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①部局の使命
（組織の存在価値）

第１次薩摩川内市総合計画基本構想の施策基本方針のひ
とつである「地域の特色を活かした教育・文化のまちづく
り」を教育目標として，主体性・創造性・国際性を備え，
ふるさとを愛する人間性豊かでたくましく生きる市民の育
成を目指して,活力ある教育を推進すること。

薩摩川内市

②組織目標像

市民憲章を標榜し，「まちづくりの原点は人づくりであ
る」という観点に立ち，学校・家庭・地域の協働により，
市民一人一人が明るく豊かな人生を送ることができるよう
薩摩川内らしい教育 の推進に努めること。

４０．１億円
職員

構成人員

嘱託

１８７人

１０１人

計
２８８人

【施策の目標像】
幼児教育・学校教育等の充実
人権の尊重
社会教育の推進
青少年の健全育成
地域文化の保存・継承
スポーツの振興
図書・視聴覚の充実
交流活動の推進
【組織の目標像】
職員力・組織力を高めるための人材育成と，組織改革
元気な，いきいき職場の風土づくりへの挑戦

平成２１年度の重点事項と目標達成に向けた主な取組内容
③重点事項
④具体的な成果目標（めざそう値）
小学校・中学校施設
耐震２次診断実施（診断終
整備
了）
【教育総務課】
耐震改修・老朽改善（設計完
了）
教室不足解消（工事完了）
屋内運動場整備（工事完了）

⑤具体的な取組内容
①学校施設耐震２次診断業務委託
②川内小学校北側西校舎改築工事
設計業務委託
③東郷小学校教室棟の新増築工事
④永利小学校屋内運動場新増改築
工事

市全域における小中
中学校区ごとの研修の充実 ①研究会での指導（随時）
一貫教育の推進
及び年間指導計画の実施と改 ②毎学期末の評価と改善
【学校教育課】 善
③年度末の評価と改善

⑥進捗状況（年度中間）
①診断実施中（H22.3.25 完了予定）
②設計実施中(H21．11.24 完了予
定)
③工事実施中(H22．1.12 完成予定)
④工事実施中(H22．2.26 完成予定)

⑧年度末の達成状況
①診断一部完了，一部繰越
②設計完了（H21.12.11）

・中学校区ごとの研究会の実施と
指導（全 16 中学校区）
・１学期末学校評価の実施と計画
の改善（全小中学校）

・中学校区ごとの研究会の実施と
指導（全 16 中学校区）
・年度末学校評価の実施と指導計
画の改善（全小・中学校）

③工事完了（H22.1.12）
④工事完了（H22.2.26）
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平成２１年度
「英語力向上プラ
児童生徒の英語力の向上（英 ①英語サマーキャンプの実施
ン」事業の充実
検受検率：90％以上 ３級以上 ②中学校英語発表会の実施
【学校教育課】 の合格者：300 人以上）
③ゲストティーチャー(19 人)を活
用した小学校英語教育の実施
「薩摩川内元気塾」
児童生徒の意欲や夢・希望等 ①各学校 3〜4 回の講演会や実技指
事業の充実
の醸成
導等の実施（50 ブロック）
【学校教育課】

小・中学校の適正規
学校の適正規模に関する教 ①通学区域・適正規模等審議会の
模に関する検討
育 委 員 会 とし て の基本 方 針 開催（２回）
【学校教育課】 （案）の策定
②教育を語る会の実施と保護者等
の意見聴取（６回）
青少年健全育成の推
児童生徒の体験交流活動を ①青少年フレッシュ体験事業の実
施
進
通した健全育成
②夏，冬のアドベンチャー事業実
【社会教育課】
施
【少年自然の家】

方

針

薩摩川内市
・小中別英語サマーキャンプの実 ・英検受検率：96.8 ％
施（小：60 人，中：40 人参加）
・３級以上の合格者：292 人
・英語発表会の実施（76 人参加）
・英検(10/16 2474 人受検)
・小学校英語教育の実施（全学年）
･９月末までに延べ 86 回の元気塾 ・50 ブロックで 203 回実施
の開催（50 ブロック）
・講師数：延べ 403 人
・参加児童生徒数：延べ 21,147
人（将来への希望をもてたとか感動や
元気をもらったとの感想あり）
・通学区域・適正規模等審議会
・通学区域・適正規模等審議会の
の開催（6,11 月）
開催（３回）
・教育を語る会の実施（7 回）
・教育を語る会の開催（９回）
・基本方針（案）の策定(3 月)
①青少年フレッシュ体験事業参加 ・青少年フレッシュ体験事業の実
者募集及び決定
施及び報告書の作成
②夏のアドベンチャー事業
平成 21 年 12 月 24 日〜28 日
（H21.7.24‑
27 実施済 参加人員 引率者 8 名 団員 21 名
50 人 応募率 138%）
派遣先 ニセコ町
・青少年フレッシュ体験事業によ
り参加した小中学生が自然体
験・交流体験を通して健全育成が
図られた。
・ 夏のアドベンチャー
7 月 24 日〜27 日
鹿島地域（50 人）
・冬のアドベンチャー
12 月 25 日〜27 日
西方口から紫尾登山・マウン
テンバイクでの遠行（42 人）
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平成２１年度
家庭の教育力の向上
児童生徒の健やかな成長の ①家庭教育学級の充実
【社会教育課】 礎となる家庭における教育力 ②家庭教育講演会の実施
③各種研修会の充実
の向上

営

薩摩川内市民歌の制
合併記念事業の一環として ①ＣＤの制作・配布
定
薩摩川内市歌の制作・普及啓発 ②市民歌の普及啓発
【社会教育課】
川内川激甚災害対策
埋蔵文化財発掘調査の速や ①司野下遺跡の発掘調査
特別緊急事業への対 かな実施
応
【文化課】

天辰寺前古墳の発掘
昨年度に引き続き，古墳の全 ①発掘調査ならびに測量
調査
容を明らかにするため，石室内 ②専門家等による調査検討委員会
【文化課】
部及び墳丘の発掘調査ならび の開催
に図化作業の実施。
③地元民などへの説明会

文化のまちづくりの
市制施行５周年記念事業「春 ①春の芸能祭―市内郷土芸能等の
推進
の芸能祭」，「秋の夕べ」及び 披露及び啓発の場づくり
【文化課】
「トンボロ芸術村事業」の実施 ②秋の夕べー郷土芸能団体と文化
協会加盟文化団体との合同公演実

方

針

①各幼・小中学校家庭教育学級開
催
②家庭教育学級主事・学級長会開
催
③ブロック別講演会開催

薩摩川内市
・幼・小中学校家庭教育学級開催
69 学級，5,500 名
・家庭教育学級公開学習研修会の
開催
平成 21 年 11 月 21 日（土）
参加者数 349 名
・参加者アンケート集約 188 名
・学級開催や研修会開催等の取り
組みにより，家庭教育への関心が
高まった（アンケート結果から）
・市制施行 5 周年記念式典を契機
として，市民歌の関心が高まり，
団体や学校等で市民歌の活用が
図られた。
・10 月 30 日司野下遺跡発掘調査
終了
・３月 26 日出土遺物等整理作業
終了
・３月 29 日２１年度完了検査
・10 月 22 日第２回発掘調査指導
委員会開催
・10 月 23 日石室内からの出土品
について記者発表
・10 月 25 日説明会実施（一般公
開）
・3 月 19 日発掘調査終了

・市制施行 5 周年記念市民歌披露
・市民運動会及び地区文化祭等に
て市民歌の普及
・市広報による周知
・6 月 10 日発掘調査開始
・6 月 15 日国土交通省他関係課と
の各遺跡の用地買収状況及び工事
工程等について協議
・10 月 30 日発掘調査終了予定
・6 月 2 日第１回発掘調査指導委員
会を開催
・6 月 6 日地元民への説明会実施
・8 月 3 日発掘調査開始
石室内から貝製腕輪を装着した人
体１体と副葬品の銅鏡１個，刀子
１個が出土。なお，発掘調査は 10
月末終了予定
・5 月 17 日春の芸能祭実施
・5 月 17 日春の芸能祭実施
郷土芸能４団体，文化協会９団
郷土芸能４団体，文化協会９団
体が出演
体出演
1,000 人
・7 月上旬写真・絵画等のコンテス ・10 月 16 日秋の夕べ実施

平成２１年度
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施
トを募集
③トンボロ芸術村―甑地域での芸 （応募件数 1,960 点）
術文化活動の促進
・8 月 19 日「甑の風音楽祭」実施。
延べ 300 人が参加・観覧

生涯スポーツの推進
【市民スポーツ課】

本土３９地区コミュニティ ①コミュニティ協議会へのシニア ①本土１１地区コミュニティ協議
協議会への指導者派遣
スポーツリーダー登録者を派遣
会へ指導者派遣中
甑地区６０名の指導者養成
②甑地区シニアスポーツリーダー ② 下 甑 ･ 鹿 島 地 区 :19 名 (7/6 〜
養成講習会の実施
1/18)
里･上甑地区:20 名（7/13〜2/15）

競技力向上対策の推
進
【市民スポーツ課】

合宿団体数，合宿による施設 ①誘致活動の推進（関係団体と連 ･上半期実績 11 団体 1,770 人
利用者延べ人数を前年比１
携を取りながら，質の高いスポ (前年同月比 13 団体 2,632 人)
０％増
ーツ合宿，大会を誘致する）

薩摩川内市
郷土芸能１団体，文化協会１団
体，ゲスト３団体
（津軽三味線，
エレクトーン，オペラ）出演
2,500 人
・トンボロ芸術村
芸術村コンテスト（写真・書道
俳句・絵画）応募作品１９５７
点（募集期間７月 1 日〜10 月
10 日）
8 月 19 日 音の交流『甑の風
音楽祭２００９』開催
延べ 300 人が参加・観覧
① 11 地区で実施。（地域の実情
を踏まえて今後多数の地域
で展開できるように進めた
い。）
② 登録者として下甑・鹿島地区
3 名，里・上甑地区 9 名（甑
地域においては，地域性があ
り継続した教室参加を得る
ことができなかった。細部の
フォロー，支所との連携を深
めて事業を展開したい。）
利用団体数
20 年度 29 団体⇒21 年度 29 団体
（伸び率 0.0％）
延利用者数
20 年度 6,422 人⇒21 年度 7,230
人
（伸び率 12.6％）

部

平成２１年度
市民交流スポーツ大
会及び地域の特色を
活かしたスポーツ大
会の実施
【市民スポーツ課】
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薩摩川内市
市制施行５周年記念事業と ①市制施行５周年記念第５回市民 7/5 市制施行 5 周年記念第 18 回 1/17 市制施行 5 周年記念第 5 回
して実施
運動会等の実施
川内レガッタ大会
薩摩川内市地区コミュニティ
参加チーム数 59 チーム
対抗綱引競技大会
7/12 市制施行 5 周年記念第 5 回
参加チーム数
薩摩川内市地域対抗バレーボ
男子 25 チーム
ール大会
女子 19 チーム
参加チーム数
3/14 市制施行 5 周年記念第 9 回
Ａブロック 12 チーム
川内川河口マラソンウォーキ
Ｂブロック 7 チーム
ング大会（招待選手招聘）
参加者数 1,136 人
8/9 市制施行 5 周年記念第 13 回
川内川がらっぱカヌー競技大
会
参加者数 362 人
8/1〜2 市制施行 5 周年第 5 回薩
摩川内市地域対抗ソフトボー
ル大会
参加チーム数 19 チーム
10/11 市制施行 5 周年記念第 5 回
市民運動会（招待選手招聘）
参加者数 7,000 人
学校給食センターの
適正な給食費の確保と完納 ①給食費未納対策
・適正な給食費の確保と完納対策 ・適正な給食費の確保と完納対策
総合調整
対策の推進
・保護者の意識の向上と周知 の推進
の推進
【学校給食課】 (目標収納率)
・滞納者に対する電話督促・ (上半期実績)
(年度末実績)
現年分
99.4％以上
催告の強化。
現年分
97.5％
平成 22 年 3 月 31 日現在
98.9％
過年度分 18.0％以上
・夜間臨戸徴収の実施（実情
過年度分 6.4％
現年分
把握・納入指導）
過年度分 12.3％
給食食材の地産地消の推進
（目標活用率）
県内産
60.0％以上

①給食食材の購入に地場産物(地 ・給食食材の地産地消の推進
元産・県内産)の活用推進
（上半期実績）
県内産
53.3％

・給食食材の地産地消の推進
（年度末実績）
県内産
71.3％

平成２１年度
館内等の奉仕充実
【中央図書館】

⑦年度中間総括

⑨年度末総括

部
相談業務等の充実
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①相談サービスの充実
②読書推進事業の充実
③おはなしひろば等の充実
④図書館奉仕網の整備充実

営
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①6 月〜7 月，利用者アンケート調
査を実施。
②5 月 29 日，第 1 回読書グループ
連絡会を開催。
③7 月 23 日，おはなしひろばスペ
シャル開催。おはなしひろばを
延べ 54 回実施。
④図書館システムの円滑な運用，
移動図書館の運行など奉仕網の
充実を図った。

薩摩川内市
・アンケート調査結果の分析評価
等に基づき，相談体制の充実を図
った。
・10 月 1 日，第２回読書グル―
プ等連絡会を中央公民館で開催，
２２名出席。
12 月 5 日，読書活動推進大会
を祁答院公民館で開催し，250 名
が参加。
・おはなしひろばを引き続き中央
図書館及び５分館で開催した。
22 年度は上甑分館でも新たに
実施予定。
・年間を通じ，中央館・各分館の
利用者数，貸出冊数がともに増加
した。
なお，昨年度，試行実施したイン
ターネット予約を 22 年度本格
実施予定。

● 平成２１年度の重点事項と，目標達成に向けた主な取組み内容については，概ね計画的に遂行されている。
なお，次の点については下期に向けて取組みを強化することとする。
・学校給食費の収納率の向上・・・上期においては年間目標収納率を下回っており，臨戸徴収を実施するなど収納率向上に努める。
●市制施行５周年記念事業の一環として制定した薩摩川内市民歌は，記念式典での披露後，時報チャイムで毎日流れることもあり，小中学
校を中心に確実に浸透しており，今後も広く市民への普及を図ってまいりたい。
スポーツ合宿において，全日本バレーボールチームが男子・女子ともに合宿するなどの実績は，従来から継続してきた誘致活動の大きな
成果と考える。
また，小中一貫教育，英語力向上・薩摩川内元気塾を一層推進したほか，司野下遺跡や天辰寺前古墳の発掘調査や文化のまちづくり推進
事業の実施など，平成２１年度は概ね成果目標どおり達成できたものと考える。

