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平成 25 年度 日田市教育懇談会 

 

主催：日田市教育委員会 

 

◆ 開催日程 

中学校区 日 時 場  所 

前津江中学校 7 月 31 日（水） 19：30 前津江中学校 多目的室 

東渓中学校 8 月 8 日（木） 19：30 東渓中学校 体育館 

大明中学校 8 月 19 日（月） 19：30 修明校 ランチルーム 

南部中学校 8 月 20 日（火） 19：30 南部中学校 体育館 

東部中学校 8 月 30 日（金） 19：30 東部中学校 体育館 

  ※上記以外の中学校区については、平成 26 年度開催予定。 

 

 

◆ 次 第 

 ① 開会あいさつ（教育委員）  

 ② 出席者紹介  

 ③ 平成 25 年度 日田市教育行政について（説明） 

 ④ 質疑・回答、討論  

  （1）事前にいただいた意見・質問に対する回答（別紙） 

  （2）その他の質疑・回答  

  （3）討論 

 ⑤ 総括、閉会あいさつ（教育長）  

 

 

◆ 出席者 

 教育委員会：教育委員、教育長、教育次長、教育総務課長、学校教育課長、 

社会教育課長、文化財保護課長、学校給食課長、人権・同和教育室長 

 学   校：小・中学校長、学校支援センター所長 

 公 民 館：館長、主事 
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平成 25 年度 日田市教育行政について 

 

１．組織及び実施方針の概要 

 

 日田市の教育行政は、５名の教育委員（内１名は教育長）で構成する「教育委員会」の会議

で教育に関する議案等を審議・決定し、執行機関である「教育庁」が各業務を行っています。 

 

                         ＜平成 25年 4月 1日現在＞ 

 

        

 

教育総務課      総務企画係・学校施設管理係 

          小学校（18 校）  

          中学校（12 校） 

       学校教育課      学務係・指導係 

          教育センター  研修係・相談係 

       社会教育課      生涯学習推進係・スポーツ振興係 

          淡窓図書館   奉仕係 

博物館 

中央公民館 

          地区公民館（20 館・2分館） 

       文化財保護課     文化財管理係・埋蔵文化財係・町並み保存係 

咸宜園教育研究センター 

          世界遺産推進室 

       学校給食課      管理係 

          学校給食センター 

          学校給食共同調理場（前津江・大山・天瀬） 

          学校給食調理場（津江小・津江中） 

       人権・同和教育室   指導調査係 

 

日田市教育委員会では、日田市の上位計画である「第 5次日田市総合計画」（平成 19 年度～

28 年度）に基づき、平成 24 年度を初年度とした「日田市教育行政実施方針」（平成 24 年度～

28 年度）を策定し、『心豊かで輝く人の育つまちづくり』を目標に教育行政を推進しています。 

「日田市教育行政実施方針」では次の４項目を方針の柱と位置づけており、これに基づいて

各種施策に取り組んでいます。 

  ＜日田市教育行政実施方針の柱＞ 

Ⅰ 市民と共に創る教育行政の推進 

Ⅱ 学校教育の充実 

Ⅲ 社会教育の充実 

Ⅳ 文化芸術の振興 

※「日田市教育行政実施方針」は日田市ホームページでも公表しています。 

日田市教育委員会 

教育庁 
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２．平成 25 年度の取組内容 

 

【Ⅰ 市民と共に創る教育行政の推進】 

 開かれた教育行政の推進をめざし、教育委員会会議は公開で開催していることを広報紙及び

ホームページにより市民の皆さんに周知しています。 

 また、効果的な教育行政の推進と市民の皆さんへの説明責任を果たすため「教育に関する事

務の管理及び執行の状況についての点検及び評

価報告書」を作成し、外部有識者の意見も付し

た上で議会に報告するとともにホームページで

も公表しています。今年度は、12 月末頃に公表

予定です。 

さらに、市民の皆さんの意見を教育行政に反

映するため、今年度から「日田市教育懇談会」

（当懇談会）を開催することとし、いただいた

意見を事務・事業の立案等に活用していきます。 

  

 

【Ⅱ 学校教育の充実】 

 学校施設整備については、津江・大山の小中一貫校の建設に取り組むとともに、耐震化対策

として、東渓中学校校舎・有田小学校体育館の改築工事に取りかかるほか、天井などの非構造

部材についても全小中学校で点検を実施し、具体的な耐震対策を進めていきます。 

 

 

 教育内容については、咸宜園教育の理念を学校経営に取り入れ「生きる力」を育む学校教育

を進めます。特に本年度は、日田市初となる施設一体型の大明小中学校（修明校）が開校する

など、連続性・系統性のある教育計画や指導方法等を工夫しながら、義務教育９ヵ年を一体的

に捉えた教育活動を推進します。 

  

学力向上に向けては、国・県の学力調査とは別に市独自の調査を行い、児童生徒の学力実態

の正確な把握をし、実態に即した対策を進めていきます。 

 

定例教育委員会 

大山小中一貫校完成予想図 
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不登校やいじめの対策については、学校で組織的に対応する体制を整えるとともに、教育セ

ンターのカウンセリング機能を高めながら保護者の不安解消、早期解決に努めます。 

  

教育環境の整備については、平成 21 年度から小学校の統合を進めてきましたが、県の基準

により複式学級となる学校については、市独自に教員を配置し複式学級の解消を図ります。 

 その他、教材費の保護者負担軽減の取組を継続するほか、今年度から「中学校部活動安全輸

送事業」を開始し、県大会等公式の試合への参加に係る安全確保を図ることとしています。 

  

学校人権教育については、「人権教育の指導方法等の在り方について [第三次とりまとめ] 」

の理念に基づき、児童生徒が、自分の人権と他の人の人権を守ることができる具体的な行動が

できる力の育成を行うとともに、「命の大切さ」を感じ、いじめやインターネットによる人権

侵害、同和問題をはじめとするあらゆる差

別のない人権が尊重される学校や社会の

実現に努めます。 

  

学校給食については、地産地消を推進し

ながら安心・安全な給食の提供に努めると

ともに、今後も学校統廃合にあわせて、給

食施設の再編を進めていきます。また、日

田市学校給食センターについては新型調

理機器の導入により、給食の品質向上を図

ります。 

 

・平成 25 年度の主な事業 

事業名 当初予算額（千円） 事業内容 

津江小中学校建設事業 172,359 小学校棟新築工事、プール改修工事ほか 

大山小中学校建設事業 383,496 校舎新築・既存施設解体工事、体育館実施設計ほか 

東渓中学校校舎改築事業 169,260 校舎改築工事、仮設校舎借上ほか 

有田小学校体育館改築事業 148,070 体育館改築工事ほか 

学力向上対策事業 5,990 小学校３・4・5・6 年、中学校 1・2 年の学力調査 

特別支援教育サポート事業 42,320 特別な支援が必要な児童生徒への補助職員配置 

問題を抱える子ども自立支援事業 15,519 不登校等の子どもに対するカウンセリングなど 

複式学級解消教員配置事業 7,075 小野小学校・前津江小学校へ教員を配置 

教材費保護者負担軽減事業 43,992 副読本・テスト・ドリル等の公費負担 

中学校部活動送迎支援事業 6,144 公式試合参加のためのバス代など 

体験的参加型学習プログラム作成事業 138 日田市版「学校における人権学習用プログラム」の作成 

学校給食センター設備更新事業 38,850 常圧高温過熱水蒸気応用調理機の更新 

 

 

咸宜小学校オープンスクール 
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【Ⅲ 社会教育の充実】 

地区公民館については、指定管理者である一般財団法人日田市公民館運営事業団と連携し、

市民の学習意欲に対応した講座の開設や、各年齢層に応じた学習活動の提供に努め、地域に密

着した生涯学習の拠点としての役割を果たします。 

 博物館では市民が自然環境の関心を高めるように企画展や各種自然観察会の事業を行うと

ともに、改修の時期を迎えている中央公民館が複合社会教育施設としてリニューアルする計画

を進める中で、美術品展示施設を含めて、その具体的な検討を行っています。 

社会人権教育については、市民の人権意識の向上を図るため、体験的参加型で行う学習会の

拡充やファシリテーターの育成など、公民館での人権学習会を充実させていきます。 

スポーツの振興については、平成 23 年度に策定した「日田市スポーツ振興計画」に基づき、

三和スポーツ広場のトイレ改修のほか、市民が安心して利用できるよう各種スポーツ施設の計

画的整備に努め、市民がいつでも、どこでも、スポーツに取り組める環境づくりを進めるとと

もに、誰もが気軽にスポーツに親しむ機会の拡充や競技選手の技術力の向上などに努めます。 

 

・平成 25 年度の主な事業 

事業名 当初予算額（千円） 事業内容 

地区公民館運営委託事業 270,650 （財）日田市公民館運営事業団へ公民館運営委託 

地区公民館整備事業 27,779 前津江公民館を保健センター内へ移転 

体育施設改修事業 10,000 三和スポーツ広場トイレ改修工事 

全国高校総体開催事業 9,616 自転車ロードレース、フェンシング競技開催 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

博物館 企画展 

ひた 42195 チャレンジウォーク 
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【Ⅳ 文化芸術の振興】 

文化財の保護については、史跡ガランドヤ古墳は 1号墳保存施設の建設工事に着手し、小迫

辻原遺跡においても史跡用地の公有化を完了させ未調査区域の発掘調査を進めます。また、史

跡咸宜園跡については、遺構表示や板塀等

の環境整備を行い史跡の公開活用に努め

ます。 

さらに、日田祇園曳山の山鉾や吹上遺跡

出土品など文化財の保存修理に取り組む

とともに、鵜飼については、関係者と連携

を図り伝統的技術の保存・継承のための支

援を検討します。 

また、子ども版の「日田市の歴史と文化

財」を冊子及び DVD で作成し、学習教材と

しての活用を図ります。 

 

咸宜園教育の研究では、廣瀬淡窓の教育理念や咸宜園で行われてきた教育内容について調査

研究し、その成果を広く市民に公開することで、郷土愛を育んでいただくための取り組みを進

めます。 

「咸宜園」の世界文化遺産登録に向けた取組みでは、昨年設立した教育遺産世界遺産登録推

進協議会による活動を通じて、文化庁や多くの関係者へこの事業をアピールし、咸宜園平成門

下生之会の活動などを通じて、官民一体となった運動となるよう取り組みます。 

 

歴史的町並みの保存と整備については、伝統的建造物の保存修理に対し支援するとともに、

防災と地域活動の拠点となる施設の整備を進め、豆田地区の核となる重要な歴史的建造物につ

いても、その保存と活用に取り組みます。また、永山城跡については、引き続き文化財指定に

向けた取り組みを進めます。 

重要文化的景観「小鹿田焼の里」については、池ノ鶴地区の棚田整備工事を進め、景観の保

全と活用を図ります。 

 

・平成 25 年度の主な事業 

事業名 当初予算額（千円） 事業内容 

ガランドヤ古墳群保存整備事業 72,650 １号墳保存施設建設工事、実施設計ほか 

小迫辻原遺跡歴史公園整備事業 78,739 土地購入費、補償費ほか 

咸宜園跡地保存整備事業 30,813 南側・西側板塀整備工事、説明板設置工事ほか 

咸宜園教育研究センター運営事業 27,163 調査研究・顕彰事業の実施、施設管理ほか 

世界遺産登録推進事業 7,440 シンポジウム・講演会の開催、取組のＰＲほか 

伝統的建造物群保存事業 119,586 旧古賀医院跡・船津歯科一帯の保存整備ほか 

文化的景観保護推進事業 34,363 「小鹿田焼の里」池ノ鶴地区の棚田整備 

 

ガランドヤ古墳 復元模型 


