校でモデル的に整備を行う。 

       ○トイレ・更衣室等の改修 

       ○スロープの設置 

       ○備蓄倉庫の設置 

 

９ ○新子どものための防災・安全対策推進事業    [ 12,000千円]  

学校における防災・安全教育に関する取組みを強化するため、防災・安全教育に

関する指導用資料やDVD教材、児童生徒のための災害時連絡カードを作成・配布

し、防災・安全教育の定着と推進を図るとともに、家庭や地域への啓発も行う。  

  【事業内容】 

        ○○防災教育学習教材・指導資料の作成  

        ○○教職員・保護者向け研修会実施  

    ○「（仮称）災害時連絡カード」の作成 など 

  

10 ○新学校運動場芝生化モデル事業    [ 5,000千円]     

教育環境の整備や温暖化防止のため、学校運動場においてモデル的に芝生化を実

施し、その効果や課題を検証する。  

  【事業内容】 

        ○○小学校１校でモデル実施  

 

11 ○新経済界との連携による学校支援モデル事業    [ 2,260千円] 

経済界と連携することで、企業の持つ教育資産を「子どもの教育」に有効活用する。 

平成２４年度は小学校１１校でモデル実施し、その結果を踏まえ、全小学校への

拡大を検討する。 

  【事業内容】 

        ○児童に対する出前授業、体験学習支援 

    ○ＰＴＡ人材確保・活動支援、親学支援 など  
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◇◇  生生涯涯学学習習及及びび芸芸術術・・文文化化にに関関すするる分分野野    

  

12 ○新地域課題解決につなぐ生涯学習の充実～つなぐプロジェクト～ [ 8,000千円] 

   社会教育関係団体等の市民が自発的に企画・提案する学習を支援するとともに、

地域課題解決に向けた講座やワークショップを通じて、団塊世代などを対象とした

人材の育成を図る。 
  【事業内容】 

    ○ホット学びたい市民講座支援事業 
  魅力ある市民講座の開発と生涯学習活動の推進を図るため、市民が自発的に企画する講座等の

実施を支援する。 
○地域デビュー支援事業 
団塊世代等が地域にとけこむきっかけづくりとして、地域課題解決につながる講座やワーク 

ショップ等を市民センター単位で開催し、地域の人材育成につなげる。  など 
  

13 ○新小倉南区地区図書館整備検討調査    [ 3,000千円] 

小倉南区の地区図書館整備に向けて、望ましい機能やサービスに関するアンケー

ト等を実施することにより、地区図書館のコンセプト等を検討する。 

 

14 ○新文化財保存修理補助事業    [ 34,125千円] 

国及び市指定の文化財が老朽化し、保存・活用に支障を来たすため、文化財保護

法等の法令に基づいて所有者が修理する費用の一部を補助する。 
  【事業内容】 

    ○国重要文化財「門司港駅」の修理事業補助 

○市指定文化財「廣旗八幡宮」の修理事業補助 
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15 ○新森鷗外生誕150周年、森鷗外旧居整備30周年記念、森鷗外シンポジウム 
及び展示施設整備経費    [ 6,000千円] 

本市の文化発展の基礎を築いた作家 森鷗外の生誕 150 周年を記念し、シンポジ
ウムや読書感想文等のコンクールを開催する。 
また、森鷗外旧居の保存整備から30周年となることから、展示施設等の整備を行う。 

  【事業内容】 

    ○シンポジウムの開催：平成24年6月予定 

    ○コンクールの開催 ：音読コンクール（小学校低学年）、新聞コンクール（小学校高学年） 

               読書感想文コンクール（中学校、高等学校）  など 

 

16 いのちのたび博物館展示・施設等改修事業    [ 300,000千円] 

    開館１０周年及び市制５０周年を契機に、本市を代表する社会教育施設・集客施

設として、多くの市民に愛されることを目指し、展示・施設等を改修する。 
  【事業内容】 

    ○エンバイラマ館改修（新規ロボット導入） 

    ○アースモール新規標本導入（ティラノサウルス等） 

    ○こどもミュージアム新設 

    ○オープンギャラリー増築 など 
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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 学校における読書活動推進モデル事業 指導第一課（582-2367） 

２ 英語・外国語活動の充実等 指導第一課（582-2367） 

３ 
環境教育の推進  ①環境キャラバン、ユネスコスクール 
           ②牛乳パックリサイクルモデル事業 

①指導第一課（582-2367） 

②学校保健課（582-2381） 

４ 

特別支援教育の充実と体制整備 ①東部地域の学校整備 
                 ②特別支援学級整備 

                   ③支援体制の整備 

                   ④補助講師の配置 

①企画課（582-2357） 

②施設課（582-2361） 

③特別支援教育課（582-2367） 

④教職員課（582-2372） 

５ 小学校３５人以下学級の拡充 教職員課（582-2372） 

６ エコスクールモデル事業 施設課（582-2361） 

７ 普通教室等扇風機設置モデル事業 施設課（582-2361） 

８ 学校施設の防災機能の強化 施設課（582-2361） 

９ 子どものための防災・安全対策推進事業 指導第二課（582-2367） 

１０ 学校運動場芝生化モデル事業 施設課（582-2361） 

１１ 経済界との連携による学校支援モデル事業 企画課（582-2357） 

１２ 
地域課題解決につなぐ生涯学習の充実 
～つなぐプロジェクト～ 

生涯学習課（582-2385） 

１３ 小倉南区地区図書館整備検討調査 生涯学習課（582-2385） 

１４ 文化財保存修理補助事業 文化財課（582-2389） 

１５ 
森鷗外生誕150周年、森鷗外旧居整備30周年 
記念、森鷗外シンポジウム及び展示施設整備経費 

文化財課（582-2389） 

１６ いのちのたび博物館展示・施設等改修事業 文化財課（582-2389） 

 


