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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27年４月に改訂を行った「浦安市教育ビジョ

ン後期基本計画」と、平成25年３月に策定した浦安市生涯学習推進計画、また、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27年度教育施策」をもと

に作成しています。

平成27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27年度に教育委員会が実施した施策や事業について、「平成27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項の規定では、「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、懇談会有識者

の方は次項のとおりです。また、有識者の方からの主なご意見を「第４章」(104～107

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 28 年３月 31 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
かた

倉
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

７月６日・８月 22 日開催

３ 点検・評価の概要

（１）教育長および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27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 教育長および教育委員名簿（平成 27 年度在籍）

（平成 28 年３月 31 日現在）

職 名 氏 名 任 期

教 育 長
細田
ほ そ だ

玲子
れ い こ 平成 27 年４月１日～平成 30 年３月 31日

委 員

（教育長職務代理）
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 27 年４月１日～平成 28 年９月 30 日

教育長職務代理者）

委 員
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 27年 10 月５日～平成 31 年 10 月４日

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

２ 教育委員会議での審議状況

平成27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受けました。

・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 21

3 管理職以上の職員の任免 1

4 附属機関の委員の任命・委嘱 9

5 教育関係職員の人事方針の決定 1

6 教育功労者の決定 1

7 当初・補正予算審議 4

8 その他 22

計 69
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・平成 27 年度 教育委員会議 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９日(木)

・浦安市立学校体育施設開放に関する規則の一部を改正する規則の

制定について

・浦安市いじめ対策調査委員会委員の委嘱について

・浦安市社会教育主事の辞令について

２

４

５

なし

第５回定例会

５月 14 日(木)

・浦安市立図書館管理運営規則の一部を改正する規則の制定につい

て

・浦安市球技場管理規則の一部を改正する規則の制定について

・浦安市球技場管理規則等の一部を改正する規則の制定について

・平成 27 年度教科用図書葛南西部採択地区協議会規約（案）につい

て

・平成 27 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

・平成 27 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

・契約の締結（案）について

２

２

２

８

８

８

８

なし

第６回定例会

６月 11 日(木)

・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

・浦安市図書館協議会委員の委嘱について

４

４

４

４

４

１名

第７回定例会

７月９日(木)

・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

・浦安市スポーツ推進委員の委嘱について

２

４

１名

臨時会

７月 30 日(木)

・平成 28年度使用教科用図書の採択について ８ なし

第８回定例会

８月 13 日(木)

・平成 27年度一般会計（教育費）に係る補正予算（案）について

・契約の変更（案）について

・契約締結（案）について

・契約締結（案）について

・契約締結（案）について

・契約締結（案）について

・契約締結（案）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

７

８

８

８

８

８

８

２

なし
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・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

・浦安市公民館運営審議会委員の委嘱について

４

４

第９回定例会

９月 10 日(木)

・浦安市教育委員会個人情報保護条例施行規則の一部を改正する規

則の制定について

・浦安市立図書館管理運営規則の一部を改正する規則の制定につい

て

・平成 27年度浦安市教育功労者表彰の被表彰者の決定について

・（仮称）浦安市いじめ防止基本方針検討並びに審議の諮問につい

て

２

２

６

１

なし

第 10 回定例会

10 月８日(木)

審議事項なし

（そのほか、協議事項１件、報告事項６件）

なし

第 11 回定例会

11 月 12 日(木)

・平成27年度一般会計（教育費）に係る補正予算について

・浦安市奨学支援金支給条例の一部を改正する条例の制定について

・浦安市学校給食センターの設置及び管理に関する条例の一部を改

正する条例の制定について

・浦安市青少年交流活動センターの設置及び管理に関する条例の一

部を改正する条例の制定について

・浦安市営プールの設置及び管理に関する条例の一部を改正する条

例の制定について

・浦安市公民館の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例

の制定について

・浦安市教育委員会点検・評価報告書（平成 26年度）について

７

１

１

１

１

１

８

なし

第 12 回定例会

12 月 10 日(木)

・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

・浦安市教育委員会個人情報保護条例施行規則の一部を改正する規

則の制定について

・浦安市社会教育関係団体の認定に関する要綱の一部を改正する告

示の制定について

２

２

２

なし

第１回定例会

１月 14 日(木)

・浦安市青少年センター設置条例の一部を改正する条例の制定につ

いて

・浦安市いじめ対策調査委員会条例施行規則の一部を改正する規則

の制定について

２

２

なし

第２回定例会

２月 12 日(金)

・平成27年度一般会計（教育費）に係る補正予算について

・平成28年度一般会計（教育費）に係る当初予算について

・契約の締結について

・契約の締結について

・契約の締結について

７

７

８

８

８

なし
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・契約の締結について

・契約の変更について

・契約の変更について

・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

・旧醍醐家茶室の文化財審議会への諮問について

８

８

８

２

８

第３回定例会

３月 10 日(木)

・平成 28年度教育施策（案）について

・浦安市いじめ防止基本方針（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

・旧醍醐家茶室を浦安市指定有形文化財に指定することについて

・県費負担教職員の任免に係る内申について

１

１

２

２

２

８

８

なし

臨時会

３月 29 日(火)

・平成 28年度教育施策（案）について

・平成 28 年度幼稚園・認定こども園、小・中学校教育指導の指針

（案）について

・浦安市学校給食センター管理運営規則の一部を改正する規則の制

定について

・浦安市教育委員会職員の職名に関する規則の一部を改正する規則

の制定について

・行政不服審査法の施行に伴う関係告示の整理に関する規則の一部

を改正する規則の制定について

・浦安市教育委員会の権限に属する事務の補助執行等に関する規程

の一部を改正する訓令の制定について

・浦安市教育委員会管理職の任命について

・浦安市職員の退職管理に関する規則の制定に伴う県費負担教職員

の対象の取り決めについて

１

１

２

２

２

２

３

８

なし

＊議案69件の審議の他、189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 教育委員会議以外の活動状況

教育長および教育委員は、教育委員会議への出席の他に市内の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）保育園・幼稚園・学校訪問

開催日 訪 問 先

平成２７年 ５月２８日 神明幼稚園

平成２７年 ６月１９日 富岡幼稚園

平成２７年 ６月２２日 美浜中学校(葛南教育事務所長訪問)

平成２７年 ６月２６日 日の出幼稚園

平成２７年 ６月３０日 高洲中学校

平成２７年 ７月 ３日 日の出中学校

平成２７年 ７月 ８日 青葉幼稚園

平成２７年１０月 ７日 高洲北小学校

平成２７年１０月 ９日 東野小学校

平成２７年１０月１５日 入船中学校

平成２７年１０月２０日 見明川中学校(葛南教育事務所長訪問)

平成２７年１０月２３日 見明川幼稚園

平成２７年１１月 ４日 日の出小学校(葛南教育事務所長訪問)

平成２７年１１月１０日 明海小学校

平成２７年１１月１１日 舞浜認定こども園

平成２７年１１月２５日 美浜南小学校(葛南教育事務所長訪問)

平成２７年１１月３０日 明海南小学校(葛南教育事務所長訪問)

平成２７年１２月 １日 富岡小学校(葛南教育事務所長訪問)

平成２８年 １月２１日 東小学校

平成２８年 １月２６日 高洲小学校

平成２８年 １月２８日 明海認定こども園

（２）勉強会

開催日 内 容

平成２７年 ６月１１日 総合教育会議について

平成２７年 ７月 ９日 中学校用教科書及び特別支援学校用教科書の調査研究につ

いて

平成２７年１２月１７日 いじめ防止基本方針について
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（３）総会・研修会等

開催日 内 容

平成２７年 ４月１０日 葛南教育事務所教育長会議

平成２７年 ４月１７日 千葉県都市教育長協議会総会

平成２７年 ５月１４・１５日 関東都市教育長協議会総会・役員会

平成２７年 ５月２７日 千葉県市町村教育委員会連絡協議会総会

平成２７年 ５月２９日 関東甲信越静市町村教育委員会連合会総会

平成２７年 ７月 １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２７年 ７月 ３日 千葉県補導員連絡協議会総会

平成２７年１１月 ４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１１月 ５日 全国都市教育長協議会第４回理事会

平成２８年 １月２７日 千葉県市町村教育委員会連絡協議会第２回研修会

平成２８年 ２月 ４日 千葉県都市教育長協議会第３回役員会

（４）その他の行事

開催日 内 容

平成２７年 ４月 １日 運動公園陸上競技場オープン記念セレモニー

平成２７年 ４月 ２日 教職員新任式

平成２７年 ４月 ７日 浦安市立入船小学校開校式

平成２７年 ４月１０日 青少年補導員連絡協議会定期総会

平成２７年 ４月１１日 堀江公民館リニューアルオープンイベント

軽スポーツ協会評議員会

平成２７年 ４月１２日 市民タグラグビー祭

平成２７年 ４月１８日 体育協会評議員会・表彰式

平成２７年 ４月２２日 浦安市特別支援教育研究連盟総会

平成２７年 ４月２９日 合唱連盟合唱祭

平成２７年 ５月 １日 幼稚園ＰＴＡ連絡協議会総会

小中学校体育連盟総会

平成２７年 ５月 ２日 植木まつり

平成２７年 ５月 ７日 こころの劇場

学校保健会学校保健会定期総会

平成２７年 ５月 ８日 浦安市立小中学校ＰＴＡ連絡協議会定期総会

平成２７年 ５月 ９日 わんぱく相撲浦安場所

浦安市子ども会育成連絡協議会総会

平成２７年 ５月１２日 学校支援コーディネーター研修会
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平成２７年 ５月１３日 浦安市教育研究会定期総会

復興副大臣視察

平成２７年 ５月１７日 赤十字奉仕団定期総会

合気道連盟25周年記念演武大会

春季市民体育大会テニス競技

春季市民体育大会剣道競技

平成２７年 ５月１９日 感謝状贈呈式

平成２７年 ５月２０日 手をつなぐ親の会総会

千葉県幼稚園ＰＴＡ連絡協議会総会

平成２７年 ５月２１日 浦安高等学校運営協議会

平成２７年 ５月２３日 フィンランド視察（〜２９日） 

婦人の会連合会定期総会

市立小学校運動会

平成２７年 ５月２４日 浦安・高洲小学校運動会

浦安チャリティーウォーク

平成２７年 ５月３０日 カフェテラスin境川

千葉県立船橋特別支援学校運動会

平成２７年 ５月３１日 春季市民大会弓道競技

カフェテラスin境川

平成２７年 ６月 ６日 ゲートボール市民大会

小学校陸上競技大会

船橋夏見特別支援学校第１回体育祭

エディケーションエキスポ

ヘルシーカムカムフェア

平成２７年 ６月 ７日 春季空手道大会

当代島公民館文化祭

浦安シティオーケストラ定期演奏会

平成２７年 ６月１０日 小中学校音楽鑑賞教室

平成２７年 ６月１２日 青少年健全育成連絡協議会総会

平成２７年 ６月１３日 国際交流協力フェスティバル

みんなのスポーツの森

市民陸上大会

平成２７年 ６月１４日 春季市民ソフトボール競技

平成２７年 ６月１５日 うらやすまるごと親子広場

平成２７年 ６月２０日 小学校ミニバスケットボール大会

平成２７年 ６月２８日 浦安市バウンドテニス市民大会
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平成２７年 ６月２９日 浦安観光コンベンション協会定期総会

平成２７年 ６月３０日 市長講演会

平成２７年 ７月 ３日 千葉県補導員連絡協議会総会

平成２７年 ７月 ４日 立志塾説明会・研修会

平成２７年 ７月 ５日 少年野球よみうり大会

関東少年少女空手道選手権大会

平成２７年 ７月 ８日 浦安市交通安全対策協議会定期総会

平成２７年 ７月１０日 世界一行きたい科学広場 in 浦安

平成２７年 ７月１２日 図書貸し出し 5,000 万部達成記念イベント

平成２７年 ７月１８日 海辺ＤＥ盆踊り大会

平成２７年 ７月１９日 投網保存会乗船体験

花咲く書道ワークショップ

平成２７年 ７月２５日 第37回浦安市花火大会

平成２７年 ７月３０日 平和学習青少年派遣事業結団式

平成２７年 ８月 １日 タグラグビー東日本交流大会

平成２７年 ８月 ２日 ヤングアメリカンツアー公演

平成２７年 ８月 ３日 ふるさとうらやす立志塾研修

平成２７年 ８月 ４日 教育実践事例発表会

平成２７年 ８月１０日 第２回浦安高等学校学校運営協議会

平成２７年 ８月１１日 主権教育に関する対談

平成２７年 ８月１２日 ファミリーマートカップ第35回全日本バレーボール小学生大会

平成２７年 ８月１３日 無縁仏供養

平成２７年 ８月１４・１５日 納涼盆踊り大会

平成２７年 ８月１６日 洋上研修結団式

平成２７年 ８月１９〜２１日 ふるさとうらやす立志塾（宮城県・福島県） 

平成２７年 ８月２０日 葛南地区教育委員会連絡協議会教育講演会

平成２７年 ８月２１日 うらやす管弦楽フェスティバル

平成２７年 ８月２３日 うらやす管弦楽フェスティバル

平成２７年 ８月２４日 洋上研修結団式

平成２７年 ８月２５日 浦安市中学生英語スピーチ発表会

平成２７年 ８月２６日 初任者教員研修

平成２７年 ８月２７日 ふるさとうらやす立志塾報告会

平成２７年 ８月２８日 洋上研修報告会

平成２７年 ８月２９日 東野小学校「親子校庭キャンプ」（〜３０日） 

博物館まつりナイト

平成２７年 ９月 ５日 浦安フェスティバル
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子どもアートギャラリー作品展

うらやすはっぴーくらぶチャリティーコンサート

平成２７年 ９月 ６日 市民ソフトボール競技大会

少年野球大会

鎌田晋氏講演会

平成２７年 ９月 ８日 入船学校統合現場視察

平成２７年 ９月１２日 市立中学校運動会

平成２７年 ９月１３日 市民大会弓道競技

平成２７年 ９月１６日 指導伝達会

平成２７年 ９月１８日 第１回（仮称）新浦安駅前文化施設管理運営計画策定委員会

平成２７年 ９月２１日 浦安市敬老会

浦安市立小中学校ＰＴＡ連絡協議会スポーツ大会

平成２７年 ９月２３日 浦安市男声合唱団第１２回定期演奏会

平成２７年 ９月２６日 ボッチャ市民大会

聖徳大学附属幼稚園運動会

おめでとうはっぴい３０の集い～浦安市特別支援教育振興記念

大会～

平成２７年 ９月２７日 防災訓練

平成２７年 ９月２９日 インクルーシブ連携協議会

平成２７年 ９月３０日 小中学校音楽会

平成２７年１０月 １日 グランドゴルフ秋季市民大会

平成２７年１０月 ３日 トリムバレーボール秋季市民大会

市民憲章運動推進第50回全国大会

行徳高校文化祭

平成２７年１０月 ４日 市民競技大会卓球競技

非核平和宣言30周年記念「平和への願い2015」

ふるさと浦安作品展表彰式

中央公民館・日の出公民館文化祭

平成２７年１０月 ６日 黒田前教育長文部科学大臣表彰

いじめ対策本部会議

平成２７年１０月１０日 浦安市小学校サッカー大会

高洲公民館文化祭

平成２７年１０月１１日 スポーツフェア

健全育成連絡会街頭キャンペーン

平成２７年１０月１３日 平成28年度予算に向けた教育長講話

平成２７年１０月１７日 市民まつり
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平成２７年１０月１８日 ラグビー浦安カップ

市民剣道大会

平成２７年１０月２０日 幼稚園ＰＴＡ連絡協議会講演会

平成２７年１０月２１日 コミュニティスコール研修会

秋季市民大会ゴルフ競技

音楽ホール起工式

平成２７年１０月２２日 事業所自衛消防隊屋内消火栓操法大会

いじめ対策本部会議

平成２７年１０月２３日 千葉大学包括連携協定調印式

浦安市学校警察連絡委員会

平成２７年１０月２４日 堀江・富岡公民館文化祭

浦安市ミニバスケットボール大会決勝トーナメント

こどもの広場オープニング式典

わんぱくクイズ表彰式・報告会

平成２７年１０月２５日 市民テニス大会

平成２７年１０月３１日 明海南小学校10周年記念式典

入船中学校区地域文化祭

平成２７年１１月 １日 空手道大会閉会式

平成２７年１１月 ３日 市民功労者表彰式

平成２７年１１月 ５日 永年勤続表彰式

平成２７年１１月 ６日 防火ポスター表彰式

平成２７年１１月 ７日 浦安ボッチャ大会

平成２７年１１月 ８日 吟剣詩舞道連盟発表会

少林寺拳法連盟大会

市民ソフトボール大会

平成２７年１１月 ９日 土木学会「防災教育支援」意見交換会

平成２７年１１月１１日 青少年センター運営協議会

平成２７年１１月１２日 教育功労表彰式

関東甲信越国立幼稚園・こども園長研究協議会千葉大会

平成２７年１１月１３日 納税表彰式

第２回管内各市教育委員会教育長会議

平成２７年１１月１４日 はっぴい発表会

市民の森植樹祭

平成２７年１１月１５日 健全育成連絡会ダンスフェスタ

第 13 回ふれあい広場

平成２７年１１月１６日 運動公園野球場起工式
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平成２７年１１月１７日 浦安市と順天堂大学の相互協力に関する調印式

平成２７年１１月１８日 千葉県歯口腔保健審議会

平成２７年１１月１９日 よさこいソーラン発表会

社会教育委員会議

平成２７年１１月２１日 戦没者追悼式

平成２７年１１月２２日 ファミリーバドミントン市民大会

市美術展表彰式

ソフトボール大会

平成２７年１１月２５日 ＳＮＳ研修会

平成２７年１１月２６日 教育委員市内視察

平成２７年１１月２８日 世界一行きたい科学広場iｎ浦安

平成２７年１１月３０日 菊好会菊花展覧会表彰式

平成２７年１２月 １日 浦安市とイオンの包括連携協定調印式

平成２７年１２月 ４日 明るい社会づくりポスター授賞式

健全育成標語コンクール表彰式

平成２７年１２月 ５日 浦安市華道協会展

こども市民大学修了証書授与式

浦安新聞組合新聞感想文大会表彰式

平成２７年１２月１０日 第３回浦安高等学校学校運営協議会

平成２７年１２月１８日 社会を明るくする運動作文コンクール表彰式

平成２７年１２月２１日 税の作文コンクール表彰式

平成２８年 １月 １日 新年賀詞交換会

平成２８年 １月１０日 消防出初式

平成２８年 １月１１日 成人式

平成２８年 １月１８日 発達支援講演会

平成２８年 １月２２日 浦安商工会議所賀詞交歓会

五市中学校合同技術家庭科作品展表彰式

平成２８年 １月２５日 こどもの広場愛称決定者表彰式

道徳教育勉強会

平成２８年 １月２７日 発達障がいに関する説明会

平成２８年 １月３０日 生涯学習フォーラム

平成２８年 １月３１日 自治会連合会表彰式

平成２８年 ２月 １日 教職員県外派遣研修生報告会

浦安お話の会紙芝居コンクール作品報告会

平成２８年 ２月 ４日 倉渕市民の森10周年記念調印式

平成２８年 ２月 ７日 第25回東京ベイ浦安シティマラソン
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平成２８年 ２月 ９日 入船小学校校歌校章制定発表会

青少年善行表彰式

平成２８年 ２月１０日 パークゴルフ大会閉会式

平成２８年 ２月１１日 子どもたこあげ大会

浦安市立小中学校ＰＴＡ連絡協議会講演会

平成２８年 ２月１２日 高洲北小学校創立10周年記念式典

平成２８年 ２月１６日 教育委員会事務局主催勉強会

平成２８年 ２月２１日 総合体育館開館20周年記念式典

ベイシティ浦安杯ソフトテニス大会開会式

平成２８年 ２月２６日 学習支援コーディネーター研修会

平成２８年 ２月２８日 タグラグビー浦安カップ

オペラかぐや姫

平成２８年 ３月 ３日 スポーツ、文化・芸術に係る児童・生徒表彰式

平成２８年 ３月 ７日 教職員長期研修生報告

平成２８年 ３月１３日 ファミリーバドミントン市民大会

復興記念のつどい

平成２８年 ３月１５日 船橋夏見特別支援学級卒業式

平成２８年 ３月１６日 船橋特別支援学校卒業

平成２８年 ３月１９日 ドリームウインドコンサート

平成２８年 ３月２４日 ヤングアメリカン10周年記念式典

平成２８年 ３月２６日 （仮称）新浦安駅前文化施設シンポジウム

平成２８年 ３月２７日 春季市民野球大会開会式

新浦安駅前広場音楽祭＆シティプロモーション発表

平成２８年 ３月２８日 有料消防クラブ表彰及び千葉県少年婦人防火委員会表彰報告

平成２８年 ３月２９日 葛南管区辞令交付式

平成２８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 27 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６節までは、改訂浦安市教育ビジョン（後期基本

計画）の施策・事業を記載

第７節から第 11 節までは、浦安市生涯学習推進計画の施策・事業を

記載

第 12 節・第 13 節は、浦安市第２期基本計画の施策・事業を記載

事 業 名・・・・浦安市第２期基本計画に基づく「実施計画事業は◎」、財政課が定め

る「主要事業は○」「新規事業は□」、「その他事業は・」として記載

実績・・・・・・ 平成 27 年度の事業実績を記載

今後の方向性・・ 事業ごとに平成 28 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

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

浦安中学校、見明川中学校、明海中学校の３校

に、浦安市非常勤職員である小中連携推進教員を

１名ずつ配置し、小中連携一貫教育の推進を図り

ました。また、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、

「カリキュラムの指針」「小学校外国語活動への取

組」「教職員による相互の保育・授業参観」「小学

校高学年での一部担任制の実施」「防災教育」等に

ついて各学校の実態および支援方法等を検討し、

今後の効果的な推進のための見直しを行いまし

た。また、各種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。

学校種間の連携

の推進

○幼・保・小・中連携教育の推進

/指導課・保育幼稚園課

・中・高連携教育の推進

/指導課・教育政策課

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

導をいただき、浦安市幼・保・小・中連携の日

に、全９中学校区で情報交換を行いました。

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。県立国府台高等学校の教諭が、市立小

学校１校で授業を実施しました。
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＜今後の方向性＞

・小中連携・一貫教育の推進については、教職員や博物館・公民館・図書館職員、園・学校と地域が連携して子

どもたちの豊かな学びと育ちをはぐくむ仕組みを構築するため「うらやす幼・保・小・中連携の日」を設定

し、校長、園長、教頭、研究主任、学校支援コーディネーター等の各研修会など既存の研修会の場における、

中学校区ごとの連携・情報交換の場を積極的に活用していくことで「継続的・系統的な生徒指導」の推進を図

ります。加えて、中学校の教科書改訂に伴い児童・生徒の学びをつなぐ「浦安市小中連携・一貫教育カリキュ

ラムの指針」を見直すとともに、各種研修会や学校訪問を通じて同指針の一層の活用について助言・指導する

とともに、各種調査等の結果からその効果を検証し、各研修会や会議等で周知していきます。さらに、他市の

義務教育学校を視察するなどの情報収集を行い、本市における義務教育学校の今後の方向性について検討して

いきます。小中連携推進教員については、配置校や人数を増やし、より一層の推進を図ります。/教育政策課・

指導課・学務課・生涯学習課

・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

を引き続き推進していきます。幼稚園（認定こども園を含む）・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

・中・高連携教育の推進については、市内公立高等学校をはじめ、各公立高校を中心として実践連携が図られて

きているので、引き続き、各公立学校が設置する「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

１－２ 学ぶ意欲の育成と確かな学力の形成

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

○学力調査の活用推進

/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

延べ59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。

市内26校の学力調査担当者を対象に学力分析や活

用の仕方について年２回の会議を開催するととも

に、浦安市の課題と改善例をまとめた報告書を作

成し、市内小中学校に配布することにより活用の

推進を図りました。

研修会や学校訪問等で取組状況を報告し、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。市費非常勤職員の特任教員を市内4校に1名

ずつ配置して、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。
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○情報教育推進事業

/教育研究センター

◎ＩＣＴ環境の整備及び効果的な活用

/教育研究センター

・少人数教育指導員配置事業

/学務課・指導課

夏季休業中にiPadや電子黒板、教材提示装置など

の活用能力向上を目指した、ＩＣＴ活用講座を６

回実施し、延べ149名が参加しました。また、要請

を受けて小・中学校12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。

ＰＣ等整備計画に基づき修正を加えて整備を進め

ました。ＩＣＴ支援員をタブレットモデル校にの

べ159日、その他の市立全小・中学校にのべ120日

派遣し、ＩＣＴ環境の効果的な活用による一人一

人に応じた学習環境づくりを図りました。

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。

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

・浦安市児童生徒科学作品展の開催

/教育研究センター

・ふるさと浦安作品展の開催

/郷土博物館

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「家庭学習のすすめ」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。

理科センターでは、夏休みに科学作品・科学論

文相談会を行い、子ども達が自主的に制作を進

められるよう支援しました。児童生徒科学作品

展では、延べ747名が来場しました。134点の出品

があり、そのうち19点を特選としました。

「ふるさと浦安」に関する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 17 校、中学校 10 校

（市外中学校１校含む）から延べ 1,441 作品の出

展がありました。
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□◎青少年自立支援未来塾

/生涯学習課

浦安中学校及び堀江中学校の２校が、９月から３

月にかけて、中央公民館で 14 回、堀江公民館で 20

回、堀江中学校内で 27 回行われました。退職した

元教員を中心に、数学や英語等の基礎学力定着を

目標に行われ、参加していた３年生の全員が進学

しました。２校でのべ 624 人の中学生が参加しま

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実践的な研修や特別支援、生徒指導の観点

を取り入れ、より一層研修を充実させ、きめ細かな指導に向けて、推進を強化していきます。学習指導要領の

改訂に向け、習熟度別少人数指導や学校におけるきめ細かい指導など学力向上のため指導体制の充実を図りま

す。/学務課・指導課

・学力調査の活用推進については、分析ツールの一層の活用を各校に依頼します。また、学力調査の結果を的確

に分析し、課題と改善のポイントが明確になるよう市内小中学校に周知していきます。また、学力調査に係る

会議を年２回実施し、学力調査の結果を受けた授業改善、指導法に関する講演や協議を行うことで、市内各校

の学力の向上を図ります。/指導課

・情報教育推進事業については、教員のＩＣＴ活用能力の向上のため、学校のニーズや導入機器に合わせ、ＩＣ

Ｔの効果的な活用を進める研修を実施していきます。夏季休業中に、電子黒板等各校に整備された機器の効果

的活用について研修するＩＣＴ活用講座を６回行うとともに、市立全小・中学校２６校での巡回ＩＣＴ講習会

を実施し、タブレット端末、電子黒板・教材提示装置等、授業における教員のＩＣＴ活用能力の向上および子

どもが自ら考え、理解したことを実感できる「わかる授業」の展開を図ります。/教育研究センター

・ＩＣＴ環境の整備及び効果的な活用については、児童・生徒の自ら考える力や学習意欲の向上を図るため、引

き続きモデル校３校においてタブレット端末の効果的な活用方法を検証するとともに、段階的に市立小・中学

校への導入を進めます。情報政策課と協議しながらＰＣ等整備計画を見直し、今後のタブレットやデジタル教

科書の導入拡大の検討とともに、それに対応できる校内ネットワークや機器の整備を含むＩＣＴ環境を充実さ

せ、活用を図ります。また、市が業務委託して行う、市立全小・中学校２６校へのＩＣＴ支援員派遣事業を実

施し、授業における教員のＩＣＴ活用能力の向上および子どもが自ら考え、理解したことを実感できる「わか

る授業」の展開を図ります。/教育研究センター

・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

・家庭学習習慣の推進については、教務主任研修会等において、各学校の取組について情報交換の時間等を設定

するなどし、各学校での見直しを促し、家庭に対して具体的に働きかけられるようにします。/指導課

・浦安市児童生徒科学作品展の開催については、理科センターの相談会や、学校と連携を取り、ものづくりの楽

しさを味わわせ、工作部門の充実を図ります。/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、ふるさと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をはじめ、市内各小中学校と連携して内容の充実・参加促進に努めていきま
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す。/郷土博物館

・青少年自立支援未来塾については、平成28年9月中旬より、市内公立中学校の４校（浦安中学校・堀江中学校・

美浜中学校・高洲中学校）で実施する予定です。市内公立中学校退職校長及び大学生が、主に数学の基礎学力

の定着を目標に授業を行います。会場については、中央公民館、堀江公民館、美浜公民館、高洲公民館、中央

図書館に協力していただくことになっています。/生涯学習課

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

・学習支援室活用の推進

/教育研究センター

・ハンディキャップサービス事業

/中央図書館

・サポートファイルの活用の推進

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２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、認定こども園、小・中学校への訪問

相談は年間760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18

名、心身障がい児補助教員を延べ131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。

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。余裕教室の状況

を把握しながら、浦安小学校、日の出南小学校に

学習支援室を整備しました。

図書館への来館が困難な方への宅配サービスを

335 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。

自立支援協議会にて内容等の見直しを行い、持ち
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/障がい事業課・教育研究センター・

こども発達センター

・青少年サポート事業

/障がい事業課

・県立特別支援学校分校誘致の推進

/教育政策課・学務課

歩きがしやすい「縮小版」の作成や、保護者の書

類作成の負担を軽減する「共通シート」の作成等

を行いました。

発達障がいのある方等への相談支援や療育支援な

どを行っており、利用者のニーズに沿った支援の

結果、登録者数は 193 名（平成 27 年度３月末現

在）にまで増加しました。また、施設職員の学校

への訪問を 11 校、延べ 21 回行ったことにより、

学校と良い関係を築くことができました。

市内の障がいのある児童・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、知事や県教

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、平成 27 年度

に習志野市、匝瑳市に開校した県立支援学校の視

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26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

図りました。いちょう学級の延べ利用人数は

1,972 名で、教育相談における相談を延べ 2,296

回、訪問相談を延べ 1,467 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、20 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、合理的配慮の提供に努めます。また、

個別の指導計画や個別の教育支援計画の作成と活用により、教育的ニーズに応じた支援の充実を図ります。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
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への指導の充実を図ります。さらに、一人一人の教育的ニーズに応じた多様な学びの場の充実を図るため、特

別支援学級や通級指導教室の整備を計画的に進めます。/教育研究センター

・学習支援室活用の推進については、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

・サポートファイルの活用の推進については、引き続き自立支援協議会等でご意見を伺い、改善を図っていきま

す。/障がい事業課

・青少年サポート事業は、本事業を利用していない家族等も参加できる対外向けのペアレントトレーニングの実

施など、家族支援を拡充します。また、引き続き市内小中学校、県立高校、特別支援学校等を訪問し、連携体

制を構築していきます。/障がい事業課

・県立特別支援学校分校誘致の推進については、引き続き、本市への県立特別支援学校の分校設置について、知

事や県教育長に要望書を提出するとともに、千葉県市長会や京葉広域行政連絡協議会等、様々な機会を通し、

強く働きかけを行っていきます。また、県の特別支援教育推進基本計画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。さらに、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。/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、「統括訪問相談員」を新たに配置し、個に応

じたきめ細かな指導・援助を充実させるとともに、市の公共施設等を利用した居場所づくりを図ります。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するとともに、要因の分析や支援体制についての協議を図るため、学

校を核としたケース会議等を推進します。/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、転入学や諸外国から編入学してきた児童・生徒で

日本語指導を必要とする児童・生徒に対して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 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。

・教育課程特例校（１～４年生外国語活動）

小学校１７校

・インクルーシブ教育システム構築モデルスクール

小学校３校

・福祉教育推進校 小学校１校、中学校１校

・理科教育推進校 小学校６校

・理科センター校 中学校１校

・小中連携教育教科推進校 小学校３校 中学校３
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・校内研究の奨励・支援

/指導課

○学力調査の活用推進【再掲】

/教育研究センター

校

・タブレット活用推進モデル校 中学校２校 小学

校１校

幼稚園・認定こども園、小・中学校の各教科等にお

ける研修を支援するため、要請に応じて年間269回

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。

市内 26 校の学力調査担当者を対象に学力分析や活

用の仕方について年２回の会議を開催するととも

に、浦安市の課題と改善例ををまとめた報告書を作

成し、市内小中学校に配布することにより教育実践

の共有化を図りました。

国語教育の充実 ・浦安市子ども読書活動推進事業

/指導課・中央図書館

全小・中学校に26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1,776時間で、その内、国

語の授業での利用については811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。公立図書館から学校や保

育園等に出向いての読み聞かせ等は、年間で1,031

回、延べ25,247名の子どもたちに実施しました。

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・指導課

小学校６校に各校１名（計６名）の市費非常勤職員

を配置し、小学校の理科授業におけるティーム・テ

ィーチングによる指導、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（65名）等を実

施しました。また、児童生徒科学作品展では、延

べ747名が来場しました。134点の出品があり、その

うち19点を特選としました。理科センターは入船小

学校内に設置され、理科センター所長は、入船小学

校長が兼務しています。
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○世界一行きたい科学広場ｉｎ浦安

/生涯学習課・指導課

□◎学校教育における植物工場活用推

進事業

/教育政策課

科学への関心や科学的に考える力の衰えに危機感を

抱いている研究者や教育関係者が集い行われている

イベントで、27年度で4回目を迎えました。東海大

学付属浦安高等学校・中等部松前記念体育館で開催

され、42の出展ブースがあり、1818名が参加しまし

た。児童生徒科学作品展で特選となった作品・論文

を展示しました。

施設内で植物の生育に必要な環境を人工的に設定

し、生育することのできる植物工場を活用すること

で理科学習への興味・関心を高めるとともに、食

育・環境教育の充実を図るため、９月にワゴン型植

物工場６台と 12 月に小型植物工場１台を入船中学

校の余裕教室に導入し、学校教育における活用につ

いて実証を行いました。また、学校教育での具体的

な活用策を検討しました。

英語教育の充実 ○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

をはぐくむ教育

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２回実施しました。第

１回及び第２回ともに、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、中学校区ごとにキャリア教育モデル

プランの見直し・作成を行うとともに、職業調べや

職場見学、職場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 iPad や電子黒板、教材提示装置など

の活用能力向上を目指した、ＩＣＴ活用講座を６回

実施し、延べ 149 名が参加しました。また、要請を

受けて小・中学校 12 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。
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◎ＩＣＴ環境の整備及び効果的な活用

【再掲】

/教育研究センター

ＰＣ等整備計画に基づき修正を加えて整備を進めま

した。ＩＣＴ支援員をタブレットモデル校にのべ

159 日、その他の市立全小・中学校にのべ 120 日派

遣し、ＩＣＴ環境の効果的な活用を図りました。

＜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・認定こども園、小・

中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

・学力調査の活用推進については、分析ツールの一層の活用を各校に依頼します。また。学力調査の結果を的確

に分析し、課題と改善のポイントが明確になるよう市内小中学校に周知していきます。また、学力調査に係る

会議を年２回実施し、学力調査の結果を受けた授業改善、指導法に関する講演や協議を行うことで、市内各校

の学力の向上を図ります。/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。学校司書の研修を充実し、授業における図書資料の活用推進

や学校司書と司書教諭の連携を深め、各学校図書館の活性化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、効果的・効率的に実施していくため、取り組んだ内容について定

期的に見直しを図る体制を構築していきます。（評価の実施、事業効果の検証）/指導課

・理科センター事業の充実については、理科教育の推進と質的向上を図るため、研修・教育振興行事等を、円

滑、効果的に実施するように進めていきます。/指導課

・世界一行きたい科学広場ｉｎ浦安については、子どもから大人まで、より多くの方々に参加していただき、科

学に親しみを持ち、将来の日本を担う科学技術系の人材の発掘・育成を目標に行っていきます。/生涯学習課

・学校教育における植物工場活用推進事業については、施設内で植物の生育に必要な環境を人工的に設定し、生

育することのできる植物工場を活用することで、理科学習への興味・関心を高めます。また、食育、環境教育

の充実を図ります。/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。さらに、英語教育推進リーダー等を活用し、夏季休業期間中

に小学校教員及び英語科教員対象の研修を実施し、指導力向上を図ります。/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、教員のＩＣＴ活用能力の向上のため、学校のニーズや導入機器に合わせ、ＩＣ

Ｔの効果的な活用を進める研修を実施していきます。夏季休業中に、電子黒板等各校に整備された機器の効果

的活用について研修するＩＣＴ活用講座を６回行うとともに、市立全小・中学校２６校での巡回ＩＣＴ講習会

を実施し、タブレット端末、電子黒板・教材提示装置等、授業における教員のＩＣＴ活用能力の向上および子
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どもが自ら考え、理解したことを実感できる「わかる授業」の展開を図ります。/教育研究センター

・ＩＣＴ環境の整備及び効果的な活用については、児童・生徒の自ら考える力や学習意欲の向上を図るため、引

き続きモデル校３校においてタブレット端末の効果的な活用方法を検証するとともに、段階的に市立小・中学

校への導入を進めます。情報政策課と協議しながらＰＣ等整備計画を見直し、今後のタブレットやデジタル教

科書の導入拡大の検討とともに、それに対応できる校内ネットワークや機器の整備を含むＩＣＴ環境を充実さ

せ、活用を図ります。また、市が業務委託して行う、市立全小・中学校 26 校へのＩＣＴ支援員派遣事業を実施

し、授業における教員のＩＣＴ活用能力の向上及び子どもが自ら考え、理解したことを実感できる「わかる授

業」の展開を図ります。/教育研究センター

教育委員会議での主な意見

小中連携・一貫教育の推進等について、求めるものとして学力面やコミュニケーション能力の向上などが

あるが、そのような中で、特に生徒指導上の不登校問題の解消をある程度念頭に置けば、浦安らしい小中連

携・一貫教育になっていく。小中連携・一貫教育を進めていくに当たって、何のための連携なのか、どのよ

うな評価をしていくのかということを明確にしていくべきである。

不登校については、結構人数が多いので、不登校の原因を分析したものをいつか報告していただきたい。

適応指導教室事業について、本市の場合は、サポート体制、相談体制もしっかりしており、先生方も余裕

を持ち、いろいろな先生やカウンセラーも入っているので、管理職を中心に対応していくことで、様々な問

題を防げる。今後の指導主事の訪問や生徒指導主任研修、管理職研修できめ細かく、本市独自の体制づくり

を進めていくべき。

理数教育の推進について、数学に関してはほとんど触れられていない。算数、数学は別にコンピューター

だけということではない。算数、数学に関して優秀な子も多分いると思うが、応用問題を解くとか受験問題

を解くということ以上に、数学の理念を理解している子どもを育てていく必要がある。

学校教育における植物工場活用推進事業について、センター的な役割として位置づけるのか、将来的に理

科教育ということであれば、ある程度全校的に広めていくのかというところで検討することになる。センタ

ー校にあったとしても、できれば、少しずつでもいいから学校を広げてほしい。植物工場も含めて、先進的

なことをやっているが、その辺りのアピールが地域の人に伝わっていないのが残念。

英語教育推進事業については、一生懸命小学校での英語学習も行われているが、大事なことは、英語や英

語の文化圏だけの理解で事済まないので、国際理解教育の推進ということを幅広くやっていくべき。

青少年自立支援未来塾について、教育委員会の組織全体から考えて、学校と社会教育施設がどのようにし

て連携していくかということで、すごく意味のある事業である。

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

規範意識の向上

及び道徳性の育

成

・人権啓発推進事業

/男女共同参画センター・指導課

人権啓発のため、年間６回の制作会議を開催し「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、人権教室を４小学校で、
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・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

・こころのバリアフリー支援事業

/障がい事業課・教育研究センター

人権講演会を２中学校で実施し、児童生徒への人権

意識の醸成を図りました。「人権週間」には、市内

市立中学校の生徒、46名が参加し、街頭キャンペー

ンを行いました。夏休み前には、各小中学校へ人権

ポスターや人権作文の募集を呼びかけるなど教職

員、児童生徒へ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。小中学校

の児童生徒が、地域社会の一員として、地域の方と

共に学区の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こと

を通して、豊かな心を育みました。

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、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。

「こころのバリアフリーハンドブック」を市内小学

校等 14 校の児童生徒 1,890 名に配布しました。ま

た、小学校１校に、講演会の講師を紹介しました。

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

◎小中連携・一貫教育の推進【再掲】

/教育政策課・指導課・学務課

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 10 件の相談を受理しました。「浦安市い

じめ防止基本方針」の施行に伴い、いじめの防止等

のための対策及び相談機関の周知を図るため、啓発

用クリアファイルを作成し、市立各小中学校に送付

しました。

全小・中学校に 26 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。

浦安中学校、見明川中学校、明海中学校の 3校に、

浦安市非常勤職員である小中連携推進教員を 1名ず

つ配置し、小中連携一貫教育の推進を図りました。



- 27 -

また、「うらやす幼・保・小・中連携の日」を設定

し、各中学校区における「継続的・系統的な生徒指

導」を推進するとともに、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、「園児・児童・生徒の交流」「中学校区を単位

とした地域との連携」等について各園、各学校の実

態および支援方法等を検討し、今後の効果的な推進

のための協議を行いました。

＜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、各小中学校がどのような取り組みを行っているのか実態を把握し、「豊

かな心」をさらに育むことができるように、各学校に対して、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

・こころのバリアフリー支援事業については、引き続き、市内の学校に向けて、「こころのバリアフリーハンドブ

ック」の配布や講師の紹介等を行っていきます。/障がい事業課

・生徒指導推進事業については、各小・中学校におけるいじめの防止のための取組、警察や関係機関等と連携及

び教育相談の充実を一層推進します。また、「浦安市いじめ防止基本方針」の施行に伴い、本市におけるいじ

めの防止、いじめの早期発見及びいじめへの対処のための対策の一環として、学校や家庭、地域と連携・協同

した取組を実施したり、リーフレット等の啓発物や広報等を活用したりして相談機関の周知を図るなど、いじ

めの防止等のための対策を総合的かつ効果的に推進します。/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

・小中連携・一貫教育の推進については、教職員や博物館・公民館・図書館職員、園・学校と地域が連携して子ど

もたちの豊かな学びと育ちをはぐくむ仕組みを構築するため「うらやす幼・保・小・中連携の日」を設定すると

ともに、校長、園長、教頭、研究主任、学校支援コーディネーター等の各研修会など既存の研修会の場におけ

る、中学校区ごとの連携・情報交換の場を積極的に活用していくことで「継続的・系統的な生徒指導」の推進を

図ります。加えて、中学校の教科書改訂に伴い児童・生徒の学びをつなぐ「浦安市小中連携・一貫教育カリキュ

ラムの指針」を見直すとともに、各種研修会や学校訪問を通じて同指針の一層の活用について助言・指導すると

ともに、各種調査等の結果からその効果を検証し、各研修会や会議等で周知していきます。さらに、他市の義務

教育学校を視察するなどの情報収集を行い、本市における義務教育学校の今後の方向性について検討していきま

す。/教育政策課・指導課

２－２ 情操を豊かにする教育の推進
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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・教育研究センター

○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

・浦安市子ども読書活動推進事業【再

掲】

/指導課・中央図書館

・ボランティア活動推進事業【再掲】

/指導課

○児童サービス事業

/中央図書館

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。

部活動指導者を小学校 16 校に 48 名、中学校９校

に 110 名派遣しました。小学校では、ミニバスケ

ットボール部、サッカー部外６部、中学校では、

野球部、陸上競技部外 15 部に派遣しました。

「ふるさと浦安」に関する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 17 校、中学校 10 校

（市外中学校１校含む）から延べ 1,441 作品の出

展がありました。

全小・中学校に26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。公立図書

館から学校や保育園等に出向いての読み聞かせ等

は、年間で1,031回、延べ25,247名の子どもたちに

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することを通して、

豊かな心を育みました。

図書館全体の年間貸出数は 2,056,074 点で、その

うち児童書は 457,310 点を貸出しました。「えほん

のじかん」等集会事業には 8,985 名が参加しまし

た。また、学校や保育園等において、25,247 名の

子どもたちに読み聞かせなどを行いました。
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・児童集会事業

/中央図書館

・ハンディキャップサービス事業

【再掲】

/中央図書館

□ふれあい体験事業

/児童センター

・交通公園動物運営事業

/交通公園

絵本作家を招き「子どもの本の講座」を開催しま

した。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 211 名の参加があ

りました。

図書館への来館が困難な方への宅配サービスを

335 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。

小学 5、6年生から中学生、高校生を対象に夏休み

に 6回実施しました。まず助産師から「命の大切

さ」、妊娠、出産の適齢期、育児に関する正しい知

識についてご指導いただいき、その後、児童セン

ターの定期事業「赤ちゃんサロン」に参加して赤

ちゃんと触れ合い、子育て中の母親から話を聞く

ことで将来の自分について考える機会を提供しま

した。合計 90 名の参加がありました。

平成 27 年度動物ふれあい利用者数 63,324 人でし

た。

＜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、市民スポーツ課やスポーツ関係団体と

の連携を強化することにより外部指導員の確保に努め、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 年度に策定した「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、ふるさと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をはじめ、市内各小中学校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

・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
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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学校司書作成の良書

リストの活用をとおして質の高い読書活動を進めていきます。幼稚園・認定子ども園・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、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、学校行

事等を通して実施していきます。/指導課

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

・児童集会事業については、子どもたちや、子どもに関わる大人たちに読書の大切さを伝える集会事業を開催し

ていきます。/中央図書館

・ハンディキャップサービス事業については、活字の図書を読むことが難しい方のための録音資料等の製作や、

来館が困難な方のための宅配、入院している方のための病院サービス等のサービスを拡充していきます。/中央

図書館

・ふれあい体験事業については、今後も継続事業として実施していきます。/児童センター

・交通公園動物運営事業では、例年どおり動物ふれあいとしてモルモットのふれあいやポケットモンキーのえさ

やり、ポニー乗馬及びヤギ・ワラビー・カピバラ・魚類・爬虫類などの展示を実施して参ります。/交通公園

第３節 健やかな体(体)

３－１ 体力の向上と健康・安全教育の推進

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

・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

体力向上推進校として小学校6校、中学校5校を指定

しました。

部活動指導者を小学校 16 校に 48 名、中学校９校に

110 名派遣しました。小学校では、ミニバスケット

ボール部、サッカー部外６部、中学校では、野球

部、陸上競技部外 15 部に派遣しました。

約 12,000 名のご参加をいただき、26 種目のスポー

ツを通して、スポーツの振興、普及、また、市民相

互の親睦を深めることができました。

10km、3km に加え、今回はハーフの部を復活し、全

3 種目の開催となりました。6,415 名の方々に参加

教育委員会議での主な意見

積極的な生徒指導と特別支援教育、ユニバーサルデザイン等で相手のことを思いやることを授業でできる

ような先生方でないと、人権教育もいじめ問題も成り立っていかない。先生方がどれだけ力量をつけている

かが重要である。
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を頂き、スポーツの振興、交流、また復興している

本市のアピールにも繋げることができました。

健康・安全教育

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

・交通事故防止対策の充実

/保健体育安全課・交通安全課

薬物乱用防止教室を小学校 12 校、中学校 8 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 2,964 名の児童

生徒、429 名の保護者が参加しました。

学校の授業支援（14 校）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、学校給食への

理解を深めることを目的に、7月 22 日、児童とそ

の保護者を対象とした給食センター見学会・試食会

を実施し、63 名が参加しました。

交通整理員を９か所に 14 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 17 回実施しま

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

・防災体験講座の開催

/公民館

「防災教育指導資料」の活用について周知するとと

もに、「防災教育を中心とした実践的安全教育公開

事業」での市内中学校の実践を共有しました。

市民の防災意識を高めるため、ビニール袋等を使っ

たパッククッキングや防災講座など 5事業 12 回実

施し、延べ 214 名が参加しました。

＜今後の方向性＞

・浦安スポーツフェアについては、体育の日の趣旨に基づくイベントとして、各種ニュースポーツなどを広く、

市民に体験していただくことにより、スポーツの振興を図り、かつ、市民相互の親睦を図っていきます。/市民

スポーツ課

・東京ベイ浦安シティマラソン大会については、生涯スポーツ健康都市の趣旨に基づき、スポーツを通して市民

一人ひとりが生涯にわたって心身ともに明るく健康であることを目指し実施していきます。/市民スポーツ課

・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
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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ます。そのほか、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。また、喫食状況をもとに給食の献立内容を工夫するとともに、充分な喫食時間をとれるよう配膳時間の短

縮を促すなど、学校給食全体の充実を図ります。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。給食の集金方法等については、口座振替による収納方法の推進や給食費収納員による徴収強化を

図っていきます。/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

教室や自転車交通安全教室を開催し、交通安全教育の充実を図ります。さらに、児童生徒が危険予知、危険回

避能力を身につけることができるように、児童生徒による安全マップづくりを推進します。/保健体育安全課

・防災教育の推進については、「防災教育指導資料」を活用した授業や各学校で実施されている火災や地震を想定

した避難訓練の実施の徹底を図ることにより、実践的行動に結びつく防災教育を推進します。/保健体育安全課

・防災体験講座の開催については、各家庭でできる防災対策や自らの安全を守るための能力を身に着ける防災教

育等の充実を図り、防災に対する理解と関心を深め、防災意識の高揚と地域の防災力の向上に努めます。/公民

館

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

/環境保全課・指導課

小学校５年生を対象に、「浦安市民の森」等を活用

した林間学校を３校で実施しました。また、「浦安

市民の森」における体験活動プログラムの充実が図

られるよう、「浦安市民の森」設置 10 周年記念事業

の際に行った高崎市との意見交換会の中で浦安市の

要望を伝えました。

教育委員会議での主な意見

東京ベイ浦安シティマラソンについて、好天に恵まれたことや、新設された陸上競技場でゴールを迎えられ

たからだというわけではなく、大勢の方々が、スタッフやサポーターとして運営、ご支援・ご協力をしてく

ださったおかげで、マラソンを楽しめたこと身を持って実感した。

給食時間が短いという意見が出ていた。食育の対応のとり方によっては、残滓が減るので、何かもう少し

考えるべきことが給食に対してあるのではないか。学校給食の担当者だけでは決められないことだと思うの

で、教育委員会でも取り上げて、工夫がとれないか検討する課題である。
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◎ふるさとうらやす立志塾の開催

/教育政策課

・キャリア教育の推進【再掲】

/指導課

・消費生活出前講座

/消費生活センター

・ボランティア活動推進事業【再掲】

/指導課

・ジュニアリーダー研修会

/青少年課

各中学校長から推薦を受けた中学 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

市や女川町、福島県双葉郡広野町でのふたば未来学

園高校との交流等の研修会を実施しました。この研

修をとおして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を高めまし

た。また、今年度は当該事業開始５周年を迎えるこ

とから、これを記念し、これまでの卒塾生を一同に

集め、卒塾後の塾生の活動報告などをとおして、塾

生の更なる成長を促すため、８月 27 日に５周年記

念行事を開催しました。

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。

平成 27 年４月 1日に明海大学新入生 900 名を対象

に「悪徳商法について」の講座を、平成 27 年７月

２日に順天堂大学学生 200 名を対象に「若者が巻き

込まれやすい消費者トラブルについて」の講座実施

しました。また、市民 20 名を対象に平成 28 年３月

16 日に「高齢者の悪質商法トラブルについて」の

講座を、平成 28 年３月 31 日に明海大学新入生 850

名を対象に「悪徳商法について」の講座を実施しま

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。

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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○青少年リーダー養成事業

/青少年課

・若者のための夏休みボランティア

/協働推進課

・「浦安市学生防犯委員会Ｖ５」による

学生防犯ボランティア活動

/防犯課

・青少年体験事業

/公民館

○うらやすこども大学

/生涯学習課

○少年少女洋上研修事業

/青少年課

を目標として、研修会を実施しました。

６月 13 日～12 月 13 日で年間 8回の研修会を実施

し、会員数 39 名が受講しました。

主に中学生を対象に、野外料理、キャンドルファイ

ヤー、ボランティア体験、ＡＥＤの知識などの講習

会を平成 27 年５月～平成 28 年３月まで 11 回開催

し、青少年リーダーの育成を図りました。会員 31

名が受講しました。

市内在住・在学の中学生から 20 代までの方が社会

貢献活動について学べるよう、夏休みの期間に、市

民活動団体が行う活動を体験する事業を実施し、平

成 27 年度は 273 名が参加しました。

「浦安市学生防犯委員会Ｖ５」による学生防犯ボ

ランティア活動として平成 27年度は防犯キャン

ペーン・啓発活動の実施５回、ヤング防犯ボラン

ティア交流大会等への参加２回、定例会議の実施

５回、自校での啓発活動（通年）を実施しまし

た。

学校の休業日を利用した体験・交流の場づくりとし

て、ものづくり体験、サイエンス体験学習や自然体

験など 123 事業 190 回実施し、延べ 3,986 名が参加

しました。

８月から 12 月までの期間に全７回、市内の３大学

(明海大学・了徳寺大学・順天堂大学)及び、包括協

定大学等の協力のもと、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 51 名が参加しまし

た。

小学６年生及び中学生を対象に８月 20 日～24 日ま

で実施しました。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
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ことのない洋上での生活やラフティングやナイトハ

イク等の自然体験を通じた様々なグループワーク研

修を北海道日高町を中心に実施し、計 103 名が参加

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・指導課・環境保全課

・環境アドバイザー・浦安エコチャレ

ンジを活用した環境学習の推進

/環境保全課・指導課

・「浦安市民の森」活用事業【再掲】

/環境保全課・指導課

・みどりのネットワーク事業

/みどり公園課

・生命（いのち）と育ちの森プロジェ

クト【浦安絆の森整備事業】

/みどり公園課

６月 19 日に群馬県高崎市立倉渕小学校の５年生が

20 名訪問し、博物館と三番瀬において環境学習を

行いました。この他、学芸員講座として、「浦安の

貝を見分けよう」（５名参加）、「野鳥観察会」（12

名参加）、「海の日イベント 三番瀬の生き物タッチ

プール」（自由見学）など、間接的に三番瀬を活用

する事業を実施しました。

環境学習アドバイザー（平成 27 年度末現在登録

者数８名）による学習プログラムを、41 件行い

ました。また環境学習教材「浦安エコチャンジ」

を活用した学習を 10 件行いました。その結果、

環境への意識を持ち行動できる人材の育成を図れま

した。

小学校５年生を対象に、「浦安市民の森」等を活用

した林間学校を３校で実施しました。また、「浦安

市民の森」における体験活動プログラムの充実が図

られるよう、「浦安市民の森」設置 10 周年記念事業

の際に行った高崎市との意見交換会の中で浦安市の

要望を伝えました。

弁天ふれあいの森公園において田んぼの代かき、田

植え、自然観察会など参加型の環境体験学習を６回

行い、地域の環境保全やふるさと意識を育みまし

た。

小学校３校、幼稚園２園、保育園１園、認定こども

園１園を対象に「小さな実、ドングリから森をつく

ろう！」を実施しました。実、ドングリからの苗づ

くりや、子どもたちによるポット苗の育成や植樹な

どを行い、森づくり活動による「ふるさと」意識の

醸成を図りました。
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□学校教育における植物工場活用推進

事業【再掲】

/教育政策課

施設内で植物の生育に必要な環境を人工的に設定

し、生育することのできる植物工場を活用すること

で理科学習への興味・関心を高めるとともに、食

育・環境教育の充実を図るため、ワゴン型植物工場

６台と小型植物工場１台を入船中学校の余裕教室に

導入し、学校教育における活用について実証を行い

ました。また、学校教育での具体的な活用策を検討

しました。

＜今後の方向性＞

・「浦安市民の森」活用事業については、各学校が林間学校で体験させたい活動の多様化により、現地での体験可

能な活動が必ずしも学校の要望と一致していない状況であったこと、平成27年度は浅間山の噴火の影響もあっ

たことから、林間学校で「浦安市民の森」を活用した小学校は３校となりました。「浦安市民の森」が江戸川の

最上流に位置し、その水を生活用水として浦安市民が活用していることを踏まえ、「浦安市民の森」と環境学習

を結び付けた自然体験活動の充実により、同事業の継続的な活用を図っていきます。/環境保全課・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、浦安三番瀬クリーンアップ大作戦などの活動を広く周知していき

ます。/環境保全課・指導課

・環境アドバイザー・浦安エコチャレンジを活用した環境学習の推進については、地域団体や学校等が実施する

研修会・学習会等に講師として講義・講演を行い、環境に関する研修会等の機会を創出していきます。/環境保

全課

・ふるさとうらやす立志塾の開催については、各学校のリーダーとしての資質能力の向上及び21世紀を担うリー

ダーの育成を図るため、研修方法、内容の評価・改善を行うことをとおして、ふるさと意識の醸成と実践力の

育成を図るための研修の充実に取り組んでいきます。/指導課

・ふるさとうらやす立志塾の開催については、各中学校長から推薦を受けた中学２年生を対象にした、宿泊研修

を含むリーダー研修を開催し、21世紀のふるさと浦安を担うリーダーの育成を図ります。/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

・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

・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

・青少年体験事業については、学校の長期休業日等を利用した生活体験・自然体験など異年齢間での活動を通し

て、広い視野を持った心身ともに健全な青少年の育成を目指します。/公民館

・若者のための夏休みボランティアについては、若者が社会貢献活動を学べる場を提供するため、今後も実施し

ていきます。/協働推進課
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・うらやすこども大学については、未来の浦安を担う子どもたちを育成する機会として、市内の３大学や本市

と包括協定を締結している大学と連携していくとともに、市内高校についても、授業ボランティアとして協力

をいただき実施しています。/生涯学習課

・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

・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

・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。

また、観察会については、三番瀬周辺の立ち入りの許可が下り次第、再開したいと考えております。/郷土博物

館

・学校教育における植物工場活用推進事業については、入船中を中心に検証を続け、教材の開発を進めていきま

す。ワゴン型植物工場のレンタルも入船中の近隣小学校から少しずつはじめ、検証を重ねていきます。/指導課

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

/指導課・教育研究センター

・豊かな人間関係づくりの推進

/指導課・教育研究センター

・浦安市子ども読書活動推進事業

【再掲】

/指導課・中央図書館

◯幼・保・小・中連携教育の推進

【再掲】

/指導課・保育幼稚園課

学校訪問や研修会を通じて、市立各小・中学校の異

学年交流の取り組みについて、指導や支援を行いま

した。小学校 17 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18校で

実施しました。

全小・中学校に26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。学校と

地域が連携を図りボランティアによる読み聞かせが

積極的に行われています。公立図書館から学校や保

育園等に出向いての読み聞かせ等は、年間で1,031

回、延べ25,247名の子どもたちに実施しました。

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

をいただき、浦安市幼・保・小・中連携の日に、全
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・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

９中学校区で情報交換を行いました。

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。県立国府台高等学校の教諭が、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、「園児・児童・生徒

の交流」「中学校区を単位とした地域との連携」「カ

リキュラムの指針」等について各園、各学校の実態

および支援方法等を検討し、今後の効果的な推進の

ための協議を行いました。

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、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。

交流及び協働を

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・指導課

○まなびサポート事業の推進【再掲】

/教育研究センター・学務課

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。「平成 27 年度千葉県福祉教育研究大会」にお

いて、福祉教育推進校県指定校の見明川中学校、見

明川小学校が実践発表を行いました。また、「浦安

市教育実践事例発表会」では、美浜中学校が中学校

区の福祉教育に関する実践発表を行い、教員の理解

を深め福祉教育の推進を図りました。（幼稚園・認

定こども園・小学校・中学校の教員 54 名参加）

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２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、認

定こども園、小・中学校への訪問相談は年間 760 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 18 名、心身障がい児補
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◎地域とともに歩む学校づくり推進事

業

/教育政策課・指導課・生涯学習課・

公民館

○青少年交流活動センター管理運営事

業

/青少年課

○青少年館運営管理事業

/青少年課

○青少年交流施設管理運営事業

/青少年課

助教員を 131 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。

地域と学校の連携をより深めるため、元ＰＴＡ役員

や自治会役員、社会福祉協議会役員など、学校運営

に対する理解や協力の意志があり、地域の現状を十

分に理解している市内在住または在勤、または校長

が必要と認める人を小学校 15 校、中学校９校に 39

名の学校支援コーディネーターとして教育委員会が

委嘱しました。学校環境整備や学習支援、通学路の

見守りなどのボランティアとの連絡・調整を行いま

した。また、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３回開催し、学校

支援コーディネーターの育成と市内における学校支

援のネットワーク構築に努めました。

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

7,475 名、宿泊以外 27,896 名、合計 35,371 名が利

用しました。

青少年の仲間づくりや青少年同士の交流を行える場

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 300 日、小学生 20,376 名、中

学生 14,950 名、高校生 8,806 名、23 歳未満 1,707

名、その他 3,293 名、合計 49,132 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
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・少年の広場管理運営事業

/青少年課

□◎こどもの広場運営事業

/青少年課

◎放課後異年齢児交流促進事業

/青少年課

○児童育成クラブ管理運営事業

/青少年課

・少年親善スポーツ大会

/青少年課

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 6,240名、スタジオ貸出1,827名、各

種講座24,022名、自主事業884名、合計32,973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

18 歳までを対象とした、今川にある市内で唯一の

宿泊ができるキャンプ場です。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。

また、ボーイスカウトやガールスカウトなどの定期

利用団体がおり、70 団体、計 2,968 名の方が利用

しました。

既製遊具を中心とした従来の公園とは異なり、子

どもたちが自由な発想の中で、想像力を働かせ、

冒険心を育み、自立性や社会性を高めることを目

的として整備したものです。

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、日の出、

南、明海、北部、舞浜小学校（夏季休業期間のみ全

校実施）で実施し、計 60,181 名が利用しました。

市内 17 児童育成クラブ（民間事業者等：13 クラ

ブ、運営委員会：４クラブ）で実施し、平成 27 年

５月１日現在の入会児童数は 1,933 名でした。

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。14 チーム計 190 名が参加しました。

＜今後の方向性＞
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・異学年交流活動の充実については、学校訪問等を通じて、各小・中学校の異学年交流活動の取り組み状況を把

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、、保・幼・小・中連携の一つとして、読み聞かせを通した園児・児童・生

徒の交流を推進していきます。また、学校における読み聞かせボランティアの推進に努めます。/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

を引き続き推進していきます。幼稚園（認定こども園含む）・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

・小中連携・一貫教育の推進については、教職員や博物館・公民館・図書館職員、園・学校と地域が連携して子

どもたちの豊かな学びと育ちをはぐくむ仕組みを構築するため「うらやす幼・保・小・中連携の日」を設定す

るとともに、校長、園長、教頭、研究主任、学校支援コーディネーター等の各研修会など既存の研修会の場に

おける、中学校区ごとの連携・情報交換の場を積極的に活用していくことで「継続的・系統的な生徒指導」の

推進を図ります。加えて、中学校の教科書改訂に伴い児童・生徒の学びをつなぐ「浦安市小中連携・一貫教育

カリキュラムの指針」を見直すとともに、各種研修会や学校訪問を通じて同指針の一層の活用について助言・

指導するとともに、各種調査等の結果からその効果を検証し、各研修会や会議等で周知していきます。さら

に、他市の義務教育学校を視察するなどの情報収集を行い、本市における義務教育学校の今後の方向性につい

て検討していきます。/教育政策課・指導課

・中・高連携教育の推進のについては、市内公立高等学校をはじめ、各公立高校を中心として実践連携が図られて

きているので、引き続き、各公立学校が設置する「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

・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

・福祉教育の推進については、学校と地域が連携・協働し、福祉教育を推進できるよう、中学校区の工夫を凝ら

した取り組みを紹介し、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・指導課

・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、合理的配慮の提供に努めます。また、

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により、教育的ニーズに応じた支援の充実を図りま

す。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。さらに、一人一人の教育的ニーズに応じた多様な学びの場の充実を図るた

め、特別支援学級や通級指導教室の整備を計画的に進めます。/教育研究センター

・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ます。ま

た、研修会において他の中学校区や他市の実践例を学んだり、元町・中町・新町地区の交流を検討したりする
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ことで、地域の特色を生かした学校支援の体制づくり、教育環境づくりを図ります。/教育政策課・生涯学習課

・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

・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

・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

・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

・こどもの広場運営事業については、さらに利用者に満足していただけるよう運営し、バスの利用方法等の見直

しを行っていきます。/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

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

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、153 回、延べ 7,563

名の学校利用がありました。また、これらの活動

に際しては、もやいの会をはじめとする地域ボラ

教育委員会議での主な意見

ふるさと浦安立志塾について、学校教育の一環でやるので、学校のかかわり方がどうなるのかが大事なこ

とである。今後、しっかりと位置づけを明確にしておかなければいけない。リーダーを育成していくという

のも１つの教育のあり方だとは思うが、基本的に公立の学校教育の使命としては、全体の底上げである。

青少年の交流活動を促進するのは重要だという認識の中で考えたときに、事業内容の重複や館の運営等々

を考えたときに、別々でやらずに一括した形の運営というのは考えられないのか。また、指導主事を配置

し、青少年の問題も一緒にやってもらうことはできないのか。
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・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

・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・指導課・環境保全課

◎ふるさとうらやす立志塾の開催【再

掲】

/教育政策課

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 28 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」に関する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 17 校、中学校 10 校

（市外中学校１校含む）から延べ 1,441 作品の出

展がありました。

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。

６月 19 日に群馬県高崎市立倉渕小学校の５年生が

20 名訪問し、博物館と三番瀬において環境学習を

行いました。この他、学芸員講座として、「浦安の

貝を見分けよう」（５名参加）、「野鳥観察会」（12

名参加）、「海の日イベント 三番瀬の生き物タッ

チプール」（自由見学）など、間接的に三番瀬を活

用する事業を実施しました。

各中学校長から推薦を受けた中学 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

市や女川町、福島県双葉郡広野町でのふたば未来

学園高校との交流等の研修会を実施しました。こ

の研修をとおして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を
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高めました。また、今年度は当該事業開始５周年

を迎えることから、これを記念し、これまでの卒

塾生を一同に集め、卒塾後の塾生の活動報告など

をとおして、塾生の更なる成長を促すため、８月

27 日に５周年記念行事を開催しました。

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 27 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、89％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。

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

・被爆体験講話事業

/地域ネットワーク課

・非核平和パネル展の実施

/地域ネットワーク課

・親子平和バスツアーの実施

/地域ネットワーク課

平和学習の一環として、各市立中学校から２名

（合計 18 名）を長崎に派遣し、現地で平和学習

「青少年ピースフォーラム」に参加しました。

市内被爆者団体や長崎の被爆者が、被爆体験講話

を希望校で実施しました。（聴講 16 校、1,874

名）

市所有の原爆被災パネルを、小学校 17 校、中学校

８校に展示しました。

小・中学校とその保護者を対象に、第五福竜丸展

示館（江東区）と昭和館（千代田区）を見学しま

した。（全２回で小・中学生 32 名、保護者 23 名）

＜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、博物館を活かした学習プログラ



- 45 -

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、博学連携や学習機会の一層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。また、中学校で実施する職場体験において、独自のカリキュラムを作

成し、学芸員の仕事の体験を通して、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ていきます。

さらに、各校がどのような授業づくりを行っているかを把握し、取り組みを共有することで、学校ごとの格差

が生まれないように配慮していきます。/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、ふるさと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をはじめ、市内各小中学校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

・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。

また、観察会については、三番瀬周辺の立ち入りの許可が下り次第、再開したいと考えております。また、浦

安三番瀬クリーンアップ大作戦などの活動を広くするとともに、環境アドバイザーと連携した環境学習を展開

できるよう進めていきます。/郷土博物館・環境保全課・指導課

・国際理解教育の推進については、外国語指導助手（ＡＬＴ）との連携を高めつつ、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。さらに、英語教育推進リーダー等を活用し、夏季休業期間中

に小学校教員及び英語科教員対象の研修を実施し、指導力向上を図ります。/指導課

・各種平和事業については、市では昭和 60 年３月 29 日に非核平和都市を宣言して以来、非核平和理念の浸透と

平和意識の高揚に向けて取り組んでいます。次代を担う青少年に平和教育を行うことが、本市の平和事業を推

進していくうえで重要であると考えることから、今後も、非核平和事業の一環として、市内小・中学校を対象

に「平和教育の推進」実施していきます。/地域ネットワーク課

教育委員会議での主な意見

小学校の社会科の副読本については、かなり伝統があって充実してきている面があるが、博学連携の視点

などから考えてみても、地域学習推進（教材の開発、情報提供）というところで、中学校についても浦安に

関する地理や歴史を中心とした資料集めのようなものを作成する形で具体化することはできないのか。

国際理解教育の推進について、小学校の英語教育の担任の研修が非常に重要になってくると思うので、浦

安市独自の養成の仕方、研修の仕方を将来的に考えてもらいたい。
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第６節 教育環境の整備・充実の推進

６－１ 地域ぐるみで子どもをはぐくむ仕組みづくり

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【再掲】

/教育政策課・指導課・生涯学習課・

公民館

○生涯学習情報提供システム運営事業

/生涯学習課・教育政策課

・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

□放課後・土曜日等の教育活動のあり

かた検討事業

/教育政策課・生涯学習課・指導課・

教育研究センター・青少年課・公民館

□○生活困窮者等学習支援事業

/社会福祉課

地域と学校の連携をより深めるため、元ＰＴＡ役員

や自治会役員、社会福祉協議会役員など、学校運営

に対する理解や協力の意志があり、地域の現状を十

分に理解している市内在住または在勤、または校長

が必要と認める人を小学校 15 校、中学校９校に 39

名の学校支援コーディネーターとして教育委員会が

委嘱しました。学校環境整備や学習支援、通学路の

見守りなどのボランティアとの連絡・調整を行いま

した。また、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３回開催し学校支

援コーディネーターの育成と市内における学校支援

のネットワーク構築に努めました。

「まなびねっとURAYASU」を活用し、公民館や図書

館等で開催している子育て事業の情報提供を行いま

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。

浦安市の子どもたちにとって望ましい教育活動のあ

りかたについて検討を進めるため学校関係者や関係

各課で構成する「放課後・土曜日等の教育活動のあ

りかた検討委員会」を設置しました。検討委員会を

３回、作業部会を５回、課題別分科会を適宜開催

し、基本方針や豊かな教育環境の提供を具現化する

ための課題などについて検討を行いました。

生活困窮世帯の小学校４年生から中学校３年生の

生徒児童を対象に週２回自習の場を提供しまし

た。平成 27 年度は特別講習等含め 98 回開催し、

児童生徒参加数はのべ 1,271 人でした。
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・開かれた学校づくり委員会

/生涯学習課

○部活動推進事業【再掲】

/保健体育安全課・指導課

平成 27 年度に文部科学省が推進しているコミュニ

ティースクールに浦安高校が指定されました。学

校・家庭・地域社会が一体となり、学校教育ビジョ

ンの実現に向けて、地域と連携して学校づくりを目

指しています。15 名の委員が任命されています

が、その 1名として会議に参加しました。

部活動指導者 158 名のうち、一般社会人指導者を小

学校 10 校に 17 名、中学校８校に 50 名派遣しまし

た。小学校では、お囃子部、ミニバスケットボール

部外６部、中学校では、野球部、吹奏楽部外８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

・特別教室、多目的室などの教室開放

事業

/生涯学習課

・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 27

年度は、過去にマニュアル会議を行っていなかった

学校でも会議を開催し、大概の学校でマニュアルが

作成されました。また、平成 26 年度までに作成が

終了した学校ではマニュアルの更新やマニュアルに

基づいた避難訓練等を行い、地域住民の防災意識を

高めることができました。

平成 27 年度末実績：作成済小学校 13 校、中学校５

校、作成中小学校４校、中学校４校

うらやすジュニアオーケストラの練習会場として、

美浜北小学校の音楽室を利用して活動していまし

た。

小学校においては 14 校を開放し、217,106 名が利

用しました。中学校においては 7校を開放し、

69,065 名、合計 286,171 名が利用しました。ま

た、円滑な開放事業運営のため、27 年度末に東小

学校体育施設開放運営協議会を設立しました。

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
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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。

安全・安心な教

育環境づくり

○学校防犯対策の充実

/保健体育安全課・防犯課・

保育幼稚園課・青少年課・指導課

・事業者との連携による防犯対策の推

進

/防犯課

・子どもの帰宅を促すための放送の実

施

/防犯課・保健体育安全課・指導課・

生涯学習課・青少年センター・青少年課

○移動防犯事業

/防犯課

・交通事故防止対策の充実【再掲】

/保健体育安全課・交通安全課

・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

・防災体験講座の開催【再掲】

/公民館

・地域ぐるみでの見守り・防犯対策の

推進

/青少年センター・青少年課

警備員を全小学校 17 校に各１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。

防犯かけこみ 110 番の店 1,041 店舗、事業者パトロ

ール参加事業所数 41 事業者と連携し防犯対策を推

進しました。

地域ぐるみによる防犯対策を図るため、11 月 1日

から 2月末日まで午後 4時 30 分に防災無線による

「子どもの帰宅を促す放送」を実施しました。

移動防犯車での定期巡回教室・啓発活動を 85 回、

学校・幼稚園等での防犯教室・訓練を 55 回実施し

ました。

交通整理員を９か所に 14 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 17 回実施しま

した。

「防災教育指導資料」の活用について周知するとと

もに、「防災教育を中心とした実践的安全教育公開

事業」での市内中学校の実践を共有しました。

市民の防災意識を高めるため、ビニール袋等を使っ

たパッククッキングや防災講座など５事業 12 回実

施し、延べ 214 名が参加しました。

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 177 回実施しました。

家庭の教育力の

向上

○教育情報誌発行事業

/教育政策課

学校教育及び家庭、地域社会における教育に対する

関心を高め、学校・家庭・地域・行政が一体となっ
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・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

・家庭教育学級の実施

/公民館

・家庭教育講演会の開催

/公民館

・子育て支援事業

/公民館

・子育てすこやか広場事業

/保育幼稚園課

た教育を推進する一助とするため、教育情報誌「う

らやすスタイル 25，26、27 号を発行し、園児・児

童・生徒を通じて各家庭に周知するとともに、社会

教育施設や自治会等を通じて市民に周知しました。

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14,937組・33,374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 2,558 組・

5,175 名。浦安駅前保育園が 2,391 組・5,380 名。

入船北保育園が 3,206 組・6,774 名。しおかぜ保育

園が 1,630 組・3,432 名。ﾎﾟﾋﾟﾝｽﾞﾅｰｻﾘｰｽｸｰﾙ新浦安

が 2,981 組・6,234 名。弁天保育園が 3,077 組・

6,703 名。高洲保育園が 3,495 組・7,707 名。愛和

元町保育園が 1,972 組・4,370 名でした。

幼稚園や小・中学校の保護者を対象に家庭教育学級

を実施しました。幼稚園７学級、小学校７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学級実施しました。

幼稚園や小・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、

76名が参加しました。

子育て世代が楽しく学べ交流できるような子育てを

支援するため、子育て支援サロンや育児講座など

19 事業 88 回実施し、延べ 1,195 名が参加しまし

た。

全園合わせて351回開催し、未就園児の親子延べ

5,995組が利用しました。保育相談は延べ2,260件の

利用がありました。
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＜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ます。ま

た、研修会において他の中学校区や他市の実践例を学んだり、元町・中町・新町地区の交流を検討したりする

ことで、地域の特色を生かした学校支援の体制づくり、教育環境づくりを図ります。/教育政策課・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、団体や人材の登録および活用を図っていきます。今後、インターネットを活用して生涯学習

情報の収集に力を入れ、生涯学習活動が身近に感じられるものとなるよう各施設のホームページの充実を図

り、情報の発信を行います。/生涯学習課

・放課後・土曜日等の教育活動のありかた検討事業については、関係各課と連携し、放課後・土曜日等の教育環

境を豊かなものにするため、本市の子どもたちにとって望ましい教育活動のあり方について検討し、教育活動

を推進するための環境を整えます。/教育政策課・生涯学習課・指導課・教育研究センター・青少年課・公民館

・生活困窮者等学習支援事業については、平成 28 年度は開催日数を週３回に拡大します。/社会福祉課

・開かれた学校づくり委員会については、参加協力依頼がありましたら平成 28 年度以降も参加します。/生涯学

習課

・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、専門的な技能を備えた地域住民の協力を得て、効果的な指導を行うことで、小中学校の部活動の充実を図

ります。また、26 年度に策定した「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

・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

・学校体育施設開放事業について、旧入船北小学校は、引き続き開放を行っておりますが、現在企画政策課にお

いて、今後の運営に向けた事業募集等を行っており、その事業内容に沿って運用していくものと考えていま

す。また、昨年度設立した東小学校体育施設開放運営協議会は、円滑な開放運営がされるよう支援します。/市

民スポーツ課

・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

作成及びマニュアルを活用した訓練等を行い地域住民の意識高揚を図っていきます。/教育総務課

・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防犯カメラによる敷地内への侵入者の監

視を行うとともに、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

・子どもの帰宅を促すための放送の実施については、子どもの安全を考え、平成 28 年度以降も続けます。/防犯

課・保健体育安全課・指導課・生涯学習課・青少年センター・青少年課

・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

教室や自転車交通安全教室を開催し、交通安全教育の充実を図ります。/保健体育安全課
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・青少年健全育成推進事業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

・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組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

・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

・防災体験講座の開催については、各家庭でできる防災対策や自らの安全を守るための能力を身に着ける防災教

育等の充実を図り、防災に対する理解と関心を深め、防災意識の高揚と地域の防災力の向上に努めます。/公民

館

・家庭教育学級の実施については、家庭における教育力の向上を図るため、幼稚園や小・中学校の保護者を対象

にした家庭教育学級を実施します。/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、幼稚園や小・中学校保護者を対象に

家庭教育や家庭のあり方、子育て中の保護者等の悩みを軽減させることを目的に、家庭教育についての講演会

を実施します。/公民館

・子育て支援事業については、親が安心して産み育てるための家庭教育の充実を図るため、幼児期から地域、学校

等との連絡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

・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

６－２ 開かれた学校づくり

施 策 事業名・担当部署 実 績

開かれた学校づ

くり

○学校評議員制度事業

/学務課

・学校評価推進事業

/学務課・保育幼稚園課

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 26 校で 72 回実施し、合計 201 名が参加しまし

た。

市内全小中学校で自己評価及び学校関係者評価を実

施し、自己評価は、全ての学校がホームページや学

校だより等により公表しました。評価項目の中に小

中連携に関しての各校の取組評価を記載する欄を新

たに設けました。さらに、学校経営の参考になるよ

う中学校区ごとにまとめた評価シートを各校に配布

しました。全幼稚園・認定こども園で、学校関係者

評価を行い、学校評価推進委員会を開催して幼稚

園・認定こども園が実施する学校評価の取り組みを
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・情報発信の充実

/教育研究センター

○教育情報誌発行事業【再掲】

/教育政策課

推進、支援しました。

開かれた学校づくりのため、ＨＰシステムの更新と

ともにＨＰ講習会を３回実施し、88 名が参加しま

した。各校のＨＰ作成の支援をしました。

学校教育に対する理解を深め、学校・家庭・地域・

行政が一体となった教育を推進する一助とするた

め、教育情報誌「うらやすスタイル 25，26、27 号

を発行し、園児・児童・生徒を通じて各家庭に周知

するとともに、社会教育施設や自治会等を通じて市

民に周知しました。

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

○学力調査の活用推進【再掲】

/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

・情報セキュリティ体制の整備

/教育研究センター

教職員研修会を 51 講座実施しました。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、教育情報「かけはし」を年

10 回配信して各種情報の提供を推進し、教職員の

質や指導力の向上を図りました。

浦安市の課題と改善例ををまとめた報告書を作成

し、市内小中学校に配布し指導資料として活用する

ことで、教職員の指導力向上を図りました。

教育委員会内での調整会議を２回開催し、現在ある

教育研究センターに教職員の資質や指導力向上を図

るための機能を整備することや、今後求められる

様々な相談機能や研修機能、情報機能等の配置の考

え方等をまとめた整備方針について検討を行いまし

た。また、今後の教育の方向性を学ぶため、講師を

招へいした研修会を３回開催しました。

新規採用職員対象に研修会を年６回開催し、セキュ

リティ意識と技能の向上を図りました。全教職員対

象に情報セキュリティ研修を年２回実施することに

より、セキュリティ意識と技能を高めました。

教員が子どもと

向き合う環境の

整備

○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

教育研究センター主催の研修会を４回実施しまし

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・指導要録・調査書（中学校）の作成を行
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・事務の軽減化・効率化の推進

/教育総務課

・教職員のメンタルヘルスカウンセリ

ング事業

/学務課

い、校務の効率化を進めることができました。

全小・中学校２６校に１名ずつ市費学校事務非常勤

職員を配置しました。それにより事務の軽減化・効

率化を図ることができ、教員が子どもと向き合う時

間が増えました。

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。年間で面接が

15 回、電話相談が 4件実施されました。

＜今後の方向性＞

・学校評価推進事業については、全幼稚園・認定こども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・認定こども園）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

・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組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、県教職員研修との関連を考えながら計画

し、いじめ防止等の今日的課題に対応した研修を実施します。特に若年層教員に対しては、年３回の校外研修

だけでなく、市教委の訪問による授業参観指導や、各校の若手教員研修チームによる校内研修体制を整えるな

ど、ＯＪＴを通じて指導力を育成します。また教育情報「かけはし」の定期的な配信や各種情報の提供によ

り、教職員の質や指導力の向上を図ります。/指導課・教育研究センター

・学力調査の活用推進については、分析ツールの一層の活用を各校に依頼します。また。学力調査の結果を的確

に分析し、課題と改善のポイントが明確になるよう市内小中学校に周知していきます。また、学力調査に係る

会議を年２回実施し、学力調査の結果を受けた授業改善、指導法に関する講演や協議を行うことで、市内各校

の学力の向上を図ります。/指導課

・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。また、教職員の資質・指導力の向上や地域の教育活動の充実、子

育て支援の連携強化の拠点とするため、現教育研究センター機能を充実させるための具体的な検討を行いま

す。/教育政策課・教育研究センター

・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

・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



- 54 -

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

６－３ 教育環境の整備充実

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

・学校選択制推進事業

/学務課

・学校適正配置の推進

/学務課

・入船・美浜地区学校統合推進事業

/教育政策課・学務課

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、地域の特色にあった開かれた学校づくりをめざ

すことができました。

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 5校計 44 名、中学校 3 校計 114 名が学

校選択制度で入学しました。

入船・美浜地区の学校統合を検討する中で、全市的

な学校適正配置の検討の必要性が生じたため、学校

適正化の基本方針を基にした整備方針を今後策定す

ることを決定しました。

平成 27 年度に開校した入船小学校の開校式及び校

歌・校章の制定など魅力ある学校づくりを支援しま

した。また、児童生徒数の推移を見極め、教育委員

会として美浜地区学校統合の一時凍結を決定しまし

た。

教育施設等の整

備充実

◎ＩＣＴ環境の整備及び効果的な活用

【再掲】

/教育研究センター

□小中学校・幼稚園大規模改修事業

/教育施設課

○□小中学校校舎エアコン設置事業

ＰＣ等整備計画に基づき修正を加えて整備を進めま

した。ＩＣＴ支援員をタブレットモデル校にのべ

159 日、その他の市立全小・中学校にのべ 120 日派

遣し、ＩＣＴ環境の効果的な活用を図りました

ファシリィティ・マネージメントの調査内容、児

童・生徒の推計などを考慮し、平成 28 年度から浦

安中学校の大規模改修事業の基本・実施設計を行う

ことにしました。

未整備の特別教室・配膳室（1階）・武道場にエア
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/教育施設課

◎特別支援学級等整備事業

/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

【再掲】

/教育政策課・教育研究センター

・小中学校校庭液状化対策事業

/教育施設課

□◎こどもの広場整備事業【再掲】

/青少年課

・教育委員会大型バス運行管理事業

/教育総務課

コンを設置しました。

一人一人の教育的ニーズに応じた多様な学びの場の

充実を図るため、入船小学校に特別支援学級を開設

するとともに、富岡中学校の特別支援学級開設に向

け準備を進めました。また、通級指導教室「ことば

の教室」を「ことばときこえの教室」に改称し、難

聴のある児童の指導・支援の充実を図りました。

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、小中

学校に学習支援室の環境整備を計画的に行いまし

た。余裕教室の状況を把握しながら、浦安小学校、

日の出南小学校に学習支援室を整備しました。

教育委員会内での調整会議を２回開催し、現在ある

教育研究センターに教職員の資質や指導力向上を図

るための機能を整備することや、今後求められる

様々な相談機能や研修機能、情報機能等の配置の考

え方等をまとめた整備方針について検討を行いまし

た。また、今後の教育の方向性を学ぶため、講師を

招へいした研修会を３回開催しました。

平成 26 年度までに市内７中学校の校庭液状化対策

事業を行いました。

既製遊具を中心とした従来の公園とは異なり、子ど

もたちが自由な発想の中で、想像力を働かせ、冒険

心を育み、自立性や社会性を高めることを目的とし

て整備したものです。

教育関係団体等に対し、教育委員会で賃借している

大型バス（ふれあい号）の貸出を行い、社会教育の

振興や学校教育の充実をはかりました。

平成 27 年度運行件数：149 件

就学に対する援

助の充実

◎浦安市奨学金制度

/教育総務課

高等学校、大学等に在学する方に対し、入学準備

金・修学金を 42 名に貸し付け、修学に対する経済
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○要保護及び準要保護児童・生徒就学

援助事業

/学務課

的支援を行いました。

平成27年度要保護児童65名・要保護生徒33名・準要

保護児童438名・準要保護生徒292名を認定し援助を

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

・入船・美浜地区学校統合推進事業については、美浜地区学校統合を一時凍結とし、市全域での学校施設の適正

配置について検討します。/教育政策課・学務課

・ＩＣＴ環境の整備及び効果的な活用については、児童・生徒の自ら考える力や学習意欲の向上を図るため、引

き続きモデル校３校においてタブレット端末の効果的な活用方法を検証するとともに、段階的に市立小・中学

校への導入を進めます。情報政策課と協議しながらＰＣ等整備計画を見直し、今後のタブレットやデジタル教

科書の導入拡大の検討とともに、それに対応できる校内ネットワークや機器の整備を含むＩＣＴ環境を充実さ

せ、活用を図ります。/教育研究センター

・特別支援学級等整備事業については、平成 29 年度までに全中学校に特別支援学級を整備します。通級指導教室

については特別な教育的支援を必要とする子どもの教育的ニーズに応じて整備を図ります。/教育研究センター

・学習支援室整備事業については、学習支援室は、平成 27 年度に全校整備が完了しました。今後は、学習支援室

の使用状況を確認しながら、さらに環境整備に取り組みます。/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。また、教職員の資質・指導力の向上や地域の教育活動の充実、子育て

支援の連携強化の拠点とするため、現教育研究センター機能を充実させるための具体的な検討を行います。/教

育政策課・教育研究センター

・こどもの広場運営事業については、さらに利用者に満足していただけるよう運営し、バスの利用方法等の見直

しを行っていきます。/青少年課

・教育委員会大型バス運行管理事業については、社会教育や学校教育の充実をはかるため、今後も市立小・中学

校等に大型バスの貸し出しを行っていきます。/教育総務課

・奨学金制度については、高等学校、大学等に在学する方で、経済的理由により修学することが困難な方に対

し、奨学資金の貸付制度と奨学支援金の支給制度を実施することで、修学を容易にし、教育機会の均等を図っ

ていきます。/教育総務課

教育委員会議での主な意見

地域ぐるみの教育支援について、学校等で要保護、準要保護等が把握されており、子どもが対象になると思

うが、教育委員会と社会福祉課が、連携をとれるのかといったところもしっかりと見ておく必要がある。

生活困窮者等学習支援事業は、非常に良い事業である。

開かれた学校づくり協議会について、中学区ごとの地域との連携のあり方、組織はこんなふうになってい

て、評議員会もこういう形になっているというようなものをつくってほしい。人材バンクもたくさんあると
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第７節 多様な学習ニーズに応える学習機会の充実

７－１ 学習課題に応じた学習機会の充実

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

・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

/中央図書館

・一般奉仕事業

/中央図書館

○図書館資料の充実

/中央図書館

・図書館講座・講演会

/中央図書館

・郷土博物館運営事業

/郷土博物館

「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、181名が参加しました。

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36回実施し、347名が受講し

ました。

防災、環境、人権、国際理解等、現代的な課題に応

じた学習を66事業173回実施し、延べ3,317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、126,435

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 2,056,074 点で、そのう

ち一般成人向け資料は 1,598,764 点を貸出しまし

た。また、507,995 件のリクエストに応えました。

54,152 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。

27 事業を計 885 回開催し、延べ 11,623 名が参加し

ました。

主催事業では、休日体験（延べ 35 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 110,402

名（内、休日体験及びイベント参加者は延べ 5,722

人）の来館者がありました。

思うし、すぐれた社会教育資源もある、コーディネーターも配置されている。浦安の特徴を生かしたものを

やってほしい。
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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・相談支援を行う場として、きぼう

青年学級・きぼう青年学級アフターファイブを 23

回実施し、延べ 392 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

ントとして開催しました。全 14 種目に加え、多く

のイベントに、延べ 3,043 名が参加しました。

市民の方々の健康増進、体力づくりを目的として、

いつでもどこでも手軽に楽しめるスポーツの振興・

普及を図るために公式輪投げ大会を実施し、51 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

働く市民のため、ビジネススキル向上の実践型セミ

ナーを５事業５回実施し、延べ 48 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、時代の変化に応じた市の取り組みを講座に反映するとともに、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、防災、環境、人権、国際理解

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。/中央図書館

・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。/中央図書館

・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。/中央

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博物館運営に努め、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・交流支援事業の充実と市民との交流を図るとと

もに、多様な障がいについて理解する学習機会の提供を行います。今後、実施に際しては市民ボランティア

等、地域の協力を得て、地域とのつながりが持てる内容と運営に取り組みます。/公民館

・スポーツの集いについては、市民が気軽に軽スポーツ等を体験・参加できるイベントを開催し、「生涯スポーツ
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健康都市」宣言が市民に広く浸透していくように啓発を行っていきます。/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

・就労支援事業については、労働は社会を支える根幹であり、特に若年層・女性の就労のための学習情報の提供

や勤労者のキャリアアップ学習を推進します。/公民館

７－２ 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】

/中央図書館

○教育情報誌発行事業【再掲】

/教育政策課

市民の学習要求に応えられるよう、「まなびねっと

URAYASU」において、公民館や図書館等で開催して

いる講座情報や団体・人材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

推進するために、市のホームページやまなびネット

URAYASU、公民館等の施設において、パンフレット

を配布しました。

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、夏号を各

18,000部、春号を21,000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（春号、夏号

秋号、新春号）222,200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、126,435

件の案内サービスを実施しました。

相談窓口の案内の周知や、学校教育及び家庭、地域

社会における教育に対する理解を深めるため、教育

情報誌「うらやすスタイル」25，26、27 号を発行

し、園児・児童・生徒を通じて各家庭に周知すると

ともに、社会教育施設や自治会等を通じて市民に周

知しました。
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学習相談窓口の

整備・充実

・学習相談事業

/公民館

サークル等の自主的な学習活動を支援するため、各

公民館窓口で各種相談や問合わせ等に随時対応しま

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、団体や人材の登録および活用を図っていきます。/生涯学習課

・生涯学習まちづくり出前講座については、時代の変化に応じた市の取り組みを講座に反映するとともに、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

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。/中央図書館

・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組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

・学習相談事業については、市民の知りたい情報を分かりやすく提供できる仕組みづくりを進めるとともに、相

談に適切に対応できる体制の充実に努めます。/公民館

７－３ 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

595,488名の利用がありました。また、利用者の利

便性向上や窓口サービスの充実を図るため、平成27

年4月から土曜日の窓口業務時間を午後5時まで延長

しました。

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

６館で開催し、延べ 27,825 名が来場しました。

公民館施設の整

備

◎□堀江公民館大規模改修事業

/公民館

平成26年9月、大規模改修工事に着手し、平成27年3

月に完了。同年4月16日にリニューアルオープンし

ました。
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◎□富岡公民館大規模改修事業

/公民館

平成 27 年 11 月、大規模改修工事に着手し、平成

28 年 5 月に完了。同年 6 月 17 日にリニューアルオ

ープンします。

図書館の運営の

充実

◎電子資料提供サービス事業

/中央図書館

◎図書館サービス拡充事業

/中央図書館

○児童サービス事業【再掲】

/中央図書館

○図書館資料の充実【再掲】

/中央図書館

・ハンディキャップサービス事業

【再掲】

/中央図書館

・ブックスタート事業

/中央図書館

・レファレンスサービス事業【再掲】

/中央図書館

・一般奉仕事業【再掲】

/中央図書館

・児童集会事業【再掲】

/中央図書館

震災資料のデジタル化事業に取り組み、約 34,000

点のデジタルコンテンツを登載した「浦安震災アー

カイブ」をインターネット上に公開しました。

平成 27 年 7 月から月曜日及び分館の開館時間の延

長を行いました。

図書館全体の年間貸出数は 2,056,074 点で、そのう

ち児童書は 457,310 点を貸出しました。「えほんの

じかん」等集会事業には 8,985 名が参加しました。

また、学校や保育園等において、25,247 名の子ど

もたちに読み聞かせなどを行いました。

54,152 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

335 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 1,282 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催し、延べ

674 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、126,435

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 2,056,074 点で、そのう

ち一般成人向け資料は 1,598,764 点を貸出しまし

た。また、507,995 件のリクエストに応えました。

絵本作家を招き「子どもの本の講座」を開催しまし

た。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 211 名の参加がありまし



- 62 -

・図書館講座・講演会【再掲】

/中央図書館

・図書館情報サービスの充実

/中央図書館

た。

27 事業を計 885 回開催し、延べ 11,623 名が参加し

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。

図書館施設の整

備

◎中央図書館大規模改修

/中央図書館

平成 30 年度に予定している大規模改修工事に向

け、館内での検討・準備を進めました。

＜今後の方向性＞

・公民館運営事業については、サークル・団体等の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努めます。/公民館

・公民館施設予約管理システム事業については、市民の公民館利用を促進するため、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

・公民館文化祭については、公民館を利用し、学習活動を展開しているサークル・団体等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、引き続き公民館文化祭を開催します。/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 月に大規模改修工事が完了し、同年 4月 16 日にリニュー

アルオープンしました。/公民館

・富岡公民館大規模改修事業については、平成 27 年 11 月、大規模改修工事に着手し、平成 28 年 5 月に完了し同

年 6月 17 日にリニューアルオープンします。/公民館

・図書館サービス拡充事業については、市民への広報をさらに進め、利用の促進を図っていきます。/中央図書館

・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。/中央図書館

・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。/中央図書館

・ハンディキャップサービス事業については、活字の図書を読むことが難しい方のための録音資料等の製作や、

来館が困難な方のための宅配、入院している方のための病院サービス等のサービスを拡充していきます。/中央

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。/中央図書

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。/中央図書館

・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。/中央図書館

・児童集会事業については、子どもたちや、子どもに関わる大人たちに読書の大切さを伝える集会事業を開催し

ていきます。/中央図書館

・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。/中央

図書館

・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。/中央
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図書館

・中央図書館大規模改修については、施設本体の基本設計に先立ち、駐車場の整備に向けた測量及び周辺整備の

設計を実施します。/中央図書館

第８節 ライフステージに応じた学習機会の提供

８－１ 家庭教育の充実

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【再掲】

/公民館

・子育て支援事業【再掲】

/公民館

家庭教育学級の記録をまとめた冊子を 500 冊作成

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７学級、小学校７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・中学校の保護者や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、

76名が参加しました。

子育て世代が楽しく学べ交流できるような子育てを

支援するため、育児講座や子育て支援サロンなど

19 事業 88 回実施し、延べ 1,195 名が参加しまし

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、夏号を各

18,000部、春号を21,000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

教育委員会議での主な意見

博物館の展示内容は、大部分をインターネットに掲載することが可能で、極端なことを言えば、来館せず

に展示内容を確認できることになる。実感的に理解したり、体験できることが博物館の役割として一層意味

を持つことになる。また、地域課題を意識した事業運営に当たっても、ＩＣＴを活用して、図書館や市長部

局と連携しつつ、課題解決に必要なデータをどのように展示、提示するのかも、検討する必要がある。

震災のときのデータを含めて、さまざまデータを収集することになるため、図書館との連携の中で博物館

を考えていくことになる。
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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】

/中央図書館

○子育てすこやか広場事業【再掲】

/保育幼稚園課

○明海つどいの広場等運営支援事業

/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【再掲】

/保育幼稚園課

○地域子育て支援センター事業

【再掲】

/保育幼稚園課

等を通じて市民に配布しました。

親と子のふれあいを深めるとともに、仲間づくりの

一助とするため、読み聞かせ、親子工作やリズム遊

びなどのレクリエーションを19事業160回実施し、

延べ3,244名が参加しました。

子育て中の女性の学びを保障するため、保育付き主

催事業を122事業536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。

絵本作家を招き「子どもの本の講座」を開催しまし

た。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 211 名の参加がありまし

た。

全園合わせて351回開催し、未就園児の親子延べ

5,995組が利用しました。保育相談は延べ2,260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

3,039 人、一時保育は 1,896 人の利用がありまし

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、4,900 人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14,937組・33,374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 2,558 組・
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5,175 名。浦安駅前保育園が 2,391 組・5,380 名。

入船北保育園が 3,206 組・6,774 名。しおかぜ保育

園が 1,630 組・3,432 名。ﾎﾟﾋﾟﾝｽﾞﾅｰｻﾘｰｽｸｰﾙ新浦安

が 2,981 組・6,234 名。弁天保育園が 3,077 組・

6,703 名。高洲保育園が 3,495 組・7,707 名。愛和

元町保育園が 1,972 組・4,370 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】

/中央図書館

・児童集会事業【再掲】

/中央図書館

出生届受領時 1,282 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催し、延べ

674 名の参加がありました。

絵本作家を招き「子どもの本の講座」を開催しまし

た。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 211 名の参加がありまし

た。

＜今後の方向性＞

・家庭教育に関する情報収集と資料の提供については、家庭教育の充実を図るため、関係各課と連携し家庭教育や

子育て支援に関する情報の収集及び啓発事業に取り組んでいきます。/公民館

・家庭教育学級については、家庭における教育力の向上を図るため、引き続き幼稚園や小・中学校の保護者を対

象にした家庭教育学級を実施します。また、子どもの発達段階に応じ保護者の学習支援や交流の場の充実、父

親の育児参加のための学習機会を提供します。/公民館

・家庭教育講演会については、家庭の教育力向上支援の一環として、幼稚園・小中学校保護者を対象に家庭教育

や家庭のあり方、子育て中の保護者等の悩みを軽減させることを目的に、家庭教育講演会を実施します。/公民

館

・子育て支援事業については、親が安心して産み育てるための家庭教育の充実を図るため、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

・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、保護者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

・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
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・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

・児童集会事業については、子どもたちや、子どもに関わる大人たちに読書の大切さを伝える集会事業を開催し

ていきます。/中央図書館

・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。/中央図書館

８－２ 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【再掲】

/公民館

○青少年館管理運営事業【再掲】

/青少年課

◎放課後異年齢児交流促進事業

【再掲】

/青少年課

○少年少女洋上研修事業【再掲】

/青少年課

学校の休業日を利用した体験・交流の場づくりとし

て、ものづくり体験、サイエンス体験学習や自然体

験など全 123 事業 190 回実施し、延べ 3,986 名が参

加しました。

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 300 日、小学生 20,376 名、中

学生 14,950 名、高校生 8,806 名、23 歳未満 1,707

名、その他 3,293 名、合計 49,132 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、日の出、

南、明海、北部、舞浜小学校（夏季休業期間のみ全

校実施）で実施しました。

小学６年生及び中学生を対象に８月 20 日～24 日ま

で実施しました。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ラフティングやナイトハ

イク等の自然体験を通じた様々なグループワーク研

修を北海道日高町を中心に実施し、計 103 名が参加
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・少年の広場管理運営事業【再掲】

/青少年課

・少年親善スポーツ大会【再掲】

/青少年課

○青少年リーダー養成事業【再掲】

/青少年課

○青少年交流活動センター管理運営事

業【再掲】

/青少年課

○青少年交流施設管理運営事業

【再掲】

/青少年課

しました。

18 歳までを対象とした、今川にある市内で唯一の宿

泊ができるキャンプ場です。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。ま

た、ボーイスカウトやガールスカウトなどの定期利

用団体がおり、70 団体、計 2,968 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。14 チーム計 190 名が参加しました。

主に中学生を対象に、野外料理、キャンドルファイ

ヤー、ボランティア体験、ＡＥＤの知識などの講習

会を平成 27 年５月～平成 28 年３月まで 11 回開催

し、青少年リーダーの育成を図りました。会員 31

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

7,475 名、宿泊以外 27,896 名、合計 35,371 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 6,240名、スタジオ貸出1,827名、各

種講座24,022名、自主事業884名、合計32,973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
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・ジュニアリーダー研修会【再掲】

/青少年課

・「浦安市民の森」活用事業【再掲】

/環境保全課・指導課

・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

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 13 日

～12 月 13 日で年間 8回の研修会を実施し、会員数

39 名が受講しました。

小学校５年生を対象に、「浦安市民の森」等を活用

した林間学校を３校で実施しました。また、「浦安

市民の森」における体験活動プログラムの充実が図

られるよう、「浦安市民の森」設置 10 周年記念事業

の際に行った高崎市との意見交換会の中で浦安市の

要望を伝えました。

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。

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、「浦安市教育実践事例発表会」を８月

に実施し、美浜中学校が中学校区の福祉教育に関す

る実践発表を行い、教員の理解を深め福祉教育の推

進を図りました。（幼稚園・認定こども園・小学

校・中学校の教員 54 名参加）

各中学校長から推薦を受けた中学 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

市や女川町、福島県双葉郡広野町でのふたば未来学

園高校との交流等の研修会を実施しました。この研

修をとおして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を高めまし

た。また、今年度は当該事業開始５周年を迎えるこ

とから、これを記念し、これまでの卒塾生を一同に

集め、卒塾後の塾生の活動報告などをとおして、塾

生の更なる成長を促すため、８月 27 日に５周年記
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○うらやすこども大学【再掲】

/生涯学習課

念行事を開催しました。

８月から 12 月までの期間に全７回、市内の３大学

(明海大学、了徳寺大学、順天堂大学)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 51 名が参加しました。市内３大学について

は、事業実施前後に打合わせを行うとともに、実施

にあたっては、各大学の特色を生かした授業及び大

学見学を行っています。

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】

/教育政策課・指導課・生涯学習課・

公民館

「まなびねっと URAYASU」において、団体や人材の

情報を提供しました。

青少年健全育成連絡会と協力し、小学校５年生～中

学生を対象に、標語コンクールを実施しました。な

お、その中の作品を標語入り花・野菜の種（２種

類）として500セット用意し、市民向けの啓発物資

として配布しました。また、標語入りプランター１

個に球根10個を付けたものを97セット用意し、保育

園、幼稚園、小・中学校に配布しました。さらに、

いちょう110番の家のキーホルダー約3,400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

イル約8,900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。

地域と学校の連携をより深めるため、元ＰＴＡ役員

や自治会役員、社会福祉協議会役員など、学校運営

に対する理解や協力の意志があり、地域の現状を十

分に理解している市内在住または在勤、または校長

が必要と認める人を小学校 15 校、中学校９校に 39

名の学校支援コーディネーターとして教育委員会が

委嘱しました。学校環境整備や学習支援、通学路の

見守りなどのボランティアとの連絡・調整を行いま

した。また、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３回開催し、学校
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◯ふるさとふれあい教育活動推進事業

【再掲】

/指導課

支援コーディネーターの育成と市内における学校支

援のネットワーク構築に努めました。

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、地域教育力を活用した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】

/中央図書館

・児童集会事業【再掲】

/中央図書館

・浦安市子ども読書活動推進事業

【再掲】

/指導課・中央図書館

・学校図書館の環境整備

/指導課

図書館全体の年間貸出数は 2,056,074 点で、そのう

ち児童書は 457,310 点を貸出しました。「えほんの

じかん」等集会事業には 8,985 名が参加しました。

また、学校や保育園等において、25,247 名の子ど

もたちに読み聞かせなどを行いました。

絵本作家を招き「子どもの本の講座」を開催しまし

た。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 211 名の参加がありまし

た。

全小・中学校に26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。各学

校図書館で研修会を行い、学校図書館の環境につい

て相互に参観し合う機会を設けました。公立図書館

から学校や保育園等に出向いての読み聞かせ等は、

年間で1,031回、延べ25,247名の子どもたちに実施し

ました。

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

主に中学生を対象に、野外料理、キャンドルファイ

ヤー、ボランティア体験、ＡＥＤの知識などの講習

会を平成 27 年５月～平成 28 年３月まで 11 回開催

し、青少年リーダーの育成を図りました。会員 31



- 71 -

・青少年健全育成団体活動推進

/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

○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

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35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43団体の活動推進を行いました。

青少年の非行防止及び健全育成を図るため、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 700,000 円の助成を行いました。

青少年補導員の街頭補導活動として、中央パトロー

ル 36 回、地区パトロール 177 回、特別パトロール

11 回、計 224 回のパトロールを実施しました。

青少年相談事業

の充実

・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

□○いじめ対策事業

/指導課

青少年センター内に臨床心理士である相談員を配置

し、電話相談を延べ 107 回、来所相談を延べ 83

回、計 190 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1,467回行いました。

児童・生徒及び保護者を対象に、学校生活及び教

育全般にわたる諸問題に対し、電話・面接による

相談を、延べ2,296回行いました。

いじめの未然防止、早期発見、早期対応、重大事

態への対処のための対策を総合的かつ効果的に推

進するため、本市におけるいじめ防止基本方針の

策定を行いました。
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◯適応指導教室事業

/指導課

・青少年相談員事業

/青少年課

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 1,972 名で、教育相談における相談

回数は延べ 2,296 回、訪問相談は延べ 1,467 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 456 名の相談員が参加していま

す。主催事業についても６回の事業を行っており、

のべ 667 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、学校の長期休業日等を利用した生活体験・自然体験など異年齢間での活動を通し

て、広い視野を持った心身ともに健全な青少年の育成を目指します。/公民館

・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

・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

・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

・「浦安市民の森」活用事業については、各学校に体験プログラムの周知を図り、ニーズを伝え、理科教育や防災

教育の面からも活用を促していきます。/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、学校と地域が連携・協働し、福祉教育を推進できるよう、中学校区の工夫を凝ら

した取り組みを紹介し、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

・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

・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
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図書館の環境整備と図書資料の充実に努めます。学校司書と中央図書館司書との連携、学校司書のニーズに合

った研修に取り組み、学校司書の資質の向上を図ります。/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、各学校図書館の蔵書

構成の把握に努めます。また、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

・訪問相談員派遣事業については、「不登校対策支援事業」として拡充し、児童生徒及びその保護者に対する相談

活動、児童生徒の新たな居場所づくり、学校への指導助言や学校を核とするケース会議の推進等、これまで以

上に家庭と学校、関係諸機関との連携強化を図り、不登校の児童生徒への支援を一層充実させます。/指導課

・教育相談事業については、学校生活に関すること、心や身体のこと、その他適性に関すること等個々の状況に

応じて、児童生徒およびその保護者、教育関係者に対し、相談活動を通して支援を継続して行います。/指導課

・いじめ対策事業については、「浦安市いじめ防止基本方針」の施行に伴い、本市におけるいじめの防止、いじめ

の早期発見及びいじめへの対処のための対策を総合的かつ効果的に推進していきます。/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、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、「統括訪問相談員」を新たに配置し、個々に応じたきめ細かな指導・援助を行

うとともに、児童生徒の新たな居場所づくり、学校を核とするケース会議の推進等を通して、学校復帰への支

援を継続して行います。/指導課

・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

・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

・ふるさとうらやす立志塾の開催については、21 世紀のふるさと浦安を担うリーダーの育成を図るために、浦安

の課題や未来等について考え、話し合う活動や浦安の現状とは異なる地域での研修を通して視野を広げ、リー

ダーとしての意欲や意識の向上、知識や能力の習得を図ります。/指導課

・うらやすこども大学については、未来の浦安を担う子どもたちを育成する機会として、市内の３大学や本市と

包括協定を締結している大学と連携していくとともに、市内高校についても、授業ボランティアとして協力を

いただき実施しています。/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、青少年が参加できる学習

情報の提供を積極的に行うとともに、社会教育関係団体や地域人材の登録を促進していきます。/生涯学習課

・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ます。ま

た、研修会において他の中学校区や他市の実践例を学んだり、元町・中町・新町地区の交流を検討したりする

ことで、地域の特色を生かした学校支援の体制づくり、教育環境づくりを図ります。/教育政策課・生涯学習課

・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。/中央図書館
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・児童集会事業については、子どもたちや、子どもに関わる大人たちに読書の大切さを伝える集会事業を開催し

ていきます。/中央図書館

・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

どを行い、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、いじ

め・不登校・引きこもりの相談については、引き続きよりきめ細かな指導助言を行うとともに、適応指導教室

や教育相談をはじめ千葉県ひきこもり地域支援センター等の適切な機関への紹介を行っていきます。さらに広

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

・青少年交流活動センター管理運営事業としては、様々なジャンルの事業を行い、体験活動の推進と特色ある主

催事業を展開していきます。/青少年課

・青少年健全育成啓発事業としては、健全育成の標語コンクールにおける入賞作品を啓発物資とし、より市民に

広めていけるよう周知方法等を検討していきます。/青少年課

・青少年健全育成団体活動推進事業としては、子ども会やボーイスカウト、ガールスカウト、青少年相談員連絡

協議会等の市内団体において、土日での宿泊事業や体験学習事業を数多く開催しており、今後も市内団体と連

携協力を図り、事業活動の推進をしていきます。/青少年課

・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

８－３ 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

・成人対象事業

/公民館

市民の学習要求に応えられるよう公民館や図書館等

で開催している講座情報やサークル・団体活動の情

報を提供しました。

市民等との協働の推進を図るため、餅つき、エコカ

フェなど市民等と一緒に事業を企画運営する協働事

業を11事業49回実施し、延べ1,189名が参加しまし

た。

一般成人を対象に様々なライフステージでの学習機

会の充実を図るため、130事業600回実施し、延べ

13,737名が参加しました。
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・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】

/中央図書館

公民館情報詩「ルネサンス」を年４回（春号、夏

号、秋号、新春号）222,200 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、126,435

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

団塊世代など男性の地域参加、家事能力の向上など

活躍のきっかけづくりを支援するため、料理講座な

ど３事業６回実施し、62 名が参加しました。

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】

/中央図書館

「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、181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36回実施し、647名が受

講しました。

防災、環境、人権、国際理解等、現代的な課題に応

じた学習を66事業173回実施し、延べ3,317名が参加

しました。

27 事業を計 885 回開催し、延べ 11,623 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

/中央図書館・商工観光課

・レファレンスサービス事業【再掲】

/中央図書館

働く市民のため、ビジネススキル向上の実践型セミ

ナーを 5 事業 5 回実施し、延べ 48 名が参加しまし

た。

11 回のセミナーを開催し、延べ 330 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、126,435

件の案内サービスを実施しました。

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

ミドルシニア世代男性の仲間づくり、地域活動を促

す学習・交流の充実を図るため、船釣り講座やセカ

ンドステージ講座を実施し、延べ 536 名が参加しま
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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、市からの学習情報提供を積極的に行うとともに、社会教育関

係団体や地域人材の登録および活用を図っていきます。/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。/中央図書館

・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、地域活動の活発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、防災、環境、人権、国際理解

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。/中央

図書館

・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。/中央図書館

・就労支援事業については、労働は社会を支える根幹であり、特に若年層・女性の就労のための学習情報の提供

や勤労者のキャリアアップ学習を推進します。/公民館

・ミドルシニア世代事業については、30 歳から 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

８－４ 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

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、健康体操（おたっしゃ体操）や口腔体

操（スポーツ吹き矢）を毎月実施し、延べ12,401名

が参加しました。
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・コミュニティ・カレッジうらやす

/公民館

・郷土博物館ボランティア活動

/郷土博物館

・ビデオ定点撮影

/郷土博物館

セカンドステージを仲間と楽しく生きがいのある充

実した生活が送れるよう学習の支援や交流の場を提

供する高齢者大学コミュニティ・カレッジうらやす

を26回実施し、延べ808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 1,230 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。

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 19 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、うたごえサロンや人生パ

ワーチャージを 76 回実施し、延べ 3,982 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、健康体操や文化教

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、実生活に即した教養の向上を図り、社会参加による生きがいを

高めるため、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

・ビデオ定点撮影については、今後も浦安ビデオクラブの協力のもと実施し、本市の記録資料として保存するほ

か、教材等の素材として広く活用していきます。/郷土博物館

・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

第９節 生涯スポーツの振興と健康づくりの推進

９－１ スポーツを楽しむ機会と情報の提供

施 策 事業名・担当部署 実 績

教育委員会議での主な意見

いじめ防止基本方針は、市長部局と共につくり上げるものであるため、今後も市長部局と連携を取り、浦

安市としていじめ防止に取り組んでいくことが求められる。
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スポーツ事業の

充実

・浦安スポーツフェア【再掲】

/市民スポーツ課

・東京ベイ浦安シティマラソン大会

【再掲】

/市民スポーツ課

・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

約 12,000 名のご参加をいただき、26 種目のスポー

ツを通して、スポーツの振興、普及、また、市民相

互の親睦を深めることができました。

10km、3km に加え、今回はハーフの部を復活し、全

3 種目の開催となりました。6,415 名の方々に参加

を頂き、スポーツの振興、交流、また復興している

本市のアピールにも繋げることができました。

市民が気軽に軽スポーツ等を参加・体験できるイベ

ントとして開催しました。全 14 種目に加え、多く

のイベントに、延べ 3,043 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

ムゲームを盛りあげるため応援を行い、スポーツへ

の関心を高め、「応援するスポーツとして市民の連

帯感の高揚」を図りました。12 試合、計 13,446 名

の観客が集まりました。

小学校においては 14 校を開放し、217,106 名が利

用しました。中学校においては 7校を開放し、

69,065 名、合計 286,171 名が利用しました。

オーランドハーフマラソンへ市民 5 名を派遣し、茨

城県下妻市のマラソン大会にも市民 48 名を派遣し

ました。市少年サッカーチームを新発田市へ派遣

し、親善大会を行いました。こうした活動を通し

て、親善と友好を深めると同時に、スポーツの振興

を図りました。

40 名が参加し、正しいスキー技術とマナーの向上

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

市民の方々の健康増進、体力づくりを目的として、

いつでもどこでも手軽に楽しめるスポーツの振興・

普及を図るために公式輪投げ大会を実施し、51 名

が参加しました。
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・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】

/市民スポーツ課

・少年親善スポーツ大会【再掲】

/青少年課

春季大会7,761名、夏季29名、秋季7,635名、冬季40

名の、合計15,465名が参加しました。

春・秋に少年を対象とした少年野球大会を開催しま

した。春は 29 チーム、秋には 32 チームが参加しま

した。

10km、3km に加え、今回はハーフの部を復活し、全

3 種目の開催となりました。6,415 名の方々に参加

を頂き、スポーツの振興、交流、また復興している

本市のアピールにも繋げることができました。

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。14 チーム計 190 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

に楽しめる健康太極拳、グランドゴルフ、クライミ

ングなど159回実施し、延べ3,336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

ントとして開催しました。全 14 種目に加え、多く

のイベントに、延べ 3,043 名が参加しました。

約 12,000 名のご参加をいただき、26 種目のスポー

ツを通して、スポーツの振興、普及、また、市民相

互の親睦を深め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

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。

リーディング事業を「ウォーキング」として、各所

管課で作成しているウォーキングコースを集約した

ウォーキングマップを作成しました。(8,000 部)

予約業務の効率化を図るとともに、施設利用者の利

便性の向上のため体育施設予約管理システムの運営
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/市民スポーツ課 を行いました。

＜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、中町地区より旧入船北小学校を選出し、夏ごろまでに運営協議会を設立し自主運営

を支援していきます。/市民スポーツ課

・市民体育大会及び少年体育大会実施については、市教育委員会や体育協会、軽スポーツ協会の共催事業とし、

加盟団体の運営のもと、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

しむことのできる機会と場を提供します。/市民スポーツ課

・健康づくり事業については、健康に関する知識の普及・啓発を図り、健全な食習慣の確立と定着や運動習慣な

ど市民が健康に関心を持てるようきっかけづくり行っていきます。/公民館

・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

・生涯スポーツ健康都市推進事業については、ウォーキングマップの効率的な活用方法や、歩き方教室等の事業

検討、市内７か所のスポーツ施設に宣言啓発看板の設置を行います。また、現在社会教育委員会議で本市のス

ポーツ事業のあり方についても検討していきます。/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、市民スポーツの向上や健康の増進につながる情報提供を積極

的に行うとともに、スポーツ団体等の登録を促進していきます。/生涯学習課

９－２ 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

市内 6つの総合型スポーツクラブで組織される浦安

市総合型地域スポーツクラブ連絡協議会(以下浦ス

ポという。)主催の会議に出席して助言を行ったほ

か、浦スポ主催事業に消耗品を提供するなど側面的

な支援を実施しました。

市民大会の開催や軽スポーツ協会(11 団体加盟)に

対し補助金を交付し、軽スポーツの普及と軽スポー

ツを通じた市民の健康増進・体力づくりを図りまし

た。

中央地区、日の出地区、高洲地区の 3地区でのスポ

ーツレクリエーションの普及活動を行っているスポ

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
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・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

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。

少年スポーツ団体の育成・競技力向上及び青少年の

スポーツ振興を図るため、補助金を交付し、少年ス

ポーツ団体の活動推進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

・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 6つの総合型スポーツクラブで組織される浦安

市総合型地域スポーツクラブ連絡協議会(以下浦ス

ポという。)主催の会議に出席し、助言を行ったほ

か、浦スポ主催事業に消耗品を提供するなど側面的

な支援を実施しました。

中央地区、日の出地区、高洲地区の 3地区でのスポ

ーツレクリエーションの普及活動を行っているスポ

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では、スポーツクラブ設立を目指す地域への支援、また各クラブの活動を

振興させることにより多くの市民の方々への貢献ができるように今後進めていきます。/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。ま

た、新たにウォーキングマップを活用した事業や公民館主催事業への講師派遣といった協力などの活動も行っ

ており、今後も引き続き経費の補助を行っていきます。/市民スポーツ課

・市民スポーツ団体スポーツ振興補助金事業では、市民スポーツ団体の育成と本市のスポーツの振興を図るた

め、活動経費等の補助を行っていきます。新たに１団体が加盟した浦安市体育協会に対し、活動費や、近年成

績が向上している県民大会派遣費等の補助を行っていきます。/市民スポーツ課

・少年スポーツ団体活動補助事業では、少年スポーツ団体の育成・競技力向上及び青少年のスポーツ振興を図る

ため、体育協会少年部の活動補助金の交付をしていきます。/市民スポーツ課

・オリンピック・パラリンピック選手育成事業について、東京オリンピック・パラリンピックをスポーツ振興の

好機と捉え、出場を目指す優秀な選手の育成と、市民スポーツに取り組む機運の醸成を図るための補助金とし
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て平成 27 年から実施しており８名の選手に 10 万円を交付しました。平成 28 年度につきましても交付対象者を

選定し、事業を継続します。/市民スポーツ課

９－３ 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

/市民スポーツ課

◎□パークゴルフ拡張事業

/市民スポーツ課

運動公園内の屋外施設の管理の中核を担う管理棟を

整備しました。また、硬式野球が出来る野球場及び

遠的競技が可能なアーチェリー場の整備に着手しま

した。

平成 26 年度末に完了しました。

18 ホールに拡張した施設を広く市民に開放し、

24,917 名が利用しました。

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 校を開放し、217,106 名が利

用しました。中学校においては 7校を開放し、

69,065 名、合計 286,171 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

/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、陸上競技場、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。

平成 26 年度に実施しました。

＜今後の方向性＞

・運動公園スポーツ施設整備事業は、平成 28 年度に野球場及びアーチェリー場の整備が完了し、スポーツ施設の

整備は終了します。事業最終年度の平成 29 年度に駐車場の整備と合わせ、駐輪場・トイレ及び園路の整備を行

い、運動公園整備の事業完了となります。/運動公園スポーツ施設整備課

・学校体育施設開放事業は、中町地区より旧入船北小学校を選出し、夏ごろまでに運営協議会を設立し自主運営

を支援していきます。/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
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・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

第１０節 ふるさと浦安の芸術・文化の振興

１０－１ 芸術文化活動の活性化

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

青少年の文化芸術活動の場を設け、市内の文化芸術

の振興及び若手芸術家の研鑽の場・交流の場とする

ことを目的に、「うらやす管弦楽フェスティバル」

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。うらやす管弦

楽フェスティバルは527名の入場、しんうら駅前広

場音楽祭は、3,300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346点、市民手工芸作品展には100点の出品

がありました。

市民参加型事業の一環として、市民が気軽に芸術文

化活動に触れる機会を提供し、参加するサークルや

団体の活性化を図る「うらやす文化市場」を開催

し、14団体が参加し、1,410名が来場しました。ま

た、市民アーティスト支援事業を市内小学校５校で

実施し、272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

・芸術文化団体等との連携

/生涯学習課

市美術展、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。

教育委員会議での主な意見

運動公園スポーツ施設整備について、プロを目指しているサッカーチームがあるが、現在関東リーグに属

している。関東リーグまではホームゲームとして人工芝でできるが、勝ち上がって次のレベルに入ると人工

芝ではできない。今までは市外のグランドを借りてホームをやっているが、それをすると地元にチームがあ

る魅力もなくなり、応援にも行けなくなるので、浦安でホームゲームを戦えるようお願いしたいと思う。
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携強化

・文化団体活動補助金

/生涯学習課

・青少年文化・芸術支援事業【再掲】

/生涯学習課

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。

青少年の芸術文化団体の育成支援として「うらやす

管弦楽フェスティバル」や「しんうら駅前広場音楽

祭」を行いました。うらやす管弦楽フェスティバル

は527名の入場、しんうら駅前広場音楽祭は、3,300

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

□○文化会館大規模改修事業

/生涯学習課

◎新浦安駅前文化施設整備事業

/生涯学習課

市民プラザ大・小ホール舞台照明設備等改修工事を

実施するにあたり、大・小ホール舞台照明設備等改

修工事設計業務委託料を予算計上しました。

東日本大震災以降、建築基準法施行令等の改正によ

り、技術基準が制定されたことに伴い、改修が必要

となったため、これも加えた内容で計画を変更し、

特定天井等改修建築工事、同電気設備工事、同機械

設備工事を２月 10 日に仮契約、市議会の議決を経

て３月 17 日に本契約を締結しました。

平成 29 年度の開館を目指し、新浦安駅前に文化芸

術活動の拠点となる施設の整備をすすめています。

また、管理運営計画を策定するため、有識者や市内

の関係団体からなる検討委員会を設置し、検討を重

ねてきました。

＜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として、「うらやす管弦楽フェスティバル」や「うらやす駅前広場音楽祭」を引き

続き実施していきます。/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年から実施しており、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、文化芸術に関する情報提供を積極的に行うとともに、文化団



- 85 -

体等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、

大・小ホールの舞台照明設備等改修工事を実施するにあたり、平成28年度は設計業務委託について契約を締結

します。/生涯学習課

・文化会館大規模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、電気設備、機械設備の改修

行うこととし、平成27年度は建築工事、電気設備工事、機械設備工事の設計、議会の議決を経て本契約を締結

しました。平成28年度に各工事を行う予定です。/生涯学習課

・新浦安駅前文化施設整備事業については、新浦安駅前に建設予定の民間ビルを市が賃借し、文化芸術の拠点と

なる音楽ホールなど、市民の交流拠点となる駅前にふさわしい施設を平成 29 年度に開館することを目指し、平

成 28 年度は建設工事を進めるとともに、設置管理条例及び規則を制定、指定管理者を選定する予定です。/生

涯学習課

１０－２ 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、市民が気軽に芸術文

化活動に触れる機会を提供し、参加するサークルや

団体の活性化を図る「うらやす文化市場」を開催

し、14団体が参加し、1,410名が来場しました。ま

た、市民アーティスト支援事業を市内小学校５校で

実施し、272名が参加しました。

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 346 点、市民手工芸作品展には 100 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

市民参加型事業の一環として、市民が気軽に芸術文

化活動に触れる機会を提供し、参加するサークルや

団体の活性化を図る「うらやす文化市場」を開催

し、14団体が参加し、1,410名が来場しました。ま

た、市民アーティスト支援事業を市内小学校５校で

実施し、272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
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/指導課 鑑賞会を市内 14 の幼稚園・認定こども園で実施し

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、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。また、手

工芸作品展は、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ることから、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

１０－３ 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

・ビデオ定点撮影【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

土博物館ボランティア「もやいの会」をはじめとし

て、延べ 1,230 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。

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 19 か所）を行いま

した。

「博物館活用の手引き」の活用の推進、各学年の発

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3,137人）などを実

施しました。

屋外展示場文化財の燻蒸を行いました。また、浦安

市郷土博物館調査報告第9集を刊行しました。

浦教研での研修会（１回）や、フォローアップ研修

（４回）、初任者教員研修（１回）、博物館の体験学

習に関する事前説明会（７回）をとおして、教員の

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
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・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・指導課

・展示事業

/郷土博物館

・文化財審議会

/郷土博物館

た。

講座「東京湾漁業を学ぶ3」や、企画展「1957年～

1966年東葛地区(浦安・流山・松戸) 児童木版画作

品展」の中で、講演会や座談会を開催しました。

６月19日に群馬県高崎市立倉渕小学校の５年生が20

名訪問し、博物館と三番瀬において環境学習を行い

ました。また、三番瀬周辺が立ち入り不可であるた

め、直接的に活用する事業は実施せず、学芸員講座

として、「浦安の貝を見分けよう」（５名参加）、「野

鳥観察会」（12名参加）、「海の日イベント 三番瀬

の生き物タッチプール」（自由見学）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8,754名の来場があ

りました。また、市民共催企画展として「1957～

1966 東葛地区（浦安・流山・松戸） 児童木版画

作品展」を開催し3,099名、毎年冬季に開催してい

る「浦安の海苔養殖」展では、4,693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【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」に関する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 17 校、中学校 10 校（市外中学

校１校含む）から延べ 1,441 作品の出展がありまし

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 10 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
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・ふるさと浦安の歴史・地域学習の充

実【再掲】

/指導課

26 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28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・技術保存団体活動補助

/郷土博物館

・伝統文化の保護・継承・公開

/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。

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=博物館前・境川などで延べ 20

回、浦安舟大工技術保存会=年間を通して新造船の

製作、必要に応じて木造船修理を実施）。

文化財の保護と

啓発

・文化財調査

/郷土博物館

「ベカブネ造りの技術伝承」映像制作を行いまし

た。

市史の編さん ○市史の編さん

/生涯学習課・中央図書館・郷土博物館

前回市史に続く 20 年間の浦安市の発展及び、東日

本大震災からの復旧・復興の記録を後世へ伝え、新

たなまちづくりに資するため、新たな市史の編さん

を開始しました。各課事業調査・市史基本方針の決

定・事業者の公募・資料収集等を行いました。

＜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

・ビデオ定点撮影については、今後も浦安ビデオクラブの協力のもと実施し、本市の記録資料として保存するほ

か、教材等の素材として広く活用していきます。/郷土博物館
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・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、浦安三番瀬クリーンアップ大作戦などの活動を広く周知して

いきます。また、倉渕小との交流事業では、三番瀬の歴史や産物を学んだ上で活動ができるようにすると

ともに身近な自然を活用した環境学習に取り組んでいきます。また、観察会については、三番瀬周辺の立ち入

りの許可が下り次第、再開したいと考えております。/郷土博物館・環境保全課・指導課

・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、ふるさと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をはじめ、市内各小中学校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

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、博学連携や学習機会の一層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。また、中学校で実施する職場体験において、独自のカリキュラムを作

成し、学芸員の仕事の体験を通して、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28年度以降企画部市史編さんプロジェクトに業務を引き継ぎました。/生涯学習

課

教育委員会議での主な意見

浦安の文化をどのように捉えるのか、一層議論を深めることが必要なのではないか。従来、文化財を歴史
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第１１節 地域に生きる生涯学習活動の支援

１１－１ 学習支援のための人材育成と活用

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・教育政策課

・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

・ビデオ定点撮影【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・指導課・生涯学習課・

公民館

○青少年リーダー養成事業【再掲】

「まなびねっと URAYASU」において、学校支援コー

ディネーターやボランティアなど、地域で活動して

いる団体や人材の情報を提供しました。

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、おはなし配達人講座を11回開催し、延べ

251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 1,230 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。

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 19 か所）を行いま

した。

地域と学校の連携をよりいっそう推進するため、学

校と学校支援ボランティアをつなぐ学校支援コーデ

ィネーターを小学校 15 校、中学校９校に 39 名配置

し、読み聞かせ、外国語教育、キャリア教育等の学

習支援や花壇などの環境整備等のボランティア活動

のコーディネートを行いました。また、学校支援活

動に幅広く対応するため、学校支援コーディネータ

ー研修会（交流会）を３回開催し、学校支援コーデ

ィネーターの育成と市内における学校支援のネット

ワークを構築に努めました。

主に中学生を対象に、野外料理、キャンドルファイ

的遺産や伝統文化の継承という点から考えてきたかと思う。実際に郷土博物館では、漁業の歴史や元町の歴

史を中心に資料の収集や事業を展開してきたが、これからはそれとともに、現在あるいは将来問題になる地

域課題をも事業運営に意識するので、今後の浦安で大切にすべき文化が何であり、そのためにはどのような

課題があるのかを来館者が発見できることが重要だと考える。また、そうした文化の形成に当たり、博物館

ができること、あるいはなすべきことは何であるのかを検討する必要がある。



- 91 -

/青少年課

・ジュニアリーダー研修会【再掲】

/青少年課

・公民館運営審議会

/公民館

・図書館協議会

/中央図書館

・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

ヤー、ボランティア体験、ＡＥＤの知識などの講習

会を平成 27 年５月～平成 28 年３月まで 11 回開催

し、青少年リーダーの育成を図りました。会員 31

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

を目標として、研修会を実施しました。

６月 13 日～12 月 13 日で年間 8回の研修会を実施

し、会員数 39 名が受講しました。

奇数月の第１金曜日に定例会を年６回、臨時会を１

回開催しました。

4 回の会議及び市内分館の視察を実施しました。

「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。（27 年度末委員数 31 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・教育政策課

・地域コーディネート事業

/公民館

「まなびねっと URAYASU」において、学校支援コー

ディネーターやボランティアなど、地域で活動して

いる団体や人材の情報を提供しました。

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、団体や人材の登録および活用を図っていきます。/生涯学習課

・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
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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

・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

・ビデオ定点撮影については、今後も浦安ビデオクラブの協力のもと実施し、本市の記録資料として保存するほ

か、教材等の素材として広く活用していきます。/郷土博物館

・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

・公民館運営審議会については、公民館の運営について、調査審議するために公民館運営審議会を設置していま

す。その職務は館長の諮問に応じ、公民館の各種事業の実施につき、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回の会議を実施し、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。/中央図書館

・郷土博物館活用推進委員会については、今後も学校教育における博物館の授業活用を推進し、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

１１－２ 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

「まなびねっとURAYASU」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、市民が気軽に芸術文

化活動に触れる機会を提供し、参加するサークルや

団体の活性化を図る「うらやす文化市場」を開催

し、14 団体が参加し、1,410 名が来場しました。ま

た、市民アーティスト支援事業を市内小学校５校で

実施し、272 名が参加しました。
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・公民館文化祭【再掲】

/公民館

各公民館において、地域の特色を活かした文化祭を

６館で開催し、延べ 27,825 名が来場しました。

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

・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

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、21事業93

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「環境講座」」・「切り絵教室」・「タブレット

入門講座」等119事業602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：1,818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、平成 26 年度に補

助金を交付しました。次回は平成 29 年度に補助金

を交付します。

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

サークル等へ活動場所を提供し、延べ 454,784 名が

利用しました。また、文化祭を開催し６館で延べ

27,825 名、利用者研修会には 92 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、社会教育関係団体による学習成果や活動状況を積極的に提供

していきます。/生涯学習課

・公民館文化祭については、公民館を利用し、学習活動を展開しているサークル・団体等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、引き続き公民館文化祭を開催します。/公民館

・社会教育関係団体の育成と指導者育成・発掘については、引き続き社会教育関係団体と積極的に連携、交流及

び協力した学習活動を進めていきます。また、社会教育指導者などの育成、人材発掘活用などに努めます。/公

民館

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

携による推進体制を構築します。/公民館

・文化振興事業については、気軽に芸術文化活動に触れる機会を提供するため、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
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・世界一行きたい科学広場ｉｎ浦安については、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。また、東海大浦安高校の協力を得ているので、大学と

の連携教育を進めていける可能性があります。/生涯学習課・指導課

・サークル・団体活動支援事業については、サークルや団体等に文化活動等の場の提供を行うとともに、文化祭

の開催など日頃の活動の成果の発表機会の充実を図ります。/公民館

１１－３ 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・中央図書館・郷土博物館

・市内大学との連携事業

/公民館・中央図書館・郷土博物館

・明海大学図書館市民開放事業

/中央図書館

公民館や図書館等で開催している講座情報やサーク

ル・団体の情報を提供しました。

郷土博物館と公民館の共催事業として、わらぞうり

づくり体験や海苔すき体験、郷土料理教室など22事

業27回実施し、延べ218名が参加しました。また、

中央図書館と連携して秋の青空おはなし会を、高洲

自動センターと春休み子ども卓球大会などを実施

し、延べ41名が参加ました。このほか、青少年セン

ターや社会福祉協議会との共催事業を実施し、延べ

445名が参加しました。

学校休業日を利用し、明海大学との連携による学生

が児童・生徒の学習支援を行う宿題お手伝いなど3

事業16回実施し、延べ96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

生涯学習部の職員を対象に、全体研修７回、個別研

修として課題研究班１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

15名が参加し、社会教育主事２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。

部内研修会のほか、部外研修会として関東甲信越静

公民館研究大会、千葉県公民館連絡協議会（館長部
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・図書館職員研修

/中央図書館

・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

会/主事部会）や葛南地区公民館連絡協議会（館長

部会/主事部会）が実施する研修会に45名が参加し

ました。

全体研修 3回、特別研修 5回を開催したほか、他機

関主催の研修会に職員を派遣し、職員のスキルアッ

プを図りました。

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 10 回、延べ研修参加人数 12 名が参加

しました。

研修参加回数３回、延べ研修参加人数３名が参加し

ました。

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36回実施し、647名が受講しました。

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、市からの学習情報を積極的に行うとともに、団体や人材の登

録および活用を図っていきます。/生涯学習課

・施設間事業連携については、今後も各施設の人材を活用し、積極的に学習機会の提供をいたします。また、市

内の生涯学習施設等との連携協力体制を推進するとともに、様々な情報を集中させることにより、事業実施に

おける人材等の相互活用を図ります。/郷土博物館・公民館

・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

・公民館職員研修については、内部や外部で実施される研修会等へ参加して、職員のスキルアップを図ります。/

公民館
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・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。/郷土

博物館

・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、市民開放事業を支援していきます。/中

央図書館

・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

・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。/中

央図書館

・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、第２次生涯学習推進計画の策定を見据え、計画を総合的かつ機動的に策

定できる組織とするための検討をしていきます。/生涯学習課

第１２節 浦安で産み育てたい環境を整える

１２－１ 安心して産み育てられる環境をつくる

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

【再掲】

/青少年課

市内 17 児童育成クラブ（民間事業者等：13 クラ

ブ、運営委員会：４クラブ）で実施し、平成 27 年

５月１日現在の入会児童数は 1,933 名でした。

多様なニーズに

応じた子育て支

援

・認定こども園保育事業

/保育幼稚園課

・子育て支援事業【再掲】

/公民館

子ども・子育て支援新制度の実施に伴い、市内 14

の幼稚園のうち、８園が認定こども園に移行しまし

た。

子育て世代が楽しく学べ交流できるような子育てを

支援するため、育児講座や子育て支援サロンなど

教育委員会議での主な意見

社会教育関係団体の優遇措置のあり方の見直しも早急にすべきことではないのか。また、見直しは、部内

における検討の中では重要なものになってくる。認定団体への支援のあり方、それとの関連の中でもう一度

使用料の減免については、十分な検討をしてほしい。
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○要保護及び準要保護児童・生徒就学

援助事業【再掲】

/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

19 事業 88 回実施し、延べ 1,195 名が参加しまし

た。

平成27年度要保護児童65名・要保護生徒33名・準要

保護児童438名・準要保護生徒292名を認定し援助を

行いました。

被災児童4名 被災生徒2名を認定し援助を行いまし

た。

830 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 249 名、授業料については 801 名

分を市内 5私立幼稚園へ交付し、その補助金分を減

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＞

・認定こども園保育事業については、子どもの健やかな成長と保護者に対する子育て支援の充実を目指し、引き

続き、幼稚園の認定こども園化を進めていきたいと考えています。/保育幼稚園課

・子育て支援事業については、親が安心して産み育てるための家庭教育の充実を図るため、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

・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

１２－２ 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

全園合わせて351回開催し、未就園児の親子延べ

5,995組が利用しました。保育相談は延べ2,260件の

利用がありました。

子育て世代が楽しく学べ交流できるような子育てを

支援するため、育児講座や子育て支援サロンなど

19 事業 88 回実施し、延べ 1,195 名が参加しまし

た。
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・地域社会と連携した幼稚園づくりの

推進

/保育幼稚園課

園行事等において、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、親が安心して産み育てるための家庭教育の充実を図るため、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

・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１３節 こどもが元気に成長できる環境を整える

１３－１ こどもの健やかな成長を支える

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・指導課

・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小学校 6校、中学校 5校を指

定しました。

部活動指導者を小学校 16 校に 48 名、中学校９校に

110 名派遣しました。小学校では、ミニバスケット

ボール部、サッカー部外６部、中学校では、野球

部、陸上競技部外 15 部に派遣しました。

就学時健康診断を 1,512 名に実施しました。

小学校で 9,900 名、中学校で 4,268 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・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２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

教育委員会議での主な意見

幼稚園をこども園にしていく上では、最低、預かり保育をしていく状況が全園に生まれてくる必要があ

る。
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○インクルーシブ教育システム構築モ

デル事業

/指導課

◎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

学に関する相談を行いました。保育園、幼稚園、認

定こども園、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

教員を延べ131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、必要となる校内体制の

整備等について実践研究を行いました。

一人一人の教育的ニーズに応じた多様な学びの場の

充実を図るため、入船小学校に特別支援学級を開設

するとともに、富岡中学校の特別支援学級開設に向

け準備を進めました。また、通級指導教室「ことば

の教室」を「ことばときこえの教室」に改称し、難

聴のある児童の指導・支援の充実を図りました。

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、小中

学校に学習支援室の環境整備を計画的に行いまし

た。余裕教室の状況を把握しながら、浦安小学校、

日の出南小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56名、生徒19

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・防犯課・

保育幼稚園課・青少年課・指導課

警備員を全小学校 17 校に各１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。
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・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

交通整理員を９か所に 14 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 17 回実施しま

した。

「防災教育指導資料」の活用について周知するとと

もに、「防災教育を中心とした実践的安全教育公開

事業」での市内中学校の実践を共有しました。

＜今後の方向性＞

・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 年度に策定した「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

・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、合理的配慮の提供に努めます。また、

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により、教育的ニーズに応じた支援の充実を図りま

す。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、教職員への指導の

充実を図ります。さらに、一人一人の教育的ニーズに応じた多様な学びの場の充実を図るため、特別支援学級

や通級指導教室の整備を計画的に進めます。/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ました。今後は、まなびサポート研修会やモデル校の追跡事例

や研究の事業報告書（冊子）及び概要版（リーフレット）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、教職員への指導の充実を図ります。/教育研究センター

・特別支援学級等整備事業については、平成 29 年度までに全中学校に特別支援学級を整備します。通級指導教室

については特別な教育的支援を必要とする子どもの教育的ニーズに応じて整備を図ります。/教育研究センター

・学習支援室整備事業については、学習支援室は、平成 27 年度に全校整備が完了しました。今後は、学習支援室

の使用状況を確認しながら、さらに環境整備に取り組みます。/教育研究センター

・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による敷地内への侵入者の監

視を行うとともに、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

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

１３－２ 豊かな心を育む



- 101 -

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

【再掲】

/青少年課

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、日の出、

南、明海、北部、舞浜小学校（夏季休業期間のみ全

校実施）で実施しました。

こどもを育む親

力・地域力の向

上

・家庭教育学級【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７学級、小学校７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・中学校の保護者や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、

76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500冊作成

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

/保育幼稚園課・指導課

○子育てすこやか広場事業【再掲】

/保育幼稚園課

・認定こども園保育事業【再掲】

/保育幼稚園課

・子育て支援事業【再掲】

市内９園で実施し、延べ入園者は319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351回開催し、未就園児の親子延べ

5,995組が利用しました。保育相談は延べ2,260件の

利用がありました。

子ども・子育て支援新制度の実施に伴い、市内 14

の幼稚園のうち、８園が認定こども園に移行しまし

た。

子育て世代が楽しく学べ交流できるような子育てを
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/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

支援するため、育児講座や子育て支援サロンなど

19 事業 88 回実施し、延べ 1,195 名が参加しまし

た。

特別増置教員を 17 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

・生徒指導推進事業【再掲】

/指導課

全小・中学校に26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、心が健康で健やかな学校生活が

送れるよう支援しました。

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 10 件の相談を受理しました。「浦安市い

じめ防止基本方針」の施行に伴い、いじめの防止等

のための対策及び相談機関の周知を図るため、啓発

用クリアファイルを作成し、市立各小中学校に送付

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、家庭における教育力の向上を図るため、幼稚園や小・中学校の保護者を対象

にした家庭教育学級を実施します。/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、幼稚園や小・中学校保護者を対象に

家庭教育や家庭のあり方、子育て中の保護者等の悩みを軽減させることを目的に、家庭教育についての講演会

を実施します。/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、家庭教育の充実を図るため、関係各課と連携し家庭教育や

子育て支援に関する情報の収集及び啓発事業に取り組んでいきます。/公民館

・市立幼稚園３年保育の推進については、平成28年4月より、北部認定こども園、富岡幼稚園でも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

・認定こども園保育事業については、子どもの健やかな成長と保護者に対する子育て支援の充実を目指し、引き
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続き、幼稚園の認定こども園化を進めていきたいと考えています。/保育幼稚園課

・子育て支援事業については、親が安心して産み育てるための家庭教育の充実を図るため、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・認定こども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

・生徒指導推進事業については、各小・中学校におけるいじめの防止のための取組、警察や関係機関等と連携及

び教育相談の充実を一層推進します。また、「浦安市いじめ防止基本方針」の施行に伴い、本市におけるいじ

めの防止、いじめの早期発見及びいじめへの対処のための対策の一環として、学校や家庭、地域と連携・協同

した取組を実施したり、リーフレット等の啓発物や広報等を活用したりして相談機関の周知を図るなど、いじ

めの防止等のための対策を総合的かつ効果的に推進します。/指導課

※ 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。

教育委員会議での主な意見

インクルーシブ教育については、障害のある方もない方も同じ場所で生活し、学ぶということで、その上

で合理的配慮が必要になってくる。浦安市の場合は、子ども達の障がいにより動きを阻害するものを取り除

くという意味から、まず全校のエレベーター設置、それから段差をどこの学校もないようにしている。ま

た、補助教員や医療的には看護師を入れていることはすごいことである。
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第４章 有識者からの意見

平成28年７月６日と８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、今後も引き続き限られた人員で事業の充実に努めながら、教育行政を推進するよう

にとの評価をいただきました。

○総括的なご意見は次のとおりです。

・学校施設や図書館などの社会教育施設は、時代によって市民の活用方法が変化している。

その中で、市民の要望を反映した浦安市独自の活用等工夫をしていくことが求められる。

・職員の資質の向上のため、たゆまぬ研鑽が求められる。

・現在の点検・評価報告書は、教育ビジョンの施策体系に即した個々の事業評価となってい

るが、目標や施策に対する評価、指標が示されていないことから成果がわかりづらい。今

後、教育ビジョンの改訂に合わせて点検・評価報告書の改善が必要である。

○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)」

１－１ 学びの連続性を重視した教育の推進

各学校間の連携は大変重要で必要ですが、その分類と重要な意図・目的・効果を行政から

明確にする必要がある。

１－２ 学ぶ意欲の育成と確かな学力の形成

ＩＣＴ環境の整備及び効果的な活用のための研修を行っていく必要がある。

第２節 「豊かな心(徳)」

２－１ 豊かな心の育成

ボランティア活動推進事業について、児童・生徒が地域社会の一員として諸活動に推進し

ていけるよう指導の充実を図る必要がある。

２－２ 情操を豊かにする教育

子どもが本を読む機会が少なくなっており、小・中学校における朝の読書時間の確保や図

書館の活用、本を自由に借りることができる場所の提供など考えていく必要がある。公立図

書館司書による読み聞かせ等、市民や学校のために実施していることを強調していくべきで

あり、今後の活動に期待している。

第３節 「健やかな体(体)」

３－１ 体力の向上と健康・安全教育の推進
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交通事故防止対策の充実や火災訓練、地震対策および訓練の実施の徹底が求められる。

地域全体・市民全員で子どもの見守り、交通事故に関心を持っていくことが望ましい。

東日本大震災の経験を風化させないように、学校などの施設に液状化、断層や津波の写真

等の資料を掲示するなど市民に対する防災教育を充実させる必要がある。

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

「浦安市民の森」活用事業について、体験活動プログラムの充実を図っていくことが求め

られる。利用する学校も増えてほしい。

各学校のよきリーダーを育成する研修に配慮がほしい。

中学校の植物工場活用推進に見られるように、各学校の特性が発揮できる発想を望む。

市内の高校・大学の連携を深め生涯学習に繋がる子どもたちの育成の幅を広めてほしい。

４－２ 豊かなかかわりとコミュニケーション能力の向上

浦安には多くの祭り・イベントがあるが、小・中学校とのかかわりの配慮がほしい。ま

た、祭り等のイベントに新旧地域の交流に配慮がほしい。

中学校区を中心に地域とのつながりを持つことが望まれる。

第５節 「郷土愛(誇り)」

５－１ ふるさと浦安の歴史・文化への理解の向上

新旧地域のふるさと感について格差が大きいので、そのことに配慮したふるさとづくりを

推進する必要がある。祭りや市民インベントをとおしたふるさとづくりにおいて、名称や開

催地が時代の流れにより変更しており、定着性が図られていないと感じる。また、イベント

の出店は、大人向けのものが多い傾向にあり、親子で楽しめる催事を増やすことでふるさと

らしさを育むことが必要である。

第６節 教育環境の整備・充実の推進

６－２ 開かれた学校づくり

現在、学校づくり上では、教職員の質・指導力が一番大切であり、若年教職員が多くなっ

ていく中で教職員の研修体制をどう計画的に構築するかが大切である。また、60歳以上の再

任用教員の役割に期待する。

こども教育未来センターを構想しているようだが、全国に機能している「総合教育センタ

ー」が将来的にも幼児・児童・生徒・教師・保護者の教育研修に関するすべてが達成できる

場であり、スタッフも少なくて済むと考える。

第７節 多様な学習ニーズに応える学習機会の充実

７－１ 学習環境に応じた学習機会の充実
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障がい者のための学習支援については、今後も計画的に継続してほしい。

７－３ 公民館・図書館の運営の充実

地域の連帯が希薄になっている中で、市外の人を含め様々な団体が利用することが多い公

民館ではあるが、地域に貢献し、地域の寄り所となる教育施設としての公民館であってほし

い。また、ＮＰＯ団体や市の機関や学校、公民館においては地域団体との連携した事業も不

可欠である。

開かれた図書館運営、図書館以外での本の貸し出しに期待する。

第８節 ライフステージに応じた学習機会の提供

８－１ 家庭教育の充実

親子が学ぶ機会については、各学校で学ぶものと学校から離れて学ぶものに分けて企画す

る必要がある。

８－２ 青少年の健全育成の推進

地域教育力は、地域と学校づくり推進はその効果が大きいだけにもっと本腰を入れて取り

組む必要がある。

図書館内の読書活動推進は内容の充実はみられるが、子どもにとっての読書離れが大き

く、大きな対策を必要とする。学校図書の活用と普段の読書週間の育成を多方面から実態を

把握する必要がある。

小中学生の集団活動としての体験学習の機会不足を感じる。体育祭や合唱祭等の団体練習

の時間が少なく、部活動に加入していない児童生徒にとって集団での生活が大きく減少して

いる。個々活動と集団活動の区分けを行い集団活動の意義を理解しなければならない。

教育相談は、今後もいじめ・不登校・ひきこもり傾向になった児童生徒に対して、よりき

め細やかな児童・助言が必要なだけでなく、要因を持った子どもをどのような場所や内容で

解決していくかも含めて検討する必要がある。

第９節 生涯スポーツの振興と健康づくりの推進

９－１ スポーツを楽しむ機会と情報の提供

浦安市のスポーツのあり方について検討をしている。

生涯スポーツ健康都市宣言をしたが、市では啓発が主であり市民への浸透が弱いように感

じる。行政が生涯スポーツ健康都市宣言に基づいた事業を目に見える形で行っていくことが

求められる。

第10節 ふるさと浦安の芸術・文化の振興

10－１ 芸術文化活動の活性化

浦安市の市民は多くの芸術を愛する市民が多く、活動の場を求めているため、活動の場と
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育成支援する環境づくりが大切になる。また、新浦安駅前の音楽ホールの経営内容と活用方

法に期待する。

第11節 地域に生きる生涯学習活動の支援

11－１ 学習支援のための人材育成と活用

情報提供のあり方も一考する必要である。インターネット時代の今日、インターネットの

更なる充実が必要である。

11－３ 生涯学習推進体制の充実

浦安市の生涯学習は、全国的にも人的や財政的にも運営全体にわたり高水準である。各施

設の事業も充実して行われているが、個人の要求の充足だけでなく、市に根差した事業や市

の独創的な事業が見えない。市民や地域が主体となり市民に愛される施設が望まれる。公民

館においては地域団体などと連携した事業も不可欠である。

第12節 浦安で産み育てたい環境を整える

12－１ 安心して生み育てられる環境をつくる

認定こども園保育等新制度の確立と充実を期待する。

12－２ 地域ぐるみで子育てを支援する

子育て事業の支援を充実していくことが求められる。

第13節 こどもが元気に成長できる環境を整える

13－１ こどもの健やかな成長を支える

子どもの体力向上の推進を継続していってほしい。
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事業一覧（五十音順）

事業名 掲載ページ

ＩＣＴ環境の整備及び効果的な活用 17,24,54

異学年交流活動の充実 37

いじめ対策事業 71

一般奉仕事業 57,61

移動防犯事業 48

入船・美浜地区学校統合推進事業 54

インクルーシブ教育システム構築モデル事業 99

うらやすこども大学 34,69

「浦安市学生防犯委員会Ｖ５」による学生防犯ボランティア活動 34

浦安市子ども読書活動推進事業 22,28,37,70

浦安市児童生徒科学作品展の開催 17

浦安市奨学金制度 55

浦安市民演奏会実行委員会補助金 93

「浦安市民の森」活用事業 32,68

浦安スポーツフェア 30,78,79

運動公園スポーツ施設整備事業 82

英語教育推進事業 23,44

屋内水泳プール非常用飲料水適正化改修工事 82

親子平和バスツアーの実施 44

学習支援室活用の推進 19

学習支援室整備事業 55,99

学習相談事業 60

学力調査の活用推進 16,22,52

学校教育における植物工場活用推進事業 23,35

学校選択制推進事業 54

学校体育施設開放事業 47,78,82

学校適正配置の推進 54

学校図書館の環境の整備 70

学校評価推進事業 51

学校評議員制度事業 51

学校防犯対策の充実 48,99

家庭学習習慣の推奨 17

家庭教育学級 63,101
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事業名 掲載ページ

家庭教育学級の実施 49

家庭教育講演会の開催 49,63,101

家庭教育に関する情報収集と資料の提供 63,101

環境アドバイザー・浦安エコチャレンジを活用した環境学習の推進 35

キャリア教育の推進 23,33,68

教育委員会大型バス運行管理事業 55

教育情報誌発行事業 48,52,59

教育相談事業 71

教育相談推進事業 20,26,102

教職員の質・指導力の向上 52

教職員のメンタルヘルスカウンセリング事業 53

郷土博物館運営事業 57

郷土博物館活用推進委員会 91

郷土博物館活用推進事業 86

郷土博物館の学習体制の充実 86

郷土博物館の活用推進 42

郷土博物館ボランティア活動 77,86,90

芸術文化団体等との連携 83

軽スポーツ協会活動補助事業 80

軽スポーツ大会 58,78

研究指定校・研究奨励校の指定事業 21

健康づくり事業 79

現代的課題事業 57,75

県立特別支援学校分校誘致の推進 20

講演会事業 87

交通公園動物運営事業 29

交通事故防止対策充実 31,48,100

校内研究の奨励・支援 22

公民館運営事業 60

公民館運営審議会 91

公民館施設予約管理システム事業 60

公民館情報誌発行事業 59,75

公民館職員研修 94

公民館文化祭 60,93

公民館保育室活用事業 64
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事業名 掲載ページ

高齢者生きがい対策事業 76

国際理解教育の推進 44

こころのバリアフリー支援事業 26

子育て交流事業 64

子育て支援事業 49,63,96,97,101

子育て支援センター事業 49,64

子育てすこやか広場事業 49,64,97,101

こども教育未来センター整備事業 52,55

こども情報紙発行 63

子どもの帰宅を促すための放送の実施 48

こどもの成長の記録提供システムの活用の推進 52

こどもの広場運営事業 40,55

コミュニティ・カレッジうらやす 77

サークル・団体活動支援事業 93

災害時の避難所運営推進事業 47

サポートファイルの活用の推進 19

三番瀬を活用した環境学習の推進 35,43,87

事業者との連携による防犯対策の推進 48

市史の編さん 88

施設間事業連携 94

指定管理者制度の活用 82

児童育成クラブ管理運営事業 40,96

児童サービス事業 28,61,70

児童集会事業 28,61,70

児童生徒健康診断事業 98

市内大学との連携事業 94

市民参加型事業の推進 74,77

市民スポーツ団体スポーツ振興補助金 81

市民体育大会 79

市民プラザ整備等改修事業 84

事務の軽減化・効率化の推進 53

社会教育関係団体の育成と指導者育成・発掘 93

就学時健康診断事業 98

就学前保育・教育指針推進事業 101

就労支援事業 58,75
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事業名 掲載ページ

ジュニアリーダー研修会 33,68,91

生涯学習関係職員研修 94

生涯学習情報紙の発行 59

生涯学習情報提供システム運営事業 46,59,69,74,79,83,90,91,92,94

生涯学習推進体制の充実 95

生涯学習フォーラム 57,75

生涯学習まちづくり出前講座 57,59,75,95

障がい者のための学習支援事業 58

生涯スポーツ健康都市推進事業 79

小学校高学年における一部教科担任制の導入 16

小中学校・幼稚園大規模改修事業 54

小中学校校舎エアコン設置事業 54

小中学校校庭液状化対策事業 55

小中連携・一貫教育の推進 15,26,38

少人数教育指導員配置事業 17

少人数教育推進事業 16

少年少女洋上研修事業 34,66

少年親善スポーツ大会 40,67,79

少年スポーツ団体活動補助事業 81

少年体育大会 79

少年の広場管理運営事業 40,67

消費生活出前講座 33

情報教育推進事業 17,23

情報セキュリティ体制の整備 52

情報発信の充実 52

食育の推進 31

市立幼稚園３年保育の推進 101

私立幼稚園運営費等補助事業 97

資料整理・調査 86

新浦安駅前文化施設整備事業 84

人権啓発推進事業 25

スキー教室 78

スポーツ交流事業 78

スポーツ推進委員 91

スポーツ推進委員連絡協議会活動費補助金 81
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事業名 掲載ページ

スポーツ推進委員連絡協議会活動補助事業 80

スポーツの集い 58,78,79

生活困窮者等学習支援事業 46

青少年館運営管理事業 39,66

青少年健全育成啓発事業 69

青少年健全育成推進事業との連携 46

青少年健全育成団体活動推進 71

青少年交流活動センター管理運営事業 39,67

青少年交流施設管理運営事業 39,67

青少年サポート事業 20

青少年自立支援未来塾 18

青少年センター職員研修 95

青少年センター相談員研修 95

青少年相談員事業 72

青少年相談事業 71

青少年体験事業 34,66

青少年文化・芸術支援事業 83,84

青少年補導員による街頭指導活動等の推進 71

青少年補導員連絡協議会補助金 71

青少年リーダー養成事業 34,67,70,90

成人対象事業 74

生徒指導推進事業 26,102

生命(いのち)と育ちの森プロジェクト 35

世界一行きたい科学広場 in 浦安 23

世界一行きたい科学広場 in 浦安実行委員会補助金 93

創業支援セミナー 75

総合型地域スポーツクラブ支援事業 80,81

体育施設等予約管理システム維持管理事業 82

体育施設等予約管理システムの維持管理事業 79

体育施設利用時間の拡大 82

大規模幼稚園等特別蔵置教員の配置事業 102

体力向上推進事業 30,98

地域ぐるみでの見守り・防犯対策の推進 48

地域コーディネート事業 91

地域子育て支援センター事業 49,64
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事業名 掲載ページ

地域参加交流事業 75

地域社会と連携した幼稚園づくりの推進 98

地域とともに歩む学校づくり推進事業 39,46,69,90

地域連携事業 93

中・高連携教育の推進 15,38

中央図書館大規模改修 62

適応指導教室事業 72

適応指導教室における教育機能の充実 20

展示事業 87

電子資料提供サービス事業 61

伝統芸能・技術保存団体活動補助 88

伝統文化の保護・継承・公開 88

東京ベイ浦安シティマラソン大会 30,78,79

道徳教育・人権教育の推進 26,38

特別教室、多目的室などの教室解放事業 47

特別支援学級児童・生徒就学奨励事業 99

特別支援学級等整備事業 55,99

図書館協議会 91

図書館講座・講演会 57,62,75

図書館サービス拡充事業 61

図書館情報サービスの充実 62

図書館職員研修 95

図書館資料の充実 57,61

富岡公民館大規模改修事業 61

日本語指導員の派遣 20

人形劇鑑賞会経費 85

認定こども園保育事業 96,101

パークゴルフ拡張事業 82

博物館職員研修 95

ハンディキャップサービス事業 19,29,61

非核平和パネル展の実施 44

被災児童・生徒就学援助事業 97

美術展覧会 83,85

ビデオ定点撮影 77,86,90

被爆体験講和事業 44
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事業名 掲載ページ

開かれた学校づくり委員会 47

部活動推進事業 28,30,47,98

福祉教育の推進 38,68

ブックスタート事業 61,65

フットサル全国リーグ支援事業 78

ふるさと浦安作品展の開催 17,28,43,87

ふるさと浦安伝承事業 87

ふるさと浦安の歴史・地域学習の充実 43,88

ふるさとうらやす立志塾の開催 33,43,68

ふるさとふれあい教育活動推進事業 54,70

ふれあい体験事業 29

文化・芸術活動体験の推進 28

文化会館大規模改修事業 84

文化財審議会 87

文化財調査 88

文化振興事業 83,85,92

文化団体活動補助金 84

平和学習青少年派遣事業 44

放課後・土曜日等の教育活動のありかた検討事業 46

放課後異年齢児交流促進事業 40,66,101

防災教育の推進 31,48,100

防災体験講座の開催 31,48

訪問相談員派遣事業 71

保健教育の充実 31

ボランティア活動推進事業 26,28,33,43,47

ボランティア養成講座 90

堀江公民館大規模改修事業 60

堀江つどいの広場等運営支援事業 64

まなびサポート事業の推進 19,38,98

みどりのネットワーク事業 35

ミドルシニア世代事業 75

明海大学図書館市民開放事業 94

明海つどいの広場等運営支援事業 64

豊かな人間関係づくりの推進 37

幼・保・小・中連携教育の推進 15,37



- 115 -

事業名 掲載ページ

幼稚園就園奨励費補助事業 97

要保護及び準要保護児童・生徒就学援助事業 56,97

理科支援ティーチャー配置事業 22

理科センター事業の充実 22

レファレンスサービス事業 57,59,61,75

若者のための夏休みボランティア 34


