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第４章 個性豊かな人と文化を育むまち 

 

 

第１節 個性豊かで優れた人材の育成 

 

≪現況と課題≫ 

出生率の低下による尐子化や、社会状況の変化による核家族化が増加するなか

で、子どもたちを取り巻く環境は著しく変化しています。 

豊かな人間形成の際に重要となる教育は、幼児教育から青尐年の育成に至るま

で、長期間にわたる必要があります。 

また、個性的な感性を持つ人材は、豊かな教育環境と優れた指導者による教育

によって育まれます。 

成長に応じて、各年代に適した教育が必要であり、家庭を中心に、地域や指導

者と連携を取った教育が必要となっています。 

 

≪めざすべき方向≫ 

本町の教育においては、家庭での教育を中心としながら、地域社会でも育むた

めの連携を図り、成長過程に応じた教育を推進します。 

幼児期においては、家庭と地域ぐるみの幼児教育の環境づくりに努めます。 

学校教育においては、一人一人の個性と創造力を伸ばし、心身ともに健全で豊

かな人間性を育む教育と国際化や情報化等の社会の進展や時代の変化に対応でき

るような教育の充実を目指します。 

青尐年に対しては、生きがいに満ちた人生を送るための自己啓発を継続できる

ように、町民の学習ニーズを把握しながら、豊かな学習の環境づくりに努めます。 

 

 

◆幼稚園別の状況 
  

(単位：人） 

 
    ３歳児 ４歳児 ５歳児 

 
公立 福富幼稚園     0 

 
私立 有明幼稚園 27 29 33 

 
計 27 29 33 

               平成 21 年度末現在 

 

≪施策の体系≫ 

基本方針 主要施策 

１ 個性豊かで 

優れた人材の育成 

（１）幼児教育の充実 

（２）学校教育の充実 

（３）青尐年の健全育成 

（４）地域リーダーの育成 
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≪主要施策≫ 

（１）幼児教育の充実 

幼児が心身ともに健やかにのびのびと育つよう、教育内容の充実や関連施設の整

備に努めます。 

    また、家庭、地域、教育機関等の連携を強化し、適切な子育てへの支援を図るた

めの情報提供や相談・指導体制の充実に努めます。 

 

（２）学校教育の充実 

    次代を担う児童・生徒の個性を尊重し、「生きる力」を育むため家庭や地域と連

携を図りながら確かな学力の向上と心の教育の充実を図ります。 

    また、情報化や国際化等の社会の変化に対応した教育の充実と安全な教育環境

の整備・充実を図ります。 

    さらに、児童・生徒のバランスの取れた給食内容や施設整備の充実に努めます。 

 

（３）青尐年の健全育成 

  学校・家庭・地域の連携のもと、青尐年が健全に育成され、その個性を十分発

揮できるよう、関係組織の充実や様々な青尐年育成事業の拡充を図ります。 

 

（４）地域リーダーの育成 

  より多様で、魅力的な地域を創っていくため、地域活動の核となりうる人間性

豊かで行動力を併せ持った人材を発掘し、更なる能力の向上を積極的に支援しま

す。 

 

◆小中学校の施設の状況 
   

(単位：㎡、室) 

   敷地面積 校舎面積 運動場面積 体育館面積 
教室数 

 
普通 特別 

 
須古小学校 19,832 3,614 9,182 717 7 10 

 
六角小学校 15,809 2,796 9,855 776 7 8 

 
白石小学校 27,532 3,432 11,513 756 9 12 

 
北明小学校 18,299 4,155 7,626 843 10 10 

 
福富小学校 17,128 4,273 8,532 1,086 13 10 

 
有明東小学校 20,170 3,744 11,168 929 7 11 

 
有明西小学校 20,889 3,330 8,229 933 7 9 

 
有明南小学校 18,929 3,353 13,163 664 7 9 

 
白石中学校 46,824 7,119 27,869 1,480 14 17 

 
福富中学校 20,602 4,035 12,186 1,169 7 12 

 
有明中学校 30,361 5,490 14,694 2,039 9 15 

平成 22 年 5 月 1 日現在 
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第２節 生涯学び楽しめる環境の充実 

 

≪現況と課題≫ 

高齢化の進行や価値観の多様化等の社会変化に適応し、豊かな人生を送るため

に、町民の学習意欲や社会参加意欲が高まっています。 

「いつでも、どこでも、だれでも」学ぶことのできる幅広い学習機会を提供し

て、主体的な町民活動の活発化を支えていくことが求められています。 

また、町民の学習ニーズの把握も進め、生涯学習の視点によるライフステージ

に応じた魅力ある学習機会を提供する必要があります。 

 

≪めざすべき方向≫ 

町民の自己啓発を支援し、生きがいある人生を送るために、それぞれのライフ

ステージに応じた学習機会を提供します。 

また、町民の学習ニーズを的確に把握し、各生涯学習関連機関が連携を取った

学習機会の提供に努めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

≪施策の体系≫ 

基本方針 主要施策 

２ 生涯学び楽しめる環境 

の充実 

（１）生涯学習の推進 

（２）スポーツ・レクリエーションの振興 
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≪主要施策≫ 

（１）生涯学習の推進 

    町民が「いつでも、どこでも、だれでも」学ぶことのできるように、各種施設

を整備・充実するとともに、学習ニーズに対応したバラエティ豊かな教室・講座

等を開講し、住民に学習の場を提供します。 

 

（２）スポーツ・レクリエーションの振興 

    だれもが楽しみ、気軽にスポーツやレクリェーションに参加できるように各種

施設の整備・充実など環境づくりに努めるとともに、競技力向上を目指した選手

や指導者の育成に努めます。 
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第３節 地域文化の伝承と新たな魅力の創造 

 

≪現況と課題≫ 

本町の歴史的文化財は、今も地域の人々の心の拠りどころとして生活の中に溶

け込んでいます。歴史や文化の素晴らしさを再認識し、地域文化を発展させるた

めに、価値ある歴史的文化財や、日常生活の中で育まれてきた文化を後世に伝え、

公開・活用していくことが求められています。 

また、公民館等を中心に、多くの文化活動が活発に行われています。 

町民生活の中の潤いや楽しさを実感できるよう、幅広い文化活動への支援も求

められています。 

≪めざすべき方向≫ 

町民が芸術・文化に感動できるような機会を数多く提供します。 

また、伝承芸能・天然記念物等の歴史的文化財については、地域における保存・

伝承・適切な保管・継承に努めます。 

 

◆文化財一覧    

 
国指定 

     
 

名  称 種  別 指定年月日 備  考 

 
カササギ生息地 天然記念物 T12.3.7 

佐賀市･鳥栖市･多久市･神埼市・小城市・武

雄市･嬉野市･鹿島市･三養基郡・神埼郡・杵

島郡･藤津郡 

佐賀県指定 
      

ＮＯ 地域名 番 号 名  称 種 別 員数 指定年月日 所有者又は管理者 

１ 有明 記第１０号 海童神社の大楠 天然記念物 １株 S40.7.23 海童神社  

２ 有明 記第１１号 稲佐神社の大楠 天然記念物 ２株 S40.7.23 稲佐神社  

３ 有明 史第１９号 龍王崎古墳群 史 跡   S52.3.11 白石町他３名 

４ 有明 重第５８号 龍王崎古墳群出土遺物 考古資料 一括 S54.3.31 白石町教育委員会  

５ 有明 重第７６号 鰐口 美術工芸品 １口 S58.3.22 福聚山東樂寺 

６ 白石 史第４０号 妻山古墳群４号墳 史 跡 １基 H7.5.26 個人 

７ 白石 史第４４号 道祖谷古墳              史 跡 １基 H10.5.11 白石町 

８ 有明 重第 196 号 
木造十一面観音菩薩坐像 

附 台座(蓮肉部) 
彫 刻 

１躯 

１口 
H16.3.8 飯盛山福泉禅寺  

９ 有明 重第 213 号 
木造神像         

附 女神(和装) 
彫 刻 

３躯 

１躯 
H20.3.14 彦嶋神社  

≪施策の体系≫ 

基本方針 主要施策 

３ 地域文化の伝承と 

新たな魅力の創造 

（１）芸術・文化の振興 

（２）歴史・文化財の保存・継承 
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≪主要施策≫ 

（１）芸術・文化の振興 

文化活動団体等との連携を強化し、町民の文化活動を積極的に支援します。 

また、地域ごとに伝わる祭事・伝統芸能を保存・継承するための人材育成に努

めるとともに、優れた芸術・文化に接する機会の拡充を図り、新たな文化の創造

に努めます。 

 

（２）歴史・文化財の保存・継承 

町内に存在する貴重な歴史・文化財の調査と適切な維持・管理に努めます。 

また、多くの人々の目に触れ、その歴史・文化的価値を認識できる環境づくり

に努めます。 

 

 

 

 

 

 

白石町指定     
     

ＮＯ 地域名 番 号 名  称 種 別 員数 
指定年月

日 
所有者又は管理者 

１０ 有明 記第１号(重第１号) 聖観音立像(木造) 美術工芸品 １躯 S49.4.1 観音 

１１ 有明 記第２号(重第２号) 稲佐神社肥前鳥居(石造) 建造物 １基 S49.4.1 稲佐神社 

１２ 有明 記第３号(重第３号) 石造六地蔵 建造物 １基 S51.10.20 彦嶋神社 

１３ 白石 重第１号(重第４号) 妻山神社一の鳥居･二の鳥居 建造物 ２基 S56.2.5 妻山神社 

１４ 白石 重第２号(重第５号) 
水堂安福寺の宝塔 

 (通称、重盛の塔) 
建造物 １基 S56.2.5 日輪山安福寺 

１５ 白石 史第１号 
船野山古墳群１号墳 

 (通称、かぶと塚) 
史 跡 １基 S59.12.25 白石町 

１６ 白石 重第３号(重第６号) 
川﨑善重夫妻の墓誌 

川﨑利右衛門の墓誌 
歴史資料 

１基 

１基 
S63.3.28 個人 

１７ 白石 史第２号 野柄古墳群１号墳 史 跡 １基 H1.2.23 個人 

１８ 白石 天第１号 嘉瀬川のもみじ 天然記念物 １本 H2.9.5 個人 

１９ 有明 重第４号(重第７号) 吉祥天曼荼羅 絵 画 １幅 H8.3.25 稲佐山玉泉坊 

２０ 有明 重第６号(重第８号) 鉄牛円心像 彫 刻 １躯 H8.3.25 飯盛山福泉禅寺 

２１ 有明 重第７号(重第９号) 観音菩薩坐像 彫 刻 １躯 H8.3.25 飯盛山福泉禅寺 

２２ 有明 重第８号(重第 10 号) 幽霊図 絵 画 １幅 H8.3.25 飯盛山福泉禅寺 

２３ 白石 重第４号(重第 11 号) 陽興寺の慶長二年銘万部塔 建造物 １基 H10.7.16 佛日山陽興寺 

２４ 白石 史第３号 陽興寺の須古鍋島御霊屋 史 跡 677 ㎡ H17.10.3 佛日山陽興寺 

                


