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はじめに

平成 27 年４月１日より「地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を

改正する法律」が施行され、首長と教育委員会の連携強化を図り、教育が抱え

る複雑多岐にわたる問題や課題に対処していくこととされました。新教育委員

会制度初年度となった平成 27 年度には、法改正により新たに設置されることと

なった「浦安市総合教育会議」を開催し、教育、学術及び文化の振興に関する

総合的な施策である「浦安市教育大綱」の策定に向け、市長と教育委員会で活

発な意見交換を行いました。平成 28 年は、昭和 56 年の浦安市制施行から 35 周

年となる節目の年です。策定される「浦安市教育大綱」を基に、これまで以上

に市長との連携を密にし、様々な施策を実施していきます。

学校教育では、小中連携・一貫教育の推進とともに、幼稚園・保育園との連

携に取り組みます。また、タブレットを活用したＩＣＴ教育や理科・環境教育

等に活用できる植物工場など、先進的な技術を取り入れた教育を充実させてい

きます。さらに、いじめ防止基本方針を基に、いじめの未然防止、早期発見、

早期対応・解消に努めるとともに、不登校児童生徒への訪問相談を充実させて

いきます。

社会教育においては、多様な学習ニーズに応える学習機会の充実のために、

富岡公民館のリニューアルオープンを行います。また、健康で豊かな生活を支

えるために、運動公園内のアーチェリー場のオープン、屋内プールの７月再開

を目指します。引き続き、新浦安駅前音楽ホールや野球場の整備を進め、生涯

学習活動への支援を計画的に推進します。

浦安市教育施策は、浦安市の教育行政の基本的な方針や主な施策を紹介する

ことを目的に毎年度作成しており、当該年度において取り組む事業の概要や前

年度の実績などを示すものです。皆様のご支援とご協力を賜りますようお願い

いたします。
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浦安市のまちづくりの基本目標である「人が輝き躍動するまち・浦安」の実現に向け、教育委員会では、

教育ビジョンの基本理念である「未来に向かって夢を持ち、豊かに生きる浦安っ子の育成」や、生涯学習

推進計画の基本目標である「自ら学び ともに高めあい 地域に生きる 生涯学習」などに取り組みます。

これらの施策体系については以下のとおりです。

○浦安市行政施策体系

まちづくりの基本目標 「人が輝き躍動するまち・浦安」

都市像

１．生き生きと暮らせる心のかよう健康福祉都市

２．創造と交流で築く市民文化都市

３．水と緑に囲まれた快適環境都市

４．利便の高い暮らしを支える安全都市

５．多様な機能が生み出す魅力あふれる産業都市

○浦安市教育施策体系

Ⅰ．学校教育の推進（改訂「浦安市教育ビジョン」（後期基本計画））

基本理念 「未来に向かって夢を持ち、豊かに生きる浦安っ子の育成」

基本計画

(1)確かな学力(知) …自ら学び、身に付けた知識や技能を活用する子ども

①学びの連続性を重視した教育の推進

②学ぶ意欲の育成と確かな学力の形成

③多様な教育的ニーズに応じた支援の充実

※特別支援学級・通級指導教室・学習支援室の整備拡充を図り、教育的ニーズに応じた

きめ細かな支援ができるようにします。就学にあたっては、本人及び保護者の希望を

尊重し、その就学すべき学校を指定します。

④今日的な教育課題に対応する教育の推進

(2)豊かな心（徳）…自分や他人のよさを認め、互いに尊重し合う子ども

①豊かな心の育成

②情操を豊かにする教育の推進

(3)健やかな体（体）…いのちを大切にし、健康でたくましい子ども

①体力の向上と健康・安全教育の推進

(4)豊かなかかわり（参画・交流）…適切に表現する力を身に付け、人や社会に積極的にかか

わる子ども

①社会の一員としての資質の育成

②豊かなかかわりとコミュニケーション能力の向上

第１章 教育行政の基本的な方針
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(5)郷土愛（誇り）…我が国やふるさと浦安に誇りを持ち、異文化を大切にする子ども

①ふるさと浦安の歴史・文化への理解の向上

(6)教育環境の整備・充実の推進

①地域ぐるみで子どもをはぐくむ仕組みづくり

②開かれた学校づくり

③教育環境の整備充実

※平成22年に策定した、本市が目指す教育の方向性とその実現のための施策を示した「浦安市教育ビジョン」

を見直し、平成27年度から平成31年度までの５年間を計画期間とする「後期基本計画」を策定しました。

Ⅱ．生涯学習の推進（浦安市生涯学習推進計画）

基本目標 「自ら学び ともに高めあい 地域に生きる 生涯学習」

基本施策

(1)多様な学習ニーズに応える学習機会の充実

①学習課題に応じた学習機会の充実

②学習情報の提供と学習相談体制の充実

③公民館・図書館の運営の充実

(2)ライフステージに応じた学習機会の提供

①家庭教育の支援

②青少年の健全育成の推進

③成人の学習機会の提供

④高齢者の学習機会の提供

(3)生涯スポーツの振興と健康づくりの推進

①スポーツを楽しむ機会と情報の提供

②スポーツ推進体制の整備

③スポーツ施設の環境の整備

(4)ふるさと浦安の芸術・文化の振興

①芸術文化活動の活性化

②芸術文化を体験する学習機会の充実

③郷土の歴史・文化の理解

(5)地域に生きる生涯学習活動の支援

①学習支援のための人材育成と活用

②学習成果の活用の場と機会の提供

③生涯学習推進体制の充実
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Ⅲ．幼児教育の推進（浦安市基本計画）

具体的施策

(1)浦安で産み育てたい環境を整える

①安心して産み育てられる環境をつくる

②地域ぐるみで子育てを支援する

(2)子どもが元気に成長できる環境を整える

①子どもの健やかな成長を支える

②豊かな心を育む

浦安市就学前「保育・教育」指針 改訂いきいき☆浦安っ子

多様な保育ニーズに対応できるよう、また、どのような保育施設、教育施設に通園

していようとも子どもたちが同じように質の高い保育・教育が受けられるよう、幼保

連携により浦安市就学前保育・教育指針を平成21年度に策定しました。さらに、平成

25年３月にはこれまでの実践を踏まえ、さらなる保育の質の向上を目指して内容の充

実やより実践面を重視した改訂を行いました。

目 的：多様な保育ニーズに対応し、就学前の子どもがどのような保育施設、

教育施設に通園していようとも、本市の公立保育園、幼稚園でこれまで

培ってきたそれぞれの保育・教育のノウハウを十分に生かしつつ、同じ

ように質の高い保育・教育が実践できることを目指す。

目 標：「生きる力」を身につけた子ども

目標達成に必要な三つの力：１)熱中力・体力・・・心と体を動かして夢中になれる子

２)人間関係力・・・・出会い、かかわり、心通わせ、成長する子

３)基礎生活力・・・・基礎生活力を身につけた子
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施策・事業名：第１節から第６節までは、改訂浦安市教育ビジョン（後期基本計画）の施策・事業を記載。

第７節から第11節までは、浦安市生涯学習推進計画の施策・事業を記載。

第12節・第13節は、浦安市第２期基本計画の施策・事業を記載。

事 業 名：浦安市第２期基本計画に基づく「実施計画事業は◎」、予算の概要に基づく「主要事業は○」

「新規事業は□」、「その他事業は・」として記載。

実 績：平成28年２月末時点でまとめています。ただし、この時点で実績が出せない事業について

は平成26年度実績を記載しています。

※同じ事業が再度記載された場合、２回目以降の事業名に【再掲】の表示をしています。

第１節 確かな学力（知）

１－１ 学びの連続性を重視した教育の推進

１－１－１ 小中連携・一貫教育の推進

事業名・担当部署 平成 28年度 取組概要 平成27年度実績

◎小中連携・一貫教育の推進

教育政策課・指導課・学務課

・有識者を招聘し、円滑な実践及び効果的な

推進のための推進会議を開催する

・調整会議等により、関係各課の連携調整を

行う

・推進会議１回実施

・調整会議３回実施

・各中学校区の１年間の取組及

び成果と課題に関する調査

の実施

・各中学校区の１年間の取組及び成果と課題

の把握を行う

・「幼・保・小・中連携の日」の各中学校区

の取組を支援する

・中学校教科用図書改訂を踏まえたカリキュ

ラムを示し、各中学校区ごとにカリキュラ

ムを作成するよう支援する

・カリキュラムの指針改訂版の

作成

・「幼・保・小・中連携の日」

の各中学校区の取組への支援

・教職員対象の研修会を活用した、小中連携・

一貫教育の趣旨やねらい等に関する周知及

び情報交換等の場を設定する

・２・３年目教員研修会におい

て趣旨やねらい等に関する説

明を実施、情報交換の場の設

定

・小中学校の教員が学校種を超えて児童生徒

の指導が行えるように、小中連携推進教員

を中学校に配置する

・３中学校に１名ずつ配置

（数学、英語、体育）

１－１－２ 学校種間の連携の推進

事業名・担当部署 平成 28年度 取組概要 平成27年度実績

○幼・保・小・中連携教育の推進

指導課・保育幼稚園課

・幼・保・小・中連携教育を担う担当者研修

会を実施し、幼・保・小・中の連携教育を

推進する

・研修会１回実施

第２章 平成28年度推進施策

２
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・中・高連携教育の推進

指導課・教育政策課

・県の「小・中・高連携の特別授業」事業を

活用し、小・中・高の連携を推進する

・市内の県立高校と市立小・中学校の教員に

よる相互参観や生徒の授業交流・部活動交

流などにより、指導法や情報の共有を図

り、中・高連携を推進する

・国府台高校の教諭が、市立小

学校１校で授業を実施

・浦安高校と市立中学校１校が

相互参観を実施

・浦安南高校と市立小中学校各

１校が職員研修を実施

・浦安南高校生徒と市立中学校

１校生徒が協同してボランテ

ィア活動実施

１－２ 学ぶ意欲の育成と確かな学力の形成

１－２－１ 一人一人に応じたきめ細かい授業の推進

事業名・担当部署 平成 28年度 取組概要 平成27年度実績

○少人数教育推進事業

学務課・指導課

・個に応じたきめ細かな指導の充実のため、

少人数教育推進教員を全小中学校に配置

し、少人数教育推進教員研修会を実施する

・53人配置

・年６回実施

○学力調査の活用推進

指導課・教育研究センター

・学力調査の結果を分析し、課題を解決する

ための具体的な指導方法やモデルとなる指

導案などをまとめ、データ化して閲覧・活

用できるようにする

・会議２回実施

・研修会４回実施

・指導資料20本掲載（平成26

年度）

・指導案51本掲載（平成26年

度）

・小学校高学年における一部教科担

任制の導入

学務課・指導課

・教科指導の専門性を生かした授業の実施と

中学校への滑らかな接続を図るのため、各

小学校の実情に応じ、高学年一部教科に教

科担任制を導入する

・音楽17校34学年、家庭科13

校25学年、理科９校14学年

のほか、社会、図画工作、家

庭科書写、外国語活動等、の

べ100学年で実施

・経験豊富な特任教員を配置し、教科担任制

を推進する

・４人配置

（理科２人、家庭科、音楽）

◎情報教育推進事業

教育研究センター

・夏季ICT活用講座、市内小・中学校でのICT

活用講習会の実施、ＩＣＴ支援員派遣によ

り、授業における教員のＩＣＴ活用を推進

し、子どもにとってよりわかる授業の実践

を支援する

・ 普通教室におけるタブレット端末の活用に

ついて、モデル校での実践を進めるととも

に、段階的に市内全校への導入を進める

・小学校17校・中学校９校で巡

回講習会実施

・夏季PC講座６回実施

・ＩＣＴ支援員のべ120日派遣

・ＩＣＴ支援員のべ159日派遣

（モデル校）

◎ＩＣＴ環境の整備及び効果的な

活用

教育研究センター

・情報政策課と協議しながらＰＣ等整備計画

を見直し、校内ネットワークを含むＩＣＴ

環境を充実させ、授業・校務での活用を図

る

・普通教室におけるタブレット端末の活用に

・ＰＣ等整備計画の見直しを実

施

・ＩＣＴ支援員のべ120日派遣

・ＩＣＴ支援員のべ159日派遣

（モデル校）
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ついて、モデル校での実践を進めるととも

に、段階的に市内全校への導入を進める

・少人数教育指導員配置事業

学務課・指導課

・少人数教育を一層推進するために、少人数

教育指導員を小中学校に派遣して、管理職

への助言や教員への指導を行う

・全26校への訪問指導実施

・研修会年２回実施

１－２－２ 自主的な学習活動の奨励・支援

事業名・担当部署 平成 28年度 取組概要 平成27年度実績

・家庭学習習慣の推奨

指導課

・県教委の事業を周知するとともに、市内各

小中学校への指導・助言を行う

・市内小中学校の家庭学習の具体的な取り組

みなどの情報提供を行う

・学力調査に係る会議(年２回開

催)等

・浦安市児童生徒科学作品展の開催

指導課

・優秀な作品を展示、表彰することで、理科

教科指導の充実を図る

・出品数 134点

・参観者数 747名

・ふるさと浦安作品展の開催

郷土博物館

・「ふるさと浦安」への作品制作や研究によ

り、ふるさとを愛する気持ちを育てる作品

展の開催。市内の全小中学校の参加を目指

し、連携を図る

・参加者数1,441名

・参加校

市内小学校17校

市内中学校 ８校

市外中学校１校

◎青少年自立支援未来塾

生涯学習課

・学校をはじめ大学生や教員ＯＢなど地域住

民の協力により、放課後や土曜日を活用し

て、公民館において、学習が遅れがちな中

学生に対して、学習習慣の確立や基礎的、

基本的な学力を身に付けさせるなど、確か

な学力の向上を図ることで、子どもたちが

将来への夢や希望を持ち、社会の一員とし

て自立していけるよう学習支援を行う

・市立中学校２校

・会場（中学校１・公民館２）

・３会場70回開催

１－３ 多様な教育的ニーズに応じた支援の充実

１－３－１ 特別支援教育の推進

事業名・担当部署 平成 28年度 取組概要 平成27年度実績

○まなびサポート事業の推進

教育研究センター・学務課

・就学相談・訪問相談により、子ども達の園・

学校生活を支援する

・年１回の就学相談会の実施

・医師等への相談会の開催により、一人一人

の教育的支援の充実を図る

・医師等への相談会年23回

・全体会年２回実施

・個別の指導計画の作成と活用により、教育

的ニーズに応じた支援の充実を図る

・学校訪問や調査で、個別の指導計画作成が

必要と思われる児童・生徒の、個別の指導

計画作成状況を把握し、学校が新たに作成

するにあたり支援を行う

・個別の指導計画作成が必要と

思われる児童・生徒の作成

（平成26年度）

小・中特別支援学級100％

通常の学級

小学校95.7％
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中学校85.1％

・園や学校への訪問相談におい

て作成と活用の助言

・個別の教育支援計画の作成と活用及び関係

機関との連携により、教育的ニーズに応じ

た支援の充実を図る

・教育と福祉の連携会議をはじ

め関係各課との会議を実施

園や学校への訪問相談におい

ての作成と活用の助言

・必要に応じて心身障がい児補助教員及び支

援員を配置する

・補助教員125名

・支援員18 名

・学習支援室活用の推進

教育研究センター

・学習支援室の活用を推進し、特別な教育的

支援を必要とする子どもの教育的ニーズ

に応じた支援の充実を図る

・小学校２校に整備

○ハンディキャップサービス事業

中央図書館

・図書館に来館が困難な方への宅配サービ

ス、活字資料をそのままの形では利用でき

ない利用者向けの資料製作

（平成26年度）

・宅配件数392件

・サポートファイル事業の活用の推

進

障がい事業課・教育研究センター

・こども発達センター

・障がいの特性や特徴、支援を記録し、支援

者が情報を共用するための「サポートファ

イル」を周知・活用することにより、就学

前からの一貫した支援を図る

・配布人数99名

・障がい事業課及びこども発達

センターでの配布だけでな

く、平成26年10月より、指

定特定相談支援事業所にもサ

ポートファイルを設置し、相

談支援事業所での相談を通し

てサポートファイルの活用を

図っている

○青少年サポート事業

障がい事業課

・小学生から概ね25歳までの発達障がいの

方を対象に、専門性をもったスタッフが相

談や療育支援の提供を行う

・平成26年10月から事業を開

始した

・登録者183名

・県立特別支援学校分校誘致の推進

教育政策課・学務課

・分校誘致への情報収集、現状や要望に関す

る検討を行う

・平成27年４月に県立特別支援

学校を開校した習志野市、匝

瑳市を視察

・県への要望及び情報交換

１－３－２ 不登校児童生徒への支援の充実

事業名・担当部署 平成 28年度 取組概要 平成27年度実績

○教育相談推進事業

指導課

・児童・生徒の精神的な悩みの発見、解消や

適切な援助のため、スクールライフカウン

セラーを全校配置

・ＳＬＣ配置

小学校17名

中学校９名

・スクールライフカウンセラー研修会を実施

し、職能の向上を図る

・年５回実施

◯適応指導教室における教育機能の

充実 （不登校対策支援事業によ

る訪問相談の拡充）

・学習指導・集団活動を通して、自己決定力

の育成を支援する

（平成26年度）

・延べ利用者 889名
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指導課

・電話や来室等での教育相談、及び訪問相談

の中でカウンセリングを行い、自己決定力

の育成を支援する

・統括訪問相談員等により学校関係機関との

連携の拡充を図り、児童生徒の学校復帰を

支援する

（平成26年度）

・電話相談256回

・来所相談 1999回

・訪問相談1374回

・学校訪問相談 31回

１－３－３ 外国籍等の子どもたちの日本語サポート体制の充実

事業名・担当部署 平成 28年度 取組概要 平成27年度実績

・日本語指導員の派遣

指導課

・諸外国から編入・入学してきた児童・生徒

に適切な学校教育の機会を確保するため日

本語指導員を該当児童生徒に派遣する

・20名の児童生徒に派遣

１－４ 今日的な教育課題に対応する教育の推進

１－４－１ 教育研究・実践のシステム化

事業名・担当部署 平成 28年度 取組概要 平成27年度実績

・研究指定校・研究奨励校の指定事

業

指導課

・各小中学校での先進的な研究を支援し、推

進するため、研究指定校・研究奨励校を指

定する

・理科教育推進校指定

・小学校６校

・幼保小連携教育指定校・園 ・幼保各１園

・小学校２校

・福祉教育推進校の指定 ・小・中学校各１校

・小中連携教育教科推進校（算数・数学、理

科、外国語）

・小学校３校

・中学校３校

・ＩＣＴ活用推進モデル校 ・小学校１校

・中学校２校

・校内研究の奨励・支援

指導課

・校内研究(研修)の実態把握と指導・助言お

よび講師派遣を行い、校内研究や研修会を

奨励する

・要請訪問195回派遣

○学力調査の活用推進【再掲】

指導課・教育研究センター

・学力調査に係る会議を開催し、調査結果の

分析法や課題解決のための手立てについて

協議する。また、課題を解決するための指

導資料を作成し、より活用しやすいよう資

料のデータを整理する

・会議２回実施

・研修会４回実施

・指導資料20本掲載（平成26

年度）

・指導案51本掲載（平成26年

度）
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１－４－２ 国語教育の充実

事業名・担当部署 平成 28年度 取組概要 平成27年度実績

・浦安市子ども読書活動推進事業

指導課・中央図書館

・学校図書館の整備と運営の円滑化を図り、

児童・生徒の読書活動及び学習支援を行う

ため、市立各小中学校全校に学校司書を配

置し、読書活動推進を図る

・26名配置

１－４－３ 理数教育の充実

事業名・担当部署 平成 28年度 取組概要 平成27年度実績

○理科支援ティーチャー配置事業

指導課

・理科の観察や実験などの学習サポートをす

る理科支援ティーチャー配置し、理科指導

の充実を図る

・６名配置

・理科センター事業の充実

指導課

・理科センター校を指定し、理科教育の充実

及び教職員の指導力の向上を図る

・研修会を年２回実施

・児童生徒科学作品展を開催し、優秀な作品

を展示・表彰することで、科学・理科学習

への興味・関心を高める

・出品数 134点

・参観者数 747名

○世界一行きたい科学広場ｉｎ

浦安

生涯学習課・指導課・中央図書館

・子どもたちの理科離れが言われるなかで、

サイエンスショーや科学実験等を通じて、

多くの子どもたちの好奇心や創造力を育

み、将来の日本を担う科学技術系人材の発

掘・育成を推進する

・共催事業

・参加者数1,818人

□◎学校教育における植物工場活

用推進事業

指導課

・施設内で植物の生育に必要な環境を人工的

に設定し、生育することのできる植物工場

を活用することで、理科学習への興味・関

心を高める。また、食育、環境教育の充実

を図る

・ワゴン型植物工場６台と小型

植物工場１台を入船中学校余

裕教室に導入

・学校教育における植物工場の

活用について実証

１－４－４ 英語教育の充実

事業名・担当部署 平成 28年度 取組概要 平成27年度実績

○英語教育推進事業

指導課

・市内小中学校に外国語指導助手（ＡＬＴ）

を配置、派遣し、英語教育の充実を図る

・ＡＬＴ配置・派遣

小学校13名

中学校９名

・ＡＬＴコーディネーターを小学校に派遣し

外国語活動の支援及び校内体制づくりの推

進を図る

・コーディネーター１名

・小学校１～４年生で年間14時間の外国語活

動を実施する特別な教育課程を編成し、外国

語教育の充実を推進する

・実施校

小学校17校
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１－４－５ 勤労観・職業観をはぐくむ教育の充実

事業名・担当部署 平成 28年度 取組概要 平成27年度実績

・キャリア教育の推進

指導課

・担当者研修会を実施し、各校のキャリア教

育の充実を推進する

・年２回実施

１－４－６ 情報教育の充実

事業名・担当部署 平成 28年度 取組概要 平成27年度実績

◎情報教育推進事業【再掲】

教育研究センター

・夏季ICT活用講座、市内小・中学校でのＩ

ＣＴ活用講習会の実施、ＩＣＴ支援員派遣

により、授業における教員のＩＣＴ活用を

推進し、子どもにとってよりわかる授業の

実践を支援する

・普通教室におけるタブレット端末の活用に

ついて、モデル校での実践を進めるととも

に段階的に市内全校への導入を進める

・小学校17校・中学校９校で巡

回講習会実施

・夏季ＰＣ講座６回実施

・ＩＣＴ支援員のべ120日派遣

・ＩＣＴ支援員のべ159日派遣

（モデル校）

◎ＩＣＴ環境の整備及び効果的な

活用【再掲】

教育研究センター

・情報政策課と協議しながらＰＣ等整備計画

を見直し、校内ネットワークを含むＩＣＴ

環境を充実させ、授業・校務での活用を図

る

・普通教室におけるタブレット端末の活用に

ついて、モデル校での実践を進めるととも

に段階的に市内全校への導入を進める

・ＰＣ等整備計画の見直しを実

施

・ＩＣＴ支援員のべ120日派遣

・ＩＣＴ支援員のべ159日派遣

（モデル校）

第２節 豊かな心（徳）

２－１ 豊かな心の育成

２－１－１ 規範意識の向上及び道徳性の育成

事業名・担当部署 平成 28年度 取組概要 平成27年度実績

・人権啓発推進事業

企画政策課・指導課

・「人権・公民ノート」の制作・配布や人権

に関する講演会、人権教室等をとおして、

学習機会の充実や人権意識の醸成を図る

・街頭キャンペーン46名参加

・講演・映画会

中学校２校

・人権教室

小学校４校

・作文・ポスター募集

・「人権・公民ノート」制作会

議年６回実施

・ボランティア活動推進事業

指導課

・ボランティア活動を推進し、学校と地域と

の連携を促進するため、地域行事への参画

交流等の推進を図る

・実施校

小学校17校

中学校９校

・道徳教育・人権教育の推進

指導課

・児童・生徒の道徳性や人権意識を高め、豊

かな心やかかわりを育むため、研修会を開

催する

・道徳教育研修会 年２回実施

・人権教育研修会

年１回実施
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・障がい者福祉推進事業

障がい事業課・教育研究センター

・「うらやすこころのバリアフリーハンドブ

ック」等、総合学習の時間等で活用できる

資料の提供や講師の紹介などにより、福祉

教育の充実を図る

・「こころのバリアフリーハン

ドブック」配布

市内小学校等1,890名

夏休みボランティアガイダン

ス参加者等280名

・講師の紹介 小学校１校

２－１－２ 生徒指導機能の向上

事業名・担当部署 平成 28年度 取組概要 平成27年度実績

・生徒指導推進事業

指導課

・生徒指導体制充実のため担当者会議を開催 ・年３回実施

・いじめ110番による相談を実施 （平成26年度）

・相談件数15件

・本市におけるいじめ防止基本方針の策定を

行い、いじめの未然防止、早期発見、早期

対応、重大事態への対処のための対策を総

合的かつ効果的に推進する

・いじめの防止等のための対策

を総合的かつ効果的に推進す

ることを目的とし、いじめ防

止基本方針を策定した

○教育相談推進事業【再掲】

指導課

・児童・生徒の精神的な悩みの発見、解消や

適切な援助のため、スクールライフカウン

セラーを全校配置

・ＳＬＣ配置

小学校17名

中学校９名

・スクールライフカウンセラー研修会を実施

し、職能の向上を図る

・年５回実施

◎小中連携・一貫教育の推進【再掲】

教育政策課・指導課・学務課

・有識者を招聘し、円滑な実践及び効果的な

推進のための推進会議を開催する

・調整会議等により関係各課の連携調整を行

う

・推進会議１回実施

・調整会議３回実施

・各中学校区の１年間の取組及

び成果と課題に関する調査の

実施

・各中学校区の１年間の取組及び成果と課題

の把握を行う

・「幼・保・小・中連携の日」の各中学校区

の取組を支援する

・中学校区の実態に応じて、成果規準・学習

規律を体系化していく取組を支援する

・カリキュラムの指針改訂版の

作成

・「幼・保・小・中連携の日」

の各中学校区の取組への支援

・教職員対象の研修会を活用した、小中連携・

一貫教育の趣旨やねらい等に関する周知及

び情報交換等の場を設定する

・２・３年目教員研修会におい

て趣旨やねらい等に関する説

明を実施、情報交換の場の設

定
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・学校種を超えた児童生徒への生徒指導が行

えるように、小中連携推進教員を中学校に

配置する

・３中学校に１名ずつ配置

（数学、英語、体育）

２－２ 情操を豊かにする教育の推進

２－２－１ 情操教育の推進

事業名・担当部署 平成 28年度 取組概要 平成27年度実績

・文化・芸術活動体験の推進

指導課・教育研究センター

・小中学校音楽鑑賞教室・小中学校音楽会等

の充実を図り、文化・芸術活動体験を推進

し、豊かな心を育む

・音楽鑑賞教室

小学校1,821名

中学校1,418名

・音楽会

小学校 1,860名

中学校 397名

保護者1,461名

・交流と個々の伸長を図るため、はっぴい発

表会（小中学校特別支援学級合同学習発表

会）を実施する

・はっぴい発表会

児童生徒317名

保護者 719名

・浦安市子ども作品展、子どもアートギャラ

リー）等を実施し、表現、鑑賞活動の充実

を図る

・浦安市子ども作品展

参観数 5,912名

○部活動推進事業

保健体育安全課・指導課

・専門的な指導力を有する社会人指導者を派

遣し、部活動の活性化を図る

・部活動の活性化を図るため、必要物品購入

や大会参加費補助、各種大会を主催する小

中学校体育連盟への補助を行う

・派遣人数

小学校48名

中学校110名

・浦安市小中学校体育連盟主催

大会

小学校４大会

中学校13大会

・ふるさと浦安作品展の開催【再掲】

郷土博物館

・「ふるさと浦安」への作品制作や研究によ

り、ふるさとを愛する気持ちを育てる作

品展の開催。市内の全小中学校の参加を

目指し、連携を図る

・参加者数1,441名

・参加校

市内小学校17校

市内中学校 ８校

市外中学校 １校

・浦安市子ども読書活動推進事業

【再掲】

指導課・中央図書館

・学校図書館の整備と運営の円滑化を図り、

児童・生徒の読書活動及び学習支援を行う

ため、市立各小中学校全校に学校司書を配

置し、読書活動推進を図る

・児童書の貸出や各種集会事業の実施、市内

図書館と学校等との連携によって読書活動

の推進を図る

・26名学校司書配置

・ボランティア活動推進事業【再掲】

指導課

・ボランティア活動を推進し、学校と地域と

の連携を促進するため、地域行事への参画

交流等の推進を図る

・実施校

小学校17校

中学校９校
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○児童サービス事業

中央図書館

・児童書および児童研究書の収集・提供・保

存を行なうほか、推薦図書リストの発行、

学校・保育園等と連携し各種事業を行う

（平成26年度）

・児童書貸出冊数

442,210冊

○児童集会事業

中央図書館

・児童を対象に、科学の実験や工作を行う「科

学であそぼう」、えほんのじかん、おはな

し会等を開催する

（平成26年度）

784回 8,918人参加

○ハンディキャップサービス事業

【再掲】

中央図書館

・特別支援学級等への布のえほんの団体貸出

や図書館職員を派遣してのよみきかせな

どを実施する

（平成26年度）

・布の絵本の団体貸出78点

□ふれあい体験事業

児童センター

・次世代親になる小学校高学年や中高生を対

象に夏休みに実施する事業で、「赤ちゃん

サロン」に参加する赤ちゃんとふれあい、

命の大切さについて考える。また、助産師

や思春期保健相談士を講師として妊娠と

出産、赤ちゃんの成長など子育てに関して

の知識を深める

（平成27年度新規事業）

・高洲児童センター

赤ちゃんとふれあい遊び

４回実施 利用者数46名

・東野児童センター

７～８月で６回実施 90名

参加

・交通公園動物運営事業

交通公園

・小学生以下の子どもたちを対象に、動物愛

護精神の育成や情操教育の一助として、動

物展示や動物ふれあいを実施する

（平成26年度）

・動物ふれあい利用者数

70,237人

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

第３節 健やかな体（体）

３－１ 体力の向上と健康・安全教育の推進

３－１－１ 体力向上の推進

事業名・担当部署 平成 28年度 取組概要 平成27年度実績

・体力向上推進事業

保健体育安全課

・体力向上推進校を指定し、学校体育研究活

動の活性化と教職員の指導力の向上を図る

・11校で実施

○部活動推進事業【再掲】

保健体育安全課・指導課

・専門的な指導力を有する社会人指導者を派

遣し、部活動の活性化を図る

・部活動の活性化を図るため、必要物品購入

や大会参加費補助、各種大会を主催する小

中学校体育連盟への補助を行う

・派遣人数

小学校48名

中学校110名

・浦安市小中学校体育連盟主催

大会

小学校４大会

中学校13大会

・浦安スポーツフェア

市民スポーツ課

・体育の日の趣旨に基づくスポーツイベント

として、各種ニュースポーツなどを広く、

市民に体験していただくことにより、スポ

ーツの振興を図り、かつ、市民相互の親睦

を図る

・参加者数12,000名

・東京ベイ浦安シティマラソン

市民スポーツ課

・２月第１日曜日にマラソン大会を開催予定 ・エントリー数 6,415名
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３－１－２ 健康・安全教育の推進

事業名・担当部署 平成 28年度 取組概要 平成27年度実績

・保健教育の充実

保健体育安全課

・保健教育充実にむけ学校医・学校歯科医・

学校薬剤師・専門家等との連携を図る

・薬物乱用防止教室実施

小学校10校

中学校 ７校

・その他の保健教育実施

小学校12校

中学校 ４校

・いのちの教育を推進し、外部専門家の講話

により、児童生徒が「いのち」や自分自身

を大切にする意識の向上を図る

・実施校

小学校16校

中学校 ７校

・食育の推進

指導課・学校給食センター・

保健体育安全課

・学校栄養職員が家庭科等の学習を支援し、

食育を推進する

・専門的な指導力を有する管理栄養士を派遣

し、食に関する指導の充実を図る

・６校23回で実施

管理栄養士派遣実施校

小学校５校

中学校１校

・交通事故防止対策の充実

保健体育安全課・交通安全課

・通学路安全点検の結果を踏まえ、関係機関

と連携のもと安全対策を検討・実施する

・通学路検討会２回実施

・注意を要する交差点へ交通整理員を配置す

る

・９か所14名配置

・警察等と連携した交通安全教室・自転車交

通安全教室を開催する

小学生

・交通安全教室（１年生）実施

17校

・自転車交通安全教室（３年生）

実施17校

中学生

・スケアードストレイト自転車

交通安全教室実施３校

３－１－３ 防災教育の推進

事業名・担当部署 平成 28年度 取組概要 平成27年度実績

・防災教育の推進

保健体育安全課・指導課・

教育研究センター

・各学校の「学校安全計画」及び「学校防災

（地震）対応マニュアル」の見直しを支援

し、避難訓練の計画的な実施等、教育活動

全体を通じた防災教育を推進する

・防災教育指導資料の検討・見

直し

・防災体験講座の開催

公民館

・防災・防犯の啓発及び情報・知識・スキル

アップのための学習を実施する

・防災・防犯の講座を通して、「地域」や「コ

ミュニティ」について考えるための学習を

実施する

（平成26年度）

・６事業（13回実施）

・参加者数291名
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第４節 豊かなかかわり （参画・交流）

４－１ 社会の一員としての資質の育成

４－１－１ 体験活動・ボランティア活動の推進

事業名・担当部署 平成 28年度 取組概要 平成27年度実績

・「浦安市民の森」活用事業

環境保全課・指導課

・江戸川の水源地域である高崎市倉渕町に設

置した「浦安市民の森」を、市内小学校の

林間学校、森林と親しむ講座等の自然体験

や環境学習の場として活用し、自然に対す

る理解や環境に対する意識を高める

・林間学校 ３校実施

・森林と親しむ講座 29名参加

◎ふるさとうらやす立志塾の開催

指導課

・各中学校長から推薦を受けた中学２年生を

対象にした、宿泊研修を含むリーダー研修

を開催し、２１世紀を担うリーダーの育成

を図る

・27名参加

・全６回開催

□ふるさとうらやす自立塾の開催

指導課

・小学６年生を対象に、異なる環境の地域で

の宿泊研修を開催し、リーダーとしての資

質・能力の素地となる自立心の育成を図る

（平成28年度新規事業）

・キャリア教育の推進【再掲】

指導課

・担当者研修会を実施し、各校のキャリア教

育の充実を推進する

・年２回開催

・消費生活出前講座

消費生活センター

・学校における消費者教育推進・支援のため

「消費生活出前講座」を実施し、社会の一

員として賢い消費者の資質を育成する

・市内各学校に出前講座のお知

らせを配布

・ボランティア活動推進事業【再掲】

指導課

・ボランティア活動を推進し、学校と地域と

の連携を促進するため、地域行事への参画

交流等の推進を図る

・実施校

小学校17校

中学校８校

・ジュニアリーダー研修会

青少年課

・小学校４年～６年を対象とし、行動力・受

容力・表現力を身につけるための研修を通

じて、各種体験活動や交流活動を行うこと

により、心豊かなリーダーの育成を図る

・年８回実施

・受講者数278名

○青少年リーダー養成事業

青少年課

・主に中学生を対象として、青少年健全育成

活動のボランティアとして活躍できるリ

ーダーの育成を図る

（平成26年度）

・年11回実施

・受講者数143名

・若者のための夏休みボランティア

協働推進課

・市内在住・在学の中学生から20代までの

方が社会貢献活動について学べるよう、夏

休みの期間に、市民活動団体が行う活動を

体験する事業を実施する

・参加者数273名

・「浦安市学生防犯委員会Ｖ５」に

よる学生防犯ボランティア活動

防犯課

・市内の高校４校（県立・私立）・大学３校

の全７校で組織する「浦安市学生防犯委員

会Ｖ５」の学生たちが連携・協力し合い、

地域社会の一員として役割を担う意識の

もと自発的に取り組んでいる学生防犯ボ

ランティア活動に対し、引き続き支援を行

い、次代を担う青少年の健全育成と防犯活

動を推進する

・防犯キャンペーン・啓発活動

の実施 ５回

・ヤング防犯ボランティア交流

大会等への参加 ２回

・定例会議の実施 ４回

・自校での啓発活動（通年）
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・青少年体験事業

公民館

・公民館サークル、地域団体・学校等との連

携による生活体験・自然体験等の機会の充

実

・夏休み・冬休み・春休み等学校休業日を利

用した体験・交流事業

・地域文化を知り体験する事業

（平成26年度）

・101事業（162回実施）

・参加者数6,061名

○うらやすこども大学

生涯学習課

・子どもたちに、日常とは違った専門性の高

い活動を体験する機会を設け、自ら学び、

体験することによる“気づき”や、トップ

レベルの知識・技術に触れることによる知

的好奇心の向上など、未来の浦安を担うこ

どもたちを育成する一助として、市内３大

学の協力を得て、大学キャンパスを会場と

した「うらやすこども大学」を開催する

・小学校４年生～５年生51名参

加

修了者45名

認定者 ６名

○少年少女洋上研修事業

青少年課

・平素体験する機会の少ない洋上での生活と

研修の場を持ち、豊かな自然の中で各種の

体験活動を通じて、青少年の健全育成を図

る

・参加者数103名

４－１－２ 環境教育の推進

事業名・担当部署 平成 28年度 取組概要 平成27年度実績

・三番瀬を活用した環境学習の推進

郷土博物館・指導課・環境保全課

・三番瀬の水辺環境を、環境学習活動や自然

体験の場として活用し、環境を大切にする

心やふるさと意識を育む

・「野鳥観察」「浦安の貝を見分

けよう」参加者合計21人

・環境アドバイザー・浦安エコチャ

レンジを活用した環境学習の推

進

環境保全課・指導課

・環境学習アドバイザーによる学習プログラ

ムや、子ども向けの環境学習教材「浦安エ

コチャレンジ」を活用して、各教科や総合

的な学習の時間などにおける環境学習の

充実を図る

・小学校の授業等における環境学

習 31回、参加者合計1,770人

・「浦安市民の森」活用事業【再掲】

環境保全課・指導課

・江戸川の水源地域である高崎市倉渕町に設

置した「浦安市民の森」を、市内小学校の

林間学校、森林と親しむ講座等の自然体験

や環境学習の場として活用し、自然に対す

る理解や環境に対する意識を高める

・林間学校 ３校実施

・森林と親しむ講座 29名参加

・みどりのネットワーク事業

みどり公園課

・田んぼの代掻き、田植え、自然観察会など

参加型の環境体験学習を行い、地域の環境

保全やふるさと意識を育む

・環境体験学習

６回実施

・生命（いのち）と育ちの森プロジ

ェクト【浦安絆の森整備事業】

みどり公園課

・実、ドングリからの苗づくりや、子どもた

ちによるポット苗の育成や植樹などを行

い、森づくり活動を通じて郷土愛を育む

・「小さな実、ドングリから森

をつくろう！」小学校３校、

幼稚園２園、保育園：１園、

認定こども園：１園実施(通

算：小学校７校、幼稚園３園、

保育園：１園、認定こども園：
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１園実施)

□学校教育における植物工場活用

推進事業【再掲】

指導課

・施設内で植物の生育に必要な環境を人工的

に設定し、生育することのできる植物工場

を活用することで、環境教育、食育の充実

を図る。また、理科学習への興味・関心を

高める

・ワゴン型植物工場６台と小型

植物工場１台を入船中学校余

裕教室に導入

・学校教育における植物工場の

活用について実証

４－２豊かなかかわりとコミュニケーション能力の向上

４－２－１ 教育活動を通じた豊かな人間関係づくり

事業名・担当部署 平成 28年度 取組概要 平成27年度実績

・異学年交流活動の充実

指導課・教育研究センター

・豊かな人間関係を築くために、異学年交流

活動についての情報収集や情報提供及び

指導、助言を行い、各校の異学年交流活動

の充実を図る

・異学年交流

27校実施（26年度）

・豊かな人間関係づくりの推進

指導課・教育研究センター

・豊かな人間関係を築くために県が作成して

いるピアサポートプログラム等、有効な資

料の提供及び周知を図る

・ピアサポートプログラム18校

実施（26年度）

・浦安市子ども読書活動推進事業

【再掲】

指導課・中央図書館

・学校図書館の整備と運営の円滑化を図り、

児童・生徒の読書活動及び学習支援を行う

ため、市立各小中学校全校に学校司書を配

置し、読書活動推進を図る

・図書館と学校が協力してよみきかせや図書

紹介、職業体験などを実施し、読書活動を

推進する

・学校司書26名配置

◯幼・保・小・中連携教育の推進

【再掲】

指導課・保育幼稚園課

・学校訪問を活用し、円滑な実践及び効果的

な推進のための指導、助言をする

・学校訪問 小学校 ９校

中学校 ５校

幼稚園・認定こども園 ７園

保育園（含公設民営） ４園

・中・高連携教育の推進【再掲】

指導課・教育政策課

・県の「小・中・高連携の特別授業」事業を

活用し、教職員間及び学びの交流を図る

・国府台高校の教諭が、市立小

学校１校で授業を実施

◎小中連携・一貫教育の推進【再掲】

教育政策課・指導課・学務課

・有識者を招聘し、円滑な実践及び効果的な

推進のための検討会議を開催する

・関係各課の連携調整を行う

・各中学校区の１年間の取組及び成果と課題

の把握を行う

・推進会議１回実施

・調整会議３回実施

・各中学校区の１年間の取組及

び成果と課題に関する調査の

実施
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・「幼・保・小・中連携の日」の各中学校区

の取組を把握する

・中学校教科用図書改訂を踏まえたカリキュ

ラムの指針改訂作業及び学校への情報提供

を行い、各中学校区で学びの系統性及び連

続性を図ることができるよう支援する

・カリキュラムの指針改訂版の

作成

・「幼・保・小・中連携の日」

の各中学校区の取組の事前調

査及び参観

・教職員対象の研修会を活用した、小中連携・

一貫教育の趣旨やねらい等に関する周知及

び情報交換等の場の設定

・２・３年目教員研修会におい

て趣旨の説明を実施、情報交

換の場の設定

・学校種を超えた児童生徒の関わりが深まる

ように、小中連携推進教員を中学校に配置

する

・３中学校に１名ずつ配置

（数学、英語、体育）

・教育・人権教育の推進【再掲】

指導課

・児童・生徒の道徳性や人権意識を高め、豊

かな心やかかわりを育むため、研修会を開

催する

・道徳教育研修会 年２回実施

・人権教育研修会

年１回実施

４－２－２ 交流及び協働を通じた豊かなかかわり

事業名・担当部署 平成 28年度 取組概要 平成27年度実績

・福祉教育の推進

教育研究センター・指導課

・交流及び共同学習の充実を図るために、研

修会等で情報交換や指導助言を行う

・福祉に関する理解を深めるために、各校の

取組について情報発信し、研修会等で指導

助言を行う

・教育実践事例発表会にて中学

校区の福祉教育への取組を発

表

○まなびサポート事業の推進【再掲】

教育研究センター・学務課

・就学相談・訪問相談により、子ども達の園・

学校生活を支援する

・年１回の就学相談会の実施

・医師等への相談会の開催により、一人一人

の教育的支援の充実を図る

・医師等への相談会23回

・全体会２回実施

・個別の指導計画の作成と活用により、教育

的ニーズに応じた支援の充実を図る

・学校訪問や調査で、個別の指導計画作成が

必要と思われる児童・生徒の、個別の指導

計画作成状況を把握し、学校が新たに作成

するにあたり支援を行う

・個別の指導計画作成が必要と

思われる児童・生徒の作成率

（平成26年度）

小・中特別支援学級100％

通常の学級

小学校95.7％

中学校85.1％

・園や学校への訪問相談におい

て作成と活用の助言

・個別の教育支援計画の作成と活用及び関係

機関との連携により、教育的ニーズに応じ

た支援の充実を図る

・教育と福祉の連携会議をはじ

め関係各課との会議を実施

園や学校への訪問相談におい

ての作成と活用の助言
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・必要に応じて心身障がい児補助教員及び支

援員を配置する

・補助教員125名

・支援員 18名

◎地域とともに歩む学校づくり推

進事業

教育政策課・指導課・

生涯学習課・公民館

・地域と学校の連携をよりいっそう推進する

ため、学校と学校支援ボランティアをつな

ぐ学校支援コーディネーターの各学校への

配置を推進する

・市立小・中学校24校、計39

名配置

（平成26年度）

小・中学校の学校支援ボラン

ティアのべ約35,000人

・研修会及び交流会を開催し、学校支援コー

ディネーターの育成を図るとともに公民

館等との連携を図り、市内における学校支

援のネットワークを構築する

・研修会２回、交流会１回開催

○青少年交流活動センター運営管

理事業

青少年課

・宿泊型研修施設である青少年交流活動セン

ター（うら・らめ～る）において、青少年

の交流及び団体生活を通じて、青少年の健

全な育成を図る

（平成26年度）

・利用者数30,321名

○青少年館運営管理事業

青少年課

・集合事務所内の青少年館において、青少年

同士の交流と自発的な学習や趣味等の活

動を行うことにより、青少年の健全育成を

図る

（平成26年度）

・利用者数48,782名

○青少年交流施設管理運営事業

青少年課

・新浦安駅前プラザマーレ内の青少年交流施

設において、放課後や休日における青少年

の活動・交流を中心として、芸術・音楽・

文化を通して、青少年の自主的な活動を推

進する

（平成26年度）

・利用者数34,187名

※一般講座利用者除く

・少年の広場管理運営事業

青少年課

・野外活動や団体活動を通して、心豊かな青

少年の育成を図る

（平成26年度）

・利用者数3,064名

○こどもの広場運営事業

青少年課

・主に幼児から小学生を対象とした「こども

の広場」を設置し、子どもたちが自由にの

びのびと遊び、そこから得られる様々な体

験や交流を通して、子どもたちの創造性や

自主性を育む

整備完了・平成27年10月24

日供用開始

◎放課後異年齢児交流促進事業

青少年課

・放課後の余裕教室等を活用して安全で安心

な遊び場を提供し、子どもたちの自主的な

遊びを通じ異なった学年の子どもたちの

交流を促進することにより、創造性や自主

性、社会性を養う

（平成26年度）

・７小学校実施

・利用者数46,763名

○児童育成クラブ管理運営事業

青少年課

・保護者が就労等により昼間家庭にいない小

学校１年生から４年生までの児童及び６年

生までの療育手帳等の交付を受けている特

別な支援を必要とする児童を放課後などに

支援する

・17小学校区で実施

・少年親善スポーツ大会 ・市内の児童が、スポーツ活動を通じて相互 ・参加者数190名
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青少年課 の親睦を深めるとともに、健康的な体力づ

くりを図る

第５節 郷土愛 （誇り）

５－１ふるさと浦安の歴史・文化への理解の向上

５－１－１ ふるさと浦安の歴史・文化の理解に関する教育の充実

事業名・担当部署 平成 28年度 取組概要 平成27年度実績

・郷土博物館の活用の推進

郷土博物館

・全小中学校等に、学習の場提供、学校教育

と連携

（平成26年度）

・幼稚園・保育園・学校等の利

用延べ199回8,313人

・ふるさと浦安の歴史・地域学習の

充実

指導課

・小学校社会科副読本「わたしたちの浦安」

の内容を充実させるために、社会科副読本

改訂委員会議を実施する

・平成28年度版発行に向けた改

訂準備作業を年９回実施

・地域学習の重要性を理解し、その推進（教

材の開発、情報提供）を図るため、中学校

でも活用できる資料を郷土博物館活用推

進委員や中学校社会科教員と連携を図り、

今後改定が予定されている郷土博物館活

用の手引きの中に反映できるよう検討し

ていく。

・平成28年度版副読本指導の手

引の作成

・ふるさと浦安作品展の開催【再掲】

郷土博物館

・「ふるさと浦安」への作品制作や研究によ

り、ふるさとを愛する気持ちを育てる作品

展の開催。市内の全小中学校の参加を目指

し、連携を図る

・参加者数1,441名

・参加校

市内小学校17校

市内中学校８校

市外中学校１校

・ボランティア活動推進事業【再掲】

指導課

・ボランティア活動を推進し、学校と地域と

の連携を促進するため、地域行事への参画

交流等の推進を図る

・実施校

小学校17校

中学校９校

・三番瀬を活用した環境学習の推進

【再掲】

郷土博物館・指導課・環境保全課

・三番瀬の水辺環境を、環境学習活動や自然

体験の場として活用し、環境を大切にする

心やふるさと意識を育む

・「野鳥観察」「浦安の貝を見分

けよう」参加者合計21人

◎ふるさとうらやす立志塾の開催

【再掲】

指導課

・各中学校長から推薦を受けた中学２年生を

対象にした、宿泊研修を含むリーダー研修

を開催し、21世紀を担うリーダーの育成

を図る

・27名参加

・全６回開催

５－１－２ 国際理解教育の推進

事業名・担当部署 平成 28年度 取組概要 平成27年度実績

・国際理解教育の推進

指導課

・学校訪問等を通じて教育環境の整備等の指

導助言を行い、国際理解教育の推進を図る

また、各種研修会を通じて、小学校英語教

育の教科化に向けた更なる指導力の向上に

・学校訪問

小学校９校

中学校５校
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努めるとともに、２・３年目教員研修に外国

語活動の授業研究を取り入れたり、ＡＬＴを

活用した校内ミニ英会話研修を実施して、教

職員の英語力の向上を図る。

○英語教育推進事業【再掲】

指導課

・市内小中学校に外国語指導助手（ＡＬＴ）

を配置するとともに、必要な教員向け研修

会を設定し、英語教育の充実を図る

・ＡＬＴ配置・派遣

小学校13名

中学校９名

・ＡＬＴコーディネーターを小学校に派遣し、

外国語活動の支援及び校内体制づくりの推

進を図る

・コーディネーター１名

・小学校１～４年生で年間14時間の外国語活

動を実施する特別な教育課程を編成し、外

国語教育の充実を推進する

・実施校

小学校17校

５－１－３ 平和教育の推進

事業名・担当部署 平成 28年度 取組概要 平成27年度実績

○平和学習青少年派遣事業

地域ネットワーク課

・平和学習の一環として、各市立中学校から

２名を長崎に派遣し、現地で平和学習に参

加

・各中学校２名、計18名参加

○被爆体験講話事業

地域ネットワーク課

・市内被爆者団体や長崎の被爆者が希望校で

被爆体験講話を実施する

・参加者数16校1,874名聴講

・実施校

小学校14校

中学校２校

・非核平和パネル展の実施

地域ネットワーク課

・市所有の原爆被災パネルを希望校で巡回展

示する

・実施校

小学校17校

中学校８校

・親子平和バスツアーの実施

地域ネットワーク課

・小・中学生とその保護者を対象に第五福竜

丸展示館(江東区)および昭和館(千代田区)

を見学

・７月28日（火）

中学生以下18名

保護者11名

・８月25日（火）

中学生以下14名

保護者11名

第６節 教育環境の整備・充実の推進

６－１地域ぐるみで子どもをはぐくむ仕組みづくり

６－１－１ 地域ぐるみの教育支援

事業名・担当部署 平成 28年度 取組概要 平成27年度実績

◎地域とともに歩む学校づくり推

進事業【再掲】

教育政策課・指導課・

生涯学習課・公民館

・地域と学校の連携をよりいっそう推進するた

め、学校と学校支援ボランティアをつなぐ学

校支援コーディネーターの各学校への配置

を推進する

・市立小・中学校24校、計39

名配置

（平成26年度）

小・中学校の学校支援ボラ

ンティアのべ約35,000人
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・研修会及び交流会を開催し、学校支援コーデ

ィネーターの育成を図るとともに公民館等

との連携を図り、市内における学校支援のネ

ットワークを構築する

・研修会２回、交流会１回開

催

・生涯学習情報提供システム運営事

業

生涯学習課・教育政策課

・地域全体で学校教育を支援し、地域ぐるみで

子どもの学習・教育活動や安全の確保などに

取り組み、地域の教育力の向上などを図れる

よう、様々な分野で優れた知識や技術を持っ

た人材を発掘し学校支援ボランティアや学

校支援協力者、学校と地域の支援者の間を調

整する学校支援コーディネーターの登録・活

用を図る

・団体登録数471団体

・人材登録数84名

・学校支援コーディネーター

１団体

・青少年健全育成団体との連携

青少年センター・指導課

・浦安市青少年補導員連絡協議会と連携して補

導活動を行うほか、浦安市青少年健全育成連

絡会、小中生徒指導主任会議、学校警察連絡

委員会等との情報交換等を通じ、青少年の非

行防止及び被害防止を図り、地域ぐるみで子

どもたちを支える活動を支援する

（平成26年度）

・青少年補導員による補導活動

231回

・小中生徒指導主任会議３回

・葛南地域生徒指導行政担当者

協議会８回

・浦安市学校警察連絡委員会

３回

・市川・浦安地区高等学校警察

連絡協議会４回

□放課後・土曜日等の教育活動のあ

りかた検討事業

教育政策課・生涯学習課・

指導課・教育研究センタ

ー・青少年課・公民館

・関係各課と連携し、放課後・土曜日等の教育

環境を豊かなものにするため、本市の子ども

たちにとって望ましい教育活動のあり方に

ついて検討し、教育活動を推進するための環

境を整える

・検討委員会 ３回開催

・作業部会 ５回開催

・課題別分科会 必要に応じて

開催

□生活困窮者等学習支援事業

社会福祉課

･ 生活困窮世帯の子ども（小４～中３）に対し、

学習会を開催することによって学習の機会

と場を提供する

・毎週水、金開催

・特別講習含め92回開催

・申込者数39名

・開かれた学校づくり委員会

生涯学習課

・市内県立高校では校長が地域住民及び保護者

等の中から委員を推薦して「開かれた学校づ

くり委員会」を設置し、安全・安心で地域に

信頼される学校づくりを進める

・実施校

県立高校２校

○部活動推進事業【再掲】

保健体育安全課・指導課

・専門的な指導力を有する社会人指導者を派遣

し、部活動の活性化を図る

・部活動の活性化を図るため、必要物品購入や

大会参加費補助、各種大会を主催する小中学

校体育連盟への補助を行う

・実施校

小学校48名

中学校110名

・浦安市小中学校体育連盟主催

大会

小学校４大会

中学校13大会
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６－１－２ 地域に貢献する学校づくり

事業名・担当部署 平成 28年度 取組概要 平成27年度実績

・災害時の避難所運営推進事業

教育総務課

・地域住民が主体となって避難所の開設・運営

ができるよう、防災課とともに各地区（各学

校）の避難所開設・運営マニュアル作成会議

に参加し、マニュアルの作成及びマニュアル

を活用した訓練等の促進を図る

・マニュアル策定会議等への参

加12回

・策定会議開催中

小学校 ４校

中学校 ４校

・策定済み

小学校 13校

中学校 ５校

・特別教室、多目的室などの教室開

放事業

生涯学習課

・開放に向けての課題を調査・研究し、モデル

校を指定して今後の学校施設の開放のあり

方を検討する

・１校実施

・学校体育施設開放事業

市民スポーツ課

・スポーツ振興を図るため、各学校体育施設を

地域住民に開放

・21校実施

・227団体

（延343,248名）

・ボランティア活動推進事業【再掲】

指導課

・ボランティア活動を推進し、学校と地域との

連携を促進するため、地域行事への参画交

流等の推進を図る

・実施校

小学校17校

中学校９校

６－１－３ 安全・安心な教育環境づくり

事業名・担当部署 平成 28年度 取組概要 平成27年度実績

○学校防犯対策の充実

保健体育安全課・防犯課・

保育幼稚園課・青少年課・指導課

・小学校へ警備員を配置する ・17校17名配置

・防犯カメラを設置し、警備の強化を図る ・設置園・学校数

幼稚園６園

認定こども園８園

小学校17校

中学校９校

・警察等と連携し防犯訓練・防犯教室を実施す

る

・防犯訓練２回

・防犯教室17回実施

・防犯ブザー携行による通学を推進する ・小学校の新１年生に配布

・事業者との連携による防犯対策の

推進

防犯課

・市内に事業所や店舗を開設している事業者の

協力を得て、子どもたちが、万一犯罪に遭っ

たり、遭いそうになったりした時に避難でき

る場所として「防犯かけこみ110番の店（浦

安市犯罪緊急避難所）」を設置するとともに、

車両で市内各地区を走行して行う事業（バ

ス・タクシー・郵便・新聞配達・一般廃棄物

処理事業者など）に合わせ、不審者等発見時

の警察への通報や犯罪被害者の保護などの

防犯活動に取り組んでいる「事業者パトロー

（平成26年度）

・防犯かけこみ110番の店

805店舗

・事業者パトロール隊参加事業

所数 41事業所
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ル隊」にご協力いただき、防犯体制の強化を

図る

・子どもの帰宅を促すための放送の

実施

防犯課・保健体育安全課・

指導課・生涯学習課・

青少年センター・青少年課

・日没時間が早く、子どもたちが特に犯罪や事

故などに巻き込まれる危険性が高まる期間

（11月～２月）の午後４時30分に、防災行

政用無線による『子どもの帰宅を促すための

放送』を実施し、子どもたちの早めの帰宅と

合わせて、各地域の住民の方々に見守りや声

掛けなどを行っていただき子どもたちの安

全確保を図る

・平成27年11月１日から平成

28年２月29日まで実施

（各日午後４時30分）

○移動防犯事業

防犯課

・移動防犯車「ブルーレインボー」を利用し公

民館・公園・各種イベント会場等で就学前の

子どもたちや保護者などに防犯教室を実施

し、防犯教育の充実を図る。また、警察と連

携し、園児・児童を対象に「連れ去り防止教

室」を実施し、子どもたちの防犯行動力の向

上を図るとともに、学校・幼稚園・認定こど

も園・保育園・児童育成クラブ等の教職員等

を対象とした「不審者侵入対応訓練」を実施

し、防犯意識の向上と防犯体制の強化を図る

（平成26年度）

・移動防犯車での定期巡回教

室・啓発活動開催数

76回

・学校・幼稚園等での防犯教

室・訓練 52回

・交通事故防止対策の充実【再掲】

保健体育安全課・交通安全課

・通学路安全点検の結果を踏まえ、関係機関と

連携のもと安全対策を検討・実施する

・通学路検討会２回実施

・注意を要する交差点へ交通整理員を配置する ・９か所14名配置

・警察等と連携した交通安全教室・自転車交通

安全教室を開催する

小学生

・交通安全教室（１年生）実施

17校

・自転車交通安全教室（３年生）

実施17校

中学生

・スケアードストレイト自転車

交通安全教室実施３校

・学校事故防止対策の充実

保健体育安全課

・ＡＥＤを使用した救急法や食物アレルギーに

関する職員研修を推進するとともに、事故発

生時に関係各所が連携して対応できるよう

体制づくりに努める

・校内職員救急法等研修実施

小学校17校、中学校８校

・防災教育の推進【再掲】

保健体育安全課・指導課・

教育研究センター

・各学校の「学校安全計画」及び「学校防災（地

震）対応マニュアル」の見直しを支援し、避

難訓練の計画的な実施等、教育活動全体を通

じた防災教育を推進する

・防災教育指導資料の検討・見

直し

・防災体験講座の開催【再掲】

公民館

・防災・防犯の啓発及び情報・知識・スキルア

ップのための学習を実施する

・防災・防犯の講座を通して、「地域」や「コ

ミュニティ」について考えるための学習を実

（平成26年度）

・６事業（13回実施）

・参加者数291名
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施する

・地域ぐるみでの見守り・防犯対策

の推進

青少年センター・青少年課

・補導活動を通じて、地域ぐるみで子ども達を

見守る

（平成26年度）

・青少年補導員による補導活動

231回

・浦安市立小中学校ＰＴＡ連絡

協議会の協賛による８・

３・５運動の推進

６－１－４ 家庭の教育力の向上

事業名・担当部署 平成 28年度 取組概要 平成27年度実績

○教育情報誌発行事業

教育政策課

・教育情報誌「うらやすスタイル」を発行し、

子育て世代の保護者及び市民に配布するこ

とで、学校教育及び家庭や地域社会における

教育に対する関心を高め、学校・家庭・地域・

行政が一体となった教育を推進する

・26,500部を年２回、28,000

部を１回発行し、保護者や

市民に配布

・子育て支援センター事業

保育幼稚園課

・子どもの健全な育成及び育児支援を目的とし

て、子育てに関する相談や情報提供等を子育

て支援センターで行い、地域の子育て家庭に

対する育児支援を図っていく

（平成26年度）

・利用総数 31,081人

・地域子育て支援センター事業

保育幼稚園課

・市内８か所の保育園で親子の交流や保育園児

との交流、催し物などを行い、家庭での教育

へとつなげる

（平成26年度）

・８か所、利用総数49,532人

・家庭教育学級の実施

公民館

・各公民館で幼稚園・小・中学校保護者を対象

にした家庭教育学級を実施する

（平成26年度）

・幼稚園６学級（68回）

参加者数663名

・小学校８学級（95回）

参加者数840名

・中学校１学級（14回）

参加者数231名

・週末学級２学級（10回）

参加者数213名

・家庭教育講演会の開催

公民館

・幼稚園・小・中学校保護者を対象に家庭教育

についての講演会を開催する

（平成26年度）

・参加者数82名

・子育て支援事業

公民館

・父親の育児参加のための学習機会の創出

・親同士の交流と学習を深める、家庭教育と子

育て支援事業の充実を図る

・子どもの発達課題（乳幼児期・思春期等）

に応じた家庭教育に関する講座を実施する

（平成26年度）

・16事業(89回実施)

参加者数981名

・子育てすこやか広場事業

保育幼稚園課

・市立幼稚園・認定こども園14園にて子育て

すこやか広場事業を継続実施

・親子・幼児同士の遊びや生活の指導や保育カ

ウンセラーの子育てに関する相談を通して

（平成26年度）

・延べ335回開催、延べ参加者

数7,605組

・保育相談1,954件
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家庭の教育力の向上を図る

６－２開かれた学校づくり

６－２－１ 開かれた学校づくり

事業名・担当部署 平成 28年度 取組概要 平成27年度実績

○学校評議員制度事業

学務課

・保護者や地域住民等の意向を把握し、開かれ

た学校づくりを推進する

・合計201名

・学校評価推進事業

学務課・保育幼稚園課

・各学校において、自校の教育活動やその他の

学校運営の状況について自己評価を行うと

ともに、学校関係者評価委員会を設置して学

校評価を実施する

・学校評価は、教育ビジョンに基づいた全校共

通の評価シートを活用して教育委員会に報

告する

・全ての小中学校において学校

関係者評価委員会を設置し、

２～４回の会議を実施

・各幼稚園・認定こども園において自園の教育

活動や園運営について自己評価を行うとと

もに、学校関係者評価委員会を設置して学校

評価を実施する

・評価委員を各園３～４名配置

（計55名）

・各園による評価委員会３回実

施

・情報発信の充実

教育研究センター

・ホームページシステムの更新とともに、ホー

ムページ講習会を実施することにより、市立

小・中学校の情報発信の充実を図る

・合計88名

○教育情報誌発行事業【再掲】

教育政策課・指導課・生涯学習課

・保育幼稚園課

・教育情報誌「うらやすスタイル」を発行し、

子育て世代の保護者及び市民に配布するこ

とで、学校教育及び家庭や地域社会における

教育に対する関心を高め、学校・家庭・地域・

行政が一体となった教育を推進する

・26,500部を年２回、28,000

部を１回発行し、保護者や

市民に配布

６－２－２ 教職員の質の向上

事業名・担当部署 平成 28年度 取組概要 平成27年度実績

○教職員の質・指導力の向上

指導課・教育研究センター

・教職員研修の内容を充実させることで、教職

員の質や指導力の向上を図る

・研修を51講座実施

・教育実践講座（年10回実施）

・教職員用情報の定期的な配信や各種情報の提

供により、教職員の質や指導力の向上を図る

・教育情報かけはし

年10回配信

○学力調査の活用推進【再掲】

指導課・教育研究センター

・学力調査の結果を分析し、課題解決のために

作成した資料を、各学校での授業改善や学校

訪問等での指導資料として活用することに

より、教職員の指導力向上を図る

・会議２回実施

・研修会４回実施

・指導資料20本掲載（平成26

年度）

・指導案51本掲載（平成26
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年度）

○こども教育未来センター整備事業

教育政策課・教育研究センター

・「こども教育未来センター基本構想」に基づ

いて、現在ある教育研究センターの機能や、

今後必要な機能や施設、設備等の調査・検討

を行う

・研修会を年３回開催

・情報セキュリティ体制の整備

教育研究センター

・情報セキュリティ運用基準を見直し、より安

全な、かつ実情に合ったものにしていく

・新規採用職員対象に研修会を開催し、セキュ

リティ意識と技能を高める

・全教職員対象に情報セキュリティ研修を実施

することにより、セキュリティ意識と技能を

高める

・年６回実施

・年２回eラーニング研修を実

施

６－２－３ 教員が子どもと向き合う環境の整備

事業名・担当部署 平成 28年度 取組概要 平成27年度実績

○こどもの成長の記録提供システ

ムの活用の推進

教育研究センター

・児童生徒の成績や発育状況等の情報をシステ

ムで一元管理することにより、児童・生徒・

保護者に継続的に分かりやすい形で情報提供

を行う

・システム研修会を計画的に実施し、円滑な活

用を支援する

・市内小・中学校全校で通知

表・指導要録・出席簿・調

査書（中学校）をシステム

により作成

・研修会年４回実施

・事務の軽減化・効率化の推進

教育総務課

・全校に市費学校事務非常勤職員を配置 ・26名配置

・市費学校事務非常勤職員研修会の開催 ・３回実施

○教職員のメンタルヘルスカウン

セリング事業

学務課

・臨床心理士資格等を有する相談員による電話

相談及び面談を業者に委託し、教職員の健康

相談や悩みの相談に応じる

・教職員への事業の周知

・電話や面談による個別相談

を実施

６－３ 教育環境の整備充実

６－３－１ 特色ある学校づくりの推進

事業名・担当部署 平成 28年度 取組概要 平成27年度実績

○ふるさとふれあい教育活動推進

事業

指導課

・市立幼稚園・認定こども園・小学校・中学校

に設置された学校教育活動支援協議会が行う

学校と地域の協働による教育活動を支援し、

学校評議員等も関わり「地域ぐるみで学校を

支援する仕組みづくり」を推進する

・市立全幼稚園・認定こども

園・小学校・中学校で実施

幼稚園６園

認定こども園８園

小学校17校

中学校９校

○学校選択制推進事業

学務課

・児童生徒や保護者の学校選択機会の拡大を図

る

（平成26年度）

小学校４校 計26名

中学校３校 計108名
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◎学校適正配置の推進

学務課

・学校規模の差を解消し、教育環境を整備する

ために学校適正配置について検討していく

・委員会内での検討会議を開

催

◎入船・美浜地区学校統合推進事業

教育政策課・学務課

・美浜地区学校統合については、一時凍結とし、

市全域での学校施設の適正配置について検討

・入船小学校の開校式及び校

歌・校章の制定、魅力ある

学校づくりを支援した

・委員会内での検討会議を開

催（美浜地区学校統合の一

時凍結を決定）

６－３－２ 教育施設等の整備充実

事業名・担当部署 平成 28年度 取組概要 平成27年度実績

◎ＩＣＴ環境の整備及び効果的な

活用【再掲】

教育研究センター

・情報政策課と協議しながらＰＣ等整備計画を

見直し、校内ネットワークを含むＩＣＴ環境

を充実させ、授業・校務での活用を図る

・普通教室におけるタブレット端末の活用につ

いて、モデル校での実践を進めるとともに、

段階的に市内全校への導入を進める

・ＰＣ等整備計画の見直しを

実施

・ＩＣＴ支援員のべ120日派

遣

・ＩＣＴ支援員のべ159日派

遣（モデル校）

◎□南小学校屋内運動場建替建設

事業

教育施設課

・基本・実施設計及び敷地測量・地質調査業務

委託を行う

（平成28年度新規事業）

◎□浦安中学校大規模改修・増築事

業

教育施設課

・増築する施設の規模・配置計画を決定し、大

規模改修と併せて、基本・実施設計及び敷地

測量・地質調査業務委託を行う

（平成28年度新規事業）

◎特別支援学級等整備事業

教育研究センター・教育施設課

・特別支援学級と通級指導教室の整備を計画的

に行い、特別な教育的支援を必要とする子ど

もの教育的ニーズに応じた学習環境の充実を

図る

・平成28年４月から新たに富岡中学校に特別支

援学級を開級

・堀江中学校の特別支援学級開設に向け準備を

進める

・入船小に特別支援学級を開

設

・学習支援室整備事業

教育研究センター

・特別な教育的支援を必要とする子どもの教育

的ニーズに応じた学習環境を整備するととも

に、個に応じた個別学習や少人数学習などを

行うための多様な学びの場の充実を図る

・浦安小と日の出南小に整備

◎こども教育未来センター整備事業

【再掲】

教育政策課・教育研究センター

・「こども教育未来センター基本構想」に基づ

き、現在ある教育研究センターの機能や、今

後必要な機能や施設、設備等の調査・検討を

行う

・研修会を年３回開催

○こどもの広場整備事業

青少年課

・主に幼児から小学生を対象とした「こどもの

広場」を設置し、子どもたちが自由にのびの

びと遊び、そこから得られる様々な体験や交

流を通して、子どもたちの創造性や自主性を

整備完了・平成２７年１０月

２４日供用開始
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育む

・教育委員会大型バス運行管理事業

教育総務課

・社会教育の振興や学校教育の充実をはかるた

め、社会教育関係団体、市立小・中学校、幼

稚園・認定こども園の教育関係団体に対し、

教育委員会で賃借している大型バス（ふれあ

い号）の貸出を行う

利用件数 138件

教育委員会 15件

小学校 55件

中学校 １件

こども園 ４件

幼稚園 ３件

保育園 ８件

社会教育関係団体 30件

市長部局 16件

その他 ６件

６－３－３ 就学に対する援助の充実

事業名・担当部署 平成 28年度 取組概要 平成27年度実績

◎浦安市奨学金制度

教育総務課

・高等学校、大学等に入学又は在学する者で、

経済的理由により修学することが困難な者に

対し、奨学資金の貸付制度と奨学支援金の支

給制度を実施することで、教育機会均等を図

るとともに、将来社会に貢献する有意な人材

育成を目指す

・貸付人数50名（平成26

年度）

・支給人数149名

・要保護及び準要保護児童・生徒就

学援助事業

学務課

・経済的理由により就学困難な児童・生徒へ、

関係法令による学校教育への必要経費の援助

を実施

（平成26年度）

・要保護児童53名・生徒39

名

・準要保護児童422名・生徒

283名

第７節 多様な学習ニーズに応える学習機会の充実

７－１ 学習課題に応じた学習機会の充実

７－１－１ 現代的課題などに対応する学習機会の充実

事業名・担当部署 平成 28年度 取組概要 平成27年度実績

○生涯学習フォーラム

生涯学習課

・社会や地域が抱える課題をテーマとして、講

演やパネルディスカッションを行い、市民の

学習ニーズに応える

・参加者数181名

・生涯学習まちづくり出前講座

生涯学習課

・行政情報等を積極的に提供することで市政へ

の理解を深めるとともに、これからの浦安の

まちづくりについて共に考えてもらう

・計35回の講座を開催

・現代的課題事業

公民館

・市民にとって身近な公民館を活用し、防災、

環境、人権、国際理解等の現代的課題につい

ての学習を行う

（平成26年度）

・52事業（148回実施）参加

者数3,087名

○レファレンスサービス事業

中央図書館

・検索手段等の整備によって、より効率的かつ

迅速に利用者へ回答又は資料の提供を行う

（平成26年度）

・案内受付件数122,933件

○一般奉仕事業 ・図書館において最も基本となる、貸出を中心 （平成26年度）
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中央図書館 とした資料提供サービスを行い、また、予約

等のサービスの向上を図る

・貸出冊数 2,014,988冊

○図書館資料の充実

中央図書館

・図書、雑誌、視聴覚資料等図書館資料の充実 （平成26年度）

・図書受入冊数51,871冊

・図書館講座・講演会

中央図書館

・各分野の専門家から学問、思想、歴史等を連

続講座で学ぶ「図書館カルチャー」のほか、

名作映画鑑賞会など各種集会事業を開催

（平成26年度）

・883回10,940人参加

・郷土博物館運営事業

郷土博物館

・体験学習や浦安の歴史・文化などの学習機会

提供、生涯学習推進

（平成26年度）

・入館者数97,487人

※内、休日体験は1,027人(延

べ36回開催)

７－１－２ 人にやさしい学習機会の充実

事業名・担当部署 平成 28年度 取組概要 平成27年度実績

・障がい者のための学習支援事業

公民館

・知的障がい者を対象とした余暇支援、地域交

流事業を実施する

・精神障がい者を対象とした地域交流・活動支

援事業を実施する

（平成26年度）

・３事業（34回実施）

参加者数573名

・スポーツの集い

市民スポーツ課

・市民が気軽に軽スポーツ等を参加・体験でき

るイベントを開催

・延べ体験者数

3,043名

・軽スポーツ大会

市民スポーツ課

・スポーツ推進委員による軽スポーツ大会の実

施

・参加者数51名

７－１－３ 就労のための学習支援の充実

事業名・担当部署 平成 28年度 取組概要 平成27年度実績

・就労支援事業

公民館

・労働は社会を支える根幹であり、特に若年層・

女性・中高年層の就労者支援教育、勤労者の

キャリアアップ学習を実施する

（平成26年度）

・５事業（５回実施）

参加者数34名
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７－２ 学習情報の提供と学習相談体制の充実

７－２－１ 市民の学習要求に対応した情報提供の充実

事業名・担当部署 平成 28年度 取組概要 平成27年度実績

・生涯学習情報提供システム運営事

業【再掲】

生涯学習課

・生涯学習施設などの学習情報を一元化して発

信するとともに、市民団体が直接活動内容を

発信できる生涯学習情報提供システムを運営

し、学習情報の提供を図る

・団体登録数471団体

・人材登録数84名

・生涯学習まちづくり出前講座

【再掲】

生涯学習課

・行政情報等を積極的に提供することで市政へ

の理解を深めるとともに、これからの浦安の

まちづくりについて共に考えてもらう

・計35回の講座を開催

・生涯学習情報紙の発行

生涯学習課

・市民の学習機会の充実を図るため、生涯学習

まちづくり出前講座や生涯学習施設案内パン

フレット等を隔年で発行する

・こども情報紙「このゆびと

まれ」年３回発行
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・公民館情報誌発行事業

公民館

・公民館情報誌「ルネサンス」の発行 （平成26年度）

・年４回219,500部発行

○レファレンスサービス事業【再

掲】

中央図書館

・検索手段等の整備によって、より効率的かつ

迅速に利用者へ回答又は資料の提供を行う

（平成26年度）

・案内受付件数 122,933件

○教育情報誌発行事業【再掲】

教育政策課

・本市の教育について市民の関心を高め、学校・

家庭・地域・行政が一体となった教育を推進

することを目的に、教育情報誌「うらやすス

タイル」を発行し、子育て世代の保護者に配

付するとともに、社会教育施設に置いたり、

ホームページに掲載したりするなど、広く市

民に情報提供する

・26,500部を年２回、28,000

部を１回発行し、保護者や

市民に配布した

７－２－２ 学習相談窓口の整備・充実

事業名・担当部署 平成 28年度 取組概要 平成27年度実績

・学習相談事業

公民館

・市民の多様な学習相談に応えられるよう、公民

館などの生涯学習施設が連携して、情報を収集

し発信する。また、公民館を中心として、各生

涯学習施設の役割分担を考慮しながら、連携・

協力体制を確立する

・公民館窓口で学習相談やサ

ークル活動紹介等に随時

対応した

７－３ 公民館・図書館の運営の充実

７－３－１ 公民館の運営の充実

事業名・担当部署 平成 28年度 取組概要 平成27年度実績

○公民館運営事業

公民館

・各公民館で主催事業実施、サークル活動への

場所の提供

・市民参画や市民協働による講座の運営

（平成26年度）

・主催事業4,781回実施

参加者数132,098名

来館者数589,812名

・公民館施設予約管理システム事業

公民館

・市民がインターネット上から、施設の空き状

況の確認や予約などができる予約管理システ

ムを運営する

・制度改正に伴いシステムの

改修を予定（３月）

・公民館文化祭

公民館

・サークル団体の学習成果の発表を通して、公

民館活動を紹介し、地域住民に公民館を身近

に感じてもらえるよう、公民館文化祭を開催

する

・改修工事中の富岡公民館を

除く６館で文化祭を開催

来館者数27,825名

７－３－２ 公民館施設の整備

事業名・担当部署 平成 28年度 取組概要 平成27年度実績

◎□富岡公民館大規模改修事業

公民館

・富岡公民館全面開館予定（６月） ・改修工事の実施

◎□中央公民館大規模改修の検

討・実施

・改修工事に伴う実施設計を行う ・改修工事に向けた準備作業
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公民館

７－３－３ 図書館の運営の充実

事業名・担当部署 平成 28年度 取組概要 平成27年度実績

◎電子資料提供サービス事業

中央図書館

・震災資料アーカイブシステムの運用

・コンテンツの追加・充実

・電子資料提供サービスの拡充に関する検討、

協議

・震災資料アーカイブシステ

ムの構築、コンテンツの作

成

・７月より「浦安震災アーカ

イブ」を公開

◎図書館サービス拡充事業

中央図書館

・図書館の開館日開館時間拡充を継続する ・７月より実施

○児童サービス事業【再掲】

中央図書館

・児童書および児童研究書の収集・提供・保存

を行なうほか、推薦図書リストの発行、学校・

保育園等と連携し各種事業を行う

（平成26年度）

・児童書貸出冊数

442,210 冊

○図書館資料の充実【再掲】

中央図書館

・図書、雑誌、視聴覚資料等図書館資料の充実 （平成26年度）

・図書受入冊数51,871冊

○ハンディキャップサービス事業

【再掲】

中央図書館

・図書館に来館が困難な方への宅配サービス、

活字資料をそのままの形では利用できない利

用者向けの資料製作

（平成26年度）

・宅配件数 392件

○ブックスタート事業

中央図書館

・市民課、図書館、健康増進課の３課連携事業

として、市民課窓口で出生届け受理に際し、

絵本を配布。健康増進課の母子保健推進員が

講座の案内を行い、図書館がブックスタート

絵本講座を開催

（平成26年度）

・絵本配布冊数 1,256冊

・ブックスタート絵本講座

48回647名

○レファレンスサービス事業【再掲】

中央図書館

・検索手段等の整備によって、より効率的かつ

迅速に利用者へ回答又は資料の提供

（平成26年度）

・案内受付件数 122,933件

○一般奉仕事業【再掲】

中央図書館

・図書館において最も基本となる、貸出を中心

とした資料提供サービスを行い、また、予約

等のサービスの向上を図る

（平成26年度）

・貸出冊数

2,014,988冊

○児童集会事業【再掲】

中央図書館

・保護者を対象に、絵本作家、児童文学者を講

師に招いて開催する「子どもの本の講座」や、

「絵本のよみきかせ講座」等を開催する

・児童を対象に、科学の実験、工作を行う「科

学であそぼう」、えほんのじかん、おはなし

会、「子ども映画会」等を開催する

（平成26年度）

・784回 8,918人参加

・図書館講座・講演会【再掲】

中央図書館

・各分野の専門家から学問、思想、歴史等を連

続講座で学ぶ「図書館カルチャー」のほか、

名作映画鑑賞会など各種集会事業を開催

（平成26年度）

・883回10,940人参加

・図書館情報サービスの充実 ・データベース等の活用により、図書以外の情 (平成26年度)
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中央図書館 報の提供を進める ・データベース使用件数678

件

７－３－４ 図書館施設の整備

事業名・担当部署 平成 28年度 取組概要 平成27年度実績

◎中央図書館大規模改修

中央図書館

・中央図書館の大規模改修に向け、改修内容及

び、保存スペースの確保について検討する

・館内検討

・先進図書館視察(港区立麻

布図書館)

第８節 ライフステージに応じた学習機会の提供

８－１ 家庭教育の支援

８－１－１ 親が学ぶ機会の充実

事業名・担当部署 平成 28年度 取組概要 平成27年度実績

・家庭教育に関する情報収集と資料

の提供

公民館

・家庭教育に関する学習機会や子育て支援に関

する情報の提供に努める

（平成26年度）

・「家庭教育学級のまとめ」

を作成・配付500冊

・家庭教育学級

公民館

・幼稚園・小・中学校保護者を対象にした家庭

教育学級を実施する

（平成26年度）

・幼稚園６学級（68回）

参加者数663名

・小学校８学級（95回）

参加者数840名

・中学校１学級（14回）

参加者数231名

・週末学級２学級（10回）

参加者数213名

・家庭教育講演会【再掲】

公民館

・幼稚園・小・中学校保護者を対象に家庭教育

についての講演会を開催する

（平成26年度）

・参加者数82名

・子育て支援事業【再掲】

公民館

・父親の育児参加のための学習機会の創出

・親同士の交流と学習を深める、家庭教育と子

育て支援事業の充実を図る

・子どもの発達課題（乳幼児期・思春期等）

に応じた家庭教育に関する講座を実施する

（平成26年度）

・16事業(89回実施)

参加者数981名

８－１－２ 親子がふれあう機会の充実

事業名・担当部署 平成 28年度 取組概要 平成27年度実績

・こども情報紙発行

生涯学習課

・県民の日や、夏休み、春休みに公民館等で実

施する子こども向けイベントを掲載した「こ

のゆびとまれ」を発行する

・年３回発行

・子育て交流事業

公民館

・乳幼児とその親を対象にした情操・交流事業

等を推進する

（平成26年度）

・32事業（174回実施)参加

者数3,377名

・公民館保育室活用事業 ・女性の学びを保障するため、保育つき講座・ （平成26年度）
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公民館 事業実施するとともに、サークル活動への保

育室を開放し、その効果的な活用を図る

・115事業（521回実施）

○児童集会事業【再掲】

中央図書館

「親子で楽しむ絵本講座」「お父さんもいっし

ょに絵本講座」など親子で参加できる事業の

実施

（平成26年度）

・784回 8,918人参加

○子育てすこやか広場事業【再掲】

保育幼稚園課

・市立幼稚園・認定こども園14園にて子育てす

こやか広場事業を継続実施

・親子・幼児同士の遊びの指導を通して、親子

の触れ合いや語り合い、認め合いの機会をつ

くる

（平成26年度）

・延べ335回開催、延べ参加

者数7,605組

・保育相談1,954件

○明海つどいの広場等運営支援事

業

保育幼稚園課

・０～３歳の乳幼児とその親が集い交流する場

の提供、及び緊急・一時的に保育を必要とし

ている家庭に保育サービスを行う

（平成26年度）

・つどいの広場

利用者 親2,973人

・一時保育

利用者 子2,159人

○堀江つどいの広場事業運営事業

保育幼稚園課

・０～３歳の乳幼児とその親が集い交流する場

の提供

（平成26年度）

・利用者 親5,237人

○子育て支援センター事業【再掲】

保育幼稚園課

・子どもの健全な育成及び育児支援を目的とし

て、親子がいつも交流できる場の提供をする

（平成26年度）

・利用総数 31,081人

○地域子育て支援センター事業

【再掲】

保育幼稚園課

・市内８か所の保育園で、親子の交流や保育園

児との交流、催し物などを行う

・利用者は園を選べることができ、交流の機会

も増える

（平成26年度）

・８か所、利用総数49,532

人

８－１－３ 家庭における子どもの読書活動の支援

事業名・担当部署 平成 28年度 取組概要 平成27年度実績

○ブックスタート事業【再掲】

中央図書館

・市民課、図書館、健康増進課の3課連携事業。

市民課窓口で出生届け受理に際し、絵本を配

布。健康増進課の母子保健推進員が講座の案

内を行い、図書館がブックスタート絵本講座

を開催

（平成26年度）

・絵本配布冊数 1,256冊

・ブックスタート絵本講座

48回647名

○児童集会事業【再掲】

中央図書館

・保護者を対象に、絵本作家、児童文学者を講

師に招いて開催する「子どもの本の講座」や、

「親子で楽しむ絵本講座」等の開催によって

読書の大切さを伝える。

（平成26年度）

784回 8,918人参加

８－２ 青少年の健全育成の推進

８－２－１ 体験活動・交流活動の推進

事業名・担当部署 平成 28年度 取組概要 平成27年度実績

・青少年体験事業

公民館

・公民館サークル、地域団体･学校等との連携に

よる生活体験・自然体験等の機会の充実

・夏休み・冬休み・春休み等長期の休業を利用

（平成26年度）

・101事業（162回実施）

・参加者数6,061名
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した体験・交流事業

・地域文化を知り体験する事業

○青少年館管理運営事業【再掲】

青少年課

・集合事務所内の青少年館において、青少年同

士の交流と自発的な学習や趣味等の活動を行

うことにより、青少年の健全育成を図る

（平成26年度）

・利用者数48,782名

◎放課後異年齢児交流促進事業【再

掲】

青少年課

・放課後の余裕教室等を活用して安全で安心な

遊び場を提供し、子どもたちの自主的な遊び

を通じ異なった学年の子どもたちの交流を促

進することにより、創造性や自主性、社会性

を養う

（平成26年度）

・７小学校実施

・利用者数46,763名

○少年少女洋上研修事業【再掲】

青少年課

・平素体験する機会の少ない洋上での生活と研

修の場を持ち、豊かな自然の中で各種の体験

活動を通じて、青少年の健全育成を図る

・参加者数103名

・少年の広場管理運営事業【再掲】

青少年課

・野外活動や団体活動を通して、心豊かな青少

年の育成を図る

（平成26年度）

・利用者数3,064名

・少年親善スポーツ大会【再掲】

青少年課

・市内の児童が、スポーツ活動を通じて相互の

親睦を深めるとともに、健康的な体力づくり

を図る

・参加者数190名

○青少年リーダー養成事業【再掲】

青少年課

・主に中学生を対象として、青少年健全育成活

動のボランティアとして活躍できるリーダー

の育成を図る

（平成26年度）

・年11回実施

・受講者数143名

○青少年交流活動センター管理運

営事業 【再掲】

青少年課

・宿泊型研修施設である青少年交流活動センタ

ー（うら・らめ～る）において、青少年の交

流及び団体生活を通じて、青少年の健全な育

成を図る

（平成26年度）

・利用者数30,321名

○青少年交流施設管理運営事業

【再掲】

青少年課

・新浦安駅前プラザマーレ内の青少年交流施設

において、放課後や休日における青少年の活

動・交流を中心として、芸術・音楽・文化を

通して、青少年の自主的な活動を推進する

（平成26年度）

・利用者数34,187名

※一般講座利用者除く

・ジュニアリーダー研修会【再掲】

青少年課

・小学校４年～６年を対象とし、行動力・受容

力・表現力を身につけるための研修を通じて、

各種体験活動や交流活動を行うことにより、

心豊かなリーダーの育成を図る

・年８回実施

・受講者数278名

・「浦安市民の森」活用事業【再掲】

環境保全課・指導課

・江戸川の水源地域である高崎市倉渕町に設置

した「浦安市民の森」を、市内小学校の林間

学校、森林と親しむ講座等の自然体験や環境

学習の場として活用し、自然に対する理解や

環境に対する意識を高める

・林間学校 ３校実施

・森林と親しむ講座 29名参

加

・キャリア教育の推進【再掲】

指導課

・担当者研修会を実施し、各校のキャリア教育

の充実を推進する

・年２回開催

・福祉教育の推進【再掲】

教育研究センター

・交流及び共同学習の充実を図るために、研修

会等で情報交換や指導助言を行う

・教育実践事例発表会にて中

学校区の福祉教育への取
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・福祉に関する理解を深めるために、各校の取

り組みについて情報発信し、研修会等で指導

助言を行う

組を発表

◎ふるさとうらやす立志塾の開催

【再掲】

指導課

・各中学校長から推薦を受けた中学２年生を対

象にした、宿泊研修を含むリーダー研修を開

催し、21世紀を担うリーダーの育成を図る

・27名参加

・全６回開催

□ふるさとうらやす自立塾の開催

【再掲】

指導課

・小学６年生を対象に、異なる環境の地域での

宿泊研修を開催し、リーダーとしての資質・

能力の素地となる自立心の育成を図る

（平成28年度新規事業）

○うらやすこども大学【再掲】

生涯学習課

・子どもたちに、日常とは違った専門性の高い

活動を体験する機会を設け、自ら学び、体験

することによる“気づき”や、トップレベル

の知識・技術に触れることによる知的好奇心

の向上など、未来の浦安を担うこどもたちを

育成する一助として、市内３大学の協力を得

て、大学キャンパスを会場とした「うらやす

こども大学」を開催する

・小学校４年生～５年生51名

参加

修了者 45名

認定者 ６名

８－２－２ 地域教育力の活用

事業名・担当部署 平成 28年度 取組概要 平成27年度実績

・生涯学習情報提供システム運営事

業【再掲】

生涯学習課

・生涯学習施設などの学習情報を一元化して発

信するとともに、市民団体が直接活動内容を

発信できる生涯学習情報提供システムを運営

する

・団体登録数471団体

・人材登録数84名

・青少年健全育成啓発事業

青少年課

・健全育成標語の募集、いちょう110番の設置

等により、健全育成の啓発活動を実施する

・啓発活動を実施

◎地域とともに歩む学校づくり推

進事業【再掲】

教育政策課・指導課・

生涯学習課・公民館

・地域と学校の連携をよりいっそう推進するた

め、学校と学校支援ボランティアをつなぐ学

校支援コーディネーターの各学校への配置を

推進する

・市立小・中学校24校、計

39名配置

（平成26年度）

小・中学校の学校支援ボラ

ンティアのべ約35,000人

・研修及び交流会を開催し、学校支援コーディ

ネーターの育成を図るとともに市内における

学校支援のネットワークを構築する

・研修会２回、交流会１回開

催

◯ふるさとふれあい教育活動推進

事業【再掲】

指導課

・市立幼稚園・認定こども園・小学校・中学校

に設置された学校教育活動支援協議会が行う

学校と地域の協働による教育活動を支援し、

「地域ぐるみで学校を支援する仕組みづく

り」を推進する

・市立全幼稚園・認定こども

園・小学校・中学校で実施

幼稚園６園

認定こども園８園

小学校17校

中学校９校
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８－２－３ 子どもの読書環境の整備

事業名・担当部署 平成 28年度 取組概要 平成27年度実績

○児童サービス事業【再掲】

中央図書館

・児童書及び児童研究書の収集・提供・保存を

行なうほか、推薦図書リストの発行、学校・

保育園等と連携し各種事業を行う

（平成26年度）

・児童書貸出冊数

442,210冊

○児童集会事業【再掲】

中央図書館

・保護者を対象に、絵本作家、児童文学者を講

師に招いて開催する「子どもの本の講座」や、

「絵本のよみきかせ講座」等を開催する

・児童を対象に、科学の実験や工作を行う「科

学であそぼう」、えほんのじかん、おはなし

会、「子ども映画会」等を開催する

（平成26年度）

・784回 8,918人参加

・浦安市子ども読書活動推進事業

【再掲】

指導課・中央図書館

・学校図書館の整備と運営の円滑化を図り、児

童・生徒の読書活動及び学習支援を行うため、

市立各小中学校全校に学校司書を配置し、読

書活動推進を図る

・市内に図書館および分館を配置し、子どもが

来館しやすい環境をつくる

・学校司書26名配置

・学校図書館の環境整備

指導課

・学校図書館のネットワーク環境と学校図書館

システムの整備により、図書管理の効率化と

児童・生徒の読書活動の推進、調べ学習にお

ける支援を行う

・図書標準達成校

小学校17校/17校中

中学校８校/９校中

８－２－４ 団体の活動支援と指導者育成

事業名・担当部署 平成 28年度 取組概要 平成27年度実績

○青少年リーダー養成事業【再掲】

青少年課

・主に市内の中学生を対象として、青少年健全

育成活動のボランティアとして活躍できるリ

ーダーの育成を図る

（平成26年度）

・年11回実施

・受講者数143名

・青少年健全育成団体活動推進

青少年課

・青少年関係団体活動を支援し、青少年健全育

成を推進

・42団体

・青少年補導員連絡協議会補助金

青少年センター

・青少年の非行防止、健全育成を図るため、浦

安市青少年補導員連絡協議会の運営に要する

経費の一部に対し、補助金を交付する

・浦安市青少年補導員連絡協

議会

８－２－５ 青少年相談事業の充実

事業名・担当部署 平成 28年度 取組概要 平成27年度実績

○青少年補導員による街頭補導活

動等の推進

青少年センター

・青少年非行の早期発見及び未然防止を目的と

し、青少年補導員とともに警察等の関係諸機

関と連携して、パトロールによる街頭補導

（声かけ）を実施

○中央パトロール：午前・午後・薄暮・夜間の

４つの時間帯に計画的に市内全地域のパト

ロールを実施（毎月４回）

（平成26年度）

・中央パトロール41回

・地区パトロール180回

・特別パトロール10回
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○地区パトロール：中学校区ごとに、地域の実

態に合わせたきめ細かなパトロールを実施

（全８ブロックごとに月２回程度）

○特別パトロール：千葉県青少年補導員連絡協

議会年間計画に基づく県下一斉合同パトロ

ール、県下一斉広域列車パトロールのほか、

「浦安市花火大会」「納涼盆踊り大会」にお

けるパトロールを実施

○臨時パトロール：青少年の安全にかかわる事

件・事故（痴漢・暴行、交通死亡事故等）の

発生に伴い臨時にパトロールを実施

○職員パトロール：児童・生徒の下校時や市民

からの情報提供等により青少年センター職

員がパトロールを実施

・青少年相談事業

青少年センター

・青少年の問題行動や学校、家庭等での悩み事

について、青少年、青少年の保護者、青少年

の家族等からの相談を受けている。電話（専

用電話：047-351-1152）と面談（予約制）に

より実施しており、問題解決に向けて適切な

助言を行うとともに、必要に応じて専門機関

の紹介等を行う

（平成26年度）

・電話148回

・面談103回

○訪問相談員派遣事業

指導課

・児童・生徒・保護者のカウンセリング、保護

者や学校への助言を行う

（平成26年度）

・電話相談 575回

・来所相談 407回

・訪問相談 392回

○教育相談事業

指導課

・児童・生徒及び保護者を対象に、学校生活及

び教育全般にわたる諸問題に対し、電話・面

接相談を実施する

（平成26年度）

・電話相談 256回

・面接相談 1,999回

○いじめ対策事業

指導課

・学校いじめ防止基本方針の本格実施に伴う支

援

・市基本方針への取り組み

・いじめ防止等の研修会の実施

・小中生徒指導主任会議３回

実施

・青少年問題協議会での説明

◯適応指導教室事業

指導課

・学習指導・集団活動を通して、自己決定力の

育成を支援する

（平成26年度）

・延べ利用者 889名

・青少年相談員事業

青少年課

・健全育成の地域の担い手として青少年と一体

となった活動を展開し、地域の健全育成活動

を推進する

・青少年相談員数54名

８－３ 成人の学習機会の提供

８－３－１ 多様な学習機会や情報の提供

事業名・担当部署 平成 28年度 取組概要 平成27年度実績

・生涯学習情報提供システム運営事

業【再掲】

・生涯学習施設などの学習情報を一元化して発

信するとともに、市民団体が直接活動内容を

・団体登録数471団体

・人材登録数84名
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生涯学習課 発信できる生涯学習情報提供システムを運営

し、学習情報の提供を図る

・市民参加型事業の推進

公民館

・講座・教室・イベント等については、市民参

加の実行委員会方式による企画運営や、参加

体験学習事業の拡充など、学び合いや相互学

習につながる学習活動の支援を行う

（平成26年度）

・３事業（59回実施）

参加者数384名

・成人対象事業

公民館

・健康で文化的な生活を送るために必要な学習

課題について市民のライフスタイルや学習ニ

ーズに配慮し、多様な手法を用いて事業を展

開する

（平成26年度）

・60事業（816回実施）

参加者数6,558名

・公民館情報誌発行事業【再掲】

公民館

・公民館情報誌「ルネサンス」の発行 （平成26年度）

・年４回219,500部発行

○レファレンスサービス事業【再

掲】

中央図書館

・検索手段等の整備によって、より効率的かつ

迅速に利用者へ回答又は資料の提供を行う

（平成26年度）

・案内受付件数 122,933件

８－３－２ 地域課題に関する学習機会の提供

事業名・担当部署 平成 28年度 取組概要 平成27年度実績

・地域参加交流事業

公民館

・働き盛りの市民、特に地域とかかわりが少な

い男性に、地域や郷土を学び、交流する機会

を提供し、地域活動や学習活動へ導く取り組

みを行う

（平成26年度）

・８事業（27回実施)

参加者数284名

８－３－３ 現代的課題の学習機会の創出

事業名・担当部署 平成 28年度 取組概要 平成27年度実績

・現代的課題事業【再掲】

公民館

・市民にとって身近な公民館を活用し、防災、

環境、人権、国際理解等の現代的課題につい

ての学習を行う

（平成26年度）

・52事業（148回実施）参加

者数3,087名

・図書館講座・講演会【再掲】

中央図書館

・各分野の専門家から学問、思想、歴史等を連

続講座で学ぶ「図書館カルチャー」のほか、

名作映画鑑賞会など各種集会事業を開催

（平成26年度）

・883回 10,940人参加

８－３－４ キャリア形成のための学習機会の充実

事業名・担当部署 平成 28年度 取組概要 平成27年度実績

・就労支援事業【再掲】

公民館

・労働は社会を支える根幹であり、特に若年層・

女性・中高年層の就労者支援教育、勤労者の

キャリアアップ学習を実施する

（平成26年度）

・５事業（５回実施）

参加者数34名

・創業支援セミナー

中央図書館・商工観光課

・商工観光課、浦安商工会議所と連携し、開業

予定または創業を考えている市民に、必要な

資料や情報の提供を行う

（平成26年度）

・延４回69名参加

○レファレンスサービス事業【再

掲】

・検索手段等の整備によって、より効率的かつ

迅速に利用者へ回答又は資料の提供を行う

（平成26年度）

・案内受付件数 122,933件
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中央図書館

８－３－５ アクティブシニア の活用と学習支援

事業名・担当部署 平成 28年度 取組概要 平成27年度実績

・ミドルシニア世代事業

公民館

・ミドル・シニア世代男性の仲間作り・地域活

動を促す学習・交流事業の充実を図る

（平成26年度）

・１事業

参加者数155名

８－４ 高齢者の学習機会の提供

８－４－１ 世代間交流の推進と社会参加の支援

事業名・担当部署 平成 28年度 取組概要 平成27年度実績

・高齢者生きがい対策事業

公民館

・「おたっしゃ体操」

・各公民館区の実情を踏まえた交流・居場所づ

くり事業を推進する

（平成26年度）

・54事業(783回実施)

参加者数10,622名

・コミュニティ・カレッジうらやす

公民館

・生きがい・仲間づくり、社会・地域活動を促

進するため、「コミュニティ・カレッジうら

やす」を開校する

（平成26年度）

・富岡、当代島公民館で開校

24回実施

参加者数584名

・郷土博物館ボランティア活動

郷土博物館

・博物館ボランティア「もやいの会」の活動を

支援し、体験教室、イベント等の博物館事業

について協力体制をつくることにより、博物

館運営の活性化を図る

（平成26年度）

・登録者176人(延べ1,360

人)

・ビデオ定点撮影

郷土博物館

・社会教育関係団体「浦安ビデオクラブ」の協

力によるビデオ教材の制作を目的とした撮影

（平成26年度）

・定点撮影18か所

８－４－２ 生きがいと健康づくりの推進

事業名・担当部署 平成 28年度 取組概要 平成27年度実績

・市民参加型事業の推進【再掲】

公民館

・講座・教室・イベント等については、市民参

加の実行委員会方式による企画運営や、参加

体験型学習事業の拡充など、学び合いや相互

学習につながる学習活動の支援を行う

（平成26年度）

・３事業(59回実施)

参加者数384名

第９節 生涯スポーツの振興と健康づくりの推進

９－１ スポーツを楽しむ機会と情報の提供

９－１－１ スポーツ事業の充実

事業名・担当部署 平成 28年度 取組概要 平成27年度実績

・浦安スポーツフェア【再掲】

市民スポーツ課

・体育の日の趣旨に基づくスポーツイベントと

して、新スポーツの体験を通してスポーツの

楽しさを実感することを目指す

・平成27年度には、スラックラインを目玉競技

として実施

・参加者数12,000名
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・東京ベイ浦安シティマラソン大会

【再掲】

市民スポーツ課

・生涯スポーツ健康都市の宣言趣旨に基づき、

スポーツを通して市民一人ひとりが生涯にわ

たって心身ともに明るく健康であることを目

指し実施

・平成27年度にハーフの部を再開

・エントリー数 6,415名

・スポーツの集い【再掲】

市民スポーツ課

・市民が気軽に軽スポーツ等を参加・体験でき

るイベントを開催し、「生涯スポーツ健康都

市」宣言が市民に広く浸透していくように啓

発する

・延べ体験者数

3,043名

・フットサル全国リーグ支援事業

市民スポーツ課

・浦安市総合体育館で行なわれるＦリーグのホ

ームゲームに対して支援を行い、「見るスポー

ツとして、スポーツへの関心を高め」、「応援

するスポーツとして市民の連帯感の高揚」を図

る

（平成26年度）

・観客数14,277人

・学校体育施設開放事業【再掲】

市民スポーツ課

・各学校体育施設を地域住民に開放することで、

より多くの市民にスポーツを親しむよう図る

・21校実施

・227団体

（延343,248名）

・スポーツ交流事業

市民スポーツ課

・東京ベイ浦安シティマラソン上位入賞者（市

内在住者）４名と東京ベイ浦安シティマラソ

ン実行委員会の推薦を得た者１名をオーラン

ドで開催されるマラソン大会に派遣する

・災害時相互応援協定を締結した自治体とスポ

ーツを通じた市民交流を行う

・オーランドハーフマラソン

大会に市民５名を派遣

・市少年サッカーチームを新

発田市へ派遣し、親善試合

を行った

・茨城県下妻市のマラソン大

会に市民48名を派遣

・スキー教室

市民スポーツ課

・市民大会やスキー教室を開催し、正しいスキ

ー技術とマナーの向上を図る

・参加者29名

９－１－２ 各種体育大会の実施

事業名・担当部署 平成 28年度 取組概要 平成27年度実績

・軽スポーツ大会【再掲】

市民スポーツ課

・本大会を通して市民の健康増進、体力づくり

を目指し、いつでもどこでも手軽にスポーツ

のできる日常化を図る

・参加者数51名

・市民体育大会

市民スポーツ課

・教育委員会、体育協会の共催事業として、体

育協会の加盟団体の運営のもとに、市民大会

を開催

（平成26年度）

・参加者数16,404名

・少年体育大会

市民スポーツ課

・青少年のスポーツの振興を図るため、少年体

育大会を開催

・出場チーム数

春29チーム

秋32チーム

・東京ベイ浦安シティマラソン【再

掲】

・２月第１日曜日にマラソン大会を開催予定

・市民一人ひとりが生涯にわたって心身ともに

・エントリー数 6,415名
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市民スポーツ課 明るく健康であることを目指す

・少年親善スポーツ大会【再掲】

青少年課

・スポーツ活動を通じて、青少年の健全育成の

意識を高める

（平成26年度）

・参加者数 190名

９－１－３ 健康づくりに関する学習機会の充実

事業名・担当部署 平成 28年度 取組概要 平成27年度実績

・健康づくり事業

公民館

・健康な生活を送るために、ライフステージや

ライフスタイルに応じた健康学習や体力づく

り、スポーツ事業の充実を図る

（平成26年度）

・12事業(87回実施)

・参加者数1,969名

・スポーツの集い【再掲】

市民スポーツ課

・市民が気軽に軽スポーツ等を参加・体験をす

ることで、体力づくりを図る

・延べ体験者数

3,043名

・浦安スポーツフェア【再掲】

市民スポーツ課

・体育の日の趣旨に基づくスポーツイベントと

して、新スポーツの啓発を図る

・エントリー数 6,415名

９－１－４ スポーツ関連の情報提供

事業名・担当部署 平成 28年度 取組概要 平成27年度実績

○生涯スポーツ健康都市推進事業

市民スポーツ課

・生涯スポーツ健康都市を宣言したことに伴い、

市民に広く周知するために啓発活動

・スポーツフェアなどのイベ

ントにおいて啓発活動を

実施

○体育施設等予約管理システムの

維持管理事業

市民スポーツ課

・予約業務の効率化が図ると共に施設利用者の

利便性を高めるため体育施設予約管理システ

ムの運営

・Ｈ25.10月システム更新済

９－２ スポーツ推進体制の整備

９－２－１ 市民スポーツ団体の育成支援と連携強化

事業名・担当部署 平成 28年度 取組概要 平成27年度実績

・軽スポーツ協会活動補助事業

市民スポーツ課

・軽スポーツの普及を図るため、軽スポーツ協

会の活動補助金を交付する

・軽スポーツ協会11団体

・市民スポーツ団体スポーツ振興補

助金

市民スポーツ課

・市民スポーツ団体の育成と本市のスポーツの

振興を図るため、浦安市体育協会に対し、体

育振興費及び県民大会派遣費等を補助

・体育協会23団体

・少年スポーツ団体活動補助事業

市民スポーツ課

・少年スポーツ団体の育成・競技力向上及び青

少年のスポーツ振興を図るため、体育協会少

年部の活動補助金を交付する

・体育協会少年部４団体

９－２－２ 地域に根ざしたスポーツ関係団体の支援

事業名・担当部署 平成 28年度 取組概要 平成27年度実績

○総合型地域スポーツクラブ支援

事業

市民スポーツ課

・総合型地域スポーツクラブ設立を目指す地域

支援の促進

・各クラブの活動を振興させることにより多く

の市民への貢献を図る

・５クラブ（会員数1,795名）
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・スポーツ推進委員連絡協議会活動

費補助事業・補助金

市民スポーツ課

・中央地区、日の出地区、高洲地区の3地区で、

ヘルスバレーボール、インディアカなどの種

目を普及していくために、地区活動を実施

・市民の健康づくり、体力づくりを目指して組

織したスポーツ推進委員連絡協議会の活動補

助金を交付する

・委員31名

９－３ スポーツ施設の環境の整備

９－３－１ 施設整備事業

事業名・担当部署 平成 28年度 取組概要 平成27年度実績

◎運動公園スポーツ施設整備事業

運動公園スポーツ施設整備課

・運動公園に野球場を整備する（Ｈ27,28年度２

ヵ年事業）

・運動公園多目的グラウンド

を整備

（Ｈ23年度供用開始）

・運動公園スポーツコートを

整備

（Ｈ23年度供用開始）

・運動公園陸上競技場を整備

（Ｈ27年度供用開始）

・運動公園管理棟を整備

（Ｈ27年度供用開始）

・運動公園アーチェリー場を

施工中

（Ｈ28年度供用開始予定）

・運動公園野球場を施工中

（Ｈ29年度供用開始予定）

○屋内水泳プール非常用飲料水適正

化改修事業

市民スポーツ課

・災害時に25ｍプール、多目的プールなどのプ

ール漕の水を飲料水として活用するための設

計、工事を行う

・非常用飲料水適正化改修工

事（平成27年１月～３月

改修中）

◎□パークゴルフ拡張事業

市民スポーツ課

・18ホールに拡張した施設を広く市民に開放し

ていく

・26年３月竣工

・平成26年６月28日オープ

ン

９－３－２ 小中学校の体育施設等の有効活用

事業名・担当部署 平成 28年度 取組概要 平成27年度実績

・学校体育施設開放事業【再掲】

市民スポーツ課

・スポーツ振興を図るため各学校体育施設を地

域住民に開放

(平成26年度実績)

・21校実施

・227団体

（延316,920名）

９－３－３ スポーツ施設の効果的・効率的利用

事業名・担当部署 平成 28年度 取組概要 平成27年度実績

・指定管理者制度の活用

市民スポーツ課

・市内体育施設の管理・運営を指定管理者に委

託

（平成26年度指定管理施設

利用者）
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・４月１日にオープンする陸上競技場の管理畝

意を指定管理者に委託

・中央武道館

109,861人

・総合体育館

342,263人

・屋内水泳プール

138,950人

・東野プール

47,213人

○体育施設等予約管理システムの

維持管理事業【再掲】

市民スポーツ課

・市内の体育施設の予約業務の効率化と施設管

理の利便性を図る

・H25.10月システム更新済

◎体育施設利用時間の拡大

市民スポーツ課

・運動公園スポーツ施設利用時間を拡充し、従

来に加え、４・11月の土日祝日の午前７時～

利用可能にする

・11月の全土日祝日の午前７

時～利用可能にした

第10節 ふるさと浦安の芸術・文化の振興

10－１ 芸術文化活動の活性化

10－１－１ 市民の芸術文化活動の促進と情報提供

事業名・担当部署 平成 28年度 取組概要 平成27年度実績

・青少年文化・芸術支援事業

生涯学習課

・若手芸術家の育成促進に向け、青少年を対象

とした芸術文化事業を開催する

・うらやす管弦楽フェスティ

バルを実施

体験教室参加者数89人

入場者数 527人

・美術展覧会

生涯学習課

・市民の創造性、個性豊かな作品の発表の場と

するため、美術作品、手工芸品などの展覧会

を開催する

・市美術展を開催

展示数345点

入場者数 延べ2,976人

○文化振興事業

生涯学習課

・市民参加体験型の芸術文化事業を中心とした

事業展開により、市民に芸術文化活動を行う

きっかけづくりを提供し、市の芸術文化活動

の活性化を図る

・市民アーティスト支援事業

を実施

参加者数 272人

・うらやす文化市場 入場者

数 1,410人

10－１－２ 芸術文化団体等の育成支援と連携強化

事業名・担当部署 平成 28年度 取組概要 平成27年度実績

・芸術文化団体等との連携

生涯学習課

・市民の多様なニーズに対応し、芸術・文化を

身近に親しむことができるよう、市美術協会

や合唱連盟などの芸術文化団体、企業、学校

などと連携し、各種文化講座や芸術文化にふ

れることのできるイベント等を開催する

・美術展覧会を開催

展示数 345点

入場者数延べ 2,976人

・文化団体活動補助金

生涯学習課

・社会教育活動の推進を図るため、社会教育関

係団体が行う事業の一部に対して補助金を交

付する

・７団体
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・青少年文化・芸術支援事業【再掲】

生涯学習課

・若手芸術家の育成促進に向け、市内文化団体

と連携して青少年を中心とした芸術文化活動

を支援する

・うらやす管弦楽フェスティ

バルを開催

体験教室参加者数89人

入場者数 527人

□協働提案事業

生涯学習課

青少年の音楽活動の活性化を図るため、市民と

協働して、管弦楽団を結成することにより、音

楽を通じたまちづくりを展開していく

（平成28年度新規事業）

10－１－３ 文化施設などの環境の整備

事業名・担当部署 平成 28年度 取組概要 平成27年度実績

・市民プラザ設備改修事業

生涯学習課

・施設の適正な維持管理を図るため、大・小ホ

ールの音響・舞台・照明設備改修について検

討する

・空調自動制御設備等改修工

事

□○文化会館大規模改修事業

生涯学習課

・施設の適正な維持管理を図るため、特定天井

の改修、大・小ホール客席の改修、館内スプ

リンクラー設備の改修、発電機改修、小ホー

ル音響設備改修等の工事を実施する

・文化会館改修工事の設計

◎新浦安駅前文化施設整備事業

生涯学習課

・市民の芸術・文化活動の振興と支援さらには

優れた芸術・文化を発信していくため、新浦

安駅前文化施設を整備する

・新浦安駅前文化施設の基本

設計、実施設計等

10－２ 芸術文化を体験する学習機会の充実

10－２－１ 市民の自主的な芸術文化活動の推進

事業名・担当部署 平成 28年度 取組概要 平成27年度実績

○文化振興事業【再掲】

生涯学習課

・市民参加体験型の芸術文化事業を中心とした

事業展開により、市民に芸術文化活動を行う

きっかけづくりを提供し、市の芸術文化活動

の活性化を図る

・市民アーティスト支援事業

を実施

参加者数 272人

・うらやす文化市場 入場者

数 1,410人

・美術展覧会【再掲】

生涯学習課

・市民の創造性、個性豊かな作品の発表の場と

するため、美術作品、手工芸品などの展覧会

を開催する

・市美術展を開催

展示数345点

入場者数 延べ2,976人

10－２－２ 芸術文化に関する学習機会の提供

事業名・担当部署 平成 28年度 取組概要 平成27年度実績

○文化振興事業【再掲】

生涯学習課

・市民参加体験型の芸術文化事業を通じて、市

民に芸術文化の体験・発表の機会を提供し、

市の芸術文化活動の活性化を図る

・市民アーティスト支援事業

を実施

参加者数 272人

・うらやす文化市場 入場者

数 1,410人

・人形劇鑑賞会経費

指導課

・園児に人形劇を鑑賞する機会を与え、豊かな

情操を涵養する

・幼稚園６園・認定こども園

８園実施
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10－３ 郷土の歴史・文化の理解を深める

10－３－１ 郷土博物館運営の充実

事業名・担当部署 平成 28年度 取組概要 平成27年度実績

・郷土博物館ボランティア活動

【再掲】

郷土博物館

・博物館ボランティア「もやいの会」の活動を

支援し、体験教室、イベント等の博物館事業

について協力体制をつくることにより、博物

館運営の活性化を図る

（平成26年度）

・登録者176人(延べ1,360人)

・ビデオ定点撮影【再掲】

郷土博物館

・社会教育関係団体「浦安ビデオクラブ」の協

力によるビデオ教材の制作を目的とした撮影

（平成26年度）

・定点撮影18か所

・郷土博物館活用推進事業

郷土博物館

・博物館を学校教育の場として提供することを

推進するために、博物館活用推進委員会と連

携し、企画展示等（もっと知りたいふるさと

浦安）の実施

（平成26年度）

・入場者数5,896人

・資料整理・調査

郷土博物館

・博物館法に基づき、博物館資料に関する専門

的、技術的な調査研究を行い、史料の整理を

行い、博物館資料に関する案内書、解説書、

年報、調査研究の報告書等を作成

（平成26年度）

・屋外展示場文化財住宅２棟

の防虫作業、平成25年度

版年報の作成（300部）、

資料燻蒸、調査報告第８集

「『青べか物語』、それぞ

れの想い」の作成（300部）

・郷土博物館の学習支援体制の充実

郷土博物館

・ボランティア養成講座を開催し、終了後博物

館ボランティアとして活動できる体制を整え

る

（平成26年度）

・通年開催 延べ参加者数

1,072人

・講演会事業

郷土博物館

・浦安に関する講座を、市民を対象に実施する （平成26年度）

・海の日・特別講演会～千葉

県北西部地区（三番瀬）漁

業の未来、災害史講座を開

催

・三番瀬を活用した環境学習の推進

【再掲】

郷土博物館・指導課

・三番瀬の水辺を生かした環境情報の提供や体

験学習の機会を提供する

・「野鳥観察」「浦安の貝を

見分けよう」参加者合計

21人

・展示事業

郷土博物館

・浦安の文化・歴史・自然を市民に紹介し、郷

土理解を図る

（平成26年度）

・企画展の開催(年４回開催）

・文化財審議会

郷土博物館

・文化財の保護及び活用に関する事項について

の審議を行う

（平成26年度）

・年４回開催

10－３－２ ふるさと浦安の生活文化を知る機会の提供

事業名・担当部署 平成 28年度 取組概要 平成27年度実績

・ふるさと浦安作品展【再掲】

郷土博物館

・「ふるさと浦安」への作品制作や研究により、

ふるさとを愛する気持ちを育てる作品展の開

催。市内の全小中学校の参加を目指し、連携

を図る

・参加者数1,441名

・参加校

市内小学校17校

市内中学校８校
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市外中学校１校

・ふるさと浦安伝承事業

郷土博物館

・学校や地域と連携し子どもたちが伝統芸能を

学び体験する場や、発表の機会を充実させ、

郷土理解や後継者育成を行う

・練習の公開や学校授業への

協力

・ふるさと浦安の歴史・地域学習の

充実【再掲】

指導課

・小学校社会科副読本「わたしたちの浦安」の

内容を充実させるために、社会科副読本改訂

委員会議を実施する

・平成28年度版発行に向け

た改訂準備作業を年９回

実施

・地域学習の重要性を理解し、その推進（教材

の開発、情報提供）を図るため、中学校でも

活用できる資料を郷土博物館活用推進委員や

中学校社会科教員と連携を図り、今後改定が

予定されている郷土博物館活用の手引きの中

に反映できるよう検討していく。

・平成28年度版副読本指導

の手引の作成

10－３－３ ふるさと浦安の伝統文化の保護と継承者の育成

事業名・担当部署 平成 28年度 取組概要 平成27年度実績

・伝統芸能・技術保存団体活動補助

郷土博物館

・円滑な団体運営と、伝統技術の保護を図るた

めの補助事業

・４団体

・伝統文化の保護・継承・公開

郷土博物館

・定期公開練習の実施と後継者の募集・育成 （平成26年度）

・浦安お酒落保存会・42回/

非公開練習15回含む

・浦安囃子保存会・７回

・浦安細川流投網保存会・22

回

・浦安舟大工技術保存会・随

時実施

10－３－４ 文化財の保護と啓発

事業名・担当部署 平成 28年度 取組概要 平成27年度実績

・文化財調査

郷土博物館

・市内の歴史・民俗・自然等の文化財に関する

調査を行い、適切な保護に努める

・史跡表示板５基改修、文化

財住宅茅葺調査、文化財住

宅屋根瓦調査

10－３－５ 市史の編さん

事業名・担当部署 平成 28年度 取組概要 平成27年度実績

○市史の編さん

生涯学習課

・前回発行した『浦安市史 まちづくり編』に

続く20年間を収録期間とし、行政史を中心に

綴る、（仮称）『浦安市まちづくり史1996-2015』

の、編さん作業を本格的に開始する

・市史編さん準備作業とし

て、庁内各課事業調査・発

行物調査を実施し、資料を

収集

・市史編さん委員会準備会を

設置し、基本方針等を検討
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・市史編さん基本方針決定

・市史編さん業務委託事業者

を募集・決定

第11節 地域に生きる生涯学習活動の支援

11－１ 学習支援のための人材育成と活用

11－１－１ 地域の学びを支える人材の育成・活用

事業名・担当部署 平成 28年度 取組概要 平成27年度実績

・ボランティア養成講座

公民館

・市民の生涯学習への関心の高まりの中で、ボ

ランティア活動など市民の自主的な活動へ発

展していくような講座を実施し、ボランティ

ア活動への関心の高揚を図り、ボランティア

活動への参加促進を図る

（平成26年度）

・１事業（11回実施）

参加者数230名

・郷土博物館ボランティア活動【再

掲】

郷土博物館

・博物館ボランティア「もやいの会」の活動を

支援し、体験教室、イベント等の博物館事業

について協力体制をつくることにより、博物

館運営の活性化を図る

（平成26年度）

・登録者176人(延べ1,360

人)

・ビデオ定点撮影【再掲】

郷土博物館

・社会教育関係団体「浦安ビデオクラブ」の協

力によるビデオ教材の制作を目的とした撮影

（平成26年度）

・定点撮影18か所

◎地域とともに歩む学校づくり推

進事業【再掲】

教育政策課・指導課・

生涯学習課・公民館

・地域と学校の連携をよりいっそう推進するた

め、学校と学校支援ボランティアをつなぐ学

校支援コーディネーターの各学校への配置を

推進する

・市立小・中学校24校、計

39名配置

（平成26年度）

小・中学校の学校支援ボラ

ンティアのべ約35,000人

・研修会及び交流会を開催し、学校支援コーデ

ィネーターの育成を図るとともに市内におけ

る学校支援のネットワークを構築する

・研修会２回、交流会１回開

催

○青少年リーダー養成事業【再掲】

青少年課

・主に中学生を対象として、青少年健全育成活

動のボランティアとして活躍できるリーダー

の育成を図る

（平成26年度）

・年11回実施

・受講者143名

・ジュニアリーダー研修会【再掲】

青少年課

・地域や子ども会などの子どものリーダーを育

成するため、小学校４・５・６年生を対象に

研修会を開催する

・年８回実施

・受講者数278名

・社会教育委員会議

生涯学習課

・本庁の社会教育に関する助言や、社会教育の

諸計画の立案等を行う。また必要に応じて、

教育委員会への提言や教育委員会の諮問に対

して答申する

（平成26年度）

・５回開催

・臨時会２回

・公民館運営審議会

公民館

・公民館の運営について調査審議するために公

民館運営審議会を設置し、公民館長の諮問に

応じ、公民館における各種事業の企画実施に

ついて調査審議を行う

（平成26年度）

・６回開催

・県公民館研究大会への参加
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・図書館協議会

中央図書館

・図書館の運営に関し、館長の諮問に応ずると

ともに図書館の行う図書館奉仕に対し意見を

述べる機関としての図書館協議会を開催する

・３回開催

・郷土博物館活用推進委員会

郷土博物館

・博物館の基本コンセプトである「学校教育に

生かせる博物館」を推進することを目的とし

て設置している。学校教育の場として、博物

館の利用を促進する

（平成26年度）

・６回実施

・スポーツ推進委員

市民スポーツ課

・本市のスポーツの推進のための事業の実施に

係る連絡調整、実技指導、助言

・委員31名

11－１－２ 人と地域をつなぐ学びの推進

事業名・担当部署 平成 28年度 取組概要 平成27年度実績

○生涯学習情報提供システム運営

事業【再掲】

生涯学習課・教育政策課

・生涯学習関連の講座や団体活動の情報提供を

はじめ、学習の成果が地域に生かすことがで

きるよう人材の登録と活用を図る

・団体登録数471団体

・人材登録数84名

・学校支援コーディネーター

１団体

・地域コーディネート事業

公民館

・人がつながり、市民の学習ニーズと地域生活

がつながるよう学習の手法や運営を工夫し

て、人と地域が活きる学習・交流環境づくり

を行う

・学校支援と地域をつなぐサ

ークルの育成に努めた

11－２ 学習成果の活用の場の機会の提供

11－２－１ 学習成果を生かす環境の整備

事業名・担当部署 平成 28年度 取組概要 平成27年度実績

○文化振興事業【再掲】

生涯学習課

・市民参加体験型の芸術文化事業を通じて、市

民に芸術文化活動の成果を発表する機会を提

供し、市の芸術文化活動の活性化を図る

・市民アーティスト支援事業

を実施

参加者数 272人

・うらやす文化市場 入場者

数 1,410人

・公民館文化祭【再掲】

公民館

・サークル団体の学習成果の発表を通して、公

民館活動を紹介し、地域住民に公民館を身近

に感じてもらえるよう、公民館文化祭を開催

する

・改修工事中の富岡公民館を

を除く６館で文化祭を開

催

来館者数27,825名

11－２－２ 社会教育関係団体等との連携・協働

事業名・担当部署 平成 28年度 取組概要 平成27年度実績

・社会教育関係団体の育成と指導者

育成・発掘

公民館・生涯学習課

・社会教育関係団体の認定要綱の改正に伴い、

新たに期間を設けて社会教育活動に取り組む

団体に対しての支援を行う。また、学習の指

導者を発掘すると同時に、学習の成果を地域

に生かすきっかけとして、人材登録の充実を

図る

・認定団体数497団体
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・地域連携事業

公民館

・サークル・団体等をはじめ、市民大学や企業、

ＮＰＯとの連携を進めることにより、学習環

境・学習機会を充実させ、市民の生涯学習活

動を支援する

（平成26年度）

・140事業（716回実施）

参加者数15,877名

○世界一行きたい科学広場 in 浦安

実行委員会補助金

生涯学習課

・子どもたちの理科離れが言われるなかで、科

学広場を通して多くの子どもたちの好奇心や

創造力を育み、また地域の企業・団体や行政

が連携して行う実行委員会に補助金を交付す

る

・共催事業

・参加者数1,818

・ブース出展数41団体

・浦安市民演奏会実行委員会補助金

生涯学習課

・浦安市民が主体的に演奏会を開催することに

よって、親睦と連帯感を高めるとともに、市

民生活の文化的向上に寄与するため、演奏会

を開催する。開催に要する経費のうち、事業

費の一部に対して補助金を交付する

・３年ごとに行う市民参加事

業

11－２－３ サークル・団体等の活動の支援

事業名・担当部署 平成 28年度 取組概要 平成27年度実績

・サークル・団体活動支援事業

公民館

・サークル活動に場を提供するとともに、サー

クルが持つ知識や技術・技能などの学習成果

を、公民館文化祭やサークル発表会を設ける

などの育成支援を行う。市民の自主的な文

化・スポーツ・学習活動を促進するため、各

種サークルの育成を図る

（平成26年度）

・サークル活動への場所の提

供・文化祭や利用者研修会

の開催

11－３ 生涯学習推進体制の充実

11－３－１ 施設のネットワークの推進

事業名・担当部署 平成 28年度 取組概要 平成27年度実績

・生涯学習情報提供システム運営事

業【再掲】

生涯学習課

・各生涯学習施設が主催する事業を掲載するこ

とで、施設間のネットワークづくりの推進を

する

・団体登録数471団体

・人材登録数84名

・施設間事業連携

公民館・中央図書館・郷土博物館

・公民館や図書館、博物館等の施設間の人材活

用や事業連携を図る

（平成26年度）

・４事業(６回実施)

参加者数261名

公民館連携事業３事業実施

（郷土博物館）

・市内大学との連携事業

公民館・中央図書館・郷土博物館

・市民の多様なニーズに応える学習活動を推進

するため、市内に所在する３大学との連携・

協働により、互いの得意とする分野を生かし

た効果的・効率的な学習支援を進める

（平成26年度）

・1事業

参加者数46名

郷土博物館は26年度該当

なし

・明海大学図書館市民開放事業

中央図書館

・明海大学浦安キャンパスメディアセンター（図

書館）開放事業により生涯学習活動を支援して

いく

（平成26年度）

・市民入館者数 3,072人
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11－３－２ 職員の資質向上

事業名・担当部署 平成 28年度 取組概要 平成27年度実績

・生涯学習関係職員研修

生涯学習課

・生涯学習部職員研修会を開催する

・国立社会教育実践研究センター等が開催する

研修へ職員の派遣

・生涯学習部職員研修会７回を

開催

・外部研修参加者22人（内、

社会教育主事講習２人）

・公民館職員研修

公民館

・公民館活動に関する情報交換や交流、また今

後市民の学習の要望に的確に応えられ企画力

を養う等公民館職員としての専門性を図る

・千葉県公民館連絡協議会や

葛南地区公民館連絡協議

会の研修に参加

・図書館職員研修

中央図書館

・図書館職員としての専門的な知識や技術を習

得し、職員のスキルアップを図る

（平成26年度）

・全体研修６回、特別研修10

回を開催

・郷土博物館職員研修

郷土博物館

・千葉県博物館協会などが主催する研修会に参

加し、博物館職員としての資質や能力の向上

を図る

（平成26年度）

・北西部地区文化財行政担当

者連絡協議会主催研修会

への参加

・青少年センター相談員研修

青少年センター

・全国青少年相談研究集会等に参加し、青少年

の問題行動や学校、家庭等での悩み事の相談に

対応する青少年センター相談員の資質向上及

び相談事業の充実を図る

（平成26年度）

・青少年センター相談員２名

・参加研修数２（８回）

11－３－３ 庁内における生涯学習の推進

事業名・担当部署 平成 28年度 取組概要 平成27年度実績

○生涯学習まちづくり出前講座【再

掲】

生涯学習課

・市の職員が講師として市民に講座を行うこと

で、職員自身の学習の機会とする

・計35回の講座を開催

・生涯学習推進体制の充実

生涯学習課

・生涯学習の総合的かつ効率的な施策を検討す

るとともに、生涯学習推進計画の進行管理を

行うために生涯学習推進体制の充実を図る

・計画の進行管理について視

察研修を実施

◎□第２次生涯学習推進計画策

定事業

生涯学習課

・計画策定にあたり、施策事業の評価をはじ

め、計画策定懇談会の設置及び市民意識調

査を実施する

・計画策定のための検討会

を実施

第12節 浦安で産み育てたい環境を整える

12－１ 安心して産み育てられる環境をつくる

12－１－１ 子育てと仕事の両立支援

事業名・担当部署 平成 28年度 取組概要 平成27年度実績

○児童育成クラブ管理運営事業

【再掲】

青少年課

・保護者が就労等により昼間家庭にいない小学

校１年生から４年生までの児童及び６年生ま

での療育手帳等の交付を受けている特別な支

援を必要とする児童を放課後などに支援する

・17小学校区で実施
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12－１－２ 多様なニーズに応じた子育て支援

事業名・担当部署 平成 28年度 取組概要 平成27年度実績

・認定こども園保育事業

保育幼稚園課

・市内８認定こども園（若草・みなみ・北部・

堀江・美浜南・舞浜・美浜北・明海）にて保

育を必要とする子どもに対する保育・教育を

実施する

（平成26年度）

・延べ利用者数

41,463名

・６園合算平均利用率68.3％

・子育て支援事業【再掲】

公民館

・父親の育児参加のための学習機会の創出

・親同士の交流と学習を深める、家庭教育と子

育て支援事業の充実を図る

・子どもの発達課題（乳幼児期・思春期等）

に応じた家庭教育に関する講座を実施する

（平成26年度）

・16事業(89回実施)

参加者数981名

・要保護及び準要保護児童・生徒就

学援助事業【再掲】

学務課

・経済的理由により就学困難な児童・生徒へ、

関係法令による学校教育への必要経費の援助

を実施

（平成26年度）

・要保護児童53名・生徒39

名

・準要保護児童422名・生徒

283名

・被災児童・生徒就学援助事業

学務課

・東日本大震災により被災し、就学困難になっ

た児童生徒へ学校教育に必要な経費の援助を

実施

（平成26年度）

・被災児童71名

・被災生徒34名

・幼稚園就園奨励費補助事業

保育幼稚園課

・就園奨励費補助事業の継続実施 （平成26年度）

・交付対象者数849名

・私立幼稚園運営費等補助事業

保育幼稚園課

・私立幼稚園運営費等補助事業の継続実施 （平成26年度）

・交付対象者数

・入園料307名
・授業料822名

12－２ 地域ぐるみで子育てを支援する

12－２－１ 子育て支援のネットワークづくりの推進

事業名・担当部署 平成 28年度 取組概要 平成27年度実績

○子育てすこやか広場事業【再掲】

保育幼稚園課

・市立幼稚園・認定こども園14園にて子育てす

こやか広場事業を継続実施

（平成26年度）

・延べ335回開催、延べ参加

者数7,605組

・保育相談1,954件

・子育て支援事業【再掲】

公民館

・父親の育児参加のための学習機会の創出

・親同士の交流と学習を深める、家庭教育と子

育て支援事業の充実を図る

・子どもの発達課題（乳幼児期・思春期等）

に応じた家庭教育に関する講座を実施する

（平成26年度）

・16事業(89回実施)

参加者数981名

・地域社会と連携した幼稚園づくり

の推進

保育幼稚園課

・園行事等で地域団体との交流の促進を図る （平成26年度）

・老人クラブをはじめ、地域

団体との交流
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第13節 こどもが元気に成長できる環境を整える

13－１ こどもの健やかな成長を支える

13－１－１ 健康づくりの推進

事業名・担当部署 平成 28年度 取組概要 平成27年度実績

・体力向上推進事業【再掲】

保健体育安全課

・体力向上推進校を指定し、学校体育研究活動

の活性化と教職員の指導力の向上を図る

・11校で実施

○部活動推進事業【再掲】

保健体育安全課・指導課

・専門的な指導力を有する社会人指導者を派遣

し、部活動の活性化を図る

・部活動の活性化を図るため、必要物品購入や

大会参加費補助、各種大会を主催する小中学

校体育連盟への補助を行う

・派遣人数

小学校48名

中学校110名

・浦安市小中学校体育連盟主

催大会

小学校４大会

中学校13大会

・就学時健康診断事業

保健体育安全課

・就学時健康診断を実施し、就学前児童の心身

の健康状態を把握するとともに学校や家庭と

入学前の準備及び連携を促進する

・就学時健康診断

1,482名実施

・児童生徒健康診断事業

保健体育安全課

・児童生徒健康診断を実施し、児童生徒の健康

状態を把握するとともに、状況に応じ健康管

理や二次検査等を実施する

・実施人数

小学校9,894名

中学校4,255名

13－１－２ 障がい児の地域生活や自立の支援

事業名・担当部署 平成 28年度 取組概要 平成27年度実績

○まなびサポート事業の推進【再掲】

教育研究センター・学務課

・就学相談・訪問相談により、子ども達の園・

学校生活を支援する

・年１回の就学相談会の実施

・医師等への相談会の開催により、一人一人の

教育的支援の充実を図る

・医師等への相談会年23回

・全体会年２回実施

・個別の指導計画の作成と活用により、教育的

ニーズに応じた支援の充実を図る

・学校訪問や調査で、個別の指導計画作成が必

要と思われる児童・生徒の、個別の指導計画

作成状況を把握し、学校が新たに作成するに

あたり支援を行う

・個別の指導計画作成が必要

と思われる児童・生徒の作

成率（平成26年度）

小・中特別支援学級100％

通常の学級

小学校95.7％

中学校85.1％

・園や学校への訪問相談にお

いて作成と活用の助言

・個別の教育支援計画の作成と活用及び関係機

関との連携により、教育的ニーズに応じた支

援の充実を図る

・教育と福祉の連携会議をは

じめ関係各課との会議を

実施

園や学校への訪問相談に

おいての作成と活用の助

言

・必要に応じて心身障がい児補助教員及び支援 ・補助教員125名
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員を配置する ・支援員18名

◎特別支援学級等整備事業【再掲】

教育研究センター・教育施設課

・特別支援学級と通級指導教室の整備を計画的

に行い、特別な教育的支援を必要とする子ど

もの教育的ニーズに応じた学習環境の充実を

図る

・平成28年４月から新たに富岡中学校に特別支

援学級を開級

・堀江中学校の特別支援学級開設に向け準備を

進める

・入船小に特別支援学級を開

設

・学習支援室整備事業【再掲】

教育研究センター

・特別な教育的支援を必要とする子どもの教育

的ニーズに応じた学習環境を整備するととも

に、個に応じた個別学習や少人数学習などを

行うための多様な学びの場の充実を図る

・浦安小と日の出南小に整備

・特別支援学級児童・生徒就学奨励

事業

学務課

・特別支援学級に通学及び通常学級に在籍する

特別な支援を要する児童・生徒への就学援助

を実施

（平成26年度）

・特別支援学級児童74名、

特別支援学級生徒25名

13－１－３ こどもの安全を守る環境の整備

事業名・担当部署 平成 28年度 取組概要 平成27年度実績

○学校防犯対策の充実【再掲】

保健体育安全課・防犯課・

保育幼稚園課・青少年課・指導課

・小学校へ警備員を配置する ・17校17名配置

・防犯カメラを設置し、警備の強化を図る ・設置園・学校数

幼稚園６園

認定こども園８園

小学校17校

中学校９校

・警察等と連携し防犯訓練・防犯教室を実施す

る

・防犯訓練２回

・防犯教室17回実施

・防犯ブザー携行による通学を推進する ・小学校の新１年生に配布

・交通事故防止対策の充実【再掲】

保健体育安全課

・通学路安全点検の結果を踏まえ、関係機関と

連携のもと安全対策を検討・実施する

・通学路検討会２回実施

・注意を要する交差点へ交通整理員を配置する ・９か所14名配置

・警察等と連携した交通安全教室・自転車交通

安全教室を開催する

小学生

・交通安全教室（１年生）実

施17校

・自転車交通安全教室（３年

生）実施17校

中学生

・スケアードストレイト自転

車交通安全教室実施３校
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・防災教育の推進【再掲】

保健体育安全課・指導課・

教育研究センター

・各学校の「学校安全計画」及び「学校防災（地

震）対応マニュアル」の見直しを支援し、避

難訓練の計画的な実施等、教育活動全体を通

じた防災教育を推進する

・防災教育指導資料の検討・

見直し

13－２ 豊かな心を育む

13－２－１ 心を育む遊び環境の整備

事業名・担当部署 平成 28年度 取組概要 平成27年度実績

◎放課後異年齢児交流促進事業【再

掲】

青少年課

・放課後の余裕教室等を活用して安全で安心な

遊び場を提供し、子どもたちの自主的な遊び

を通じ異なった学年の子どもたちの交流を促

進することにより、創造性や自主性、社会性

を養う

（平成26年度）

・７小学校実施

・利用者数46,763名

13－２－２ こどもを育む親力・地域力の向上

事業名・担当部署 平成 28年度 取組概要 平成27年度実績

・家庭教育学級【再掲】

公民館

・各公民館で幼稚園・小・中学校保護者を対象

にした家庭教育学級を実施する

（平成26年度）

・幼稚園６学級（68回）

参加者数663名

・小学校８学級（95回）

参加者数840名

・中学校１学級（14回）

参加者数231名

・週末学級２学級（10回）

参加者数213名

・家庭教育講演会【再掲】

公民館

・幼稚園・小・中学校保護者を対象に家庭教育

についての講演会を開催する

（平成26年度）

・参加者数82名

・家庭教育に関する情報収集と資料

の提供【再掲】

公民館

・家庭教育に関する学習機会や子育て支援に関

する情報の提供に努める

（平成26年度）

・「家庭教育学級のまとめ」

を作成・配付500冊

13－２－３ 幼児期の学びの環境の整備

・市立幼稚園・認定こども園３年保

育の推進

保育幼稚園課

・市立幼稚園・認定こども園において３年保育

を拡充し、３年間の発達を見通した教育の充

実を図る

・定員９園300名

・就学前保育・教育指針推進事業

保育幼稚園課・指導課

・指針の継続活用と実践しての効果・課題の検

証

（平成26年度）

・指針の活用

市内就学前施設及び小・中

学校に配付

○子育てすこやか広場事業【再掲】

保育幼稚園課

・市立幼稚園・認定こども園14園にて子育てす

こやか広場事業を継続実施

・乳幼児期に必要な遊びや生活を体験する場と

（平成26年度）

・延べ335回開催、延べ参加

者数7,605組
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して、園を地域に開放する ・保育相談1,954件

・認定こども園保育事業【再掲】

保育幼稚園課

・市内８認定こども園（若草・みなみ・北部・

堀江・美浜南・舞浜・美浜北・明海）にて保

育を必要とする子どもに対する教育を実施

・質の高い教育・保育を実践し、幼児期に必要

な遊びや生活の体験の充実を図る

（平成26年度）

・延べ利用者数

41,463名

・６園合算平均利用率68.3％

・子育て支援事業【再掲】

公民館

・父親の育児参加のための学習機会の創出

・親同士の交流と学習を深める、家庭教育と子

育て支援事業の充実を図る

・子どもの発達課題（乳幼児期・思春期等）

に応じた家庭教育に関する講座を実施する

（平成26年度）

・16事業(89回実施)

参加者数981名

・大規模幼稚園等特別増置教員の配

置事業

保育幼稚園課

・大規模園等の円滑な教育活動を進める教員の

増員配置

・特別増置教員

19人配置

13－２－４ 自分を大切にする気持ちを育てる

事業名・担当部署 平成 28年度 取組概要 平成27年度実績

○教育相談推進事業【再掲】

指導課

・児童・生徒の精神的な悩みの発見、解消や適切

な援助のため、スクールライフカウンセラーを

全校配置

・ＳＬＣ配置

小学校17名

中学校９名

・スクールライフカウンセラーの研修会を実施

し、職能の向上を図る

・年５回実施

・生徒指導推進事業【再掲】

指導課

・小中生指導主任会議において、いじめの防止等

のための対策などについて研修会を開催し、職

員の資質能力向上を図る

・年３回実施

・いじめ110番による相談を実施 （平成26年度）

・相談件数15件

・本市におけるいじめ防止基本方針の策定を行

い、いじめの未然防止、早期発見、早期対応、

重大事態への対処のための対策を総合的かつ

効果的に推進する

・いじめの防止等のための対

策を総合的かつ効果的に

推進することを目的と

し、いじめ防止基本方針

を策定した
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