
（平成26年度）

平成27年11月



－ 目 次 －

第１章 点検・評価の趣旨等 ・・・・・ 1

第２章 教育委員の活動状況 ・・・・・ 3

１ 教育委員会委員名簿（平成26年度在籍) ・・・・・ 3

２ 教育委員会議での審議状況 ・・・・・ 3

３ 教育委員会議以外の活動状況 ・・・・・ 7

第３章 施策の実施状況等 ・・・・・ 13

第１節 「確かな学力（知）」

１－１ 学ぶ意欲の育成と確かな学力形成

(1) 一人一人に応じたきめ細かい授業の推進 ・・・・・ 13

(2) 自主的な学習活動の奨励・支援 ・・・・・ 14

１－２ 今日的な教育課題に対応する教育の推進

(1) 教育研究・実践のシステム化 ・・・・・ 15

(2) 国語教育の充実 ・・・・・ 16

(3) 理数教育の充実 ・・・・・ 16

(4) 外国語活動・外国語教育の充実 ・・・・・ 17

(5) 勤労観・職業観をはぐくむ教育の充実 ・・・・・ 17

(6) 情報教育の充実 ・・・・・ 17

(7) 防災教育の推進 ・・・・・ 17

１－３ 多様な教育的ニーズに応じた支援の充実

(1) 特別支援教育の推進 ・・・・・ 18

(2) 不登校児童・生徒への支援の充実 ・・・・・ 19

(3) 外国籍等の子どもたちの日本語サポート体制の充実 ・・・・・ 20

１－４ 学びの連続性を重視した教育の推進

(1) 学校種間の連携 ・・・・・ 20

(2) 小中連携・一貫教育の推進 ・・・・・ 21

第２節 「豊かな心（徳）」

２－１ 豊かな心の育成

(1) 道徳的実践力や規範意識の向上 ・・・・・ 22

(2) 生徒指導機能の向上 ・・・・・ 23

２－２ 情操を豊かにする教育の推進

(1) 情操教育の推進 ・・・・・ 23



第３節 「健やかな体（体）」

３－１ 体力の向上と健やかな体づくりの推進

(1) 体力向上の推進 ・・・・・ 25

(2) 健康教育の推進 ・・・・・ 25

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

(1) 体験活動・ボランティア活動の推進 ・・・・・ 26

(2) 環境教育の推進 ・・・・・ 27

４－２ 豊かなかかわりとコミュニケーション能力の向上

(1) 教育活動を通じた豊かな人間関係づくり ・・・・・ 28

(2) 交流及び共同学習を通じた豊かなかかわり ・・・・・ 29

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

(1) ふるさと浦安の歴史・文化の理解に関する教育の充実 ・・・・・ 31

(2) 国際理解教育の推進 ・・・・・ 32

(3) 平和教育の推進 ・・・・・ 33

第６節 「学校・家庭・地域・行政の連携」

６－１ 地域ぐるみで学校を支援する仕組みづくり

(1) 地域ぐるみの支援 ・・・・・ 34

(2) 地域に貢献する学校づくり ・・・・・ 35

(3) 安全・安心な学校づくり ・・・・・ 35

第７節 「学校の教育環境の整備・充実」の推進

７－１ 学校の信頼性の向上

(1) 特色ある学校づくりの推進 ・・・・・ 37

(2) 学校の組織運営体制の確立・充実 ・・・・・ 38

(3) 学校・教員の信頼性の向上支援 ・・・・・ 38

(4) 教職員の質の向上 ・・・・・ 39

(5) 教員が子どもと向き合う環境の整備 ・・・・・ 39

(6) ＩＣＴ環境の整備・活用 ・・・・・ 40

７－２ 学校教育施設の整備充実

(1) 学校教育施設の整備充実 ・・・・・ 42

第８節 「多様な学習ニーズに応える学習機会の充実」

８－１ 学習課題に応じた学習機会の充実

(1) 現代的課題などに対応する学習機会の充実 ・・・・・ 44

(2) 人にやさしい学習機会の充実 ・・・・・ 45

(3) 就労のための学習支援の充実 ・・・・・ 46

８－２ 学習情報の提供と学習相談体制の充実



(1) 市民の学習要求に対応した情報提供の充実 ・・・・・ 47

(2) 学習相談窓口の整備・充実 ・・・・・ 47

８－３ 公民館・図書館の運営の充実

(1) 公民館の運営の充実 ・・・・・ 48

(2) 公民館施設の整備 ・・・・・ 48

(3) 図書館の運営の充実 ・・・・・ 49

第９節 「ライフステージに応じた学習機会の提供」

９－１ 家庭教育の充実

(1) 親が学ぶ機会の充実 ・・・・・ 51

(2) 親子がふれあう機会の充実 ・・・・・ 51

(3) 家庭における子どもの読書活動の支援 ・・・・・ 53

９－２ 青少年の健全育成の推進

(1) 体験活動・交流活動の推進 ・・・・・ 53

(2) 地域教育力の活用 ・・・・・ 56

(3) 子どもの読書環境の整備 ・・・・・ 57

(4) 団体の活動支援と指導者育成 ・・・・・ 57

(5) 青少年相談事業の充実 ・・・・・ 58

９－３ 成人の学習機会の提供

(1) 多様な学習機会や情報の提供 ・・・・・ 61

(2) 地域課題に関する学習機会の提供 ・・・・・ 62

(3) 現代的課題の学習機会の創出 ・・・・・ 62

(4) キャリア形成のための学習機会の充実 ・・・・・ 62

(5) アクティブシニアの活用と学習支援 ・・・・・ 62

９－４ 高齢者の学習機会の提供

(1) 世代間交流の推進と社会参加の支援 ・・・・・ 63

(2) 生きがいと健康づくりの推進 ・・・・・ 64

第１０節 「生涯スポーツの振興と健康づくりの推進」

10－１ スポーツを楽しむ機会と情報の提供

(1) スポーツ事業の充実 ・・・・・ 64

(2) 各種体育大会の実施 ・・・・・ 65

(3) 健康づくりに関する学習機会の充実 ・・・・・ 66

(4) スポーツ関連の情報提供 ・・・・・ 66

10－２ スポーツ推進体制の整備

(1) 市民スポーツ団体の育成支援と連携強化 ・・・・・ 67

(2) 地域に根ざしたスポーツ関係団体の支援 ・・・・・ 67

10－３ スポーツ施設の環境の整備

(1) 施設整備事業 ・・・・・ 68



(2) 小中学校の体育施設等の有効活用 ・・・・・ 69

(3) スポーツ施設の効果的・効率的利用 ・・・・・ 69

第１１節 「ふるさと浦安の芸術・文化の振興」

11－１ 芸術文化活動の活性化

(1) 市民の芸術文化活動の促進と情報提供 ・・・・・ 70

(2) 芸術文化団体等の育成支援と連携強化 ・・・・・ 70

(3) 文化施設などの環境の整備 ・・・・・ 71

11－２ 芸術文化を体験する学習機会の充実

(1) 市民の自主的な芸術文化活動の推進 ・・・・・ 72

(2) 芸術文化に関する学習機会の提供 ・・・・・ 72

11－３ 郷土の歴史・文化の理解を深める

(1) 郷土博物館運営の充実 ・・・・・ 73

(2) ふるさと浦安の生活文化を知る機会の提供 ・・・・・ 74

(3) ふるさと浦安の伝統文化の保護と継承者の育成 ・・・・・ 74

(4) 文化財の保護と啓発 ・・・・・ 75

(5) 市史の編さん ・・・・・ 75

(6) 三番瀬環境学習施設の整備 ・・・・・ 75

第１２節 「地域に生きる生涯学習活動の支援」

12－１ 学習支援のための人材育成と活用

(1) 地域の学びを支える人材の育成・活用 ・・・・・ 77

(2) 人と地域をつなぐ学びの推進 ・・・・・ 78

12－２ 学習成果の活用の場の機会の提供

(1) 学習成果を生かす環境の整備 ・・・・・ 79

(2) 社会教育関係団体等との連携・協働 ・・・・・ 79

(3) サークル・団体等の活動の支援 ・・・・・ 80

12－３ 生涯学習推進体制の充実

(1) 施設のネットワークの推進 ・・・・・ 81

(2) 職員の資質向上 ・・・・・ 81

(3) 庁内における生涯学習の推進 ・・・・・ 82

第１３節 「浦安で産み育てたい環境を整える」

13－１ 安心して産み育てられる環境をつくる

(1) 子育てと仕事の両立支援 ・・・・・ 83

(2) 多様なニーズに応じた子育て支援 ・・・・・ 83

13－２ 地域ぐるみで子育てを支援する

(1) 子育て支援のネットワークづくりの推進 ・・・・・ 84

第１４節 「こどもが元気に成長できる環境を整える」

14－１ こどもの健やかな成長を支える



(1) 健康づくりの推進 ・・・・・ 85

(2) 障がい児の地域生活や自立の支援 ・・・・・ 85

(3) こどもの安全を守る環境の整備 ・・・・・ 86

14－２ 豊かな心を育む

(1) 心を育む遊び環境の整備 ・・・・・ 87

(2) こどもを育む親力・地域力の向上 ・・・・・ 88

(3) 幼児期の学び環境の整備 ・・・・・ 88

(4) 自分を大切にする気持ちを育てる ・・・・・ 88

第４章 有識者からの意見 ・・・・・ 91



- 1 -

第１章 点検・評価の趣旨等

1 点検・評価の趣旨

地方教育行政の組織及び運営に関する法律第26条第１項の規定により、『教育委

員会は、毎年、その権限に属する事務の管理及び執行の状況について点検及び評

価を行い、その結果に関する報告書を作成し、これを議会に提出するとともに、

公表しなければならない。』と定められています。

この報告書は、平成22年度に策定し平成25年３月に改訂を行った「浦安市教育

ビジョン基本計画改訂版」、平成25年３月に策定した「浦安市生涯学習推進計

画」及び「浦安市第２期基本計画」から教育委員会が事業を抽出し決定した「平

成26年度教育施策」をもとに作成しています。

平成26年度の施策や事業を、教育委員会事務局が適切に執行しているかどうか

について、教育委員会自らがチェックし、地域住民に説明責任を果たすため、点

検・評価を行うものです。

２ 点検・評価の方法

（１）点検・評価の対象

平成26年度に教育委員会が実施した施策や事業について、「平成26年度教育施

策」を基に振り返るとともに、それぞれの推進施策ごとに、教育委員会自らが事

務の進捗状況について点検・評価したものです。

（２）学識経験者の知見の活用

地方教育行政の組織及び運営に関する法律第26条第２項では、「教育に関し学識

経験を有する者の知見の活用を図るものとする」と規定されています。

このため、点検・評価にあたっては、「教育委員会の点検・評価報告書に係る

有識者懇談会」を設置し、点検・評価に関するご意見をうかがいました。なお、

有識者の方は次項のとおりです。また、主なご意見は「第４章」(91～94ページ)

に記載しました。
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・有識者名簿 （職等については、平成27年11月1日現在）

氏 名 職 等

朱
しゅ

膳寺
ぜ ん じ

宏
こう

一
いち

元千葉県社会教育委員・生涯学習委員、元千葉県社会教育委員連絡協議会副会長

福
ふ く

山
や ま

武
た け

夫
お

元浦安市立堀江中学校長、退職校長会顧問

片倉
かたくら

隆
たかし

元浦安市立東小学校長、元教育総務部指導課長

・懇談会

９月７日・10月22日開催

３ 点検・評価の概要

（１）教育委員の活動状況

教育委員会会議での審議状況や教育委員会議以外の活動状況について記載

しました。

（２）施策の実施状況等

「平成26年度教育施策」に掲げる施策ごとに事業の実績と今後の方向性を

記載しました。

また、教育委員会会議での主な意見を記載しました。

（３）有識者からの意見

有識者からのご意見のうち主なものを記載しました。
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第２章 教育委員の活動状況

１ 教育委員会委員名簿（平成26年度在籍）

（平成27年３月31日現在）

職 名 氏 名 任 期

委 員
小比類巻
こ ひ る い ま き

勲
いさお 平成20年10月１日～平成24年９月30日

平成24年10月１日～平成28年９月30日

（平成22年11月９日～平成27年３月31日教育委員

長）

川端
かわばた

秀仁
ひでひと 平成19年10月５日～平成23年10月４日

平成23年10月５日～平成27年10月４日

（平成21年11月９日～平成27年３月31日教育委員

長職務代理者）

西脇
にしわき

保
やす

幸
ゆき 平成21年11月９日～平成25年11月８日

平成25年11月９日～平成29年11月８日

宮澤
みやざわ

ミシェル
平成22年２月26日～平成24年９月30日

平成24年10月１日～平成28年９月30日

委 員

（教育長）
黒田
く ろ だ

江
え

美子
み こ 平成19年８月１日～平成23年７月31日

平成23年８月１日～平成27年３月31日

２ 教育委員会会議での審議状況等

平成26年度においては、定例会を12回、臨時会を２回開催しました。

条例・規則の改正や教育費の予算、教育施策、審議会委員の委嘱などの議案を審

議し、各種事業の開催や実施状況などの報告を行いました。

・議案の性質別件数

分類 項 目 件 数

1 教育行政の運営に関する基本方針の決定 10

2 教育委員会規則・訓令等の制定・改廃 23

3 管理職以上の職員の任免 ２

4 附属機関の委員の任命・委嘱 13

5 教育関係職員の人事方針の決定 ０

6 教育功労者の決定 １

7 当初・補正予算審議 ４

8 その他 16

計 69
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・平成26年度 教育委員会会議 議案一覧 （＊分類は前ページの分類番号と対応しています。）

議名

開催日
議 案

分

類

傍聴

者数

第４回定例会

４月10日(木)

議案なし なし

第５回定例会

５月８日(木)

・浦安市社会教育委員の委嘱について

・社会教育主事の辞令について

・契約の締結（案）について

・契約の締結（案）について

・契約の締結（案）について

・契約の締結（案）について

・平成26年度教科用図書葛南西武採択地区協議会規約（案）につい

て

・平成26年度教科用図書葛南西部採択地区協議会委員の推薦につい

て

・平成26年度教科用図書葛南西部採択地区協議会事務経費予算

（案）について

４

５

８

８

８

８

８

８

８

なし

第６回定例会

６月12日(木)

・浦安市立幼稚園管理規則の一部を改正する規則の制定について

・浦安市都市公園条例の一部を改正する条例の施工期日を定める規

則の制定について

・浦安市立幼稚園預かり保育実施要項の一部を改正する告示に制定

について

・浦安市学校給食センター運営委員会委員の委嘱について

・浦安市社会教育委員の委嘱について

・浦安市文化財審議会委員の委嘱について

・浦安市青少年センター運営協議会委員の委嘱について

・浦安市青少年補導員の委嘱について

・浦安市スポーツ推進委員の委嘱について

・浦安市公民館運営審議会委員の委嘱について

２

２

２

４

４

４

４

４

４

４

なし

第７回定例会

７月10日(木)

・浦安市立小学校設置条例の一部を改正する条例（案）について

・浦安市公民館運営審議会委員の委嘱について

１

４

なし

第８回定例会

８月14日(木)

・平成26年度一般会計（教育費）に係る補正予算（案）について

・浦安市都市公園条例の一部を改正する条例の制定について

・契約締結（案）について

７

２

８

なし
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議名

開催日
議 案

分

類

傍聴

者数

・浦安市青少年補導員の委嘱について ４

第９回定例会

９月11日(木)

・スポーツ推進委員の委嘱について

・平成25年度浦安市教育功労者表彰の被表彰者の決定について

４

６

なし

第10回定例会

10月9日(木)

議案なし なし

第11回定例会

11月13日(木)

・平成26年度一般会計（教育費）に係る補正予算について

・浦安市立幼稚園設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例

について

・契約の変更（案）について

・指定管理者の指定について（浦安市運動公園陸上競技場指定管理

者）

・指定管理者の指定について（浦安市青少年館）

・浦安市立小学校及び中学校通学区域に関する規則の一部を改正す

る規則の制定について

・浦安市教育委員会バスの運行に関する規則の一部を改正する規則

の制定について

・社会教育主事の辞令について

・浦安市青少年補導員の委嘱について

・浦安市教育委員会点検・評価報告書（平成25年度）について

７

１

８

８

８

２

２

８

４

８

なし

第12回定例会

12月11日(木)

・浦安市スポーツ推進委員の委嘱について ４ なし

第１回定例会

１月８日(木)

・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

の施行に伴う関係条例の整理に関する条例の制定について

・浦安市奨学支援金条例の制定について

・浦安市いじめ対策調査委員会条例の制定について

・浦安市都市公園条例の一部を改正する条例の制定について

８

２

２

２

１名

第２回定例会

２月12日(木)

・改訂「浦安市教育ビジョン」後期基本計画について

・平成26年度一般会計（教育費）に係る補正予算（案）について

・平成27年度一般会計（教育費）に係る当初予算（案）について

８

７

７

なし

第３回定例会

３月12日(木)

・平成27年度教育施策（案）について

・浦安市教育委員会組織規則の一部を改正する規則の制定について

・浦安市教育委員会会議規則の一部を改正する規則の制定について

１

２

２

なし
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議名

開催日
議 案

分

類

傍聴

者数

・浦安市教育委員会公告式規則の一部を改正する規則の制定につい

て

・浦安市教育委員会傍聴人規則の一部を改正する規則の制定につい

て

・浦安市教育委員会教育長職務代理者指定規則を廃止する規則の制

定について

・浦安市教育委員会の権限事務を教育長に委任する事務委任規則の

一部を改正する規則の制定について

・浦安市教育委員会公文書管理規則の一部を改正する規則の制定に

ついて

・浦安市運動公園陸上競技場管理規則の制定について

・浦安市教育委員会事務決裁規程の一部を改正する訓令の制定につ

いて

・行事の共催及び後援に関する規程の一部を改正する訓令の制定に

ついて

・浦安市教育委員会の事務局及び教育機関に属する職員の勤務時間

の割振り等に関する一部を改正する訓令の制定について

・浦安市教育委員会公文書規程の一部を改正する訓令の制定につい

て

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

第１回臨時会

３月26日(木)

・平成27年度幼稚園、認定こども園、小・中学校教育指導の指針に

ついて

・浦安市立小学校及び中学校管理規則の一部を改正する規則の制定

について

・浦安市教育委員会公印規則の一部を改正する規則の制定について

・浦安市立幼稚園管理規則の一部を改正する規則の制定について

・浦安市立学校職員服務規程の一部を改正する規則の制定について

・浦安市いじめ対策調査委員会条例施行規則の制定ぬついて

・浦安市立認定こども園一時預かり事業実施要綱の制定について

・浦安市教育委員会管理職の任命について

１

２

２

２

２

２

２

５

なし

＊議案69件の審議の他、133件の協議及び報告事項について取り扱いました。
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３ 教育委員会会議以外の活動状況

教育委員は、教育委員会会議への出席の他に市内の幼小中学校を訪問して教育現場

の状況を把握するとともに、議案や教育課題などに対する理解を深め、多面的な角度

から議論を行うため勉強会を開催しました。また、国・県等が主催する研修会や総会、

各種行事などにも参加しました。

（１）幼稚園・学校訪問

開催日 訪 問 先

平成２６年 ５月２９日 明海中学校

平成２６年 ５月３０日 若草幼稚園

平成２６年 ７月 ２日 入船南小学校

平成２６年 ７月 ４日 美浜北小学校

平成２６年 ７月 ９日 美浜北幼稚園

平成２６年 ７月１５日 入船南幼稚園

平成２６年１０月 １日 浦安中学校

平成２６年１０月 ３日 北部小学校

平成２６年１０月１０日 富岡中学校

平成２６年１０月１６日 南小学校

平成２６年１０月２１日 みなみ幼稚園

平成２６年１１月 ６日 浦安小学校

平成２６年１１月１１日 北部幼稚園

平成２６年１１月１２日 堀江中学校

平成２６年１２月 ２日 舞浜小学校

平成２６年１２月 ３日 見明川小学校

平成２７年 １月２０日 美浜南幼稚園

（２）勉強会

開催日 内 容

平成２６年 ４月１０日 こども子育て新制度について

平成２６年１２月１１日 浦安市教育委員会いじめ等の対策及び調査委員会（仮

称）設置条例について・浦安市学校等における医療的ケ

アについて・浦安市郷土博物館の活用について・新浦安

文化施設について
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（３）総会・研修会等

開催日 内 容

平成２６年 ４月１１日 葛南教育事務所教育長会議

平成２６年 ４月１８日 千葉県都市教育長協議会第１回役員会・総会

平成２６年 ５月８・９日 関東地区都市教育長協議会総会・分科会

平成２６年 ５月１６日 関東甲信越静市町村教育委員会連合会総会

平成２６年 ５月２８日 千葉県市町村教育員会連絡協議会定期総会

平成２６年 ５月３０日 全国市町村教育委員会連合会定期総会

平成２６年 ６月２７日 千葉県都市教育長協議会第２回役員会・情報交換会

平成２６年 ７月 ３日 全国都市教育長協議会理事会

平成２６年 ７月 ４日 全国市町村教育委員会連合会第２回理事会

平成２６年 ９月２４日 千葉県市町村教育委員会連絡協議会第1回研修会

平成２７年 １月２２・２３日 教育委員視察研修（秋田市教育委員会）

平成２７年 １月２８日 千葉県市町村教育委員会連絡協議会第２回研修会

（４）その他の行事

開催日 内 容

平成２６年 ４月 ２日 教職員新任式

平成２６年 ４月１２日 軽スポーツ協会評議委員会

平成２６年 ４月１３日 市民タグラグビー祭

平成２６年 ４月１９日 体育協会評議員会・表彰式

平成２６年 ４月２５日 青少年補導員連絡協議会定期総会

平成２６年 ４月２７日 浦安市美術協会定期総会

平成２６年 ５月 １日 幼稚園ＰＴＡ連絡協議会総会

平成２６年 ５月 ７日 こころの劇場

平成２６年 ５月 ９日 浦安市立小中学校ＰＴＡ連絡協議会定期総会

平成２６年 ５月１０日 当代島公民館文化祭

わんぱく相撲 浦安場所

平成２６年 ５月１４日 浦安市教育研究会定期総会

平成２６年 ５月１５日 学校保健会定期総会

平成２６年 ５月１７日 婦人の会連合会定期総会

入船南小学校運動会

平成２６年 ５月１８日 きぼう青年学級30周年記念

平成２６年 ５月２１日 手をつなぐ親の会総会

平成２６年 ５月２４日 北部・南・美浜北・高洲北・見明川・富岡・美浜南・

舞浜・日の出・明海・日の出南・明海南・高洲北・
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開催日 内 容

東野小学校運動会

カフェテラスin境川

平成２６年 ５月３１日 東・高洲小学校運動会

ゲートボール市民大会

平成２６年 ６月 ８日 日本ボーイスカウト千葉県連盟総会

平成２６年 ６月１３日 青少年健全育成連絡会定期総会

平成２６年 ６月１５日 うらやすまるごと親子広場

平成２６年 ６月３０日 市長講演会

平成２６年 ７月 ５日 立志塾説明会・研修会

平成２６年 ７月１９日 新町盆踊り

平成２６年 ７月２６日 第36回浦安市花火大会

平成２６年 ８月 ２日 明海の丘夏祭り

平成２６年 ８月 ４日 立志塾第２回事前研修会

平成２６年 ８月 ５日 教育実践事例発表会

平成２６年 ８月 ７日 1,000km縦断リレー（中継地点/美浜北小・浦安小）

平成２６年 ８月 ５日 生涯学習フォーラム

平成２６年 ８月１３日 無縁仏供養

平成２６年 ８月１４・１５日 納涼盆おどり大会

平成２６年 ８月１７日 洋上研修結団式

平成２６年 ８月１９～２１日 ふるさとうらやす立志塾（南三陸町・石巻市）

平成２６年 ８月２２・２８・

２９日

うらやすこども大学

平成２６年 ８月２５日 葛南地区教育委員会連絡協議会教育講演会

平成２６年 ８月２９日 ふるさとうらやす立志塾報告会

平成２６年 ８月３１日 少年野球開会式

うらやすジュニアオーケストラ第４回定期演奏会

平成２６年 ９月 ６日 市立全中学校秋季運動会

児童・生徒科学作品展

平成２６年 ９月 ７日 浦安フェスティバル2014

平成２６年 ９月１４日 市民ソフトボール大会

平成２６年 ９月１５日 市ＰＴＡ連合会スポーツ大会

平成２６年 ９月２１日 千葉県消防操法大会

平成２６年 ９月２６日 入船南小・中理科研究会

平成２６年 ９月２７日 浦安・入船北小学校運動会

美浜公民館文化祭
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開催日 内 容

平成２６年 ９月２８日 防災訓練

平成２６年１０月 １日 美浜中学校30周年式典

平成２６年１０月 ４日 日の出公民館文化祭

中央公民館開館50周年記念文化祭

講演会「市民安全と多職種連携のあり方」

平成２６年１０月 ５日 ふるさと浦安作品展表彰式

平成２６年１０月 ７日 第47回小中学校音楽会

平成２６年１０月１０日 富岡中学校訪問

平成２６年１０月１２日 スポーツフェア2014

健全育成街頭キャンペーン

高洲公民館文化祭

平成２６年１０月１４日 浦安市消防本部日の出出張所竣工式

平成２６年１０月１７日 小中連携一貫教育推進会議

平成２６年１０月１８日 小学校ミニバスケットボール大会

第17回浦安市民まつり

富岡公民館文化祭

新聞組合表彰式

平成２６年１０月２２日 美浜中学校合唱祭

平成２６年１０月２５日 ゲートボール秋季大会

小学校サッカー大会

平成２６年１０月２７日 千葉県生涯学習審議会社会教育委員会議

平成２６年１０月２８日 明海中学校合唱祭

平成２６年１０月２９日 入船中学校合唱祭

平成２６年１０月３１日 浦安南高等学校30周年記念式典

見明川中学校合唱祭

平成２６年１１月 ２日 民謡舞踊連盟大会

平成２６年１１月 ３日 市民功労者表彰式

平成２６年１１月 ５日 体育科教育研修会

防火ポスター展表彰式

平成２６年１１月 ８日 入船中学校地区「地域文化祭」

幼保小中学校作品展

平成２６年１１月１３日 教育功労表彰式

平成２６年１１月１４日 永年勤続表彰式

葛南教育事務所管内第２回教育長会議

平成２６年１１月１５日 第29回浦安小・中学校特別支援学級合同学習発表会
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開催日 内 容

絆の森植樹祭

平成２６年１１月１６日 健全育成連絡会20周年記念事業

平成２６年１１月１８日 浦安高等学校よさこいソーラン

平成２６年１１月２１日 舞浜小学校吹奏楽部教育長表敬訪問

平成２６年１１月２２日 世界一行きたい科学広場in浦安

自治会連合会表彰式

平成２６年１１月２３日 第34回市美術展表彰式

浦安小学校ふれあいまつり

平成２６年１１月２７日 市川特別支援学校30周年式典

平成２６年１１月２９日 障がい者ダンス発表会

平成２６年１２月 ５日 青少年健全育成標語コンクール表彰式

平成２６年１２月 ６日 明るい社会づくりポスターコンクール授賞式

うらやすこども大学修了式

平成２６年１２月１０日 千葉県教育振興基本計画関係者会議

平成２６年１２月１２日 税作文表彰式

平成２６年１２月１４日 第24回浦安市民演奏会

平成２６年１２月２０日 東小学校屋内運動場.育成クラブ竣工式

平成２６年１２月２１日 バスケットボール20周年式典

平成２７年 １月 １日 新年賀詞交換会

平成２７年 １月１１日 消防出初式

平成２７年 １月１２日 成人式

平成２７年 １月１８日 うらやす文化市場

平成２７年 １月２０日 社会を明るくする運動作文コンテスト表彰式

平成２７年 １月２１日 学校保健会健康教育講演会

平成２７年 １月２９日 経済関連団体合同賀詞交歓会

平成２７年 １月３０日 租税教育推進協議会

発達障がい講演会

平成２７年 ２月 １日 第24回東京ベイ浦安シティマラソン

平成２７年 ２月 ２日 教職員県外派遣研修報告会

高洲中学校校章・校歌発表会

平成２７年 ２月 ３日 青少年問題協議会

平成２７年 ２月 ４日 第２回千葉県生涯学習審議会

子どもの読書活動推進部会

平成２７年 ２月 ５日 浦安地区公立幼稚園ＰＴＡ連絡協議会研究協議会

平成２７年 ２月 ９日 青少年善行表彰式
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開催日 内 容

スポーツ.文化.芸術表彰審査会

平成２７年 ２月１１日 子どもたこあげ大会

平成２７年 ２月１３日 浦安市立小中学校ＰＴＡ連絡協議会懇親会

平成２７年 ２月１４日 剣道連盟30周年記念

市民手工芸作品展（14日～20日）

平成２７年 ２月１５日 ベイシティ浦安杯ジュニア大会開会式

平成２７年 ２月２０日 青年会議所35周年記念

平成２７年 ２月２２日 ＮＰＯ法人千楽東野地区障がい者複合施設竣工式

平成２７年 ２月２３日 日の出南小学校10周年式典

平成２７年 ２月２５日 東田直樹講演会

平成２７年 ２月２６日 葛南地方技術教育センター第２回運営委員会

平成２７年 ３月 ５日 児童生徒作品展表彰式

平成２７年 ３月 ６日 市P連講演会

平成２７年 ３月 ８日 しんうら駅前広場音楽祭

浦安中学校スプリングコンサート

平成２７年 ３月１０日 渋谷教育学園認定こども園竣工披露会.内覧会

平成２７年 ３月１５日
うらやす震災復興のつどい

防災講演会

平成２７年 ３月２５日 入船南・入船北小学校閉校式

平成２７年 ３月３１日 教職員退職者感謝状贈呈式
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第３章 施策の実施状況等

施策・事業名・・・ 平成26年度教育施策に沿った施策・事業の体系で構成

なお、第１節から第７節までは、浦安市教育ビジョンの施策・事業

を記載

第８節から第12節までは、浦安市生涯学習推進計画の施策・事業を

記載

第13節から第14節までは、浦安市基本計画の施策・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◎」、「主要事業は

○」、「新規事業は□」「その他事業は・」で記載

実績・・・・・・・ 平成26年度の事業実績を記載

今後の方向性・・・ 事業ごとに平成27年度以降の取り組みの方向性を記載

教育委員会会議での主な意見・・・・定例教育委員会会議での主な意見を記載

第１節 確かな学力(知)

１－１ 学ぶ意欲の育成と確かな学力形成

施 策 事業名・担当部署 実 績

一人一人に応じ

たきめ細かい授

業の推進

○少人数教育推進事業

／学務課・指導課

・少人数教育指導員配置事業

／指導課・学務課

□インクルーシブ教育システム構築モ

デル事業

／指導課・研究センター

延べ70名の少人数教育推進教員を全小・中学校に

配置しました。少人数教育推進教員を対象に教員

研修を年６回実施し、個に応じたきめ細かな指導

の充実を図りました。

少人数教育指導員１名を市内小中学校に派遣し、

管理職等への助言や少人数教育推進教員及び少人

数指導を実施している教員等の指導力の向上を図

るための指導、助言、および年２回の研修会を実

施しました。

少人数教育推進教員等を有効に活用し、児童生徒

一人一人へのきめ細やかな指導ができました。

インクルーシブ教育システム構築のため、南小学

校、東小学校、明海小学校の３校をモデル校に指

定し、特別支援教育の必要な児童への合理的配慮

の実践事例を蓄積するとともに、必要な校内体制

の整備等について実践研究を行いました。
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○きめ細かな指導推進事業

／教育研究センター

・授業モデル「うらやす」作成事業

／教育研究センター

・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

○情報教育推進事業

／教育研究センター

学力分析や活用の仕方について年２回の会議を開

催し、各回27名が参加しました。また、教員の資

質向上・授業力アップを図るため研修会を年４回

開催し、延べ151名が参加しました。さらに、具体

的な指導ポイントや指導方法を「きめ細かな指導

資料」として20事例まとめ、メタフレイム内（ポ

ータルサイト）に掲載することにより、個に応じ

たきめ細かな指導の充実を図りました。

本市の授業モデルとなる学習指導案集を51事例作

成し、教職員のコンピュータですぐに活用できる

方法で提供することにより、個に応じたきめ細か

な指導の充実を図りました。

研修会や学校訪問等でその成果を指導し、算数の

少人数指導以外にも、一部教科担任制を導入しま

した。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、書写、外国

語活動等、延べ100学年で実施しました。

夏季休業中にＰＣ講座を６回実施し、延べ100名が

参加しました。

全小・中学校27校で巡回ＩＣＴ講習会を実施し、

教職員の授業におけるＩＣＴ活用能力の向上を図

りました。

自主的な学習活

動の奨励・支援

・家庭学習習慣の推奨

／指導課

・児童生徒科学作品展の開催

／教育研究センター

発達段階に応じた家庭学習を行う習慣の必要性に

ついて、学校訪問の際に指導しました。県教育委

員会HP「家庭学習について考えよう」や、県教育

委員会事業「ちばのやる気」学習ガイドを周知

し、家庭学習の推進に活用するように助言しまし

た。

理科学習の充実のため、科学作品展を実施し、延

べ953名が来場しました。146点の出品があり、そ

のうち19点を特選としました。
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・ふるさと浦安作品展の開催

／郷土博物館・指導課

「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ため、作品展を開

催しました。小学校18校、中学校９校から延べ

1,350名の参加がありました。

＜今後の方向性＞

・少人数教育推進事業は、少人数教育推進教員の指導力向上のための研修をより一層充実させ、きめ細かな指導の

充実に向けて、推進を強化していきます。/学務課・指導課

・少人数教育指導員配置事業については、今後も各学校の少人数指導の充実を図るために管理職及び少人数教育を

担当する教員への指導、助言を行っていきます。/学務課・指導課

・インクルーシブ教育システム構築モデル事業については、南小学校・東小学校・明海小学校のモデル校３校で基

礎的環境整備を進め、合理的配慮の事例を蓄積していきます。また、まなびサポート研修会やモデル校の授業公

開、研究のまとめ（冊子）等を活用し、教職員がインクルーシブ教育システムについて理解を深め、実践してい

けるよう、教育研究センターと連携して教職員への指導の充実を図ります。/指導課・教育研究センター

・きめ細かな指導推進事業および授業モデル「うらやす」作成事業を学力調査の活用推進として一本化します。学

力調査の結果を分析し、会議や研修会を開催するとともに、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・活用できるようにし、きめ細かな指導の充実を図ります。

/教育研究センター

・小学校高学年における一部教科担任制の導入については、市費非常勤職員の活用も図り、各校の実情に応じて

今後も取り組んでいきます。/指導課・学務課

・情報教育推進事業については、今後も夏季休業中にＰＣ講座を行うとともに小・中学校での巡回ＩＣＴ講習

会・ＩＣＴ支援員派遣事業を実施し、電子黒板・教材提示装置等、授業における教員のＩＣＴ活用能力の向上

を図ります。また、児童・生徒の自ら考える力や学習意欲の向上を図るため、モデル校にタブレット端末を導

入し、効果的な活用方法を検証します。/教育研究センター

・家庭学習習慣の推奨については、その必要性について学校訪問の際に指導したり、県教育委員会HP「家庭学習

について考えよう」や、県教育委員会事業「ちばのやる気」学習ガイドを周知し活用を助言したりしていきま

す。/指導課

・児童生徒科学作品展の開催は、今後も理科教育振興のため、児童生徒の作品紹介の充実を図ります。

/教育研究センター

・ふるさと浦安作品展の開催については、自由研究を通して郷土浦安を学び、郷土を愛する気持ちを育てられる

よう、博物館活用推進委員会と連携して内容の充実・参加促進に努めていきます。/郷土博物館・指導課

１－２ 今日的な教育課題に対応する教育の推進

施 策 事業名・担当部署 実 績

教育研究・実践

のシステム化

・研究指定校・研究奨励校の指定事業

／指導課

本市教育振興のため、指定校への指導・助言を行

い、先進的な研究の推進を支援しました。
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・校内研究の奨励・支援

／指導課

・授業モデル「うらやす」作成事業

【再掲】

／教育研究センター

幼稚園・学校の各教科等における研修を支援する

ため、要請に応じて訪問し、指導法の工夫・改善

を中心に指導・助言を行い、教員の授業力の向上

を支援しました。

本市の授業モデルとなる学習指導案51事例を作成

し、データ化して提供することにより、教職員が

必要な資料をすぐに活用できるようになりまし

た。

国語教育の充実 ・子ども読書活動推進事業

／指導課

全小・中学校に27名の司書を配置するとともに、

読書活動推進と図書室利用の促進を図りました。

調べ学習による利用時間は年間1,650時間で、その

内、国語の授業での利用については633時間でし

た。また、平成26年度の浦安市生活実態調査によ

ると、「本を読むことが、とても好き・まあ好き」

と答えた児童生徒が８割を超えています。

理数教育の充実 ○理科支援ティーチャー配置事業

／指導課

・理科センター事業の充実

／教育研究センター

□植物工場導入調査検討経費

／教育政策課

小学校に６名配置し、小学校の理科における観察

や実験などの学習サポート、観察や実験等の事前

準備や後片付け、学習計画の立案や教材開発の支

援、理科実験用薬品や備品等の管理補助を行いま

した。

市内各小・中学校より選出された理科センター協

力員の協力を得て、教員の理科実技研修１回（26

名）、小学生のための理科講座１回（76名）等を実

施しました。

また、児童生徒科学作品展では、延べ953名が来

場しました。146点の出品があり、そのうち19点を

特選としました

理科センターは教育研究センター内に設置され、

理科センター所長は、教育研究センター所長が兼

務しています。

理科、環境教育や食育等の充実をめざし、施設内

で植物の生育に必要な環境を人工的に制御し、季

節を問わず連続的に生産するシステムである植物

工場について、検討委員会を３回実施し、学校教
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・少人数教育指導員配置事業【再掲】

／指導課・学務課

育における活用方法などの調査・検討を行いまし

た。

少人数教育指導員１名を市内小中学校に派遣し、

管理職等への助言や少人数教育推進教員及び少人

数指導を実施している教員等の指導力の向上を図

るための指導、助言を実施しました。

少人数教育推進教員等を有効に活用し、児童生徒

一人一人へのきめ細やかな指導ができました。

外国語活動・外

国語教育の充実

○□英語教育推進事業

／指導課

各小・中学校に22名のＡＬＴ、小学校にＡＬＴコ

ーディネーター１名を派遣し、外国文化の理解及

び英語によるコミュニケーション能力の育成を図

りました。また、中学２年生対象の市学力調査で

は、すべての領域・観点において全国平均を上回

る結果となりました。

勤労観・職業観

を育む教育の充

実

・キャリア教育の推進

／指導課

キャリア教育推進委員会を年３回実施しました。

第１回及び第３回では、平成23年度末に文部科学

省から出された新しい観点とキャリア教育のねら

いを説明し、各校でのキャリア教育推進計画を見

直しました。第２回目は、講師を招へいし、キャ

リア教育の重要性・必要性について研修を行いま

した。また、各小・中学校においては、職業調べ

や体験学習等を実施しました。

情報教育の充実 ○情報教育推進事業【再掲】

／教育研究センター

夏季休業中にＰＣ講座を６回実施し、延べ100名が

参加しました。全小・中学校27校で巡回ＩＣＴ講

習会を実施し、教職員の授業におけるＩＣＴ活用

能力の向上を図りました。

防災教育の推進 ・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

防災教育に係る各種資料を提示するとともに、義

務教育９年間を見通した防災教育に係るカリキュ

ラムを踏まえた「防災教育指導資料」の活用につ

いて周知しました。

＜今後の方向性＞

・研究指定校・研究奨励校の指定事業については、今後も浦安市の教育の振興並びに小・中連携一貫教育の推進

のため、小中連携教育教科推進校を指定し、他の指定校も合わせて指導助言を行い、その成果を各小中学校へ

普及していきます。/指導課

・校内研究の奨励・支援については、要請訪問や学校訪問での指導・助言を行い、幼稚園・学校の各教科等にお

ける研修を支援していきます。/指導課
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・授業モデル「うらやす」作成事業については、きめ細かな指導推進事業と合わせて学力調査の活用推進として一

本化します。学力調査の結果を分析し、会議や研修会を開催するとともに、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・活用できるようにし、きめ細かな指導の充実を図

ります。/教育研究センター

・子ども読書活動推進事業については、浦安市子ども読書活動推進計画（第二次）に基づき、小・中学校の学校

図書館の環境整備と図書資料の充実に努めます。また、授業における図書資料の活用を進めるために、充実し

た学校図書館運営につながる研修を推進していきます。/指導課

・理科支援ティーチャー配置事業については、理科教育の充実の観点から、学習支援や理科室、薬品庫等の管理

補助について、より一層活用を推進していきます。/指導課

・理科センター事業の充実については、今後も理科センター協力員とともに、教員の実験技能と指導力向上を図

り、子どもたちの科学への興味・関心や知的好奇心を高めるような事業を継続して行っていきます。

/教育研究センター

・植物工場導入調査検討事業については、学校教育における植物工場活用推進事業として、植物工場を活用する

ことで、理科学習の充実を図ります。/教育政策課

・少人数教育指導員配置事業については、今後も各学校の少人数指導の充実を図るために管理職及び少人数教育

を担当する教員への指導、助言を行っていきます。/学務課・指導課

・英語教育推進事業については、今後も外国語指導助手（ＡＬＴ）を全小・中学校に配置し、外国語（英語）教

育をより一層推進します。また、文部科学省から教育課程特例校としての指定を受け、平成26年度から平成28

年度の３年間、小学校第１学年から第４学年において年間14時間の外国語活動を実施し、小中連携の視点を踏

まえ系統性のある一貫した学習指導に努めます。/指導課

・キャリア教育の推進事業については、中学校区ごとの年間指導計画を作成し、小・中学校の連携を図っていき

ます。/指導課

・情報教育推進事業については、今後も夏季休業中にＰＣ講座を行うとともに小・中学校での巡回ＩＣＴ講習

会・ＩＣＴ支援員派遣事業を実施し、電子黒板・教材提示装置等、授業における教員のＩＣＴ活用能力の向上

を図ります。また、児童・生徒の自ら考える力や学習意欲の向上を図るため、モデル校にタブレット端末を導

入し、効果的な活用方法を検証します。/教育研究センター

・防災教育の推進については、義務教育９年間を見通した防災教育に係るカリキュラムと「防災教育指導資料」

の検討・見直しを図ります。また、防災教育に係る資料等の学校への情報提供を積極的に行います。

/保健体育安全課・指導課・教育研究センター

１－３ 多様な教育的ニーズに応じた支援の充実

施 策 事業名・担当部署 実 績

特別支援教育の

推進

○まなびサポート事業の推進

／教育研究センター・学務課

まなびサポートチーム員（医師２名、スーパーバ

イザー１名、指導主事等３名、臨床心理士４名、

言語聴覚士２名、理学療法士、作業療法士、特別

支援教育指導員各１名）により、日々の心理・行

動面についての相談や教科学習の到達度やつまず
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□インクルーシブ教育システム構築モ

デル事業【再掲】

／指導課・教育研究センター

・学習支援室活用の推進

／教育研究センター

・県立特別支援学校分校誘致の推進

／教育政策課・学務課

きの特徴についての助言、特別な教育的支援が必

要な子どもの就学に関する相談を行いました。保

育園、幼稚園、小・中学校への訪問相談は年間994

回実施し、特別支援教育の体制整備、個別の相談

を進め、心身障がい児支援員を16名、心身障がい

児補助教員を130名配置しました。

また、特別支援教育の体制整備、個別の教育支援

計画・個別の指導計画の作成や活用など、一人ひ

とりの教育的ニーズに応じた指導が展開されるよ

う学校・園への指導・支援の充実を図りました。

インクルーシブ教育システム構築のため、南小学

校、東小学校、明海小学校の３校をモデル校に指

定し、特別支援教育の必要な児童への合理的配慮

の実践事例を蓄積するとともに、必要な校内体制

の整備等について実践研究を行いました。

学習支援室を活用して子どもの教育的ニーズに応

じた個別学習や少人数学習などが行えるように、

学校へ指導・支援を行いました。今年度は余裕教

室の状況を把握しながら、明海小学校、高洲中学

校の学習支援室を整備しました。

市内で障がいのある児童生徒が適切な指導と必要

な支援を受けることができるよう、県教育委員会

教育長に、県立特別支援学校分校・分教室の早期

開設について要望書を提出するとともに、H27年度

に習志野市、匝瑳市に開校予定の県立特別支援学

校２校の視察を行いました。

不登校児童・生

徒への支援の充

実

○教育相談推進事業

／指導課

○適応指導教室における教育機能の充

実

／指導課

全小・中学校に27名のスクールライフカウンセラ

ー（ＳＬＣ）を配置し、児童・生徒の精神的な悩

みの発見や相談に対応し、健やかな学校生活がお

くれるように支援しました。

不登校やひきこもり傾向の児童・生徒に対し、個

に応じたきめ細かな指導・援助を行うとともに、

小集団での活動を通して、ゆるやかな学校復帰を
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図りました。いちょう学級の延べ利用人数は889名

で、教育相談における相談を延べ2,286回、訪問相

談を延べ1,374回行いました。

外国籍等の子ど

もたちの日本語

サポート体制の

充実

・日本語指導員の派遣

／指導課

日本語指導員を派遣し、18名の児童・生徒に学習

支援を行いました。

＜今後の方向性＞

・まなびサポート事業については、特別な教育的支援を必要とする子ども一人ひとりの教育的ニーズに応じた指

導・支援が適切に行えるよう、学校・園・保護者の相談を丁寧に行い、個別の指導計画や個別の教育支援計画

の作成および活用の充実を図ります。また、どの子もわかる授業づくりやどの子も安心して居場所のある学級

づくりができるよう、指導課と連携して教職員への指導の充実を図ります。/教育研究センター

・インクルーシブ教育システム構築モデル事業については、南小学校・東小学校・明海小学校のモデル校３校で

基礎的環境整備を進め、合理的配慮の事例を蓄積していきます。また、まなびサポート研修会やモデル校の授

業公開、研究のまとめ（冊子）等を活用し、教職員がインクルーシブ教育システムについて理解を深め、実践

していけるよう、教育研究センターと連携して教職員への指導の充実を図ります。/指導課・教育研究センター

・学習支援室活用の推進については、今後も子どもの教育的ニーズに応じた個別学習や少人数学習などが行える

ように、活用状況等を確認しながら、継続して学校への指導・支援を行っていきます。/教育研究センター

・県立特別支援学校分校誘致の推進については、引き続き県へ、本市の抱える課題や要望を伝えるとともに、新

設校など、参考となる県内外特別支援学校分校の情報収集を行います。また、県の方針を見据えつつ必要に応

じて市長部局と調整しながら、今後の方針や対応について協議していきます。/教育政策課・学務課

・教育相談推進事業については、スクールライフカウンセラー（ＳＬＣ）を全小・中学校に各1名配置し、児童・

生徒の精神的な悩みの発見、相談、解消のために適切な援助・助言を継続していきます。/指導課

・適応指導教室における教育機能の充実については、適応指導教室をいちょう学級・教育相談・訪問相談の３部

門で運営し、不登校やひきこもり傾向になった児童・生徒に対し、個に応じたきめ細かな指導・援助を行うと

ともに、小集団での活動を通して、人間関係の改善と自立心の確立、情緒の安定を図り、学校復帰への支援を

継続して行います。また、学校生活に関すること、心や身体のこと、その他個々の状況に応じて、児童・生

徒、保護者、教育関係者に対し、相談活動を通しての支援を継続して行います。/指導課

・日本語指導員の派遣については、今後も小･中学校において、諸外国から編入学してきた日本語指導を必要とす

る児童･生徒に日本語指導員を派遣し、学校生活への適応を図ります。/指導課

１－４ 学びの連続性を重視した教育の推進

施 策 事業名・担当部署 実 績

学校種間の連携 ◎幼・保・小連携教育の推進

／指導課・保育幼稚園課

幼・保・小・中連携教育担当者会議を年１回開催

し、推進の留意点や効果について講師の助言や指導

をいただいたり、うらやす幼・保・小・中連携の日

に、全９中学校区で情報交換を行ったりしました。
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・中・高連携教育の推進

／指導課・教育政策課

市内公立高校が実施する「開かれた学校づくり委員

会」や各中学校の進路指導を通して、連携を図りま

した。県立浦安南高等学校の教諭が、市立小学校１

校で授業を実施しました。

小中連携・一貫

教育の推進

◎小中連携・一貫教育の推進

／教育政策課・指導課・学務課

小中連携・一貫教育調整会議を３回、有識者を招聘

しての推進会議を１回開催し、円滑な実践及び効果

的な推進のための協議を行いました。また、「浦安

市小中連携・一貫教育の展開」および「浦安市小中

連携・一貫教育カリキュラムの指針」を全小・中学

校に配布し、校長研修会、園長研修会、教頭研修

会、幼稚園主任研修会教務主任研修会や各教科等の

主任研修会や12校の学校訪問などを通して、活用に

ついて助言・指導しました。

＜今後の方向性＞

・幼・保・小連携教育の推進については、浦安市全中学校区において、中学校を巻き込んだ幼保小中の連携教育

を推進していきます。幼稚園・保育園・小学校・中学校の教職員の合同研修会を開催し、それぞれの地域や学

校の特色を生かした連携教育を推進していきます。/指導課・保育幼稚園課

・市内公立高等学校との、中・高連携教育の推進のあり方については、各公立高校を中心として実践化が図られ

てきています。各公立高校が設置する「開かれた学校づくり委員会」の実施に繋げていきます。

/指導課・教育政策課

・小中連携・一貫教育の推進については、「浦安市小中連携・一貫教育の展開」に基づき、校長会研修会、園長

研修会、教頭会研修会、幼稚園主任研修会、教務主任研修会に加え、研究主任研修会、２・３年目研修など既

存の研修会の場を活用して周知するとともに、こうした研修会においても中学校区を単位とした教職員の情報

交換等の場を積極的に設定していきます。また、「浦安市小中連携・一貫教育カリキュラムの指針」の活用につ

いて、学校訪問を通して、助言・指導していきます。

「うらやす幼・保・小・中連携の日」を活用し、中学校区の実態に即して設定した重点目標の達成に向け、各

中学校区の創意工夫を生かした取組を支援していきます。さらに、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します。

さらに、教育課程特例校の指定を受け、小学１年から４年生まで年間14時間の外国語活動を教育課程に位置付

け、外国語に対する興味や関心を育てていきます。/教育政策課・指導課・学務課

教育委員会議での主な意見

特別支援教育の推進においては、普通教室の一般教員へ、インクルーシブ教育も含めた特別支援教育の研修を

重点的に行うことが求められる。特別支援教育と一般教育との連携強化が必要である。

小学校高学年における一部教科担任制の導入については、今後どのように事業を進めていくのか、きちんとま

とめておく必要がある。
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研究指定校・研究奨励校の指定事業については、今後の方向性を見守っていきたい。

幼児教育も含め、学校教育において色を使った授業や活動をする際には、色を感じることができない子どもが

いるということに意識を持って、さりげない配慮を欠かさずに行ってほしい。

図書館の活用や学校教育の中での図書の重要性を考える際、子どもにとっての図書の意義を考える上でも、図

書館の活性化を図っていく上でも、学校と図書館の連携を密にすることを検討していくべきである。

小学校におけるタブレットを用いた教育においては、どのような使用方法でどのような場面の使用が有効なの

かということをきちんと考え、「書く」などの大切なことを見失わないようにタブレットを活用することが大切で

ある。

県立特別支援学校分校誘致の推進については、これを進めることによって特別支援教育の現状がどのように変

わっていくのか、どの段階（校種）で必要なのか、子ども達にとって分校が本当に必要なのかどうかを具体的に

検討していかなければならない。

不登校対応は、スクールライフカウンセラーの配置などを柱として重点的に具体化することが求められる。

小中連携・一貫教育については、「学力向上」、「生徒指導」どちらを目指して推進していくのか、方向性を定め

ていく必要がある。

学校全体の言語活動の実施状況や課題については、全教職員の間で話し合ったり検討したりする場を設ける必

要がある。

第２節 豊かな心(徳)

２－１ 豊かな心の育成

施 策 事業名・担当部署 実 績

道徳的実践力や

規範意識の向上

・人権啓発推進事業

／企画政策課・指導課

・ボランティア活動推進事業

／指導課

・道徳教育・人権教育の推進

／指導課

人権啓発のため、「人権・公民ノート」を制作し、

市立中学校３学年全生徒に配付しました。また、人

権講演会、「人権週間」街頭キャンペーンを行い、

教職員、生徒の人権啓発を推進しました。

学校訪問を通じて、地域行事への参加等、ボランテ

ィア活動推進の指導・助言を行いました。その結

果、市内小中学生の生活実態調査において「地域行

事への参加」の項目に「とても参加している」「ま

あ参加している」と回答した児童生徒の割合が、平

成24年度は小中学生の平均が約62％でしたが、平成

26年度の調査では約65％と微増ではありますが増え

ています。

年２回の道徳教育研修会、年１回の人権教育研修会

を行い、実践的な内容を取り上げ、道徳教育の推進

や教師の人権意識の向上を図りました。
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生徒指導機能の

向上

・生徒指導推進事業

／指導課

○教育相談推進事業【再掲】

／指導課

生徒指導体制の充実のため年間３回の研修会を実施

しました。また、電話相談による「いじめ110番」

では年間で26件の相談を受理しました。

全小・中学校に27名のスクールライフカウンセラー

（ＳＬＣ）を配置し、児童生徒の精神的な悩みの発

見・相談に対応し、健やかな学校生活がおくれるよ

うに支援しました。

＜今後の方向性＞

・人権啓発推進事業については、継続して人権啓発のため、「人権・公民ノート」の制作・配付や人権講演会、「人

権週間」街頭キャンペーンを行い、教職員ならびに生徒の人権啓発を推進していきます。/指導課

・ボランティア活動推進事業については、総合的な学習の時間や道徳教育、キャリア教育等の取り組みの中で実施

していきます。/指導課

・道徳教育・人権教育の推進については、引き続き、児童・生徒の道徳性を育むための実践的な研修を行い、学校

訪問を通じて道徳の授業について助言を行っていきます。人権教育では研修会を通じて児童・生徒や教職員の人

権感覚や人権意識を高める研修を行っていきます。/指導課

・生徒指導推進事業については、各小・中学校における教育相談の充実を推進するとともに、教育総務部指導課に

設置している「いじめ110番」専用電話を継続し、いじめに悩む児童・生徒や保護者の悩みを受け止め、解決に

向けてのアドバイスを行います。/指導課

・教育相談推進事業については、スクールライフカウンセラー（ＳＬＣ）を全小・中学校に各１名配置し、児童・

生徒の精神的な悩みの発見、相談、解消のために適切な援助・助言を継続していきます。/指導課

２－２ 情操を豊かにする教育の推進

施 策 事業名・担当部署 実 績

情操教育の推進 ・文化・芸術活動体験の推進

／指導課

○部活動推進事業

／保健体育安全課

・ふるさと浦安作品展の開催【再掲】

／郷土博物館

小学校対象の「こころの劇場」、小・中学校対象の

「音楽鑑賞教室」及び「音楽会」を開催し芸術活

動体験を推進し豊かな情操の育成を図りました。

部活動社会人指導者を小学校 16校に44名、中学校

９校に93名派遣しました。小学校では、ミニバス

ケットボール部、サッカー部他５部、中学校で

は、野球部、陸上競技部他11部に派遣しました。

「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ため、作品展を開

催しました。小学校18校、中学校９校から延べ
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・子ども読書活動推進事業【再掲】

／指導課

・ボランティア活動推進事業【再掲】

／指導課

1,350名の参加がありました。

全小・中学校に27名の学校司書を配置しました。

学校司書による読み聞かせ、公立図書館司書によ

るブックトーク・ストーリーテリングなど、子ど

もの読書活動の質を高める取り組みを行っていま

す。

学校訪問を通じて、地域行事への参加等、ボラン

ティア活動推進の指導・助言を行いました。その

結果、市内小中学生の生活実態調査において「地

域行事への参加」の項目に「とても参加している」

「まあ参加している」と回答した児童生徒の割合

が、平成24年度は小中学生の平均が約62％でした

が、平成26年度の調査では約65％と微増ではあり

ますが増えています。

＜今後の方向性＞

・文化・芸術活動体験の推進については、今後も劇団四季による「こころの劇場」やニューフィルハーモニーオー

ケストラ千葉による「音楽鑑賞教室」を実施し、プロによる優れた芸術にふれることで豊かな感性を育むととも

に、「小・中学校音楽会」では中学校区ブロックごとに日頃の文化活動の成果を発表し、文化・芸術体験の推進

を図っていきます。/指導課

・部活動推進事業については、心豊かでたくましい生徒を育成するため、外部指導員の積極的な活用や備品の整

備・充実を図り、各校の特色ある部活動の強化を図ります。その中で、小・中学校部活動指導者派遣事業で

は、小・中学校の部活動の充実を図るため、専門的な技能を備えた指導者を必要とする小・中学校に、計画的

に指導者を派遣し、部活動の振興を図ります。また、26年度に作成した「安全で適切な部活動運営の指針」を

もとに、少子化への対応を含めた今後の部活動の在り方について検討を進めます。/保健体育安全課

・ふるさと浦安作品展の開催については、自由研究を通して郷土浦安を学び、郷土を愛する気持ちを育てられる

よう、博物館活用推進委員会と連携して内容の充実に努めていきます。/郷土博物館

・子ども読書活動推進事業については、浦安市子ども読書活動推進計画（第二次）に基づき、小・中学校の学校

図書館の環境整備と図書資料の充実に努めています。読書を通して豊かな心を育てるため、より質の高い読書

活動を進めていきます。幼稚園・保育園と小・中学校、公立図書館の連携を深め、計画的に読書活動の推進を

図ります。/指導課

・ボランティア活動推進事業については、各教科は、もとより、総合的な学習の時間や道徳教育、キャリア教育

等の取り組みの中で実施していくように指導・助言を行っていきます。/指導課
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教育委員会議での主な意見

生徒指導推進事業において、不登校対応における課題への取組方法を決めていかなければならない。新たな人

材の配置の方向性について、評価から導き出す必要がある。

部活動推進事業において、部活動を外部委託するのかどうか検討する必要があるが、浦安市独自の考え方で進

めていってよいと考える。

ふるさとうらやす立志塾の今後の事業拡充については、無理のないように検討を行ってほしい。

第３節 健やかな体(体)

３－１ 体力の向上と健やかな体づくりの推進

施 策 事業名・担当部署 実 績

体力向上の推進 ◎体力向上推進事業

／保健体育安全課

○部活動推進事業【再掲】

／保健体育安全課・指導課

体力向上推進校として中学校４校、小学校７校を指

定しました。

部活動社会人指導者を小学校16校に44名、中学校９

校に93名派遣しました。小学校では、ミニバスケッ

トボール部、サッカー部他５部、中学校では、野球

部、陸上競技部他11部に派遣しました。

健康教育の推進 ・保健教育の充実

／保健体育安全課

・食育の推進

／指導課・学校給食センター・保健体育安

全課

薬物乱用防止教室を小学校16校、中学校６校で実施

し、「いのち」の教育に関する講演会を小学校16

校、中学校６校で実施し、合計2,674名の児童生

徒、404名の保護者が参加しました。

学校訪問等を通じて、学級活動や家庭科の学習の指

導・助言を行い継続的に食育の推進を図るように努

めました。また、学校栄養職員が家庭科等の学習を

６校10回支援し、食育を推進しました。学校保健委

員会による、食に関する指導を小学校９校10回、外

部講師による食物アレルギーに関する職員研修を小

学校４校４回、課所属管理栄養士による食に関する

指導を５校36回実施しました。

＜今後の方向性＞

・体力向上推進事業については、全小・中学校において計画的に児童・生徒の体力向上の取り組みを実践すると

ともに、「体力向上推進校」について計画的に指定をしていきます。この「体力向上推進校」を核として積極的

な実践交流を行い、実践の成果を市内全体に広げ、市全体の児童・生徒の体力向上を図ります。

/保健体育安全課

・部活動推進事業については、心豊かでたくましい生徒を育成するため、外部指導員の積極的な活用や備品の整

備・充実を図り、各校の特色ある部活動の強化を図ります。その中で、小・中学校部活動指導者派遣事業で
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は、小・中学校の部活動の充実を図るため、専門的な技能を備えた指導者を必要とする小・中学校に、計画的

に指導者を派遣し、部活動の振興を図ります。また、26年度に作成した「安全で適切な部活動運営の指針」を

もとに、少子化への対応を含めた今後の部活動の在り方について検討を進めます。/保健体育安全課

・保健教育の充実については、多様化・深刻化する児童生徒の健康課題の解決に向けて、各学校で策定した学校

保健計画に基づき、計画的・組織的に保健教育を推進します。また、児童生徒が「いのち」に関する諸問題に

対して必要かつ適切な行動がとれるよう、助産師、産婦人科医等専門家の外部講師によるいのちの教育推進に

取り組むほか、学校保健委員会を中心として、学校医等の地域医療機関との連携を深め、学校･保護者･地域が

一体となって健康教育を推進します。/保健体育安全課

・食育の推進については、今後も各小・中学校を学校栄養職員や課所属管理栄養士が訪問し、栄養のバランスな

ど給食の必要性とともに、食育の指導を継続的に実施していきます。食物アレルギーへの対応については、一

部アレルゲンを除いた学校給食における「アレルギー対応食」提供事業を引き続き実施していきます。また、

食物アレルギーの対応を的確に行うため、教職員等を対象とした、外部講師等による食物アレルギー対応研修

の推進を継続するとともに、マニュアルの整備や周知を図り、誤食などに対応できる体制を強化するととも

に、緊急時の対応についても、家庭・学校・教育委員会の連携をさらに深めて取り組んでいきます。なお、給

食費の徴収については、引き続き滞納整理等を行っていきます。/指導課・学校給食センター・保健体育安全課

教育委員会議での主な意見

健康診断の結果を、子どもたち自身が健康情報としてしっかり生かせるような体制をつくり、それが保護者に

も伝わるようなシステムを構築することが必要である。

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

施 策 事業名・担当部署 実 績

体験活動・ボラ

ンティア活動の

推進

・「浦安市民の森」活用事業

／指導課

◎ふるさとうらやす立志塾の開催

／教育政策課

小学校５年生を対象に、はまゆう山荘等を利用し自

然体験学習をする林間学校を６校で実施しました。

大自然の中で山登りやキャンプファイヤー、「浦安

市民の森」を活用した体験活動等を行い、都会では

経験できない貴重な体験をしました。

中学２年生27名が参加し、８月４日、５日に市内で

宿泊型防災研修、８月19日～21日(２泊３日)に宮城

県石巻市及び南三陸町で研修会を実施しました。東

日本大震災の被災・復興状況を学び、ふるさとうら

やすへの理解と愛着を深めるとともに、リーダーと

しての自覚や資質能力の向上を図りました。
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・キャリア教育の推進【再掲】

／指導課

・ボランティア活動推進事業【再掲】

／指導課

各小・中学校においては、職業調べ、職場見学、職

場体験、職業に関する講演会等を実施しました。

学校訪問を通じて、地域行事への参加等、ボランテ

ィア活動推進の指導・助言を行いました。小中学校

の児童生徒が、地域社会の一員として、清掃活動を

行ったり、吹奏楽部や合唱部の児童生徒が地域のお

祭りで演奏をしたりしました。

環境教育の推進 ・三番瀬を活用した環境学習の推進

／郷土博物館・生涯学習課・指導課

・地域緑化活動への参加推進

／みどり公園課・指導課

・環境学習アドバイザー活用事業

／環境保全課・指導課

□植物工場導入調査検討経費【再掲】

／教育政策課

・「浦安市民の森」活用事業【再掲】

／指導課

三番瀬周辺が立ち入り不可であるため、直接的な観

察会等は実施せず、学芸員講座として、「浦安の貝

を見分けよう」（14名参加）や、野鳥観察会（7名参

加）で三番瀬周辺の野鳥の観察をするなど、間接的

に三番瀬を活用する事業を実施しました。

浦安絆の森（緑の防潮堤）整備事業に小学校１校が

協力し、学校関係者148名が参加しました。

７名の環境学習アドバイザーと連携し、環境教育を

推進しました。その結果、身近な地域環境や自然環

境の中で様々な体験活動を通して、環境を大切に

し、より良い環境づくりや環境の保全に配慮して、

望ましい行動が取れる児童生徒の育成が図れまし

た。

理科、環境教育や食育等の充実をめざし、施設内で

植物の生育に必要な環境を人工的に制御し、季節を

問わず連続的に生産するシステムである植物工場に

ついて、学校教育における活用方法などの調査・検

討を行いました。

小学校５年生を対象に、はまゆう山荘等を利用し自

然体験学習をする林間学校を６校で実施しました。

「浦安市民の森」の活用については、体験活動プロ

グラムの充実が図られるよう、環境保全課を通じて

「浦安市民の森」現地担当者にニーズを伝え、一覧

を市内各小学校に周知しました。
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＜今後の方向性＞

・「浦安市民の森」活用事業については、今後も小学校での林間学校の自然体験学習の場所として活用していきま

す。/指導課

・平成23年度から開始したふるさとうらやす立志塾は、未来のリーダーを育成することが目的であるため、本年

度の成果と課題を明らかにした上で、どのような研修が有効であるかを検証し、次年度の研修内容や研修場所

について検討していきます。また、小学生対象のリーダー研修についても検討していきます。/教育政策課

・キャリア教育の推進事業については、中学校区ごとの年間指導計画を作成し、小・中学校の連携を図っていき

ます。/指導課

・ボランティア活動推進事業については、総合的な学習の時間や道徳教育、キャリア教育等の取り組みの中で実施

していきます。/指導課

・三番瀬を活用した環境学習の推進については、今後も身近な自然を活用した環境学習に取り組んでいきます。

/郷土博物館

・地域緑化活動への参加推進については、みどり公園課と連携しながら、学校の状況を考慮しながら推進してい

きます。/指導課

・環境学習アドバイザー活用事業については、環境保全課と連携を取り、活用していきます。/指導課

・植物工場導入調査検討経費については、学校教育における植物工場活用推進事業として、植物工場を活用する

ことで、環境教育の充実を図ります。/教育政策課

４－２ 豊かなかかわりとコミュニケーション能力の向上

施 策 事業名・担当部署 実 績

教育活動を通じ

た豊かな人間関

係づくり

・異学年交流活動の充実

／教育研究センター

・豊かな人間関係づくりの推進

／教育研究センター

・子ども読書活動推進事業【再掲】

／指導課

学校訪問や研修会を通じて、市立各小・中学校の異

学年交流活動の取り組みを把握し、指導や支援を行

いました。小学校18校、中学校９校において、校内

での異学年交流や幼保小中間での交流の充実を図り

ました。

県教育委員会が作成した「豊かな人間関係づくり実

践プログラム」を各校に周知し、小・中学校20校で

実施しました。

全小・中学校に27名の学校司書を配置するととも

に、読書活動推進と図書室利用の促進を図りまし

た。全小・中学校とも本の魅力や感想文、図書資料

を利用した作品等の交流に取組んでいます。ボラン

ティアによる読み聞かせを通して、地域の方々との

交流も推進しています。
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◎幼・保・小連携教育の推進【再掲】

／指導課・保育幼稚園課

・中・高連携教育の推進【再掲】

／指導課・教育政策課

◎小中連携・一貫教育の推進【再掲】

／教育政策課・指導課・学務課

・道徳教育・人権教育の推進【再掲】

／指導課

幼・保・小・中連携教育担当者会議を年1回開催し、

推進の留意点や効果について講師の助言や指導をい

ただいたり、うらやす幼・保・小・中連携の日に、

全９中学校区で情報交換を行ったりしました。

市内公立高校が実施する「開かれた学校づくり委員

会」や各中学校の進路指導を通して、連携を図りま

した。県立浦安南高等学校の教諭が、市立小学校１

校で授業を実施しました。

小中連携・一貫教育調整会議を３回、有識者を招聘

しての推進会議を１回開催し、円滑な実践及び効果

的な推進のための協議を行いました。また、「浦安

市小中連携・一貫教育の展開」および「浦安市小中

連携・一貫教育カリキュラムの指針」を全小・中学

校に配布し、校長研修会、園長研修会、教頭研修

会、幼稚園主任研修会、教務主任研修会や各教科等

の主任研修会や学校訪問などを通して、活用につい

て助言・指導しました。

年２回の道徳教育研修会、年1回の人権教育研修会

を行い、児童生徒の豊かな人間関係作りの指導に関

わる実践的な内容も取り上げ、道徳教育の推進や教

師の人権意識の向上を図りました。

交流及び共同学

習を通じた豊か

なかかわり

・福祉教育の推進

／教育研究センター

○まなびサポート事業の推進【再掲】

／教育研究センター

福祉に関する体験学習等を通して、地域の実情に合

った福祉教育を推進し、福祉に関する理解を深めま

した。また、若年層研修で福祉教育に関する内容を

取り上げ、幼・小・中の教員44名が参加しました。

教員の理解を深めることで福祉教育の推進を図りま

した。

個別の教育支援計画・個別の指導計画の作成など一

人ひとりの教育的ニーズに応じた指導が展開される

よう、学校・園への指導・支援の充実を図りまし

た。また、特別支援学級担任研修会を年４回開催

し、96名が参加しました。具体的な支援方法や実践

事例を取り上げることにより、交流及び共同学習の
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推進を図りました。

＜今後の方向性＞

・異学年交流活動の充実については、学校訪問や調査を通じて、各小・中学校の異学年交流活動の取り組みを把握

し、啓発を進めることで、多様な異学年交流活動の一層の充実を図ります。/指導課

・豊かな人間関係づくりの推進については、県教育委員会が作成した「豊かな人間関係づくり実践プログラム」

をはじめ、ソーシャルスキルトレーニングの資料提供や研修会の実施により、豊かな人間関係づくりの推進を

図ります。/指導課

・子ども読書活動推進事業については、浦安市子ども読書活動推進計画（第二次）に基づき、小・中学校の学校

図書館の環境整備と図書資料の充実に努めます。また、社会の動きに関心をもたせるために、市立小・中学校

に配られている新聞の活用を推進していきます。/指導課

・幼・保・小連携教育の推進については、浦安市全中学校区において、中学校を巻き込んだ幼保小中の連携教育

を推進していきます。幼稚園・保育園・小学校・中学校の教職員の合同研修会を開催し、それぞれの地域や学

校の特性を生かした連携教育を推進していきます。/指導課・保育幼稚園課

・市内公立高等学校との中・高連携教育の推進のあり方については、各公立高校を中心として実践化が図られて

きているので、各公立高校が設置する「開かれた学校づくり委員会」の実施に繋げていきます。

/指導課・教育政策課

・小中連携・一貫教育の推進については、「浦安市小中連携・一貫教育の展開」に基づき、校長会研修会、園長

研修会、教頭会研修会、幼稚園主任研修会、教務主任研修会に加え、研究主任研修会、２・３年目研修など既

存の研修会の場を活用して周知するとともに、こうした研修会においても中学校区を単位とした教職員の情報

交換等の場を積極的に設定していきます。また、「浦安市小中連携・一貫教育カリキュラムの指針」の活用につ

いて、学校訪問を通して、助言・指導していきます。

「うらやす幼・保・小・中連携の日」を活用し、中学校区の実態に即して設定した重点目標の達成に向け、各

中学校区の創意工夫を生かした取組を支援していきます。

さらに、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

します。

さらに、教育課程特例校の指定を受け、小学１年から４年生まで年間14時間の外国語活動を教育課程に位置付

け、外国語に対する興味や関心を育てていきます。/教育政策課・指導課・学務課

・道徳教育・人権教育の推進については、児童・生徒の道徳性を育むための実践的な研修を行い、学校訪問を通

じて道徳の授業について助言を行っていきます。人権教育では研修会を通じて児童・生徒や教職員の人権感覚

や人権意識を高める研修を行っていきます。/指導課

・福祉教育の推進については、見明川中学校、見明川小学校が平成25年度から３年間、福祉教育推進校の県指定

を受け、学校と地域が連携・協働し、福祉教育を推進してきたことを、平成27年８月19日に開催される、「平成

27年度千葉県福祉教育研究大会」において実践発表を行う予定です。また、学校と地域が連携・協働し、福祉

教育を推進できるよう、各中学校区の工夫を凝らした取り組みや他市の先進的な取り組みを紹介し、情報を共

有しながら、地域の実情に合った福祉教育の推進を図ります。/教育研究センター

・まなびサポート事業の推進については、個別の教育支援計画・個別の指導計画の作成など一人ひとりの教育的

ニーズに応じた指導が展開されるよう学校・園への指導・支援の充実を図ります。また、各学校が交流及び共
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同学習を計画的・組織的に実施できるように、校内体制の充実や教職員の指導力向上を図ります。

/教育研究センター

教育委員会議での主な意見

ふるさとうらやす立志塾については、学校教育の一環で捉えられないものであるということを認識し、どのよ

うな事業の進め方をしていくのかを検討していく必要がある。

自然体験学習については、山間部に行ったときのみを自然体験と捉えるのではなく、日常的に自然を体験した

り自然に接したりすることができるような、浦安の地域性の良さを考慮した形の学習についても考えてほしい。

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

施 策 事業名・担当部署 実 績

ふるさと浦安の

歴史・文化の理

解に関する教育

の充実

・郷土博物館の活用の推進

／郷土博物館

・ふるさと浦安の歴史・地域学習の充

実

／指導課

・ふるさと浦安作品展の開催【再掲】

／郷土博物館

博学連携事業として郷土博物館活用推進委員会と

連携し、「博物館活用の手引き」に基づく活動の推

進、発達段階に合わせた博物館プログラムの開

発、学校教育と連携した学習・活動の推進、夏休

みにはふるさと浦安相談会を行いました。また、

郷土理解を深める事を目的に土日を中心とした体

験学習を年間通じて館内・館外を含めて44回開催

し1,120名が参加しました。また、学校教育での博

物館利用の推進に取り組み、199回、延べ8,313名

の学校利用がありました。以上の活動に際して

は、もやいの会をはじめとする地域ボランティア

の方々のご協力・支援をいただきました。

社会科副読本を活用した小学３・４年生の社会科

学習を通し、地域の理解を深め、ふるさと浦安に

対する誇りや愛情を育みました。社会科副読本・

同指導書の改訂委員会議を９回開催し、平成26年

度版を発行しました。ふるさと浦安への郷土愛を

一層育む内容となるよう配慮しました。

「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ため、作品展を開

催しました。小学校18校、中学校９校から延べ

1,350名の参加がありました。
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・ボランティア活動推進事業【再掲】

／指導課

・三番瀬を活用した環境学習の推進

【再掲】

／郷土博物館・生涯学習課・指導課

◎ふるさとうらやす立志塾の開催【再

掲】

／教育政策課

学校訪問を通じて、地域行事への参加等、ボラン

ティア活動推進の指導・助言を行いました。その

結果、市内小中学生の生活実態調査において「地

域行事への参加」の項目に「とても参加している」

「まあ参加している」と回答した児童生徒の割合

が、平成24年度は小中学生の平均が約62％でした

が、平成26年度の調査では約65％と微増ではあり

ますが増えています。

三番瀬周辺が立ち入り不可であるため、直接的な

観察会等は実施せず、学芸員講座として、「浦安の

貝を見分けよう」や、野鳥観察会で三番瀬周辺の

野鳥の観察をするなど、間接的に三番瀬を活用す

る事業を実施しました。

中学２年生27名が参加し、８月４日、５日に市内

で宿泊型防災研修、８月19日～21日(２泊３日)に

宮城県石巻市及び南三陸町で研修会を実施しまし

た。東日本大震災の被災・復興状況を学び、ふる

さとうらやすへの理解と愛着を深めるとともに、

リーダーとしての自覚や資質能力の向上を図りま

した。

国際理解教育の

推進

・国際理解教育の推進

／指導課

○□英語教育推進事業【再掲】

／指導課

学校訪問や要請訪問、研修会などを通じて小学校

の外国語活動、中学校の英語教育、総合的な学習

の時間等の学習の指導助言を行い、国際理解教育

を推進しました。平成26年度の市学習意識調査

（中学２年生対象）において「外国人講師に英語

で話しかける」の項目に「話しかける」と回答し

た生徒の割合が、約82％と全国平均を上回る結果

となりました。

各小・中学校に22名のＡＬＴ、小学校にＡＬＴコ

ーディネーター１名を派遣し、外国文化の理解及

び英語によるコミュニケーション能力の育成を図

りました。ＡＬＴの派遣を通じて、他国の文化や

生活習慣等を理解し、尊重する態度を養うことが

できました。
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平和教育の推進 ・平和学習青少年派遣事業

／地域ネットワーク課・（指導課）

・被爆体験講話事業

／地域ネットワーク課・（指導課）

・非核平和パネル展の実施

／地域ネットワーク課・（指導課）

８月７日～10日にかけ、中学校から各２名ずつ計

16名が、浦安市平和使節団として長崎を訪れまし

た。現地では、青少年ピースフォーラムに参加

し、全国から集まった同世代の子どもたちととも

に、グループワーク、被爆講話の聴講、平和祈念

式典への参列、原爆遺構のフィールドワークを行

いました。この事業をとおして学んだことを報告

書にまとめ、10月６日に市民向けの報告会を行い

ました。

浦安被爆者つくしの会の協力のもと、小学校10校

で被爆体験講話を実施しました。なお、被爆体験

講話を聞いた児童数は855名でした。この他に長崎

の語り部による被爆者体験講話を市内小学校34校

で実施しました。被爆体験講話を聞いた児童数は

538名でした。

次代を担う子どもたちに核兵器の恐ろしさ、平和

の尊さを考えてもらうため、小学校18校すべて

で、中学校は７校で非核平和パネル展を開催しま

した。

＜今後の方向性＞

・郷土博物館の活用の推進については、今後も「博物館活用の手引き」を基に、常設展示や、体験形式の授業、

ふるさと浦安作品展関連事業を中心として、博物館活用推進委員会と連携し、博物館を活かした新しい学習プ

ログラムを模索しながら児童・生徒をはじめ、市民に対し、学習の場を提供していきます。/郷土博物館

・ふるさと浦安の歴史・地域学習の充実については、更なる博学連携や学習機会の推進に努めるため、博物館活

用推進委員会と連携して、郷土博物館活用の新たなプログラムの開発に努めます。その成果を社会科副読本・

同指導書の改訂作業に生かすとともに、学校訪問等を通して、ふるさと浦安への郷土愛を一層育むための授業

づくりへ指導・助言を行っていきます。/指導課

・ふるさと浦安作品展の開催については、自由研究を通して郷土浦安を学び、郷土を愛する気持ちを育てられる

よう、博物館活用推進委員会と連携して内容の充実に努めていきます。/郷土博物館

・ボランティア活動推進事業については、総合的な学習の時間や道徳教育、キャリア教育等の取り組みの中で実

施していきます。/指導課

・三番瀬を活用した環境学習の推進については、今後も身近な自然を活用した環境学習に取り組んでいきます。

/郷土博物館

・平成23年度から開始したふるさとうらやす立志塾は、未来のリーダーを育成すると同時にふるさと意識を高め

ることが目的であるため、本年度の成果と課題を明らかにした上で、どのような研修が有効であるかを検証
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し、次年度の研修内容や研修場所について検討していきます。また、小学生対象のリーダー研修についても検

討していきます。/教育政策課

・国際理解教育の推進については、総合的な学習の時間、小学校外国語活動及び中学校外国語（英語）科の授業

を中心とし、学校教育全般において、より一層の推進を図るよう指導していきます。/指導課

・英語教育推進事業については、今後も外国語指導助手（ＡＬＴ）を全小・中学校に配置し、外国語（英語）教

育をより一層推進します。また、文部科学省から教育課程特例校としての指定を受け、平成26年度から平成28

年度の３年間、小学校第１学年から第４学年において年間14時間の外国語活動を実施し、小中連携の視点を踏

まえ系統性のある一貫した学習指導に努めます。/指導課

・平和教育の推進施策である、平和学習青少年派遣事業・被爆体験講話事業・非核平和パネル展の実施について

は、今後も地域ネットワーク課と連携しながら状況を把握し、その取組や成果を踏まえて豊かな学びが展開で

きるよう指導・助言を行っていきます。/指導課

教育委員会議での主な意見

郷土愛を学習する方法については、現在博物館におけるのりすき体験や餅つき体験などがあるが、浦安につい

て学ぶことができるような教育課程をきちんと組み、特別に郷土に触れることができる様々な仕組みを構築する

ことが必要である。

第６節 学校・家庭・地域・行政の連携

６－１地域ぐるみで学校を支援する仕組みづくり

施 策 事業名・担当部署 実 績

地域ぐるみの教

育支援

◎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

・青少年健全育成推進事業との連携

／青少年センター・指導課

○部活動推進事業【再掲】

／保健体育安全課・指導課

小学校17校、中学校８校において35名の学校支援コ

ーディネーターを配置し、学校と地域人材の円滑な

連携を推進しました。各小・中学校教頭、学校支援

コーディネーター及び公民館職員参加のもと、学校

支援コーディネーター研修会（交流会）を２回開催

し、事業の趣旨について共通理解を図るとともに、

中学校区を中心とした学校支援のネットワーク構築

を推進しました。

青少年補導員連絡協議会などの青少年健全育成団

体や学校・警察等と連携し、青少年の非行防止や

健全育成のための様々な活動の推進を図りまし

た。

部活動社会人指導者を小学校16校に44名、中学校９

校に93名派遣しました。小学校では、ミニバスケッ

トボール部、サッカー部他５部、中学校では、野球
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部、陸上競技部他11部に派遣しました。

地域に貢献する

学校づくり

◎災害時の避難所運営推進事業

／教育総務課

・学校体育施設開放事業

／市民スポーツ課

・ボランティア活動推進事業【再掲】

／指導課

災害時の避難所開設・運営を円滑に行うため、避難

所開設・運営マニュアルの作成を推進し、平成26年

度は、小学校１校のマニュアルが作成され、これま

でに小学校11校、中学校３校の作成が終了しまし

た。作成されたマニュアルに基づき避難訓練等が行

われ、地域住民の防災意識を高めることができまし

た。

小学校においては14校(体育館・校庭)を開放し、

234,449名が利用しました。中学校においては７校

(体育館・校庭・武道場)を開放し、82,471名、合計

316,920名が利用しました。

小中学校の児童生徒が、地域社会の一員として、清

掃活動を行ったり、吹奏楽部や合唱部の児童生徒が

地域のお祭りで演奏をしたりする活動を推進しまし

た。その結果、市内小中学生の生活実態調査におい

て「地域行事への参加」の項目に「とても参加して

いる」「まあ参加している」と回答した児童生徒の

割合が、平成24年度は小中学生の平均が約62％でし

たが、平成26年度の調査では約65％と微増ではあり

ますが増えています。

安全・安心な学

校づくり

○学校防犯対策の充実

／保健体育安全課

・交通事故防止対策の充実

／保健体育安全課

・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

警備員を小学校18校・18名配置しました。また、新

１年生全員に防犯ブザーを配布するとともに、防犯

教室を17回実施しました。

交通整理員を９か所・13名配置しました。また、小

学校１年生対象の交通安全教室を17回、小学校３年

生対象の自転車交通安全教室を18回実施しました。

防災教育に係る各種資料を提示するとともに、義務

教育９年間を見通した防災教育に係るカリキュラム

を踏まえた「防災教育指導資料」の活用について周

知しました。
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・地域ぐるみでの防犯対策の推進

／青少年センター・青少年課・生涯学習課

各中学校区健全育成連絡会とのパトロールを含め、

各中学校区を基本とした青少年補導員による地区パ

トロールを162回実施しました。各小・中学校ＰＴ

Ａの計画による見守り活動を実施しました。

＜今後の方向性＞

・地域とともに歩む学校づくり推進事業については、学校支援コーディネーターの配置を進めるとともに中学校

区を中心とした学校支援コーディネーター、ボランティア及び公民館のネットワークの構築に努め、地域によ

る学校支援の体制を整えます。/教育政策課・生涯学習課

・青少年健全育成団体との連携については、さらに関係諸機関との連携を深め、多くの子どもたちが健やか

に育つための事業の推進に努めます。/青少年センター・指導課

・部活動推進事業については、心豊かでたくましい生徒を育成するため、外部指導者の積極的な活用や備品の整

備・充実を図り、各校の特色ある部活動の強化を図ります。その中で、小・中学校部活動指導者派遣事業で

は、小・中学校の部活動の充実を図るため、専門的な技能を備えた指導者を必要とする小・中学校に、計画的

に指導者を派遣し、部活動の振興を図ります。また、26年度に作成した「安全で適切な部活動運営の指針」を

もとに、少子化への対応を含めた今後の部活動の在り方について検討を進めます。/保健体育安全課・指導課

・災害時の避難所運営推進事業については、災害時の避難所開設・運営を円滑に行うため、自治会等の地域住

民・学校・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

作成を進めていきます。/教育総務課

・学校体育施設開放事業は、市民の利用が多く有効性の高い事業となっています。既存団体の固定化が顕著であ

り新規団体が利用できにくい状況から、今後は利用者の公平化を図るため、仕組みの見直しをしていきます。

/市民スポーツ課

・ボランティア活動推進事業については、総合的な学習の時間や道徳教育、キャリア教育等の取り組みの中で実施

していきます。/指導課

・学校防犯対策の充実については、引き続き小学校への警備員の配置や防犯カメラ等の整備を進めるとともに、

警察と連携した防犯訓練や防犯教室などの防犯教育の充実を図ります。/保健体育安全課

・交通事故防止対策の充実については、通学路の安全対策として、引き続き、交通安全上配慮を要する交差点に

交通整理員を配置するとともに、市関係各課等による通学路検討会及び合同安全点検を実施し、通学路上の改

善を要する個所について状況に応じ安全対策を講じていきます。また、警察や関係機関等と連携した交通安全

教室や自転車安全運転教室を開催し、交通安全教育の充実を図ります。/保健体育安全課

・防災教育の推進については、義務教育９年間を見通した防災教育に係るカリキュラムと「防災教育指導資料」

の検討・見直しを図ります。また、防災教育に係る資料等の学校への情報提供を積極的に行います。

/保健体育安全課・指導課・教育研究センター

・地域ぐるみでの防犯対策の推進については、季節に応じたパトロール時間の工夫や危険箇所の把握をするほ

か、各中学校区健全育成連絡会とパトロールでの連携を今後も積極的に行います。/青少年センター・青少年課
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教育委員会議での主な意見

地域とともに歩む学校づくり推進事業においては、学校支援コーディネーターの活動内容が見えないので、現

在の状況を明確にし、今後の方向性を示していくべきである。

地域の実情に合わせた学校と社会活動との連携が必要である。

第７節「学校の教育環境の整備・充実」の推進

７－１ 学校の信頼性の向上

施 策 事業名・担当部署 実 績

特色ある学校づ

くりの推進

◎ふるさとふれあい教育活動推進事業

／指導課

○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

・学校選択制推進事業

／学務課

○入船地区学校統合推進事業

／教育政策課・教育施設課

□植物工場導入調査検討経費【再掲】

／教育政策課

浦安市教育ビジョンの５つの「めざす子ども像」の

実現を支え、各幼稚園、小・中学校が、「地域ぐる

みで学校を支援する仕組みづくり」を推進すること

を目的として、各々が設定した事業主題に基づいた

教育活動を展開しました。家庭・学校・地域が連携

し、開かれた学校づくりをめざすことができまし

た。

教育研究センター主催の研修会を３回実施し、延べ

97名が参加しました。全小・中学校でシステム利用

により通知表や健康カードの作成を行い、児童・生

徒の継続的な成長の記録を、保護者に分かりやすく

提供することができました。

児童・生徒や保護者の学校選択機会を拡大しまし

た。小学校４校計29名、中学校３校計155名が学校

選択制度で入学しました。

新設小学校・入船中学校施設の改修工事に着手しま

した。

入船北小学校と入船南小学校を統合し、平成27年４

月に新たな小学校を開校することに伴い、学校統合

準備委員会を４回、保護者その他学校関係者等から

広く意見を聴くための入船地区学校統合懇談会を３

回、開校に伴う説明会を１回開催しました。

理科、環境教育や食育等の充実をめざし、施設内で

植物の生育に必要な環境を人工的に制御し、季節を

問わず連続的に生産するシステムである植物工場に
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ついて、学校教育における活用方法などの調査・検

討を行いました。

学校の組織運営

体制の確立・充

実

○学校評価推進事業

／保育幼稚園課

○学校評議員制度事業

／学務課

・校長裁量権の検討

／教育政策課・学務課

全幼稚園で、計55名の評価委員による学校関係者評

価を行い、学校評価推進委員会、学校評価研修会を

各１回開催して幼稚園が実施する学校評価の取り組

みを推進、支援しました。

地域住民が学校運営に参画し、子どもの成長を担

い、開かれた学校づくりを推進しました。学校評議

会を27校で73回実施し、合計210名が参加しまし

た。

校長への権限委譲や現行法令の範囲でできる、校長

裁量権の拡大について、内部会議を１回開催し検討

しました。

学校・教員の信

頼性の向上支援

・情報発信の充実

／教育研究センター

○教育情報誌発行事業

／教育政策課・指導課・生涯学習課

○こどもの成長の記録提供システムの

活用の推進【再掲】

／教育研究センター

○学校評価推進事業【再掲】

／保育幼稚園課

開かれた学校づくりのため、ＨＰ講習会を２回実施

し、26名が参加しました。各校のＨＰ作成の支援を

しました。

教育情報誌「うらやすスタイル」22・23・24号を各

26,500部発行し、園児・児童・生徒を通じて各家庭

に配布するとともに社会教育施設や自治会等を通じ

て市民に配布しました。

教育研究センター主催の研修会を３回実施し、94名

が参加しました。全小・中学校でシステム利用によ

る通知表の作成を行う等、安全かつ効率的な情報管

理のもと、効果的な情報の提供を行うことができま

した。

全幼稚園で、計55名の評価委員による学校関係者評

価を行い、学校評価推進委員会、学校評価研修会を

各１回開催して幼稚園が実施する学校評価の取り組

みを推進、支援しました。
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○学校評議員制度事業【再掲】

／学務課

地域住民が学校運営に参画し、子どもの成長を担

い、開かれた学校づくりを推進しました。学校評議

会を27校で73回実施し、合計210名が参加しまし

た。

教職員の質の向

上

・教職員の質・指導力の向上

／教育研究センター

□インクルーシブ教育システム構築モ

デル事業【再掲】

／指導課・教育研究センター

○きめ細かな指導推進事業【再掲】

／教育研究センター

・授業モデル「うらやす」作成事業

【再掲】

／教育研究センター

教職経験年数や教育課題に応じた研修を319回実施

し、延べ9,379名が参加しました。教職員用情報

「かけはし」を年11回配信し、授業力の向上とマネ

ジメント力の向上を図りました。若年層教員につい

ては、児童生徒主体の授業づくりの研修を中心に据

えました。また、特別支援教育にかかわる研修の時

間を拡充させました。

インクルーシブ教育システム構築のため、南小学

校、東小学校、明海小学校の３校をモデル校に指定

し、特別支援教育の必要な児童への合理的配慮の実

践事例を蓄積するとともに、必要な校内体制の整備

等について実践研究を行いました。

学力分析や活用の仕方について年２回の会議を開催

し、各回27名参加がするとともに、研修会を年４回

開催し、延べ151名が参加しました。また具体的な

指導ポイントや指導方法を「きめ細かな指導資料」

として20事例まとめ、メタフレイム内（ポータルサ

イト）に掲載することにより、教員の資質向上・授

業力アップを図ることができました。

本市の授業モデルとなる学習指導案51事例を作成

し、提供することにより、教員の資質向上・授業力

アップを図ることができました。

教員が子どもと

向き合う環境の

整備

・事務の軽減化・効率化の推進

／教育総務課・学務課・指導課

全小・中学校27校に１名ずつ市費学校事務非常勤職

員を配置しました。

毎学期末には事務処理研修を行い、事務処理上の注

意点などの説明を行うとともに、職員相互の意見交

換の場とすることにより、事務の効率化を図ること

ができました。

また、複数の学校の連携による学校事務の共同実施

を年間15回実施、リーダー研修会を年７回、共同実
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○教職員のメンタルヘルスカウンセリ

ング事業

／学務課

施運営協議会を年２回実施し、学校事務機能の強化

と学校教育支援を図りました。

教職員の心身の健康維持を図るため、臨床心理士資

格等を有する相談員による面接または電話による相

談がいつでもできるようにしました。５月から開始

し、面接が18回、電話相談が２件実施されました。

ＩＣＴ環境の整

備・活用

・ＩＣＴ環境の積極的な活用

／教育研究センター

・情報セキュリティ体制の整備

／教育研究センター

○情報教育推進事業【再掲】

／教育研究センター

夏季休業中にＰＣ講座を６回実施し、延べ100名が

参加ました。全小・中学校27校で巡回ＩＣＴ講習会

を実施し、教職員の授業におけるＩＣＴ活用能力の

向上を図りました。

新規採用者対象のセキュリティ講習会を開催し、

156名参加しました。また、全教職員対象の情報セ

キュリティ研修を実施し、1,075名が参加しまし

た。

情報政策課との定例会議を３回開催し、ＰＣ等の整

備計画の見直しを行いました。

＜今後の方向性＞

・ふるさとふれあい教育活動推進事業については、今後も成果と課題を踏まえ、修正を加えながら学校・地域・

家庭が連携して進める教育活動や豊かな体験活動などを支援・助成していく予定です。/指導課

・こどもの成長の記録提供システムの活用の推進については、引き続きシステムの活用を進め、個人情報の安全

な管理・校務の効率化・効果的な情報提供を図っていきます。/教育研究センター

・学校選択制推進事業は、学校選択の機会を拡大するとともに、学校の適正化を図るという点で、その有効性が

図られました。今後も、児童生徒数の推移を見ながら、この制度を継続していく予定です。/学務課

・入船地区学校統合推進事業については、校舎の大規模改修を引き続き行います。また、統合により開校した入

船小学校の魅力ある学校づくりについて、引き続き支援していきます。美浜地区については、今後の児童数の

推移などを見極めながら検討していきます。/教育政策課・教育施設課

・植物工場導入調査検討経費については、学校教育における植物工場活用推進事業として、植物工場を活用する

ことで、環境教育の充実を図ります。/教育政策課

・学校評価推進事業については、全幼稚園においてもこれまでの自己評価に加え、平成24年度から学校関係者評

価を実施しています。同時に、学校評価（幼稚園）推進委員会を設置し、評価と運営改善に向けた支援を行い、

「幼稚園運営の改善と、地域に開かれ信頼される幼稚園づくり」に努めます。/保育幼稚園課

・学校評議員制度事業については、各学校が保護者や地域住民への説明責任を果たし、開かれた学校づくりのた

めにも今後も推進していきます。さらに、学校関係者評価委員を学校評議員の中から選出し、事業を効率よく

推進していくよう努めます。/学務課
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・校長裁量権の検討については、校長への権限委譲や現行法令の範囲でできる校長裁量権の拡大について、情報

を収集していくよう努めます。/教育政策課・学務課

・情報発信の充実については、「浦安市学校情報発信指針」に基づき、各学校で実情に応じて適切に進めていきま

す。/教育研究センター

・教育情報誌発行事業については、今後も継続し、教育委員会の施策や取り組みの状況等について市民に広く情

報を発信するとともに、親しみやすく読みやすい記事づくりを進めていきます。/教育政策課

・教職員の質・指導力の向上の中で、市教委主催の研修については、教職員の資質向上のため、県教職員研修と

の関連を考えながら研修を実施します。/教育研究センター

・インクルーシブ教育システム構築モデル事業については、南小学校・東小学校・明海小学校のモデル校３校で基

礎的環境整備を進め、合理的配慮の事例を蓄積していきます。また、まなびサポート研修会やモデル校の授業公

開、研究のまとめ（冊子）等を活用し、教職員がインクルーシブ教育システムについて理解を深め、実践してい

けるよう、教育研究センターと連携して教職員への指導の充実を図ります。/指導課・教育研究センター

・きめ細かな指導推進事業および授業モデル「うらやす」作成事業を学力調査の活用推進として一本化します。

学力調査の結果を分析し、会議や研修会を開催するとともに、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・活用できるようにし、きめ細かな指導の充実を図ります。

/教育研究センター

・事務の軽減化・効率化の推進については、事務補助員として市費学校事務非常勤職員を全小・中学校に各1名ず

つ配置しています。学校事務非常勤職員の役割分担や事務分担を再確認し、学校事務非常勤職員の適正配置を

行うなど、事務の効率化を推進していきます。/教育総務課・学務課・指導課

・教職員のメンタルヘルスカウンセリング事業については、今後も、教職員の心身の健康維持に向け、いつでも

どこでも相談できるような電話と面接による事業を実施します。/学務課

・ＩＣＴ環境の積極的な活用については、導入済のＩＣＴ機器や教育用ソフトウェアの効果的な活用が図られる

ように、全小・中学校での巡回研修会や夏季ＰＣ講座を実施していきます。/教育研究センター

・情報セキュリティ体制の整備については、学校教育支援システム運用基準を見直すとともに、新規採用者対象

のセキュリティ講習会および全教職員対象のセキュリティ研修を実施し、安全な情報管理を進めていきます。

/教育研究センター

・情報教育推進事業については、今後も夏季休業中にＰＣ講座を行うとともに全小・中学校で巡回ＩＣＴ講習

会・ＩＣＴ支援員派遣事業を実施し、電子黒板・教材提示装置等、授業における教員のＩＣＴ活用能力の向上

を図ります。また、児童・生徒の自ら考える力や学習意欲の向上を図るため、モデル校にタブレット端末を導

入し、効果的な活用方法を検証します。/教育研究センター
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７－２ 学校教育施設の整備充実

施 策 事業名・担当部署 実 績

学校教育施設の

整備充実

◎○仮称第９中学校の整備

／教育施設課・学務課・教育政策課

○入船地区学校統合推進事業【再掲】

／教育政策課・教育施設課

◎○東小学校屋内運動場建替事業

／教育施設課

○中学校校舎トイレ改修事業

／教育施設課

◎○□各中学校施設液状化対策事業

／教育施設課

○□小・中学校校舎エアコン整備事業

／教育施設課

□小・中学校屋内運動場エアコン設置

事業

／教育施設課

○小・中学校エレベーター整備事業

／教育施設課

平成26年４月に高洲中学校として開校しました。

新設小学校・入船中学校施設の改修工事に着手しま

した。

入船北小学校と入船南小学校を統合し、平成27年４

月に新たな小学校を開校することに伴い、学校統合

準備委員会を４回、保護者その他学校関係者等から

広く意見を聴くための入船地区学校統合懇談会を３

回、開校に伴う説明会を１回開催しました。

地域に開かれた施設や児童育成クラブを合わせた複

合施設として、屋内運動場が完成しました。校舎棟

の一部特別教室を普通教室に改修しました。

見明川中学校校舎のトイレの環境改善のため、便器

の改修と併せて、照明器具、手洗い場、床の乾式化

等の全面改修工事を行いました。

富岡・美浜・日の出中学校校舎のトイレの環境改善

のため、改修設計を行いました。

明海中学校校庭に液状化対策として、設計及び地盤

改良工事を行いました。

各小・中学校の特別教室と配膳室及び中学校の武道

場にエアコン整備に向けた実施設計を行いました。

全小学校及び全中学校の屋内運動場にエアコンを設

置しました。

学校施設のバリアフリー化を目的に、東小学校校舎

棟及び浦安中学校校舎棟にエレベーター設置工事を

行いました。
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○□青葉幼稚園園舎改修事業

／教育施設課・保育幼稚園課

□青葉幼稚園土地拡張事業

／教育施設課・保育幼稚園課

◎○堀江幼稚園耐震対策事業

／教育施設課・保育幼稚園課

・校庭・園庭芝生化整備事業

／教育施設課・保育幼稚園課

・特別支援学級整備事業

／教育研究センター

・学習支援室整備事業

／教育研究センター

◎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

青葉幼稚園園舎の老朽化対策や保育環境向上のため

に、園舎改修工事を行いました。

青葉幼稚園園舎改修工事に関連して、隣接地を購入

しました。

堀江幼稚園園舎の耐震補強工事を行いました。

東小学校と７園（若草・みなみ・神明・北部・見明

川・富岡・入船南）の校庭・園庭芝生の維持管理を

行いました。

特別支援学級に通う児童・生徒が、地域の学校で教

育が受けられるよう、特別支援学級の整備を計画的

に進めました。入船小学校の特別支援学級開設に向

けての準備を行いました。また、南小学校と高洲中

学校の特別支援学級開設後の整備を行いました。

子どもの教育的ニーズに応じた個別学習や少人数学

習などが行えるように、計画的に学習支援室の整備

を進め、明海小学校、高洲中学校に学習支援室を整

備しました。

こども教育未来センター基本構想の具体化に向け、

教育委員会内での調整会議を２回開催し、事業の方

向性について検討しました。また、講師を招聘し、

今後の教育の方向性を学ぶ研修や、現在ある教育研

究センターの機能のより一層充実させるため、研修

を３回実施し、整備に向けての調査検討を進めまし

た。
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＜今後の方向性＞

・仮称第９中学校の整備については、平成26年度４月に高洲中学校として開校しました。

/教育施設課・学務課・教育政策課

・入船地区学校統合推進事業については、校舎の大規模改修を引き続き行います。また、統合により開校した入

船小学校の魅力ある学校づくりについて引き続き支援していきます。美浜地区については、今後の児童数の推

移などを見極めながら検討していきます。/教育政策課・教育施設課

・東小学校屋内運動場建替事業については、平成26年度に完了しました。/教育施設課

・中学校校舎トイレ改修事業については、平成27年度に富岡・美浜・日の出中学校校舎のトイレの改修工事を行

います。/教育施設課

・各中学校施設液状化対策事業については、未実施の中学校について検討を行います。/教育施設課

・小・中学校校舎エアコン整備事業については、平成27年度にエアコン設置を行います。/教育施設課

・小・中学校屋内運動場エアコン設置事業については、平成26年度に設置し、平成39年９月まで、賃貸借を行い

ます。/教育施設課

・小・中学校エレベーター整備事業については、平成26年度に完了しました。/教育施設課

・青葉幼稚園園舎改修事業については、平成26年度に完了しました。/教育施設課

・青葉幼稚園土地拡張事業については、平成26年度に完了しました。/教育施設課

・堀江幼稚園耐震対策事業については、平成26年度に完了しました。/教育施設課

・校庭・園庭芝生化整備事業については、東小学校と７園について引き続き行います。/教育施設課

・特別支援学級整備事業では、特別支援学級に通う児童・生徒が、地域の学校で教育が受けられるよう、特別支

援学級の整備を計画的に進めます。/教育研究センター

・学習支援室整備事業については、余裕教室の状況を把握しながら、平成27年度には３校を計画的に整備してい

きます。/教育研究センター

・こども教育未来センター整備事業については、市長部局と連携しながら今後の方向性や求められる機能に応じ

た施設整備について詳細な検討を行います。/教育政策課・教育研究センター

教育委員会議での主な意見

教員研修においては、オン・ザ・ジョブトレーニングや同僚性強化を常に意識した実質的な研修を行い、校内

体制づくりに生かしていってほしい。

第８節 多様な学習ニーズに応える学習機会の充実

８－１ 学習課題に応じた学習機会の充実

施 策 事業名・担当部署 実 績

現代的課題など

に対応する学習

機会の充実

○生涯学習フォーラム

／生涯学習課

「絆 生涯学習による人づくり・まちづくり」をテ

ーマに基調講演とパネルディスカッションの２部構

成で開催し、172名が参加しました。
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・生涯学習まちづくり出前講座

／生涯学習課

・現代的課題事業

／公民館

・レファレンスサービス事業

／図書館

・一般奉仕事業

／図書館

○図書館資料の充実

／図書館

・図書館講座・講演会

／図書館

○郷土博物館運営事業

／郷土博物館

市政情報を提供し、生涯学習を通したまちづくりを

推進することを目的に27回実施し、1,071名が受講

しました。

防災、環境、人権、国際理解等の現代的な課題に応

じた学習を52事業、延べ148回実施し、3,087名が参

加しました。

図書館資料や、データベース等を活用し、121,507

件の案内サービスを実施しました。

図書館全体の年間貸出数は2,014,988点で、そのう

ち一般成人向け資料は1,572,778点を貸出しまし

た。また、484,338件のリクエストに応えました。

51,871冊の図書を受け入れたほか、図書館資料の充

実に努めました。

29種の事業を計883回実施し、延べ10,940名が参加

しました。

主催事業では、休日体験（延べ36回開催）をはじ

め、季節の行事や、ゴールデンウィーク特別企画や

博物館まつり等のイベントを実施し、延べ97,487名

（内、休日体験及びイベント参加者は延べ6,365

人）の来館者がありました。

人にやさしい学

習機会の充実

○障がい者のための学習支援事業

／公民館

・スポーツの集い

／市民スポーツ課

・軽スポーツ大会

／市民スポーツ課

集団活動を通しての基礎的生活習慣や仲間づくり、

地域交流、余暇・相談支援を行う機会として「きぼ

う青年学級」などを実施し、延べ573名が参加しま

した。

市民が気軽に軽スポーツ等を参加・体験できるイベ

ントとして実施しました。14種目のスポーツ体験コ

ーナーを設け、延べ3,909名が参加しました。

市民の健康増進と体力づくりを目的に、いつでもど

こでも手軽に楽しめるスポーツの振興・普及を図る
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ために室内ペタンク大会を実施し、55名が参加しま

した。

就労のための学

習支援の充実

・就労支援事業

／公民館

・創業支援セミナー

／図書館・商工観光課

働く市民のため、ビジネススキル向上の実践型セミ

ナーなどを実施し、延べ34名が参加しました。

４回のセミナーを開催し、延べ69名が参加しまし

た。

＜今後の方向性＞

・生涯学習フォーラムについては、市民が生涯にわたって学習しようという意欲を高めるとともに、学習して得

た知識・技能を地域社会に還元しようとする意欲を高めることを目的に、講師による講演や参加者による討論

を行います。/生涯学習課

・生涯学習まちづくり出前講座については、講座内容の見直しをするとともに、事業の周知を図ります。

/生涯学習課

・現代的課題事業については、市民一人ひとりが尊重しあう社会づくりに向けて、平和や人権と福祉、環境問題

等の現代的課題についての学習機会の充実を図ります。/公民館

・レファレンスサービス事業については、検索手段等の整備により、より効率的かつ迅速に利用者へ回答又は資

料を提供し、満足度の向上を目指します。/図書館

・一般奉仕事業については、市民が図書館を利用しやすくするための環境を整えていきます/図書館

・図書館資料の充実については、引き続き図書館の蔵書構成を充実させ、市民のニーズに応え、利用の促進を図

ります。/図書館

・図書館講座・講演会については、引き続き図書館利用促進につながる事業を、幅広く実施していきます。

/図書館

・郷土博物館運営事業については、博物館法に基づいた郷土資料の収集・保存、調査研究に努め、その成果を活

かした展示、事業を行い、さまざまな世代の市民を対象に郷土学習の機会を提供し、浦安の歴史・文化を次の

世代へと伝えていくための活動に取り組んでいきます。/郷土博物館

・障がい者のための学習支援事業については、障がい者の余暇・相談等支援活動の充実と市民との交流を図ると

ともに、多様な障がい者問題の学習機会の提供と充実を図っていきます。/公民館

・スポーツの集いについては、千葉県民の日に生涯学習部として実施している事業「うらやすまるごと親子広

場」の一環として、部内他課と連携し、参加者の増加・内容の充実を図ります。/市民スポーツ課

・軽スポーツ大会については、より多くの参加者に参加いただけるよう実施種目を検討・実施し、さらなるスポ

ーツの振興を図ります。/市民スポーツ課
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８－２ 学習情報の提供と学習相談体制の充実

施 策 事業名・担当部署 実 績

市民の学習要

求に対応した情

報提供の充実

○生涯学習情報提供システム運営事業

【再掲】

／生涯学習課

○生涯学習まちづくり出前講座【再

掲】

／生涯学習課

・生涯学習情報紙の発行

／生涯学習課

・公民館情報誌発行事業

／公民館

・レファレンスサービス事業【再掲】

／図書館

○教育情報誌発行事業【再掲】

／教育政策課・指導課・生涯学習課

市民の学習要求に応えられるよう、生涯学習情報提

供システム「まなびねっとURAYASU」により、趣

味、教養等の講座や催しをはじめ、サークル・団体

の情報を提供しました。

市政情報を提供し、生涯学習を通したまちづくりを

推進することを目的に27回実施し、1,071名が受講

しました。

子どもたちの体験活動へのサポートとなるこども情

報紙「このゆびとまれ」県民の日特別号、夏号、春

号を各18,000部発行し、園児・児童・生徒を通じて

各家庭に配布するとともに社会教育施設等を通じて

市民に配布しました。

公民館情報誌「ルネサンス」を年４回219,500部発

行し、新聞折り込みや公共施設等に設置し配布しま

した。

図書館資料や、データベース等を活用し、121,507

件の案内サービスを実施しました。

教育情報誌「うらやすスタイル」22・23・24号を各

26,500部発行し、園児・児童・生徒を通じて各家庭

に配布するとともに社会教育施設や自治会等を通じ

て市民に配布しました。

学習相談窓口の

整備・充実

・学習相談事業

／公民館

各公民館窓口で各種相談や援助等を実施し、自主的

な学習活動を充実させるための相談や問合わせに随

時対応しました。

＜今後の方向性＞

・生涯学習情報提供システム運営事業については、「まなびねっとURAYASU」を運営し、市から情報提供を積極的

に行うとともに、団体や人材の登録を促進していきます。/生涯学習課

・生涯学習まちづくり出前講座については、講座内容の見直しをするとともに、事業の周知を図ります。

/生涯学習課

・生涯学習情報紙の発行については、子どもたちの体験活動へのサポートとなる、こども情報紙「このゆびとま
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れ」を引き続き、発行していきます。/生涯学習課

・公民館情報誌発行事業については、今後も継続し、各種講座・教室やイベントの開催などの詳細について、広

く市民に情報を発信していきます。/公民館

・レファレンスサービス事業については、検索手段等の整備により、より効率的かつ迅速に利用者へ回答又は資

料を提供し、満足度の向上を目指します。/図書館

・教育情報誌発行事業につきましては、今後も継続し、教育委員会の施策や取り組みの状況等について市民に広

く情報を発信していきます。/教育政策課

・学習相談事業については、今後も各公民館において様々な年代からの学習相談や生涯学習に関する疑問などに

ついて対応できる体制の整備充実に努めます。/公民館

８－３ 公民館・図書館の運営の充実

施 策 事業名・担当部署 実 績

公民館の運営の

充実

・公民館運営事業

／公民館

・公民館施設予約管理システム事業

／公民館

・公民館文化祭

／公民館

サークル活動の育成及び活性化のためのサポートや

各種講座、教室などの主催事業を実施し、延べ

589,812名の利用がありました。また、土曜日にお

ける主催事業の充実・推進、利用者の利便性向上や

窓口サービスの拡大を図るため、土曜日窓口業務の

時間延長について検討を行い、平成27年４月から実

施することとしました。（高洲公民館を除く）

インターネットを利用して、施設の空き状況の照会

や利用の予約を可能にしています。

各公民館において、地域の特色を活かした文化祭を

開催しました。６館延べ27,958名が来場しました。

公民館施設の整

備

・公民館の整備事業

／公民館

◎□堀江公民館大規模改修事業

／公民館

◎□富岡公民館大規模改修事業

／公民館

施設の利便性の向上と運営の充実を図るため、老朽

化した施設について計画的に大規模改修を行ってい

ます。

平成26年９月から改修工事を実施しました。

平成27年度の大規模改修工事に向けた実施設計を行

いました。
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図書館の運営の

充実

◎電子資料提供サービス事業

／図書館

◎図書館サービス拡充事業

／図書館

○児童サービス事業

／図書館

○図書館資料の充実【再掲】

／図書館

・ハンディキャップサービス事業【再

掲】

／図書館

・ブックスタート事業

／図書館

・レファレンスサービス事業【再掲】

／図書館

・一般奉仕事業【再掲】

／図書館

・児童集会事業

／図書館

約４万点の震災関連コンテンツを収録する「浦安震

災アーカイブ」を公開するため、震災資料のアーカ

イブ化事業に取り組みました。

規則の改正、職員の研修、マニュアルや利用案内の

変更など平成27年７月からの実施に備え、必要な準

備を行いました。

図書館全体の年間貸出数は2,014,988点で、そのう

ち児童書は442,210点を貸出しました。「えほんのじ

かん」等集会事業には8,785名が参加しました。ま

た、学校や保育園等において、27,458名の子どもた

ちに読み聞かせなどを行いました。

51,871冊の図書を受け入れたほか、図書館資料の充

実に努めました。

図書館への来館が困難な方への宅配サービスを392

件実施したほか、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を作成しました。

出生届受領時1,256名に絵本を配布しました。ま

た、毎月ブックスタート絵本講座を開始し、延べ

647名の参加がありました。

図書館資料や、データベース等を活用し、121,507

件の案内サービスを実施しました。

図書館全体の年間貸出数は2,014,988点で、そのう

ち一般成人向け資料は1,572,778点を貸出しまし

た。また、484,338件のリクエストに応えました。

児童文学者を招き「子どもの本の講座」を開催。ま

た、簡単な科学の実験、工作を行う「科学で遊ぼ

う」を開催し、併せて133名の参加がありました。
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・図書館講座・講演会【再掲】

／図書館

・図書館電算システム運用事業

／図書館

・図書館情報サービスの充実

／図書館

29種の事業を計883回実施し、延べ10,940名が参加

しました。

図書館の電算システムを円滑に稼働させ、安定した

図書館サービスを提供することができました。

有料データベース等を活用し、情報提供の充実に努

めました。

＜今後の方向性＞

・公民館運営事業については、サークル活動の活性化及び生涯学習活動の場の確保を図るとともに、学習に関す

る情報提供や相談体制の充実に取り組みます。/公民館

・公民館施設予約システムについては、今後も継続して施設の空き状況の照会やインターネット予約申込みがで

きるサービスを推進します。/公民館

・公民館文化祭の開催については、公民館を利用し、学習活動を展開している団体・サークルの学習成果の発表

や親睦の場として、また地域の交流の場とするため、文化祭を開催します。/公民館

・公民館の整備事業については、老朽化した施設の大規模改修を計画的に進め、市民がより利用しやすい施設を

目指し、利便性の向上に努めます。/公民館

・堀江公民館大規模改修事業については、平成27年３月に改修工事が完了しました。/公民館

・富岡公民館大規模改修事業については、平成27年度に大規模改修工事を実施します。/公民館

・電子資料提供サービス事業については、「浦安震災アーカイブ」の、防災・環境教育に向けた利活用の促進を図

ります。/図書館

・図書館サービス拡充事業については、平成27年７月からの実施状況を検証し、円滑な運営を目指します。

/図書館

・児童サービス事業については、学校などとも連携しながら、児童に対するサービスを推進します。/図書館

・図書館資料の充実については、引き続き図書館の蔵書構成を充実させ、市民のニーズに応え、利用の促進を図

ります。/図書館

・ハンディキャップサービス事業については、図書館利用に障がいのある利用者へのサービスを拡充していきま

す。/図書館

・ブックスタート事業については、乳幼児とその親に対し絵本の楽しさ、大切さを伝えていきます。/図書館

・レファレンスサービス事業については、検索手段等の整備により、より効率的かつ迅速に利用者へ回答又は資

料を提供し、満足度の向上を目指します。/図書館

・一般奉仕事業については、市民が図書館を利用しやすくするための環境を整えていきます。/図書館

・児童集会事業については、子どもたちや、子どもの本に関わる大人たちに興味のあるテーマによる集会事業を

開催していきます。/図書館

・図書館講座・講演会については、引き続き図書館利用促進につながる事業を、幅広く実施していきます。

/図書館

・図書館電算システム運用事業については、業務全般で使用する電算システムの維持管理を行います。/図書館
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・図書館情報サービスの充実については、データベース等の活用により、図書以外の情報提供を進めます。

/図書館

教育委員会議での主な意見

生涯学習を行う上では、目標が見えた学びを行うことで活発な活動が期待されるため、展覧会など学習成果の

発表の場を設けていくことが大切である。

現代的課題である国際理解については、「Think globally,act locally」、つまりグローバルに考えるが、身近

なところから行動すべきだとの考え方を持ち、できることから行動に移していくことが求められる。

図書館事業においては、市長部局と連携をとりながら活用について整理していくことが大切である。また、今

後は、浦安市に関する様々な歴史的資料を収集し、それを総括するといった役割を図書館が担っていくことも検

討していくべきである。

第９節 ライフステージに応じた学習機会の提供

９－１ 家庭教育の充実

施 策 事業名・担当部署 実 績

親が学ぶ機会の

充実

・家庭教育に関する情報収集と資料の

提供

／公民館

・家庭教育学級

／公民館

・家庭教育講演会

／公民館

・子育て支援事業

／公民館

家庭教育学級の記録をまとめた冊子を500部作成

し、学級生に配布することで継続的な意識啓発を行

いました。

幼稚園や小学校・中学校の保護者を対象に家庭教育

学級を開催しました。幼稚園６学級、小学校８学

級、中学校１学級のほか、平日に参加できない保護

者を対象にした週末家庭教育学級を２学級開設しま

した。

幼稚園、小・中学校の保護者、家庭教育に関心のあ

る一般の方などを対象に家庭教育講演会を開催し、

82名が参加しました。

子育て中の保護者に対する支援を推進するため、16

事業延べ89回実施しました。

親子がふれあう

機会の充実

・こども情報紙発行

／生涯学習課

子どもたちの体験活動へのサポートとなるこども情

報紙「このゆびとまれ」県民の日特別号、夏号、春

号を各18,000部発行し、園児・児童・生徒を通じて

各家庭に配布するとともに社会教育施設等を通じて

市民に配布しました。
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・子育て交流事業

／公民館

・公民館保育室活用事業

／公民館

・児童集会事業【再掲】

／図書館

○子育てすこやか広場事業

／保育幼稚園課

○明海つどいの広場等事業運営事業

／保育幼稚園課

○堀江つどいの広場事業運営事業

／保育幼稚園課

○子育て支援センター事業

／保育幼稚園課

○地域子育て支援センター事業

／保育幼稚園課

乳幼児の親子でのふれあいや保護者の交流を通し

て、乳幼児の健全な育成を図るため、32事業延べ

174回実施しました。

子育て中の女性の学びを保障するため、保育をセッ

トした主催事業を115事業延べ521回実施したほか、

サークル活動への保育室を開放し、その活用を図り

ました。

児童文学者を招き「子どもの本の講座」を開催。ま

た、簡単な科学の実験、工作を行う「科学で遊ぼ

う」を開催し、併せて133名の参加がありました。

全園合わせて355回開催し、未就園児の親子延べ

7,605組が利用しました。保育相談は延べ1,954件の

利用がありました。

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いました。

つどいの広場は2,973名、一時保育は2,159名の利用

がありました。

０～３歳の乳幼児とその親が集い、交流する場の提

供をし、5,237名の利用がありました。

未就学児と保護者が交流できる場や、子育てに関す

る相談・情報の提供を行いました。年間の利用者数

は13,926組・31,081名でした。

市内８ケ所の認可保育園に併設されている子育て支

援センターで、未就学児と保護者が交流できる場や

子育てに関する相談・情報の提供を行いました。年

間の利用者数は、海園の街保育園が3,978組・8,011

名。浦安駅前保育園が2,508組・5,572名。入船北保

育園が3,186組・6,808名。しおかぜ保育園が1,714
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組・3,766名。ﾎﾟﾋﾟﾝｽﾞﾅｰｻﾘｰｽｸｰﾙ新浦安が3,165組・

6,739名。弁天保育園が2,703組・5,831名。高洲保

育園が4,226組・9,044名。愛和元町保育園が1,706

組・3,761名でした。

家庭における子

どもの読書活動

の支援

・ブックスタート事業【再掲】

／図書館

・児童集会事業【再掲】

／図書館

出生届受領時1,256名に絵本を配布しました。ま

た、毎月ブックスタート絵本講座を開始し、延べ

647名の参加がありました。

児童文学者を招き「子どもの本の講座」を開催。ま

た、簡単な科学の実験、工作を行う「科学で遊ぼ

う」を開催し、併せて133名の参加がありました。

＜今後の方向性＞

・こども情報紙発行については、子どもたちの体験活動へのサポートとなるこども情報紙「このゆびとまれ」を

引き続き発行していきます。/生涯学習課

・子育て交流事業については、親子が様々な事業や遊びを通して、母親同士の交流を深めながら乳幼児の健全育

成や仲間づくりを進めていきます。/公民館

・公民館保育室活用事業については、保育室を有効に活用するため、保育付き主催事業の充実やサークル活動へ

の保育室開放を行います。/公民館

・児童集会事業については、子どもたちや、子どもの本に関わる大人たちに興味のあるテーマによる集会事業を

開催していきます。/図書館

・子育てすこやか広場事業については、各園と十分に調整を図りながら、今後ともすこやか広場と子育て相談の

実施回数のさらなる増加、及び事業のＰＲ活動に努めていきます。/保育幼稚園課

・明海つどいの広場等運営支援事業については、地域の子育て支援のため、引き続き、事業の周知を図ります。

／保育幼稚園課

・堀江つどいの広場事業運営事業については、地域の子育て支援のため、引き続き、事業の周知を図ります。

／保育幼稚園課

・子育て支援センター事業については、地域の子育て支援のため、引き続き、事業の周知を図ります。

／保育幼稚園課

・地域子育て支援センター事業については、地域の子育て支援のため、引き続き、事業の周知を図ります。

／保育幼稚園課

・ブックスタート事業については、乳幼児とその親に対し絵本の楽しさ、大切さを伝えていきます。/図書館

９－２ 青少年の健全育成の推進

施 策 事業名・担当部署 実 績

体験活動・交流

活動の推進

・青少年体験事業

／公民館

学校の休業日を利用した体験・交流の場づくりとし

て、科学実験や工作・宿泊体験など101事業、延べ

162回実施しました。
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・青少年館管理運営事業

／青少年課

○放課後異年齢児交流促進事業

／青少年課

○少年少女洋上研修事業

／青少年課

・少年の広場管理運営事業

／青少年課

・少年親善スポーツ大会

／青少年課

・青少年リーダー養成事業

／青少年課

青少年の仲間づくりや青少年どうしの交流を行える

場及び青少年が自発的に学習、趣味等の活動が行え

る場を提供することにより、青少年の健全育成を図

りました。

開館日数は309日、小学生19,135名、中学生

13,877名、高校生10,592名、23歳未満 2,593名、

その他2,585名、合計48,782名が利用しました。

小学１年から６年生を対象とし、児童が通い慣れた

学校を「遊び場」として確保し、遊びを通じた異年

齢間の交流を促進することによって、子どもたちの

創造性や自主性、社会性を養い、児童の健全育成を

図ることを目的に行いました。

東、入船北、日の出、南、明海、北部、舞浜小学校

（北部と舞浜は夏季のみ）で実施し、46,763名が利

用しました。

小学６年生及び中学生を対象に８月21日～25日まで

あらためて自分を見つめ直し、新しい自分をつくる

ことを目的として、平素体験することのない洋上で

の生活や自然体験を通じて、様々なグループワーク

研修を北海道日高町で実施し、計115名が参加しま

した。

19歳未満を対象とし、市内で唯一の宿泊ができるキ

ャンプ場ということで、市内の子どもたちの体験活

動の促進につながり、心身ともに健全な青少年の育

成を図ることを目的として設置しています。68団

体、計3,064名の方が利用しました。

小学４～６年生を対象に、スポーツを通して青少年

の健全育成を図ることを目的として実施していま

す。17チーム計222名が参加しました。

主に中学生を対象とし、野外料理、キャンドルファ

イヤー、バスレク、うら・らめ～るボランティア体
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・青少年交流活動センター管理運営事

業

／青少年課

・青少年交流施設管理運営事業

／青少年課

・ジュニアリーダー研修会

／青少年課

・「浦安市民の森」活用事業【再掲】

／指導課

験、健全育成キャンペーン、簡単な救急法、ＡＥＤ

の知識などの講習会を平成26年５月～平成27年３月

まで11回実施し、青少年リーダーの育成を図りまし

た。会員32名、述べ143名が受講しました。

青少年交流活動センター (通称：うら・らめ～る)

は、学校、青少年団体、一般の方を対象とし、主に

青少年の交流や団体生活を通じて青少年の健全な育

成を図るための宿泊型研修施設です。

宿泊者数7,245名、宿泊以外23,076名、合計30,321

名が利用しました。

青少年を主体に幼児から高齢者まで、就学者・勤労

者を問わず、どなたでも気軽に受講できる各種カル

チャー教室を開催しており、施設内では、青少年が

自由に集え、仲間たちと楽しく会話できる場所とし

て、「青少年交流広場」を無料開放しています。

青少年交流広場 6,109名、スタジオ貸出2,140名、

各種講座25,031名、自主事業907名、合計34,187名

が利用しました。（一般利用者除く）

開催場所：新浦安マーレカルチャープラザ内

市内の小学４年から６年生を対象に、異なる学校や

世代の子どもたちと、さまざまなテーマでの学習

や、友だちや研修会の講師などの多様な人との触れ

合いを通して、表現力、受容力、行動力を養うこと

を目標として、研修会を実施しました。

６月14日～12月14日で年間８回の研修会を実施し、

会員数38名、延べ263名が受講しました。

小学校５年生を対象に、はまゆう山荘等を利用し自

然体験学習をする林間学校を６校で実施しました。

大自然の中で山登りやキャンプファイヤー、「浦安

市民の森」を活用した体験活動等を行い、都会では

経験できない貴重な体験をしました。
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・キャリア教育の推進【再掲】

／指導課

・福祉教育の推進【再掲】

／教育研究センター

◎ふるさとうらやす立志塾の開催【再

掲】

／教育政策課

・うらやすこども大学

／生涯学習課

各小・中学校においては、児童生徒が将来への夢や

目標を持てるよう職業調べや職場見学、職場体験、

職業に関する講演会等を実施しました。

福祉に関する体験学習等を通して、地域の実情に合

った福祉教育を推進し、福祉に関する理解を深めま

した。また、特別支援学級担任研修会で、交流及び

共同学習の実践発表や情報交換を行うことにより、

福祉教育の推進を図りました。

中学２年生27名が参加し、８月19日～21日(２泊３

日)に宮城県石巻市及び南三陸町で研修会を実施し

ました。東日本大震災の被災・復興状況を学び、ふ

るさとうらやすへの理解と愛着を深めるとともに、

リーダーとしての自覚や資質能力の向上を図りまし

た。

８月から12月までの期間に全７回、市内の３大学を

中心に、専門性の高い知識や技術を学び体験する、

うらやすこども大学を開校し、市内在住の小学４

年・５年生の児童58名が参加しました。

地域教育力の活

用

○生涯学習情報提供システム運営事業

【再掲】

／生涯学習課

・青少年健全育成啓発事業

／青少年課

◎地域とともに歩む学校づくり推進事

業【再掲】

地域人材の活用が図れるよう生涯学習情報提供シス

テム「まなびねっとURAYASU」の見直しを図りまし

た。

青少年健全育成連絡会と協力して、小学校５年～中

学生を対象に標語コンクールを実施し、その作品を

鉢に印刷した球根セット1,500セットを市民むけ

に、標語入りプランター１個と球根10個のセット

（79セット）を保育園幼稚園小・中学校に配布。ま

た、いちょう110番の家のキーホルダー3,308個を保

育園幼稚園の５歳児と小学校１年生に、クリアファ

イル8,961枚を小学校２～６年生に配布し、健全育

成の啓発を行いました。

小学校17校、中学校８校において35名の学校支援コ

ーディネーターを配置し、学校と地域人材の円滑な
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／教育政策課・指導課・生涯学習課

◎ふるさとふれあい教育活動推進事業

【再掲】

／指導課

連携を推進しました。各小・中学校教頭、学校支援

コーディネーター及び公民館職員参加のもと、学校

支援コーディネーター研修会（交流会）を２回開催

し、事業の趣旨について共通理解を図るとともに、

中学校区を中心とした学校支援のネットワーク構築

を推進しました。

浦安市教育ビジョンの５つの「めざす子ども像」の

実現を支え、各幼稚園、小・中学校が、「地域ぐる

みで学校を支援する仕組みづくり」を推進すること

を目的として、各々が設定した事業主題に基づいた

教育活動を展開しました。家庭・学校・地域が連携

し、開かれた学校づくりをめざすことができまし

た。

子どもの読書環

境の整備

○児童サービス事業【再掲】

／図書館

・児童集会事業【再掲】

／図書館

・子ども読書活動推進事業【再掲】

／指導課

・学校図書館の環境整備

／指導課

図書館全体の年間貸出数は2,014,988点で、そのう

ち児童書は442,210点を貸出しました。「えほんのじ

かん」等集会事業には8,785名が参加しました。ま

た、学校や保育園等において、27,458名の子どもた

ちに読み聞かせなどを行いました。

児童文学者を招き「子どもの本の講座」を開催。ま

た、簡単な科学の実験、工作を行う「科学で遊ぼ

う」を開催し、併せて133名の参加がありました。

全小・中学校に27名の司書を配置するとともに、読

書活動推進と図書室利用の促進を図りました。

平成26年度の浦安市生活実態調査によると、「本を

読むことが、とても好き・まあ好き」と答えた児童

生徒が８割を超えています。

読書活動や学習支援を推進するため、蔵書の内容を

確認しています。研修やブックフェアへの参加をと

おして、本の内容を確認できる機会を設けました。

団体の活動支援

と指導者育成

○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、野外料理、キャンドルファ

イヤー、バスレク、うら・らめ～るボランティア体

験、健全育成キャンペーン、簡単な救急法、ＡＥＤ

の知識などの講習会を平成26年５月～平成27年３月
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・青少年健全育成団体活動推進【再

掲】

／青少年課

・青少年補導員連絡協議会補助金

／青少年センター

まで11回実施し、青少年リーダーの育成を図りまし

た。会員32名、述べ143名が受講しました。

青少年健全育成団体の活動の推進を図るため、浦安

市子ども会育成連絡協議会１団体、子ども会36団

体、ボーイスカウト２団体、ガールスカウト２団

体、浦安市青少年健全育成連絡会１団体、浦安市リ

ーダースクラブ１団体、青少年相談員連絡協議会１

団体 計44団体の活動推進を行いました。

浦安市青少年補導員連絡協議会に対し、青少年補導

員の活動に必要な被服や補導活動の広報・啓発に必

要な物資の購入をはじめ、青少年補導員の資質向上

に資する研修の開催等、運営に要する経費の一部に

対し補助金の助成を行い、青少年の非行防止及び健

全育成を図りました。

青少年相談事業

の充実

○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

・青少年相談事業

／青少年センター

○訪問相談員派遣事業

／指導課

○教育相談事業

／指導課

青少年補導員の街頭補導活動として、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、計231回のパトロールを実施しました。

青少年センター内に青少年センター相談員を配置

し、電話相談を延べ148回、来所相談を延べ103回、

計251回の青少年相談に対応しました。

青少年センター内に青少年センター相談員を配置

し、電話相談を延べ148回、来所相談を延べ103回、

計251回の青少年相談に対応しました。

訪問相談員が、浦安市内の不登校傾向、引きこもり

傾向の児童・生徒及び保護者を対象として、主に学

校不適応に関する内容について、訪問による相談

を、延べ1,374回行いました。

全小・中学校に27名のスクールライフカウンセラー

（ＳＬＣ）を配置し、児童生徒の精神的な悩みの発

見・相談に対応し、健やかな学校生活がおくれるよ

うに支援しました。
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□○いじめ対策事業

／指導課

・適応指導教室事業

／指導課

・青少年相談員事業

／青少年課

教育委員会の附属機関となる「浦安市教育委員会い

じめ等の対策及び調査委員会（仮称）」の設置に向

けて、条例策定検討委員会を実施しました。

学校生活に関すること、心や身体のこと、その他

個々の状況に応じて、児童・生徒、保護者、教育関

係者に対し、相談活動を通して支援しました。ま

た、不登校やひきこもり傾向になった児童・生徒に

対し、個々に応じたきめ細かな指導・援助を行うと

ともに、小集団での活動を通して、ゆるやかな学校

復帰を支援しました。いちょう学級の延べ利用人数

は889名で、教育相談における相談回数は延べ2,286

回、訪問相談は延べ1,374回行いました。

青少年事業を自主的に企画・運営しており、企画会

議・主催事業でのべ463名の相談員が参加してい

る。主催事業についても６回の事業を行っており、

のべ607名の小中学生が参加しました。

＜今後の方向性＞

・青少年体験事業については、青少年の豊かな人間性を育み、自立と社会参加を促すため、学校の長期休業日に

対応するための事業を推進します。/公民館

・青少年館管理運営事業については、青少年の仲間づくりや青少年どうしの交流を行える場及び青少年が自発的

に学習、趣味等の活動が行える場を提供することにより、思いやりや創造性のある青少年の育成を図るため、

指定管理者と協力しながら継続して実施していきます。/青少年課

・放課後異年齢児交流促進事業については、小学校の余裕教室等の活用について検討し拡充を図ります。

/青少年課

・少年少女洋上研修事業については、洋上での生活及び自然体験活動を通じて引き続き青少年の健全育成を図り

ます。/青少年課

・少年の広場管理運営事業については、ボーイスカウトやガールスカウトなど、少年の広場の目的に沿った定期

利用団体の増加がみられており、市内で唯一の宿泊ができるキャンプ場ということで、市内の子どもたちの体

験活動の促進につながっているため、今後も継続して実施していきます。/青少年課

・少年親善スポーツ大会については、スポーツを通して他の学校の児童と親睦を図ることや、健康的な体力づく

り、協調性や仲間との友情を育む効果があるため、今後も継続して実施していきます。/青少年課

・青少年リーダー養成事業については、心豊かなリーダーの育成を目的とし、受講生の獲得を図りながら、継続

して実施していきます。/青少年課

・青少年交流活動センター管理運営事業については、青少年の交流及び団体生活を通じて、青少年健全育成を図

るため、指定管理者と協力しながら継続して実施していきます。/青少年課



- 60 -

・青少年交流施設管理運営事業については、引き続き各種講座の実施や、青少年の居場所づくり等を通して青少

年の健全育成を図ります。/青少年課

・ジュニアリーダー研修会については、小学４年～６年生を対象とし、多様な研修を通じて引き続き青少年の健

全育成を図っていきます。/青少年課

・「浦安市民の森」活用事業については、今後も小学校での林間学校の自然体験学習の場所として活用していきま

す。/指導課

・キャリア教育の推進事業については、中学校区ごとの年間指導計画を作成し、小・中学校の連携を図っていき

ます。/指導課

・福祉教育の推進については、見明川中学校、見明川小学校が平成25年度から３年間、福祉教育推進校の県指定

を受け、学校と地域が連携・協働し、福祉教育を推進してきたことを、平成27年８月19日に開催される、「平成

27年度千葉県福祉教育研究大会」において実践発表を行う予定です。また、学校と地域が連携・協働し、福祉

教育を推進できるよう、各中学校区の工夫を凝らした取り組みや他市の先進的な取り組みを紹介し、情報を共

有しながら、地域の実情に合った福祉教育の推進を図ります。/教育研究センター

・平成23年度から開始したふるさとうらやす立志塾は、未来のリーダーを育成することが目的であるため、本年

度の成果と課題を明らかにした上で、どのような研修が有効であるかを検証し、次年度の研修内容や研修場所

について検討していきます。また、小学生対象のリーダー研修についても検討していきます。/教育政策課

・うらやすこども大学については、未来の浦安を担うこどもたちを育成する機会として、市内の３大学を中心に

様々な団体と連携しながら、実施していきます。/生涯学習課

・生涯学習情報提供システム運営事業については、「まなびねっとURAYASU」を運営し、市から情報提供を積極的

に行うとともに、団体や人材の登録を促進していきます。/生涯学習課

・青少年健全育成啓発事業については、引き続き、標語コンクールを実施したり、いちょう110番の啓発物資を配

布することにより健全育成を図ります。/青少年課

・地域とともに歩む学校づくり推進事業については、学校支援コーディネーターの配置を進めるとともに中学校

区を中心とした学校支援コーディネーター、ボランティア及び公民館のネットワークの構築に努め、地域によ

る学校支援の体制を整えます。/教育政策課・生涯学習課

・ふるさとふれあい教育活動推進事業については、今後も成果と課題を踏まえ、修正を加えながら学校・地域・

家庭が連携して進める教育活動や豊かな体験活動などを支援・助成していく予定です。/指導課

・児童サービス事業については、学校などとも連携しながら、児童に対するサービスを推進します。/図書館

・児童集会事業については、子どもたちや、子どもの本に関わる大人たちに興味のあるテーマによる集会事業を

開催していきます。/図書館

・子ども読書活動推進事業については、浦安市子ども読書活動推進計画（第二次）に基づき、小・中学校の学校

図書館の環境整備と図書資料の充実に努めるとともに、幼稚園・保育園と小・中学校、公立図書館の連携を深

め、計画的に読書活動の推進を図ります。/指導課

・学校図書館の環境整備については、読書活動、学習支援に生かせる蔵書をめざすために、ブックフェア等実際

に本の内容を知る機会を紹介し参加を勧めたり、研修内容を工夫したりします。/指導課

・青少年健全育成団体活動推進については、青少年の健全育成を推進するため、引き続き補助金を交付していき

ます。/青少年課
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・浦安市青少年補導員連絡協議会補助金については、浦安市青少年補導員連絡協議会運営費補助金交付要綱に基

づき、補助金を対象団体に交付することで、団体活動の推進を図っていきます。/青少年センター

・青少年補導員による街頭補導活動等の推進については、中央パトロール、地区パトロール、特別パトロールな

どの各種パトロールにかかる経費で、青少年に「愛のひと声」を基調とした補導活動を引き続き実施します。

/青少年センター

・青少年相談事業については、臨床心理士である相談員を配置し、青少年の問題行動や家庭、学校での悩み

事について、本人やその保護者等からの相談を受け、問題解決に向けた適切な指導助言等を行います。ま

た、広報・啓発物の掲示を依頼し相談事業の周知を図るとともに、青少年センター相談員の資質向上のた

め引き続き研修等へ参加します。/青少年センター

・訪問相談員派遣事業については、引きこもり傾向の児童・生徒に対して、訪問相談員が電話相談や訪問相談の

中でカウンセリングを行い、情緒の安定を図り、自立心の確立への支援を継続していきます。/指導課

・教育相談事業については、スクールライフカウンセラー（ＳＬＣ）を全小・中学校に各１名配置し、児童・生

徒の精神的な悩みの発見、相談、解消のために適切な援助・助言を継続していきます。/指導課

・いじめ対策事業については、いじめ防止対策推進法第14条第3項が掲げる教育委員会における附属機関「浦安市

教育委員会いじめ等の対策及び調査委員会（仮称）」を条例設置し、いじめの防止等のための対策を実効的に行

います。また、いじめによる重大事態が発生した場合には、事実関係を明確にし、当該重大事態への対処を行

うとともに、同種の事態の発生の防止を図ります。/指導課

・適応指導教室事業については、適応指導教室をいちょう学級・教育相談・訪問相談の３部門で運営し、学校生活

に関すること、心や身体のこと、その他個々の状況に応じて、児童・生徒、保護者、教育関係者に対し、相談

活動を通しての支援を継続して行います。また、不登校やひきこもり傾向になった児童・生徒に対し、個々に

応じたきめ細かな指導・援助を行うとともに、小集団での活動を通して、学校復帰への支援を継続して行いま

す。/指導課

・青少年相談員事業については、地域での青少年健全育成活動における貢献度は高く、参加した児童・生徒はもと

より、保護者からも高い評価を得ているため、今後も青少年相談員と連携をとり、引き続き青少年の健全育成

を図っていきます。/青少年課

９－３ 成人の学習機会の提供

施 策 事業名・担当部署 実 績

多様な学習機会

や情報の提供

○生涯学習情報提供システム運営事業

【再掲】

／生涯学習課

・市民参加型事業の推進

／公民館

生涯学習情報を一元化して提供する、生涯学習情報

提供システム「まなびねっとURAYASU」を運営しま

した。

エコカフェ、子ども起業塾など市民等と一緒に事業

を企画運営する協働事業を実施し、延べ384名が参

加しました。
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・成人対象事業

／公民館

・公民館情報誌発行事業【再掲】

／公民館

・レファレンスサービス事業【再掲】

／図書館

一般成人を対象にライフステージや様々な学習ニー

ズに対応するため、60事業延べ816回実施しまし

た。

公民館情報詩「ルネサンス」を年４回発行し、新聞

折り込みや公共施設等に設置し配布しました。

図書館資料や、データベース等を活用し、121,507

件の案内サービスを実施しました。

地域課題に関す

る学習機会の提

供

・地域参加交流事業

／公民館

男性の地域での居場所づくり・活躍のきっかけづく

りを支援するため、８事業延べ27回実施しました。

現代的課題の学

習機会の創出

・生涯学習フォーラム【再掲】

／生涯学習課

○生涯学習まちづくり出前講座【再

掲】

／生涯学習課

・現代的課題事業【再掲】

／公民館

・図書館講座・講演会【再掲】

／図書館

「絆 生涯学習による人づくり・まちづくり」をテ

ーマに基調講演とパネルディスカッションの２部構

成で開催し、172名が参加しました。

まちづくり、高齢化社会、男女共同参画社会、環境

などの現代的課題について、市政の取り組みを市の

職員が説明する出前講座を27回実施し、1,071名が

受講しました。

防災、環境、人権、国際理解等の現代的な課題に応

じた学習を52事業、延べ148回実施し、3,087名が参

加しました。

29種の事業を計883回実施し、延べ10,940名が参加

しました。

キャリア形成の

ための学習機会

の充実

・就労支援事業【再掲】

／公民館

・創業支援セミナー【再掲】

／図書館・商工観光課

働く市民のため、ビジネススキル向上の実践型セミ

ナーなどを実施し、延べ34名が参加しました。

４回のセミナーを開催し、延べ69名が参加しまし

た。

アクティブシニ

アの活用と学習

支援

・ミドルシニア世代事業

／公民館

ミドルシニア世代を対象に東京湾の魅力や現状を知

ってもらうため、船釣り講座を実施し、155名が参

加しました。

＜今後の方向性＞

・生涯学習情報提供システム運営事業については、「まなびねっとURAYASU」を運営し、市から情報提供を積極的
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に行うとともに、団体や人材の登録を促進していきます。/生涯学習課

・市民参加型事業の推進については、市民等との協働で事業の企画立案による学習活動の促進及び市民、団体等

の活動拠点としての機能の充実を図ります。/公民館

・成人対象事業については、市民が生涯にわたり学習できるよう、各種講座・教室等の充実を図ります。

/公民館

・公民館活動推進事業については、安心して豊かに暮らせる地域づくりを推進するため、現代的な課題や地域課

題に応じた主催事業の充実に努めます。/公民館

・レファレンスサービス事業については、検索手段等の整備により、より効率的かつ迅速に利用者へ回答又は資

料を提供し、満足度の向上を目指します。/図書館

・地域参加交流事業については、特に成人男性へのアプローチは、地域活動の活性化のためにも必要性が高まっ

ています。そのため、事業の開催日時等を考慮に入れながら、ニーズに合わせた活動機会や学習機会の提供に

努めます。/公民館

・生涯学習フォーラムについては、市民が生涯にわたって学習しようという意欲を高めるとともに、学習して得

た知識・技能を地域社会に還元しようとする意欲を高めることを目的に、講師による講演や参加者による討論

を行います。/生涯学習課

・生涯学習まちづくり出前講座については、講座内容の見直しをするとともに、事業の周知を図ります。

/生涯学習課

・現代的課題事業については、市民一人ひとりが尊重しあう社会づくりに向けて、平和や人権と福祉、環境問題

等の現代的課題についての学習機会の充実を図ります。/公民館

・図書館講座・講演会については、引き続き図書館利用促進につながる事業を、幅広く実施していきます。

/図書館

・就労支援事業については、就労のための学習情報の提供や市民ニーズに即した就労につながる学習機会を推進

します。/公民館

・創業支援セミナーについては、開業を予定または創業を考えている市民に、必要な資料や情報を提供して、支

援を行います。/図書館

・ミドルシニア世代事業については、30歳～50歳代男性の仲間づくりや地域活動を促すための交流・学習機会の

充実を図ります。/公民館

９－４ 高齢者の学習機会の提供

施 策 事業名・担当部署 実 績

世代間交流の推

進と社会参加の

支援

・高齢者生きがい対策事業

／公民館

・コミュニティ・カレッジうらやす

／公民館

世代内・世代間の交流を深め、生きがいづくりを支

援するため、おたっしゃ体操教室を開催し延べ

10,622名が参加しました。

高齢者の仲間づくりによる生きがいと健康促進のた

め、コミュニティ・カレッジうらやすを２公民館で

開催し、延べ584名が参加しました。
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・郷土博物館ボランティア活動

／郷土博物館

郷土博物館ボランティア「もやいの会」をはじめと

して、延べ1,360名のボランティアの方々の協力を

得ながら博物館運営を行いました。また、社会教育

団体「浦安ビデオクラブ」の協力によるビデオ教材

の制作（定点撮影市内18か所）を行いました。

生きがいと健康

づくりの推進

・市民参加型事業の推進【再掲】

／公民館

高齢者に対し実生活等に即した教養の向上や生きが

いづくりを支援するため、人生パワーチャージを開

催し、延べ239名が参加しました。

＜今後の方向性＞

・高齢者生きがい対策事業については、高齢者の生きがいづくりや社会参加を促進するため、体操教室や教養講

座などの充実を図ります。/公民館

・コミュニティ・カレッジうらやすについては、引き続き公民館高齢者大学「コミュニティ・カレッジうらや

す」を元町クラスと中町・新町クラスの２公民館で開催します。/公民館

・郷土博物館ボランティア活動については、今後もボランティアの方々と協力し、博物館運営を行うとともに、

新規ボランティア参加者の推進などにも取り組んでいきます。/郷土博物館

・市民参加型事業の推進については、多様な地域活動に主体的に取り組むことができるよう、社会参加のきっか

けづくりに向けた情報提供や場の提供に取り組みます。/公民館

教育委員会議での主な意見

いじめ対策事業について、教育委員会においてどのような防止対策をとるのかということが非常に重要であ

り、対策を検討する際には、保護者・地域等を巻き込んでいくことが必要である。

第１０節 生涯スポーツの振興と健康づくりの推進

１０－１ スポーツを楽しむ機会と情報の提供

施 策 事業名・担当部署 実 績

スポーツ事業の

充実

・浦安スポーツフェア

／市民スポーツ課

・東京ベイ浦安シティマラソン大会

／市民スポーツ課

約23,000名のご参加をいただき、38種目のスポーツ

やチャレンジゲームなどを通して、スポーツの振

興・普及、また、市民の交流を図ることができまし

た。

10kmの部２回と３キロの部を行いました。全国各地

から4,766名の方々に参加を頂き、スポーツ振興、

交流が図られ、元気な姿を伝えることができまし

た。
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・スポーツの集い【再掲】

／市民スポーツ課

・フットサル全国リーグ支援事業

／市民スポーツ課

・学校体育施設開放事業【再掲】

／市民スポーツ課

・スポーツ交流事業

／市民スポーツ課

・スキー教室

／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

ントとして実施しました。14種目のスポーツ体験コ

ーナーを設け、延べ3,909名が参加しました。

本市をホームタウンとするバルドラール浦安のホー

ムゲームを盛り上げるために、大型映像装置を活用

した演出、少年サッカーチームによるエキシビジョ

ン、ハーフタイムのイベントを行いました。11試合

合計14,277名の観戦者でした。

小学校においては14校(体育館・校庭)を開放し、

234,449名が利用しました。中学校においては７校

(体育館・校庭・武道場)を開放し、82,471名、合計

316,920名が利用しました。

災害協定を結んでいる新潟県新発田市の少年サッカ

ーチームを招き、スポーツ交流を実施しました。両

市の小学５・６年生（新発田市18名、本市30名）が

親善と友好を深め、また、青少年の健全育成とスポ

ーツの振興を図りました。

31名が参加し、スキー技術向上を図りました。

各種体育大会の

実施

・軽スポーツ大会【再掲】

／市民スポーツ課

・市民体育大会

／市民スポーツ課

・少年体育大会

／市民スポーツ課

・東京ベイ浦安シティマラソン大会【再

掲】

市民の健康増進と体力づくりを目的に、いつでもど

こでも手軽に楽しめるスポーツの振興・普及を図る

ために室内ペタンク大会を実施し、55名が参加しま

した。

春・夏・秋・冬季大会が開催され、合計16,435名が

参加しました。また、春・秋季市民軽スポーツ大会

に合計2,970名が参加しました。

春・秋に少年を対象とした市民大会を実施しまし

た。

災害復旧工事の影響により、コース設定が難しい

中、10kmの部２回と３キロの部を行いました。全国
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／市民スポーツ課

・少年親善スポーツ大会【再

掲】

／青少年課

各地から4,766名の方々に参加を頂き、スポーツ振

興、交流が図られ、元気な姿を伝えることができま

した。また、多くの市民の方に参加していただき、

健康志向に対する高まりが伺えました。

小学４～６年生を対象に、スポーツを通して青少年

の健全育成を図ることを目的として実施していま

す。17チーム計222名が参加しました。

健康づくりに関

する学習機会の

充実

・健康づくり事業

／公民館

・スポーツの集い【再掲】

／市民スポーツ課

・浦安スポーツフェア【再掲】

／市民スポーツ課

運動の習慣化・健康づくりと親睦を図るため、気軽

に楽しめる健康体操や太極拳、クライミングなどを

実施し延べ1,969名が参加しました。

市民が気軽に軽スポーツ等を参加・体験できるイベ

ントとして実施しました。14種目のスポーツ体験コ

ーナーを設け、延べ3,909名が参加しました。

約23,000名のご参加をいただき、38種目のスポーツ

やチャレンジゲームなどを通して、スポーツの振

興・普及、また、市民の交流を図ることができまし

た。

スポーツ関連の

情報提供

○生涯学習情報提供システム運営事業

【再掲】

／生涯学習課

○生涯スポーツ健康都市推進事業

／市民スポーツ課

○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

スポーツ施設の利用案内や催しの内容を提供できる

よう検討しました。

スポーツフェアや、健康フェアの際に啓発物資の配

布・宣伝を行いました。

予約管理システムを使用し、体育施設利用者の利便

性を向上しました。

＜今後の方向性＞

・各種スポーツ・レクリエーション事業については、浦安スポーツフェアや東京ベイ浦安シティマラソン、スポ

ーツの集い、軽スポーツ大会などのスポーツイベント、スキー教室の開催やフットサル全国リーグ支援事業な

どを通して、市民がスポーツを体験・観戦する機会の充実を図っていきます。/市民スポーツ課

・学校体育施設開放事業は、市民の利用が多く有効性の高い事業となっています。既存団体の固定化が顕著であ

り新規団体が利用できにくい状況から、今後は利用者の公平化を図るため、仕組みの見直しをしていきます。

/市民スポーツ課
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・市民体育大会及び少年体育大会実施事業については、市教育委員会と体育協会や軽スポーツ協会の共催事業と

して、加盟団体の運営のもとに春・秋を中心に各種競技の市民体育大会を行うことで、市民がスポーツを親し

み、楽しむ機会と場を提供します。/市民スポーツ課

・公民館活動推進事業については、生涯を通じた健康づくりに向けて、健康教育やスポーツを通した健康づくりに

関する事業の充実を図ります。/公民館

・生涯スポーツ健康都市推進事業については、震災による液状化の被害も回復し利用者も元に戻っている状況であ

り、今後更なる生涯スポーツ健康都市の充実に向けて努力していきます。また、生涯スポーツ健康都市宣言の趣

旨を踏まえて、市民がスポーツに親しみ、楽しみながら、生涯にわたって健康づくりが図れるように、推進事業

を計画し進めていきます。/市民スポーツ課

・生涯学習情報提供システム運営事業については、「まなびねっとURAYASU」を運営し、市から情報提供を積極的

に行うとともに、団体や人材の登録を促進していきます。/生涯学習課

１０－２ スポーツ推進体制の整備

施 策 事業名・担当部署 実 績

市民スポーツ団

体の育成支援と

連携強化

○総合型地域スポーツクラブ支援事業

／市民スポーツ課

・軽スポーツ協会活動補助事業

／市民スポーツ課

・スポーツ推進委員連絡協議会活動補

助事業

／市民スポーツ課

・市民スポーツ団体スポーツ振興補助

金

／市民スポーツ課

・少年スポーツ団体活動補助事業

／市民スポーツ課

市内５つ目の総合型地域スポーツクラブの設立に向

けて協力して頂ける団体に対して、会議の開催やス

ポーツイベントの実施に向けた検討を行いました。

総合型地域スポーツクラブの趣旨などについて理解

が図られ、設立に向けた準備活動をすることができ

ました。

市民大会の開催や軽スポーツ協会（11団体加盟）に

対して補助金を交付し、軽スポーツを通じた市民の

健康増進・体力づくりを図りました。

スポーツレクリエーションの普及活動（市内３地区

で定期開催）等をしているスポーツ推進委員連絡協

議会に補助金を交付し、スポーツレクリエーション

を通じた市民の体力向上と健康増進を図りました。

市民大会の開催や千葉県民体育大会への選手派遣を

行っている体育協会（23団体加盟）に補助金を交付

し、市民スポーツ団体の育成とスポーツ振興を図り

ました。

少年スポーツの普及・指導活動を行っている少年ス

ポーツ団体４団体に補助金を交付し、少年スポーツ
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団体の活動推進、スポーツ振興・普及及び育成を図

ることができました。

地域に根ざした

スポーツ関係団

体の支援

○総合型地域スポーツクラブ支援事業

【再掲】

／市民スポーツ課

・浦安市スポーツ推進委員連絡協議会

活動費補助金

／市民スポーツ課

市内５つ目の総合型地域スポーツクラブの設立に向

けて協力して頂ける団体に対して、会議の開催やス

ポーツイベントの実施に向けた検討を行いました。

総合型地域スポーツクラブの趣旨などについて理解

が図られ、設立に向けた準備活動をすることができ

ました

スポーツレクリエーションの普及活動（市内３地区

で定期開催）等をしているスポーツ推進委員連絡協

議会に補助金を交付し、スポーツレクリエーション

を通じた市民の体力向上と健康増進を図りました。

＜今後の方向性＞

・総合型地域スポーツクラブ支援事業は、総合型地域スポーツクラブが地域スポーツの担い手として重要な役割を

持つことから、スポーツフェスタの開催などを通じて地域住民同士の交流を図りながら、スポーツクラブ設立の

気運を熟成します。/市民スポーツ課

・軽スポーツ協会活動補助事業は、市民の健康増進・体力づくりを目指して、軽スポーツの普及活動を実施してい

る軽スポーツ協会に対して活動経費補助をしていきます。/市民スポーツ課

・スポーツ推進委員連絡協議会活動補助事業は、市民の体力向上と健康増進を目的に、健全なスポーツレクリエー

ションの振興や普及活動を実施しているスポーツ推進委員連絡協議会に活動経費補助をしていきます。

/市民スポーツ課

・市民スポーツ団体、スポーツ振興補助金については、生涯スポーツの振興を図っていくために、体育協会をはじ

め体育関係団体の育成、普及のために、事業経費の補助を行うとともに、地域スポーツに対する支援を進めてい

きます。/市民スポーツ課

・少年スポーツ団体活動補助事業は、スポーツを通じた青少年の健全育成と体力向上を図るために、少年スポー

ツ団体への事業経費補助をしていきます。/市民スポーツ課

１０－３ スポーツ施設の環境の整備

施 策 事業名・担当部署 実 績

施設整備事業 ◎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

○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

運動公園に、サッカーやラグビー等にも利用できる

日本陸上競技連盟第４種公認の陸上競技場を整備し

ました。また、運動公園内の屋外施設の管理の中核

を担う管理棟の整備に着手しました。

非常時において、プールの水を飲料用水として市民

に提供できるようプールを改修しました。
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◎□パークゴルフ拡張事業

／市民スポーツ課

高洲海浜公園パークゴルフ場に新たに９ホールを増

設し、18ホールとして拡張するほか、休憩できる管

理施設を設置する工事を行い、平成26年６月28日に

供用を開始しました。また、同10月９日に公益社団

法人日本パークゴルフ協会公認コースとして認定を

受けました。

小中学校の体育

施設等の有効活

用

・学校体育施設開放事業【再掲】

／市民スポーツ課

小学校においては14校(体育館・校庭)を開放し、

234,449名が利用しました。中学校においては７校

(体育館・校庭・武道場)を開放し、82,471名、合計

316,920名が利用しました。

スポーツ施設の

効果的・効率的

利用

・指定管理者制度の活用

／市民スポーツ課

○体育施設等予約管理システム維持管

理事業【再掲】

／市民スポーツ課

◎体育施設利用時間の拡大

／市民スポーツ課

総合体育館、屋内水泳プール、中央武道館を指定管

理とし、施設を効率的に運営することができまし

た。

市役所、中央武道館、総合体育館に設置している予

約管理システムにより、利用者の利便性を図ること

ができました。

４・11月の土・日・祝日の運動公園球技場の利用に

ついて、利用枠の拡大を目的とし、午前７～９時枠

を新設しました。

＜今後の方向性＞

・運動公園スポーツ施設整備事業は、平成27年度に硬式野球が競技出来る野球場及び遠的競技が可能なアーチェ

リー場を整備します。/運動公園スポーツ施設整備課

・屋内水泳プール非常用飲料水適正化改修事業は、26年度中に改修を完了しました。/市民スポーツ課

・パークゴルフ拡張事業は、平成26年度中に拡張工事完了・供用開始し、事業を完了しました。/市民スポーツ課

・学校体育施設開放事業は、市民の利用が多く有効性の高い事業となっています。既存団体の固定化が顕著であ

り新規団体が利用できにくい状況から、今後は利用者の公平化を図るため、仕組みの見直しをしていきます。

/市民スポーツ課

・指定管理者制度の活用は、指定管理制度を十分に活かし、施設利便性が向上するよう指定管理者と密に連絡を

とっていきます。/市民スポーツ課

・体育施設等予約管理システム維持管理事業は、快適に利用できる予約管理システムの維持管理をし、利便性の

維持に努めます。/市民スポーツ課

・体育施設利用時間の拡大は、施設利用機会の増大のため、利用枠の拡大に取り組んでいきます。

/市民スポーツ課
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教育委員会議での主な意見

社会人のスポーツ利用を目的に、学校のグラウンドに照明を設置し開放することも検討してほしい。

第１１節 ふるさと浦安の芸術・文化の振興

１１－１ 芸術文化活動の活性化

施 策 事業名・担当部署 実 績

市民の芸術文化

活動の促進と情

報提供

・青少年文化・芸術支援事業

／生涯学習課

○美術展覧会

／生涯学習課

○文化振興事業

／生涯学習課

○生涯学習情報提供システム運営事業

【再掲】

／生涯学習課

若手芸術家の育成促進に向け、子どもたち中心の芸

術文化活動団体である、うらやすジュニアオーケス

トラの第４回定期演奏会の支援及びクラシック音楽

中心の青少年コンサート「しんうら駅前広場音楽

祭」を行いました。第４回定期演奏会は251名の入

場、しんうら駅前広場音楽祭は、約2,000名の鑑賞

がありました。

市美術展、市民手工芸作品展を開催することによ

り、市民の自主的な芸術活動を支援しました。市美

術展には358点、市民手工芸作品展には146点の出品

がありました。

市民参加型事業の一環として、市民が主体的に演奏

会を開催することによって市民生活の文化的向上に

寄与するとともに、市民の親睦と連帯感を高めるこ

とを目的とした「市民演奏会」を開催し、357名の

出演者があり、1,077名が入場しました。また、市

民アーティスト支援事業を市内小学校６校で実施

し、392名が参加しました。

文化会館等の文化施設の利用案内や催しの内容を提

供できるよう検討しました。

芸術文化団体等

の育成支援と連

携強化

・芸術文化団体等との連携

／生涯学習課

・文化団体活動補助金

／生涯学習課

市美術展、市民演奏会、文化市場など市民参加型事

業を各団体との連携協力により実施しました。

社会教育関係７団体の事業の一部に対して補助金を

交付しました。
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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、子どもたち中心の芸

術文化活動団体である、うらやすジュニアオーケス

トラの第４回定期演奏会の支援及びクラシック音楽

中心の青少年コンサート「うらやす駅前広場音楽

祭」を行いました。第４回定期演奏会は251名の入

場、「うらやす駅前広場音楽祭」は約2,000名の鑑賞

がありました。

文化施設などの

環境の整備

◎市民プラザ設備等改修事業

／生涯学習課

◎□文化会館設備等改修事業

／生涯学習課

市民プラザ空調自動制御設備等交換工事を実施しま

した。

東日本大震災以降、安全性の基準が見直された特定

天井のほか、老朽化した各種設備を改修するため、

設計を行いました。

＜今後の方向性＞

・青少年文化・芸術支援事業については、子どもたちを中心とする文化芸術活動を対象に、若手芸術家の育成促

進などを目的とした支援事業です。平成26年度は、うらやすジュニアオーケストラの第４回定期演奏会の支援

及びクラシック音楽中心の青少年コンサート「うらやす駅前広場音楽祭」を行いました。今後もこのような子

どもが中心となって行っている文化芸術活動を支援していきます。/生涯学習課

・美術展覧会については、市民文化の振興発展のため市美術展を昭和36年から実施し、本市の伝統的な文化事業

として、出品作品のレベルも向上し、他の公募展を目指す出品者も増加しています。手工芸作品展は、平成10

年度から実施し、手工芸が幅広く誰でも手がけることのできる創作活動であることから、市民文化振興の裾野

を広げるために有効な事業であると考えています。今後についても、市内の文化団体やサークルなどへの働き

かけはもちろん、より多くの出品作品を展示できるよう、作品募集の周知・徹底を図っていきます。

/生涯学習課

・文化振興事業については、市民が質の高い舞台芸術に接する機会を提供するため、芸術鑑賞事業や市民自らが

参加する市民参加型事業を実施していきます。/生涯学習課

・生涯学習情報提供システム運営事業については、「まなびねっとURAYASU」を運営し、市から情報提供を積極的

に行うとともに、団体や人材の登録を促進していきます。/生涯学習課

・芸術文化団体等との連携については、引き続き市民による主体的な芸術文化活動を支援していくとともに、文

化振興事業の運営における協力関係を強化していきます。/生涯学習課

・文化団体活動補助金については、社会教育活動振興のため、引き続き、社会教育関係団体の事業の一部に対し

て補助金を交付していきます。/生涯学習課

・市民プラザ設備等改修事業については、施設の適切な維持と、施設利用者への安定的な貸し出しをするため、

空調設備の改修工事を計画的に実施するものです。平成24年度から３年計画で実施しており、平成26年度で完

了しました。/生涯学習課

・文化会館設備等改修事業については、特定天井の改修のほか、大・小ホール客席、スプリンクラー、非常用発

電機の改修などを併せて行うこととし、平成27年度までに実施設計を完了し、平成28年度に工事を行う予定で
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す。/生涯学習課

１１－２ 芸術文化を体験する学習機会の充実

施 策 事業名・担当部署 実 績

市民の自主的な

芸術文化活動の

推進

○文化振興事業【再掲】

／生涯学習課

・美術展覧会【再掲】

／生涯学習課

市民参加型事業の一環として、市民が主体的に演奏

会を開催することによって市民生活の文化的向上に

寄与するとともに、市民の親睦と連帯感を高めるこ

とを目的とした「市民演奏会」を開催し、357名の

出演者があり、1,077名が入場しました。また、市

民アーティスト支援事業を市内小学校６校で実施

し、392名が参加しました。

市美術展、市民手工芸作品展を開催しました。市美

術展には358点、市民手工芸作品展には146点の出品

がありました。

芸術文化に関す

る学習機会の提

供

○文化振興事業【再掲】

／生涯学習課

・人形劇鑑賞会経費

／指導課

市民参加型事業の一環として、市民が主体的に演奏

会を開催することによって市民生活の文化的向上に

寄与するとともに、市民の親睦と連帯感を高めるこ

とを目的とした「市民演奏会」を開催し、357名の

出演者があり、1,077名が入場しました。また、市

民アーティスト支援事業を市内小学校６校で実施

し、392名が参加しました。

園児の豊かな情操をかん養する機会として、人形劇

鑑賞会を市内14幼稚園で実施しました。

＜今後の方向性＞

・文化振興事業については、市民が質の高い舞台芸術に接する機会を提供するため、芸術鑑賞事業や市民自らが

参加する市民参加型事業を実施していきます。/生涯学習課

・美術展覧会については、市民文化の振興発展のため市美術展を昭和36年から実施し、本市の伝統的な文化事業

として、出品作品のレベルも向上し、他の公募展を目指す出品者も増加しています。手工芸作品展は、平成10

年度から実施し、手工芸が幅広く誰でも手がけることのできる創作活動であることから、市民文化振興の裾野

を広げるために有効な事業であると考えています。今後についても、市内の文化団体やサークルなどへの働き

かけはもちろん、より多くの出品作品を展示できるよう、作品募集の周知・徹底を図っていきます。

/生涯学習課

・人形劇鑑賞会については、園児の豊かな情操を高めることを目的とし、今後も全園での実施を予定していま

す。/指導課



- 73 -

１１－３ 郷土の歴史・文化の理解を深める

施 策 事業名・担当部署 実 績

郷土博物館運営

の充実

・郷土博物館ボランティア活動【再

掲】

／郷土博物館

・郷土博物館活用推進事業

／郷土博物館

・資料整理・調査

／郷土博物館

・郷土博物館の学習支援体制の充実

／郷土博物館

・講演会事業

／郷土博物館

・三番瀬を活用した環境学習の推進

【再掲】

／郷土博物館・生涯学習課・指導課

・展示事業

／郷土博物館

郷土博物館ボランティア「もやいの会」をはじめと

して、延べ1,360名のボランティアの方々の協力を

得ながら博物館運営を行いました。また、社会教育

団体「浦安ビデオクラブ」の協力によるビデオ教材

の制作。（定点撮影市内18か所）

「博物館活用の手引き」の活用の推進、各学年の能

力に合わせた博物館活用プログラムでの学校教育内

の博物館利用の推進に取り組み、企画展としてふる

さと浦安作品展（入場者数2,525人）などを実施し

ました。

博物館内収蔵庫燻蒸及び、展示資料燻蒸を行いまし

た。また、受入図書は、245件ありました。

浦教研での研修会（２回）や、社会体験研修（10

回）、10年目研修（５回）２・３年目研修（１回）

などの教員研修をとおして、ふるさと浦安の理解を

深め、さらに授業へのフィードバックに繋がる様、

側面的な支援に取り組みました。

「海の日・特別講演会～千葉県北部地区（三番瀬）

漁業の未来～」（１回）や、災害史に関する講座

（５回）を開催しました。

三番瀬周辺が立ち入り不可であるため、直接的な観

察会等は実施せず、学芸員講座として、「浦安の貝

を見分けよう」（14名参加）や、野鳥観察会（７名

参加）で三番瀬周辺の野鳥の観察をするなど、間接

的に三番瀬を活用する事業を実施しました。

ふるさと浦安の理解を深め、郷土愛を育む一環とし

て、「もっと知りたいふるさと浦安」と、「ふるさと

浦安作品展」を開催し、併せて8,421名の来場があ

りました。



- 74 -

・文化財審議会

／郷土博物館

また、かつて浦安で行われていた農業について資料

などを紹介した「浦安の農業」展を開催し、1,908

名、毎年冬季に開催している「浦安の海苔養殖」展

では、5,483名の来場がありました。

浦安市文化財審議会条例に基づき、７名の文化財審

議委員により会議を４回開催しました。

ふるさと浦安の

生活文化を知る

機会の提供

・ふるさと浦安作品展の開催【再掲】

／郷土博物館

・ふるさと浦安伝承事業

／郷土博物館

・ふるさと浦安の歴史・地域学習の充

実【再掲】

／指導課

「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ため、作品展を開催し

ました。小学校18校、中学校9校から延べ1,350名の

参加がありました。

ふるさと浦安の文化を伝承するため、浦安お洒落保

存会、浦安囃子保存会、浦安細川流投網保存会、浦

安舟大工技術保存会の４団体に、学校への出前講座

（延べ５回）や、主催事業（季節の行事延べ６回、

休日体験延べ７回、小学校海苔すき体験延べ28回）

への協力、博物館イベント（ゴールデンウィーク企

画、博物館まつり）や、市主催のイベント（市民ま

つり、嫁入り船）への出演など、協力していただき

ました。

社会科副読本を活用した小学校３・４年生の社会科

学習を通し、地域の理解を深め、ふるさと浦安に対

する誇りや愛情を育みました。社会科副読本・同指

導書の改訂委員会議を９回開催し、平成26年度版

を発行しました。ふるさと浦安への郷土愛を一層育

む内容となるよう配慮しました。

ふるさと浦安の

伝統文化の保護

と継承者の育成

・伝統芸能・技術保存団体活動への補

助

／郷土博物館

博物館事業（ゴールデンウィーク企画、博物館まつ

り）で、各保存会の協力により児童・生徒や市民が

郷土芸能や技術に触れる機会を設けました。寿獅子

舞・節分などの季節の行事（延べ６回）など、多く

の市民が博物館を訪れる機会を利用して伝統的な技

術や芸能の実演と体験の場を設け、郷土文化の普及

に努めました。
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・伝統文化の保護・継承・公開

／郷土博物館

博物館施設内で無形文化財の保存会に練習会場を提

供すると同時に練習を公開しました（浦安お洒落保

存会=延べ41回、浦安囃子保存会=延べ７回、浦安細

川流投網保存会=博物館内で12回・境川等の館外で

12回、浦安舟大工技術保存会=年間を通して体験用

の木造船修理を都度実施）。

文化財の保護と

啓発

・文化財調査

／郷土博物館

文化財住宅の屋根調査（１回）を行いました。

市史の編さん ・市史の編さん

／生涯学習課・図書館・郷土博物館

東日本大震災の記録等を調査・収集するとともに、

本格的な市史編さん作業の開始に向けた準備を行い

ました。

三番瀬環境学習

施設の整備

・三番瀬を活用した環境学習の推進

【再掲】

／郷土博物館・生涯学習課・指導課

◎三番瀬環境学習施設整備事業

／生涯学習課

三番瀬周辺が立ち入り不可であるため、直接的な観

察会等は実施せず、学芸員講座として、「浦安の貝

を見分けよう」（14名参加）や、野鳥観察会（7名参

加）で三番瀬周辺の野鳥の観察をするなど、間接的

に三番瀬を活用する事業を実施しました。

三番瀬干潟の状況を現地で確認しました。また、整

備方針について、環境保全課と調整を行いました。

＜今後の方向性＞

・郷土博物館ボランティア活動については、今後もボランティアの方々と協力し、博物館運営を行うとともに、

新規ボランティア参加者の推進などにも取り組んでいきます。/郷土博物館

・郷土博物館活用推進事業については、今後も学校教育の博物館利用促進に取り組むよう努めます。/郷土博物館

・資料整理・調査については、今後も博物館法に基づき、資料の収集・整理及び調査に努めます。/郷土博物館

・郷土博物館の学習支援体制の充実については、今後も教員研修の場を提供し、学習支援の充実に努めます。

/郷土博物館

・講演会事業については、今後も博物館のテーマに即した学習機会の提供の場として、積極的に取り組んでいき

ます。/郷土博物館

・三番瀬を活用した環境学習の推進については、今後も身近な自然を活用した環境学習に取り組んでいきます。

/郷土博物館

・展示事業については、今後も博物館の調査などの発表の場として活用し、来館者の郷土学習の場として提供で

きる様、取り組んでいきます。/郷土博物館

・文化財審議会については、今後も文化財の保護・管理・活用や、博物館運営・企画展示等に係る意見をいただ

き、市内文化財・史跡について、適正な運営に努めてまいります。/郷土博物館

・ふるさと浦安作品展の開催については、自由研究を通して郷土浦安を学び、郷土を愛する気持ちを育てられる

よう、博物館活用推進委員会と連携して内容の充実・参加促進に努めていきます。/郷土博物館

・ふるさと浦安伝承事業については、今後も各保存会に協力をいただきながら、文化の伝承に努めてまいりま
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す。/郷土博物館

・ふるさと浦安の歴史・地域学習の充実については、更なる博学連携や学習機会の推進に努めるため、博物館活

用推進委員会と連携して、郷土博物館活用の新たなプログラムの開発に努めます。その成果を社会科副読本・

同指導書の改訂作業に生かすとともに、学校訪問等を通して、ふるさと浦安への郷土愛を一層育むための授業

づくりへ指導・助言を行っていきます。/指導課

・伝統芸能・技術保存団体活動への補助については、今後も主催事業への協力をいただくなど、児童・生徒をは

じめ市民が郷土芸能や技術に触れる機会を設け、周知のきっかけとし、積極的に郷土文化の普及に繋げること

のできるよう努めます。/郷土博物館

・伝統文化の保護・継承・公開については、今後も無形文化財の保存会に練習会場を提供すると同時に練習を公

開し、伝統文化に触れる機会を充実させ、後継者育成のきっかけとなるよう努めます。/郷土博物館

・文化財調査については、今後も文化財審議会に意見を頂きながら、効果的な調査に取り組む様、努めます。

/郷土博物館

・市史の編さんについては、平成８年度以降20年間を対象とした編さん作業を開始します。

/生涯学習課・図書館・郷土博物館

・三番瀬を活用した環境学習の推進については、今後も身近な自然を活用した環境学習に取り組んでいきます。

/郷土博物館

・三番瀬環境学習施設整備事業については、平成27年度より所管を環境保全課へ移し、事業を推進します。

/生涯学習課

教育委員会議での主な意見

博物館は、歴史的な資料を保管するだけでなく学びの場としての役割を確立していってはどうか。例えば近現

代にスポットを当てた展示や企画運営をしていくと、これからの防災対策を含めたまちづくりを考える重要な学

びにつながっていくのではないか。新町と元町での子どもたちの郷土意識が異なるであろう浦安市において、近

代以降の歴史が現在にどのように反映されているのかを学べる場をつくることは、博物館の活性化において非常

に大事な要素になってくる。

文化財のバリアフリー化の進め方について、今後具体的に議論していく必要がある。また、説明用表記に英語

表記を加えるなどの文化財における国際化についても、同様に議論し進めていってほしい。
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第１２節 地域に生きる生涯学習活動の支援

１２－１ 学習支援のための人材育成と活用

施 策 事業名・担当部署 実 績

地域の学びを支

え る 人 材 の 育

成・活用

○生涯学習情報提供システム運営事業

【再掲】

／生涯学習課

・ボランティア養成講座

／公民館

・郷土博物館ボランティア活動【再

掲】

／郷土博物館

◎地域とともに歩む学校づくり推進事

業【再掲】

／教育政策課・生涯学習課

○青少年リーダー養成事業【再掲】

／青少年課

・ジュニアリーダー研修会【再掲】

／青少年課

学校支援コーディネーターやボランティア81名の人

材登録を行いました。

絵本やおはなし、読み聞かせのボランティアを養成

するための「おはなし配達人講座」を開催し、延べ

230名が参加しました。

郷土博物館ボランティア「もやいの会」をはじめと

して、延べ1,360名のボランティアの方々の協力を

得ながら博物館運営を行いました。また、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

教材を制作しました。（定点撮影市内18か所）

小学校17校、中学校８校において35名の学校支援コ

ーディネーターを配置し、学校と地域人材の円滑な

連携を推進しました。各小・中学校教頭、学校支援

コーディネーター及び公民館職員参加のもと、学校

支援コーディネーター研修会（交流会）を２回開催

し、事業の趣旨について共通理解を図るとともに、

中学校区を中心とした学校支援のネットワーク構築

を推進しました。

主に中学生を対象とし、野外料理、キャンドルファ

イヤー、バスレク、うら・らめ～るボランティア体

験、健全育成キャンペーン、簡単な救急法、ＡＥＤ

の知識などの講習会を平成26年５月～平成27年３月

まで11回実施し、青少年リーダーの育成を図りまし

た。会員32名、述べ143名が受講しました。

市内の小学４年から６年生を対象に、異なる学校や

世代の子どもたちと、さまざまなテーマでの学習

や、友だちや研修会の講師などの多様な人との触れ

合いを通して、表現力、受容力、行動力を養うこと
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・社会教育委員会議／生涯学習課

・公民館運営審議会

／公民館

・図書館協議会

／図書館

・郷土博物館活用推進委員会

／郷土博物館

・スポーツ推進委員／市民スポーツ課

を目標として、研修会を実施しました。

６月14日～12月14日で年間８回の研修会を実施し、

会員数38名、延べ198名が受講しました。

４月、６月、９月、11月、２月に定例会を実施しま

した。社会教育関係団体への支援のあり方を議題に

提言をするための協議をしました。

奇数月の第１金曜日に定例会を年６回及び臨時会を

１回実施しました。

４回の会議を実施しました。

「博物館活用の手引き」の活用の推進、発達段階に

合わせた博物館活用プログラムでの学校教育の博物

館利用の推進に取り組み、企画展としてふるさと浦

安作品展などを実施しました。

市民の体力向上と健康増進を目的に、健全なスポー

ツ・レクリエーションの振興や、普及活動を実施し

ました。（26年度末委員数30名）

人と地域をつな

ぐ学びの推進

○生涯学習情報提供システム運営事業

【再掲】

／生涯学習課

・地域コーディネート事業

／公民館

学校支援コーディネーターやボランティアの人材登

録を行いました。

学校支援と地域をつなぐサークルの育成に努めまし

た。

＜今後の方向性＞

・生涯学習情報提供システム運営事業については、「まなびねっとURAYASU」を運営し、市から情報提供を積極的

に行うとともに、団体や人材の登録を促進していきます。/生涯学習課

・ボランティア養成講座については、主催事業などで学んだ成果を地域で生かせる環境を整備するとともに、そ

の活動を支援し、人材育成につなげていきます。/公民館

・郷土博物館ボランティア活動については、今後もボランティアの方々と協力し、博物館運営を行うとともに、

新規ボランティア参加者の推進などにも取り組んでいきます。/郷土博物館

・地域とともに歩む学校づくり推進事業については、学校支援コーディネーターの配置を進めるとともに中学校
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区を中心とした学校支援コーディネーター、ボランティア及び公民館のネットワークの構築に努め、地域によ

る学校支援の体制を整えます。/教育政策課・生涯学習課

・青少年リーダー養成事業については、心豊かなリーダーの育成を目的とし、受講生の獲得を図りながら、継続

して実施していきます。/青少年課

・ジュニアリーダー研修会については、小学４年～６年生を対象とし、多様な研修を通じて引き続き青少年の健

全育成を図っていきます。/青少年課

・社会教育委員会議については、定例会議及び臨時会議を開き社会教育・生涯学習行政が取り組んでいる事業の

計画や報告についての意見を頂き、市民の学習機会の提供を行っていきます。また、生涯学習推進計画の進行

管理及び教育委員会の諮問に対しての意見を頂き、社会教育・生涯学習の推進に努めていきます。/生涯学習課

・公民館運営審議会については、公民館長の諮問規則として「公民館の各種事業の企画実施につき、調査審議す

る」役割を担っており、公民館事業に意見を頂くだけでなく必要に応じ答申も頂き公民館運営の参考としてい

きます。/公民館

・図書館協議会については、年４回の会議を開催し、団体代表、学識経験者、市民の代表の意見を伺い、図書館

運営の参考としていきます。/図書館

・郷土博物館活用推進委員会については、学校教育の博物館利用でボランティアの方々との連携を充実させてい

き、またふるさと浦安作品展への児童・生徒の参加促進に努めていきます。/郷土博物館

・スポーツ推進委員については、市民の体力向上と健康増進を目的とした、健全なスポーツ・レクリエーション

の振興や、普及活動を継続していきます。/市民スポーツ課

・地域コーディネート事業については、生涯学習活動を通じた地域づくりを推進するために、公民館と連携して

地域づくりを支える人材の育成を目指します。/公民館

１２－２ 学習成果の活用の場の機会の提供

施 策 事業名・担当部署 実 績

学習成果を生か

す環境の整備

○生涯学習情報提供システム運営事業

【再掲】

／生涯学習課

○文化振興事業【再掲】

／生涯学習課

・公民館文化祭【再掲】

／公民館

公民館等を使用しているサークル・団体の活動情報

を提供することで、学習成果を生かす環境整備を図

りました。

市民参加型事業の一環として、「市民演奏会」を開

催し、357名の出演者があり、1,077名が入場しまし

た。また、市民アーティスト支援事業を市内小学校

６校で実施し、392名が参加しました。

各公民館において、地域の特色を活かした文化祭を

開催しました。６館延べ27,958名が参加しました。

社会教育関係団

体等との連携・

協働

・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

学習機会の拡大と学習内容の充実を図るため、社会

教育関係団体との連携協力により、「はじめての野

菜づくり」・「グラウンドゴルフ教室」等、19事業
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・地域連携事業

／公民館

・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

・浦安市民演奏会実行委員会補助金

／生涯学習課

151回実施しました。

サークル・団体をはじめ、ＮＰＯや企業等との連携

により「茶道講座」・「子ども家庭科教室」等、140

事業716回実施しました。

次世代を担う子どもたちの健全育成を目的に、地域

住民や大学、企業と連携して開催している、世界一

行きたい科学広場in浦安の実行委員会に対し、補助

金を交付しました。（参加者数：3,200名）

市民生活の文化的向上と市民の連帯感を高めること

を目的に、市民が主体的に演奏会を開催する浦安市

市民演奏会の実行委員会に対し、補助金を交付しま

した。（参加団員数357名、入場者数1,077名）

サークル・団体

等の活動の支援

・サークル・団体活動支援事業

／公民館

サークル・団体へ活動場所を提供し、延べ445,033

名が利用しました。また、文化祭を開催し6館で延

べ27,958名、利用者研修会には117名が参加しまし

た。

＜今後の方向性＞

・生涯学習情報提供システム運営事業については、「まなびねっとURAYASU」を運営し、市から情報提供を積極的

に行うとともに、団体や人材の登録を促進していきます。/生涯学習課

・文化振興事業については、市民が質の高い舞台芸術に接する機会を提供するため、芸術鑑賞事業や市民自らが

参加する市民参加型事業を実施していきます。平成26年度は、市民が主体的に演奏会を開催することによって

市民生活の文化的向上に寄与するとともに、市民の親睦と連帯感を高めることを目的とした「市民演奏会」を

実施しました。/生涯学習課

・公民館文化祭については、公民館で活動するサークルや団体等による文化活動の成果の発表と市民文化の高揚

を図るため、引き続き各公民館で文化祭を開催します。/公民館

・社会教育関係団体活動補助金については、社会教育活動振興のため、引き続き、社会教育関係団体の事業の一

部に対して補助金を交付していきます。/生涯学習課

・地域連携事業については、生涯学習を市民と一体となり推進するために、効果的な施策を展開し市民等との連

携による推進体制を構築します。/公民館

・世界一行きたい科学広場 in 浦安実行委員会補助金については、事業目的の達成のため、また事業全体にか

かる経費に対する適切な補助を考慮しながら、補助金を交付していきます。/生涯学習課

・浦安市民演奏会実行委員会補助金（平成29年度実施予定）/生涯学習課

・サークル・団体活動支援事業については、サークルや団体に文化活動等の場の提供を行うとともに、文化祭の
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開催など日ごろの活動の成果の発表機会の充実を図ります。/公民館

１２－３ 生涯学習推進体制の充実

施 策 事業名・担当部署 実 績

施設のネットワ

ークの推進

○生涯学習情報提供システム運営事業

【再掲】

／生涯学習課

・施設間事業連携

／公民館・図書館・郷土博物館

・市内大学との連携事業

／公民館・図書館・郷土博物館

・明海大学図書館市民開放事業

／図書館

公民館や中央図書館等の催しについて広く市民に周

知するため、情報提供をしました。

公民館では、郷土博物館との共催事業「環境を考え

る講座」ほか３事業を実施し、延べ170名が参加し

ました。また、図書館当代島分館と連携して、「秋

の青空おはなし会」を２回実施し91名が参加しまし

た。

学生ボランティアの受入れや千葉工業大学との連携

事業「サイエンスを楽しもう」を実施し、延べ46名

が参加しました。

明海大浦安キャンパスメディアセンターの市民開放

に対し、資料貸出等の援助を行いました。

職員の資質向上 ・生涯学習関係職員研修

／生涯学習課

・公民館職員研修

／公民館

・図書館職員研修

／図書館

生涯学習部の職員を対象に、全体研修８回、視察研

修２回、個別研修として課題研究班２班による研修

を実施しました。また、国立教育政策研究所社会教

育実践研究センター及びさわやかちば県民プラザ主

催の研修会に19名が参加し、社会教育主事１名を養

成しました。

千葉県公民館連絡協議会や葛南地区公民館協議会が

実施する研修会などに参加しました。

全国公民館研究大会や関東甲信越静公民館研究大

会、千葉県公民館連絡協議会館長部会・主事部会研

修会、葛南地区公民館連絡協議会館長部会・主事部

会研修会等に16名が参加しました。

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りました。
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・郷土博物館職員研修

／郷土博物館

・青少年センター職員研修

／青少年センター

・青少年センター相談員研修

／青少年センター

千葉県北西部地区文化財行政担当者連絡協議会研修

会（１回）に参加しました。博物館職員として、業

務に必要な専門知識や技術を習得し、職員のスキル

アップを図ることができました。

研修参加回数12回

延べ研修参加者数13名

研修参加回数３回

延べ研修参加者数３名

庁内における生

涯学習の推進

・生涯学習まちづくり出前講座【再

掲】

／生涯学習課

・生涯学習推進体制の充実

／生涯学習課

市の将来像や防災、健康、介護、子育て、環境問題

などの講座メニューを用意しており、市の職員が、

市民の皆さんのところに出向いて、行政情報等を積

極的に提供しながら市政への理解を深めるととも

に、これからのまちづくりをともに考えていく事業

として27回実施し、1,071名が受講しました。

墨田区及びさいたま市の生涯学習推進体制や計画の

進行管理等について調査しました。

＜今後の方向性＞

・生涯学習情報提供システム運営事業については、「まなびねっとURAYASU」を運営し、市から情報提供を積極的

に行うとともに、団体や人材の登録を促進していきます。/生涯学習課

・施設間事業連携については、公民館・図書館・博物館の人材活用など連携してまいります。

/公民館・図書館・郷土博物館

・市内大学との連携事業については、大学が有する資源を活かし、多様な事業を企画運営して地域の活性化を図

り豊かなまちづくりに取り組んでいきます。/公民館

・明海大学図書館市民開放事業については、引き続き明海大学と連携し、市民活動事業を支援してまいります。

/図書館

・生涯学習関係職員研修については、生涯学習に関連する情報の共有と生涯学習施設・職員相互の連携を密に

し、事業企画立案能力たコーディネート力など、地域において社会教育・生涯学習行政の施策を推進する職員

としての資質・能力の向上を図る機会として実施します。また、社会教育主事の養成に努めていきます。

/生涯学習課

・公民館職員研修については、内部や外部で開催される研修会へ参加して、職員のスキルアップを図ります。

/公民館

・図書館職員研修については、図書館内研修及び外部研修への参加を実施し職員のスキルアップを図ります。

/図書館

・郷土博物館職員研修については、今後も開催される研修会等に参加し、職員のスキルアップに努めます。
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/郷土博物館

・青少年センター職員研修については、青少年の健全育成と非行防止に資することを目的に研修会等に参加しま

す。/青少年センター

・青少年センター相談員研修については、青少年の健全育成と非行防止に資することを目的とし，指導業務の向

上に必要な調査研究，相談員相互の連絡情報の交換，相談員の研修会及び会議などに参加します。

/青少年センター

・生涯学習まちづくり出前講座については、講座内容の見直しをするとともに、事業の周知を図ります。

/生涯学習課

・生涯学習推進体制の充実については、生涯学習推進本部の設置要綱の改正を見据え、生涯学習の総合的かつ効

率的な施策を検討や生涯学習推進計画の進行管理が機動的に行える組織とするための検討をしていきます。

/生涯学習課

第１３節 浦安で産み育てたい環境を整える

１３－１ 安心して産み育てられる環境をつくる

施 策 事業名・担当部署 実 績

子育てと仕事の

両立支援

○児童育成クラブ管理運営事業

／青少年課

市内18児童育成クラブ（民間事業者等：14クラブ、

運営委員会：４クラブ）で実施し、平成26年５月１

日現在の入会児童数は1,802名でした。

多様なニーズに

応じた子育て支

援

○幼稚園預かり保育事業

／保育幼稚園課

・奨学資金貸付事業

／教育総務課

・要保護及び準要保護児童・生徒就学

援助事業

／学務課

・被災児童・生徒就学援助事業

／学務課

・幼稚園就園奨励費補助事業

／保育幼稚園課

○私立幼稚園運営費等補助事業

／保育幼稚園課

市内６園で実施し、延べ41,463名が利用しました。

６園合算の年間平均利用率は、68.3％でした。

高等学校の入学準備金、専修学校専門課程・大学の

入学準備金・修学金を50名に貸し付け、修学に対す

る経済的支援を行いました。

要保護児童53名・要保護生徒39名、準要保護児童

422名・準要保護生徒283名を認定し援助を行いまし

た。

被災児童71名 被災生徒34名を認定し援助を行いま

した。

849名に交付し、入園料、保育料に係る保護者の負

担軽減を図りました。

入園料については、307名、授業料については、822

名分を市内5私立幼稚園へ交付し、その補助金分を
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減免することにより、保護者の負担軽減を図りまし

た。

＜今後の方向性＞

・児童育成クラブ管理運営事業については、今後も入会児童数が増加することが予想され、教育委員会等の関係

機関との連携を図りつつ、児童育成クラブの拡充を検討していきます。/青少年課

・幼稚園預かり保育事業は、平成27年４月の子ども・子育て支援新制度の実施に伴い、幼稚園の認定こども園化

及び一時預かり事業として実施していきます。/保育幼稚園課

・子育て支援事業については、子育てや教育等に関する相談体制を充実し、家庭教育への支援を行っていきま

す。/公民館

・奨学資金貸付事業については、経済的理由により修学が困難な方に対し、修学上必要な学資を貸し付けること

により、修学を容易にし、有為な人材を育成することを目的に、引き続き奨学資金の貸し付けを行っていきま

す。/教育総務課

・要保護及び準要保護児童・生徒就学援助事業は、今後も継続して行っていきます。/学務課

・被災児童・生徒就学援助事業については、文部科学省の事業の延長に伴い、平成27年度末まで継続して行って

いきます。/学務課

・幼稚園就園奨励費補助事業については、引き続き、在園児の保護者の負担軽減を目的に、世帯の所得状況に応

じた補助をしていきます。/保育幼稚園課

・私立幼稚園運営費等補助事業については、市内の公認私立幼稚園へ補助金を交付することによって、入園児・

在園児に係る、入園料及び授業料の一部に相当する額を間接的に補助していきます。/保育幼稚園課

１３－２ 地域ぐるみで子育てを支援する

施 策 事業名・担当部署 実 績

子育て支援のネ

ットワークづく

りの推進

○子育てすこやか広場事業【再掲】

／保育幼稚園課

・子育て支援事業【再掲】

／公民館

・地域社会と連携した幼稚園づくりの

推進

／保育幼稚園課

全園合わせて355回開催し、未就園児の親子延べ

7,605組が利用しました。保育相談は延べ1,954件の

利用がありました。

子育て中の保護者に対する支援を推進するため、16

事業延べ89回実施しました。

園行事等において、高齢者や地域の方々を招いての

遊び体験、地域の協働による畑づくりなど、地域と

の交流を促進しました。

＜今後の方向性＞

・子育てすこやか広場事業については、各園と十分に調整を図りながら、今後ともすこやか広場と子育て相談の

実施回数のさらなる増加、及び事業のＰＲ活動に努めていきます。/保育幼稚園課

・子育て支援事業については、公民館は地域ぐるみの子育て支援環境を育む拠点として、各世代がつながり、学

びあえる地域づくりを目指します。/公民館
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・地域社会と連携した幼稚園づくりの推進については、地域の子どもを地域で育てるという意識を共有しなが

ら、引き続き、各種行事などにおいて相互の交流を促進していきます。/保育幼稚園課

第１４節 こどもが元気に成長できる環境を整える

１４—１ こどもの健やかな成長を支える 

施 策 事業名・担当部署 実 績

健康づくりの推

進

◎体力向上推進事業【再掲】

／保健体育安全課

○部活動推進事業【再掲】

／保健体育安全課

・就学時健康診断事業

／保健体育安全課

・児童生徒健康診断事業

／保健体育安全課

体力向上推進校として中学校４校、小学校７校を指

定しました。

部活動社会人指導者を小学校16校に44名、中学校９

校に93名派遣しました。小学校では、ミニバスケッ

トボール部、サッカー部他５部、中学校では、野球

部、陸上競技部他11部に派遣しました。

就学時健康診断を1,556名に実施しました。

小学校で10,217名、中学校で4,141名に実施しまし

た。

障がい児の地域

生活や自立の支

援

○まなびサポート事業の推進【再掲】

／教育研究センター

□インクルーシブ教育システム構築モ

デル事業【再掲】

まなびサポートチーム員（医師２名、スーパーバイ

ザー１名、指導主事等３名、臨床心理士４名、言語

聴覚士２名、理学療法士、作業療法士、特別支援教

育指導員各１名）により、日々の心理・行動面につ

いての相談や教科学習の到達度やつまずきの特徴に

ついての助言、特別な教育的支援が必要な子どもの

就学に関する相談を行いました。保育園、幼稚園、

小・中学校への訪問相談は年間994回実施し、特別

支援教育の体制整備、個別の相談を進め、心身障が

い児支援員を16名配置しました。

また、子どもたちの自立に向けて、特別支援教育の

体制整備、個別の教育支援計画・個別の指導計画の

作成や活用など、一人ひとりの教育的ニーズに応じ

た指導が展開されるよう、学校・園への指導・支援

の充実を図りました。

インクルーシブ教育システム構築のため、南小学

校、東小学校、明海小学校の３校をモデル校に指定
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／指導課・教育研究センター

・特別支援学級整備事業【再掲】

／教育研究センター

・学習支援室整備事業【再掲】

／教育研究センター

・特別支援学級児童・生徒就学奨励事

業

／学務課

し、特別支援教育の必要な児童への合理的配慮の実

践事例を蓄積するとともに、必要な校内体制の整備

等について実践研究を行いました。

特別支援学級に通う児童・生徒が、地域の学校で教

育が受けられるよう、特別支援学級の整備を計画的

に進めました。入船小学校の特別支援学級開設に向

けての準備を行いました。また、南小学校と高洲中

学校の特別支援学級開設後の整備を行いました。

子どもの教育的ニーズに応じた個別学習や少人数学

習などが行えるように、計画的に学習支援室の整備

を進め、明海小学校、高洲中学校に学習支援室を整

備しました。

特別支援学級及び通常学級に通う児童74名、生徒25

名に就学のため必要な経費（学用品費、新入学用品

費、修学旅行費、校外活動費、学校給食費、通学費

等）について一部負担し、保護者の負担軽減を図り

ました。

こどもの安全を

守る環境の整備

○学校防犯対策の充実【再掲】

／保健体育安全課

・交通事故防止対策の充実【再掲】

／保健体育安全課

・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

警備員を小学校18校・18名配置しました。また、新

１年生全員に防犯ブザーを配布するとともに、防犯

教室を17回実施しました。

交通整理員を９か所・13名配置しました。また、小

学校１年生対象の交通安全教室を17回、小学校３年

生対象の自転車交通安全教室を18回実施しました。

防災教育に係る各種資料を提示するとともに、義務

教育９年間を見通した防災教育に係るカリキュラム

を踏まえた「防災教育指導資料」 の活用について

周知しました。

＜今後の方向性＞

・体力向上推進事業については、全小・中学校において計画的に児童・生徒の体力向上の取り組みを実践すると

ともに、「体力向上推進校」について計画的に指定をしていきます。この「体力向上推進校」を核として積極的

な実践交流を行い、実践の成果を市内全体に広げ、市全体の児童・生徒の体力向上を図ります。
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/保健体育安全課

・部活動推進事業については、心豊かでたくましい生徒を育成するため、外部指導員の積極的な活用や備品の整

備・充実を図り、各校の特色ある部活動の強化を図ります。その中で、小・中学校部活動指導者派遣事業で

は、小・中学校の部活動の充実を図るため、専門的な技能を備えた指導者を必要とする小・中学校に、計画的

に指導者を派遣し、部活動の振興を図ります。また、26年度に作成した「安全で適切な部活動運営の指針」を

もとに、少子化への対応を含めた今後の部活動の在り方について検討を進めます。/保健体育安全課

・就学時健康診断事業及び児童生徒健康診断事業については、今後も学校保健安全法に基づく健康診断に加え、

発達段階に応じた健康診断やフォローアップを実施します。/保健体育安全課

・まなびサポート推進事業の推進については、相談活動や特別支援教育の体制整備、個別の教育支援計画・個別

の指導計画の作成など一人ひとりの教育的ニーズに応じた指導が展開されるよう学校・園への指導・支援の充

実を図ります。/教育研究センター

・インクルーシブ教育システム構築モデル事業については、南小学校・東小学校・明海小学校のモデル校３校で

基礎的環境整備を進め、合理的配慮の事例を蓄積していきます。また、まなびサポート研修会やモデル校の授

業公開、研究のまとめ（冊子）等を活用し、教職員がインクルーシブ教育システムについて理解を深め、実践

していけるよう、教育研究センターと連携して教職員への指導の充実を図ります。/指導課・教育研究センター

・特別支援学級整備事業では、特別支援学級に通う児童・生徒が、地域の学校で教育が受けられるよう、特別支

援学級の整備を計画的に進めます。/教育研究センター

・学習支援室整備事業については、余裕教室の状況を把握しながら、平成27年度に３校を計画的に整備し、全校

整備が完了します。/教育研究センター

・特別支援学級児童・生徒就学奨励事業では、特別支援教育の普及奨励を図ることを目的とし、今後も継続して

行っていきます。/学務課

・学校防犯対策の充実については、引き続き小学校への警備員の配置や幼稚園・小学校への防犯カメラ等の整備

を進めるとともに、警察と連携した防犯訓練や防犯教室などの防犯教育の充実を図ります。/保健体育安全課

・交通事故防止対策の充実については、通学路の安全対策として、引き続き、交通安全上配慮を要する交差点に

交通整理員を配置するとともに、市関係各課等による通学路検討会及び合同安全点検を実施し、通学路上の改

善を要する個所について状況に応じ安全対策を講じていきます。また、警察や関係機関等と連携した交通安全

教室や自転車安全運転教室を開催し、交通安全教育の充実を図ります。/保健体育安全課

・防災教育の推進については、義務教育９年間を見通した防災教育に係るカリキュラムと「防災教育指導資料」

の検討・見直しを図ります。また、防災教育に係る資料等の学校への情報提供を積極的に行います。

/保健体育安全課・指導課・教育研究センター

１４－２ 豊かな心を育む

施 策 事業名・担当部署 実 績

心を育む遊び環

境の整備

○放課後異年齢児交流促進事業【再

携】

／青少年課

東、入船北、日の出、南、明海、北部、舞浜小学校

（北部、舞浜小は夏季のみ）で実施し、46,763名が

利用しました。



- 88 -

こどもを育む親

力・地域力の向

上

・家庭教育学級の実施【再掲】

／公民館

・家庭教育講演会【再掲】

／公民館

・家庭教育に関する情報収集と資料の

提供【再掲】

／公民館

幼稚園や小学校・中学校の保護者を対象に家庭教育

学級を開催しました。幼稚園６学級、小学校８学

級、中学校１学級のほか、平日に参加できない保護

者を対象にした週末家庭教育学級を２学級開設しま

した。

幼稚園、小・中学校の保護者、家庭教育に関心のあ

る一般の方などを対象に家庭教育講演会を開催し、

82名が参加しました。

家庭教育学級の記録をまとめた冊子を作成し、学級

生に配布することで、継続的な意識啓発を行いまし

た。

幼児期の学び環

境の整備

・市立幼稚園３年保育の推進

／保育幼稚園課

・就学前保育・教育指針推進事業

／指導課・保育幼稚園課

○子育てすこやか広場事業【再掲】

／保育幼稚園課

○幼稚園預かり保育事業【再掲】

／保育幼稚園課

・子育て支援事業【再掲】

／公民館

・大規模幼稚園等特別増置教員の配置

事業

／保育幼稚園課

市内５園で実施し、延べ入園者は253名でした。

平成24年度に改訂した就学前保育・教育指針を基

に、各園では、保育課程・教育課程を作成し、日々

の実践に活かしました。

全園合わせて355回開催し、未就園児の親子延べ

7,605組が利用しました。保育相談は延べ1,954件の

利用がありました。

市内６園で実施し、延べ41,463名が利用しました。

６園合算の年間平均利用率は、68.3％でした。

遊びを通して社会生活上のルールや道徳性を身につ

けるため、16事業延べ89回実施しました。

特別増置教員を19名配置し、大規模幼稚園等におけ

る、きめ細やかな保育の充実を図りました。

自分を大切にす

る気持ちを育て

る

○教育相談推進事業【再掲】

／指導課

全小・中学校に27名のスクールライフカウンセラー

（ＳＬＣ）を配置し、児童生徒の精神的な悩みの発

見・相談に対応し、健やかな学校生活がおくれるよ

うに支援しました。
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・生徒指導推進事業【再掲】

／指導課

生徒指導体制の充実のため年間３回の研修会を実

施しました。また、電話相談による「いじめ110

番」では年間で26件の相談を受理しました。

＜今後の方向性＞

・放課後異年齢児交流促進事業については、小学校の余裕教室等の活用について検討し拡充を図ります。

/青少年課

・家庭教育学級の実施については、子どもの健全育成を図るため学校、地域、家庭の連携はもとより、すべての教

育の出発点である家庭教育力の向上を推進するため、保護者等を対象に家庭教育に関する学習機会や情報の提供

を行っていきます。/公民館

・家庭教育講演会の開催については、家庭の教育力向上支援の一環として、引き続き幼稚園・小中学校等保護者を

対象に家庭教育についての講演会を実施していきます。/公民館

・家庭教育に関する情報収集と資料の提供については、家庭教育や子育てに関する理解と認識を深めるため、各種

資料の収集・整理・保存・提供の充実を図ります。/公民館

・市立幼稚園３年保育の推進については、平成27年4月の子ども・子育て支援新制度の施行に伴い認定こども園と

なった若草認定こども園、美浜北認定こども園、神明幼稚園でも３年保育を実施していきます。

/保育幼稚園課

・就学前保育・教育指針推進事業については、市内すべての保育・教育施設が共通理解と連携をもとに、質の高い

保育・教育を提供していくことができるよう、今後も実情を踏まえて改訂し充実を図っていきます。

/保育幼稚園課

・子育てすこやか広場事業については、各園と十分に調整を図りながら、今後ともすこやか広場と子育て相談の実

施回数のさらなる増加、及び事業のＰＲ活動に努めていきます。/保育幼稚園課

・幼稚園預かり保育事業は、平成27年４月の子ども・子育て支援新制度の実施に伴い、幼稚園の認定こども園化及

び一時預かり事業として実施していきます。/保育幼稚園課

・子育て支援事業については、子育て支援者の人材の養成に努めるとともに、幼児期から地域、学校等との連携協

力による様々な体験の場を提供し、楽しく学習できる環境の整備に努めます。/公民館

・大規模幼稚園等特別増置教員の配置事業については、きめ細やかな保育の充実、質の向上を目指して、配置基準

に従って適切に配置し、幼稚園毎の運営状況に応じ柔軟かつ機動的な活用をしていきます。/保育幼稚園課

・教育相談推進事業については、スクールライフカウンセラー（ＳＬＣ）を全小・中学校に各１名配置し、児童・

生徒の精神的な悩みの発見、相談、解消のために適切な援助・助言を継続していきます。

/指導課・教育研究センター

・生徒指導推進事業については、各小・中学校における教育相談の充実を推進するとともに、教育総務部指導課に

設置している「いじめ110番」専用電話を継続し、いじめに悩む児童・生徒や保護者の悩みを受け止め、解決に

向けてのアドバイスを行います。/指導課
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教育委員会議での主な意見

就学時健康診断おいては、学校で行われている健診が法律にのっとって実施されているかどうかをきちんと確

認、把握をして行うことが必要である。

※ 本報告書に記載の「小中学校」とは、「市内公立小学校・中学校」を表します。
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第４章 有識者からの意見

平成27年９月７日と10月22日の２日間にわたり、有識者３名の方々との懇談会を開催

し、貴重なご意見をいただきました。

有識者の皆様からは、全般的には概ね良好に事業が進められているとの評価をいただ

き、今後も引き続き事業の充実に努めながら、長期的視点に立った教育行政を推進する

ようにとのご意見をいただきました。

○事務の管理や執行状況に係る総括的なご意見は次のとおりです。

・これからの教育については、地域・学校・ＰＴＡそれぞれで協働して行っていくこと

が求められるので、その体制や組織の構築が急務である。

・現在全国的に教育現場での大きな課題であるいじめや不登校児童生徒への対応につい

て、他県や他市の実例研究を重ね、本腰を入れた教育体制で臨んでいかなければなら

ない。

・教育行政にあたっては、学校と地域との連携で、市民の理解を得ながら視野を広げて

行っていってほしい。

○個々事業に関する、主なご意見は次のとおりです。

第１節 「確かな学力(知)」

１－３ 多様な教育的ニーズに応じた支援の充実

特別支援学校誘致については、県立の学校誘致が難しければ、統合により空いた学

校を使用するなどして推進していくことを検討する必要あるのではないか。

１－４ 学びの連続性を重視した教育の推進

小中連携・一貫教育を推進してくことは賛成であるが、教員は指導力等の問題も抱

えていくこととなるので、研修内容の充実はもちろんのこと、人員の配置等様々な支

援体制をしっかりと行っていくことが求められる。また、一貫教育を行った場合に

は、教育の効果・成果も求めていかなければならない。

第２節 「豊かな心(徳)」

２－２ 情操を豊かにする教育の推進

現在は様々なメディアがあるが、読書をするということを大事にして教育を行って

ほしい。

司書が学校行事に参加することはほとんどないので、学校教育活動における司書の

活用を積極的に検討してくことが求められる。
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第３節 「健やかな体(体)」

３－１ 体力の向上と健やかな体づくりの推進

食物アレルギーに関する職員研修等、研修を引き続き徹底して行っていってほし

い。

第４節 「豊かなかかわり(参画・交流)」

４－２ 豊かなかかわりとコミュニケーション能力の向上

福祉教育は大変良いことであるが、幅が広く観点の置き方が難しいところがあるの

で、現在の社会における課題点を把握し取り組んでいくことが必要である。

第５節 「郷土愛(誇り)」

郷土博物館の活動については、さらに充実を図っていくことが求められる。特に中

学校との連携を密にした施設活用を進めてほしい。

第６節 学校・家庭・地域・行政の連携

６－１ 地域ぐるみで学校を支援する仕組みづくり

個人情報保護等の視点もあるが、現在防犯カメラの映像による事件の解明が多くあ

ることからも、学校における防犯カメラの設置の整備をさらに充実させていくことが

必要である。

第７節 学校の教育環境の整備・充実の推進

７－２ 学校教育施設の整備充実

こども教育未来センター整備事業については、他県や他市とのつながりや構想につ

いて、さらに吟味を重ねながら進めていくようにしてほしい。

第８節 多様な学習ニーズに応える学習機会の充実

８－１ 学習課題に応じた学習機会の充実

浦安市の生涯学習は、全体的に他市の水準を上回っている。特に公民館の学級講座

数は群を抜いている。また、昨年、定期利用を廃止し公民館利用の公平性を実現した

ことは大いに評価できる。

これからの課題として、平成20年社会教育法も改正され、「社会教育における学習

の機会を利用して行った学習の成果を活用して学校、社会教育施設その他地域におい

て行う教育活動その他の活動の機会を提供する事業の実施及びその奨励に関するこ

と」が新設されたが、ただ文部科学省の見解は全ての事業について成果の活用を求め

ているわけではなく、活動内容によって精査することが肝要で、認定作業についても

同様な措置が求められる。

現代的課題事業については昨年度と比べ事業数は減少しているが回数は増えてい
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る。事業数の減少の原因が職員数の減少によるものとならないよう、職員の努力と弛

まぬ資質の向上が求められる。現代的課題は文部科学省のホームページに例示されて

いる。同時に浦安市としての必要課題や地域課題なども明確化して取り組むことが望

まれる。また各種事業の実施にあたって、社会教育法の第20条、第22条の趣旨に沿っ

てバランスのとれた公民館事業の展望が望まれる。

前期社会教育委員会は「提言書」を出している。同時に社会教育委員会のあり方に

ついて、複数の委員からその在り方について意見が出ている。公民館運営審議会や図

書館協議会などについての会議内容の見直しをし、各委員会の充実発展につながるよ

うな方策が求められる。

８－２ 学習情報の提供と学習相談体制の充実

学習情報の提供は市の広報誌や生涯学習課の学びネット、各施設のホームページ、

公民館の「ルネッサンス」などがある。今日の社会は若者は活字文化からネット社会

が主流となっている。「ルネッサンス」は新聞折り込みや窓口配布で、公民館に足を

運ばない若者には情報が届かない。ネットは「まなびねっとURAYASU」に集中してい

る傾向があり、今後その在り方について再考する必要がある。一極集中ではなく、施

設ごとにきめ細かい情報を集約して提供するなどの工夫も必要である。

８－３ 公民館・図書館の運営の充実

近年、有料化、指定管理制度の導入など社会教育をめぐる動きは激しくなってい

る。加えて公民館においては運営の弾力化など全国市長会から提言が出されている。

社会教育施設は「公」の施設として市長から教育長そして各施設の長に減免や使用許

可などが委任されている。社会教育は市民の学びをサポートするのが原点で、市民の

立場に立って運営を充実するのが肝要である。少なくても上達下達というような意識

で運営に携わったら運営の充実は程遠くなるであろう。

第９節 ライフステージに応じた学習機会の提供

９－１ 家庭教育の充実

家庭教育の充実は恒久的な課題である。特に近年子育てを巡って悲しい事件が多発

している。子育て支援は教育委員会だけでなく関連部局でも行っており、さらに、今

度新設された「一億総活躍社会」の実現のため担当大臣が置かれ、子育て支援等や、

かつ縦割り行政の打破について言及している。各種部局と連携連絡を取りながら、子

育て支援の充実を図ることが大切である。また従来の家庭教育の学習も引き続き実施

してくことが求められる。
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第10節 生涯スポーツの振興と健康づくりの推進

引き続き、事業の充実に努めてほしい。

第11節 ふるさと浦安の芸術・文化の振興

11－１ 芸術文化活動の活性化

文化振興事業については、引き続き音楽部門の活動の充実を図るとともに、サーク

ル化を推し進めるなど、美術部門の活動における更なる活性化に努めてほしい。

第12節 地域に生きる生涯学習活動の支援

生涯学習情報提供システム運営事業においては、「まなびねっとURAYASU」に色々な

施設の情報が集中しているので、情報の分散化への対策を進めることが必要である。

第13節 浦安で産み育てたい環境を整える

13－１ 安心して産み育てられる環境をつくる

奨学資金貸付事業については、本当に学業のための資金が必要な人に貸付を行える

ように審査をきちんと行っていくべきである。また、徴収率を上げていけるよう、今

後も引き続き努めていただきたい。

私立幼稚園に対しては、幼保小中連携の観点からも、市の教育の方向性について伝

えていく必要がある。

第14節 こどもが元気に成長できる環境を整える

14－１ こどもの健やかな成長を支える

学校内で行う学習だけではなく、公民館や博物館などで地域の方々と関わる体験・

交流を推進してほしい。地域交流から学ぶべきことは多く、子どもの成長の一助とな

るであろう。

インクルーシブ教育にかかわる人材の育成に、今後も力を入れていくことが求めら

れる。


