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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27条の規定に基づき、『各教育

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・評

価を行い、その結果に関する報告書を議会に提出するとともに、公表すること』

となっています。 

浦安市教育委員会は、教育委員会が決定した「平成24年度教育施策」に沿った

施策や事業を、また、特に学校教育については、将来を見据えた諸施策を改めて

見直した「浦安市教育ビジョン基本計画改定版」に示した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・評価を行います。 

 

２ 点検・評価の方法 

 

（１）点検・評価の対象 

平成24年度に教育委員会が実施した施策や事業について、「平成24年度教育施

策」と「浦安市教育ビジョン基本計画改定版」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27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こととなっています。 

 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、

懇談会委員の方々は下記のとおりです。また、委員の方々からの主なご意見を

「第４章」(59～64ページ)に記載しました。 

 

・懇談会委員名簿 

                    （職等については、平成 25年 11 月 1日現在） 

  氏 名 職       等 

朱膳寺 宏 一 千葉県社会教育委員・生涯学習委員、千葉県社会教育委員連絡協議会副会長 

渋 川 善 二 元浦安市立美浜单小学校長、元学務課長 

舟 田   香 元浦安市立美浜中学校長、元社会教育課長、元千葉県総合教育センター次長 
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・懇談会 

９月 10日・10月 18日開催 

 

３ 点検・評価の概要 

 

（１）教育委員の活動状況 

教育委員会会議での審議状況や教育委員会議以外の活動状況について記載

しました。 

 

（２）施策の実施状況等 

「平成24年度浦安市教育施策」と「浦安市教育ビジョン基本計画改定版」

に掲げる施策ごとに事業の実績と今後の方向性を記載しました。 

また、教育委員会会議での主な意見を記載しました。 

 

（３）有識者からの意見 

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

 

１ 教育委員会委員名簿（平成 24年度在籍） 

（平成 25年 11 月 1日現在） 

職 名 氏  名 任    期 

委 員 長 小比類巻 勲 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 

委   員 川端  秀仁 平成 19年 10月５日～平成 23年 10月４日 

（平成 22年 11月９日～平成 23年 10月４日 

職務代理者） 

平成 23年 10月５日～平成 27年 10月４日 

（平成 23年 11月９日～平成 24年 11月８日 

平成 24年 11月９日～平成 25年 11月８日 

職務代理者） 

 西脇  保幸 平成 21年 11月９日～平成 25年 11月８日 

 宮澤ミシェル 平成 22年２月 26日～平成 24年９月 30日 

平成 24年 10月１日～平成 28年９月 30日 

委   員 

（教育長） 

黒田 江美子 平成 19年８月１日～平成 23年７月 31日 

平成 23年８月１日～平成 27年７月 31日 

 

  ２ 教育委員会会議での審議状況 

   平成24年度においては、定例会を12回、臨時会を１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 5 

2 教育委員会規則・訓令等の制定・改廃 8 

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 15 

5 教育関係職員の人事方針の決定 2 

6 教育功労者の決定 1 

7 当初・補正予算審議 5 

8 その他 12 

計 49 
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・平成 24年度 教育委員会会議 議案一覧 （＊分類は前ページの分類番号と対応しています。） 

議名 

開催日 
議     案 

分

類 

傍聴 

者数 

第４回定例会 

４ 月 12 日

（木） 

・浦安市スポーツ推進委員の委嘱について ４ なし 

 

第５回定例会 

５ 月 10 日

（木） 

・平成 24年度一般会計（教育費）に係る補正予算（案）について 

他、請願 1件、行政不服審査法による異議申立書１件 

７ 

 

なし 

第６回定例会 

６ 月 14 日

（木） 

・浦安市社会教育委員の委嘱について 

・浦安市文化財審議会委員の委嘱について 

・浦安市青尐年センター運営協議会委員の委嘱について 

・浦安市青尐年補導員の委嘱について 

・浦安市スポーツ推進委員の委嘱について 

・浦安市公民館運営審議会委員の委嘱について 

・浦安市図書館協議会委員の委嘱について 

・浦安市視聴覚ライブラリー運営委員会委員の委嘱について 

・平成 24年度教科用図書葛单西部採択地区協議会規約（案）について 

・平成 24 年度教科用図書葛单西部採択地区協議会事務経費予算（案）

について 

・平成 24年度教科用図書葛单西部採択地区協議会員の推薦について 

４ 

４ 

４ 

４ 

４ 

４ 

４ 

４ 

８ 

８ 

 

８ 

なし 

第７回定例会 

７ 月 12 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 

 

２ 

 

なし 

第８回定例会 

８ 月 ９ 日

（木） 

・平成 24年度一般会計(教育費)にかかる補正予算(案)について 

・浦安市立幼稚園管理規則の一部を改正する規則の制定について 

・浦安市学校給食センター運営委員会委員の委嘱について 

・平成 25年度使用教科用図書の採択について 

・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 

・浦安市青尐年センター運営協議会委員の委嘱について 

７ 

２ 

４ 

８ 

８ 

８ 

８ 

４ 

なし 

第９回定例会 

９ 月 13 日

（木） 

・浦安市青尐年センター運営協議会委員の委嘱について 

・平成 24年度浦安市教育功労者表彰の被表彰者の決定について 

 

４ 

６ 

なし 

第 10 回定例会 

10 月 11 日

・浦安市立小学校及び中学校管理規則の一部を改正する規則の制定につ

いて 

２ 

 

なし 
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（木） ・浦安市立学校職員服務規程の一部を改正する訓令の制定について 

・浦安市立幼稚園預かり保育実施要綱の一部を改正する告示の制定につ

いて 

・浦安市青尐年補導員の委嘱について 

２ 

２ 

 

４ 

第 11 回定例会 

11 月 ８ 日

（木） 

・平成 24年度一般会計（教育費）に係る補正予算について 

・指定管理者の指定について（浦安市青尐年交流活動センターの指定管

理者） 

・浦安市教育委員会点検・評価報告書（平成 23年度）について 

７ 

８ 

 

８ 

なし 

第 12 回定例会 

12 月 13 日

（木） 

・浦安市立小学校及び中学校通学区域に関する規則の制定について ２ なし 

第１回定例会 

１ 月 10 日

（木） 

・平成 24年度一般会計（教育費）に係る補正予算（案）について 

・平成 24年度一般会計（教育費）に係る当初予算（案）について 

・浦安市球技場の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例

（案）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 

・契約の締結（案）について 

・契約の締結（案）について 

・契約の締結（案）について 

７ 

７ 

１ 

 

４ 

８ 

８ 

８ 

なし 

第２回定例会 

２ 月 14 日

（木） 

・浦安市教職員住宅管理規則を廃止する規則の制定について 

 

２ なし 

第３回定例会 

３ 月 14 日

（木） 

・浦安市教育ビジョン基本計画の改訂について 

・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 

・浦安市家庭教育指導員の任命について 

・人事案件 

・人事案件 

１

２ 

４ 

５ 

５ 

なし 

第１回臨時会 

３月 28 日

（木） 

・平成 25年度教育施策について 

・平成 25年度学校教育指導の指針について 

・平成 25年度幼稚園教育指導の指針について 

・浦安市教育委員会管理職の任命について 

１ 

１ 

１ 

３ 

なし 

＊議案49件の審議の他、164件の協議及び報告事項について取り扱いました。 
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３ 教育委員会会議以外の活動状況 

 

教育委員は、教育委員会会議への出席の他に市内の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２４年 ５月１８日 富岡中学校 

平成２４年 ５月２５日 浦安中学校 

平成２４年 ５月２９日 若草幼稚園 

平成２４年 ６月 １日 東野小学校(葛单教育事務所長訪問) 

平成２４年 7月  ４日 入船单小学校 

平成２４年 ７月 ５日 明海单小学校・堀江中学校(葛单教育事務所長訪問) 

平成２４年 ７月１３日 北部幼稚園 

平成２４年 ９月１１日 单小学校 

平成２４年 ９月１２日 明海中学校 

平成２４年１０月 ５日 堀江中学校 

平成２４年１０月１０日 見明川中学校(葛单教育事務所長訪問) 

平成２４年１０月１５日 日の出单小学校 

平成２４年１０月１８日 美浜北幼稚園 

平成２４年１０月２２日 浦安小学校 

平成２４年１０月２３日 美浜单幼稚園 

平成２４年１１月 ２日 北部小学校 

平成２４年１１月 ６日 美浜北小学校 

平成２４年１１月１４日 富岡保育園 

平成２４年１１月１６日 舞浜小学校 

平成２５年 １月１７日 海園の街保育園 

平成２５年 １月２１日 見明川小学校 

平成２５年 １月２４日 入船单幼稚園 

平成２５年 １月３０日 高洲保育園 
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（２）勉強会 

開催日 内     容 

平成２４年 ８月 ９日 平成 25年度使用教科用図書の採択について 

平成２４年１０月１・４日 生涯学習推進計画について 

 

（３）総会・研修会等 

開催日 内     容 

平成２４年 ４月２０日 千葉県都市教育長協議会定期総会 

平成２４年 ５月１７日 関東甲信越静市町村教育委員会連合会理事会 

平成２４年 ５月１８日 関東甲信越静市町村教育委員会連合会定期総会及び研修会  

平成２４年 ５月２１日 「21世紀型スキル」フォーラム 

平成２４年 ５月２５日 全国市町村教育委員会連合会定期総会 

平成２４年 ５月２８日 千葉県市町村教育委員会連絡協議会総会及び研修会 

平成２４年 ６月２８日 市長講演会 

平成２４年 ６月２９日 千葉県都市教育長協議会第２回役員会・研修会等 

平成２４年 ８月２１日 葛单地区教育委員会連絡協議会講演会 

平成２４年 ９月 ５日 千葉県市町村教育委員会連絡協議会第１回教育委員研修会  

平成２４年１２月１５日 全国市区町村教育長セミナー 

平成２５年 １月２８日 千葉県市町村教育委員会連絡協議会第２回教育委員研修会  

平成２５年 ２月１４日 市長と教育委員意見交換会 

平成２５年 ３月 ７日 教育委員県外視察研修会（三鷹市教育委員会） 

 

（４）その他の行事 

開催日 内     容 

平成２４年 ４月 ４日 教職員新任式 

 

平成２４年 ４月 ８日 

花見ウォーク2012 

第25回合唱連盟合唱祭 

ライオンズクラブ40周年記念式典 

平成２４年 ４月１２日 全国市町村教育委員会連合会第１回理事会 

平成２４年 ４月１３日 青尐年相談員連絡協議会定期総会 

平成２４年 ４月１４日 軽スポーツ協会評議委員会 

平成２４年 ４月１５日 市民タグラグビー祭 

平成２４年 ４月２１日 体育協会評議員会表彰式 

平成２４年 ４月２２日 青尐年海外派遣報告会 

平成２４年 ４月２４日 千葉県市町村教育委員会連絡協議会第１回幹事会 

平成２４年 ４月２７日 青尐年補導員連絡協議会定期総会 
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平成２４年 ５月 ９日 こころの劇場 

平成２４年 ５月１１日 浦安市立小中学校ＰＴＡ連絡協議会定期総会 

平成２４年 ５月１２日 わんぱく相撲浦安場所 

 

平成２４年 ５月１３日 

第11回赤十字奉仕団定期総会 

合気道春季市民大会 

柔道春季市民大会 

平成２４年 ５月１６日 浦安市教育研究会定期総会 

 

平成２４年 ５月１９日 

小学校運動会 

婦人の会連合会定期総会 

当代島公民館文化祭 

平成２４年 ５月２２日 第50回定時制通信制総合文化大会 

平成２４年 ５月２４日 学校保健会定期総会 

平成２４年 ５月２５日 震災関係感謝状贈呈式 

平成２４年 ５月２６日 小学校運動会 

平成２４年 ５月２８日 明治大学協定締結式 

平成２４年 ６月 ２日 
第31回小学校陸上競技大会 

ヘルシーライフカムカムフェア 

平成２４年 ６月 ３日 新中橋渡り初め式 

平成２４年 ６月 ６日 青尐年健全育成連絡会定期総会 

平成２４年 ６月１５日 うらやすまるごと子ども広場 

 

平成２４年 ６月２３日 

尐年親善スポーツ大会 

環境展 

皇宮警察音楽隊・浦安中学校復興応援コンサート 

平成２４年 ６月２８日 市長、校長会等懇談会 

平成２４年 ６月３０日 子ども支援千葉県連絡会代表委員会 

平成２４年 ７月 ４日 スポーツフェア実行委員会 

平成２４年 ７月 ６日 社会人権教育地区別研修会 

平成２４年 ７月 ７日 第５回ジュニア３Ｂ体操関東大会 

平成２４年 ７月 ９日 千葉県市町村教育委員会連絡協議会第２回幹事会 

平成２４年 ７月１０日 スポーツ推進委員会 

平成２４年 ７月１３日 交通安全対策協議会定期総会 

平成２４年 ７月２５日 ベイシティマラソン実行委員会 

平成２４年 ７月２８日 納涼花火大会 

平成２４年 ８月 １日 教育実践事例発表会 

平成２４年 ８月 ６日 教育三団体正副会長会議 

平成２４年 ８月１３日 無縁仏供養 
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平成２４年 ８月１５・１６日 納涼盆おどり大会 

平成２４年 ８月１９日 洋上研修結団式 

平成２４年 ８月２０～２２日 立志塾 

平成２４年 ８月２５日 美浜公民館影絵劇場 

平成２４年 ８月２６日 ソフトボール大会開会式 

平成２４年 ８月３０日 うらやすジュニアオーケストラ第２回定期演奏会 

平成２４年 ９月 ２日 尐年野球開会式 

 

平成２４年 ９月 ８日 

新浦安祭 

中学校体育祭 

児童・生徒科学作品展 

平成２４年 ９月 ９日 
まちづくり講演会 

秋季市民体育野球大会 

平成２４年 ９月１４日 絵画展 

平成２４年 ９月１５日 日の出橋開通式 

平成２４年 ９月１７日 
浦安市立小中学校ＰＴＡ連絡協議会スポーツ大会 

敬老会 

平成２４年 ９月２２日 入船地区学校統合合同説明会 

平成２４年 ９月２３日 小学校運動会 

平成２４年 ９月２９日 小学校運動会 

美浜公民館文化祭 

 

平成２４年 ９月３０日 

防災訓練 

ふるさと浦安作品展 

ソフトテニス連盟50周年式典 

平成２４年１０月 ２・３日 小・中学校音楽会 

平成２４年１０月 ６日 
中央公民館文化祭 

富岡小学校お父さんの会親子キャンプ 

平成２４年１０月 ７日 

スポーツフェア2012 

青尐年健全育成街頭キャンペーン 

日の出公民館文化祭 

平成２４年１０月１３日 
高洲公民館文化祭 

東野小学校お父さんの会親子キャンプ 

平成２４年１０月２０日 
市民まつり 

第50回定時制通信制総合文化大会 

平成２４年１０月２７日 

自治会連合会表彰式 

堀江公民館文化祭 

富岡公民館文化祭 
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平成２４年１０月２９日 習志野第六中学校公開研究会                                 

平成２４年１１月 １日 
千葉県教育功労者表彰式 

商工会議所20周年式典 

平成２４年１１月 ２日 防火ポスター展表彰式                                 

平成２４年１１月 ３日 市民功労者表彰式 

平成２４年１１月 ４日 空手道大会開会式 

平成２４年１１月 ６日 富岡小学校音楽部 

平成２４年１１月 ７日 福島市青尐年センター補導委員会視察受入 

平成２４年１１月 ８日 教育功労者表彰式 

平成２４年１１月 ９日 永年勤続者感謝状贈呈式 

平成２４年１１月１１日 社会福祉協議会ふれあい広場 

浦安親善人形交流会20周年式典 

平成２４年１１月１３日 浦安市体育科教育研修会 

平成２４年１１月１７日 浦安市小・中学校特別支援学級合同発表会 

浦安絆の森植樹祭 

平成２４年１１月２２日 美浜北小学校創立30周年記念式典 

平成２４年１１月２４日 科学の祭典 

うらやす復興感謝祭 

平成２４年１１月２５日 浦安市美術展表彰式 

平成２４年１２月 １日 
日の出中学校キャリア教育 

日本卓球リーグプレーオフ大会 

平成２４年１２月 ２日 浦安小学校ふれあいまつり 

明るい社会ポスターコンクール受賞式 

サッカー協会30周年記念式典 

平成２４年１２月 ５日 障がい講演会 

平成２４年１２月 ７日 
菊花展表彰式 

青尐年健全育成標語コンクール 

平成２４年１２月 ９日 民謡舞踊連盟大会 

平成２４年１２月１５・１６日 全国市区町村教育長セミナー 

平成２４年１２月１８日 税作文表彰式 

平成２５年 １月 １日 新年賀詞交歓会 

平成２５年 １月１３日 消防出初式 

平成２５年 １月１４日 成人式 

バルドラール試合観戦 

平成２５年 １月１８日 高洲小学校バイオリンプロジェクト 

平成２５年 １月１９日 うらやす文化市場開会式 
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平成２５年 １月１９日 青尐年補導員講演会 

平成２５年 １月２２日 学校保健会健康教育講演会 

平成２５年 １月３１日 租税教育推進協議会 

平成２５年 ２月 ３日 第22回東京ベイ浦安シティマラソン 

平成２５年 ２月 ４日 教職員県外派遣研修報告会 

平成２５年 ２月 ５日 保育指針講演会 

平成２５年 ２月 ６日 青尐年善行表彰式 

平成２５年 ２月 ７日 浦安地区公立幼稚園ＰＴＡ連絡協議会研究協議会 

平成２５年 ２月 ９日 青尐年補導員連絡協議会設立30周年記念式典 

平成２５年 ２月１０日 ソフトボール協会30周年記念式典 

平成２５年 ２月１１日 子ども凧上げ大会 

平成２５年 ２月１３日 千葉県都市教育長協議会第３回役員会 

平成２５年 ２月１８日 市民手工芸作品展 

平成２５年 ２月２３日 生涯学習講演会（日野原 重明氏） 

平成２５年 ２月２４日 図書館友の会20周年記念行事 

平成２５年 ２月２６日 災害復旧工事労働災害防止大会 

平成２５年 ３月 ２日 浦安市立小中学校ＰＴＡ連絡協議会研修会 

平成２５年 ３月 ３日 社会福祉協議会第９回ふれあい広場 

平成２５年 ３月 ４日 
しずか荘竣工式 

児童・生徒スポーツ文化芸術表彰式 

平成２５年 ３月１０日 
第２回うらやす復興祈願のつどい 

華道協会定期総会 

平成２５年 ３月１６日 生涯学習フォーラム 

平成２５年 ３月２０日 明海中学校管弦楽部定期演奏会 

平成２５年 ３月２３日 ドリームウインドコンサ－ト 

平成２５年 ３月２４日 うらやすジュニアオーケストラスプリングコンサート 

平成２５年 ３月２９日 第９中学校起工式 

平成２５年 ３月２９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 24年度教育施策に沿った施策・事業の体系で構成 

なお、第１節から第７節までは、浦安市教育ビジョンの施策・事業

を記載 

第８節から第 10 節までは、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・」で記載 

実績・・・・・・・ 平成 24年度の事業実績を記載 

今後の方向性・・・ 事業ごとに平成 25年度以降の取組みの方向性を記載 

教育委員会会議での主な意見・・・・定例教育委員会会議での主な意見を記載 

 

第１節 確かな学力(知) 

１－１ 学ぶ意欲の育成と確かな学力形成 

施     策  事 業 名・担 当 部 署 実    績 

一人一人に応じ

たきめ細かい授

業の推進 

 

○尐人数教育推進事業 

／学務課・指導課 

 

 

 

○きめ細かな指導推進事業 

／教育研究センター 

 

 

 

・授業モデル「うらやす」作成事業 

／教育研究センター 

 

・小学校高学年における一部教科担任

制の導入 

／指導課・学務課 

 

○情報教育推進事業 

／教育研究センター 

 

 

延べ 60 名の尐人数教育推進教員を全小・中学校に

配置しました。尐人数教育推進教員を対象に教員

研修を年 6 回実施し、個々に応じたきめ細かな指

導の充実を図りました。 

 

教員の資質向上・授業力アップを図るため研修会

を年 3 回開催するとともに、具体的な指導ポイン

トや指導方法を今年度も「きめ細かな指導資料」

としてまとめ提供しました。 

 

本市の授業モデルとなる学習指導案集を今年度も

作成し、提供しました。 

 

研修会や学校訪問等でその成果を指導し、音楽、

算数、社会、理科、図画工作、家庭科、外国語活

動等において、一部教科担任制を導入しました。 

 

夏季休業中にＰＣ講座を 6 回実施しました。全

小・中学校 26 校で巡回ＩＣＴ講習会を実施しまし

た。 
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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 

家庭と学校をつなぐ取り組みとして、学校訪問の

際に発達段階に応じた家庭学習を行う習慣が定着

するよう指導しました。その際、県教育委員会 HP

「家庭学習について考えよう」を紹介し、活用を

促しました。また、中学校においては、県教育委

員会事業「ちばのやる気」学習ガイドを周知し、

家庭学習の課題としても取組めることを助言しま

した。さらに、「教育情報かけはし」において家庭

学習に係る記事を掲載し、教職員の意識化を図り

ました。 

 

理科学習の充実のため、科学作品展を実施し、延

べ 827 名が来場しました。144 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」への作品制作や研究により、ふ

るさとを愛する気持ちを育てる作品展を開催しま

した。参加者数は 812 名でした。 

 

＜今後の方向性＞ 

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

充実に向けて、推進を強化していきます。/学務課・指導課 

・きめ細かな指導推進事業については、今後も教員の資質向上・授業力アップを図るために研修会を開催していき

ます。また、指導のポイントや指導方法を全小・中学校に周知して、教員の指導力向上を支援し、きめ細かな指

導の充実を図ります。/教育研究センター 

・授業モデル「うらやす」作成事業については、本市の授業モデルとなる学習指導案をデータベース化し、教員が

共有化して活用できるようにしていきます。/教育研究センター 

・小学校高学年における一部教科担任制の導入については、各校の実情に応じて今後も取り組んでいきます。/指

導課・学務課 

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

を実施し、教員のＩＣＴ活用能力の向上を図ります。/教育研究センター 

・自主的な学習活動の奨励と支援を図る家庭学習習慣の推奨については、引き続き、県教委事業「ちばのやる

気」学習ガイドの活用を周知するとともに、県教育委員会のＨＰ「家庭学習について考えよう」などをはじめ

とする家庭学習について情報提供を行っていきます。/指導課 

・児童生徒科学作品展の開催は、今後も理科教育振興のため、体験コーナーや理科センター実施事業紹介コーナ

ーの充実を図ります。/教育研究センター 

・ふるさと浦安作品展の開催については、自由研究を通して郷土浦安を学び、郷土を愛する気持ちを育てられる
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よう、博物館活用推進委員会と連携して内容の充実に努めていきます。/郷土博物館 

 

１－２ 今日的な教育課題に対応する教育の推進 

施     策 事 業 名・担 当 部 署 実    績 

教育研究・実践

のシステム化 

 

・研究指定校・研究奨励校の指定事業

／指導課・保健体育安全課 

 

・校内研究の奨励・支援 

／指導課 

 

 

・授業モデル「うらやす」作成事業 

【再掲】 

／教育研究センター 

本市教育振興のため、各学校へ研究指定等の指導

助言を行いました。 

 

幼稚園・学校の各教科等における研修を支援する

ため、要請に応じて訪問し、指導・助言を行いま

した。 

 

本市の授業モデルとなる学習指導案集を今年度も

作成し、提供しました。 

国語教育の充実 ・浦安市子ども読書活動推進事業 

／指導課 

 

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。 

 

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 

 

 

・尐人数教育専修教員（算数・数学）

配置事業 

／学務課・指導課 

小学校に 6 名配置し、小学校の理科における観察

や実験などの学習サポートを行いました。 

 

教員、子ども対象の事業を理科センター協力員と

ともに、教員の理科研修、子どもたちの理科学習

支援を実施しました。 

 

尐人数教育専修教員１名を市内小学校 12校に３週

間ずつ派遣し、尐人数教育推進教員、県費尐人数

加配教員及び若年層本務教員を中心に算数・数学

に係る指導、助言、示範授業、校内研修講師等幅

広く実施しました。 

 

外国語活動・外

国語教育の充実 

○外国語教育推進事業 

／指導課 

各小・中学校に 19 名の ALT を配置し、ALTコーデ

ィネーター1 名を小学校に派遣しました。 

 

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 

 

 

年 3回のキャリア教育推進委員会を実施し、各校

のキャリア教育推進計画を見直しました。また、

各小・中学校において職業調べや体験学習等を実

施しました。 
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情報教育の充実 

 

○情報教育推進事業【再掲】 

／教育研究センター 

夏季休業中にＰＣ講座を 6回実施しました。全

小・中学校 26校で巡回ＩＣＴ講習会を実施しまし

た。 

 

防災教育の推進 ・防災教育の推進 

／保健体育安全課・教育政策課 

防災教育に係る各種資料を提示するとともに、義

務教育９年間を見通した防災教育に係る標準カリ

キュラムを作成しました。 

 

＜今後の方向性＞ 

・研究指定校・研究奨励校の指定事業については、今後も浦安市の教育の振興のため、研究指定等の指導助言を

行っていきます。/指導課・保健体育安全課 

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

ける研修を支援していきます。/指導課 

・授業モデル「うらやす」作成事業については、本市の授業モデルとなる学習指導案をデータベース化し、教員が

共有化して活用できるようにしていきます。/教育研究センター 

・浦安市子ども読書活動推進事業については、今後も小・中学校の学校図書館の蔵書の充実に努めるとともに、

幼稚園・保育園と小・中学校、公立図書館の連携を深め、計画的に読書活動の推進を図ります。/指導課 

・理科支援ティーチャー配置事業については、新学習指導要領の理数教育の充実の観点から、今後とも活用を推

進していきます。/指導課  

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

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

究センター 

・尐人数教育専修教員（算数・数学）配置事業については、算数・数学科の尐人数指導で成果をあげてきまし

た。今後は、他教科を含めた尐人数指導の充実を図り、各学校の尐人数教育を一層推進していきます。／学務

課・指導課 

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

育をより一層推進するとともに、小・中連携の視点を踏まえ系統性のある一貫した学習指導に努めます。/指導

課 

・発達段階に応じた年間指導計画に基づく情報交換を行い、中学校区ごとに小・中学校が連携したキャリア教育

の推進を図っていきます。/指導課 

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

を実施し、教員のＩＣＴ活用能力の向上を図ります。/教育研究センター 

・防災教育の推進については、標準カリキュラムの検討・見直しを図るとともに、教科領域等と関連した指導資

料を作成します。また、防災教育に係る資料等の学校への情報提供を積極的に行います。／保健体育安全課・

教育政策課 
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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 

 

 

 

 

 

 

 

・学習支援室活用の推進 

／教育研究センター 

 

 

 

・県立特別支援学校分校誘致の推進 

／教育政策課・学務課 

まなびサポートチーム員（医師 3名、指導主事 3

名、臨床心理士 4名、言語聴覚士 2 名、理学療法

士、作業療法士、特別支援教育指導員各 1 名）に

より、特別な教育的支援が必要な子どもの就学に

関する相談を行いました。保育園、幼稚園、小・

中学校への訪問相談は年間 870回実施し、特別支

援教育の体制整備、個別の相談を進めました。ま

た、心身障がい児支援員を 21 名配置しました。 

 

小学校４校に個別対応のための学習支援室備品の

整備を行いました。平成 24 年度までに備品整備さ

れた学校での使用状況や活用状況の確認をしまし

た。 

 

県知事、県教育委員会教育長に要望書を提出しま

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・教育研究センター 

 

 

○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ＳＬＣを配置し、児童生徒

の精神的な悩みの発見・相談に対応し、健やかな

学校生活がおくれるように支援しました。 

 

不登校やひきこもり傾向の児童・生徒の集団生活

の適応指導能力や自己決定力を育成するため、適

応指導教室を運営するとともに、教育相談や訪問

相談を行いました。電話相談は 526 回、来所相談

は 1,786 回、訪問相談は 560 回ありました。 

 

外国籍等の子ど

もたちの日本語

サポート体制の

充実 

・日本語指導員の配置／指導課 日本語指導員を派遣し、18名の児童・生徒に学習

支援を行いました。 

＜今後の方向性＞ 

・まなびサポート事業については、相談活動や特別支援教育の体制整備、個別の教育支援計画・個別の指導計画

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

す。/教育研究センター 
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・学習支援室活用の推進については、今後も子どもの教育的ニーズに応じた個別学習や尐人数学習などが行える

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

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

となる県内外特別支援学校分校の情報収集を行います。また、県の方針を見据えつつ必要に応じて検討委員会

を設置し、今後の方針や対応について協議します。/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人配置し、児

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

究センター 

・適応指導教室における教育機能の充実については、心理的・情緒的要因によって集団不適応及び不登校児童を

対象に、学習活動・集団活動を通して自己決定力育成の支援を継続していきます。また、引きこもり傾向の児

童・生徒に対しては、訪問相談員が電話相談や訪問相談の中でカウンセリングを行い、自己決定力育成の支援

を継続していきます。/指導課 

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

る児童･生徒に日本語指導員を派遣し、学校生活への適応を図ります。/指導課 

 

１－４ 学びの連続性を重視した教育の推進 

施     策 事 業 名・担 当 部 署 実    績 

学校種間の連

携 

 

◎幼保小連携教育の推進 

／指導課・保育幼稚園 

 

 

 

 

・中・高連携教育の推進 

／指導課・教育政策課 

日の出地区（日の出小学校・日の出单小学校・日の

出幼稚園・日の出保育園）を研究指定校（園）に指

定し幼保小の連携教育を推進しました。幼保小によ

る合同研修会を２回実施し、保育者・教師間の相互

理解を深めることに努めました。 

 

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。また、県教育委員会主催の「中学生・高校生

との交流会」を開催し、県立浦安单高校、入船中、

美浜中、明海中の代表生徒が、日ごろ学校や日常生

活等の中で考えていることや問題について、積極的

な意見交換を行いました。 

 

小中連携・一

貫教育の推進 

◎小中連携・一貫教育の推進 

／教育政策課・指導課・学務課 

小中連携・一貫教育検討会議を 12回開催して基本

方針やカリキュラム作成に関する協議を行い「浦安

市小中連携・一貫教育基本計画」を策定しました。

また、小・中学校より協力委員を委嘱し、17の教

科・領域等において就学前から義務教育 9 年間をと

おして育てたい力やそれを実現するための指導のポ
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イント、及び卖元等の系統を示したカリキュラムの

指針を作成しました。 

 

＜今後の方向性＞ 

・学校種間の連携については、小中連携・一貫教育の運営方針や施設設備を検討する「浦安市小中連携・一貫教

育推進委員会」と、カリキュラムを検討する「浦安市小中連携・一貫教育カリキュラム等作成委員会」等によ

り、本市にふさわしい小中連携・一貫教育の研究をさらに推進します。/指導課 

・幼保小連携教育の推進については、接続期のカリキュラムの作成、実践・検証を行い、その成果を報告書など

にまとめていきます。/指導課・保育幼稚園課 

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

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

政策課 

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

学校との連携を密にしながら実効性のある取り組みや条件整備等についてさらなる検討を進めていきます。ま

た教職員の研修会等の機会に中学校区の情報交換等の場を積極的に設定し、実践に基づいた成果と課題を共有

できるようにします。／教育政策課・指導課・学務課 

 

教育委員会議での主な意見 

小学校と中学校とのカリキュラムの関連性が大きな課題になるが、一貫カリキュラムの「浦安らしさ」を打ち

出す具体的指導例として、防災教育がどのような内容で示されるのか期待している。 

総合的学習のカリキュラムをしっかりしないと、小学校で一生懸命授業をしても、中学校へ行って同じような

テーマであったり、それ以下のテーマであったりする可能性がある。浦安らしさを出す教科を絞りながら、進め

てもらいたい。小学校・中学校のカリキュラムの組み合わせでどうカバーできるか。浦安独自の一貫教育とはこ

うであるいうことを打ち出してほしい。それから、「浦安らしさ」と言ったときに、卖に外国人教員が多いから外

国語教育をするのではなく、いろいろな知恵を絞りながら、実のある外国語教育で「さすが浦安、すごいね」と

誇れるものを目指してもらいたい。 

ふるさと浦安作品展の開催は大変すばらしい。発表内容を広報する企画等を考え、入選作品を大いに活用して

ほしい。発表の部分だけでも映像化して、各学校で活用できるようにしてほしい。作品展に出品するようアナウ

ンスを周知徹底してほしい。「もっと知りたいふるさと浦安」においても、ふるさと浦安相談会と同様に、活用を

進めてほしい。 

教職員県外派遣研修生は、それぞれに意欲があり、かつまた優秀な先生方なので十分な研修成果があるように

期待する。見識を深められるいい機会なので、もっと先生方が研修生派遣に応募できるようなサポートをしても

らいたい。予算上の制限はあるが、市の教育課題等もあげ募集をかけることもできるのではないか。市教育のた

めにも調査研究として役に立つニーズを指定して募集することはどうか。検討してもらいたい。 

教員研修生の報告会について、どの研修生も自分の研修を自校での日々の実践に生かしているということで、

非常に有意義な研修事業である。 

校長の実践報告は、すばらしい内容であった。教員の質をどう高めていくか、教育委員会としても教員の資質
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向上にどのように支援できるか考えていかなければならない。 

学校訪問の他、校内研究の授業研究会に関しては、各小・中学校の学校ごとに相互参観の場を設けているよう

である。非常に有意義な場であり、指導主事の育ちの場や教員の研修の場となるよう学校訪問の場を有意義に生

かせるよう検討してほしい。 

通常学級教員の特別支援に関する興味感心は大変高いことから、まなびサポートチームが各学校を巡回し、校

内体制の充実や関係機関との連携について、研修会も行われている。さらに深く学びたいという教員のニーズに

応えるためにも、来年度以降の研修に専門性のある内容を盛り込むなど、工夫してほしい。 

外国語教育も同様にすべての教科で、できる限り授業研究を通しながら、先生方の授業力を高めていくことが

必要である。 

防災教育のあり方をしっかりと考えておく必要がある。発達段階に応じた指導のあり方と目標は必ず必要だと

思うが、特に浦安市の場合はこれだけ大きな液状化という現実を体験しているので、できれば小学校から中学校

までの、一貫した防災教育カリキュラムを考えてもらいたい。その場合に防災教育のカリキュラムは総合的な学

習になってしまうことが多いが、学校教育の中心は教科であることから、できるだけうまく教科の中で生かして

もらいたい。 

中学校特別支援学級への就学について、現在の学級構成は障害特性が異なる子どもたちが一緒になっている、

学級編成の方針を確立していかなければいけない。保育園・幼稚園・小学校で一緒に地域で育ってきた子どもた

ちが中学校も含めて一緒に通学できることを大事にしていることから、地域の自立支援協議会において、保護者

の意向等も十分配慮した上で、適正な学級編制をしていけるようにしてほしい。 

伝統校においては伝統校なりの良さや地域との結びつきを感じたが、特別支援学級と通常学級との交流のあり

方などを考えていかなければならないと感じた。また、尐人数教育推進教員や補助教員などが多数頑張っている

だけに、いかに先生方との連携をうまく図っていくのかが課題となる。 

小・中学校特別支援学級合同学習発表会について、参加者の方々の感想や意見がとてもすばらしい。会場がバ

リアフリーになっていないことが残念である。できればホール内のバリアフリーを実現してほしい。震災の復興

に関する教育委員会の役割は非常に大きい。文化会館が教育委員会の管轄になったことからいろいろな目で再考

していくよう、関係部署に働きかけていく必要がある。 

異校種間の交流について、学校公開日も含め、できる限りオープンにする機会を設けること、特に、研修の一

部にもなるので、指導主事の活躍を期待したい。 

小中連携・一貫教育カリキュラムは、各中学校区で実際にどのように活用するかが重要になってくる。各中学

校区でどれだけ密接な形でカリキュラム作成を実現できるかしっかり検討していくことが必要になる。中学校区

ごとにそれぞれ特色の違いもあるので、現場の声を十分取り入れ、学校区作成委員が検討し、どのような形でこ

れを実現していくのか、フィードバックしながら十分検討してほしい。 

小中連携・一貫教育のカリキュラムとなると、「浦安らしさ」を盛り込むことだと思うが、どう出すかが大事な

ポイントになる。浦安の一貫教育や連携の中で、ほかにないようなカリキュラムをつくり上げないと、一貫教育

や連携とは言えない、大事なことはこの作業を通し先生方の力量を高める上で、一貫教育や連携事業を続けるこ

とである。中学校区での授業実践を通しながら発展させていく方向に持っていく施策のほうがよいのではない

か。小中学校教員や幼稚園教諭の人事異動も含めながら、理解し合い連携を図ることである。 

小中連携・一貫教育の推進は難しい課題である。やはり公教育としてうまく推進していかなければならない。
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浦安らしさを前面に出しながら、小中連携・一貫教育をやろうとする意気込みを感じている。学級担任制の小学

校から教科担任制の中学校へ、知識あるいは体験・技能習得をうまくつなげていけるカリキュラムを考えてもら

いたい。本市が掲げるカリキュラムでは、具体的な学習の指導のあり方について、十分熟慮する必要がある。

小・中の教員が連携を図り、意見や情報を交換することはとても大切である。教員相互の授業参観は、指導のあ

り方を考えたときに役に立つことだと思われる。また、小学校の先生が中学校の先生となる人事異動をされ、教

員の交流をすることが、小中連携・一貫教育の直接的な効き目になると考える。 

 

 

第２節 豊かな心(徳) 

２－１ 豊かな心の育成 

施     策 事 業 名・担 当 部 署 実    績 

道徳的実践力

や規範意識の

向上 

・人権啓発推進事業 

／企画政策課・指導課 

 

 

・ボランティア活動推進事業 

／指導課 

 

・道徳教育・人権教育の推進 

／指導課 

 

人権啓発のため、「人権・公民ノート」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、生徒の人権啓発を推進しました。 

 

学校訪問を通じて、地域行事への参加等、ボランテ

ィア活動推進の指導助言を行いました。 

 

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、道徳教育の推進や教師の人権意識の向上を

図りました。 

 

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・教育研究センター 

 

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 16件の相談を受理しました。 

 

全小・中学校に 26 名のＳＬＣを配置し、児童生徒

の精神的な悩みの発見・相談に対応し、健やかな学

校生活がおくれるように支援しました。 

 

＜今後の方向性＞ 

・人権啓発推進事業については、道徳の時間とそのほかの道徳的実践をリンクさせた道徳教育の推進に努めるとと

もに、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、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、学校と地域の連携を促進し、ふるさと浦安への郷土愛を育むことを目指

し、今後も小中学校の地域行事等、ボランティア活動への参加を促進していきます。/指導課 

・道徳教育・人権教育の推進については、児童・生徒の道徳性を育むための具体的な研修を行い、学校訪問を通じ 
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て道徳の授業について助言を行っていきます。人権教育では研修会を通じて児童・生徒や教職員の人権感覚や人

権意識を高める研修を行っていきます。/指導課 

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

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

決に向けてのアドバイスを行います。/指導課 

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

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

ンター 

 

２－２ 情操を豊かにする教育の推進 

施     策 事 業 名・担 当 部 署 実    績 

情操教育の推

進 

 

・文化・芸術活動体験の推進 

／指導課・教育研究センター 

 

 

○部活動推進事業 

／保健体育安全課・指導課 

 

 

 

 

・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 

 

・ボランティア活動推進事業【再掲】 

／指導課 

小学校では、「こころの劇場」、小・中学校では

「音楽鑑賞教室」及び「音楽会」を開催し芸術活

動体験の推進を図りました。 

 

部活動社会人指導者を小学校 14 校に 48名、市立

中学校 8 校に 83名派遣しました。小学校では、ミ

ニバスケットボール部、サッカー部他 4部、中学

校では、野球部、陸上競技部他 13部に派遣しまし

た。 

 

「ふるさと浦安」への作品制作や研究により、ふ

るさとを愛する気持ちを育てる作品展を開催しま

した。参加者数は 812 名でした。 

 

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。 

 

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。 

 

＜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とともに、「小・中学校音楽

会」等で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・教育研究センタ

ー 

・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
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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。/保健体育安全課・指導課 

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

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

・浦安市子ども読書活動推進事業については、今後も小・中学校の学校図書館の蔵書の充実に努めるとともに、

幼稚園・保育園と小・中学校、公立図書館の連携を深め、計画的に読書活動の推進を図ります。/指導課 

・ボランティア活動推進事業については、学校と地域の連携を促進し、ふるさと浦安への郷土愛を育むことを目

指し、今後も小・中学校の地域行事等、ボランティア活動への参加を促進していきます。/指導課 

 

教育委員会議での主な意見 

いじめ１１０番は、早い段階でいじめに対する対応をすることが大切なことだと思う。 

個人個人の主体性が確立してくれば、それだけいじめる側もいじめにくくなるはずである。また、人権をどう

大切にするといった意識が浸透していくと、いじめが減りいじめがなくなっていく環境づくりになると思う。つ

まり、日常の生徒指導等において、個人や個性を十分尊重することを学校現場が果たすよう、連携をとりながら

指導してもらいたいと考える。 

コミュニケーション力や自分一人で世の中は生きていけないこと、それぞれの個性を大切にしながら生きてい

くことを各先生が日常の授業で子どもたちと向き合って指導していく必要がある。日常の会話の中で一貫して感

じられていないと、それは伝わってこない。人を教育することは非常に難しいと思うが、これを徹底して行う必

要がある。どこまで学校が指導を行い、望ましくはないが子どもを学校だけで守れないのであれば、警察へ協力

を求めることも必要なことだと思う。先生はほんとうに一人一人の子どもを見てあげてもらいたい。生徒や子ど

もたちは見てないようで先生の一言一言を細かく見ているので、そのような気持ちで教壇に立ってもらいたい。 

積極的な生徒指導も機能しなければいけない。人権なり、いろいろなことを学んでいって、人を思いやること

も学んでいく。それを教師の目が子どもをどう見ていくか。心で感じ、いろいろなところで感じ取れる先生がた

くさんいて、その都度、指導できれば、大きくなる前に逆にいい方向に事象が進展していくのかなと感じる。 

学校の先生の力量を上げるためには教育委員会がどうバックアップできるのかが重要である。例えば悩みのあ

る先生をどのように助けるか、先生側のスクールカウンセリング体制を充実させることが大切である。また、生

徒と向き合う時間を減らすようなものはないか。効率化できるところを幹部の人たちは尐し考え、できるだけ先

生が生徒と向き合い、ほんとうに向き合っているかは教頭なり、校長がしっかり見て、指導できると良い。 

いじめは、どこの学校でも起こり得る、いじめている側が意識的に行為をする場合と、いじめと思っていない

場合がある。いじめていることに気づかせるとも大切な指導である。学校現場で非常に注意深く、いろんな指導

をしていると思う。現場サイドが情報を隠してはいけない、何か問題がある場合、我々教育委員も話し合い、経

過を発信していくことが大事だ。一番気がかりなのは、相談を受け入れられないことである。本来は、起きる前

に積極的指導や体制づくりができているかが大切である。生徒指導の体制作りや地域や家庭など関連機関との連

携のとれる組織づくりが大切である。教員の資質が非常に大きく問われている気がする。先生の業務増加で子ど

もたちと向き合う時間が非常に尐なくなった状況も一因であると考える。きめ細かい生徒指導を進める上で人の

目は、多くあるほうがいいと思う。本市はカウンセラー、尐人数推進教員や補助教員など、市費教員の配置に力
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を入れており環境面では整いつつある。教員間の連携や家庭と学校との信頼関係がしっかりしていれば、問題を

早い段階で把握できると考える。確かに教員の資質もあるがすべての先生がパーフェクトに対応できないだけ

に、連携していくことが肝心になる。その中で、あるいは早目に、できることを考えていくことである。 

いじめ問題については、神経質になってきている。だからと言って対岸の火事で学校がとらえるべきでない。

どこでも起きる問題であるという構えで日々、指導に当たらなければならない。スクールライフカウンセラー、

尐人数教育推進教員、司書や補助教員等々の教員、市の職員が多く学校に入っていることから、いじめ対策に大

人の目がたくさんあり、教育環境は非常にいい状況にあると思う。また、社会人の活用が多く行われ、社会人が

学校の中に入れるような状況のある学校では、かなりいじめを事前に防げる状況が生まれてくると考えられる。

いじめ対策は学校だけに求められているかというと、そうでないこともある。ただ、学校現場サイドとしては、

これは学校内で起きている問題だということで、真摯に取り組めて、事実関係が起きた後の対策をしっかり練っ

ておかなければいけない。できれば事前に防ぐという積極的な生徒指導を常に心がけるというのはとても大事な

ことだと思う。子どもたちが楽しく学校生活ができるような姿勢を、学校現場で先生方全員に持ってほしい。 

文部科学省の緊急調査結果について、データはデータとして、ぜひ常日頃から学校現場の状況をそれぞれの学

校で把握してもらいたい。今までの調査件数の算出方法がまったく違っていると思う、アンケートの内容と小学

校が出した数字では、意味合いがまったく違うものである。大事なのは、調査のための調査であってはならな

い。文部科学省で緊急調査を行った結果をどう生かすかということである。学校現場でそのデータをもとに学級

指導などいろいろな形に生かしてほしい。 

 

 

第３節 健やかな体(体) 

３－１ 体力の向上と健やかな体づくりの推進 

施     策 事 業 名・担 当 部 署 実    績 

体力向上の推

進 

 

・体力向上推進事業 

／保健体育安全課 

 

○部活動推進事業【再掲】 

／保健体育安全課・指導課 

体力向上推進校として中学校 2校、小学校 5校を指

定しました。 

 

部活動社会人指導者を小学校 14 校に 48名、中学校

8 校に 83 名派遣しました。小学校では、ミニバス

ケットボール部、サッカー部他 4部、中学校では、

野球部、陸上競技部他 13部に派遣しました。 

健康教育の推

進 

 

・保健教育の充実 

／保健体育安全課 

 

・食育の推進 

／指導課・学校給食センター・保健体育安

全課 

薬物乱用防止教室を小学校 18 校、中学校 6 校で実

施しました。 

 

学校訪問等を通じて、学級活動や家庭科の学習の指

導・助言を行い継続的に食育の推進を図るように努

めました。また、学校栄養職員が家庭科等の学習を

10 回支援し、食育を推進しました。学校保健委員

会による、食に関する指導を小学校 5校で実施し、
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課所属管理栄養士による食に関する指導を 3校で実

施しました。 

 

＜今後の方向性＞ 

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

ともに、「体力向上推進校」の指定を増やします。この「体力向上推進校」を核として積極的な実践交流を行

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

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

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

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。/保健体育安全課・指導課 

 ・保健教育の充実については、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、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が訪問し、栄養のバランスなど給食の必要性とと

もに、食育の指導を継続的に実施していきます。食物アレルギー対応については、アレルギー対応食の提供や

誤食防止の啓発を引き続き実施していきます。また、緊急時の対応については、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。/指導課・学校給食センター・保健体育安全課 

 

教育委員会議での主な意見 

震災以降放射能に関する問い合わせが多々あった、本年度より千葉県が実施する、学校給食用食材の放射性物

質を検査する「学校給食用食材放射性物質検査事業」に参加している。また、事後検査となるが給食一食分の放

射性物質を測る「学校給食モニタリング事業」にも参加している。検査結果を市ホームページに公表し、小・中

学校の保護者にも結果をお知らせしていることで、問い合わせも尐なくなった。今後とも継続して行っていくこ

とが大事である。 

 

 

第４節 豊かなかかわり(参画・交流) 

４－１ 社会の一員としての資質の育成 

施     策 事 業 名・担 当 部 署 実    績 

体験活動・ボ

ランティア活

動の推進 

・「浦安市民の森」活用事業 

／環境保全課・指導課 

 

◎ふるさとうらやす立志塾の開催 

／教育政策課 

 

 

小学校 5 年生を対象に、はまゆう山荘等を利用し自

然体験学習をする林間学校を 9校で実施しました。 

 

中学 2年生 24名が参加し、8月 20 日～22日(2泊 3

日)に宮城県石巻市で研修会を実施しました。 
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・キャリア教育の推進【再掲】 

／指導課 

 

 

 

・ボランティア活動推進事業【再掲】 

／指導課 

年 3回のキャリア教育推進委員会を実施し、各校の

キャリア教育推進計画を見直しました。また、各

小・中学校において職業調べや体験学習等を実施し

ました。 

 

学校訪問を通じて、地域行事への参加等、ボランテ

ィア活動推進の指導助言を行いました。 

 

環境教育の推

進 

 

・三番瀬を活用した環境学習の推進 

／生涯学習課・指導課 

 

 

・地域緑化活動への参加推進 

／みどり公園課・（指導課） 

 

・環境学習アドバイザー活用事業 

／環境保全課・指導課 

 

・「浦安市民の森」活用事業【再掲】 

／環境保全課・指導課 

平成 23 年度に日の出地区に環境学習施設を建設予

定でしたが、震災による自然環境などの変化に伴

い、見直しを行いました。 

 

浦安絆の森（緑の防潮堤）整備事業に小学校１校が

協力し、学校関係者 148名が参加しました。 

 

環境学習アドバイザーと連携し、環境教育を推進し

ました。 

 

小学校 5 年生を対象に、はまゆう山荘等を利用し自

然体験学習をする林間学校を 9校で実施しました。 

 

＜今後の方向性＞ 

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

す。/指導課 

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

度の成果と課題を明らかにした上で、どのような研修が有効であるかを検証し、次年度の実施時期や場所につ

いて検討していきます。/教育政策課 

・発達段階に応じた年間指導計画に基づく情報交換を行い、中学校区ごとに小・中学校が連携したキャリア教育

の推進を図っていきます。/指導課 

・まちの起業家養成事業については、キャリア教育の学習計画をふまえながら、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、学校と地域の連携を促進し、ふるさと浦安への郷土愛を育むことを目指

し、今後も小・中学校の地域行事等、ボランティア活動への参加を促進していきます。/指導課 

・三番瀬を活用した環境学習の推進については、干潟及び周辺環境の状況を把握しながら、検討していきます。

また、環境学習施設の建設等の計画を踏まえながら、情報発信をしていきます。/生涯学習課・指導課 

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

きます。/指導課 

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



 

- 26 - 

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 

 

 

・豊かな人間関係づくりの推進 

／指導課 

 

 

・浦安市子ども読書活動推進事業 

【再掲】 

／指導課  

 

◎幼保小連携教育の推進【再掲】 

／指導課・保育幼稚園課 

 

 

 

 

・中・高連携教育の推進【再掲】 

／指導課・教育政策課 

 

 

 

 

 

 

◎小中連携・一貫教育の推進【再掲】 

／教育政策課・指導課・学務課 

 

 

 

 

 

 

 

学校訪問や研修会を通じて、市立各小・中学校の異

学年交流活動の取り組みを把握し、活動が充実する

よう指導や支援を行いました。 

 

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、豊かな人間関係づ

くりを推進しました。 

 

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。 

 

 

日の出地区（日の出小学校・日の出单小学校・日の

出幼稚園・日の出保育園）を研究指定校（園）に指

定し、幼保小の連携教育を推進しました。幼保小に

よる合同研修会を２回実施し、保育者・教師間の相

互理解を深めることに努めました。 

 

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。また、県教育委員会主催の「中学生・高校生

との交流会」を開催し、県立浦安单高校、入船中、

美浜中、明海中の代表生徒が、日ごろ学校や日常生

活等の中で考えていることや問題について、積極的

な意見交換を行いました。 

 

小中連携・一貫教育検討会議を 12回開催して基本

方針やカリキュラム作成に関する協議を行い「浦安

市小中連携・一貫教育基本計画」を策定しました。

また、小・中学校より協力委員を委嘱し、17の教

科・領域等において就学前から義務教育 9 年間をと

おして育てたい力やそれを実現するための指導のポ

イント、及び卖元等の系統を示したカリキュラムの

指針を作成しました。 
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・道徳教育・人権教育の推進【再掲】 

／指導課 

 

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、道徳教育の推進や教師の人権意識の向

上を図りました。 

 

交流及び共同

学習を通じた

豊かなかかわ

り 

・福祉教育の推進 

／指導課・教育研究センター 

 

 

 

◎まなびサポート事業の推進【再掲】 

／教育研究センター 

 

 

 

 

 

 

平成 22年度まで県の福祉教育研究指定を受けた美

浜中学校区の実践を各校に紹介し、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。 

 

まなびサポートチーム員（医師 3 名、指導主事 3

名、臨床心理士 4 名、言語聴覚士 2 名、理学療法

士、作業療法士、特別支援教育指導員各 1 名）によ

り、特別な教育的支援が必要な子どもの就学に関す

る相談を行いました。保育園、幼稚園、小・中学校

への訪問相談は年間 870 回実施し、特別支援教育の

体制整備、個別の相談を進めました。また、心身障

がい児支援員を 21 名配置しました。 

 

＜今後の方向性＞ 

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

握し、活動が充実するよう指導や支援を行っていきます。/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」

を各校に周知し、推進していきます。/指導課 

・浦安市子ども読書活動推進事業については、今後も小・中学校の学校図書館の蔵書の充実に努めるとともに、

幼稚園・保育園と小・中学校、公立図書館の連携を深め、計画的に読書活動の推進を図ります。/指導課 

・幼保小連携教育の推進については、接続期のカリキュラムの作成、実践・検証を行い、その成果を報告書など

にまとめていきます。/指導課・保育幼稚園課 

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

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

政策課 

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

学校との連携を密にしながら実効性のある取り組みや条件整備等についてさらなる検討を進めていきます。ま

た教職員の研修会等の機会に中学校区の情報交換等の場を積極的に設定し、実践に基づいた成果と課題を共有

できるようにします。／教育政策課・指導課・学務課 

・道徳教育・人権教育の推進については、児童・生徒の道徳性を育むための具体的な研修を行い、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 
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・福祉教育の推進については、見明川中学校、見明川小学校が平成 25 年度から 3 年間、福祉教育推進校の県指定

を受け、学校と地域が連携・協働し、福祉教育を推進します。また、学校と地域が連携・協働し、福祉教育が

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

がら、地域の実情に合った福祉教育の推進を図ります。/指導課・教育研究センター 

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

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

図ります。/教育研究センター 

 

教育委員会議での主な意見 

立志塾はリーダーシップをとれる子どもたちの育成を目的のひとつとしているので、立志塾の研修の中で塾生

がどのような学びをしたのか、その報告をそれぞれの学校でしっかり行ってもらうと、なお一層、リーダーシッ

プの育成につながる。震災の体験に関わるものは、今後、語り継がれていかなければならないものなので、この

経験はとても有意義だと思われる。 

 

 

第５節 郷土愛(誇り) 

５－１ふるさと浦安の歴史・文化の理解に関する教育の充実 

施     策 事 業 名・担 当 部 署 実    績 

ふるさと浦安

の歴史・文化

の理解に関す

る教育の充実 

 

・郷土博物館の活用の推進 

／郷土博物館 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ふるさと浦安の歴史・地域学習の充実 

／指導課 

博学連携事業として「博物館活用の手引き」に基

づくの活動の推進、新たに各学年の能力に合わせ

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 53 回開催し 1,157 名が参加しま

した。企画展示としては、博学連携事業として

「もっと知りたいふるさと浦安」を 7 月 21 日～9

月 2 日で開催し 5,155 名「ふるさと浦安作品展」

を 9 月 22日～10 月 8 日で開催し、1,583名が来場

しました。また、5 月 19 日～6 月 17日に開催した

「浦安のまつり」と「懐かしい浦安の風景画展」

には 2,445 名が、1 月 4 日～3 月 17 日に開催した

「浦安の海苔養殖」は 6,011 名がそれぞれ来場し

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
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・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】 

／生涯学習課・指導課 

 

◎ふるさとうらやす立志塾の開催【再掲】

／教育政策課 

対する誇りや愛情を育みました。社会科副読本・

同指導書の改訂委員会議を 9 回開催し、平成 26年

度版発行に向けた準備をしました。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て作

業を進めました。 

 

「ふるさと浦安」への作品制作や研究により、ふ

るさとを愛する気持ちを育てる作品展を開催しま

した。参加者数は 812 名でした。 

 

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。 

 

平成 23 年度に日の出地区に環境学習施設を建設予

定でしたが、震災による自然環境などの変化に伴

い、見直しを行いました。 

 

中学 2 年生 24 名が参加し、8 月 20 日～22 日(2 泊

3 日)に宮城県石巻市で研修会を実施しました。 

 

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 

 

学校訪問や養成訪問、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。 

 

各小・中学校に 19 名の ALT を配置し、ALTコーデ

ィネーター1 名を小学校に派遣しました。 

 

平和教育の推

進 

 

・平和学習青尐年派遣事業 

／地域ネットワーク課・（指導課） 

 

 

 

 

 

 

 

8 月 7 日～10日にかけ、中学校から各 2名ずつ計

16 名が、浦安市平和使節団として長崎を訪れまし

た。現地では、青尐年ピースフォーラムに参加

し、全国から集まった同世代の子どもたちととも

に、グループワーク、被爆講和の聴講、平和祈念

式典への参列、原爆遺構のフィールドワークを行

いました。この事業をとおして学んだことを報告

書にまとめ、9月 30日に市民向けに報告会を行い

ました。 
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・被爆体験講話事業 

／地域ネットワーク課・（指導課） 

 

 

 

 

 

 

・非核平和パネル展の実施 

／地域ネットワーク課・（指導課） 

 

浦安被爆者つくしの会の協力のもと、小学校 13

校、中学校 1校で被爆体験講話を実施しました。

なお、被爆体験講話を聞いた児童・生徒数は

1,243 名でした。この他に長崎の語り部による被

爆者体験講話を市内小学校 3 校、中学校１校で実

施しました。被爆体験講話を聞いた児童・生徒数

は 776名でした。 

 

次代を担う子どもたちに核兵器の恐ろしさ、平和

の尊さを考えてもらうため、小学校 18 校、中学校

5 校で非核平和パネル展を開催しました。 

 

＜今後の方向性＞ 

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

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

ログラムを模索しながら児童・生徒に学習の場を提供していきます。/郷土博物館 

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

館活用の新たなプログラムの開発に努めます。また、自由研究を通して郷土浦安を学び、郷土を愛する気持ち

を育てられるよう、博物館活用推進委員会と連携して内容の充実に努めていきます。なお、さらに社会科副読

本・同指導書の改訂作業に取り組むとともに、ふるさと浦安への郷土愛を一層育むための授業づくりへ指導・

助言を行っていきます。／指導課 

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

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

・ボランティア活動推進事業については、学校と地域の連携を促進し、ふるさと浦安への郷土愛を育むことを目

指し、今後も小・中学校の地域行事等、ボランティア活動への参加を促進していきます。/指導課 

・三番瀬を活用した環境学習の推進については、干潟及び周辺環境の状況を把握しながら、検討していきます。

また、環境学習施設の建設等の計画を踏まえながら、情報発信をしていきます。/生涯学習課・指導課 

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

度の成果と課題を明らかにした上で、どのような研修が有効であるかを検証し、次年度の実施時期や場所につ

いて検討していきます。/教育政策課 

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

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

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

育をより一層推進するとともに、小中連携の視点を踏まえ系統性のある一貫した学習指導に努めます。/指導課 

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

は、今後も地域ネットワーク課と連携しながら、推進していきます。/指導課 
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教育委員会議での主な意見 

学校現場では校外学習に余裕がないのが現状にあるが、博物館で学習することは、まさに社会科の中で必要不

可欠な部分であり、大切にしたい。中学校の地域学習において、博物館を中学校２年や１年で活用できる。 

また、産業学習の卖元の中で浦安独自の産業学習とうまく結びづけるようにすると利用することができる。 

博物館側も、中学校の地域学習や５年生の産業学習に対応する展示や企画を考えれば、学年の利用が増える。 

博学連携の中で、小学校の活用回数は多いが幼稚園、保育園以外の低学年の活用が尐ない。中学生には、学芸

員が研究している郷土史を学ばせても良いのではないか。今後の課題と考える。子どもたちに探究心を起こさせ

るような内容が掘り起こせればと考えている。企画や展示については、視点を広げていき文化の伝承や市の特性

を理解のさせ方を尐し考えてほしい。博物館だけでなく、図書館や公民館も現状と課題をしっかり分析してもら

いたい。分析した上で、将来的な計画を打ち出してもらいたい。博物館は、どうしても歴史的なものを所蔵する

ことが大きな役割となるが、例えば本市姉妹都市の紹介を企画するなど、いろいろな形でもう尐し視点を広げて

いけば、博物館が浦安市を理解していく手がかりになる場所になるはずである。 

 

 

 

第６節 学校・家庭・地域・行政の連携 

６－１地域ぐるみで学校を支援する仕組みづくり 

施     策 事 業 名・担 当 部 署 実    績 

地域ぐるみの

支援 

 

・地域とともに歩む学校づくり推進事業 

／教育政策課・指導課・生涯学習課 

 

 

 

 

 

 

・青尐年健全育成推進事業との連携 

／青尐年センター・指導課 

 

 

 

 

 

○部活動推進事業【再掲】 

／保健体育安全課・指導課 

 

小学校 13 校、中学校 8 校において 31 名の学校支援

コーディネーターを配置し、学校と地域人材ととも

に公民館事業との円滑な連携を促しました。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交

流会を３回開催し、事業の趣旨について共通理解を

図るとともに情報交換等の交流を行いました。 

 

学校、地域健全育成関係団体、警察等との連携を図

りました。各中学校区健全育成連絡会、市川・浦安

地区高等学校警察連絡協議会、葛单地域生徒指導行

政担当者協議会へ参加しました。また、社会を明る

くする運動、子どもたこあげ大会にも参加協力しま

した。 

 

部活動社会人指導者を小学校 14 校に 48名、中学校

8 校に 83 名派遣しました。小学校では、ミニバス

ケットボール部、サッカー部他 4部、中学校では、
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野球部、陸上競技部他 13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 

高洲北小学校など３地区で避難所開設・運営マニュ

アル作成が終わりました。また、東野小学校地区な

ど６地区で作成を進めています。 

 

美浜北小学校の音楽室を使用し、青尐年対象の社会

教育関係団体であるうらやすジュニアオーケストラ

が練習活動を行いました。 

 

小学校においては 14 校(体育館・校庭)を開放し、 

234,369 名が利用しました。中学校においては 7 校

(体育館・校庭・武道場)を開放し、77,252 名、合

計 311,621名が利用しました。 

 

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。 

安全・安心な

学校づくり 

 

○学校防犯対策の充実 

／保健体育安全課 

 

 

・交通事故防止対策の充実 

／保健体育安全課 

 

・防災教育の推進【再掲】 

／保健体育安全課・教育政策課 

 

 

・地域ぐるみでの防犯対策の推進 

／青尐年センター・青尐年課 

警備員を小学校 18 校・18名配置しました。また、

新１年生全員に防犯ブザーを配布するとともに、防

犯教室を 18 回実施しました。 

 

交通整理員を 8 か所・12名配置しました。また、

交通安全教室を 18 回実施しました。 

 

防災教育に係る各種資料を提示するとともに、義務

教育９年間を見通した防災教育に係る標準カリキュ

ラムを作成しました。 

 

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尐年補導員による地区パ

トロールを 174 回実施しました。 

 

＜今後の方向性＞ 

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

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

学校支援ボランティアの登録のシステムを構築し、地域による学校支援の体制を整えます。/教育政策課・指導

課・生涯学習課 
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・青尐年健全育成推進事業との連携については、さらに関係諸団体との連携を深めるとともに、情報交換に努め

多様化する子どもたちの状況把握の強化を図ります。/青尐年センター・指導課 

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

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

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

に指導者を派遣し、部活動の振興を図ります。/保健体育安全課・指導課 

・災害時の避難所運営推進事業については、防災課とともに各地区（各学校）の避難所開設・運営マニュアル作

成会議に参加し、マニュアルの作成を進めていきます。/教育総務課 

・特別教室、多目的室などの教室開放事業については、美浜北小学校における青尐年対象の社会教育関係団体の

使用をモデルに、特別教室の利用に関する課題や問題点を整理していきます。/生涯学習課 

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

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

市民スポーツ課 

・ボランティア活動推進事業については、学校と地域の連携を促進し、ふるさと浦安への郷土愛を育むことを目指

し、今後も小・中学校の地域行事等、ボランティア活動への参加を促進していきます。/指導課 

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

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

・交通事故防止対策の充実については、通学路の安全対策として、引き続き、危険性の高い交差点に交通整理員

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

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

車安全運転教室を開催し、交通安全教育の充実を図ります。/保健体育安全課 

・防災教育の推進については、標準カリキュラムの検討・見直しを図るとともに、教科領域等と関連した指導資

料を作成します。また、防災教育に係る資料等の学校への情報提供を積極的に行います。/保健体育安全課・教

育政策課 

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

か、各中学校区健全育成連絡会とパトロールでの連携を今後も積極的に行います。/青尐年センター・青尐年課 

 

教育委員会議での主な意見 

防災マニュアル、特に地震における防災マニュアルについては、震災を受け学校ごとに見直しされているが、

特に地域との連携をどのように図っていくかが大事なことになる。できれば防災計画の中に防災教育や指導計画

まで、盛り込んだ方向で進めてほしい。 

防災訓練や防災計画の中に、特別支援学級がある学校の対応について、避難に関しては各学校から提出されて

いるが、特別支援学級についての細かい記述がない。今後、視覚障がいのある場合や知的障がいのある場合な

ど、また、校外にいる場合も想定した避難について、これからの課題になる。防災教育の実践や防災計画等も作

成されているので、今回の大震災を踏まえ支援を要する子どもたちも含めて、改善していく方向で各学校にお願

いしたい。 
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第７節「学校の教育環境の整備・充実」の推進 

７－１ 学校の信頼性の向上 

施     策 事 業 名・担 当 部 署 実    績 

特色ある学校

づくりの推進 

 

◎ふるさとふれあい教育活動推進事業 

／指導課 

 

 

 

 

○こどもの成長の記録提供システムの活用

の推進 

／教育研究センター 

 

・学校選択制推進事業 

／学務課 

 

◎入船地区学校統合推進事業 

／学務課 

各幼稚園、小・中学校が、「地域ぐるみで学校を支

援する仕組みづくり」を推進することを目的とし

て、各々が設定した事業主題に基づいた教育活動

を展開しました。家庭・学校・地域が連携し、開

かれた学校づくりをめざすことができました。 

 

教育研究センター主催の研修会を 5 回実施しまし

た。全小・中学校でシステム利用による通知表の

作成を行いました。 

 

児童・生徒や保護者の学校選択機会を拡大しまし

た。 

 

平成 27年度の入船北小学校及び入船单小学校の統

合に向けて、学校統合準備委員会を庁内に設置す

るとともに、保護者その他学校関係者等から広く

意見を聴くため、入船地区学校統合懇談会を設置

しました。また、関係者への説明会を実施しまし

た。 

 

学校の組織運

営体 制の確

立・充実 

○□学校評価推進事業 

／学務課・保育幼稚園課 

 

 

 

○学校評議員制度事業 

／学務課 

 

 

・校長裁量権の検討 

／教育政策課・学務課 

全校で学校関係者評価を行い、共通のシートでの

報告を実施しました。また、全幼稚園で、学校関

係者評価を行い、学校評価推進委員会を開催しま

した。 

 

地域住民が学校運営に参画し、子どもの成長を担

い、開かれた学校づくりを推進しました。学校評

議会を 26校で 71回実施しました。 

 

校長への権限委譲や現行法令の範囲でできる、校

長裁量権の拡大について、内部検討委員会を３回

実施し、他の市町村の例などを参考に検討を進め

ました。 
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学校・教員の

信頼性の向上

支援 

・情報発信の充実 

／教育研究センター 

 

・教育情報誌発行事業 

／教育政策課 

 

 

 

○こどもの成長の記録提供システムの活用

の推進【再掲】 

／教育研究センター 

 

○□学校評価推進事業【再掲】 

／学務課・保育幼稚園課 

 

 

 

○学校評議員制度事業【再掲】 

／学務課 

ＨＰ作成講習会を 2 回実施し、各校のＨＰ作成の

支援をしました。 

 

教育情報誌「うらやすスタイル」17,18 号を各

23,000 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や自治会等を

通じて市民に配布しました。 

 

教育研究センター主催の研修会を実施しました。

全小・中学校でシステム利用による通知表の作成

を行いました。 

 

全校で学校関係者評価を行い、共通のシートでの

報告を実施しました。また、全幼稚園で、学校関

係者評価を行い、学校評価推進委員会を開催しま

した。 

 

地域住民が学校運営に参画し、子どもの成長を担

い、開かれた学校づくりを推進しました。学校評

議会を 26校で 71回実施しました。 

 

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 

 

 

 

○きめ細かな指導推進事業【再掲】 

／教育研究センター 

 

 

 

○授業モデル「うらやす」作成事業 

【再掲】 

／教育研究センター 

教職経験年数に応じた研修を実施しました。特別

支援教育にかかわる研修を増やすとともに、若年

層教員には、わかりやすい授業づくりの研修を中

心に据えました。 

 

教員の資質向上・授業力アップを図るため研修会

を年 3 回開催するとともに、具体的な指導ポイン

トや指導方法を今年度も「きめ細かな指導資料」

としてまとめ提供しました。 

 

本市の授業モデルとなる学習指導案集を今年度も

作成し、提供しました。 

教員が子ども

と向き合う環

境の整備 

・事務の軽減化・効率化の推進 

／教育総務課・学務課・指導課 

 

全小・中学校 26 校に 1 名ずつ学校事務非常勤職員

を配置しました。毎学期末に学校事務非常勤職員

対象の事務処理研修を行いました。 
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○教職員のメンタルヘルス相談事業 

／学務課 

相談員 3 名を雇用し、各校の巡回相談を実施しま

した。年間延べ 411名からの相談を受けました。 

 

ＩＣＴ環境の

整備・活用 

 

・ＩＣＴ環境の積極的な活用 

／教育研究センター 

 

・情報セキュリティ体制の整備 

／教育研究センター 

 

 

 

○情報教育推進事業【再掲】 

／教育研究センター 

 

ＰＣ等の整備計画の見直しを行いました。情報政

策課との定例会議を開催しました。 

 

情報セキュリティ研修会を実施しました。学校教

育支援システム情報セキュリティ実施手順書を見

直し、新たに学校教育支援システム運用基準を策

定しました。 

 

夏季休業中にＰＣ講座を 6回実施しました。全

小・中学校 26校で巡回ＩＣＴ講習会を実施しまし

た。 

 

＜今後の方向性＞ 

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

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

・こどもの成長の記録提供システムの活用の推進については、引き続きシステムの機能を改善･追加し、より活用

しやすいシステムを目指していきます。また、活用方法の研修を実施することで、活用方法の周知を図ってい

きます。/教育研究センター 

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

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

・入船地区学校統合推進事業は、入船地区の 2小学校の学校統合を平成 27年度に行うために、準備委員会や懇談

会・説明会等を開催し、保護者や地域住民の方々の御意見を伺いながら進めています。美浜地区については、

今後の児童数の推移などを見極めながら検討していきます。/学務課 

・学校評価推進事業については、学校評価推進委員会において平成 20 年度から開かれた学校づくりのための学校

評価の在り方が検討されてきました。現在、全小中学校に学校関係者評価委員会が設置され、学校評価の流れ

も確立されたことから、当初の目的を達成したので本事業は終了とします。また、全幼稚園においてもこれま

での自己評価に加え、平成 24 年度から学校関係者評価を実施しています。同時に、学校評価（幼稚園）推進委

員会を設置し、評価と運営改善に向けた支援を行い、「幼稚園運営の改善と、地域に開かれ信頼される幼稚園づ

くり」に努めます。/学務課・保育幼稚園課 

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

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

推進していくよう努めます。/学務課 

・校長裁量権の検討については、校長への権限委譲や現行法令の範囲でできる校長裁量権の拡大について、内部

検討委員会を開催し、他市町村の事例などをもとに、検討を進めていくよう努めます。/教育政策課・学務課 
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・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進めていきます。ま

た、市内の一中学校ブロックで検証を行い、その成果を各学校に発信していきます。/教育研究センター 

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

く情報を発信していきます。/教育政策課 

・教職員の質・指導力の向上の中で、教育研究センター研修については、教職員の資質向上のため、県教職員研

修との関連を考えながら研修を実施します。/教育研究センター 

・きめ細かな指導推進事業については、今後も教員の資質向上・授業力アップを図るために研修会を開催してい

きます。また、指導のポイントや指導方法を全小・中学校に周知して、教員の指導力向上を支援し、きめ細か

な指導の充実を図ります。/教育研究センター 

・授業モデル「うらやす」作成事業については、本市の授業モデルとなる学習指導案をデータベース化し、教員

が共有化して活用できるようにしていきます。/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、学校事務非常勤職員を事務補助員として全小・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など

について検討をしていきます。/教育総務課 

・教職員のメンタルヘルス相談事業については、相談員が各学校を巡回することで、メンタルヘルス相談の必要

性や重要性を認識することができました。しかし、相談員による各学校への巡回が学期に１～２回程度であ

り、教職員がいつでも相談できる体制とは言えませんでした。今後は、教職員の心身の健康維持に向け、いつ

でもどこでも相談できるような電話と面接による事業に変更します。/学務課 

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

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

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

のセキュリティ講習会を実施していきます。/教育研究センター 

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

を実施し、教員のＩＣＴ活用能力の向上を図ります。/教育研究センター 

 

７－２ 学校教育施設の整備充実 

施     策 事 業 名・担 当 部 署 実    績 

学校教育施設

の整備充実 

 

◎□仮称浦安市立第 9中学校の整備 

／教育施設課・学務課・教育政策課 

 

 

◎□東小学校屋内運動場建替事業 

／教育施設課 

  

 

 

 

平成 26 年 4 月開校を目指し仮称第 9 中学校建設の

実施設計が完了しました。また、その建設工事に

着手しました。 

 

平成 25 年度の工事着手を目指し、東小学校屋内運

動場建替事業の実施設計を行いました。また、地

域住民に事業の説明会を行いました。なお、実施

設計が年度内に未完了のため、平成 25 年度に繰越

しました。 
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・小中学校校舎大規模改修事業 

／教育施設課 

 

○校庭・園庭芝生化整備事業 

／教育施設課・保育幼稚園課 

 

 

 

・特別支援学級整備事業 

／教育研究センター 

 

・学習支援室整備事業 

／教育研究センター 

 

◎こども教育未来センター整備事業 

／教育政策課・教育研究センター 

 

今後の小・中学校校舎大規模改修事業の方向性を

検討しました。 

 

東日本大震災による被害を受けた２園（入船单・

見明川）の園庭芝生復旧工事を行いました。ま

た、東小学校と５園（若草・みなみ・神明・北

部・富岡）の維持管理を行いました。 

 

日の出单小学校に特別支援学級を開設し、教室内

に備品を設置する等、学習環境を整備しました。 

 

日の出中、見明川小、明海单小、東野小学校の 4

校に学習支援室備品を整備しました。 

 

先進地の視察を通して先進事例等の情報収集に努

めました。 

＜今後の方向性＞ 

・仮称浦安市立第 9中学校の整備については、平成 26 年度４月開校を目指し、建設事業を進めていきます。/教

育施設課・学務課・教育政策課 

・東小学校屋内運動場建替事業については、平成 25年度第１四半期に実施設計を完成させ、平成 25年度第３四

半期に工事着手、平成 26年度三学期からの供用開始を目指します。/教育施設課 

・小中学校校舎大規模改修事業については、平成 25年度に全体事業計画を検証し、事業再開を目指します。/教

育施設課 

・校庭・園庭芝生化整備事業については、既存施設１校・７園について、良好な生育状況を保つよう維持管理に

努めます。/教育施設課・保育幼稚園課 

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

学校への特別支援学級の整備を計画的に進めます。/教育研究センター 

・学習支援室整備事業については、余裕教室の状況を把握しながら、平成 25年度には 2 校、その後は計画的に整

備していきます。/教育研究センター 

・こども教育未来センター整備事業については、策定した「仮称こども教育未来センターの基本構想」をもと

に、子ども子育て支援も視野に入れ、市長部局と連携しながら今後の方向性や求められる機能に応じた施設整備

について詳細な検討を行います。/教育政策課・教育研究センター 

教育委員会議での主な意見 

 入船地区の学校統合については、ただ統合するだけでなく、教育の中身を考えながら、適切に進めてもらい

たい。 

学校評価推進事業について、学校評価推進委員会設置要綱第１条にあるとおり「地域の人たちに信頼される学
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校」が目的となる。そういう意味では、尐なくとも学校関係者から評価をしてもらい、それを学校運営に生かし

ていくことが大事である。 

 

 

第８節 楽しみと生きがいを感じる生涯学習の充実を図る  

８－１ いつでも学習できる機会の充実を図る 

施     策 事 業 名・担 当 部 署 実    績 

生涯学習推進

体制の充実 

◎生涯学習推進方策検討事業 

／生涯学習課 

 

・社会教育委員経費 

／生涯学習課 

 

「浦安市生涯学習推進計画」を策定しました。 

 

 

社会教育委員の会議を５回開催、社会教育委員研修

会や各種大会の参加に関わる経費を執行しました。 

充実した学習

情報・機会の

提供 

◎生涯学習支援システム運営事業 

／生涯学習課 

 

 

○公民館活動推進事業 

／公民館 

 

 

・家庭教育学級の実施 

／公民館 

 

 

 

 

○図書館サービス事業 

／図書館 

 

 

○児童サービス事業 

／図書館 

 

 

 

○図書館資料の充実 

／図書館 

時間や場所の制約を受けずに学習できるよう Web 上

に学習環境を整備した、うらやす e カレッジを運営

し、28講座を配信しました。 

 

公民館で主催事業 502 事業 4,687 回を実施し、延べ

126,389 名が参加しました。また、サークル活動に

対し、学習の場を提供しました。 

 

公民館では、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。幼稚園では９学

級、小学校では８学級、中学校では１学級をそれぞ

れ開設したほか、平日に参加できない保護者を対象

にした土曜日家庭教育学級を 1学級実施しました。 

 

中央図書館の開館時間を東日本大震災前の状態に戻

しました。貸出冊数は 218万冊を超え、引き続き多

くの市民利用を得ることができました。 

 

年間の貸出は 49万冊を超えたほか、「えほんのじか

ん」等集会事業には 8,457名が参加しました。ま

た、学校や保育園等において、24,425名の子ども

たちに読み聞かせなどを行いました。 

 

52,235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。 
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・郷土博物館活動事業 

／郷土博物館 

 

 

 

 

 

 

 

 

○生涯学習フォーラム 

／生涯学習課 

 

 

・成人式開催経費 

／生涯学習課 

 

・社会教育関係団体活動補助金 

／生涯学習課 

 

・生涯学習情報紙の発行 

／生涯学習課 

 

・教育情報誌発行事業【再掲】 

／教育政策課 

 

 

 

・公民館文化祭の開催 

／公民館 

 

 

・図書サービスコーナー運営事業 

／図書館 

 

 

・視聴覚ライブラリー運営委員会事業 

ボランティアとともに文化財・史跡を活用した見学

会や、文化財住宅を活用した催しなどを行い、さら

に、郷土文化への理解と関心を深めるため、博物館

ボランティア「もやいの会」、文化財保持団体、市

内で活動しているサークルの協力を得て、幼稚園、

保育園及び小中学校の郷土学習支援や、各種体験教

室を行いました。また、大人を対象とした郷土学習

の場として、「もやいの学校」を開始し、延べ

1,530 名が参加しました。 

 

「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、109名が参加しました。 

 

新成人自らが式典を企画、運営する実行委員会方式

で成人式を開催し、1,196名が参加しました。 

 

社会教育活動推進のため、社会教育関係 10団体の 

事業の一部に対して補助金を交付しました。 

 

こども情報紙「このゆびとまれ」を年３回発行しま

した。 

 

教育情報誌「うらやすスタイル」17・18 号を各

23,000 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や自治会等を通じ

て市民に配布しました。 

 

各公民館において、地域の特色を活かした文化祭を

開催しました。7 館で延べ 26,870 名が参加しまし

た。 

 

開館時間を震災前の状態に戻しましました。年間

178,128冊の貸出を行い、市民に対し利便性の高い

サービスを提供しました。 

 

視聴覚ライブラリー運営委員会議を 2回開催しまし
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／視聴覚ライブラリー 

 

・視聴覚ライブラリー利用促進事業 

／視聴覚ライブラリー 

 

○視聴覚機器講習会等開催事業 

／視聴覚ライブラリー 

 

 

・自主教材制作事業 

／視聴覚ライブラリー 

 

・市内教育機関 16 ミリ映写機保守点検事

業／視聴覚ライブラリー 

 

・視聴覚機材・教材の充実 

／視聴覚ライブラリー 

 

・視聴覚ライブラリー運営事業 

／視聴覚ライブラリー 

た。 

 

教育機関機材・教材等搬送を 224件実施しました。 

 

 

16 ㍉映写機操作講習会を 2回、ビデオカメラ講習

会、写真教室を各 1回、ビデオ編集入門講座を 3 回

開催しました。 

 

視聴覚教材制作、定点ビデオ撮影を実施しました。 

 

 

市内教育機関所有の 16ミリ映写機を 26台保守点検

しました。 

 

新規購入は見送りました。 

 

 

視聴覚機材・教材の貸出、返却を行いました。ま

た、子ども映画会を 24回開催しました。 

 

生涯学習施設

の整備充実 

□浦安駅周辺地区図書サービス事業 

／図書館 

 

 

 

□中央公民館体育館空調整備事業 

／公民館 

 

平成 24 年 9 月より図書サービスコーナーと同様の

サービスを開始しました。年間 5,376 冊の貸出を行

い、市民に対し利便性の高いサービスを提供しまし

た。 

 

夏季や冬季における体育館の利用環境を向上させる

ため、平成 23・24 年度に空調設備設置工事を実施

しました。 

 

市民の自主的

学習活動の支

援と学習成果

の活用 

○生涯学習情報提供システム運営事業 

／生涯学習課 

 

 

○図書館サービス事業【再掲】 

／図書館 

 

生涯学習情報を一元化して提供する、生涯学習情報

提供システム「まなびねっと URAYASU」を運営しま

した。 

 

中央図書館の開館時間を東日本大震災前の状態に戻

しました。貸出冊数は 218 万冊を超え、引き続き多

くの市民利用を得ることができました。 
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○公民館活動推進事業【再掲】 

／公民館 

 

 

・公民館文化祭の開催【再掲】 

／公民館 

 

 

公民館で主催事業 502 事業 4,687 回を実施し、延べ

126,389 名が参加しました。また、サークル活動に

対し、学習の場を提供しました。 

 

各公民館において、地域の特色を活かした文化祭を

開催しました。7 館延べ 26,870 名が参加しまし

た。 

 

＜今後の方向性＞ 

・生涯学習推進方策検討事業については、平成 24年度に「浦安市生涯学習推進計画」の策定をたことから、今後

は計画の進行管理を行っていきます。/生涯学習課 

 ・社会教育委員経費については、社会教育委員会議を効率的に開催していきます。/生涯学習課 

・生涯学習支援システム運営事業については、平成 24 年度をもってシステム上での運営をとりやめ、今後は、市

HP の中で You Tube 等の動画共有サイトを活用して運営を進めていきます。/生涯学習課 

・公民館活動推進事業については、生涯学習の拠点施設として様々な学習機会の提供に取組み、学習を通して地

域住民のコミュニティーづくりを進めます。/公民館 

・家庭教育学級の実施については、子どもが家族との触れ合いを通して人に対する信頼感や豊かな情操、自立

心、社会的なマナーなどを身につけ成長していけるよう、家庭における教育力の向上に向け今後も支援してい

きます。/公民館 

・図書館サービス事業については、情報化社会の進展にともない、市民の情報に対するニーズが高まるなかで、

今後も、図書館サービスの充実を図っていきます。/図書館 

・児童サービス事業については、学校などとも連携しながら、児童に対するサービスの充実に努めます。/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るように努めてい

きます。/図書館 

・郷土博物館活動事業については、引き続き郷土資料の収集・保存、調査研究に努めます。その成果を活かした

ふるさと浦安についての学習機会を、児童・生徒をはじめ、さまざまな世代の市民を対象に提供し、浦安の歴

史・文化を次の世代へと伝えていくための活動に取り組みます。/郷土博物館 

・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 

・成人式開催経費については、大人になったことを自覚し、自ら生き抜こうとする青年を祝い励ますため、成人

式を開催しています。成人式は、成人としての自覚を持ち、自分たちの式典であることの認識を促すため、新

成人自らが企画、運営する実行委員方式で行っており、今後も、引き続き、実行委員方式で行っていきます。/

生涯学習課 

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

部に対して補助金を交付していきます。/生涯学習課 



 

- 43 - 

・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 

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

く情報を発信していきます。/教育政策課 

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

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

・図書サービスコーナー運営事業及び浦安駅周辺地区図書サービス事業については、舞浜駅を含め市内 3駅にお

いて予約資料の受け渡し、返却資料の受付を行うことにより、市民の利便性の向上を図ります。/図書館 

・視聴覚ライブラリー運営委員会事業については、適正かつ効果的な運営を図るため、運営委員会議を開催しま

す。/視聴覚ライブラリー 

・視聴覚ライブラリー利用促進事業については、機材・教材の利用促進を図るため、市内教育機関等に宅配サー

ビスを実施します。/視聴覚ライブラリー 

・視聴覚機器講習会等開催事業については、視聴覚機器の利用促進及び学習機会の拡充を図るため、視聴覚機器

の操作講習会等を実施していきます。/視聴覚ライブラリー 

・自主教材制作事業については、地域性や教育現場の実態を考慮した視聴覚教材の制作や市内の定点撮影を引き

続き実施します。/視聴覚ライブラリー 

・市内教育機関 16ミリ映写機保守点検事業について、隔年で実施していきます。/視聴覚ライブラリー 

・視聴覚機材・教材の充実については、今後も整備と充実に努めます。/視聴覚ライブラリー 

・視聴覚ライブラリー運営事業については、機材・教材の貸出及び子ども映画会を、今後も継続して実施してい

きます。/視聴覚ライブラリー 

・中央公民館体育館空調整備事業については、業務が完了しました。/公民館 

・生涯学習情報提供システム経費については、「まなびねっと URAYASU」を運営し、市から情報提供を積極的に行

うとともに、団体や人材の登録を促進していきます。/生涯学習課 

・まちづくり出前講座事業については、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 

 

８－２ 日頃からスポーツを楽しめる環境を整える 

施     策 事 業 名・担 当 部 署 実    績 

スポーツ機

会・情報の 

提供 

○スポーツ・レクリエーション事業 

／市民スポーツ課・公民館 

 

 

 

・学校体育施設開放事業【再掲】 

／市民スポーツ課 

 

 

 

公民館のスポーツ・レクリエーションの主催事業延

べ 1,096 回実施し、延べ 23,327名が参加しました。

スポーツフェアでは 12,000 名、東京ベイ浦安シティ

マラソンでは 5,577名が参加しました。 

 

小学校においては 14 校(体育館・校庭)を開放し、 

234,369 名が利用しました。中学校においては 7 校

(体育館・校庭・武道場)を開放し、77,252 名、合計

311,621名が利用しました。 
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・各種体育大会実施事業 

／市民スポーツ課 

 

春季市民体育大会では 6,159 名、春季市民軽スポー

ツ大会では 279 名、秋季市民体育大会では 7,423

名、秋季市民軽スポーツ大会では 1,355名、冬季市

民体育大会では 33 名が参加しました。 

 

スポーツ推

進体制の整

備 

 

 

 

 

 

◎総合型地域スポーツクラブ設立支援事

業 

／市民スポーツ課 

 

 

・市民スポーツ団体、スポーツ振興補助

金 

／市民スポーツ課 

 

○生涯スポーツ健康都市推進事業 

／市民スポーツ課 

 

23 年度に続き、本年度も東野地区総合型スポーツク

ラブの設立準備に対し、会議の開催やスポーツフェ

スタなどのイベントで使用する用具の貸出提供を行

いました。 

 

体育協会・軽スポーツ協会・スポーツ推進委員連絡

協議会・スポーツ尐年団体にそれぞれ補助金を交付

しました。 

 

スポーツフェアや、健康フェアの際に啓発物資の配

布・宣伝を行いました。 

 

スポーツ施

設環境の整

備 

◎□陸上競技場整備事業 

／運動公園スポーツ施設整備課 

 

 

○総合体育館ＥＳＣＯ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 

 

 

 

◎□総合公園多目的広場整備事業 

／市民スポーツ課 

東日本大震災により工事を中断し、現場の養生をし

ながら整備維持管理しました。工事再開に向け、修

正設計を委託しました。 

 

光熱水費・省エネルギー率・ＣＯ2排出量につい

て、それぞれの削減目標を達成しました。 

 

小学校においては 14校(体育館・校庭)を開放し、 

234,369名が利用しました。中学校においては 7 校

(体育館・校庭・武道場)を開放し、77,252 名、合計

311,621名が利用しました。 

 

基盤整備工事に不測の日数を要し、事故繰越として

対応しました。 

 

＜今後の方向性＞ 

・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などのスポ

ーツイベント、全国・関東大会への選手派遣の補助事業などを通して、市民に向けスポーツに接する機会の充

実を図っていきます。また、公民館においてもスポーツ・レクリエーション事業の充実を図ります。/市民スポ

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

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

民スポーツ課 

・各種体育大会実施事業については、市教育委員会と体育協会や軽スポーツ協会の共催事業として、加盟団体の運

営のもとに春・秋を中心に各種競技の市民体育大会を行うことで、市民がスポーツを親しみ、楽しむ機会と場を

提供します。/市民スポーツ課 

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

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

立の気運を熟成します。/市民スポーツ課 

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

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

きます。/市民スポーツ課 

・生涯スポーツ健康都市推進事業については、生涯スポーツ健康都市宣言の趣旨を踏まえて、市民がスポーツに親

しみ、楽しみながら、生涯にわたって健康づくりが図れるように、推進事業を計画し進めていきます。/市民ス

ポーツ課 

・陸上競技場整備事業については、陸上競技場の工事再開に向けた修正設計業務を委託し、施設の被災状況を確

認するとともに、沈下した地盤高や地層を調査し、その結果を基に設計を修正する作業を行いました。今後

は、引き続き事業を推進し、早期の完成を目指します。/運動公園スポーツ施設整備課 

・総合体育館ＥＳＣＯ事業については、平成 21 年度～平成 26 年度までの 6 年間の事業となっています。初年度

より、省エネ効果目標値は達成されていることから今後も継続して事業を進めます。/市民スポーツ課 

・総合公園多目的広場整備事業については、人工芝のグラウンドを整備し、多目的に利用できる施設として利用

促進を図っていきます。/市民スポーツ課 

 

８－３ 浦安の芸術・文化を育てる 

施     策 事 業 名・担 当 部 署 実    績 

市民の芸術文

化活動の活性

化 

・美術展覧会 

／生涯学習課 

 

 

○インターネット美術館運営事業 

／生涯学習課 

 

 

・青尐年文化・芸術支援事業 

／生涯学習課 

 

 

市美術展、市民手工芸作品展を開催しました。市美術展

には 333 点、市民手工芸作品展には 104点の出品があり

ました。 

 

市所有美術品をインターネット公開し、企画展作品を展

示しました。常設作品は 105 点、立体作品は 12点、企

画作品は 260点を展示しました。 

 

若手芸術家の育成促進に向け、子どもたち中心の芸術文

化活動団体である、うらやすジュニアオーケストラの第

2 回定期演奏会及びスプリングコンサートを支援しまし

た。第 2 回定期演奏会は 435 名、スプリングコンサート
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・浦安市民プラザ設備等改修事業 

／生涯学習課 

 

・文化団体活動補助金 

／生涯学習課 

 

は 210名が入場しました。 

 

老朽化した市民プラザ空調設備の空調熱源設備交換工事

を実施しました。 

 

社会教育関係 7 団体の事業の一部に対して補助金を交付

しました。 

 

芸術文化を体

験する機会の

充実 

□文化振興事業 

／生涯学習課 

 

○公民館活動推進事業【再掲】 

／公民館 

市民参加型事業の一環として、うらやす文化市場を開催

し、2 日間で延べ 2,284名が入場しました。 

 

公民館で主催事業 502 事業 4,687 回を実施し、延べ

126,389 名が参加しました。芸術文化では陶芸体験やこ

ども人形劇コンサート人形劇、コンサートなど実施しま

した。 

 

郷土の歴史・

文化の理解を

深める 

○文化財保護事業 

／郷土博物館 

三軒長屋茅葺屋根差し茅工事や、旧大塚家住宅のかまど

補修、農業史資料調査原稿作成を行いました。 

伝統文化の継

承 

○伝統文化の保護・継承・公開 

／郷土博物館 

 

・伝統芸能・技術保存団体活動への

補助 

／郷土博物館 

博物館施設内で無形文化財の保存会に練習会場を提供す

ると同時に練習を公開しました。 

 

博物館事業で、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。博物館ま

つりや寿獅子舞・節分などの季節の行事など、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。 

 

＜今後の方向性＞ 

・市民の芸術文化活動の活性化については、市民の暮らしの中に多彩な芸術文化が息づく、豊かなまちを実現す

るため、市民が主体的に行う芸術文化活動を支援するとともに、優れた芸術作品が鑑賞できる機会の充実を図

ります。そのうち、美術展覧会については、市民文化の振興発展のため昭和 36年から実施し、本市の伝統的な

文化事業となっており、出品作品のレベルも向上し、県展や日展を目指す出品者も増加しています。手工芸作

品展に関しては、平成 10年度から実施しているもので、手工芸は幅広く誰でも手がけることのできる文化創作

活動であり、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。これらの事業につきまし

ては、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
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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 

・インターネット美術館運営事業については、市所有の貴重な美術品や市民による創作作品をインターネット上

に公開することで、身近に芸術作品を鑑賞できる機会の提供を目的とした事業です。平成 24 年度をもってシス

テム上での運営をとりやめたため、今後は市ホームページへの掲載を検討していきます。/生涯学習課 

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

進などを目的とした支援事業です。平成 24年度は、うらやすジュニアオーケストラの第 2回定期演奏会及びス

プリングコンサートを支援しました。今後もこのような子どもが中心となって行っている文化芸術活動を支援

していきます。/生涯学習課 

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

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

度で完了する予定です。/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 

・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するものです。平成 24 年度は、市民による文化活動の発表の場と来場した市民

が気軽に芸術文化に触れる機会を提供し、市民が文化活動をはじめるきっかけづくりとなるよう新たな試みと

して、「うらやす文化市場」を実施しました。/生涯学習課 

・公民館活動推進事業については、生涯学習の拠点である公民館は様々な世代の市民に必要な学習情報をいつで

も提供できる施設として、今後も、多種多様な学習機会の提供に取り組み、芸術文化については市民のニーズ

に沿って事業の充実に努めます。/公民館 

・文化財保護事業については、引き続き浦安の歴史・文化を後世に伝えるため、文化財を適正に管理・保護して

いくとともに、主催事業などでも積極的に活用し、郷土文化にふれる機会の充実に努めます。/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 

・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 

 

教育委員会議での主な意見 

社会教育関係において、生涯学習の方向性を決めるために、懇談会等どのような組織をつくり、決定していく

のか。今後の生涯学習のあり方や団体への補助金について、生涯学習の重みをどんなところに持たせて行ってい

くのかが課題である。ぜひ社会教育委員会議で取り組めるよう考えてもらいたい。また、公民館運営審議会にも

関わりがある。公民館活動をどうとらえるのか。新年度に向け公民館活動の方針について、十分審議してもらい

たい。 

主催事業をどう深めていくかは、大きな課題になってくる。また、協働については非常に大事だと思う。社会

教育という分野から考えると、「フェース・トゥ・フェース」顔と顔が向き合うような機会を、どのような形で

構築していくかということである。学校は忙しいが時間を割いてでも、公民館へ行って館長を訪問してほしいと
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要望を話した。このように、顔と顔を合わすことで、協働という中での大事なものや小学校との関連であるとか

すりあわせもできる。そのような中で、このような機会をどういう形で増やしていくか、また、どう奨励してい

くかが大事になってくる。特に、協働に関しては、本市独自でも、協働事業はいくつも行っている。市民大学も

そうである。今の市の協働のテーマや体系を確認しながら、教育委員会の協働のあり方を考えていくことも、今

後必要になってくる。社会教育委員会議やいろいろな委員方の意見を聞くことが、一つの協働の作業であると思

う。そのような方々の意見を聞きながら、そこからのヒントで、新しい何かが生まれてくるような気がするの

で、そのような作業をこまめに行い、つくり上げてもらいたい。 

一体的な公民館や博物館の運営などを議論するため、社会教育委員会議があると考える。運営方針や今後につ

いて継続して論じられる場であってほしい。教育委員会がどう考えるかを市長部局のほうに換言しイニシアチブ

をとる形になれば良いと考える。 

教育委員会がイニシアチブをとり、市全体の社会教育も含め生涯学習という立場から提案をすることにより、

市長部局も納得いくような取り組みを進めてほしい。 

市民大学と生涯学習について、学習した成果をどう評価するのか、修了者への認定証交付制度や修了者による

ボランティア活動ができるシステムを明確にしておく必要がある。今後、教育委員会と連携を図り大きな成果を

得られるようにしてほしい。 

定期利用団体について、発足させた当初と状況が大分変わってきている、定期利用団体を認める期間の長さの

問題や資格の問題等々、議論しなければならない。全館長で素案づくりを行い実際利用される方へのアンケート

調査を行うなど、利用者の意向の周知徹底を図ってもらいたい。あり方をもう一度見直し実現させるためには時

間をかけて行うのは当然のことである。生涯学習推進計画の中にも「Ⅴ-２学習成果の発表の場と機会の提供」と

あるように公民館サークル活動の支援や公民館サークルの地域活動の促進が掲げられている。サークルの利用と

サークル活動のあり方ということが直接つながることから、この部分に尐し踏み込み理解してもらえるように既

得権を持っているグループに対し説得力をもって論じてほしい。公平性を一番に確保していくべきである。 

公民館定期利用枠について、公民館利用促進が初期の目的であったが必要なしと考える。今後の取扱いについ 

て考えていかなければならない。生涯学習推進の中で重点化を図る団体については優先させることが必要にな

る、何が優先されるべきかを議論していただきたい。また、公民館の利用についてコストパフォーマンス論に関

連して、多尐経済的なことを考慮して良いと思う。つまり、公民館利用について受益者負担を強化して、ほんと

うに必要な団体を選別していく。定期利用等に関するニーズは多様であると考える。すべてを取り込むことは難

しい、公民館の構えや教育委員会の構えなどをしっかり持つことが大事だと思う。移行期間を設けて徐々に定期

利用を行っていない高洲公民館方式をとる館を増やしていってはどうか。早い時期に教育委員会としての方向性

を持っていく必要がある。 

震災後、震災関係の講座を各公民館で取り組んでいるようだ。また、放射能の関係についても、講座を開催し

ており、公民館は社会問題に素早く対応してきている。これからも、震災を風化させないよう、様々なかたちで

事業の中に盛り込んでほしい。気がつくということが大事なので、広くアピールしながら進めてもらいたい。 

堀江公民館での事業で、堀江中学校科学クラブの生徒たちが堀江地区の代表として、公民館文化祭での交流を

行っている。他公民館でも地域の小中学校と様々な交流連携の事業が開催されている。とてもすばらしいこと

だ、いろいろな形で事業を見直し、連携できるところを深化させていく。例えば、博物館の学芸員が学校で授業

ができるような深まりを実現させていくということが考えられる。そのような深め方を、主催事業で行うこと
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が、連携や協働を通しコミュニケーションをとることで地域がいろいろな形で活性化していくと感じられる。 

浦安作品展開催への参加状況について、中学校側において学習指導要領の内容を満たすためにも、この身近な

地域の調査の学習を通して、博物館の主催するふるさと浦安作品展に参加できるような工夫をしてもらいたい。 

博物館から働きかけるという手段もあるが、学校と連携をとりながら行ってもらいたい。とても大事な事業と

捉えている、出品しやすい方法をこちらから奨励してほしい。 

旧大塚家、旧宇田川家住宅などの文化財活用を考えたとき、一つの方策として観光的な役割をもつことも一つ

の手段として重要なことである。まちづくりの一つの方針をリンクさせてはどうか。残すだけではなく、町並み

保存会というのは、観光資源的なニュアンスがある。文化施設の有効活用も含めながら、まちづくりの中にスポ

ーツ的な要素や文化的な要素を絡めながらまちづくりを進めることは、とても重要である。海から船で町並みを

見るちがったものが発見できる。しっかりした形で施設を残しつつ有効活用できないか検討してほしい。 

ニューフィル千葉が主催した被災地支援コンサートは、700名以上の来場者があり市民の関心も非常に高いもの

になっている。行事開催の場合、人集めは非常に難しいことだが、参加者が大勢集まれば、とてもすばらしい行

事となる。 

千葉県メディアコンクールにおいて、視聴覚ライブラリー作品が受賞した、入選したビデオを幼稚園や小学校

等の教育機関及び市民貸出しを行うと共に、貸し出しＰＲ周知し、ケーブルテレビで放映をしたらどうか。 

浦安市スポーツ推進委員の委嘱について、以前要望しておいた公募方式が採用された。今後もできる限り公募

制を取り入れ、意欲のある市民の参加をお願いしてほしい。 

境川や堤防で行うカヌー団体の練習・ジョギングやウォーキングのコースと一体にし、川をうまく利用したス

ポーツ系のものとうまく組み合わせていくと、まさに浦安の文化や浦安らしさを生かしたものになっていくのか

もしれない。 

 

 

第９節 浦安で産み育てたい環境を整える 

９－１ 安心して産み育てられる環境をつくる 

施     策 事 業 名・担 当 部 署 実    績 

子育てと仕事

の両立支援 

○児童育成クラブ管理運営事業 

／青尐年課 

 

市内 18児童育成クラブ（民間事業者等：14クラ

ブ、運営委員会：4クラブ）に、平成 24年 5月 1日

現在、1,583名の入会児童数がありました。 

 

多様なニーズ

に応じた子育

て支援 

○幼稚園預かり保育事業 

／保育幼稚園課 

 

○公民館活動推進事業【再掲】 

／公民館 

 

 

・奨学資金貸付事業 

市内 6 園で実施し、延べ 42,366 名が利用しまし

た。6 園合算の年間平均利用率は、73.9％でした。 

 

公民館で主催事業 502 事業 4,687 回を実施し、延べ

126,389 名が参加しました。子育て支援として、家

庭教育学級等を実施しました。 

 

高等学校の入学準備金、短期大学の修学金、専修学
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／教育総務課 

 

 

・要保護及び準要保護児童・生徒就学援

助事業 

／学務課 

 

□被災児童・生徒就学援助事業 

／学務課 

 

・幼稚園就園奨励費補助事業 

／保育幼稚園課 

 

○私立幼稚園運営費等補助事業 

／保育幼稚園課 

 

 

 

□幼保一体施設事業者公募経費 

／保育幼稚園課 

校専門課程・大学の入学準備金・修学金を 57 名に

貸し付けました。 

 

要保護児童 71 名・要保護生徒 42 名、準要保護児童

412 名・準要保護生徒 251 名を認定し援助を行いま

した。 

 

被災児童 119 名 被災生徒 48 名を認定し援助を行

いました。 

 

975名に交付し、入園料、授業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、302名、授業料については、

959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。 

 

幼保一体施設（こども園）の整備に向けた事業者公

募は、国の子ども・子育て支援新制度の動向を見定

めるため、事業を次年度に先送りしました。 

 

＜今後の方向性＞ 

・児童育成クラブ管理運営事業に関しては、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。/青尐年課 

・幼稚園預かり保育事業は、平成 24年度にみなみ幼稚園を加えて、市内 6 園で実施しています。今後、幼稚園児

数の推移、余裕教室の状況などを就学前保育・教育のあり方検討会で検証しつつ、検討していきます。/保育幼

稚園課 

・公民館活動推進事業については、生涯学習の拠点である公民館は様々な世代の市民に必要な学習情報をいつで

も提供できる施設として、今後も、多種多様な学習機会の提供に取り組み、子育て支援として、家庭教育学級

等の充実に努めます。/公民館 

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

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

す。/教育総務課  

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

・被災児童・生徒就学援助事業については、文部科学省の事業の延長に伴い、平成 26 年度末まで継続して行って

いきます。/学務課 
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・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 

・幼保一体施設事業者公募経費については、親の就労形態にかかわらず、質の高い幼児教育・保育を受けること

を可能にすることや待機児童の解消を目的とした幼保連携型認定こども園を運営する民間事業者を選定するた

め、（仮称）明海单こども園設置運営者選定審査会を開催いたします。 

/保育幼稚園課 

 

９－２ 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 

／保育幼稚園課 

 

 

○公民館活動推進事業【再掲】 

／公民館 

 

 

・地域社会と連携した幼稚園づくりの推

進 

／保育幼稚園課 

全園合わせて 371回開催し、未就園児の親子延べ

9,788組が利用しました。保育相談は延べ 1,850件

の利用がありました。 

 

公民館で主催事業 502 事業 4,687 回を実施し、延べ

126,389 名が参加しました。子育て支援のネットワ

ークづくりとして家庭教育学級を実施しました。 

 

園行事等において、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 

・公民館活動推進事業については、生涯学習の拠点である公民館は、様々な世代の市民に、必要な学習情報をい

つでも提供できる施設として、多種多様な学習機会の提供に取り組み、子育て支援のネットワークの充実に努

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 

 

教育委員会議での主な意見 

幼小や小中連携を行っている中で、小学校教員が相互参観時に近隣幼稚園を見学する、また、小学校学校訪問

時に卒園児の小学校の育ちについて幼稚園教諭が確認見学してもらうことが可能である。同じように、近隣小学

校、中学校間での連携の中で相互参観時に児童・生徒の様子を見学できるので、なるべくオープンにしたほうが

良い。小中、幼小の異校種交流は非常に大事な視点でもある。 
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第 10節 こどもが元気に成長できる環境を整える 

10—１ こどもの健やかな成長を支える 

施     策 事 業 名・担 当 部 署 実    績 

健康づくり

の推進 

・体力向上推進事業【再掲】 

／保健体育安全課 

 

○部活動推進事業【再掲】 

／保健体育安全課 

 

 

 

・就学時健康診断事業 

／保健体育安全課 

 

・児童生徒健康診断事業 

／保健体育安全課 

 

体力向上推進校として中学校 2校、小学校 5校を

指定しました。 

 

部活動社会人指導者を小学校 14 校に 48名、中学

校 8校に 83 名派遣しました。小学校では、ミニバ

スケットボール部、サッカー部他 4 部、中学校で

は、野球部、陸上競技部他 13 部に派遣しました。 

 

就学時健康診断を 1,719名に実施しました。 

 

 

小学校で 10,819名、中学校で 4,110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 

 

 

 

 

 

 

 

・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 

まなびサポートチーム員（医師3名、指導主事3

名、臨床心理士4名、言語聴覚士2名、理学療法

士、作業療法士、特別支援教育指導員各1名）によ

り、特別な教育的支援が必要な子どもの就学に関

する相談を行いました。保育園、幼稚園、小・中

学校への訪問相談は年間870回実施し、特別支援教

育の体制整備、個別の相談を進めました。また、

心身障がい児支援員を21名配置しました。 

 

日の出单小学校に特別支援学級を開設し、教室内

に備品を設置する等、学習環境を整備しました。 

 

日の出中、見明川小、明海单小、東野小学校の 4

校に学習支援室備品を整備しました。 

 

特別支援学級児童 49名に、特別支援学級生徒 23

名に支給しました。 

 

こどもの安

全を守る環

○学校防犯対策の充実【再掲】 

／保健体育安全課 

警備員を小学校 18 校・18名配置しました。ま

た、新１年生全員に防犯ブザーを配布するととも
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境の整備  

 

・交通事故防止対策の充実【再掲】 

／保健体育安全課 

 

・学校防災計画の充実【再掲】 

／保健体育安全課・教育政策課 

 

 

・防災教育の推進【再掲】 

／保健体育安全課・教育政策課 

 

に、防犯教室を 18 回実施しました。 

 

交通整理員を 8 か所・12名配置しました。また、

交通安全教室を 18 回実施しました。 

 

各学校の学校安全計画、特に、防災教育や避難訓

練など災害安全に係る内容の検討・見直しについ

て指導助言を行いました。 

 

防災教育に係る各種資料を提示するとともに、義

務教育９年間を見通した防災教育に係る標準カリ

キュラムを作成しました。 

 

＜今後の方向性＞ 

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

ともに、「体力向上推進校」の指定を増やします。この「体力向上推進校」を核として積極的な実践交流を行

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

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

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

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

に指導者を派遣し、部活動の振興を図ります。/保健体育安全課 

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

発達段階に応じた健康診断やフォローアップを実施します。/保健体育安全課 

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

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

実を図ります。/教育研究センター 

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

中学校への特別支援学級の整備を計画的に進めます。/教育研究センター 

・学習支援室整備事業については、余裕教室の状況を把握しながら、平成 25 年度には 2 校、その後は計画的に整

備していきます。/教育研究センター 

・特別支援学級児童・生徒就学奨励事業は、今後も継続して行っていきます。/学務課 

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

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

・交通事故防止対策の充実については、通学路の安全対策として、引き続き、危険性の高い交差点に交通整理員

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

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

車安全運転教室を開催し、交通安全教育の充実を図ります。/保健体育安全課 
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・学校防災計画の充実については、各学校の学校安全計画、特に災害安全（地震・風水害・火災等）に関わる内

容について把握し、それぞれの課題について焦点化を図るとともに、課題解決のための指導や助言、情報提供

を積極的に行います。/保健体育安全課・教育政策課 

・防災教育の推進については、標準カリキュラムの検討・見直しを図るとともに、教科領域等と関連した指導資

料を作成します。また、防災教育に係る資料等の学校への情報提供を積極的に行います。/保健体育安全課・教

育政策課 

 

10－２ 豊かな心を育む 

施     策 事 業 名・担 当 部 署 実    績 

心を育む遊び

環境の整備 

・放課後異年齢児交流促進事業 

／青尐年課 

東、入船北、日の出、单、明海小学校で実施し、

44,611名が利用しました。 

こどもを育む

親力・地域力

の向上 

・家庭教育学級の実施【再掲】 

／公民館 

 

 

 

 

 

・家庭教育講演会の開催 

／公民館 

 

・家庭教育に関する情報収集と資料の提供

／公民館 

公民館では、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。幼稚園では

９学級、小学校では８学級、中学校では１学級を

それぞれ開設したほか、平日に参加できない保護

者を対象にした土曜日家庭教育学級を 1 学級実施

しました。 

 

幼稚園、小・中学校保護者を対象に家庭教育につ

いての講演会を実施し、57名が参加しました。 

 

家庭教育に関する資料や情報の提供を行いまし

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 

 

・浦安市就学前保育・教育指針推進事業 

／指導課・保育幼稚園課 

 

 

 

○子育てすこやか広場事業【再掲】 

／保育幼稚園課 

 

 

市内 5園で実施し、延べ入園者は 260名でした。 

 

 

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。また、平成 24

年度に就学前保育・教育指針の改訂を行い、指針

改訂報告会を開催しました。 

 

全園合わせて 371回開催し、未就園児の親子延べ

9,788組が利用しました。保育相談は延べ 1,850件

の利用がありました。 
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○幼稚園預かり保育事業【再掲】 

／保育幼稚園課 

 

 

○公民館活動推進事業【再掲】 

／公民館 

 

 

 

・大規模幼稚園等特別増置教員の配置事業

／保育幼稚園課 

 

市内 6園で実施し、延べ 42,366名が利用しまし

た。6 園合算の年間平均利用率は、73.9％でし

た。 

 

公民館で主催事業 502 事業 4,687 回を実施し、延

べ 126,389 名が参加しました。幼児期の学びとし

て幼児と保護者を対象とした主催事業を実施しま

した。 

 

特別増置教員を 19 名配置し、大規模幼稚園等にお

ける、きめ細やかな保育の充実を図りました。 

自分を大切に

する気持ちを

育てる 

○教育相談推進事業【再掲】 

／指導課・教育研究センター 

 

 

・生徒指導推進事業【再掲】 

／指導課 

 

全小・中学校に 26 名のＳＬＣを配置し、児童生徒

の精神的な悩みの発見・相談に対応し、健やかな

学校生活がおくれるように支援しました。 

 

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 16 件の相談を受理しました。 

 

青尐年の健全

育成 

 

 

 

 

 

 

 

 

・青尐年リーダー養成事業 

／青尐年課 

 

・青尐年交流活動センター事業 

／青尐年課 

 

・青尐年交流施設事業 

／青尐年課 

 

 

・青尐年館事業 

／青尐年課 

 

 

 

・洋上研修事業 

／青尐年課 

会員数は 29 名で平成 24年 5 月～平成 25年 3月に

11 回実施し、延べ 123 名が受講しました。 

 

宿泊者数 7,058 名、宿泊以外 28,834名、合計

35,892名が利用しました。 

 

青尐年交流広場 3,568名、スタジオ貸出 3,147

名、各種講座 25,916名、自主事業 838名、合計

33,469名が利用しました。（一般講座利用者数除

く） 

開館日数は 299 日、小学生 20,204名、中学生

11,488名、高校生 8,933名、23歳未満 2,284

名、その他 2,282名、合計 45,191名が利用しまし

た。 

 

8 月 24日～28日まで、北海道日高町で実施し、

137名が参加しました。 
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・ジュニアリーダー研修会 

／青尐年課 

 

・青尐年健全育成団体活動推進 

／青尐年課 

 

○公民館活動推進事業【再掲】 

／公民館 

 

 

 

・郷土博物館活動事業【再掲】 

／郷土博物館 

 

 

 

 

 

 

 

 

○青尐年補導活動推進事業 

／青尐年センター 

 

 

 

 

・青尐年相談事業 

／青尐年センター 

 

6 月 2 日～12月 2日で年間 8 回の研修会を実施

し、会員数 25名、延べ 167 名が受講しました。 

 

46 団体で実施しました。 

 

 

公民館で主催事業 502 事業 4,687 回を実施し、延

べ 126,389 名が参加しました。青尐年の健全育成

として中学生、高校生を対象にヒップホップやバ

スケットボール事業を実施しました。 

 

ボランティアとともに文化財・史跡を活用した見

学会や、文化財住宅を活用した催しなどを行い、

さらに、郷土文化への理解と関心を深めるため、

博物館ボランティア「もやいの会」、文化財保持団

体、市内で活動しているサークルの協力を得て、

幼稚園、保育園及び小中学校の郷土学習支援や、

各種体験教室を行いました。また、大人を対象と

した郷土学習の場として、「もやいの学校」を開始

し、参加者は延べ 1,530名しました。 

 

青尐年センターが計画する中央パトロールを毎月

6 回、全 70回（雨天中止 2回）実施しました。そ

の他、地区パトロール等を含め、年間 495 回実施

し、延べ 2,561 名が参加しました。また、パトロ

ール実施の結果 887名を補導しました。 

 

青尐年センター内に家庭教育指導員を配置し、電

話相談を延べ 241回、来所相談を延べ 148 回、計

389回の青尐年相談に対応しました。 

 

＜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、学校施設の活用について検討していきます。/

青尐年課 

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

育の出発点である家庭教育力の向上を今後も支援していきます。/公民館 

・家庭教育講演会の開催については、幼稚園・小中学校保護者を対象に家庭教育についての講演会を実施してい
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きます。/公民館 

・家庭教育に関する情報収集と資料の提供については、家庭教育力の向上を図るため、家庭教育に関する情報集

収集を行い、資料を提供していきます。/公民館 

・幼児期の学び環境の整備施策にあたっては、これまで実施してきている市立幼稚園３年保育の推進及び預かり

保育を引き続き推進し、多様な保育ニーズに対応していきます。また、更なる保育の質の向上をめざし、平成

24 年度に「就学前保育・教育指針」の改訂を行い、国の動向も踏まえつつ、今後の就学前施設(保育園・幼稚

園)のあり方を検討していきます。/保育幼稚園課 

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

実施回数のさらなる増加、及び事業のＰＲ活動に努めていきます。/保育幼稚園課 

・幼稚園預かり保育事業は、平成 24年度にみなみ幼稚園を加えて、市内 6 園で実施しています。今後、幼稚園児

数の推移、余裕教室の状況などを就学前保育・教育のあり方検討会で検証しつつ、検討していきます。/保育幼

稚園課 

・公民館活動推進事業については、生涯学習の拠点である公民館は、様々な世代の市民に必要な学習情報をいつ

でも提供できる施設として、今後も、多種多様な学習機会の提供に取り組み、併せて青尐年向けの事業につい

ても充実に努めます。/公民館 

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

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

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

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

究センター 

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

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

決に向けてのアドバイスを行います。/指導課 

・青尐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。/青尐年課  

・青尐年交流活動センター事業については、青尐年の交流及び団体生活を通じて、青尐年健全育成を図るため、

指定管理者と協力しながら継続して実施していきます。/青尐年課 

・青尐年交流施設事業については、引き続き各種講座の実施や、青尐年の居場所づくり等を通して青尐年の健全

育成を図っていきます。/青尐年課 

・青尐年館事業については、青尐年の仲間づくりや青尐年どうしの交流を行える場及び青尐年が自発的に学習、

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尐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。/青尐年課 

・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尐年の健全育成を図っていきま

す。/青尐年課 

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

育成を図っていきます。/青尐年課 

・青尐年健全育成団体活動推進については、引き続き、補助金を対象団体に交付することで、団体活動の推進を
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図っていきます。/青尐年課 

・郷土博物館活動事業については、引き続き郷土資料の収集・保存、調査研究に努めます。その成果を活かした

ふるさと浦安についての学習機会を、児童・生徒をはじめ、さまざまな世代の市民を対象に提供し、浦安の歴

史・文化を次の世代へと伝えていくための活動に取り組みます。/郷土博物館 

・青尐年補導活動推進事業については、引き続き青尐年補導員及び警察等との連携により、各種補導活動（中央

パトロール、地区パトロール、特別パトロール等）の充実及び青尐年に有害な環境の浄化を図り、青尐年の非

行防止及び健全育成の推進に努めます。/青尐年センター 

・青尐年相談事業については、関係各所に広報・啓発物の掲示を依頼し相談事業の周知を図るとともに、引き続

き研修等への参加による、家庭教育指導員の資質向上及び相談事業の充実に努めます。/青尐年センター 

 

教育委員会議での主な意見 

家庭教育指導員の相談事業について、いろいろな問題が起きたときに出向くのではなく、問題が起きたときに 

相談できる場所があることが大事である、積極的に支援を行っていく必要がある。 

 

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

 

平成 25 年９月 10 日と 10 月 18 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。 

なお、今回の点検・評価報告書は、昨年度報告書と同様、教育施策と教育ビジョン

（基本計画改定版）の施策体系に沿った構成となっており、内容の比較検討がしやすか

った。また、実績等を具体的数値で表すなど、特段に分かりやすくなり、概ね良好に事

業が進められていることが理解できた。との評価をいただきました。 

事務の管理や執行状況に係る総括的なご意見は次のとおりです。 

 

・これまでの「教育委員会点検・評価報告書」の内容を振り返り、常に事業の向上が図

れるよう取り組んでいただきたい。 

・漠然とした事業の目標や目的ではなく、できるだけ数値化できるような目標値を設定

し、達成度を見える化するなど工夫してほしい。 

・今年度もいじめ問題や不祥事等社会的に大きな問題になるようなことが、発生してい

ないようである。とても喜ばしことである。今後も、学校や市民などの声を取り入れ、

学校現場、市民と教育委員会が連携を取り合いながら、風通しの良い関係となるよう

に努力してほしい。 

・第２章の教育委員の活動状況の記録を見ると、教育委員会議以外にも多くの行事に参

加出席している。多くの教育現場を視察しており、そのことが会議中の意見に反映さ

れている。教育委員が教育の現状を把握したいという熱意や思いが感じられる。 

・幼稚園訪問や小学校・中学校訪問に、引き続き積極的に参加していただくよう、お願

いしたい。 

・教育委員会の会議において、各種事業が教育委員と事務局職員間との間で良く話し合

われている。 

・今後も、個々事業について、効率的な事業運営や役割分担を適時見直すなど、常に事

業内容の向上に向けて取り組んでいただきたい。 

・社会教育に関しては、関係部局は第３章第８節に記述されている「教育委員会議での

主な意見」を真摯にとらえて積極的に各事業に取り組んでいただきたい。 

 

個々事業に関する、主なご意見は次のとおりです。 
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第１節 「確かな学力(知)」 

１－１ 学ぶ意欲の育成と確かな学力形成 

 尐人数教育の推進は、非常に効果を上げている。 

 学力や体力など数値で示せるものについては、教育研究センターや保健体育安全課

などで分析・検証し、次年度の施策や事業に反映できるようにしていただきたい。 

浦安市児童生徒科学作品展の出展に向け、積極的な科学作品の創意工夫が図れるよ

う、事前学習会や事前相談会などを開催することが必要ではないか。 

 

１－２ 今日的な教育課題に対する教育の推進 

学習指導要領の改訂があった。各学校において改訂の趣旨や内容を充分生かした教

育活動が実施されているか把握し、検証して指導してほしい。 

また、指導主事は、学校現場のニーズに適合した、きめ細やかな支援をしていただ

きたい。 

 尐人数教育専修教員(算数・数学)の配置や理科支援ティーチャーの配置、外国語教

育推進のためのＡＬＴ配置などについてとても評価している。なお一層の拡充をお願

いしたい。 

 防災教育に関しては、学校教育のみならず、市民にも提供するよう、生涯学習の観

点から公民館とも連携し、地域住民参加による学習講座も行ってほしい。 

 

１－３ 多様な教育的ニーズに応じた支援の充実 

 まなびサポート事業はとても有意義であり、きめ細やかな事業を推進するなど非常

に充実しており、引き続き実施してほしい。 

 県立特別支援学校分校誘致を進めてほしい。近隣市との行政間で連携し誘致活動を

進めたらどうか。 

 

１－４ 学びの連続性を重視した教育の推進 

 小中連携・一貫教育検討会議の開催し、カリキュラム指針の作成を行っているとの

ことで、実施に向けた計画性がうかがえる。 

学力のギャップを無くし、スムーズに移行できるよう、幼稚園教諭・小学校教員・

中学校教員それぞれの意見交換を大いに行い、将来に向けた有効性のある取り組みを

進めていただきたい。 

 多くの先進市で実施している事例を参考に、より充実した連携教育の実施を進めて 

ほしい。 

「幼・保・小」や「小・中」や「中・高」の連携教育が充実してくれば、教育施策

や教育ビジョンなどの施策がより生きてくると考える。 
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第２節 「豊かな心(徳)」 

 ２－２ 情操を豊かにする教育の推進 

文化・芸術活動体験の推進である「音楽鑑賞教室」や「音楽会」は、芸術活動を体

験でき、こころを豊かにしている、大いに拡充して行ってほしい。 

部活動推進事業については、生徒の特技を生かせる活動を推進してほしい。地域ご

との活動を行えるようにするなど、特に文科系部活動の指導者について、学校支援ボ

ランティアを活用するなど充実してほしい。 

 

第３節 「健やかな体(体)」 

３－１ 体力の向上と健やかな体づくりの推進 

児童・生徒の体力が低下している、スポーツテストの結果や体力向上推進校を指定

した成果が出るよう指導に努めてほしい。 

食育の推進に関して、アレルギーに対する教職員等の研修を充実させ、知識を深め

ていくよう努めるとともに、緊急時の対応について関係各所が連絡・連携し事故防止

に努めてほしい。 

 

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 

ふるさとうらやす立志塾は、卒塾生が成果を発表できる場面を企画するなど、指導

者となり研修会などに協力できる体制を整え、卖年度で終了することがないよう継続

して実施する事業としてほしい。また、体験者の貴重な体験を生かすため、参加者と

各中学校の生徒との交流・連携を深めてほしい。 

 

第５節 「郷土愛(誇り)」 

５－１ ふるさと浦安の歴史・文化への理解の向上 

郷土博物館の利用について、小学生の活用だけでなく、中学生に向けた活用方法を

検討してほしい。 

また、郷土博物館の活用について、修学旅行で本市施設を訪れる県外生徒に対し、

博物館や市内旧跡をめぐるコースをコーディネートし、ふるさと浦安市の郷土学習を

含めた体験学習をコラボレートする企画を提案するなど、博物館や街全体がより活性

化できるよう努めてほしい。 

平和教育の推進について、平和学習は非常に重要である大いに進めてほしい。 

 

第６節 学校・家庭・地域・行政の連携  

６－１ 地域ぐるみで学校を支援する仕組みづくり 

学校支援コーディネーターや学校支援ボランティアについては、徐々に浸透してい

るものの、より一層必要性や活動内容などを、市民に向け情報発信していく必要があ
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る。 

退職した教職員をはじめ、公民館で活躍している方々、社会教育主事の資格を持つ

方、ＰＴＡ・地域自治会や老人会の方々など、時間に余裕のある専門性をもつ人材を

どんどん巻き込み、学校支援者をより一層充実させてほしい。 

学校側がどのような人材を必要とし、どのようなボランティア活動を求めているの

かを具体的に示すなど、コーディネーターやボランティア募集への周知ＰＲが必要で

ある。また、市民側はどのようなスキルを持っていて、学校に対し何に協力できるの

かを発信できるよう、双方でより良い形のマッチングができるような交流会活動など

を開催してほしい。学校支援コーディネーターや学校支援ボランティアの研修会を開

催してほしい。 

公民館で活動するサークルのメンバーを部活動の指導者として学校へ招へいするな

ど、社会教育活動の実績や成果を学校教育の一環に生かすことで、学校に対する支援

のひとつとなる。また、サークル団体の活動としても、地域貢献や社会貢献の実績と

なる。 

災害時の避難運営推進事業に関連して、学校はあくまでも一次避難場所であること

を先ず地域住民に周知すること。また、学校側は早期に授業活動を再開できるよう、

防災担当課と連携し、運営マニュアルの作成をしてほしい。 

自然災害については、非常時に備え訓練を行い、事前準備や対策を怠らないように

してほしい。 

 

第７節 学校の教育環境の整備・充実の推進  

７－１ 学校の信頼性の向上 

優れた教員の確保に繋げるため、経験の浅い教員については、様々な教育課題を教

員同士で話し合うなど、教員の横の連携が取れるよう機会を確保するとともに、工夫

した研修会を企画してほしい。 

管理職研修において、学校マネジメント力の向上に向けた研修を今後も引き続き行

ってほしい。 

教職員の資質・服務の向上に向け、公民館などの他部署への配属や積極的な人事交

流、地域社会や企業人に見習うなど、制度的に交流の場を設け、教職員としての資質

向上や児童・生徒や保護者から信頼される人材教育に努めてほしい。 

児童生徒と学校教員とが接する時間や生徒指導への時間をより多く設けられるよ

う、教員への事務負担の軽減に努めてほしい。 

 

第８節 楽しみと生きがいを感じる生涯学習の充実を図る  

８－１ いつでも学習できる機会の充実を図る 

元気な高齢化社会を創るため、様々な学習をされた受講者が生涯学習施設で学習成

果を発揮できる、システムづくりが必要である。 
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また、学び直しの機会を提供するリカレント教育の充実を今後も行ってほしい。 

公民館文化祭の開催については、各地域で例年盛大に行われており、とても感心し

ている。学校など地域の教育機関や活動団体とも、活動発表の場として定着してお

り、とても良い連携が取れている、今後も期待をしている。 

社会教育や生涯学習活動を活性化し充実を図るため、社会教育委員会や公民館運営

審議会・文化財審議会等は、社会教育の本来の姿である住民の意見を反映した審議が

求めれれることから、より一層本来の機能を高めるよう工夫することが重要である。 

 公民館事業については、浦安市の公民館の学級講座は、全国的にみても高水準（平

成 23 年度文部省社会教育調査では、全国の１公民館あたりでの事業数約 25 事業に対

し、浦安市は 71 事業）であり、多様な学習機会の提供に努めており、大いに評価で

きる。今後とも、現代的な社会教育の諸問題や課題に対応した公民館主催事業をより

一層充実させてほしい。 

 公民館事業は、学級講座以外に社会教育法第 22 条で定める学級講座とともに、同

法５．各種団体、機関等の連絡を図ること。６．その施設を住民の集会その他公共的

利用に供すること。とも例示されている。 

 地域の連携を図るうえでも公民館の果たす役割は大きい。今後は、学校を始めとし

た各教育機関・各種団体との連携強化を図り地域の活性化を図ることが大切である。 

 また、住民の集会や公共的団体については、現在貸出しの範囲が狭いのではない

か。最近は「新しい公共」という考えが一般的になりつつあり、例えば政治報告会、

企業の研修などにも門戸を開いていくことが時代の潮流である。より多くの市民が利

用できるよう、公平な立場でオープンに利用できるようにしてほしい。 

 なお、法 23 条で公民館の運営方針で「公民館は、次の行事を行ってはならない」

と規定しているが、この条項は禁止事項ではなく、貸出しにあたって偏りや不公平を

禁じたものであって、今後、こうした時代の潮流に沿った検討が望まれる。 

このことに関しては、平成 24 年７月「さらなる基礎自治体への権限の移譲及び義

務付け・枠付けの見直しについて」全国市長会が政府に提案をし、本年３月文部科学

省は所管事項について、特に法 23条について回答している。 

サークル活動については、年月が経つと目的意識の喪失や、会員の固定化を招き、

さらには、私塾化傾向の団体も見られる。新しく公民館を利用したい人は不公平感を

抱くことになる。この定期利用の見直しと認定制度についても社会教育関係団体は

「公の支配に属さない」という規定からして、利用者主体の例えば「登録制度」への

移行や現行サークルの見直しをする必要がある。 

 また、最近の傾向として公民館使用料の見直しが全国的に行われている。貸出し範

囲と抱合せて、使用料金についても検討する必要がある。 

浦安の図書館は発足当初は「図書館のまち浦安」として全国的に評価が高かった

が、近年はあまり聞くことがない。図書館が市民にとって身近なものになっているの

で、初心に返り、さらに様々な工夫をもって図書館運営に携わることが望まれる。 
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教育は人なりと言われるが、社会教育に従事する、社会教育主事、公民館主事、司

書、学芸員の資質の向上のための方策を検討する必要がある。 

 

８－３ 浦安の芸術・文化を育てる 

博物館については、常設展示や企画展示だけでなく、新聞でも紹介されたように、

東京ディズニーリゾートなどの市内観光施設と抱合せた浦安の紹介や体験学習など、

外に開けた運営が今後とも求められる。 

 

第９節 浦安で産み育てたい環境を整える  

平成 21 年 9 月に策定した「就学前保育・教育指針」は、保育園・幼稚園の新たな

指針として、現場での実践手引きとして活用されている。細部におよび大変良くまと

めが出来ている。この指針を基に、しっかりと施策の展開を進めてほしい。 

また、教育委員会とこども部など関係機関が連携を取り合いながら各事業を進めて

ほしい。 

児童育成クラブ管理運営事業について、待機児童が無くなるように、引き続き事業

の拡充をしてほしい。 

 

第 10節 こどもが元気に成長できる環境を整える  

10－２ 豊かな心を育む 

放課後異年齢児交流促進事業について、魅力的な事業内容を計画し、各学校におけ

る取組み内容の充実を図ってほしい。また、指導員に対しての研修会を開催してほし

い。 

子どもに対する教育は、家庭の教育が一番重要である。子どもへの教育的な配慮

は、家庭での教育があった上で成り立つものであることから、家庭が子どもの教育的

な責任を持ち学校依存とならないようにするため、家庭教育のさらなる充実を図って

いくことが必要である。家庭教育力の向上を目指し、家庭教育学級の充実に取り組ん

でほしい。 

 


