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飛島村民憲章 

村民憲章は、村民一人ひとりが相互に信頼関係を培っていくための 

 「共通の心構え、合言葉」です。 

  本村では、村民憲章を推進することによって、村民相互がかたく信 

頼関係で結ばれる村づくりを目指します。 

１ 心とことばの通いあう、楽しい家庭をつくりましょう。 

１ 祖先をしのび、感謝の気持ちで働きましょう。 

１ 進んできまりを守り、明るい社会づくりに励みましょう。 

１ ものを大切にし、思いやりの心で毎日をすごしましょう。 

１ 心身をきたえ、豊かで活気のある村をつくりましょう。 

（昭和 58 年 3 月制定）
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１． 飛島村の教育指針 

～郷土に誇りをもち、確かな未来を拓く教育～ 

  第４次飛島村総合計画の将来像である「小さくてもキラリと光る村 とびしま」の

実現を図るためには、住民一人ひとりが、周囲を思いやる「心」、郷土に対する「誇り」

を持ち、地域に内在する「活力」を生かした「飛島らしさ」を萌芽させ、醸成してい

くことが大切です。また、「飛島村民憲章」を行動指針とし、自分たちが住む村を大切

に思い、住みやすい村にするために共に考え、話し合い、実行していくことができる

人づくりが肝要です。 

そこで本村の教育指針を「郷土に誇りをもち、確かな未来を拓く教育」とします。 

２．大綱の期間 

この大綱の対象期間は、第４次飛島村総合計画との整合を図るため、平成３０年度

から当該計画の計画年度の終期である平成３４年度までの５か年とします。 

３． 施策の基本指針 

平成２５年３月に策定した第４次飛島村総合計画に基づき、次の教育施策を推進し

ます。                                         

将来像 
【施策体系】

「
小
さ
く
て
も
キ
ラ
リ
と
光
る
村

と
び
し
ま
」

行動指針 

『飛島村民憲章』 

教育指針

『郷土に誇りをもち、

確かな未来を拓く

教育』

学校教育 

青少年健全育成

生涯学習 

スポーツ 

文化 

国際理解 

・生涯学習の推進 

・生涯スポーツの推進 

・地域固有の文化の伝承と保護 

・文化施設・体育施設の管理運営 

・社会教育・社会体育団体の活性化

・図書貸出機能の強化 

・図書館利用者サービスの充実 

・小中一貫教育の充実 

・地域と連携した学校教育の推進 

・小中学生の心身の健康づくり 

・就学支援の充実 

・学習環境の充実 

・青少年健全育成の推進 

・国際交流の推進 
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（１）学校教育・青少年健全育成 

全国的にも数少ない施設一体型小中一貫教育校の特長を最大限活用するとともに、

地域住民や企業の協力を得ながら、「確かな学力の定着」、「豊かな心の醸成」、

「かかわる力の育成」、「未来を切り拓く力の育成」、「健やかな体づくり」を推

進し、将来の飛島村の担い手となる人づくりを進めます。 

① 小中一貫教育の充実 

      先進的な小中一貫教育校として、確かな学力、豊かな心、健やかな体を育みなが

ら、主体的・対話的な学習活動を推進することにより「確かな未来を拓く」人づく

りを進めます。また、小中一貫教育を一層推進することを目的として、平成３２年

度からの義務教育学校への移行に係る検討とともに、実践的な英会話能力の向上や

発達段階に合わせたＩＣＴ機器の活用をはじめとした一貫教育の特長を生かした

教育課程の編成を検討します。 

② 地域と連携した学校教育の推進 

       地域住民や臨海部の企業など様々な大人とふれあう機会を増やし、子どもたちに

広い視野を身につけさせます。また、地域の文化や産業等を学び、郷土に対する理

解を深め、郷土を大切に思う心を醸成します。 

③ 小中学生の心身の健康づくり 

       情操教育、野外活動、特別支援教育、通級教室等を充実させるとともに、いじめ

防止、不登校対策を的確に実施することで、子どもたちの心身の健全な育成を目指

します。 

④ 就学支援の充実 

就学支援の実施により、全ての子どもたちが平等に教育機会を享受できるむらづ

くりを目指します。 

⑤ 学習環境の充実 

       小中一貫教育校の維持管理及び施設整備を適切に実施することにより、安全かつ

快適な学習環境を提供します。 

⑥ 青少年健全育成の推進 

       青少年教育に関する啓発事業や平和意識の高揚を図ることにより、将来の飛島村

を担う心豊かな青少年を育成します。 

(２) 生涯学習・スポーツ・文化 

     住民の文化活動やスポーツ活動を支える社会教育団体の自立した運営・経営を促

すとともに､生きがいや豊かなこころを育む活動の充実を図ります。また、図書館に
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おいて、貸出サービスの充実はもとより、住民の課題解決など時代に求められる機

能の高度化を図ります。 

① 生涯学習の推進 

    様々な人材育成・生涯学習活動を通じて、住民の生きがいと豊かな心を育みま

す。 

② 生涯スポーツの推進 

       スポーツ活動を行える多様な機会をつくることで、多くの人が生涯を通じてスポ

ーツに親しみ、地域住民が互いに交流できる環境づくりを目指します。 

③ 地域固有の文化の伝承と保護 

       文化財・郷土資料を適切に維持管理するとともに、伝統芸能の担い手育成と保存

会の存続を目指しつつ、飛島村の昔ながらの生活を伝承していくことで住民の郷土

愛を醸成します。 

④ 文化施設・体育施設の管理運営 

       中央公民館・総合体育館・運動広場等の施設の安全性を確保し、適切な管理運営

を行い、施設の利用稼働率の向上を目指します。 

⑤ 社会教育・社会体育団体の活性化 

        社会教育・社会体育の振興を図るために活動団体に助成することで、運営面や資

金面で自立した運営を目指します。 

⑥ 図書貸出機能の強化 

       住民のニーズに合わせた蔵書の充実や貸出方法の改善により、住民の読書を推進

します。 

⑦ 図書館利用者サービスの充実 

レファレンスサービスの充実や情報発信、子どもたちが本に親しむ機会づくり等

により、住民の課題解決能力や豊かな心を育む、地域に貢献し、親しまれる図書館

を目指します。 

（３）国際理解 

   国際的視野を持ち、グローバルな視点から郷土を考えられる人材を育みます。 

① 国際交流の推進 

多文化への理解を深めることにより、国際的視野を持ち、グローバルな視点から

郷土を考えられる人づくりを進めます。 
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４． 施策の進行管理 

第４次総合計画「検証シート」をもとに各教育施策の進捗状況を掌握し、総合教育

会議に諮ります。 

実施 

検証 改善

計画 
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（参考資料） 

平成 30 年度教育施策の主な取組み 
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1. 学校教育・青少年健全育成 

(1) 小中一貫教育の充実 

業務名 内 容 予算（千円）

外国人英語指導（ＡＬＴ）委託

小中学校への外国人英語指導講師

各1名の派遣 

（小）8時間×週5日 

（中）8時間×週5日 

９，８４８

通学路交通安全指導委託等 

村内7カ所への指導員配置 

通学路点検及び交通安全プログラ

ムの推進。 

 １，６８４

ＩＣＴ支援委託 

ＩＣＴ教育推進を目的として配置

した機器等の活用のための支援員

の派遣 

年間60日 

４，０８３

小中一貫教育支援委託 

小中一貫教育校としての学校運営

に関する支援 

小中一貫教育を実施するための指

導力・企画力向上支援 

ＩＣＴ教育に関する推進・検討支援

等 

２，８００

小中一貫教育検証等 

小中一貫教育等に係る点検と評価

の実施 

事業評価に係る会議 年2回 

４０

水泳授業講師派遣 

小学生の泳力向上のための講師派

遣 

各学年10時間 講師4名 

３５０

学校給食事業 
学校給食の調理委託（平成22年～）

調理員毎日10名 
１９，９８４

非常勤講師雇用事業（スクール

カウンセラー分を除く） 

学力向上、学力補充を目的としたテ

ィームティーチング（ＴＴ）や少人

数指導等のための講師等の雇用 

（小学校）       7名   

（中学校）       4名  

２１，１４９
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（学校司書）      1名  

（特別学級支援員）   2名 

 (2) 地域と連携した学校教育の推進 

業務名 内 容 予算（千円）

総合学習講師派遣 

キャリア教育推進のための外部講

師派遣 

小学校 

菊づくり体験等 

中学校 

ものづくり体験 

職場訪問・職場体験等 

８０

(3) 小中学生の心身の健康づくり 

業務名 内 容 予算（千円）

スクールカウンセラーの配置 

生徒の健やかな成長を目的として

配置 

2名 年間400時間 

※県雇用  

 1名 年間208時間 

２，０００

Ｑ－Ｕアンケート 

学級集団の状態の把握、子ども一

人一人の意欲・満足感等の測定

全学年 年2回

２８８

いじめ問題対策 
いじめ問題に関する連絡協議会等

の設置 
２１８

(4) 就学支援の充実 

業務名 内 容 予算（千円）

教育支援事業 

私立幼稚園就園奨励費（定額） ４５０

私立高等学校授業料軽減（定額） ４９０

要保護及び準要保護児童学用品、

給食費（小） 
９００
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要保護及び準要保護生徒学用品、

給食費（中） 
１，０２７

特別支援教育就学奨励費（小・中） ４３１

(5) 学習環境の充実 

業務名 内 容 予算（千円）

施設維持管理事業 

体育用具、浄化槽、消防施設、電

気保安、空調等施設設備等の保守

点検及び清掃、学校警備、体育祭

会場設営、グランド整備、除草作

業等の業務委託、施設修繕等 

２１，６３１

(6) 青少年健全育成の推進 

業務名 内 容 予算（千円）

明るい青少年健全育成事業 

推進会議、家庭教育講座、子育て

セミナー、標語看板・花いっぱい

運動等啓発活動、親子教室（パッ

チワーク・木工・プログラミング・

クリスマスケーキ・飾り巻きず

し）、親子芸術鑑賞会等 

１，７１１

平和推進事業 

8月5日、6日に被爆地広島へ中学3

年生6名を派遣し、あわせて報告会

を開催。 

５１５

２.生涯学習・スポーツ・文化 

(1) 生涯学習の推進 

業務名 内 容 予算（千円）

生涯学習推進事業 

生涯学習情報誌「ほうれんそう」

の発行（年2回）、生涯学習（スポ

ーツ）推進委員研修等 

１，２５３

文化振興事業 

ふるさとフェスタを開催。 

・文化祭・芸能祭（11月3日、4日）

・菊華展（11月3日～18日） 

※歌舞伎公演（8月23日） 

１２，６０２
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いきがい教育推進事業 

50歳、60歳、70歳の村民を対象に

実行委員会を設置して年輪のつど

い開催。対象：216名 

９３９

地域づくりコミュニティ推進 

事業 

村成人式を開催。 

対象：35名（転出者含む） 
２７４

社会教育施設活用促進事業 

生きがい学習講座（ガーデニング

講座・ウクレレ教室・フラダンス

教室・ハワイアンキルトバッグ教

室・ハワイアン料理教室）、豊根

村郷土料理講座、国際理解学習講

座の開催。 

５３２

友好自治体交流事業 

豊根村（愛知県）、南種子町（鹿

児島県）と子どもたちの相互交流

や民俗芸能の文化交流等を実施。

２，３８１

(2) 生涯スポーツの推進 

業務名 内 容 予算（千円）

各種大会開催事業 

村民体育祭(10月14日)の開催、市

町村対抗駅伝（12月1日）への参加、

チャレンジデー（5月30日）の開催

６，０３９

スポーツ教室開催事業 

（一般）コアエクササイズ、ドッ

ッヂボール講座、走り方基本講座 

（少年）少年少女体力つくり教室、

サッカー、テニスミニバス 

１，０５２

(3) 地域固有の文化の伝承と保護 

業務名 内 容 予算（千円）

地域民俗芸能伝承事業 

元松神楽太鼓、海東流古政神楽太

鼓、服岡獅子舞、の3保存会の活

動費補助 

９００
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 (4) 文化施設・体育施設の管理運営 

業務名 内 容 予算（千円）

中央公民館管理事務事業 

嘱託指導員(3名)の配置及び設備

機器保守点検業務委託（消防設

備、自動扉、エレベータ、ホール

舞台照明・音響・シャッター）、

清掃業務委託、ドバト駆除委託、

等 

５２，６０７

渚コミュニティーセンター運営維

持管理事業 
渚地区への指定管理者委託 ４２８

地区公民館維持管理助成事業 

地区公民館（15地区）の維持管理

費及び施設整備に係る運営経費

の補助 

２，３０７

公民館分館管理事務事業 

設備機器保守点検業務委託（電気

保安、消防設備、空調、浄化槽）

及び夜間休日等管理、施設警備、

清掃、樹木剪定等の業務委託 

※喫茶室賃貸 

１４，２５９

社会体育施設管理事務事業 

嘱託指導員（1名）の配置及び社

会体育施設設備の保守点検業務

委託（運動広場、東グランド、南

部体育館、三福サッカー場等） 

１８，９５７

温水プール維持管理事務事業 

嘱託指導員(2名)の配置及び設備

機器保守点検業務委託（水入替、

熱源装置、ろ化設備、オゾン浄化

装置、スライダー保守）、プール

管理業務委託、交通整理委託等 

６０，１７７

 (5) 社会教育・社会体育団体の活性化 

業務名 内 容 予算（千円）

社会教育団体活動費助成事業 
婦人会、小学校ＰＴＡ、中学校Ｐ

ＴＡ、文化協会への活動費助成 
９，１００
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社会体育団体活動費助成事業 

体育協会、スポーツ少年団、総合

型地域スポーツクラブへの活動費

助成及び全国大会派遣助成 

１０，８００

(6) 図書貸出機能の強化 

業務名 内 容 予算（千円）

図書館管理運営事業 

資料検索、貸出サービスの充実 

図書電算システムの活用 

嘱託職員（4名）、臨時職員（3名）

の配置 

２０，０８６

図書館整備事業 

利用者ニーズに合わせた図書資

料・視聴覚資料の継続購入及びマ

ーク入力 

８，２３６

(7) 図書館利用者サービスの充実

業務名 内 容 予算（千円）

図書館活動推進事業 

おはなし会の開催や広報誌の発行

による本と触れ合う機会の提供 

おはなし会（3グループ各12回） 

ブックスタート（6回）、人形劇公

演（1回） 

２１１

３.国際理解

(1) 国際交流の推進

業務名 内 容 予算（千円）

中学生海外派遣事業 
中学生海外派遣（中学生48名・引

率者6名）：8月15日～21日 
２９，０８４

 業務名 内 容 予算（千円）

国際交流事業 

リオビスタ市交流団受入（中学生

12名・引率者2名）：6月7日～11

日 

１，２９１


