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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」の改正（平成20年４月１日施

行）により、各教育委員会においては、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、

議会に提出するとともに、公表することとされました。

浦安市教育委員会は、教育委員会が決定した「平成22年度教育施策」に沿っ

た事務を教育委員会事務局が執行しているかどうかについて、教育委員会自ら

が事後にチェックすることの必要性に加え、地域住民に対する説明責任を果た

すという趣旨を踏まえ昨年度に引き続き点検・評価を行います。

なお、本市が取り組むべき教育の方向性や目指す子ども像を示すとともに、

その実現のための施策を計画的に推進するため、平成22年11月に策定した「浦

安市教育ビジョン」も考慮しつつ、点検・評価するものです。

２ 点検・評価の方法

（１）点検・評価の対象

本報告書は「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」第27条第１項の

規定に基づき作成したものであり、平成22年度の教育委員会活動を振り返る

とともに、本市教育委員会が毎年定める「平成22年度教育施策」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・評価についての報告書を作成するにあたっては、「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

する意見を聴取する場としました。なお、懇談会委員の方々は下記でのとお

りであり、委員の方々からの主なご意見を「第４章」(61～64ページ)に記載

しました。
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懇談会委員名簿 (50 音順・敬称略)

氏 名 職 等

長澤 成次 千葉大学理事、副学長

渋川 善二 元浦安市立美浜南小学校長、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 県 総 合 教 育 セ ン タ ー 次 長

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）主要施策等の実施状況の概要（点検・評価）

平成22年度浦安市教育施策に掲げる施策ごとに概要を示し、これに基づ

く主要な事業の取り組み状況（点検）、成果（評価）を記載しました。

また、施策について、今後の方向性を示すとともに、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 22 年度在籍）

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

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）

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

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

２ 教育委員会議での審議状況

平成22年度においては、定例会を12回、臨時会を１回開催し、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の審議、ま

た各種事業の開催や実施報告などの協議・報告事項についても取り扱いまし

た。

議案の性質別件数

分類 項 目 件数

1 教育行政の運営に関する基本方針の決定 6

2 教育委員会規則等の制定・改廃 15

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 13

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 4

8 その他 5

計 47
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平成 22 年度 教育委員会議案等一覧 （＊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 ８ 日

（木）

・浦安市社会教育委員の委嘱について ４ ２人

第５回定例会

５ 月 13 日

（木）

・浦安市社会教育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

０人

第６回定例会

６ 月 10 日

（木）

・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

る条例の施行期日を定める規則の制定について

・浦安市都市公園条例の一部を改正する条例の施行期日を定

める規則の制定について

・浦安市図書館設置条例の一部を改正する条例の施行期日を

定める規則の制定について

・浦安市立小学校及び中学校管理規則の一部を改正する規則

の制定について

・浦安市教育委員会公印規則の一部を改正する規則の制定に

ついて

・浦安市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

・浦安市公民館管理規則の一部を改正する規則の制定につい

て

・浦安市公民館運営審議会運営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

・浦安市社会教育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

・浦安市文化財審議会委員の委嘱について

・浦安市青少年センター運営協議会委員の委嘱について

・浦安市青少年補導員の委嘱について

・浦安市体育指導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

・平成 22 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 22 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

２

２

２

２

２

２

２

２

４

４

４

４

４

４

４

４

８

８

０人
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・平成 22 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

８

第７回定例会

７ 月 ８ 日

（木）

議案なし、協議事項、浦安市教育ビジョン（案）につい

て、他８件の報告事項

０人

第８回定例会

８ 月 12 日

（木）

・平成 22 年度一般会計（教育費）に係る補正予算（案）に

ついて

・浦安市体育指導委員の委嘱について

・平成 23年度使用教科用図書の採択について

・契約の締結（案）について（浦安市運動公園陸上競技場建

築工事）

７

４

８

８

０人

第９回定例会

９ 月 ９ 日

（木）

・平成 22年度浦安市教育功労者表彰の被表彰者の決定につ

いて

６ １人

第 10 回定例会

10 月 14 日

（木）

・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

２ ０人

第 11 回定例会

11 月 11 日

（木）

・平成 22年度一般会計（教育費）に係る補正予算（案）に

ついて

・浦安市立小学校及び中学校管理規則の一部を改正する規則

の制定について

・市長の権限に属する事務の補助執行に関する協議について

７

２

１

０人

第 12 回定例会

12 月 ９ 日

（木）

議案なし、協議事項、浦安市立小・中学校職員人事異動方

針（案）について、他７件の報告事項

０人

第１回定例会

１ 月 13 日

（木）

議案なし、平成 22 年度浦安市教職員県外派遣研修生報告

会開催要項、他９件の報告事項

０人

第２回定例会

２ 月 10 日

（木）

・平成 22年度一般会計（教育費）に係る補正予算（案）に

ついて

・平成 23年度一般会計（教育費）に係る当初予算（案）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（案）の制定について

・浦安市都市公園条例の一部を改正する条例（案）の制定に

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

７

７

１

１

２

０人
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則の制定について

第３回定例会

３ 月 10 日

（木）

・平成 23年度教育施策「浦安の教育」について

・浦安市子ども教育未来センター基本構想について

・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定の一部を改正する訓令の制

定について

・浦安市公民館管理規則の一部を改正する規則の制定につい

て

・浦安市郷土博物館の設置及び管理に関する条例施行規則の

一部を改正する規則の制定について

・浦安市家庭教育指導員の任命について

・人事案件

・人事案件

１

１

２

２

２

２

４

５

５

０人

第１回臨時会

３ 月 25 日

（金）

・浦安市子ども教育未来センター基本構想について

・浦安市教育委員会管理職の任命について

１

３

０人

＊議案47件の他、160件の報告事項についても取り扱いました。
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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自らの学習会を開催しています。また、国・県

等が主催する研修会や総会、各種行事・大会などにも参加しています。

（１）学校訪問

開催日 訪問先

５月２６日 浦安中学校

５月３１日 北部小学校

６月２４日 入船南小学校

７月 １日 堀江幼稚園

９月２９日 見明川小学校

１０月 ７日 明海中学校

１０月１３日 富岡中学校

１１月 ４日 美浜北小学校

１１月３０日 舞浜小学校

（２）学習会

開催日 内容

５月１３日 教育ビジョン策定について①

６月１０日
教育ビジョン策定について②

堀江中学校区学校支援協議会について

２月１７日 生涯学習について

（３）総会・研修会等

開催日 内容

４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

５月２７日 関東甲信越静市町村教育委員会連合会理事会

５月２８日 関東甲信越静市町村教育委員会連合会総会及び研修会

７月 ２日 全国市町村教育委員会連合会理事会

８月２０日 葛南地区教育委員会連絡協議会講演会

１０月１８日 千葉県市町村教育委員会連絡協議会研修会



- 8 -

（４）その他の行事

開催日 内容

4月2日 教職員新任式

5月7日 市ＰＴＡ連絡協議会総会

8月2日 教育講演会

9月12日 ３Ｂ体操

9月19日 ウラヤスフェスティバル

9月20日 市ＰＴＡ連絡協議会スポーツ大会

9月25日 第65回国民体育大会ゆめ半島千葉国体総合開会式

10月2～4日 第65回国民体育大会ゆめ半島千葉国体空手道競技会

10月3日 ふるさと浦安作品展

10月10日 浦安スポーツフェア2010

10月23日 第10回全国障害者スポーツ大会

11月1日 千葉県教育功労表彰式

11月18日 幼保小連携協議会実践報告会

11月21日 市美術展表彰式

12月24日 千葉県子ども支援連絡会議

1月1日 新年賀詞交歓会

1月10日 成人式

1月19日 消防出初式

2月3日 青少年善行表彰式

2月4日 教職員県外派遣報告会

2月6日 第20回東京ベイ浦安シティマラソン

2月11日 市ＰＴＡ連絡協議会懇親会

2月16日 浦安市戦没者追悼式

2月16日 芸術鑑賞教室

3月31日 教職員退職者感謝状贈呈式



- 9 -

第３章 主要施策等の実施状況の概要（点検・評価）

点検・・・・・・＜概要＞で施策の主な取り組み状況について記載

評価・・・・・・＜主要事業＞で施策に係る主要事業の成果について記載

今後の方向性・・・・・・・・施策ごとに、今後の方向性を記載

教育委員会での主な意見・・・定例教育委員会会議での主な意見を記載

第１節 「魅力のある学校をつくる」

１ 地域とともにこどもを育てる学校をつくる

(1) 地域住民による学校教育への主体的参加

＜概要＞

教育課程（教科指導）や教育課程外（部活動指導）、学校運営などの支援の

ために、地域住民の学校教育への興味・関心を高め参加を図ります。

また、各小・中学校に学校支援協議会を設置するとともに、中学校区学校

支援協議会を開催し、地域住民の学校教育への関心を高め、地域全体で学校

教育を支援する体制づくりを整備します。

さらに、学校支援協議会の運営を円滑に行うため、地域と学校を結び、各

種事業などの企画立案の調整・連絡を図るための学校支援コーディネーター

の配置を進めます。

＜主要事業＞

〇 中学校区学校支援協議会設置事業

昨年度に引き続き、校長・教頭・公民館職員の他、ＰＴＡや地域住民

で構成した堀江中学校区学校支援協議会を設置し、周知活動、学校の要

請に基づく支援活動、中学校区としてのまとまりを生かした活動、子ど

もの放課後の居場所作り等を行い、地域で学校を支える体制作りを整備

しました。

モデル地区（平成21、22年度）の実践及び成果と課題を報告書にまと

め、市立各小・中学校に配付しました。

〇 学校支援コーディネーター設置事業

学校支援コーディネーターとしての役割を、教育政策課職員が担い学

校と地域を結び、各種活動の企画や連絡・調整を行いました。
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〇 学校支援ボランティア推進事業

地域全体で学校教育を支援するため、学校支援ボランティア実施要項

及び募集要項を制定し、ボランティアの登録を行いました。児童・生徒

はボランティアの専門的知識や技能にふれ、学習を深めることができま

した。ボランティア登録者は、一般人845人（幼稚園238人、 小学校427

人、中学校180人）で、延べ2,339回（幼稚園329回、小学校1,564回、中

学校446回）実施しました。

〇 部活動推進事業

小・中学校の部活動の活性化を図るため、専門的な技能を備えた指導

者を派遣し、児童・生徒の技能や体力の向上を図りました。派遣した指

導者数と指導回数は、小学校 58 人、1,560 回、中学校 67 人、3,734 回

でした。

また、浦安市立学校部活動奨励補助金を中学校に生徒数に応じて交付

し、部活動に必要な消耗品の購入や各種大会に参加する費用として補助

しました。

〇 小・中学校部活動指導者派遣事業

小・中学校の部活動の活性化を図るため、専門的な指導力を備えた指

導者を派遣し、児童生徒の技能や体力の向上を図りました。派遣した指

導者数と指導回数は、小学校58人、1,560回、中学校67人、3,734回でし

た。

≪今後の方向性≫

地域住民による学校教育への主体的参加については、中学校区学校支援協

議会設置事業及び学校支援コーディネーター配置事業の成果と課題を踏まえ、

多角的に検討し、学校と地域社会の連携を更に進めていきます。

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。

小・中学校部活動指導者派遣事業については、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。
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(2) 地域に貢献する学校づくり

＜概要＞

学校が地域コミュニティの活動に積極的に参加しながら、ボランティア活

動などに取り組み、地域に貢献した学校づくりを進めます。

＜主要事業＞

○ ボランティア活動推進事業

堀江中学校区を中学校区学校支援協議会実施モデル校に指定し、児

童・生徒が地域でできるボランティア活動の内容を検討し、実践しまし

た。ボランティア活動の実践例や研修会の案内等に関する情報提供を行

い、ボランティア活動の推進を図りました。

〇 ふるさとふれあい教育活動推進事業

市立全小・中学校及び幼稚園に学校教育活動支援協議会を設置し、地

域の教育力を活かした教育活動を支援しました。各校（園）での活動内

容も多岐にわたり、地域での花の苗植えやごみ拾い等の奉仕活動、地域

での職場体験活動、地域の方々をゲストティーチャーとして迎えての体

験活動など充実した活動が展開されました。

〇 災害時の避難所運営推進事業

平成21年度に高洲北小学校をモデル校に指定し作成した「避難所開

設・運営マニュアル」を基に、平成22年11月に検証を兼ねた避難所開設

運営訓練を実施しました。

〇 子育てすこやか広場事業

未就学児を持つ親子の遊び場の提供、そして保育カウンセラーによる

子育て相談を実施しました。広場は全園合わせて439回開催し、

未就園児の親子で延べ14,823組が利用し、保育相談は延べ1,458件の利

用がありました。

≪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、これまでの成果と課題を

踏まえ、浦安市教育ビジョン達成のための事業として内容を精査し、新しい

視点を加えて改善していく予定です。また、各学校の教育活動支援協議会を

活性化し、機能する組織への転換を図ります。

災害時の避難所運営推進事業については、地域防災計画の見直し状況を踏
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まえ「避難所開設・運営マニュアル」を作成していきます。

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に努めていきます。

(3) 安全・安心な学校づくり

＜概要＞

学校及び通学路における防犯対策として、全小学校に警備員を配置すると

ともに、全児童の防犯ブザー携行による通学を推進します。

また、警察等の協力を得て防犯訓練や防犯教室等を実施し、教職員の危機

管理意識の向上と児童・生徒の防犯教育の充実を図ります。

児童・生徒の登下校時における交通安全対策として、交通事故の危険性が

高い交差点に交通整理員を配置するとともに、警察や関係機関等の協力を得

て、交通安全教室や自転車教室を開催するなど児童・生徒への交通安全指導

及び教育を積極的に推進します。

＜主要事業＞

〇 学校施設等の防犯対策事業

学校への不審者侵入防止対策として、全小学校(18 校)に警備員 1 人を

配置するとともに、幼稚園（４園）、小学校（４校）、中学校（３校）に

防犯カメラを設置しました。

さらに、施設面での防犯対策として、預かり保育実施幼稚園(北部幼稚

園)１園に、電気錠付門扉を設置しました。

○ 通学路の安全対策事業

通学路での児童等の交通事故防止対策として、交通事故の危険性が高

い市内６箇所の交差点に交通整理員を配置しました。

また、児童の登下校時の防犯対策として、新１年生児童等に防犯ブザ

ーを無償配付しました。

≪今後の方向性≫

安全・安心な学校づくりについては、個々の事業を検証し改善を図りなが

ら、さらなる充実を図ります。

学校施設等の防犯対策については、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。

通学路の安全対策については、引き続き、危険性の高い交差点に交通整理
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員を配置するとともに、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。

なお、３月 11 日に発生した東日本大震災の経験を活かし、保護者への連

絡手段や引渡し方法、また避難所の設置方法の見直しを進めるとともに、日

ごろの訓練を徹底します。また、従来の学校防災計画や危機管理マニュアル

などを見直すため、地域防災計画の早期見直しについて、市に要請していき

ます。

(4) 学校施設開放の推進

＜概要＞

学校がより地域に開かれた存在となるために、学校施設の開放を進め、生

涯学習の場、スポーツの場として活用します。

また、図書室、音楽室、図工室、多目的室などの特別教室などの開放につ

いての検討を進めます。

＜主要事業＞

〇 総合型地域スポーツクラブ設立支援事業

東野小学校の校庭、体育館を利用したスポーツ団体に対して、総合型

地域スポーツクラブ設立支援のための説明会を開催しました。

〇 学校体育施設開放事業

学校教育に支障のない範囲で、小学校14校、中学校７校の体育館や校

庭などの体育施設を、230団体に貸し出すことで、地域住民のスポーツ

の振興を図りました。

〇 特別教室、多目的室などの教室開放事業

教育総務部、生涯学習部の関係者及び校長会、教頭会の代表者による

検討会を設置し、学校教室の開放事業について先進事例の調査・視察な

ども行って検討しました。

開放事業の施設対象は、図書室や音楽室などの特別教室とし、利用で

きる対象は、地域団体のみに絞り、当初はモデル校を設置し、課題や問

題点を整理しながら事業を展開していくこととしました。

≪今後の方向性≫

学校施設の開放事業については、モデル校での検証を踏まえ、課題を整理

していきます。また、市民のニーズを把握した上で、実施の検討を進めてい
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きます。

教育委員会での主な意見

災害時の避難所運営推進事業については、東日本大震災の経験を活かし防

災セクションと協議の上、浦安市としてのマニュアルを整備してほしい。特

に、災害発生当初時や時間経過後などに分けマニュアル整備をしていく必要

がある。避難してくる市民の特性にあった、地域ごとの運営手段を示すもの

にしてほしいし、小・中学校だけではなく、地域の人がどのように関わるの

か、指揮調整担当者の役割を確立し、自治会や管理組合の方々と共通意識を

もち、連携した上で協力体制を整えてほしい。

安全・安心な学校づくりのひとつに、防犯ブザーの携行をしているが、高

学年の携行率が下がっている。不審者情報がある限りは、やはり携行する必

要性があるが、子どもの心理も考えながら指導してもらいたい。

２ 一人ひとりの個性が輝く学校をつくる

(1) 特色ある教育活動の推進

＜概要＞

児童・生徒が、理解し易く、身につく教育を大前提に生き生きと楽しく学べ

るよう、時代や地域の状況、児童・生徒の実情にあった特色ある教育活動を推

進します。

＜主要事業＞

〇 ふるさとふれあい教育活動推進事業 （再掲）

市立全小・中学校及び幼稚園に学校教育活動支援協議会を設置し、地

域の教育力を活かした教育活動を支援しました。各校（園）での活動内

容も多岐にわたり、地域での花の苗植えやごみ拾い等の奉仕活動、地域

での職場体験活動、地域の方々をゲストティーチャーとして迎えての体

験活動など充実した活動が展開されました。

〇 情報教育推進事業

「わかる授業」の実現にむけて＊ヘルプデスク設置、＊ＩＣＴ支援員

派遣、＊コンテンツ配信、コンピュータ講座・研修の開催等、ＩＣＴ機

器を効果的に活用するためのサポートを行いました。さらに、国の補助

金を活用した校務用ＰＣの導入、電子黒板機能付デジタルテレビの購入、
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校内ネットワークの再構築等、情報教育環境の充実を図りました。

＊ ヘルプデスク・・・研究センターに常駐し、パソコンに関する学校教職

員からの問い合わせに対応する業務。

＊ ＩＣＴ・・・「Information and Communication Technology」コンピュ

ータなどの情報機器を使う技術、また、互いに伝え合う技術。

＊ コンテンツ・・・ホームページやソフトウェアで表示される情報のこと。

例えばビデオ、写真、音楽。また、それらを組み合わせたニュース、番

組、各種教材など。

≪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、これまでの成果と課題

を踏まえ、浦安市教育ビジョン達成のための事業として内容を精査し、新

しい視点を加えて改善していく予定です。

情報教育推進事業については、市内全小中学校での巡回研修会やコンピ

ュータ講座等を行い、導入したＩＣＴ機器や教育用ソフトウェアの効果的

な活用方法について研修していきます。

(2) 学力向上に向けた取り組みの推進

＜概要＞

児童・生徒が基礎的・基本的な学習内容を確実に身に付けるとともに、学ぶ

意欲や、思考力、判断力、表現力など「確かな学力」の向上が図れるよう取り

組みます。

＜主要事業＞

〇 読書活動推進事業

児童・生徒の読書に関する施策・事業を体系的に進めるために、「浦安

市子ども読書活動推進委員会」を設置し、定期的に会議を開催しました。

加えて、「浦安市子ども読書活動推進のための実践事例集」を作成し、各

幼稚園・保育園、小・中学校に配付しました。

また、計画的に小・中学校の読書活動を進めるため、各校に１名学校

司書を配置し、蔵書の充実に努めるとともに、図書主任、司書教諭と協

力して読書指導や利用指導を行いました。学校図書館と公立図書館の連

携を図るため、図書館職員による読み聞かせや＊ストーリーテリング、

＊ブックトークを各校で実施するとともに、公立図書館での児童・生徒

の職場体験を実施しました。

＊ ストーリーテリング・・・本や道具を使わず語り手が聞き手にストーリ



- 16 -

ーを語るもの。いわゆる「おはなし」のこと。

＊ ブックトーク・・・一定のテーマのもと、複数の本を聞き手に紹介する

こと。

〇 理科支援ティーチャー配置事業

理科支援ティーチャーを市立小学校３校に配置し、理科の学習の充

実・活性化を図りました。また、年間８回の研修会、３回の授業研究会

を行い、研修を深めました。

〇 きめ細かな指導推進事業

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するととも

に、具体的な指導のポイントや指導方法を冊子にまとめた「きめ細かな

指導資料」（第３号）を発行しました。

〇 少人数教育推進事業

非常勤職員として、延べ69名の少人数教育推進教員を全小・中学校に

配置し、少人数を対象とした個々に応じたきめ細かな指導の充実を図り

ました。

〇 英語教育推進事業

市立各中学校にＡＬＴ（外国語指導助手）を配置し、英語教育の充実

を図りました。また、市立各小学校における外国語活動や英語クラブへ

の支援を図り、コミュニケーション能力の基本育成や国際理解教育の充

実を目的として、ＡＬＴの配置または派遣をしました。平成23年度より

本格実施となる小学校外国語活動の充実を図るため、市内小学校の外国

語活動担当教諭を対象に理論と指導法の研修を行いました。

また、小・中学校の連携を図るため、小学校外国語活動担当教員、中

学校英語科教員及びＡＬＴの合同研修会を浦安小学校、美浜中学校を会

場に行いました。

≪今後の方向性≫

読書活動推進事業については、今後も小・中学校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。

理科支援ティーチャーについては、新学習指導要領の理数教育の充実の観

点からも今後とも充実させていきます。

きめ細かな指導推進事業では、今後も教職員の資質向上・指導力の向上を



- 17 -

図っていきます。そのために、研修会や資料の作成を行います。

少人数教育については、学校の実情に合わせて、ティームティーングや少

人数指導、習熟の程度に応じた指導の充実を図っていきます。そのための少

人数教育に関する研修会を行います。

また、英語教育については、中学校区毎に発達段階に応じた年間指導計画

や指導法の情報交換を行い、小・中で連携した英語教育の推進を図っていき

ます。また、学校の裁量により実施している小学校１学年から４学年までの

外国語活動については、見識者の助言等を受けながら、教育委員会がリーダ

ーシップを取り、発達段階に応じた目標の設定やカリキュラムについて作成

準備等を行っていきます。

(3) 健やかな心と体の育成

＜概要＞

「道徳の時間」において、心を揺さぶる発問の工夫や資料の特性に応じた多

様な授業を展開するとともに、学校の教育活動全体を通じて道徳的な心情、判

断力、実践意欲と態度などの道徳性を養うことで、豊かな人間性を育む「心の

教育」の充実を図ります。

また、児童・生徒の体力や運動能力が低下している実態を踏まえ、日常生活

のなかで体を動かす機会を増やし、運動に親しむ態度や能力の育成と体力の向

上を図ります。

児童・生徒の自主性や個性を伸ばすとともに、新たな自分の発見につながる

部活動について、児童・生徒の参加を促すとともに、必要な備品の整備や充実

を図り、積極的な活動支援をしていくことで、心身の健康の増進を図ります。

さらに、スクールライフカウンセラーの配置や適応指導教室、教育相談室の

活用を通じ、児童・生徒の心のサインを見逃さない学校の指導体制の充実を図

ります。

＜主要事業＞

〇 体力向上推進事業

体育の授業の一層の充実を図り、児童・生徒の体力向上を推進するた

め、小学校２校及び中学校１校を「体力向上推進校」に指定し、富岡小

学校と明海南小学校、富岡中学校の特色ある取り組みを支援しました。

また、体力向上推進校の取り組みを発表する機会を設定し、小・中学

校の体育を担当する教員が参加し、指導力の向上を図るとともに、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した。
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〇 部活動推進事業 (再掲)

小・中学校の部活動の活性化を図るため、専門的な技能を備えた指導

者を派遣し、児童・生徒の技能や体力の向上を図りました。派遣した指

導者数と指導回数は、小学校 58 人、1,560 回、中学校 67 人、3,734 回

でした。

また、浦安市立学校部活動奨励補助金を中学校に生徒数に応じて交付

し、部活動に必要な消耗品の購入や各種大会に参加する費用として補助

しました。

〇 読書活動推進事業 (再掲)

児童・生徒の読書に関する施策・事業を体系的に進めるために、「浦安

市子ども読書活動推進委員会」を設置し、定期的に会議を開催しました。

加えて、「浦安市子ども読書活動推進のための実践事例集」を作成し、各

幼稚園・保育園、小・中学校に配付しました。

また、計画的に小・中学校の読書活動を進めるため、各校に１名学校

司書を配置し、蔵書の充実に努めるとともに、図書主任、司書教諭と協

力して読書指導や利用指導を行いました。学校図書館と公立図書館の連

携を図るため、図書館職員による読み聞かせや＊ストーリーテリング、

＊ブックトークを各校で実施するとともに、公立図書館での児童・生徒

の職場体験を実施しました。

〇 生徒指導推進事業

教育総務部指導課に、「いじめ 110 番」専用電話を設置し、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 16 件（延べ 17 件）行いました。また、いじめの予防及び早期解決を

図りました。

〇 教育相談推進事業

浦安市適応指導教室において、心理的・情緒的要因によって、集団不

適応、不登校傾向にある児童・生徒を対象に、学習活動・集団活動を通

して＊自己決定力の育成を支援するとともに、集団生活への対応能力を

育成しました。引きこもり傾向の児童・生徒に対しては、訪問相談員が

延べ952回の電話相談や訪問相談を行い、カウンセリングを行う中で自

己決定力の育成を支援・援助しました。

児童・生徒に対しては、スクールライフカウンセラーを市立全小・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・助言を行いました。
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教職員に対しては、学校職員メンタルヘルス相談員を３名配置し、学

校訪問及び電話・来所相談を合わせて 100 回実施し、教職員が心身共に

健全に教育活動に従事できるようにしました。

＊自己決定力・・・よりよい学校生活や社会生活を送るために必要な事柄に

ついて自分の意思・考えにより決定できる力。

○ 千鳥学校給食センター第三調理場整備事業

仮称千鳥学校給食センター第三調理場の整備運営にあたり、＊ＰＦＩ

手法の導入に基づいて、平成 22 年度は実施設計をとりまとめ、翌年 9

月の開所に向け、11 月より建設等の準備を進めていました。しかしなが

ら、平成 23 年３月 11 日に発生した東北地方太平洋沖地震の影響により、

開所日を平成 24 年４月に変更しました。

＊ＰＦＩ（Private Finance Initiative）・・・公共施設等の建設、維持管

理、運営等を民間の資金、経営能力及び技術的能力を活用して行う手法

○ 学校給食センター運営事業

小学校はＰＦＩ方式の運営により千鳥学校給食センターで、中学校は

直営方式により東野学校給食センターで、安全でおいしい給食の提供に

努めてきました。また、平成19年１月から、卵・乳製品（牛乳含む。）

に関する食物アレルギー性疾患を持つ小学校の児童に対し、食物アレル

ギー対応食（卵・乳除去食・代替食）の提供事業を行ってきました。

≪今後の方向性≫

体力向上推進事業については、市内小・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、市が指定する「体力向上推進

校」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。

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。

また、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・中学校に対して、計画的に指導者を派遣し、部活動の振興を図ります。

読書活動推進事業については、今後も小・中学校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。

生徒指導推進事業については、教育総務部指導課に設置している「いじめ
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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。

教育相談推進事業については、浦安市適応指導教室において、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。

また、スクールライフカウンセラーを市立全小・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。

千鳥学校給食センター第三調理場整備事業については、既に運営している

千鳥学校給食センター第一・第二調理場（小学校給食施設）と同様、ＰＦＩ

手法により実施しており、建設工事完了後、市に所有権を移転し、平成24年

４月１日を目途に供用開始します。

また、開所と同時に食物アレルギー対応食（卵・乳・えび・かに・落花

生・そば・小麦（主食のみ）を除いたひとつのメニュー）の提供を行います。

(4) キャリア教育の充実

＜概要＞

児童・生徒が｢生きる力｣を身に付け、それぞれが直面するであろう様々な

課題に柔軟かつたくましく対応し、社会人、職業人として自立していくこと

ができるよう、一人ひとりの勤労観、職業観を育てるキャリア教育の充実を

図ります。

＜主要事業＞

〇 キャリア教育の推進

キャリア教育推進委員会を年間３回実施し、全中学校(８校)の職場体

験学習と全小学校（18校）の職業見学の実態把握・情報交換を行いまし

た。また、各学校でのキャリア教育推進のため、研修会を行いました。

≪今後の方向性≫

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、中学校区毎に小・

中連携したキャリア教育の推進を図っていきます。
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(5) まなびサポート推進体制の充実

＜概要＞

特別な教育的支援を必要とする児童・生徒に対して、その一人一人の教育

的ニーズを把握し、当該児童・生徒の持てる力を高め、生活や学習上の困難

を改善または克服するために適切な指導や支援を行います。また、障がいの

ある児童・生徒が地域の子どもたちとともに教育が受けられるよう、交流お

よび共同学習を積極的に進めるとともに特別支援学級、学習支援室の充実、

相談体制の整備を図ります。

＜主要事業＞

〇 まなびサポート推進事業

まなびサポートチーム員（医師３人、指導主事３人、臨床心理士５人、

言語聴覚士２人、理学療法士、作業療法士、特別支援教育指導員各１

人）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充

実させました。保育園、幼稚園、小・中学校への訪問相談を年間702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

身障がい児補助教員以外に心身障がい児支援員を20人配置しました。

〇 特別支援学級整備事業

市立全小・中学校に特別支援学級の設置をめざし計画的な整備を進め、

平成 22 年度は東野小学校に開設しました。

〇 学習支援室整備事業

市立小・中学校の全校で、教育的ニーズに応じた個別学習や少人数学

習などを行えるよう、平成22年度は、小学校２校（日の出小学校・高洲

小学校）、中学校２校（富岡中学校・見明川中学校）に学習支援室を整

備しました。教室内には、個別学習用の可動式パーティション、多目的

テーブルなどを整備しました。

〇 日本語指導員の配置

市立小･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

ました。平成 22 年度は、34 人の児童･生徒に対して、日本語指導員を派

遣し、対応しました。
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≪今後の方向性≫

まなびサポート推進事業については、相談活動や特別支援教育の体制整備、

個別の指導計画の作成など一人一人の教育的ニーズに応じた指導が展開され

るよう学校・園への指導・支援の充実を図ります。

また、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。

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 1 年間に

４校ずつ計画的に整備します。

日本語指導員の配置については、今後も市立小･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。

(6) 幼小中高の学びの連続性を重視した連携の推進

＜概要＞

子どもの発達と学びの連続性を重視し、子どもの発達の過程に沿った滑ら

かな成長を促し、確かな学力を育むことを目指して、学校種間連携教育を推

進します。

新学習指導要領では、義務教育９年間を見通した教育の推進を打ち出して

います。小中連携・一貫教育についても、教育課程の編成、教職員の人事交

流、青少年健全育成の諸活動の一体化など中学校区内の連携・一貫が図れる

よう調査研究を進め、浦安市独自の小中連携・一貫教育の推進に向けて検討

していきます。また、幼児教育と小学校教育の連携についても、教師がお互

いの教育について理解を深め、滑らかな接続について研究を進めます。

また、市内の公立高校が、地域から愛され親しまれる学校となるよう、浦

安市の特色を活かした取組や教育内容の充実について、学校を支援できる組

織づくりなどに寄与できるよう協力するとともに、千葉県に対し要望してい

きます。

＜主要事業＞

〇 学校種間連携教育推進事業

幼・保・小連携教育推進校として、入船南小学区（入船南小学校・入

船南幼稚園・入船保育園）、舞浜小学校区（舞浜小学校・舞浜幼稚園）

を指定するとともに、「幼保小連携教育協議会実践報告会」を開催し、

その成果を公開しました。加えて、子どもの成長に応じた連携の手立て

（ポイント）などについて、報告書を作成し、市立全幼稚園・保育園・
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小学校に配付しました。

また、小・中連携教育の推進を図るため、委員会内で「小・中一貫教

育関係者会議」を定期的に開催し、今後の検討課題や担当課について明

らかにしました。また、本市におけるこれまでの取り組みを整理し、課

題を明らかにするとともに、目標やカリキュラムの検討を行いました。

〇 浦安の高校教育等のあり方検討事業

市内の公立高校が地域からより親しまれる学校になるよう、連携・協

力するために必要な情報交換等を行いました。また、浦安高校での市内

中学校教職員の授業参観や協議会の実施、浦安南高校が市内の幼稚園を

訪問して読み聞かせのボランティアを行うなど、市内の公立高校が主体

となり、地域・学校の連携協力を進めました。

≪今後の方向性≫

学校種間連携教育推進事業については、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」を設置し、

本市における小中連携・一貫教育の推進を進めます。

また、幼・保・小連携教育推進校では、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。

浦安の高校教育等のあり方検討事業については、千葉県教育委員会との連

絡・交渉を進める中で、特別支援学校高等部の分校誘致を基本に市と県との協

働や運営を含めた新しい形態を探る検討を進めます。

市内公立高等学校との中高連携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」の実施につなげていきます。

教育委員会での主な意見

少人数教育推進事業については、きめ細やかな指導を目指すため、各学校

の必要者数が配属できるよう、少人数推進教員の確保に努力してほしい。

全国学力・学習状況調査や市の学力調査の結果について、今年度は全国学

力調査が抽出結果であった。英語教育に焦点を置くなど、浦安の課題に沿っ

た（目的を明確にした）学力調査であってほしい。来年度以降は、対象学年

や内容を十分検証し、実態を把握し活用できる方法を考えていただきたい。

いじめ110番の相談については、直接学校や教員に相談しずらい場合に利用

するケースがあると思う。電話相談できることの価値や重要性を考え、学校

と連携をとるなど、相談し易い雰囲気をつくるよう丁寧に対応してほしい。
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本市独自で行う、スクールライフカウンセラーの配置が充実しておりその

成果が徐々に表れている。児童・生徒が安心して相談できる環境整備に努め

るよう引き続き努力してもらいたい。

適応指導教室を利用する児童・生徒については、学校と連携することもも

ちろん重要だが、教室に通う中で自立心を養い、自ら学校へ行ける指導に重

点を置いていただきたい。

小・中学校作品展について、大変大勢の観覧者があり大変おどろいた。出

品数が多く、狭隘な感をうけたので、展示方法や開催場所を再考していただ

きたい。

特別支援学級合同学習発表会に参加した、音楽に合わせ体で表現する演目

にとても感銘を受けた。また、鑑賞していた保護者や観客も感動している方

が沢山おり、それを見て大変感動した、担任教員の努力や工夫に感謝した

い。今後も是非継続していただきたい。

また、作品展や発表会などの様子を市で管理するホームページ等で公開す

ることができると良い。

まなびサポート事業については、医師も含めたチームの巡回は、大変有意

義なものである。スタッフのご苦労も大変なものと推察される。児童・生徒

一人一人のニーズを把握し、どのようにサポートしていくのが有効なのか、

指導者への研修や児童・生徒への指導方法を考えながら、個にあった指導プ

ラン立てを推進してもらいたい。

また、マルチサポートとして、専門家の配置にも考慮してほしい。

特別な教育的支援を必要とする児童・生徒について、本市には特別支援学

校がないので、在籍者数を把握し、特別支援教育の構想を整えるためのデー

タ分析ができるようにしてほしい。

また、特別支援学校の分校誘致についても、県への要望活動を引き続きお

願いしたい。

幼・保・小連携教育推進校の研究会に参加した、保護者等への理解や協力

も得られている場面が多く、非常に具体的な取り組みであり、人と人との交

流が進んでいると感じた。とてもレベルが高く、大変感心した研究会であっ

た。幼児力の大切さ、幼児にとって環境や遊びがいかに大切であるかという

ことを再認識した、今後も幼児教育は大事な分野で、必要性を特に感じる。
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３ 信頼される学校をつくる

(1) 学校の情報公開の推進

＜概要＞

開かれた学校として、市民に信頼される学校教育を実現するため、保護者

の理解を得ながら、さまざまな学校情報を保護者や地域に積極的に公開しま

す。また、効果的な情報公開が推進できるよう、公開すべき情報や公開方法

などを定めた学校情報発信指針を策定し、推進します。

＜主要事業＞

〇 情報発信指針策定事業

作業部会及び検討委員会で検討を重ね、浦安市情報発信指針を策定し、

市立各小・中学校に周知しました。

〇 こどもの成長の記録提供システムの運用

システムの機能を改善・追加し、より活用しやすいものにしました。

各小・中学校で、学級名簿や出席簿・指導要録の作成、健康診断や体力

テストの記録管理を行っています。通知表等の成績管理に活用した学校

も年々増加しています。

≪今後の方向性≫

情報発信指針策定事業については、「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。

こどもの成長の記録提供システムの運用については、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。

(2) 学校評議員・学校評価制度の充実

＜概要＞

地域に開かれ信頼される学校づくりを進めるため、学校評価推進事業の一

環として、「学校評価検討委員会」を開催し、浦安市独自の学校評価手法につ

いて検討を進めます。各学校においては、学校関係者評価を実施し、学校評

価の結果を魅力ある学校づくりにいかすとともに、学校評価の結果を公表す
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ることを通して、保護者や地域住民から信頼される学校づくりを推進しま

す。また、学校評議員制度を活用し、学校運営に関し、保護者や地域住民の

意向を把握・反映しながら協力を得るとともに、学校としての説明責任を果

たしていきます。

＜主要事業＞

〇 学校評価推進事業

平成22年度開校の東野小学校を除くすべての学校が学校関係者評価委

員会を設置し、学校関係者評価を通して、学校運営の改善を図るととも

に、地域に信頼される学校づくりに取り組みました。

学校評価検討委員会を３回開催し、学校評価の推進の方向性について

協議し、市の施策に基づく評価シートの作成等の成果をあげました。

〇 学校評議員制度事業

平成22年度開校の東野小学校を除くすべての学校で、年間２～３回程

度の学校評議員会を開催しています。学校運営について保護者や地域の

方々の意見を幅広く聞くとともに、学校行事や授業参観などを通して地

域に開かれた学校づくりを推進しています。

≪今後の方向性≫

学校評価推進事業については、どの学校も自己評価を行い、その結果の公

表も進んでいます。

今後は、更に進めて学校関係者評価委員会を設置し、学校評価について客

観性や公平性など精度を高め、学校を支援する仕組みにつなげるよう努めま

す。学校評価検討委員会の２年目で学校関係者評価委員会の設置に向けた検

討や、学校評価の共通項目を検討します。

さらに、学校評価推進事業及び学校評議員制度事業の連携を図り、両事業

を効率よく推進していくよう努めます。

(3) 教職員の質の向上

＜概要＞

多様化する教育課題解決と、教職員の資質や力量の向上を図るために、現

行の研修のあり方を見直し、さらなる教職員の資質向上をめざす研修体系を

策定します。また、各教科、領域ごとに市独自の授業モデルを作成し、教職

員が共有化し、活用しやすくすることで、教職員の研究活動を推進するとと

もに授業力の向上に努めます。
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＜主要事業＞

〇 授業モデル「うらやす」作成事業

教職員の指導力（授業力）の向上を図るために、国語（浦安小学校・

美浜南小学校、見明川小学校、明海中学校）、社会（美浜北小学校、日

の出中学校）、算数（見明川小学校、富岡小学校）、数学（見明川中学

校）、理科（明海小学校、美浜中学校）、生活（美浜北小学校、明海小学

校）、外国語活動（高洲北小学校）、外国語（堀江中学校）、道徳（日の

出小学校、富岡中学校）、特別活動（明海南小学校、入船中学校）、総合

的な学習の時間（日の出南小学校、浦安中学校）の授業モデル作成事業

協力校が、研究推進する中で作成した授業モデルを冊子にまとめ「授業

モデルうらやす」学習指導案（第３集）を発行しました。

〇 きめ細かな指導推進事業 （再掲）

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するととも

に、具体的な指導のポイントや指導方法を冊子にまとめた「きめ細かな

指導資料」（第３号）を発行しました。

〇 教育研究センター研修事業

層別・教科別研修会及び講座等を開催し、市立各小・中学校及び幼稚

園教職員の資質向上を図りました。また、各小・中学校教職員の指導・

支援体制の充実、本市学校教育の質の向上を図るため、専門職員を配置

しました。

≪今後の方向性≫

きめ細かな指導推進事業では、今後も教職員の資質向上・指導力の向上を

図っていきます。そのために、研修会や資料の作成を行います。

教育研究センター研修事業については、教職員の資質向上のため、千葉県

教職員研修との関連を考えながら研修を実施します。

教育委員会での主な意見

学校評価推進事業については、客観的に評価された内容を理解し分析した

上で、次のステップに繋げてほしい。

教育研究センター研修事業の中で、読み書き障がいがある児童・生徒への

指導を補助する、補助教員への研修については、現状の課題や方策について

十分研修していただきたい。また、専門医の先生方や担任教師、補助教員な

どサポートする側の要望を充分に取入れていただきたい。

研修終了後に実施する、アンケート結果データを利用した上で、成果や課



- 28 -

題を整理し、事後の研修計画に活かしてほしい。

学校教育指導の指針と幼稚園教育指導の指針について、取り組むべき方向

性や視点をまとめてある。これにより学校が具体的な教育活動を計画し活動

を進めていくことになるが、指導者としてスキルアップできる研修計画を立

て、最終的に教育活動を振り返り評価しその成果と課題を把握した上で、次

年度の教育活動に具体的に活かしてほしい。

４ 教育環境が整った学校をつくる

(1) 学校教育施設の整備充実

＜概要＞

より豊かな教育環境の形成や既存施設の機能向上を図るため、校舎の計画

的・効率的な大規模改修や、園庭の芝生化、特別支援教育推進のための改

修、普通教室のエアコン整備などに取り組みます。

また、老朽化した東野学校給食センターに対応するため、平成23年度を目

途に千鳥学校給食センター第三調理場の整備を進めます。

＜主要事業＞

○ 東小学校屋内運動場建替事業

屋内運動場の老朽化と耐震上の問題から、建替計画の基本設計を実施

しました。

〇 中学校校舎大規模改修事業

工事の長期化による学校への影響に配慮し、段階的に改修工事を行

っていく事を方針に、堀江中学校の第３期工事を行いました。

○ 仮称第９中学校建設事業

新町地区の住宅開発の進展に伴う生徒数の増加に対応するため、高洲

地区に仮称第９中学校建設にむけた基本設計と地質調査を実施しました。

〇 幼稚園園庭芝生化整備事業

幼稚園園庭芝生化の取組として、富岡幼稚園の園庭芝生化整備を行い

ました。



- 29 -

〇 各幼稚園保育室エアコン整備事業

市内全幼稚園（14 園）保育室のエアコン設置工事を行いました。

○ 青葉幼稚園園舎改修事業

園舎の老朽化対策や保育環境、機能向上のため、改修にむけて実施設

計等を実施しました。

〇 千鳥学校給食センター第三調理場整備事業（再掲）

仮称千鳥学校給食センター第三調理場の整備運営に当たり、ＰＦＩ手

法の導入に基づいて、平成 22 年度は実施設計をとりまとめ、翌年９月

の開所に向け、11 月より建設等の準備を進めていました。しかしながら、

平成 23 年３月 11 日に発生した東北地方太平洋沖地震の影響により、開

所日を平成 24 年４月に変更しました。

〇 特別支援学級整備事業 (再掲)

市立全小・中学校に特別支援学級の設置をめざし計画的な整備を進め、

平成 22 年度は東野小学校に開設しました。

〇 学習支援室整備事業 (再掲)

市立小・中学校の全校で、教育的ニーズに応じた個別学習や少人数学

習などを行えるよう、平成22年度は、小学校２校（日の出小学校・高洲

小学校）、中学校２校（富岡中学校・見明川中学校）に学習支援室を整

備しました。教室内には、個別学習用の可動式パーティション、多目的

テーブルなどを整備しました。

≪今後の方向性≫

幼稚園園庭芝生化整備事業については、市内若草幼稚園を始め園庭の一

部を芝生化の整備を行い、残り７園の園庭についても今後は、芝生化の整備

を進めてまいります。

千鳥学校給食センター第三調理場整備事業については、既に運営している

千鳥学校給食センター第一・第二調理場（小学校給食施設）と同様、ＰＦＩ

手法により実施しており、建設工事完了後、市に所有権を移転し、平成24年

４月１日を目途に供用開始します。

また、開所と同時に食物アレルギー対応食（卵・乳・えび・かに・落花

生・そば・小麦（主食のみ）を除いたひとつのメニュー）の提供を行います。

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
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めます。

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1年間に

４校ずつ計画的に整備します。

(2) 学校施設の適正な配置

＜概要＞

市内全域の学校規模の適正化を図るため、第２次学校適正配置等推進検討

委員会の整備計画策定をもとに具体的な実施計画を検討します。

＜主要事業＞

〇 学校適正化推進事業

学校配置の適正化に向けての基本方針並びに第２次学校適正配置等

推進検討委員会で協議した内容を基に、教育委員会としての学校適正

化に向けた方向性を定めました。小規模校化が顕著な入船地区の小学

校の適正化を図る検討を行い、入船地区の学校関係者を招集して、学

校統合に関する説明を行いました。

≪今後の方向性≫

平成27年度の入船地区学校統合を実現するため、実施計画を策定し、準備

委員会を立ち上げ、具体的な推進を図ります。

(3) 学校規模の適正化

＜概要＞

小規模学校を対象にした現行の学校選択制度について、これまでの取り組

みを検証し、学校規模の適正化を踏まえ、より浦安市の実情にあった新たな

制度の確立も含めて現行制度の改善に向けて引き続き検討を進めます。

＜主要事業＞

〇 学校選択制推進事業

平成16年度から小規模学校選択制度を実施し、中学校はどの学校も適

正規模に近づく学級編制となりました。平成22年度実績では小学校５校

42人、中学校２校154人がこの制度を利用しました。

≪今後の方向性≫

小規模学校選択制度は、学校の適正化を図るという点で、その有効性が図
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られました。今後は、学校選択制本来の趣旨である、希望する学校に就学す

ることを可能とする仕組みを検討します。

教育委員会での主な意見

平成16年度から導入した、学校選択制推進事業も定着してきた、今後は今

までの貴重なデータを整理し、評価していく時期に来ている。適正化事業と

学校選択を連携して考慮し、学区制や統合に関わる提案資料の一助としてほ

しい。また、市の都市計画上の用途地域の指定など将来計画を見据え、住居

者年齢層のデータを利用することも必要である。

５ 学校を支える体制を充実させる

(1) 教育研究センターの充実

＜概要＞

学校のカリキュラムに関する調査研究・開発や、授業に役立つ資料および

情報を各学校に提供するシンクタンクとしての教育研究センター機能を一層

充実します。

また、一人一人の教育的ニーズに対応した特別支援教育を推進するととも

に、保護者や児童・生徒の相談を受け付ける相談センターとしての機能向上

を図ります。さらには保護者や地域住民にこれらの活動に関する情報を発信

しながら、浦安市における教育の＊オピニオンリーダーとしての役割を担っ

ていきます。

＊オピニオンリーダー・・・集団の意思決定に関して、大きな影響を及ぼす人物や

存在をいう

＜主要事業＞

〇 教育研究センター整備検討事業

教育研究センター整備基本構想への取り組みは、教育委員会を中心に

浦安市教育研究センター基本構想策定検討委員会を組織し、6 回の会議

を開催しました。その中で、現在の教育研究センターの成果と課題を整

理するとともに、教職員だけでなく、保護者や地域にとって必要な機能

について先進地のセンターを視察して検討し、その指針となる「仮称こ

ども教育未来センターの基本構想」を策定しました。

また、12 月には検討委員により新宿区の教育センターを視察し、施設

の概要、諸経費、維持管理、運営方法、研修体系等について調査しまし
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た。

〇 情報教育推進事業 (再掲)

「わかる授業」の実現にむけて＊ヘルプデスク設置、＊ＩＣＴ支援員

派遣、＊コンテンツ配信、コンピュータ講座・研修の開催等、ＩＣＴ機

器を効果的に活用するためのサポートを行いました。さらに、国の補助

金を活用した校務用ＰＣの導入、電子黒板機能付デジタルテレビの購入、

校内ネットワークの再構築等、情報教育環境の充実を図りました。

〇 教育研究センター事業

教職員の資質向上を図るための浦安市教職員研修・講座を実施しまし

た。延べ 264 回、7,926 人が参加しました。また、児童･生徒の生活実態

調査を実施し、教育施策及び児童・生徒の指導の充実･改善に役立てま

した。８月２日に永世棋聖 米長邦雄氏を講師に、「よく遊び、よく学

べ」という演題で、学校・家庭・地域・行政の四者が、ともに教育につ

いて学び合う教育講演会を実施しました。345 人が参加し、今の児童・

生徒に必要な教育について、共に学び、児童・生徒を地域全体で育てて

いく風土をつくるために考え合いました。アンケート調査によると、

212 人の回答のうち、講演内容がとても良かった、良かったを合わせる

と 199 人で、約 94％の参加者が講演内容を評価しています。

「わかりやすかった。」「家庭の大切さがわかった。」など、好評でし

た。

≪今後の方向性≫

子ども教育未来センターの整備計画の推進については、３月の震災対応を優

先したため遅れているものの、市長部局と今後の方針を見極めながら、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、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ってまいります。

情報教育推進事業については、市内全小中学校での巡回研修会やコンピュー

タ講座等を行い、導入したＩＣＴ機器や教育用ソフトウェアの効果的な活用方

法について研修していきます。

教育研究センター事業については、研修内容を吟味し、検討するとともに、

研修の充実を図ります。

教育委員会での主な意見

教育研究センターの整備について、アンケート結果を受けソフト面やハー
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ド面への要望を整理してほしい。これまでも他市のセンターを視察し、教育

研究センターの整備について取り上げてきたが、浦安市ならではの特徴を明

確に示めす必要がある。今後も継続的に教育研究センター基本構想やあり方

を検討し、相談事業や教職員の研修、職員へのメンタルヘルスへの強化、教

育資料の提供など教育の質を高めていくことからも、時間を掛け検討を深め

ていただきたい。

子ども教育未来センター基本構想については、教育ビジョンの基本理念

「未来に向かって夢を持ち、豊かに生きる浦安っ子の育成」につながる施設

の設立を目指しているが、浦安市としてどのような特徴のセンターにするの

か、部署内の位置づけをどのようにするのか、ハード面でどのような整備が

必要なのか、充分時間をかけて夢のあるセンターになるよう継続的に取り組

んでいただきたい。

第２節 「楽しみと生きがいを感じる生涯学習の充実を図る」

１ いつでも学習できる機会の充実を図る

(1) 生涯学習推進体制の充実

＜概要＞

時代や社会の変化に対応した生涯学習施策を推進していくため、生涯学習

基本構想を見直すなど、本市生涯学習の総合的な推進を図ります。

＜主要事業＞

〇 生涯学習推進方策検討事業

懇談会の設置や市民意識調査などを行い、専門的な立場や幅広い視点

から、生涯学習に関する新たな計画の策定について検討しました。

≪今後の方向性≫

生涯学習推進方策検討事業については、生涯学習部内に検討委員会を設置

し、懇談会や市民意識調査を踏まえながら、現在の懸案課題について検討を

進めていきます。また、生涯学習に関わる懸案課題をとりまとめ、その報告

書を作成するとともに「生涯学習推進計画」の骨子案を策定していきます。

(2) 充実した学習情報・機会の提供
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＜概要＞

若者や働き盛りの世代、高齢者などさまざまな世代の人たちが、いつでも

学習に必要な情報にアクセスができるよう、＊アクセシビリティの高い情報

提供を進めます。

また、公民館や図書館などにおいて、学習機会の充実を図り、市民の積極

的な生涯学習活動への参加を促進するとともに、大学との連携や自然環境の

活用など、地域資源を活かした学習に取り組みます。

＊アクセシビリティ・・・障がいの有無や年齢などの条件に関係なく、だれでもが同

じようにインターネット上で提供される情報を利用できることをいう

＜主要事業＞

〇 生涯学習支援システム（*ｅラーニング）構築事業

市民の学習意欲に応じて、いつでもどこでも学習できる環境を整える

システム（うらやすｅカレッジ）を運営しました。平成22年度は、前

期・後期あわせて17講座を実施しました。

＊ｅラーニング・・・市民の学習意欲に応じて、パソコンやコンピュータネッ

トワークなどを利用して、いつでもどこでも教育を行うことができるシステ

ムをいう

〇 三番瀬環境学習施設整備事業

仮称うらやす三番瀬環境学習施設の実施設計を作成しました。

今後については、東北地方太平洋沖地震の影響を踏まえ、地震によっ

て影響を受けた建設予定地の護岸の改修時期や三番瀬の干出部分の状況、

また市の復興とそれに伴う財政負担環境の状況を見ながら、建設時期に

ついて検討していきます。

〇 まちづくり出前講座事業

自分たちが暮らしている地域について知りたいという市民や団体を

対象に、市職員が講師として直接出向いて説明する浦安市生涯学習ま

ちづくり出前講座を実施しました。平成 22 年度は 37 回実施しました。

〇 特別教室、多目的室などの教室開放事業 （再掲）

教育総務部、生涯学習部の関係者及び校長会、教頭会の代表者による

検討会を設置し、学校教室の開放事業について先進事例の調査・視察な

ども行って検討しました。

開放事業の施設対象は、図書室や音楽室などの特別教室とし、利用で

きる対象は、地域団体のみに絞り、当初はモデル校を設置し、課題や問
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題点を整理しながら事業を展開していくこととしました。

〇 公民館活動推進事業

市民生活の根源に置くべき課題として、平和・人権、民主主義に関す

る講座、地域における居場所の一つとしての子ども対象事業などを開催

し、学習機会の充実を図りました。451事業、延べ113,234人の参加があ

りました。

また、国際理解・国際協力、環境課題、福祉課題、裁判員制度に関す

ることなど、社会において抱えている課題に対応するため、さまざまな

事業を実施しました。

さらに、市民一人ひとりが豊かに、生き生きと暮らし、互いに学び合

いながら、地域文化を創造するため、生活・暮らし改善、健康・体力づ

くり・スポーツ、趣味・教養に関することについて、さまざまな事業を

推進しました。

〇 家庭教育学級の実施

子育てを取り巻く社会環境は、少子高齢化、核家族化に加え、子ども

への虐待の顕在化など、大きな変化をしている。そのような社会状況の

中、子どもの健全育成を図るべく、学校、地域、家庭の連携をとりなが

ら、家庭の教育力の向上を目的に、平成22年度は幼稚園、小学校、中学

校で17学級を開催し290人の参加がありました。

〇 図書館サービス事業

引き続き利用者の利便性の向上に努め、また、レファレンスサービス

の強化等サービスの充実を図りました。年間の貸出し冊数が234万冊を

超え、過去最高を記録したほか、リクエストも512,277件（前年度比

65,849件増加）と大幅に増えるなど多くの市民の利用を得ることができ

ました。

〇 郷土博物館活動の推進

企画展として、「カニとエビの仲間たち」を４月24日から７月4日の55

日間開催し、10,896人の参加、「三角州上にできた２つの漁師町～名古

屋市 下之一色と浦安～」を10月23日から11月23日の25日間開催し、

3,281人の参加、「のり‐海苔養殖とヨシ‐」を１月５日から３月11日の

53日間開催し、3,281人の参加、「もっと知りたいふるさと浦安」７月21

日から８月31日の34日間開催し、4,253人の参加、「ふるさと浦安作品

展」９月18日から10月11日に開催し、2,231人の参加がありました。ま
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た、企画展に伴った講座を４回開催し、42人の参加、講演会を４回開催

し、142人の参加があるなど、多くの事業に多数の参加がありました。

「博物館活用の手引き」の活用の推進、各学年の能力に合わせた博物

館活用プログラムの開発、学校教育内の学習・活動の推進、夏休みふる

さと浦安相談会・その他博物館活用による学校教育の推進をしました。

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

通じ全36回開催ました。参加者は759名になり、学習機会の提供を行う

ことで、郷土学習の推進を行いました。

≪今後の方向性≫

生涯学習支援システム（*ｅラーニング）運営事業については、市民ニー

ズを捉えながら、講座の充実を図っていきます。

三番瀬環境学習施設整備事業については、東日本大震災の影響を踏まえ、

環境の状況把握を図っていきます。

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。

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、さまざ

まな世代の市民に、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ます。

家庭教育学級事業については、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。

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。

郷土博物館事業については、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。

(3) 生涯学習施設の整備充実

＜概要＞

今後も増大する生涯学習の需要に応えるために生涯学習施設の整備や充実

を図ります。また、市民の生涯学習関連施設の活用の利便性を一層高めるた

めに施設のネットワーク化を推進します。
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＜主要事業＞

〇 高洲地区公民館複合施設整備事業

高洲地区で公民館や図書館分館、児童センター、支部社会福祉協議会

事務所、移動防犯ステーションなどの機能を持った複合施設である「地

域交流プラザ エスレ高洲」を開館しました。

〇 高洲地区公民館複合施設内図書室開館準備事業

高洲分館の平成 22 年度の図書購入冊数は約 5,600 冊です。平成 20 年

度から購入等により約 58,000 冊の図書を準備したほか、新聞 10 紙、雑

誌 81 タイトルを揃え、新町地区２番目の分館として７月６日より開館

しました。

(4) 市民の自主的学習活動の支援と学習成果の活用

＜概要＞

各種サークル、文化団体などの自主的な活動、これら団体が開催するイベ

ントなどの促進を図るとともに、既存の生涯学習施設の活用や、情報提供シ

ステムの充実を図り、市民一人一人の自主的な学習活動支援体制の充実を図

ります。

また、市民の持つ技術や知識を学習資源として蓄積、活用できるような仕

組みづくりを構築します。

＜主要事業＞

〇 生涯学習情報提供システムまなびねっと URAYASU 構築事業

市民の学習活動を支援するため、講座やイベント、サークルなどに関

するさまざまな生涯学習情報を提供する情報システムまなびねっと

URAYASUを運営しました。

平成22年は、新たに７団体を登録しました。平成23年３月31日現在で

計60団体を登録しており、それぞれの団体の紹介や活動状況等の情報を

掲載しています。

〇 図書館サービス事業 (再掲)

引き続き利用者の利便性の向上に努め、また、レファレンスサービス

の強化等サービスの充実を図りました。年間の貸出し冊数が234万冊を

超え、過去最高を記録したほか、リクエストも512,277件（前年度比

65,849件増加）と大幅に増えるなど多くの市民の利用を得ることができ

ました。
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〇 公民館活動推進事業 (再掲)

市民生活の根源に置くべき課題として、平和・人権、民主主義に関す

る講座、地域における居場所の一つとしての子ども対象事業などを開催

し、学習機会の充実を図りました。451事業、延べ113,234人の参加があ

りました。

また、国際理解・国際協力、環境課題、福祉課題、裁判員制度に関す

ることなど、社会において抱えている課題に対応するため、さまざまな

事業を実施しました。

さらに、市民一人ひとりが豊かに、生き生きと暮らし、互いに学び合

いながら、地域文化を創造するため、生活・暮らし改善、健康・体力づ

くり・スポーツ、趣味・教養に関することについて、さまざまな事業を

推進しました。

≪今後の方向性≫

生涯学習体制の充実については、市民の学習機会と学習支援体制の充実を

図るため、生涯学習施策の総合的、体系的な体制を推進します。

市民のライフステージに応じた学習ニーズや、様々な社会的課題に対応し

た学習情報や機会の提供に努めます。市民の自主的な学習活動を支援するた

め、生涯学習施設の整備や充実を図るとともに、学習メニューの改善やＩＴ

などを活用した、より充実した学習機会や学習情報の提供を進めます。

また、市民一人ひとりの持つ技術や知識などを学習資源として掘り起こし、

その情報を発信することにより地域の学習資源を市民が共有、活用する仕組

みづくりを進めます。さらに、市民の学習成果を新たな学習資源として地域

で循環していく仕組みづくりを進めます。

生涯学習情報提供システムまなびねっとURAYASU運営事業については、市

から情報提供を積極的に行うともに団体へのシステム登録を促していきます。

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。

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、さまざ

まな世代の市民に、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ます。

教育委員会での主な意見

生涯学習推進計画策定のため、懇談会が進められているが大きなテーマや

特徴をどのように決めるのか、我々も勉強しながら参加したい。

三番瀬の環境学習施設が整備できることは、大変意味がある。三番瀬の貴
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重な自然学習を学ばせるために、教育委員会だけでなく市長部局とも連携

し、施設の活用方法を十分検討するべきである。また、学校教育への利用の

ほか、成人への生涯学習にも視点を向けたコンセプト作りにしてほしい。

社会教育認定団体の制度については、認定がされる施設利用料の控除特典

がされる。認定団体数が増加してきている中、認定基準の見直しや施設の光

熱水費の受益者負担のあり方について、見直し時期に来ている。

成人式については、全国のニュースに毎年取り上げられているが、式典を

実行委員制度で運営していることもあり、限られた時間でコンパクトにまと

められた非常に良い式典であった。参加者の態度もすばらしく、担当者はじ

めＴＤＬスタッフのご尽力が伺える。

公民館・博物館・図書館など生涯学習施設への利用者数が増加しており、

施設の整備に加え、講座等の充実が図られている。大事なことは、学習した

市民からの意識調査を行うなど、評価を受けることで、生涯学習基本構想に

活かせるような方策を考えてほしい。また、学習経験を活かし、ボランティ

ア活動団体の構成やＮＰＯ活動を行うなど、発展的な活動に繋がると良い。

２ 日頃からスポーツを楽しめる環境を整える

(1) スポーツ機会・情報の提供

＜概要＞

子どもから高齢者までみんなで楽しめる「スポーツフェア」、「みんなの軽

スポーツの集い」などの全市的なイベントを中心に、生涯スポーツの総合的

な普及や啓発を続け、スポーツに親しむ市民を一人でも増やしていくととも

に、市民がスポーツに接する機会の充実を図るため、総合体育館、屋内水泳

プール、中央武道館で行っているスポーツ事業などの充実を図ります。

また、ホームページによるスポーツ団体紹介や大会情報提供を図るととも

に、市民がより使いやすい施設予約管理システムを運用し、市民が手軽にス

ポーツに取り組めるような生涯スポーツ環境を整備します。

また、平成22年に浦安市で開催される「ゆめ半島千葉国体」の空手道競技

会において、市民が、日本の一流選手の力と技に身近に接することにより、

市民のスポーツに対する興味や関心、意欲を高めるとともに、市民みんなが

参加する国体をめざし、市民との協働による魅力ある大会運営を推進しま

す。



- 40 -

＜主要事業＞

○ 2010ゆめ半島千葉国体推進事業

第65回国民体育大会(ゆめ半島千葉国体)空手道競技会は、体育・スポ

ーツのより一層の振興・発展を目指し、健康・体力の保持増進を図るた

めに、平成22年10月２日から４日まで運動後援総合体育館において、監

督、選手414人の参加により開催しました。

また、デモンストレーションとしてのスポーツ行事として、９月12日

に３Ｂ体操、９月26日にビリヤード競技を開催しました。

〇 スポーツ・レクリエーション事業

「スポーツフェア2011」、「みんなの軽スポーツの集い」などを実施し、

いろいろなスポーツを楽しんで体験していただき、市民の健康増進と体

力の向上及び市民相互の親睦を図ることができました。

また、「第20回東京ベイ浦安シティマラソン」については、市内（在

住在勤の市民4,005人）や市外からも8,011人の参加があり、市民の健康

志向にこたえることができました。

〇 スポーツ交流事業

第19回東京ベイ浦安シティマラソン(ﾊｰﾌの部)の上位入賞者を、オー

ランド市マラソン大会へ選手として４人を派遣しました。

浦安市のスポーツの振興に資すると伴に、浦安市とオーランド市の両

市民の交流・親善などが図れました。

〇 学校体育施設開放事業 (再掲)

学校教育に支障のない範囲で、小学校14校、中学校７校の体育館や校

庭などの体育施設を、230団体に貸し出すことで、地域住民のスポーツ

の振興を図りました。

≪今後の方向性≫

生涯スポーツ健康都市宣言をきっかけに、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、各種事業を進めてい

きます。

また、スポーツイベントなどを通して、スポーツに接する機会の充実を図

っていきます。
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(2) スポーツ推進体制の整備

＜概要＞

市民一人一人の体力や年齢に応じたスポーツへの参加や、地域住民の自主

性に基づいた新たな生涯スポーツを推進するため、総合型地域スポーツクラ

ブの設立を支援します。

また、市民の生涯スポーツの振興を図るため、浦安市体育協会、浦安市軽

スポーツ協会、浦安市体育指導員連絡協議会、総合型地域スポーツクラブな

どのスポーツ団体の育成支援や連携強化、指導者育成に努めます。

特に、中高年者にも簡単に出来る軽スポーツの普及を促進するため、浦安

市軽スポーツ協会の組織強化に取り組み、新しい軽スポーツなどを紹介しな

がら、各軽スポーツ団体の組織化及び育成支援などに取り組みます。

また、市民がスポーツを通じて自らの健康づくりを行う機運を高めるため

の取組みを推進します。

＜主要事業＞

〇 総合型地域スポーツクラブ設立支援事業 (再掲)

東野小学校の校庭、体育館を利用したスポーツ団体に対して、総合型

地域スポーツクラブ設立支援のための説明会を開催しました。

○ 生涯健康スポーツ都市宣言

浦安市民一人一人が、スポーツを通じて健康な心と身体をつくるため

に、日常的にスポーツに親しみ、スポーツを楽しむことの重要性を認識

し、実践する契機とするために、平成 22 年 10 月 10 日に｢生涯スポーツ

健康都市｣を宣言しました。

＜浦安市生涯スポーツ健康都市宣言＞

キャッチフレーズ「スポーツで輝け！」

私たち浦安市民は、日ごろからスポーツに親しみ、スポーツを楽し

み、豊かなスポーツ文化を育むことで、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願い、ここに「生涯スポーツ

健康都市」を宣言します。

いつでもスポーツ：日ごろからスポーツに親しみ、明るくいきい

き暮らしましょう。

たのしくスポーツ：スポーツを気軽に楽しむ場をつくりましょう。

ずーっとスポーツ：スポーツ活動を支えるサポーターを育てまし
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ょう。

みんなでスポーツ：スポーツを通して地域と友情の輪を広げまし

ょう。

〇 市民スポーツ団体、スポーツ振興補助金

各種目ごとに市民体育大会を開催し、多数の参加をいただき、スポー

ツの普及・振興及び市民の健康増進と向上を図ることができました。

参加人数は、下表のとおりとなります。

競 技 種 目 名 及 び 参 加 者 数 （人）

春

季

大

会

野 球 競 技 1,240 バレーボール競技 468 ソフトボール競技 813

卓 球 競 技 236 バドミントン競技 124 合 気 道 競 技 900

柔 道 競 技 164 空 手 道 競 技 720 アーチェリー競技 26

ソフトテニス競技 118 テ ニ ス 競 技 478 バスケットボール競技 814

剣 道 競 技 300 サ ッ カ ー 競 技 285 弓 道 競 技 62

陸 上 競 技 782 合 計 7,530

夏季 水泳競技 180

秋

季

大

会

野 球 競 技 1,270 バレーボール競技 507 ソフトボール競技 967

卓 球 競 技 238 バドミントン競技 174 ゴ ル フ 競 技 145

柔 道 競 技 152 空 手 道 競 技 660 少林寺拳法競技 76

ソフトテニス競技 102 テ ニ ス 競 技 652 アーチェリー競技 21

剣 道 競 技 300 サ ッ カ ー 競 技 295 バスケットボール競技 1,451

弓 道 競 技 63 陸 上 競 技 780 合 計 7,853

冬季 スキー競技 41

浦安スポーツフェア 2010 15,000

研修会 64

第 20 回東京ベイ浦安シティマラソン 8,011

≪今後の方向性≫

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。
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(3) スポーツ施設環境の整備

＜概要＞

将来的にも需要が増えるスポーツ種目などの動向などを踏まえ、サッカー

やラグビーなどができる陸上競技場やスタンド付の野球場、多目的グラウン

ドの整備を進め、運動公園施設の充実を図ります。

また、施設利用時間の延長について地域住民と協議をしながら、既存スポ

ーツ施設などの夜間照明の整備を行うとともに、スポーツ施設運営にあた

り、市民の生活スタイルや多様化したニーズの変化などに応じた一層の有効

活用を図るため、利用区分や利用時間、休館日などについて検討を進めま

す。

また、海岸、河川などの水辺空間を利用した、ウォーキング、ジョギング

コース、サイクリングコースなどの整備を促進し、気軽に行えるスポーツ・

レクリエーション環境の充実を図ります。

＜主要事業＞

〇 運動公園スポーツ施設整備事業

運動公園において、野球場が２面配置可能な多目的グラウンドやフッ

トサルコートが２面配置可能なスポーツコートの利用を開始し、陸上競

技場の工事に着手しました。

しかしながら、３月11日の東日本大震災により、地割れや隆起、防球

ネットが傾くなど、甚大な被害を受けて施設が使用できない状態となり

ました。

〇 学校体育施設開放事業 (再掲)

学校教育に支障のない範囲で、小学校14校、中学校７校の体育館や校

庭などの体育施設を、230団体に貸し出すことで、地域住民のスポーツ

の振興を図りました。

≪今後の方向性≫

運動公園スポーツ施設整備事業は、東日本大震災の影響を受け、復興に向け

た財源が必要となり、財政状況が厳しくなるため、事業を進めるに当たっては、

復興の状況を見ながら検討していきます。

また、既設の球技場についても被害を受けたことから、少しでも早く復旧で

きるように努めていきます。
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教育委員会での主な意見

「生涯スポーツ健康都市宣言」を受け、市民への啓発活動に力を入れてほ

しい。また、体育指導員等の協力団体からの活動についても意識を持って取

り組んでほしい。

スポーツ・レクリェーション事業については、救急体制の充実を図ってい

くことが必要である。

総合型地域スポーツクラブについては、スポーツを通じ地域の交流を図

る場になっていることがわかる。今後も利用施設関係者と調整し、大いに推

進してほしい。

３ 浦安の芸術・文化を育てる

(1) 市民の芸術文化活動の活性化

＜概要＞

市民や団体と連携協力し、芸術文化活動を地域に根ざした文化とし、活力

あるまちづくりに取り組みます。

文化活動の場と機会の充実を図るとともに、文化や芸術に接する機会の拡

大に努め、市民の文化活動への参加を促進し、総合的な文化施策の推進に努

めます。

＜主要事業＞

〇 美術展覧会

美術の振興と、市民の創作活動の発表の場とするため、美術作品、手

工芸作品などの展覧会を開催しました。平成22年度は第30回市美術展と

第13回市民手工芸作品展を開催し、合わせて413点の作品が展示され、

2,995人の入場者がありました。

〇 公民館活動推進事業 (再掲)

市民生活の根源に置くべき課題として、平和・人権、民主主義に関す

る講座、地域における居場所の一つとしての子ども対象事業などを開催

し、学習機会の充実を図りました。451事業、延べ113,234人の参加があ

りました。

また、国際理解・国際協力、環境課題、福祉課題、裁判員制度に関す

ることなど、社会において抱えている課題に対応するため、さまざまな

事業を実施しました。

さらに、市民一人ひとりが豊かに、生き生きと暮らし、互いに学び合
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いながら、地域文化を創造するため、生活・暮らし改善、健康・体力づ

くり・スポーツ、趣味・教養に関することについて、さまざまな事業を

推進しました。

≪今後の方向性≫

市美術展に関しては、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。

また、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できるよう、作品募集

の周知・徹底を図っていきます。

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、さまざま

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ます。

(2) 芸術文化を体験する機会の充実

＜概要＞

質の高い芸術文化をじかに鑑賞できる機会を設けることにより、芸術文化

に対する理解を深め、文化意識の向上を図ります。

＜主要事業＞

〇 芸術鑑賞教室の開催

芸術鑑賞教室は、市民が優れた芸術に接する機会をつくることを目的

に、芸術鑑賞の入門公演として開催しています。

平成22年度は、伝統芸能である狂言を身近に感じていただけるように、

野村萬斎解説による狂言「萩大名」「六地蔵」を開催し、入場者は、694

人でした。

〇 公民館活動推進事業 (再掲)

市民生活の根源に置くべき課題として、平和・人権、民主主義に関す

る講座、地域における居場所の一つとしての子ども対象事業などを開催

し、学習機会の充実を図りました。451事業、延べ113,234人の参加があ

りました。
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また、国際理解・国際協力、環境課題、福祉課題、裁判員制度に関す

ることなど、社会において抱えている課題に対応するため、さまざまな

事業を実施しました。

さらに、市民一人ひとりが豊かに、生き生きと暮らし、互いに学び合

いながら、地域文化を創造するため、生活・暮らし改善、健康・体力づ

くり・スポーツ、趣味・教養に関することについて、さまざまな事業を

推進しました。

≪今後の方向性≫

芸術鑑賞教室は、市民の方々に身近な場所で、質の高い総合芸術に接する

機会を提供するため、伝統芸能や音楽などの公演を開催しているものです。

平成 23 年度につきましては、東日本大震災に関する、災害復興財源の確

保を目的として、開催を中止しましたが、今後の開催につきましては、本市

の復興状況を見ながら、検討していきます。

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、さまざ

まな世代の市民に、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ます。

(3) 郷土の歴史・文化の理解を深める

＜概要＞

史跡表示板の整備、文化財を活用した事業などにより、浦安の歴史や文化

に対する理解を深めます。

また、市民団体やサークルなどの支援や連携を図りながら、郷土の歴史や

文化の保護、啓発に努めます。

＜主要事業＞

〇 郷土博物館活動の推進

史跡表示板５基の改訂を行いました。

また、文化財を活用した事業として、史跡めぐりや文化財住宅宿泊体

験などを開催しました。

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」、文化財保存団体、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を行い、各種体験

教室を開催しました。
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≪今後の方向性≫

今後も引き続き、浦安の歴史・文化を後世に伝え、広く市民に触れる機会

や関心を深めるため、文化財の保護・活用や史跡表示板の整備を行うととも

に、文化団体の学校授業への協力などを得ながら活動の推進に努めます。

(4) 伝統文化の継承

＜概要＞

無形文化財を保存する団体の支援や連携を図りながら、市民が郷土文化に

触れられる事業などを行うとともに、後継者の育成や文化の普及に努めま

す。

＜主要事業＞

〇 伝統文化の保護・継承・公開

博物館は、無形文化財の保存団体に練習会場を提供し、各保存団体は

その会場で定期的に公開練習を行いました。

また、博物館主催事業としては、各保存会の協力の下、児童･生徒や

市民が郷土芸能や技術にふれる機会を設けました。

さらに、ゴールデンウィークや夏の博物館まつり、豆まき等の季節の

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。

芸術文化を体験する機会の充実については、芸術文化団体の相互交流によ

り、他分野間の相互理解を図り、人と人、地域と地域のつながりにより芸術

文化を創造する地域基盤づくりを進めていきます。

郷土博物館活動については、引き続き、文化財の保存団体に対し、運営面

の相談に乗るなど支援していくとともに、主催事業の体験教室でも郷土文化

にふれる機会の充実に努めます。



- 48 -

第３節 「浦安で産み育てたい環境を整える」

１ 安心して産み育てられる環境をつくる

(1) 多様なニーズに応じた子育て支援

＜概要＞

在宅で子育てをしている保護者の肉体的・精神的負担を軽減するため、一

時保育事業を推進します。

また、多様な保育ニーズに対応するため、市立幼稚園での預かり保育の拡

充などについて検討を進めます。

＜主要事業＞

〇 幼稚園預かり保育事業

若草幼稚園、美浜北幼稚園、舞浜幼稚園に加え、平成22年度から新た

に北部幼稚園でも預かり保育を実施しました。４園合算の年間平均利用

率は73.9％となっています。

〇 公民館活動推進事業 (再掲)

市民生活の根源に置くべき課題として、平和・人権、民主主義に関す

る講座、地域における居場所の一つとしての子ども対象事業などを開催

し、学習機会の充実を図りました。451事業、延べ113,234人の参加があ

りました。

また、国際理解・国際協力、環境課題、福祉課題、裁判員制度に関す

ることなど、社会において抱えている課題に対応するため、さまざまな

事業を実施しました。

さらに、市民一人ひとりが豊かに、生き生きと暮らし、互いに学び合

いながら、地域文化を創造するため、生活・暮らし改善、健康・体力づ

くり・スポーツ、趣味・教養に関することについて、さまざまな事業を

推進しました。

〇 子育てすこやか広場事業 （再掲）

未就学児を持つ親子の遊び場の提供、そして保育カウンセラーによる

子育て相談を実施しました。広場は全園合わせて439回開催し、

未就園児の親子で延べ14,823組が利用し、保育相談は延べ1,458件の利

用がありました。
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≪今後の方向性≫

幼稚園預かり保育に関しては、新町の公立園での実施ニーズを受け、平成

23年度よりさらに明海幼稚園でも実施したところです。今後も幼稚園児数の

推移、余裕教室の状況などを検証しつつ、さらなる拠点拡充の余地を検討し

ていきます。

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、さまざ

まな世代の市民に、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ます。

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Ｐ

Ｒに努めていきます。

教育委員会での主な意見

幼稚園預かり保育事業については、待機児童数や保護者のニーズを捉え、

園舎の空き教室や余裕教室等施設を確認しながら、市立幼稚園３年保育の拡

大事業との整合を図り推進してほしい。

２ 地域ぐるみで子育てを支援する

(1) 子育て支援のネットワークづくりの推進

＜概要＞

気軽に集い、うち解けた雰囲気のなかで交流を図り、子育ての相談や子育

てに関する情報を得ることができる身近な場として、子育てすこやか広場事

業を進めます。

幼稚園や保育園が、それぞれの特色を活かしながら地域の子育て支援の拠

点となるよう、子育て支援施設と情報交換などを進めます。

＜主要事業＞

〇 子育てすこやか広場事業 （再掲）

未就学児を持つ親子の遊び場の提供、そして保育カウンセラーによる

子育て相談を実施しました。広場は全園合わせて439回開催し、

未就園児の親子で延べ14,823組が利用し、保育相談は延べ1,458件の利

用がありました。
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〇 公民館活動推進事業 (再掲)

市民生活の根源に置くべき課題として、平和・人権、民主主義に関す

る講座、地域における居場所の一つとしての子ども対象事業などを開催

し、学習機会の充実を図りました。451事業、延べ113,234人の参加があ

りました。

また、国際理解・国際協力、環境課題、福祉課題、裁判員制度に関す

ることなど、社会において抱えている課題に対応するため、さまざまな

事業を実施しました。

さらに、市民一人ひとりが豊かに、生き生きと暮らし、互いに学び合

いながら、地域文化を創造するため、生活・暮らし改善、健康・体力づ

くり・スポーツ、趣味・教養に関することについて、さまざまな事業を

推進しました。

≪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Ｐ

Ｒに努めていきます。

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、さまざ

まな世代の市民に、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ます。

第４節 「こどもが元気に成長できる環境を整える」

１ こどもの健やかな成長を支える

(1) 健康づくりの推進

＜概要＞

こどもたちの健康管理を支援するため、発達段階に応じたきめ細かな健康

診断を実施し、必要に応じてフォローアップを行います。

また、部活動の強化を図るなど児童・生徒の基礎体力や運動能力の向上を

図るとともに、家庭や地域などと連携して食育や歯科保健などに取り組みま

す。
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＜主要事業＞

〇 体力向上推進事業 （再掲）

体育の授業の一層の充実を図り、児童・生徒の体力向上を推進するた

め、小学校２校及び中学校１校を「体力向上推進校」に指定し、富岡小

学校と明海南小学校、富岡中学校の特色ある取り組みを支援しました。

また、体力向上推進校の取り組みを発表する機会を設定し、小・中学

校の体育を担当する教員が参加し、指導力の向上を図るとともに、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した。

〇 部活動推進事業 （再掲）

小・中学校の部活動の活性化を図るため、専門的な技能を備えた指導

者を派遣し、児童・生徒の技能や体力の向上を図りました。派遣した指

導者数と指導回数は、小学校 58 人、1,560 回、中学校 67 人、3,734 回

でした。

また、浦安市立学校部活動奨励補助金を中学校に生徒数に応じて交付

し、部活動に必要な消耗品の購入や各種大会に参加する費用として補助

しました。

〇 就学時健康診断事業

平成23年度の就学予定者を対象に、就学時健康診断を実施しました。

これにより、就学予定者の健康上の課題について、保護者の認識を高め

ることができました。また、疾病または異常を有する就学予定者につい

ては、入学時までに必要な治療をすることで健康な状態での就学が可能

となりました。

〇 児童生徒健康診断事業

小・中学校に在籍する児童・生徒を対象に、発達段階に応じた定期健

康診断を実施したことにより、疾病の予防措置はもとより、治療の指示

や運動を軽減するなどの事後措置を行いました。

≪今後の方向性≫

体力向上推進事業については、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、市が指定する「体力向上推進校」

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。

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
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ップを実施します。

(2) 障がい児の地域生活や自立の支援

＜概要＞

障がいのある児童・生徒が地域の子どもたちと一緒に教育が受けられるよ

う、交流や共同学習を積極的に進めるとともに、特別支援学級や学習支援室

の設置や相談体制の充実に取り組みます。また、放課後に安心して過ごすこ

とのできる場や見守りの体制について検討します。

＜主要事業＞

〇 まなびサポート推進事業 （再掲）

まなびサポートチーム員（医師３人、指導主事３人、臨床心理士５人、

言語聴覚士２人、理学療法士、作業療法士、特別支援教育指導員各１

人）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充

実させました。保育園、幼稚園、小・中学校への訪問相談を年間 702 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

身障がい児補助教員以外に心身障がい児支援員を 20 人配置しました。

〇 特別支援学級整備事業 （再掲）

市立全小・中学校に特別支援学級の設置をめざし計画的な整備を進め、

平成22年度は東野小学校に開設しました。

〇 学習支援室整備事業 （再掲）

市立小・中学校の全校で、教育的ニーズに応じた個別学習や少人数学

習などを行えるよう、平成22年度は、小学校２校（日の出小学校・高洲

小学校）、中学校２校（富岡中学校・見明川中学校）に学習支援室を整

備しました。教室内には、個別学習用の可動式パーティション、多目的

テーブルなどを整備しました。

○ 特別支援学校分校検討委員会経費

担当者が県に訪問し、本市の抱える課題と保護者の要望を伝えるとと

もに、県の方針についての情報収集を行いました。また、12 月には市長、

教育長とともに特別支援学校分校やスクールバスの運行に係る要望書を

提出しました。さらに、県内外の特別支援学校の分校の視察を通し、特

別支援学校の施設及び運営維持、並びに分校開設にかかる改修費用につ

いて情報収集をしました。検討委員会については、県から新たな方向性
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が示されない状況から設置を見送りました。

≪今後の方向性≫

まなびサポート推進事業については、相談活動や特別支援教育の体制整備、

個別の指導計画の作成など一人一人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。

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。

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 1 年間に

４校ずつ計画的に整備します。

特別支援学校分校検討委員会経費については、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を

収集して参ります。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。

(3) こどもの安全を守る環境の整備

＜概要＞

幼稚園や保育園、学校などのこどもたちが多く集まる公共施設の防犯対策

を実施するとともに、地域などと連携した通学路の安全確保に取り組みま

す。

＜主要事業＞

〇 学校施設等の防犯対策事業（再掲）

学校への不審者侵入防止対策として、全小学校(18 校)に警備員 1 人を

配置するとともに、幼稚園（４園）、小学校（４校）、中学校（３校）に

防犯カメラを設置しました。

さらに、施設面での防犯対策として、預かり保育実施幼稚園(北部幼稚

園)１園に、電気錠付門扉を設置しました。

〇 通学路の安全対策事業（再掲）

通学路での児童等の交通事故防止対策として、交通事故の危険性が高

い市内６箇所の交差点に交通整理員を配置しました。

また、児童の登下校時の防犯対策として、新１年生児童等に防犯ブザ

ーを無償配付しました。
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≪今後の方向性≫

学校施設等の防犯対策については、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。

通学路の安全対策については、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、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。

なお、３月 11 日に発生した東日本大震災の経験を活かし、保護者への連

絡手段や引渡し方法、また避難所の設置方法の細部を見直すなど、日ごろの

訓練を徹底し、従来の学校防災計画を再検討します。

２ 豊かな心を育む

(1) 心を育む遊び環境の整備

＜概要＞

学校施設を利用し児童の放課後の遊び場を確保するとともに、こどもたち

の社会性を育む場として、異年齢児間の交流を促進します。

＜主要事業＞

〇 放課後異年齢児交流促進事業

学校施設を利用して児童の放課後の遊び場を確保し、社会性を育む場

として異年齢児の交流を促進しました。事業開催数は、市内５小学校で

56,766 人が利用者しました。

〇 幼稚園園庭芝生化整備事業

幼稚園園庭芝生化の取組として、富岡幼稚園の園庭芝生化整備を行い

ました。

幼稚園園庭芝生化整備事業については、市内若草幼稚園を始め園庭

の一部を芝生化の整備を行い、残り７園の園庭についても今後は、芝生

化の整備を進めてまいります。

≪今後の方向性≫

放課後異年齢児交流促進事業については、引き続き小学校の余裕教室の状

況を考慮しながら、充実を図っていきます。
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(2) こどもを育む親力・地域力の向上

＜概要＞

親力（家庭の教育機能）の向上を図るため、家庭教育学級を開催し、家庭

教育に関する学習機会や情報提供などを行います。

また、ＰＴＡやこども会などの地域活動の活性化を図るとともに、学校支

援協議会などの新たな取り組みを通して地域の教育力の向上を図ります。

＜主要事業＞

〇 家庭教育学級の実施 （再掲）

子育てを取り巻く社会環境は、少子高齢化、核家族化に加え、子ども

への虐待の顕在化など、大きな変化をしている。そのような社会状況の

中、子どもの健全育成を図るべく、学校、地域、家庭の連携をとりなが

ら、家庭の教育力の向上を目的に、平成22年度は幼稚園、小学校、中学

校で17学級を開催し290人の参加がありました。

〇 学校支援ボランティア推進事業 （再掲）

地域全体で学校教育を支援するため、学校支援ボランティア実施要項

及び募集要項を制定し、ボランティアの登録を行いました。児童・生徒

はボランティアの専門的知識や技能にふれ、学習を深めることができま

した。ボランティア登録者は、一般人845人（幼稚園238人、 小学校427

人、中学校180人）で、延べ2,339回（幼稚園329回、小学校1,564回、中

学校446回）実施しました。

≪今後の方向性≫

家庭教育学級事業については、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。

学校支援ボランティア推進事業については、中学校区学校支援協議会設置

事業及び学校支援コーディネーター配置事業の成果と課題を踏まえ、多角的

に検討し、学校と地域社会の連携を更に進めていきます。
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(3) 幼児期の学び環境の整備

＜概要＞

幼児期の学び環境を充実するため、市立幼稚園の３歳児保育を推進してい

ます。また、幼稚園と保育園との連携を図りつつ、幼児教育・保育の質をよ

り高めていくため、平成21年度に策定した「浦安市就学前保育・教育指針」

に沿った取り組みを進めます。また、引き続き幼稚園と地域の子育て家庭と

の交流を深めます。

＜主要事業＞

〇 市立幼稚園３年保育の実施

３年保育の拡充については、既存の実施３園(青葉、堀江、入船南)に

加え、平成21年度からは見明川と美浜南を合わせた５園で実施してい

ます。

また、３歳児クラスへの応募が多数あることから、待機状況の緩和を

図るため、22年度からは、各園の３歳児定員を40人から50人へ増員した

ところです。

〇 浦安市就学前保育（教育）カリキュラム策定事業

平成21年度に策定した指針を、各幼稚園・保育園へ周知し活用を促進

するとともに、幼稚園・保育園の職員間の情報交換や合同研修などの取

り組みを行っています。

〇 子育てすこやか広場事業 （再掲）

未就学児を持つ親子の遊び場の提供、そして保育カウンセラーによる

子育て相談を実施しました。広場は全園合わせて439回開催し、

未就園児の親子で延べ14,823組が利用し、保育相談は延べ1,458件の利

用がありました。

〇 公民館活動推進事業 (再掲)

市民生活の根源に置くべき課題として、平和・人権、民主主義に関す

る講座、地域における居場所の一つとしての子ども対象事業などを開催

し、学習機会の充実を図りました。451事業、延べ113,234人の参加があ

りました。

また、国際理解・国際協力、環境課題、福祉課題、裁判員制度に関す

ることなど、社会において抱えている課題に対応するため、さまざまな

事業を実施しました。
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さらに、市民一人ひとりが豊かに、生き生きと暮らし、互いに学び合

いながら、地域文化を創造するため、生活・暮らし改善、健康・体力づ

くり・スポーツ、趣味・教養に関することについて、さまざまな事業を

推進しました。

≪今後の方向性≫

幼児期の学び環境の充実にあたっては、これまで実施してきている３年保

育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、平成21年度に策定した「就学前保育・教育指針」の活用を通じてそ

の質的向上を図るとともに、国の子ども子育て新システムの動向も踏まえつ

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。

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Ｐ

Ｒに努めていきます。

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、さまざ

まな世代の市民に、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ます。

(4) 自分を大切にする気持ちを育てる

＜概要＞

人に相談しづらい悩みや不安を多く抱える思春期の児童・生徒が相談しや

すい体制を整備するとともに、不登校となった児童・生徒への支援体制を充

実します。

＜主要事業＞

〇 教育相談推進事業 （再掲）

浦安市適応指導教室において、心理的・情緒的要因によって、集団不

適応、不登校傾向にある児童・生徒を対象に、学習活動・集団活動を通

して自己決定力の育成を支援するとともに、集団生活への対応能力を育

成しました。引きこもり傾向の児童・生徒に対しては、訪問相談員が延

べ952回の電話相談や訪問相談を行い、カウンセリングを行う中で自己

決定力の育成を支援・援助しました。

児童・生徒に対しては、スクールライフカウンセラーを市立全小・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・助言を行いました。

教職員に対しては、学校職員メンタルヘルス相談員を３名配置し、学
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校訪問及び電話・来所相談を合わせて 100 回実施し、教職員が心身共に

健全に教育活動に従事できるようにしました。

≪今後の方向性≫

浦安市適応指導教室において、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。

スクールライフカウンセラーを市立全小・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。

(5) 青少年の健全育成

＜概要＞

体験活動の意義を改めてとらえ直し、実体験を重要視しながら青少年の心

と体の相互作用を促し意欲の創出を図るため、様々な活動の場や交流の機会

を提供するとともに、青少年健全育成団体との連携を図りながら、事業の推

進に努めます。

青少年の健全育成を図るため「街頭補導」、「青少年相談」、「広報・啓発」、

「環境浄化」、「連携」の５つの柱を基にしながら、青少年の取り巻く社会環

境の急激な変化に対応する活動を推進します。

＜主要事業＞

〇 青少年リーダー養成事業

中学生を中心とした青少年リーダーの育成を目的とし、野外、表現、

奉仕、危機管理に関する研修会を開催し、事業の推進に努めました。

研修回数８回、参加者数延べ53人

〇 青少年交流活動センター事業

青少年の健全育成活動の推進を支援するとともに、各種事業を通じて

児童の交流、子育て支援等に努めました。

年間利用者数33,508人、主催事業参加者数 2,168人

〇 青少年交流施設事業

青少年の自発的な活動や交流を図る場を提供するとともに、音楽、文
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化、芸術などの教室を通して、青少年の健全育成を図りました。

講座参加者数 24,159 人、主催事業参加者数 855 人

〇 洋上研修事業

性格形成の終期を迎える時期に、洋上での生活や自然の中での研修を

通じて、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研修

会を実施しました。

８月20日～24日（４泊５日）北海道日高町、参加者数155人

〇 ジュニアリーダー研修会

市内小学校４年生～６年生を対象とし、地域や子ども会活動等で中心

となって活動するリーダーの育成を図りました。

研修回数年８回、参加者数延べ193人

〇 多世代交流事業

子どもが老人クラブの方々と交流を持つことを目的に、お手玉や折り

紙などの遊びを通した多世代交流事業を実施する予定であったが、東日

本大震災の影響により、未実施となった。

〇 青少年健全育成団体活動推進

地域における子ども会やボーイスカウト、ガールスカウト等、青少年

の健全育成の推進を図る団体の支援を図りました。

対象団体・44団体（子ども会38団体、ボーイスカウト２団体、ガール

スカウト２団体、浦安市リーダースクラブ、浦安市青少年健全育成連絡

会）

〇 公民館活動推進事業 (再掲)

市民生活の根源に置くべき課題として、平和・人権、民主主義に関す

る講座、地域における居場所の一つとしての子ども対象事業などを開催

し、学習機会の充実を図りました。451事業、延べ113,234人の参加があ

りました。

また、国際理解・国際協力、環境課題、福祉課題、裁判員制度に関す

ることなど、社会において抱えている課題に対応するため、さまざまな

事業を実施しました。

さらに、市民一人ひとりが豊かに、生き生きと暮らし、互いに学び合

いながら、地域文化を創造するため、生活・暮らし改善、健康・体力づ

くり・スポーツ、趣味・教養に関することについて、さまざまな事業を
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推進しました。

〇 郷土博物館活動の推進 (再掲)

史跡表示板５基の改訂を行いました。

また、文化財を活用した事業として、史跡めぐりや文化財住宅宿泊体

験などを開催しました。

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」、文化財保存団体、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を行い、各種体験

教室を開催しました。

○ 社会環境浄化事業

公衆電話ボックス等へ貼付されている「ピンクビラ」を青少年補導員

が月２回の地区パトロールを行う中で３枚撤去しました。（平成 21 年度

32 枚撤去）また、各街頭補導実施の際に、危険箇所や溜まり場の点検を

行いました。

○ 青少年補導活動推進事業

広報・啓発活動の一環として「街頭啓発」「一日補導員キヤンペーン」

「市民まつりパトロール」を実施するとともに、広報紙「べかぶね」「セ

ンターだより」を発行しました。

なお、街頭補導活動は、年 496 回実施し、延べ 2,692 人が参加。215 人

の青少年に「愛のひと声」をかけました。

○ 青少年相談事業

相談事業の啓発として、夏休み・冬休み前に市内小中学校へ全児童・

生徒を対象にチラシの配布を行うとともに、電話相談啓発物資を小学５

年生から中学３年生へ配布しました。

≪今後の方向性≫

青少年健全育成に資する事業の内容について改善を施し、地域・学校・行

政との協力、連携を図りながら青少年の健全育成活動を推進していくととも

に、今一度、体験活動の意義を改めてとらえ直し、その活動が知識偏重や安

全重視に陥ることなく、実体験を重要視した活動を通じて、青少年の心と身

体の相互作用を促しながら、意欲の創出を図ります。

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、さまざ

まな世代の市民に、必要な学習情報をいつでも提供できる施設として、今後
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も、多種多様な学習機会の提供に取り組みます。

郷土博物館活動の推進につきましては、今後も引き続き、浦安の歴史・文

化を後世に伝え、広く市民に触れる機会や関心を深めるため、文化財の保

護・活用や史跡表示板の整備を行うとともに、文化団体の学校授業への協力

などを得ながら活動の推進に努めます。

青少年補導活動推進につきましては、「街頭補導」、「青少年相談」、「広

報・啓発」、「環境浄化」、「連携」の５つの柱を基にしながら、街頭補導活動

や青少年相談を引き続き実施します。

第４章 有識者からの意見

有識者 3 名から貴重なご意見をいただきました。

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ました。

今後も引き続き、事務事業の改善に努めながら、長期的視点に立った教育行政

を推進するようにとのご意見をいただきました。

また、市民に開かれた教育委員会でなければならないことから、市民集会や

市民懇談会などの意見交換会にも積極的に参加するというオープンな姿勢が大

切であるとのご意見をいただきました。

個別の事業に関する、主なご意見は下記のとおりです。

第１節 「魅力ある学校をつくる」

１ 地域とともに子どもを育てる学校をつくる

本市の特徴的な事業である、中学校区学校支援協議会設置事業について

は、権限や人事に影響する所が大きくむずかしい事業だが、大いに推進して

もらいたい。

学校支援コーディネーター設置事業については、現在職員が中心的な活動

をしている。職員の活用とともに、関心を寄せる地域住民を巻き込み、中心

になり活動できる地域の人材育成を図ることも重要である。

小・中学校部活動指導者派遣事業においては、多種の科目への要望が児

童・生徒や保護者から多く寄せられている事業である。指導者不足が深刻な

問題で部活動に制限があることから、指導者を市民公募するなどで指導者を

増やしたり、設置単位を学校ごとでなく地域や地区ごとにまとめるなど、市

全体として活動できる地盤づくりにも取り組んでもらいたい。

安心・安全な学校づくりを推進していくために、東日本大震災を踏まえた

教訓を充分に活かしてほしい。特に学校では、児童・生徒の命を預かる校長
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が中心になり、教育現場に合った危機管理マニュアルの見直しや防災教育を

推進し、学校現場での訓練を徹底していただきたい。

また、防災訓練以外の行事においても、教育委員会・自治会・学校関係者

とが日ごろから連携した取組み活動を行うことが大切であると考える。

地域住民への学校施設開放については、市民からの要望が多いところだ

が、推進が停滞している。学校教育現場の現状を逐次把握し、体育館や校庭

のほか、音楽室や余裕教室などについても、より一層積極的な学校開放を検

討してもらいたい。

２ 一人ひとりの個性が輝く学校をつくる

読書活動推進事業については、児童・生徒の視野を豊かにするとともに、

文章の解読手法の習得にも繋がることから、大いに推進してもらいたい。

子ども一人一人へのきめ細かな指導や、少人数教育の推進は、子どもの学

力向上や学校生活への円滑な適応を促すため有効である。教育的ニーズに対

応した特別支援教育の推進を図りつつ、子どもの潜在能力を引き出す教育も

重要と考える。

東北地方太平洋沖地震により発生した福島第１原子力発電所の放射能漏れ

による食材への影響が多々報じられている。学校給食については、使用材料

を吟味し、なお一層安全・安心の確保などに努めてもらいたい。

先進的に行われている「まなびサポート推進事業」は、引き続き、専門医

などに協力をいただき、巡回訪問などを通じて支援体制の充実を図ってもら

いたい。

３ 信頼される学校をつくる

これからの教師にとってパソコン等 ICT の活用は必須となるものとなって

いる。今後も情報管理に関する研修を行い、特に、個人情報の漏洩防止を周

知徹底していただきたい。

学校評価推進事業では、学校は元より教育委員会が結果の判断をしやすい

よう、改善の進捗状況をできるだけ数値化し、マネジメントサイクル（ＰＤ

ＣＡ）による運用を行い、今後の施策に活かすよう取り組んでいただきた

い。

また、学校評議員制度事業に参加する、学校評議委員のため、その趣旨や

制度内容について説明するための勉強会を開催してほしい。

教育研究センター研修事業については、年間を通じ多種多様な項目の研修

会が実施されている。教職員の資質向上のため、社会情勢や教育現場からの

ニーズを把握した研修会を行うよう、企画努力してほしい。
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４ 教育環境が整った学校をつくる

学校適正化推進事業については、児童・生徒のための取り組みであるとい

うことが根底にある。学校統廃合を協議する際は、時間をかけ丁寧な説明と

正確な方向性を見極めながら進めていただきたい。

５ 学校を支える体制を充実させる

教育研究センター事業については、授業に役立つ情報を学校に提供するな

ど、引き続き、事業内容を充実させ、より一層の取り組みを行うよう推進し

ていただきたい。

また、教職員への研修については、教養の幅を広げるためのニーズも把握

をし、教育現場を把握する、教育実践者を講師に招集するなど実務に則した

研修や近年多発してきている、メンタルヘルス面の研修も十分取り入れるな

ど充実に努めていただきたい。

第２節 「楽しみと生きがいを感じる生涯学習の充実を図る」

１ いつでも学習できる機会の充実を図る

公民館活動については、様々な世代交流が図れるよう、普段来館できない

方への配慮として、開館時間、講座、テーマなどを把握することが必要であ

り、また、さまざまな情報を提供していくことが必要である。今後も、多種

多様な学習機会を提供できるように努めてもらいたい。

退職された教員をより幅広い分野で、講師として派遣していただくよう要

請することも必要だと思う。

なお、当代島公民館、日の出公民館、高洲公民館では、雨水利用や太陽光

発電などの自然エネルギーの活用が図られており、今後もこのような考えの

下、施設建設を行っていただきたい。

２ 日頃からスポーツを楽しめる環境をつくる

平成 22 年 10 月に宣言した「生涯スポーツ都市」を目指し、子どもから高

齢者まで、みんなで楽しめるスポーツ事業を展開できるよう事業の充実を図

っていただきたい。

また、策定を進める生涯学習推進計画においても、新たなスポーツ基本法

の主旨を踏まえ、生涯スポーツ都市を推進するための、施策づくりを進めて

ほしい。

市民スポーツ団体の活動が活発に行われているが、施設の安全管理を徹底

するとともに、指導者への研修会を充実させるなど、安全教育の推進を図っ

ていただきたい。
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３ 浦安の芸術・文化を育てる

伝統文化の継承については、後継者の育成が大変難しい状況であるが、い

ろいろな方面からチャレンジできる機会を提供するなど、少しでも後継者の

育成に繋がる事業を進めていただきたい。

第３節 「浦安で産み育てたい環境を整える」

１ 安心して産み育てられる環境をつくる

子育てをしている保護者の負担軽減のための「幼稚園預かり保育事業」

は、仕事を持つ母親にとっては大変ありがたい事業で、また、保育園待機児

童解消にも繋がる。今後も、子育て支援ニーズを的確に把握し、積極的に対

応していただきたい。

第４節 「子どもが元気に成長できる環境を整える」

１ こどもの健やかな成長を整える

子どもたちの健康管理の支援、基礎体力や運動能力の向上のための事業な

どは、児童・生徒が健やかに育つための基盤となる。このため、今後もより

一層推進していただきたい。

また、就学時健康診断において、親の心得や精神的支えになる専門家（医

師）の講話なども効果的である。

安全対策面では、通学路の安全確保はもちろん、自転車の安全指導の充実

に特に力を入れてもらいたい。

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は、協力スタッフの確保がむずかし

いが、精力的な交流活動が行える基盤作りに励んでいただきたい。

青少年の健全育成を目的に、青少年リーダー養成事業や洋上研修事業が例

年行われている。小・中学校の卒業生がその後もリーダーとして成長できる

よう、青年期まで継続的に参加できる事業展開を行い、例えば次世代への引

継ぎが行えるなど指導者育成のための補助指導ができるといった、将来に向

けた継続的な人材活用に繋がるような事業展開をしてほしい。

また、社会環境浄化事業については、青少年補導員のご尽力により効果が

あがっている。引き続き、街頭補導やピンクビラ回収活動を推進していただ

きたい。

本市に在住する、退職教員の方々の教育力が、市の活動や地域活動の向上

に繋がる事業を推進してほしい。



- 65 -


