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Information　学校教育課（内線373）

正答率が高かった問題 改善が必要な問題

自分の考えを、事例を挙げながら筋道をたてて話す問題

分度器を使って180度よりも大きい角の大きさを求める問題

目的や意図に応じて、文章全体の構成の効果を考える問題

示された数量を関連付け、根拠を明確にして書く問題

実験結果を基に分析して考察し、その内容を書く問題

国語A

算数Ａ

国語B

算数B

理科

小学校

伝えたい事実や事柄を相手に分かりやすく伝わるように書く問題   

ひし形が線対称・点対称な図形であることを説明する問題

震源からの距離と地震の波の速さに関する知識を活用する問題

場面の展開や登場人物の描写に注意し、内容を説明する問題   

平行四辺形の性質を証明する問題

国語A

数学A

理科

国語B

数学Ｂ

中学校

問題
国語Ａ  
国語Ｂ
算数Ａ  
算数Ｂ
理科  
国語Ａ  
国語Ｂ  
数学Ａ
数学Ｂ  
理科

大村市
６９
５３
６１
４７
５８
７４
５８
６１
４２
６３

長崎県
６９
５４
６２
５０
６０
７５
６０
６５
４５
６６

全国
７１
５５
６４
５２
６０
７６
６１
６６
４７
６６

※Ａ問題…主として「知識」に関する問題    
　Ｂ問題…主として「活用」に関する問題

◆学力状況調査
教科に関する調査（平均正答率％）

小
学
校

中
学
校

大村の子どもたちの学力は？
　国語は､県・全国平均と同じくらいですが、算数・数学、理科がやや低い傾向で、活用問題に課題があります。

◆学習状況調査
生活習慣や学習環境などに関する質問紙調査（「当てはまる」と回答した割合％）

中学校
質問内容
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9
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３６
５２
７８
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３２
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３４
４５
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４５
６９
１９
５２
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６９
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８７
８５
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８８
４０
４４

３４
４６
７６
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自分にはよいところがある。
将来の夢や希望を持っている。
人の役に立つ人間になりたい。
いじめはどんな理由があってもいけないことだと思う。
毎日朝食を食べている。
家の人（兄弟姉妹以外）と学校でのできごとについて話す。
家で学校の宿題をしている。
今住んでいる地域の行事に参加している。
地域社会などでボランティア活動に参加したことがある。

小学校

大村市 全国 大村市 全国長崎県 長崎県

大村の子どもたちは？
●自分自身のことを大切に思っている。  　　　　　　　　　　●夢や希望を持っている。　
●地域の行事などによく参加している。　　　　　　　　　　●人の役に立ちたいと考えている。

「平成30年度　全国学力・学習状況調査」の結果をお知らせします
◆調査概要
実施日　4月17日㈫　　 対象　小学6年生、中学3年生　

　　　　　

※理科は小中学校ともに３年に１度実施
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Information　企画政策課（内線223）・市民課（内線182）

この機会にマイナンバーカードを申請しませんか
企業や団体などに担当者が出向きます
団体（原則10人以上）でマイナンバーカードを申請する場合、市の担当職員が市内の企業
や団体などに出向き、申請を受け付けます。

◆申請の流れ

①市民課個人番号カードグループ（内線182）へご連絡ください。日程調整を行います。
②担当職員が出向き、申請を受け付け、その場で写真撮影を行います。
③１～２カ月後、マイナンバーカードを受け付けした場所で直接お渡しか、本人限定郵便
で自宅へ郵送します。

◆準備してもらうもの

　・本人確認書類（運転免許証など）
　・通知カード

◆注意事項

　・本市に住民登録のある人が対象です。
　・本人の申請に限ります。
　・会場、机、いすなどはご準備ください。
　・写真店で撮影した写真より画質が劣りますのでご了承ください。

Information　人事課（内線271）

市の職員および任期付職員の採用試験を実施します

Information　安全対策課（内線217）

家庭や職場でも訓練してみよう
11月1日、緊急地震速報訓練を実施します
消防庁と気象庁は、J-ALERT（全国瞬時警報システム）を使用した緊急地震速報の全
国的な訓練を実施します。市内でも、屋外スピーカーや防災ラジオから放送されます。

Information　福祉総務課（内線151）

平成 30年北海道胆振東部地震災害
義援金を受け付けています
市では９月6日に発生した北海道胆振東部地震で被災した地域を支援するた
め、義援金を受け付けています。市民の皆さんのご協力をお願いします。

◆義援金箱を設置します

設置場所　市役所案内、福祉総務課、各住民センター、総合福祉センター、
　　 こどもセンター、市コミセン、郡コミセン

受付期間　平成31年3月20日まで（延長する場合があります）

Information　企画政策課（内線229）

「おおむら暮らし」のサポート拠点が完成します
中心市街地複合ビルの愛称を募集します
中心市街地複合ビル（旧浜屋）は、平成31年４月のグランドオープンに向け
て現在整備を進めています。このたび、「おおむら暮らし」をまるごとサポ
ートする拠点となる施設にぴったりな愛称を募集します。
募集期間　11月1日㈭～12月18日㈫
応募資格　本市に在住・在勤・在学している人
応募方法　愛称・愛称の意味・住所（市外在住の人は、市内の勤務または在学

先・所在地も）・氏名（ふりがな）・電話番号・学生の場合は学校名・学年
を記入のうえ、郵送またはEメールでご応募ください。（1人3点まで）

賞　　最優秀賞１点（賞金または図書カード5万円）
※作品が重複した場合は抽選

応募先　〒856-8686（住所不要）企画政策課
kikaku@city.omura.nagasaki.jp（件名に「複合ビル愛称募集」と記入）

試験職種 受験資格の概要

行政（化学）

行政（民間企業等経験者）

平成元年４月２日から平成９年４月１日までに生まれ、化学に関する課程を専攻して
卒業した人（卒業見込みの人を含む）

昭和59年4月2日以降に生まれ、民間企業等で実務経験が直近7年中5年以上ある人

昭和６２年４月２日以降に生まれ、大学（短大を除く）または大学院で美術工芸（日
本美術史）または日本史を専攻して卒業し、または修了し（卒業または修了見込み
の人を含む）、学芸員の資格を有する（見込みの）人

平成元年４月２日以降に生まれ、建築士の資格（一級または二級）を有する（見込み
の）人

昭和５４年４月２日以降に生まれ、建築士の資格（一級または二級）を取得後に建築
設計または施工管理に関する実務経験が直近７年中１年以上ある人

平成元年４月２日から平成９年４月１日までに生まれ、電気主任技術者（第一種、第
二種または第三種）の資格を有する（見込みの）人

昭和５４年４月２日以降に生まれ、電気主任技術者（第一種、第二種または第三種）
の資格を有し、民間企業等で電気設備の設計、施工管理または保守管理に関する
実務経験が直近７年中１年以上ある人

昭和４４年４月２日以降に生まれ、保健師の資格を有する人
任期：３年（最長２年間延長の可能性あり）

行政（学芸員）

建築

建築
（民間企業等経験者）

電気

電気
（民間企業等経験者）

保健師（任期付職員）

大
卒
程
度

高
卒
程
度

短
大
卒

　

程
度

採用予定日　平成31年4月1日
採用予定数　いずれも若干名
申込期限　11月21日㈬
一次試験　12月9日㈰

申込方法　試験の詳細について、試験案内を確認したうえ
で、所定の申込書でお申し込みください。試験案内
や申込書は、市役所人事課・各出張所で配布、また
は市ホームページで入手できます。

市政トピックス市政トピックス

※任期満了後、正規職員として採用することはありません。

申請にかか
る

時間は5～
10分

程度です
。

◆とき

11月1日㈭、10時ごろ
　※当日の気象などにより、中止する場合があります。

◆やってみよう  シェイクアウト訓練

　一斉地震行動（シェイクアウト）訓練とは地震が起き
たときのとっさの安全行動を身につけるものです。こ
れを機に皆さんもやってみましょう。
※詳しくは、QRコードからご確認く
　ださい。

◆放送内容

チャイム「こちらは、防災大村です。ただ今から、訓練放送
を行います。」

緊急地震速報チャイム音「緊急地震速報。大地震です。大
地震です。これは訓練放送です。（３回繰り返し）」

「こちらは防災大村です。これで訓練放送を終わります。」
チャイム

整備後の主な入居施設（予定）
・障がい福祉課、長寿介護課、男女いきいき推進課
・地域包括支援センター　・総合福祉センター　
・男女共同参画推進センター
・暮らしコンシェルジュ（移住定住・婚活相談窓口）　
・産業支援センター　・国際交流プラザ
・近代資料室（仮称）　・子ども科学館　
・在宅医療サポートセンター　・商工会議所
・医師会、歯科医師会、薬剤師会事務所　
・長崎ウエスレヤン大学大村サテライトキャンパス（仮称）　
・物販テナント　・カフェ

マイナンバーカードとは…
マイナンバーカードは、公的な身分証明
書になり、証明書コンビニ交付サービス
やパソコンからの確定申告（e-tax）な
どに利用できます。
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