Ⅲ．人をはぐくむまちづくり
１．学校教育の充実
コミュニティ・スクール推進事業
事業費…1,058 千円（国・県 1,000 千円 一般財源 58 千円）

担当課…教育総務課

保護者や地域のニーズを学校運営に反映し、学校・家庭・地域が一体となってよりよい教育の
実現を目指すため、保護者や地域住民、有識者などから構成される「学校運営協議会」を学校内
に設置していきます。
「学校運営協議会」を設置することで、保護者や地域住民が、学校運営の基本方針を承認した
り、学校運営や教職員の任用等について意見することができるようになります。
今後も、協議会の設置を推進し、学校教育に対する多様な要請に応え、信頼される開かれた学
校づくりを進めてまいります。

教育センター事業
事業費…250 千円（一般財源 250 千円）

担当課…教育総務課

県内各教育研究所と密接に連携を図りながら、教職員の研
修を助成し、教育現場に直結する問題の研究解明と資料の作
成提供・活用に努め、本市教育の振興に寄与するための事業
です。
研究部員は、本市の各小・中学校の教職員から構成し常に
実践の上に立った研究を行い、教育に対する社会の要請をと
らえながら、問題意識を高めて、よりよい教育現場の実践者に
なるための研究を行います。
教職員研修

特色ある学校づくり事業
事業費…1,500 千円（一般財源 1,500 千円）

担当課…教育総務課

児童・生徒の学力向上及び健全な心身の育成を図るため、学校及び地域の実態に即して実践的
に研究を推進し、その成果を発表することで、市内の教育振興を図っていく事業です。
今年度は、玉名の伝統文化や礼儀作法、基本的生活習慣等について学んでいく、市独自の学習
活動である「玉名学」の研究指定校(大野小学校、玉南中学校)、子どもたちが日常的に英語に慣れ
親しむことで英会話力の向上を目指すための「エンジョイ・イングリッシュ」の研究指定校(鍋小学校)
も設け、実践していきます。

適応指導教室指導員活用事業
事業費…3,948 千円（一般財源 3,948 千円）

担当課…教育総務課

中学生のいじめや不登校、問題行動は、学校や家庭だけでなく深刻な社会問題となっています。
これらは、子どもたちの人格形成上はもちろん、命にもかかわる深刻な問題であり、緊急かつ適切
な対応が求められています。
いじめ・不登校等の解決のためには、生徒同士や生徒と教師との信頼関係の確立が大切である
とともに、学校で子どもたちが楽しく伸び伸びと生活し、学習に落ち着いて取り組めるようにすること
が重要です。
そのために、生徒が悩みを気軽に話せ、ストレスを和らげ、心にゆとりを持って学校生活を送れる
よう、諸活動の支援を行う第三者的な存在として「適応指導教室指導員」を各中学校に配置し、相談
及び集団活動に参加できるように自立を促し学校生活への復帰を支援します。
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Ⅲ．人をはぐくむまちづくり
学校図書の充実
事業費…34,411 千円（一般財源 34,411 千円）

担当課…教育総務課

児童・生徒に豊かな心を育み、確かな学力を身に
付け、よりよい人格を育てていく上で、学校図書室
の果たす役割は大変大きいものです。
このため、本市においては、各小・中学校の図書
を増やし、学校図書室の充実を図るため、図書室補
助員を配置します。（小学校 12 人、中学校 6 人）

図書室補助員
特別支援教育支援員配置事業
事業費…51,575 千円（一般財源 51,575 千円）

担当課…教育総務課

支援が必要と思われる児童生徒の自立や社会参加に向けた主体的な取組みを支援するという
視点に立ち、児童生徒の一人ひとりの教育的ニーズを把握し、適切な指導及び必要な支援を行うた
め、特別支援教育支援員を 30 人配置します。（小学校 24 人、中学校 6 人）
また、看護支援員を小学校へ 1 人配置するなど支援教育の充実を図ります。

学校規模適正化事業
担当課…教育総務課
事業費…2,112 千円
（一般財源 2,112 千円）
玉陵中学校区「新しい学校づくり委員会」及び 5 部会を開催し、校名、校章、校歌、制服等新設校に関
すること、通学手段及び安全確保、PTA 組織運営、教育課程、学校行事、施設整備、閉校学校の歴史
資料等の保存、行事等の継承、跡地利用、その他必要な事項を協議しながら「新しい学校づくり」を進め
ていきます。
◇事業内容
・新しい学校づくり委員会事業 2,112 千円

玉陵中学校区
「新しい学校づくり意見交換会」

玉陵中学校区
「新しい学校づくり委員会」
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小中一貫教育推進事業
事業費…29,412 千円（一般財源 29,412 千円）

担当課…教育総務課

義務教育の 9 年間を見通した一貫性のある学習指導や生徒指導を行うことで、子どもたちのより
豊かな人間性や社会性の育成と学力の向上を図っていきます。
平成 26 年度より小中一貫教育をスタートし、各小中学校の小中一貫教育コーディネーターを中心
に子どもたちのよりよい成長のため、さらに取組を充実させます。
また、特色ある教育課程の「エンジョイ・イングリッシュ」「玉名学」について、研究指定校を設け試
行を開始します。平成 28 年度からの小中学校での全面実施に向けて、玉名学やエンジョイ・イング
リッシュのテキスト作成など、事業を推進していきます。
◇事業内容
・小中一貫教育フォーラム開催経費 197 千円
・玉名学、エンジョイ・イングリッシュのテキスト作成費 3,810 千円
・玉名学、エンジョイ・イングリッシュ導入に伴うモニター整備費 21,060 千円 など

玉名学・エンジョイイングリッシュ
のテキスト作成

モニターでの授業の様子

小中学校パソコン整備事業
事業費…40,459 千円（一般財源 40,459 千円）

担当課…教育総務課

小・中学校では、パソコン等を使った情報教育
の推進を図っており、平成 25 年度より各小中学校
のＰＣ教室の老朽化したパソコンの入替や職員室
の校務用パソコンの整備、関連機器の整備を順次
行っています。
平成 26 年度は、岱明中校区小学校 4 校の 193
台を整備する予定です。

ＰＣ教室での授業の様子
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Ⅲ．人をはぐくむまちづくり
担当課…教育総務課
学校施設整備事業
事業費…295,426 千円（国・県 38,419 千円

市債 223,700 千円

一般財源 33,307 千円）

小中学校の施設は、子どもたちの生活の場であるとともに、災害時の緊急避難場所や地域住民の
コミュニティ活動の場としての役割を担っており、校舎や体育館など老朽化した建物の建替えや改修
工事を行っています。
◇ 事業内容
・小学校建設事業費 70,818 千円
・中学校建設事業費 224,608 千円
・小学校耐震化(非構造物)事業
・中学校耐震化（非構造物）事業
・八嘉小学校校舎・体育館改修事業
・玉南中学校太陽光発電設備設置事業
・玉名町小校舎等改築(耐力度調査)事業
・玉名中学校武道場改築事業
など
など

建替工事が完了した玉南中学校武道場
（着工前）

（完成）

外国語指導事業
事業費…30,405 千円（一般財源 30,405 千円）
外国語教育の充実と地域レベルでの国際交流
の 発 展 の た め に 、 外 国 語 指 導 助 手 （ Assistant
Language Teacher）6 人を招致し、小・中学校にお
ける外国語指導の補助や各種事業で活用しま
す。

外国人講師による授業風景
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担当課…教育総務課

Ⅲ．人をはぐくむまちづくり
２．社会教育の充実
生涯学習基盤の整備
事業費…68,443 千円（その他 2,973 千円

担当課…生涯学習課
一般財源 65,470 千円）

市民の学習需要に総合的に応え、教養の向上、健康の増進、生活文化の振興を図るため、４公民館（中
央、岱明、天水、横島）において、各種公民館講座を開講し、１年間の学習成果の発表と生涯学習の普及啓
発の場として、生涯学習フェスティバルを開催します。
また、市内の 21 公民館支館の学習講座やスポーツ大会、伝統行事などの地域コミュニティ活動が積極的
に展開できるように支援します。
ＰＣ教室での授業の様子
施設面では、各公民館の定期的な保守点検や修繕等を行い、施設の安全性を確保するとともに、地域にお
ける社会教育の振興を図るため、自治公民館の整備（新築・改築・修繕）について、補助金を交付します。
◇事業内容
・一般管理費 15,842 千円
・施設管理運営事業 33,633 千円
・生涯学習推進事業（生涯学習フェスティバル、公民館講座） 4,809 千円
・公民館支館活動推進事業 7,645 千円
・自治公民館施設整備事業 5,500 千円
・岱明ホタルの里維持管理事業 1,014 千円

公民館支館活動推進事業
(支館長研修会)

生涯学習推進事業
(生涯学習フェスティバル)

人権教育の推進
事業費…２,762 千円（一般財源２,762 千円）

自治公民館施設整備事業

担当課…生涯学習課

様々な人権問題の解決を自らの課題としてとらえられ
るよう、一人ひとりがお互いを尊重し、命の大切さを実感
できる「命の教育」を推進します。
また、同和問題を人権問題の基本としてとらえ、あら
ゆる人権問題解決と人権教育の一層の推進を図るた
め、講演会や研修会などを開催します。
◇事業内容
・明るい社会をつくる人権の集い開催業務 300 千円
・人権教育学習会及び研修会実施業務 900 千円
など
人権教育研究大会の時の
講演会の様子
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図書館運営事業
事業費…83,104 千円（その他 56 千円 一般財源 83,048 千円）

地域に密着した親しみやすい図書
館を目指し、「市民と共に学び育てる
図書館」を基本理念に、人間形成の基
礎づくりと幼児や児童の読書推進に力
を入れ、図書館に楽しんで来ていただ
けるように、市内の 4 図書館それぞれ
に特色のある図書館づくりに努力して
います。
平成 25 年 9 月から、蔵書のインター
ネット予約サービスを開始し、さらに、
図書システムの統合により、玉名市民
図書館、岱明図書館、横島図書館、天
水図書室の 4 図書館のどこでも貸出、
返却、蔵書検索が可能となり、利便性
の向上を図りました。
今後も、様々なニーズに応えること
ができるように、蔵書の充実と、レファ
レンス等のサービス向上に努めてまい
ります。

玉名市民図書館の様子

横島図書館の様子

担当課…生涯学習課

岱明図書館の様子

「なかよしの日」推進事業
事業費…1,000 千円（一般財源 1,000 千円）

担当課…生涯学習課
子どもたちが安心して、安全に健やかに成
長できるために、親が子を育てる喜び、子が
成長する喜びを感じる社会づくりを進めます。
まずは大人が仲良くすることから始まり、家
族・ともだち・学校・となり近所・地域全体の“な
かよし”（5 つのなかよし）を基本理念として啓
発推進する催しを企画します。
また、公民館の各種講座やイベント等にお
いて“なかよしの日”とマッチした事業を実施
し、より一層「なかよしの日」の普及啓発を行っ
ていきます。

なかよしの日啓発イベント
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Ⅲ．人をはぐくむまちづくり
３．社会体育の充実
担当課…生涯学習課
社会体育施設の充実
事業費…101,329 千円（使用料等 21,523 千円 市債 14,000 千円 一般財源 65,806 千円）
市民の健康・体力づくり及び競技水準の向上を図るため、スポーツを身近に親しむことができる
環境を整備し、市民のニーズに応じた体育施設の整備や維持管理を行っています。
平成 26 年度は、新たなスポーツ活動、健康づくりの拠点整備として、横島体育館建設事業や、サ
ッカー場建設基本構想策定事業を進めてまいります。
◇事業内容
・横島体育館建設事業（実施設計等） 14,830 千円
・サッカー場建設基本構想策定事業 4,197 千円
・社会体育施設（体育館、プール、グラウンド等）の維持管理運営費 82,302 千円

桃田運動公園市民プール

桃田運動公園内にある玉名市総合体育館

生涯スポーツの推進
担当課…生涯学習課
事業費…22,881 千円（一般財源 22,881 千円）
本市では金栗杯玉名ハーフマラソン（日本陸連公認コース）や市民マラソンとしては県内一の人気を
誇る横島いちごマラソン、天水みかんと草枕の里スポーツまつりほか地域のまちおこしも兼ねたスポーツ
イベントが数多くあります。
市民はもとより広域の皆様にも参加頂き、思い出に残るようなイベントを行います。
また、生涯スポーツを推進するため各種目のスポーツ大会やイベントを開催します。
◇事業内容
・金栗杯玉名ハーフマラソン大会補助金 8,500 千円
・いちごマラソン大会補助金 5,000 千円
・みかんと草枕の里スポーツまつり補助金 2,000 千円 など

市民スポーツ大会
男女混合さわやかバレーボール

金栗杯玉名ハーフマラソン大会
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社会体育の組織の強化と指導者の育成
事業費…13,365 千円（一般財源 13,365 千円）

担当課…生涯学習課

体育協会と連携を深め、選手育成やスポーツ指
導者の資質向上を図ります。また、各校区のスポ
ーツ推進委員とともに、多くの市民が参加しやすい
スポーツ行事の企画立案や地域に根ざしたスポー
ツ及びファミリースポーツの普及振興を図ります。
また、熊本県民体育祭山鹿大会が平成 26 年 9
月 20～21 日(土、日)に同地域の各会場にて開催さ
れます。前大会総合 4 位からの飛躍を目指し、選
手の育成に努めます。
◇事業内容
・市スポーツ推進委員協議会補助金 600 千円
・市体育協会補助金 8,731 千円 など
スポーツ推進委員マリーンスポーツ研修会

４．文化・芸術の振興
歴史・文化施設の充実
事業費…42,081 千円（国・県 4,570 千円

担当課…文化課
その他 696 千円 一般財源 36,815 千円）

本市には貴重な歴史的遺産が数多くあります。このすばらしい文化財、史跡等の保存整備や公
開などに努めています。
◇事業内容
・市歴史博物館こころピア 33,561 千円
様々な企画展、催し物、体験学習を開催し、教育普及の拠点として利活用の強化を図ります。
・指定文化財管理委託 5,558 千円
国、県及び市指定文化財の適切な維持管理を行います。
・指定文化財周辺整備事業 507 千円
指定文化財の活用を図るため、見学者が訪問しやすいよう文化財の周辺環境を整えます。

国指定文化財旧玉名干拓施設除草作業

体験学習 わらあみ体験
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文化芸術活動の推進
事業費…2,546 千円（国・県 860 千円 その他 27 千円
市民一人ひとりの自主性と創造性を尊重し、市
民の文化意識の向上を図るとともに文化団体など
への支援を行い、文化芸術の向上に向けた取り組
みを行っています。
文化財の保存整備、優れた英知と弛み無い努
力で築き上げた歴史と文化芸能の後世への継承
を推進するため文化振興基本計画の策定を行い
ます。
毎年 11 月 3 日開催の玉名市民文化祭は、多く
の市民が文化に触れる機会となっています。
◇事業内容
・文化振興基本計画策定事業 860 千円 など

担当課…文化課
一般財源 1,659 千円）

市民文化祭

担当課…文化課
有形・無形文化財、伝統芸能の支援
事業費…3,000 千円（一般財源 3,000 千円）

地域に残る優れた伝統芸能を後世に継承す
るため、保存団体とともに積極的に後継者育成
に取り組みます。
また、歴史や文化を学ぶ教育の素材とするほ
か、神楽、梅林流鏑馬、築山花棒踊り、大野下
奴踊り等の伝統芸能文化の保存のための補助
を行います。
◇事業内容
・市文化協会補助金 2,000 千円
・神楽保存会連合会等補助金 490 千円
・梅林流鏑馬保存会補助金 150 千円
・築山花棒踊り保存会補助金 50 千円
・大野下奴踊り保存会補助金 50 千円 など

神楽フェスティバル
市民会館建設事業
事業費…10,480 千円（一般財源 10,480 千円）
市民会館は、昭和 42 年の開館以来、音楽・演劇などの鑑賞の場、市民の
発表の場など、本市におけるさまざまな文化活動の中核施設として、さらに
は、集会や式典などの場として、広く利用されています。しかし、施設の老朽
化が進み、さまざまな不便さを抱えているため、平成 23 年度に検討委員会
による検討を経て、市民会館整備基本計画を策定し、建て直すこととしまし
た。ところが、合併特例債の適用期限が延長されたため、建設スケジュール
を延長し、建設場所についても「未定」と変更していました。
しかしながら、施設の老朽化は著しく、早期の対応が必要であるため、早
い時期に建設位置を決定し、それに応じたスケジュールで事業の推進を図
る必要があります。
そこで、今年度において基本設計に関する費用を計上し、早期完成に向
け、事業を進めていきます。
◇ 事業内容
・市民会館建設工事基本設計業務
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担当課…管財課

Ⅲ．人をはぐくむまちづくり
５．国際交流の推進
国際交流活動の推進
事業費…8,713 千円（一般財源 8,713 千円）

担当課…企画経営課
今年度は姉妹都市である米国クラリンダ市を
公式訪問します。また、友好都市の中国瓦房店
市からの公式訪問団の受入を予定しています。
引き続き国際交流活動を推進し、国際化の時
代にふさわしい豊かな人間形成を図ります。
◇主な国際交流団体への支援
・玉名国際交流協会 1,000 千円
・グレン・ミラー音楽祭 1,500 千円
・国際交流奨励費補助 1,000 千円 など
※国際交流奨励費補助とは、本市に在住する
者で、国際交流の促進に寄与すると認められる
方に対し 1 人当たり 1 万円～2 万円（ただし 1 団
体は 25 人を限度）を補助するものです。また、ホ
ストファミリーの受入れについては、1 日 2 千円
（限度額 2 万円）を補助します。

前回のクラリンダ市表敬訪問

６．「音楽の都 玉名」づくり
音楽の都づくり
事業費…5,601 千円（一般財源 5,601 千円）

担当課…文化課、市民課、税務課、都市計画課

本市はグレン・ミラー音楽祭に代表される音
楽が盛んなまちです。同様に「音楽の都玉名」
づくりの中核を成す市民音楽祭は、「音楽」で
感動、癒し、連帯感を高め、本市を楽しく住み
良い場所にすることを期待して開催していま
す。
この市民音楽祭は、立上げから企画、運
営、出演まで市民が参加する機会をつくり、官
民一体で音楽の裾野拡大を図ります。
また、啓発事業として、原付バイクのご当地
ナンバープレート交付、都市公園公衆トイレロ
ゴマーク貼付、ロゴマーク入りクリアファイル配
布(出生、転入者のみ)などに取組みます。
◇事業内容
・市民音楽祭事業 2,500 千円
・スクールバンドコンサート事業 470 千円
・アウトリーチ事業 564 千円
・音楽の都玉名づくり啓発事業 1,659 千円
など

第７回玉名市民音楽祭

ロゴマーク入りクリアファイルの配布
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