
都市像 ２

市民文化都市
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【創造と交流で築く市民文化都市】

市民がその能力を生かし、お互いの価値観を尊重し合いながら、個性を十分に発揮できる地域

社会を築くことが重要です。

そのため、市民が、ふれあい、相互に交流し、様々な活動を通じて、創造性と個性が発揮され、

はつらつとした生活と活動のできるまち～創造と交流で築く市民文化都市～を目指します。
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市民がその能力を生かし、互いの価値観を尊重し合いながら、個性を十分に発揮できる地域社

会、それは、すべての市民が浦安の自治を担う能動的な意識を持ち行動する、真の「市民」とし

て役割を担っている自立した地域社会の姿です。

豊かな地域社会づくりの基礎として、人間尊重の精神を基礎に互いが知り合い認めあえる意識、

平和を希求する意識づくりをさらに進めていく必要があります。

そして、市民が生涯にわたって市民自らが主体的に学び、学習者同士がともに高めあい、その

学習成果を地域づくりへの実践的な取り組みのなかで発揮できる総合的な環境づくりが重要と

なります。学校教育については､次世代を担うこどもたちが生き生きと成長できるよう、家庭・

地域・学校の連携を一層進め、互いに協力し合ってこどもたちを育て合う魅力ある学校づくりを

進めることが必要です。併せて、市民相互の多様な交流や対話を進めるなかで市民同士が知り合

い、学び合いを通じて、互いに高めあい、主体的な活動への意識を醸成しながら、地域社会で活

躍する人材を育成していくことが必要です。

さらに、新しい公共の担い手として市民活動や地域活動を促進する仕組みづくりが必要です。

そして、市民の創造性と個性が発揮された様々な主体的な活動が、浦安の歴史文化と融合し、

個性ある魅力的な市民文化として発信される土壌を築いていくことも重要です。

こうしたことから、第２期基本計画では、市民一人ひとりの創造性と個性が発揮され、はつら

つとした生活と活動のできる『市民文化都市』の具現化を目指し、次のような視点を持って施策

を展開します。

◆視点１：豊かな地域社会づくりの基礎として、人権の大切さや尊さについて市民一人ひとりの

正しい理解を進めるための施策を展開する

◆視点２：生涯にわたって市民自らが主体的に学び、その学習成果を地域づくりに活用できるよ

う総合的な環境づくりを進めるとともに、学校教育において、浦安市環境教育ビジョ

ンの基本理念の実現に向けた施策を展開する。

◆視点３：市民同士の多様な交流や対話を進め、新しい公共の担い手として市民活動や地域活動

を促進する施策を展開する

市民交流

市民活動

地域活動

・日常の交流を充実させ、本市独自の多様な市民交流の仕組みをつくる

・市民活動の促進と、公共サービスの新たな担い手の育成を図る

・地域の活動をみんなが知り、認め合う社会を育てる

学校教育

生涯学習

市民文化

・市民自らが主体的に学び、学習者同士がともに高めあえる総合的な環境

づくりを進める

・学校・家庭・地域が連携した魅力ある学校教育を進める

・スポーツを楽しみ誰もが健康で生き生きと暮らす環境をつくる

・歴史文化の保護や芸術活動への支援を通じて、浦安の芸術文化を育てる

人権尊重

平和希求

・市民一人ひとりが、互いの人権を尊重して暮らすことのできるまちを実

現する

・平和を希求し、異文化を知り、認めあえる交流を推進する
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現状と課題

世界では、いまだに民族や宗教に起因した地域的紛争やテロ行為、核兵器保有問題などが後を

絶たず、決して平和な世界とは言い難い状況が続いています。一方で、国内では時間の経過とと

もに、戦争体験も風化しつつあります。

人々の生活や交流、都市の活発な活動は、人々の間に争いがなく、安全な暮らしが守られてこ

そ保障されるものです。

本市では、昭和60年３月に非核平和都市を宣言し、人類共通の願いである恒久平和の実現に向

け、平和施策の推進に取り組んでいます。今後も、非核平和理念の浸透と平和意識の高揚を図り

、市民一人ひとりが平和について学び、考え、行動することが重要であり、様々な機会を捉えて

平和についての普及・宣伝活動の強化を図る必要があります。

また、恒久平和の基本は人権尊重であり、平和の実現には市民一人ひとりの人権意識を持つこ

とも大切です。

法務省の人権擁護推進審議会（平成 11 年７月 29 日付け）の答申は、「わが国の人権尊重主義

は次第に定着しつつある。」とする一方で、「国民一人一人が自分自身の課題として人権尊重の理

念についての理解を深めるよう努めることが肝要である。」と指摘しています。

本市では、基本構想において、「人間尊重のまちづくり」を基本理念の一つに掲げ、平成 21 年

度の「浦安人権施策指針」の策定を始めとして、これまでも様々な施策や事業を展開してきまし

た。

しかし、差別や偏見による人権問題が大きな課題として残っていることに加え、国際化や情報

社会の進展、高齢化など、社会の変化によって人権問題は複雑化・多様化するとともに、新しい

人権課題も発生してきています。

このようなことから、これまで高齢者や障がいのある人、女性、こども、外国人など、従来個

別に対応がなされてきた人権課題について、より包括的・総合的に取り組む必要があります。

１ 平和を希求し人権を尊重するまちづくりを目指す具体的

施 策
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課題解決のための取り組みの方向

１）恒久平和に取り組む
本市は、核兵器の完全禁止と廃絶を希求し、世界の恒久平和確立のため、非核平和都市宣言にの

っとり、市民活動団体と連携・協力を図りながら、生涯学習における平和に関する学習機会の充実

や、様々な機会を捉えて、平和意識の普及・啓発を進め、市民一人ひとりの平和意識の高揚に取り

組みます。

２）人権尊重のまちづくりに取り組む
人権に関する学習機会の充実や人権意識の普及・啓発に取り組みます。また、現在の人権課題

が複雑化・多様化していることから、人権意識を高める啓発や、人権を守る仕組み、持続的な支

援、市民、団体及び行政の連携を視点に捉え、総合的な取り組みを展開します。

特に、こどもや高齢者、障がいのある人が地域社会のなかで安心して暮らしていく権利やドメ

スティック・バイオレンス（ＤＶ）による人権侵害に対する救済など、人権に関する権利救済の

推進に取り組みます。

３）男女共同参画社会の実現に取り組む
男女がともに一人の人間として、人権が尊重され、精神的・生活的・経済的に自立し、家庭や

職場、地域社会の一員としての役割を果たしていける社会の実現に努めます。このため、男女共

同参画社会の実現に向けた市民意識の醸成を図ることを目的に、情報誌の発行などの情報提供や

講座・講演会の開催及び女性の能力を高めるための学習機会の充実を図るなど、「女(ひと)と男

(ひと)が認めあい、共にかがやくまち・うらやす」の実現に向けて総合的に取り組みます。
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・

事業名 平和学習青少年派遣事業 地域ネットワーク課

事業内容 次代を担う児童・生徒が、被爆体験講話を聴講することで、平和意識の醸成を図ります。

事業内容
市内の中学生を浦安市平和使節団として毎年長崎へ派遣し、現地での平和祈念式典やフィー
ルドワークに参加することで、青少年の平和意識高揚を図ります。

事業名 原爆展及び被爆体験講話事業 地域ネットワーク課

①平和事業の推進

原爆展及び被爆体験講話事業

地域ネットワーク課

地域ネットワーク課

事業名 小・中学校被爆体験講話事業

２ 創造と交流で築く市民文化都市

１）恒久平和に取り組む

【事業体系】

事業 計画事業・主要事業名

２－１ 平和を希求し人権を尊重するまちづくりをめざす

非核平和理念の浸透と平和意識の高揚を図るため、非核平和関連事業に取り組みます。なかでも、戦
争を知らない若い世代や次代を担う児童・生徒に平和の尊さの理解を深めるため、平和学習青少年派
遣事業や小・中学生を対象とした被爆体験講話事業などを推進します。

担当課

平和学習青少年派遣事業

小・中学校被爆体験講話事業

事業内容
原爆あるいは戦争の記憶が風化しないよう、核兵器の恐ろしさ、戦争の悲惨さを多くの市民に
伝え、さらに平和の尊さを理解してもらうために原爆展及び被爆体験講話を行います。

地域ネットワーク課

地域ネットワーク課

①平和事業の推進

【主要事業】
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・

・

・

【主要事業】

企画政策課

企画政策課

事業内容
中学生に人権の大切さを伝え育むことを目的として、人権に関するコラムなど、中学生の意見
や考え方を取り入れた「人権・公民ノート」を作成し、公民の授業で活用します。

事業名 人権・公民ノートの作成

企画政策課

市民一人ひとりが、人権問題への関心を高め、人権尊重についての正しい理解を深められる
よう、人権についての講演会や人権週間における街頭啓発活動、人権に関する映画上映会な
どの啓発事業を行います。

事業内容

人権啓発推進事業

①人権意識の醸成と包括的な取り組みの推進

事業名

２）人権尊重のまちづくりに取り組む

【事業体系】

事業

①人権意識の醸成と包括
的な取り組みの推進

計画事業・主要事業名

企画政策課

企画政策課

企画政策課

女性に対する様々な問題について、カウンセリングや法律相談など、多岐にわたる相談事業を実施す
ることで、相談者自らの問題解決を支援します。

事業内容
女性が抱える様々な問題を、相談者自ら解決できるように、女性問題の視点とカウンセリング
の技法を備えた専門家による「女性のための相談」、弁護士による「女性のための法律相談」
を女性プラザで実施します。

事業名 女性のための相談事業 企画政策課

②人権にかかわる権利救済の推進

事業内容
ＤＶに関する情報提供として、ＤＶ相談支援カードやＤＶ被害者支援冊子を発行するとともに、
ＤＶ被害者の自立を支援する民間団体への支援を行います。

事業名 ＤＶ対策推進事業

市民の人権尊重意識の高揚を図り、人権擁護の社会を維持するため、浦安市人権施策指針に基づき市
民への啓発活動を推進します。

ドメスティック・バイオレンス(ＤＶ)についての認識を深め、配偶者や恋人などからの暴力防止の意
識啓発に努めるとともに、ＤＶ被害者を支援するため、相談体制の充実を図ります。また、関係機関
と連携を図りながら被害者の自立支援に向けた取り組みや仕組みづくりを進めます。

担当課

人権・公民ノートの作成

人権啓発推進事業

ＤＶ対策推進事業

企画政策課女性のための相談事業

②人権にかかわる権利救
済の推進
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・

３）男女共同参画社会の実現に取り組む

【事業体系】

事業

企画政策課

男女協働参画社会づくりを実現するため、第２次うらやす男女共同参画プランの進行管理を行い、施
策や事業の総合的・効果的な推進を図ります。特に、男女共同参画に関する市民意識の醸成を図るた
め、学習機会の提供を行うとともに、相談事業や情報収集・発信の充実を図ります。

担当課計画事業・主要事業名

企画政策課

事業内容

事業内容
男女共同参画社会の実現に向け、施策や事業を総合的・効果的に推進するため、第２次うら
やす男女共同参画プランの進行管理などを行います。

事業名 男女共同参画推進事業 企画政策課

①男女共同参画施策の総合的な推進

【主要事業】

①男女共同参画施策の総
合的な推進

男女共同参画に関する情報の収集・提供などを行う施設として、女性プラザにおいて、相談事
業や関係図書の貸出を行うとともに、「うらやすP-Life男女共同参画ニュース」の発行などを通
じて、女性プラザの周知を図ります。また、男女共同参画に関する市民意識を醸成し、女性の
エンパワーメントを図るため、各種講座や講演会を実施します。

企画政策課

男女共同参画推進事業

男女共同参画社会づくり事業

事業名 男女共同参画社会づくり事業
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現状と課題

現在、わが国では、21世紀の日本にふさわしい教育体制を構築し、教育の再生を実行に移して

いくため、政府の最重要課題の一つとして教育改革が進められています。そのような動きのなか

で、ゆとり教育の見直しなど学校教育のあり方も大きくその姿を変えようとしています。

本市においては、住宅開発に伴い、平成 10 年度に小・中学校合わせて 20 校だった学校数が、

平成 24 年度には 26 校と 15 年間で大きく増加しました。これらの学校では、調和のとれた人間

性の育成を目指し、確かな学力の定着と一人ひとりの個性に応じた教育を推進するために、地域

とともに歩む特色ある学校づくりを展開するとともに、平成 22 年 11 月に策定した「浦安市教育

ビジョン」で掲げた５つの目指すこども像の実現に向けた様々な取り組みを進めています。

しかしながら、学校が地域の多様な人材や社会教育団体などと十分に連携が図れていないのも

事実です。登下校時を含めたこどもの安全確保という面から見ても、こどもの教育が学校の中だ

けで完結できる時代ではなくなりました。その意味からも、こどもへの教育の担い手である「学

校・家庭・地域・行政」が、それぞれの役割に応じて連携することは重要です。そのため、学校

教育に保護者や地域の方が、より主体的に参画し、学校を核とした地域の教育力を高める取り組

みが不可欠となります。同時に、学校と地域をつなぐ役割を担う人材を確保することがますます

重要となっています。

それらと共に、学校が地域の意見を取り入れた学校評価を行い、その結果をもとに学校運営が

改善されなくてはなりません。また、評価を受ける前提として、学校の状況について積極的に情

報提供する必要があります。

以上のような取り組みやこどもたちを指導する教員の指導力向上を通して、保護者や地域の方

から信頼される学校づくりをすすめることが大変重要です。また、こどもたちを育む基盤である

家庭での教育力の向上に引き続き取り組んでいくことも重要です。

また、教育方法や内容についても、一人ひとりの教育的ニーズに対応した特別支援教育や少人

数教育の推進、幼稚園、保育園及び小・中学校間における「学びの連続性」を重視した教育の展

開など、さらなる充実を図る必要があります。

今後、本市の年少人口も減少に転じる見込みであることから、地域によっては児童・生徒数の

減少に伴う小規模校化が課題となります。こどもたちが豊かな人間関係や社会性を身に付けるこ

とに適した規模の学級数を有した学校とするため、学校配置の適正化に取り組む必要があります。

また、これら社会の変化に伴う教育課題の迅速かつ適切な対応を図り、学校を支える体制を充

実するためにも、より効果的な組織・体制づくりが重要となります。

２ 魅力ある学校をつくる具体的

施 策
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課題解決のための取り組みの方向

１）次代を担い豊かに生きるこどもを育む学校をつくる
浦安の将来、日本の未来を託していくこどもたちは、家族だけでなく、地域にとっても、社会

にとっても大切な存在です。平成 22 年 11 月に策定した「浦安市教育ビジョン」では、本市の次

世代を担うこどもたちが、夢と希望を持ち、豊かに生きることを願い、「未来に向かって夢を持

ち、豊かに生きる浦安っ子の育成」という基本理念を定めています。

また、基本理念に基づき、教育の根幹となる「知」・「徳」・「体」の要素に、「豊かな関わり（参

画・交流）」、「郷土愛（誇り）」を加え、「浦安らしさ」を重視した、５つの目指すこども像を設

定しています。

これら、教育の基本理念の実現に向け、具体的な取り組み事項を掲載した基本計画にもとづき、

学校教育の充実を図ります。

２）地域とともにこどもを育てる学校をつくる
学校教育が学校の中だけでとどまることなく、「学校・家庭・地域・行政」がそれぞれの役割

を担いながら連携し、地域とともに歩む学校づくりを目指します。

各学校に学校支援コーディネーターを配置することにより、児童・生徒の学習活動や学校環境

の整備、児童・生徒の安全の確保など、学校教育の様々な場面において、地域の方々との連携・

協力を推進し、教育活動のより一層の充実を図ります。また、中学校区ごとの地域による学校支

援の仕組みづくりを進めます。

さらに、地域の活動や生涯学習の活動などをより活性化させるために、特別教室や校庭・体育

館など学校施設の多面的な活用に努め、地域に貢献する学校づくりを推進します。
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地域とともに歩む学校づくり（概念図）

学 校

○家庭・地域と一体となった学校づくり

・学校支援コーディネーター、ボランティア等との連携による教育活動

の充実

学校支援コーディネーター（学校と地域の連絡・調整）

○○小学校

学校支援コーディネーター

○○小学校

学校支援コーディネーター

中学校区ごとの

地域による学校支援の

仕組み

○○中学校

学校支援コーディネーター

教育委員会
○学校支援コーディネーターの

委嘱・養成

○教育資源や情報の提供

○公民館等教育施設による

支援・情報提供

地 域
○学習活動の支援

○学校の環境整備の支援

○子どもの安全を守るための支援 など

学校支援ボランティア

自
治
会

Ｎ
Ｐ
Ｏ

地
元
企
業

商
店
街

お
や
じ
の会

Ｐ
Ｔ
Ａ

＊学校支援コーディネーター

学校の要請に応じて、児童・生徒の学習活動や学校行事、学校環境の整備など様々な場面で学

校を支援していただく地域の方々と学校との連絡・調整を図ったり、新しい人材を見つけたりす

る役割を担う人材
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庭

小中連携・一貫教育の推進

浦安市における小中連携・一貫教育とは

小学校６年間、中学校３年間という現行の制度を維持しつつ、小・中学校の連携・協力の

もとで家庭や地域と連携しながら、就学前から義務教育９年間を見通した教育活動を展開

するもの

浦安市における小中連携・一貫教育の基本方針

育てたい

子ども像

カリキュラム

連携 連携

一貫

中学校

小学校 小学校

幼稚園

保育園

家

庭

地

域

小・中学校の教職員の連携

○意見交換・情報交換

○相互の授業参観

児童生徒の交流

○学校行事での交流

○部活動での交流 など

連携

教科等の指導・生徒指導

○９年間の系統性を明確にし、学びの連

続性を重視した学習指導

○継続的・系統的な生徒指導

中学校区の実態に応じた重点設定

例：豊かな心の育成

（小・中学校で取り組む挨拶運動）

基礎学力の定着

（小・中学校で取り組む家庭学習の習慣化）

など

一貫

１ 就学前から９年間を見通した学習指導

学習指導要領に基づき、就学前から義務教育９年間を見通した学習指導を進めるとともに浦

安らしさを生かした豊かな学びを実現させ、学力の向上と健やかな心身の育成を図ります。

２ 継続的・系統的な生徒指導

就学前から義務教育９年間の一貫した継続的・系統的な生徒指導により、児童生徒の個性の

伸長と社会的な資質や能力・態度をはぐくみます。

３ 交流活動の充実

園児や児童生徒間及び地域の方々との交流により、児童生徒の豊かな人間性や社会性をはぐ

くみます。

４ 学校、家庭・地域が一体となった取り組み

中学校区を基盤とした「地域ぐるみで子どもを育てる」体制づくりを構築し、学校、家庭・

地域が一体となって取り組めるよう学校や地域の特色を生かした小中連携・一貫教育を行いま

す。

出典：浦安市小中連携・一貫教育基本計画
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３）一人ひとりの個性が輝く学校をつくる

こどもたち一人ひとりが個性を発揮し活躍できるよう、基礎学力を向上させ、意欲的に学ぶ力

を育てるなど「確かな学力」と「心豊かな人間性」を育む教育を推進します。

また、ノーマライゼーションの理念を大切にした教育を推進するとともに、一人ひとりの教育

的ニーズを把握し、持てる力を高めるなど、特別支援教育の充実を図ります。

さらに、キャリア教育や環境教育、防災教育など、時代や社会の変化に対応した教育を推進す

るとともに、幼稚園・保育園と小学校、小学校と中学校間での教育の円滑な接続ができるよう連

携を強化します。また、その取り組みを通して、本市にあった小中連携・一貫教育校のあり方に

ついて、検討を進めます。

また、学校・家庭・地域・行政が一体となってこどもたちを育てるために、地域の実態に応じ

た特色ある学校づくりを推進します。

市内の公立高校については、地域からより親しまれる学校となるため、本市の特色を活かした

取り組みや教育内容の充実について協力するとともに、千葉県に対し要望していきます。

また、教職員の研究・研修、カリキュラムセンター、特別支援教育や情報発信の拠点といった

教育研究センターの機能に加え、本市の教育課題の研究やこどもの実態に応じた教育活動を強化

した、本市の教育の拠点となる「こども教育未来センター」について、整備に向けた研究を進め

ます。

４）信頼される学校をつくる

各学校において、こどもたちの活動状況などを家庭や地域の人々に広く知ってもらうよう、

様々な媒体での情報発信の機会を充実するとともに、教育活動の具体的な目標、取り組み状況や

その成果に対する評価を公表するなど、学校の情報公開の充実に努め、地域から信頼される学校

づくりを推進します。

また、教職員が経験年数や職務に応じてその能力を確実に高めていけるように、効果的で計画

的な研修体系の整備を図り、研修の充実に努めます。

５）教育環境が整った学校をつくる

充実した教育活動を展開するため、学校施設や設備を整備するとともに、校舎などの老朽化や

機能向上を図るための大規模改修を計画的・効率的に進め、教育環境の改善や充実に努めます。

また、住宅開発などにより、地区ごとの児童・生徒数の差が今後、さらに大きくなっていくこ

とから、適正規模な学校の実現に取り組みます。

さらには、学校が地域コミュニティの核となるという役割や教育の機会均等という考え方を基

本としつつ、学校の活性化や意識向上を図ります。
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・

(千円)

２－２ 魅力ある学校をつくる

１）次代を担い豊かに生きるこどもを育む学校をつくる

【事業体系】

事業 計画事業・主要事業名 担当課

「浦安市教育ビジョン（前期基本計画）」に基づき進められてきた取り組みを踏まえ、ビジョンに掲
げられた浦安の将来を託すこども像の実現に向けた取り組みをさらに推進するため、後期基本計画を
策定し、総合的な学校教育を推進します。

①教育ビジョンに基づく学
校教育の推進

教育ビジョン推進事業 教育政策課

【計画事業】

①教育ビジョンに基づく学校教育の推進

事業番号
事業名 教育ビジョン推進事業 担当課 教育政策課

22111

事業内容
「浦安市教育ビジョン」に示された５つのこども像を実現するため、平成27年度から32年度を計画期間と
する後期基本計画を策定するとともに、策定した計画に基づいた学校教育を推進します。

年次計画

平成25年度 平成26年度 平成27年度

検討 後期計画策定 推進

○計画事業費

平成25年度 平成26年度 平成27年度 3か年の合計

90 1,799 0 1,889
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・

・

・

事業内容

学校と学校を支援する地域との連携・調整及び新たな人材の発掘などのため、各小・中学校に「学校支
援コーディネーター」を配置し、相互の情報共有のための研修会を開催するとともに、中学校区ごとの地
域による学校支援の仕組みづくりを進めます。また、専門的な知識、技能及び体験を有する地域住民や
退職教員などを学校支援ボランティアとして登録し、その活動を支援します。

事業番号

【事業体系】

青少年補導員による街頭補導活動等の実施

平成25年度

交通安全課
保健体育安全課

交通事故防止対策の充実

２）地域とともにこどもを育てる学校をつくる

計画事業・主要事業名

小・中学校ごとに、学校支援コーディネーターを配置し、地域との連携を図りながら、地域に根差し
た学校づくりを進めるとともに、中学校区ごとの地域による学校支援の仕組みづくりを進めます。
地域の行事や清掃活動などへの積極的な参加や、学校の教室や体育施設の地域への開放など、地域に
貢献する学校づくりを推進します。また、大規模な災害が発生した場合、避難所開設・運営が円滑に
できるよう、地域と連携しマニュアル作成に取り組みます。
こどもたちの安全確保のため、学校及び通学路への防犯カメラの設置、警備員の配置、青少年補導員
による街頭補導活動などの防犯、交通安全体制及び非行防止の強化を図るとともに、防犯教室や交通
安全教室などを実施して安全教育の充実を図り、安全・安心な学校づくりを推進します。

市民スポーツ課

事業 担当課

教育総務課

青少年センター

地域とともに歩む学校づくり推進事業 教育政策課
①地域ぐるみの学校支援

②地域に貢献する学校づく
り

【再掲】

学校体育施設開放事業

年次計画

担当課 教育政策課
22211

青少年補導員による街頭補導活動等の実施 青少年センター

③安全・安心な学校づくり

事業名

平成26年度

【再掲】災害時の避難所運営推進事業

【再掲】

学校等防犯対策の充実

①地域ぐるみの学校支援

指導課

【計画事業】

防犯課
保育幼稚園課
青少年課
保健体育安全課

教育施設課

【再掲】

ボランティア活動推進事業

東小学校屋内運動場建替事業

推進推進

平成27年度

推進

地域とともに歩む学校づくり推進事業
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(千円)

1,544

事業内容

①地域ぐるみの学校支援

4,632

平成25年度 平成26年度

1,544

事業名 青少年補導員による街頭補導活動等の実施【再掲】 青少年センター

青少年の健全育成や非行防止非行防止や健全育成を目的として、市内小・中・高校の教員・
ＰＴＡ会員などで構成される青少年補導員による街頭補導活動を行うなど、地域ぐるみでこども
たちを見守る活動を推進します。

平成27年度 3か年の合計

○計画事業費

事業内容

平成25年度 平成26年度

1,544

小・中学校の体育館や校庭を、地域の運動施設として市民団体などに開放し、スポーツ機会を
提供します。

②地域に貢献する学校づくり

事業内容

事業名 学校体育施設開放事業【再掲】 市民スポーツ課

作成 作成

②地域に貢献する学校づくり

事業番号
事業名

47121

年次計画

平成25年度

作成

平成26年度

児童・生徒が、総合的な学習の時間や部活動といった学校の教育活動の一環として、地域の
祭りや清掃活動などに積極的に参加することを通じて、地域貢献や社会参加の大切さを学ぶ
とともに、学校と地域の連携をより一層促進します。

【主要事業】

事業名 ボランティア活動推進事業 指導課

事業内容
老朽化した施設の耐震化を図るとともに、児童育成クラブや地域が利用できる身近な運動施設となるよ
う、東小学校の屋内運動場を建て替えます。

年次計画
整備 整備 開設

災害時の避難所運営推進事業 【再掲】 担当課 教育総務課

担当課
事業番号

事業名 東小学校屋内運動場建替事業 【再掲】

平成27年度

教育施設課
22522

事業内容
大規模な災害が発生した場合、地域住民が主体となって避難所の開設・運営ができるよう、地域住民、
教職員、市職員などが連携し、地域の実情にあった避難所開設・運営マニュアルの作成を推進します。

平成27年度
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事業名 青少年補導員による街頭補導活動等の実施 青少年センター

事業内容
青少年の健全育成や非行防止非行防止や健全育成を目的として、市内小・中・高校の教員・
ＰＴＡ会員などで構成される青少年補導員による街頭補導活動を行うなど、地域ぐるみでこども
たち見守る活動を推進します。

事業内容

警察と連携した交通安全教室や自転車安全運転教室を定期的かつ継続的に開催し、交通安
全教育の充実を図ります。また、通学路の安全点検を実施するなどして、市内の交通事情を
的確に把握し、特に、注意を要する交差点に交通整理員を配置するなどの対策を推進しま
す。

事業名 交通事故防止対策の充実 交通安全課／保健体育安全課

事業内容

小・中学校や保育園・幼稚園などで、警察と連携した防犯訓練や防犯教室を実施し、教職員の
危機管理意識の向上やこどもたちの防犯教育の充実を図るとともに、小学校への警備員配置
や防犯カメラ設置などによる防犯体制の強化を行います。また、小学校新入生に防犯ブザー
を無償配付し、児童の防犯ブザー携行による通学を推進します。さらに、PTAや地域ボランティ
アとの協力・連携による通学路の見守り活動や、冬期間の「こどもの帰宅を促す放送」の実施
により、地域全体でのこどもたちの見守りを推進します。

事業名 学校等防犯対策事業
防犯課／保育幼稚園課
／青少年課／保健体育
安全課

③安全・安心な学校づくり

111



・

・

・

・

・

・

指導課

保健体育安全課

③豊かな心と健やかな体
の育成

【再掲】部活動推進事業

指導課

ふるさと浦安の歴史・地域学習の充実

保健体育安全課

指導課
保健体育安全課

指導課

指導課

生涯学習課

教育政策課

こどもの発達段階を考慮しながら、基礎体力の向上や食育、読書や徳育を通じて、こどもの健やかな
体や豊かな人間性を育みます。

浦安の歴史・文化をはじめ、自然の厳しさや環境の大切さに対する理解の向上を図るとともに、様々
なかかわりを通して多様な人間関係を築き、コミュニケーション能力や社会性・積極性を育む教育を
推進します。また、将来の浦安を担うリーダーとして活躍する人財の育成を目指します。

道徳教育・人権教育の推進

こども教育未来センター整備事業

体力向上推進事業

指導課

教育政策課

保健体育安全課

３）一人ひとりの個性が輝く学校をつくる

【事業体系】

事業

①学ぶ意欲の育成と確か
な学力の定着

計画事業・主要事業名

小学校高学年における一部教科担任制の導入

基礎的・基本的な知識や技能が身につくよう、一人ひとりの能力に応じたきめ細かな学習指導を行い
ます。また、主体的に学ぶ意欲・態度を育むとともに、確かな学力の定着を図ります。

教育研究センター

学務課
指導課

理科支援ティーチャー配置事業

④豊かなかかわりと郷土愛
を育む教育の推進

ふるさとうらやす立志塾の開催

研究指定校・研究奨励校の指定事業

読書活動推進事業

授業モデル「うらやす」作成事業 教育研究センター

少人数教育推進事業

きめ細かな指導推進事業

指導課
生涯学習課

「浦安市民の森」の活用

学務課
指導課

多様な体験学習の機会の充実を図ります。また、学校教育に関する先進的な研究に取り組み、その成
果を各小・中学校に普及することで、子どもたちを取り巻く今日的な教育課題への対応を図ります。
併せて、本市の教育を総合的に推進するための拠点の整備に取り組みます。

担当課

特別な教育的支援を必要とするこどもたち一人ひとりの教育的ニーズを的確に把握し、適切な支援を
行うことで、こどもたちの健やかな成長・発達を支援します。また、障がいのある児童・生徒の教育
環境を整備するため、引き続き、千葉県に対して市内への県立特別支援学校高等部の分校設置を要望
していきます。

幼保小連携教育や小中連携・一貫教育のあり方について調査研究を進め、「浦安らしさ」を活かした
豊かな学びや学びの連続性を重視した教育を推進します。

指導課

三番瀬環境学習施設整備事業 【再掲】

保健体育安全課

保健教育の充実

体力向上推進事業 【再掲】

三番瀬を活用した環境学習の推進

食育の推進

キャリア教育の推進

②今日的な課題に対応す
る教育の推進

指導課
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【計画事業】

②今日的な課題に対応する教育の推進

③豊かな心と健やかな体の育成

学務課

教育研究センター

保育幼稚園課
指導課

幼保小連携教育推進事業

教育研究センター

事業内容

事業番号
教育政策課

保健体育安全課体力向上推進事業 担当課

こども教育未来センター整備事業

特別支援学級整備事業

事業名 担当課
22321

学校教育用コンピュータ整備事業

小中連携・一貫教育推進事業

入船・美浜地区学校統合推進事業 【再掲】

まなびサポート推進事業

事業番号
事業名

22331

教育研究センター

平成26年度 平成27年度

事業内容
市立小・中学校の体育指導の充実と児童・生徒の体力の向上を図る取り組みを推進するため、研究推
進校を指定します。また、各市立小・中学校で策定する体力向上年間計画に基づき保健体育科をはじ
め、学校行事や部活動などを通じて、児童・生徒の運動に対する理解や体力の向上を図ります。

年次計画

平成25年度 平成26年度 平成27年度

実態把握
取り組み改善

実態把握
取り組み改善

実態把握
取り組み改善

事業番号
事業名 体力向上推進事業 【再掲】 担当課 保健体育安全課

22331

平成27年度

実態把握
取り組み改善

実態把握
取り組み改善

基本構想の策定検討会の設置・開催

⑤多様な教育的ニーズに
応じた支援の充実

スクールライフカウンセラー配置事業

事業内容
教職員研修や教育情報の提供、特別支援教育(まなびサポート)、教育相談の支援といった、教育研究
センターの機能を拡充するとともに、多様な教育ニーズを踏まえ、本市の教育を総合的に推進するため
の拠点となるこども教育未来センターの整備に向けた検討を進めます。

年次計画

平成25年度

指導課

指導課

生徒指導推進事業

市立小・中学校の体育指導の充実と児童・生徒の体力の向上を図る取り組みを推進するため、研究推
進校を指定します。また、各市立小・中学校で策定する体力向上年間計画に基づき保健体育科をはじ
め、学校行事や部活動などを通じて、児童・生徒の運動に対する理解や体力の向上を図ります。

開催

実態把握
取り組み改善

年次計画

平成25年度

教育政策課
学務課
指導課

⑥学びの連続性を重視した
教育の推進

平成26年度
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④豊かなかかわりと郷土愛を育む教育の推進

⑤多様な教育的ニーズに応じた支援の充実

事業番号
事業名 ふるさとうらやす立志塾の開催 担当課 教育政策課

22341

事業内容
中学校生徒会の役員など、リーダーとして積極的に活躍する意欲のある生徒を対象に、宿泊研修や行
政、企業、文化などの有識者との交流を行い、将来の本市のリーダーとして活躍できる人材の育成を目
指します。

年次計画

平成25年度 平成26年度 平成27年度

開催 開催 開催

事業番号
事業名 三番瀬環境学習施設整備事業 【再掲】 担当課 生涯学習課

33211

事業内容
震災後の三番瀬干潟の環境変化を踏まえ、環境学習施設の機能や役割を再検討し、市民が憩い、環
境を学ぶことができる場として整備を進めます。

年次計画

平成25年度 平成26年度 平成27年度

整備方針の決定 実施計画の見直し

事業番号
事業名 特別支援学級整備事業 担当課 教育研究センター

22351

事業内容
特別支援学校に通う児童・生徒が地域の学校で教育を受けられるよう、小・中学校での特別支援学級
の開設を計画的に進めます。

年次計画

平成25年度 平成26年度 平成27年度

整備(小学校１校) 整備（小学校１校、中学校１校） 整備（小学校１校、中学校１校）

コンピュータ教室機器更新（小学
校３校、中学校８校）
ＬＡＮ及びコンピュータ室の整備・
運用(仮称第９中学校)

事業番号
事業名 学校教育用コンピュータ整備事業 担当課 教育研究センター

22352

事業内容
子どもが楽しく学びながらコンピュータ等のＩＣＴ環境への適応力や学力を向上させるよう、学校教育支援
システムの再構築を行うとともに、市内小・中学校のコンピュータ教室や普通教室、特別教室のＩＣＴ環境
の整備に取り組みます。

年次計画

平成25年度 平成26年度 平成27年度

コンピュータ教室機器更新（小学
校15校）
校務用ＰＣ更新（全小中学校）
ＩＣＴ基盤整備(仮称第９中学校)

普通教室ＰＣ更新（全小中学校）
ＬＡＮ及びコンピュータ室の整備・
運用(仮称第９中学校)
ＬＡＮ及びコンピュータの整備(仮
称入船小学校)
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⑥学びの連続性を重視した教育の推進

○計画事業費
(千円)

【主要事業】

①学ぶ意欲の育成と確かな学力の定着

事業内容

事業内容

事業名 学務課/指導課

教育研究センター

平成26年度平成25年度

事業名 きめ細かな指導推進事業

学力調査の結果を分析し、児童・生徒の実態に応じた指導方法の工夫・改善などに努め、きめ
細かな指導の充実を図ります。

少人数教育推進事業

事業内容

児童・生徒を少人数集団できめ細かく指導するため、本市独自の少人数教育推進員を配置
し、学校の実情に合わせて、ティーム・ティーチングや少人数指導、習熟の程度に応じた指導
など、わかる授業づくりを推進します。

学務課
22511

事業内容

事業番号
事業名 入船・美浜地区学校統合推進事業 【再掲】 担当課

22361

事業番号

児童・生徒の豊かな学びの環境を整備するため、小規模化が顕著な地区の小学校の統合を進めます。
この一環として、平成27年度に入船地区で中学校を核とした小中連携・一貫校を開校するとともに、美
浜地区で学校統合の検討を行います。

年次計画

平成25年度 平成26年度 平成27年度

入船地区学校統合準備委員会及
び懇談会の設置
設計

入船地区学校統合準備委員会及
び懇談会の実施
整備

美浜地区における学校統合の検
討

実施

事業名 幼保小連携教育推進事業 担当課 保育幼稚園課／指導課

平成27年度

幼稚園・保育園と小学校の連携により、保育者・教職員間の相互理解に努めるとともに、こどもの発達
や学びの連続性を大切にしたカリキュラムを作成し、幼稚園・保育園から小学校への円滑な接続を図り
ます。

年次計画

平成25年度

3か年の合計

91,206 72,867 62,476 226,549

事業番号
事業名 小中連携・一貫教育推進事業 担当課

教育政策課／学務課／
指導課22362

平成26年度 平成27年度

研究指定校・園の研究報告集発
行

実践
検証

事業内容
就学前から義務教育９年間を見通した指導方法や校内の運営体制など、小中連携・一貫教育について
の調査研究を進め、「９年間の系統性を明確にし、学びの連続性を重視した学習指導」や「継続的・系統
的な生徒指導」の充実など、本市に適した小中連携・一貫教育を推進します。

年次計画

平成25年度 平成26年度 平成27年度

試行的実施
カリキュラムの見直し・修正

実施 推進
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②今日的な課題に対応する教育の推進

③豊かな心と健やかな体の育成

教育研究センタ－

事業名 小学校高学年における一部教科担任制の導入

各小学校の実情に応じて、高学年における一部教科担任制を導入し、教職員の専門性を活か
した授業を行い、中学校の教科担任制への円滑な接続を図ります。

学務課/指導課

事業内容

指導課

研究指定校・研究奨励校を指定し、研究発表会などを実施するとともに、先進的な研究を進
め、各小中学校への普及を推進します。

指導課

各学校が行う児童・生徒の発達段階に応じた系統的なキャリア教育推進計画の作成を支援
し、より充実したキャリア教育を展開します。

研究指定校・研究奨励校の指定事業事業名

キャリア教育の推進

事業内容

事業内容

事業内容

授業モデル「うらやす」作成事業事業名

こどもの理科離れ解消や学力向上のため、理科の観察や実験などの学習を支援する理科支
援ティーチャーを配置し、理科学習の充実を図ります。

事業名 読書活動推進事業

事業内容

各教科などの学習指導案のモデルを作成し、授業改善を図ります。

指導課

事業内容
浦安市子ども読書活動推進計画に基づいて、学校図書館の活用を図り、豊かな読書活動を推
進するとともに、国語力の向上を目指します。

事業名

事業名

事業内容
道徳教育・人権教育を推進するため、学校教育全体を通した全体計画の整備・充実及び豊か
な心を育む体験活動を支援します。また、道徳主任・道徳教育推進教師や人権教育主任など
を通じて、こどもたちの豊かな人間関係を築くための資料提供や研修会を開催します。

道徳教育・人権教育の推進 指導課

事業内容
小・中学校の文科系及び体育系の部活動の充実を図るため、指導者を派遣するとともに、部
活動奨励補助金の交付などを通して部活動に必要な経費を補助します。また、小中学校体育
連盟を支援し、運動・スポーツの振興を図ります。

事業名 食育の推進 指導課／保健体育安全課

事業内容
各学校で「食に関する全体計画」を策定し、給食の時間や各教科、特別活動、総合的な学習
の時間などの教育活動全体を通して、食育の推進を図ります。

事業名 部活動推進事業【再掲】 保健体育安全課

事業名 保健教育の充実 保健体育安全課

事業内容 各学校で策定する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。

事業名 理科支援ティーチャー配置事業 指導課

116



④豊かなかかわりと郷土愛を育む教育の推進

⑤多様な教育的ニーズに応じた支援の充実

事業内容
江戸川の水源地域として高崎市にある「浦安市民の森」を、自然体験や環境学習の場として積
極的に活用します。

ふるさと浦安の歴史・地域学習の充実

小学校社会科副読本「わたしたちの浦安」などを活用し、ふるさと浦安への理解を深め、地域
に対する誇りや愛着を育みます。

事業内容

事業内容

事業名 指導課

まなびサポート推進事業事業名 教育研究センター

事業名 生涯学習課／指導課

事業名 指導課

三番瀬を活用した環境学習の推進

「浦安市民の森」の活用

震災後の三番瀬干潟環境の変化を踏まえ、環境学習施設の機能や役割の検討に併せて、三
番瀬の水辺環境を活用した環境学習のプログラム作成と学習支援に関する検討を行います。

事業名 生徒指導推進事業 指導課

事業名 スクールライフカウンセラー配置事業 指導課

事業内容
スクールライフカウンセラーにより、学校生活や教育全般に渡る悩みの発見や相談、予防など
の対応を図ります。また、必要に応じて、保護者や教職員に対する助言や援助を行います。

事業内容

特別な教育的支援が必要な幼児、児童及び生徒一人ひとりの教育的ニーズに応じた指導や
支援が行われるよう、医師を含むまなびサポートチームの職員による訪問活動や就学相談を
含めた相談活動を行います。また、各学校が作成する個別の指導計画や教育支援計画の効
果的な活用について支援します。

事業内容

自宅や病院で療養中の児童・生徒が円滑に学校生活に復帰できるよう病児指導を行うととも
に、諸外国から編入してきた児童・生徒が適切な学校教育の機会を確保できるよう、基本的な
日本語指導を必要とする児童・生徒への訪問指導を行います。また、いじめ防止のための資
料等の作成や情報提供とともに、いじめ110番などによる相談を実施し、いじめ問題の早期発
見・早期対応を図ります。
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・

・

・

(千円)

きめ細かな指導推進授業

教職員の質・指導力の向上 教育研究センター

教育研究センター

学務課
指導課

学務課

教育政策課
指導課
生涯学習課

事業番号

学校評議員制度事業 学務課

授業モデル「うらやす」作成事業 【再掲】

教育研究センター

少人数教育推進事業

①特色ある学校づくりの推進

【計画事業】

②学校の信頼性の向上

【再掲】

③学校教職員の資の向上

ふるさとふれあい教育活動推進事業 担当課

４）信頼される学校をつくる

【事業体系】

事業

学校運営や信頼性の向上を図るため、適切な評価を積極的に公開していきます。また、学校と市民が
双方向で教育の充実と関心を高めていくために、学校情報や教育施策を積極的に発信します。

学校教育の充実は、直接の担い手である教職員の資質能力に負うところが大きいことから、教育のプ
ロとしての質や指導力を向上させるため、教職員の養成や研修の充実を図るとともに、必要な教育情
報の資料収集と情報の発信を行います。

計画事業・主要事業名 担当課

幼稚園・小中学校において特色のある教育活動を推進するため、ふるさとふれあい教育活動推進事業
を引き続き推進します。また、教職員がこども一人ひとりにきめ細かく指導できる少人数教育を推進
します。

教育研究センター
①特色ある学校づくりの推
進 こどもの成長の記録提供システムの活用の推進

ふるさとふれあい教育活動推進事業 指導課

【再掲】

学校評価推進事業

教育情報誌発行事業

指導課校内研究の奨励・支援

指導課
22411

事業内容
次世代を担う子どもたちが、豊かな人間性と自らを高める知力、体力を身につけられるよう、学校と保護
者、地域が協働し、特色ある教育に取り組みます。

事業番号
事業名

年次計画

平成25年度 平成26年度 平成27年度

実施 実施 実施

平成25年度 平成26年度 平成27年度 3か年の合計

14,270 14,270 14,270 42,810
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学校評議員やPTA役員、保護者、地域住民などで組織する学校関係者評価委員会を設置し、
学校評価を実施します。

事業名

学校評価推進事業

事業内容

②学校の信頼性の向上

事業内容
学力調査の結果を分析し、児童・生徒の実態に応じた指導方法の工夫・改善などに努め、きめ
細かな指導の充実を図ります。

事業名 きめ細かな指導推進授業【再掲】 教育研究センター

事業内容

教職員のための研修会・講座を実施し、教職員の資質と指導力の向上を図るとともに、必要な
教育情報の資料収集と情報の発信を行います。

学務課事業名

教育研究センター

事業内容

教育政策課／指導課／
生涯学習課

教育情報誌発行事業

事業内容

事業名

事業内容 各教科などの学習指導案のモデルを作成し、授業改善を図ります。

③学校教職員の資の向上

事業名 授業モデル「うらやす」作成事業【再掲】 教育研究センター

教職員の質・指導力の向上 教育研究センター

市民の教育に対する関心を高めるため、本市の教育施策や行事などの情報を掲載した教育
情報誌を発行します。

学務課

事業名 校内研究の奨励・支援

事業内容

指導課

事業内容

学校評議員制度事業

事業名

保護者や地域の方々の意見を幅広く聞き、地域や社会に開かれた学校づくりを一層推進する
ための学校評議員制度の充実を図るとともに、活動内容の公表を推進します。

【主要事業】

①特色ある学校づくりの推進

児童・生徒を少人数集団できめ細かく指導するため、本市独自の少人数教育推進員を配置
し、学校の実情に合わせて、ティーム・ティーチングや少人数指導、習熟の程度に応じた指導
など、わかる授業づくりを推進します。

事業名 少人数教育推進事業【再掲】 学務課／指導課

こどもの成長の記録提供システムの活用の推進

各学校が独自に行う校内研究や研修会を奨励するため、講師派遣などを支援します。

事業名

こどもの発育や学習状況、運動能力などの成長の記録をデータベース化し、児童・生徒や保
護者に提供していくことのできるシステムの活用を進めます。

事業内容
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・

・

５）教育環境が整った学校をつくる

【事業体系】

事業 計画事業・主要事業名

入船・美浜地区学校統合推進事業 学務課

こどもが豊かな人間関係や社会性を身につけるなどの多様な教育活動の展開や市内の児童生徒が等し
い条件で教育を受ける環境を提供するため、学校の適正配置に取り組みます。特に、小規模校化が進
んでいる入船・美浜地区の学校統合を進めるとともに、小中連携・一貫教育の推進をします。

教育施設課

①学校施設の適正な配置

東小学校屋内運動場建替事業

【再掲】 教育研究センター

【計画事業】

①学校施設の適正な配置

事業番号
事業名

小学校・幼稚園耐震対策事業

②学校教育施設の整備充実

事業番号
事業名 仮称第９中学校建設事業

教育施設課

特別支援学級整備事業

充実した教育環境を整備するため、大規模集合住宅の開発に伴う生徒数の増加が見込まれる高洲地区
に新しく中学校を建設します。また、東小学校屋内運動場の建替えを行うとともに、一部の建物の耐
震性が文部科学省の示す目標値に満たない幼稚園、小学校に関して、改めて最新の基準に基づく耐震
診断を実施した上で、必要な耐震改修工事を行います。
併せて、特別支援学級やトイレの改修など、学校教育施設の充実を図ります。

担当課

教育施設課

②学校教育施設の整備充
実

教育施設課

仮称第９中学校建設事業

校舎トイレ改修事業

入船・美浜地区学校統合推進事業 担当課 学務課
22511

事業内容
児童・生徒の豊かな学びの環境を整備するため、小規模化が顕著な地区の小学校の統合を進めます。
この一環として、平成27年度に入船地区で中学校を核とした小中連携・一貫校を開校するとともに、美
浜地区での学校統合の検討を行います。

年次計画

平成25年度 平成26年度 平成27年度

入船地区学校統合準備委員会及
び懇談会の設置
設計

入船地区学校統合準備委員会及
び懇談会の実施
整備

美浜地区における学校統合の検
討

担当課 教育施設課
22521

事業内容
高洲地区の生徒数の増加に対応するとともに、災害時には地域の避難所にもなるよう、仮称第９中学校
を建設します。

年次計画

平成25年度 平成26年度 平成27年度

整備 開校
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(千円)

○計画事業費

【主要事業】

事業内容
学校の環境改善を目的に床の段差解消、内装のリニューアル、便器等衛生設備の取替など、
校舎トイレの改修を進めます。

②学校教育施設の整備充実

事業名 校舎トイレ改修事業 教育施設課

事業番号
事業名 東小学校屋内運動場建替事業 担当課 教育施設課

22522

事業内容
老朽化した施設の耐震化を図るとともに、児童育成クラブや地域が利用できる身近な運動施設となるよ
う、東小学校の屋内運動場を建て替えます。

年次計画

平成25年度 平成26年度 平成27年度

整備 整備 開設

事業番号
事業名 特別支援学級整備事業 【再掲】 担当課 教育研究センター

22351

事業内容
特別支援学校に通う児童・生徒が地域の学校で教育を受けられるよう、小・中学校での特別支援学級
の開設を計画的に進めます。

年次計画

平成25年度 平成26年度 平成27年度

整備(小学校１校) 整備（小学校１校、中学校１校） 整備（小学校１校、中学校１校）

事業番号
事業名 小中学校・幼稚園耐震対策事業 担当課 教育施設課

22523

事業内容
文部科学省が示す耐震指標目標値に満たない学校等施設について、最新の耐震診断基準にて再診断
を行い、必要な耐震補強工事を行います。

年次計画

平成25年度 平成26年度 平成27年度

耐震診断 耐震改修設計 耐震改修

平成25年度 平成26年度 平成27年度 3か年の合計

560,911 1,059,376 35,596 1,655,883
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現状と課題

公有水面埋立事業から始まった開発も最終段階を迎え、急激に変化してきた新興住宅地として

のまちから、成熟したまちへと向かいつつあります。また、市民も社会状況の変化に伴い、物の

豊かさから、精神的な豊かさ、新たな価値観を求めていく傾向が見られます。また、退職世代の

人々の増加に伴い、自由に活動できる時間を多くもった市民が増加していくことが予想されます。

自由時間を活用し、健康で文化的な生活や地域コミュニティなどの充実を求めて、生涯学習や

生涯スポーツへの関心もますます高まっていくものと考えられます。

自らの知識や経験を基に、学習をさらに深め、かつ学習活動の成果を活かし、自身の手で浦安

をより暮らしやすいまちにしていきたいという生涯学習ボランティア活動の機運はこれからも

高まっていくものと考えられることから、地域社会を活性化し、様々な問題解決に貢献できる人

材を育成していく仕組みが求められています。

こうした状況に対して、本市としても、平成７年に「浦安市生涯学習基本構想」を策定し、市

民一人ひとりが広範な生涯学習活動に取り組むことを通じて、心豊かで充実した生活を営み、活

力と潤いのあるまちづくりに参加することを目指してきました。しかし、策定から一定程度の時

間が経過した現在では、市民の学習ニーズの多様化により、学習機会や情報提供方法の見直しな

どが求められているとともに、高齢化社会や家庭教育、生活環境など地域が抱える課題も複雑さ

を増してきています。

また、平成 22 年には、日ごろからスポーツに親しみ、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、「生涯スポーツ健

康都市」を宣言しました。今後は市民一人ひとりのライフスタイルに合わせ、より身近にスポー

ツに親しめるよう、学校教育施設の活用も含め、さらなる機会の充実や場の提供を図っていくこ

とが必要です。

さらに、主体的に芸術文化活動を行う市民や団体などを支援するとともに、市民が優れた芸術

文化を鑑賞する機会や実際に体験する機会を充実させることで、文化の薫り高いまちづくりを進

めていく必要があります。

また、本市の生活文化は浦安の歴史や人々の営みを理解するための貴重な財産であり、これら

を後世に伝え、郷土愛を高めていくことも重要です。

こうした様々な点を踏まえ、市民一人ひとりが多様な生涯学習活動を通じて、地域社会の中で

生き生きと生活し、さらに学習成果を地域づくりに活かされるよう、平成 25 年度を初年度とす

る生涯学習推進計画を策定しました。

今後、施策の総合的、効果的な展開を図り、協働を意識した生涯学習によるまちづくりを推進

する必要があります。

３ 楽しみと生きがいを感じる生涯学習の充実を図る具体的

施 策
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課題解決のための取り組みの方向

１）いつでも学習できる機会の充実を図る

平成 24 年度に策定した新たな「浦安市生涯学習推進計画」に基づき、市民の学習機会と学習

支援体制の充実を図り、生涯学習施策を総合的、体系的に推進します。

また、市民の多様な学習ニーズに応える学習機会や現代的課題に関わる学習機会を充実し、市

民の主体的な学習活動を支援するとともに、学習成果の活用にあたっては、協働を意識した生涯

学習によるまちづくりの推進に取り組みます。

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、市民の自主的学習

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ＩＣＴ

などを活用したより充実した学習情報の提供を進めます。また、市民の持つ技術や知識などの学

習資源を掘り起こし、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、活用し、さ

らには市民の学習成果を新たな学習資源として市民間で循環していく仕組みづくりを進めます。

また、公民館を生涯学習活動の拠点として位置づけ、地域社会を活性化する人材を育成すると

ともに、市民が集い、学び、ネットワークをつくる場として活用します。

２）日頃からスポーツを楽しめる環境を整える

生涯スポーツ健康都市宣言の趣旨に基づき、こどもから高齢者まで、日ごろから誰もが個々の

体力や年齢に応じてスポーツを楽しみ、交流を深め、健康増進や体力の向上を図るとともに、爽

快感、達成感、満足感、連帯感などといった精神的な充足を得ることができるよう、スポーツ機

会や情報の提供を充実します。

さらには、体育協会や軽スポーツ協会など各種スポーツ団体への育成支援や連携強化を図ると

ともに、市内大学のスポーツ関係学科や民間スポーツ機関との連携を進め、生涯スポーツ推進体

制の充実に取り組みます。

また、生涯スポーツ人口の増加に対応し、身近にスポーツに親しめる環境を整えるため、学校

体育施設を効率的に活用し、開放事業の充実を図ります。併せて、総合型スポーツクラブを育成

し、地域の生涯スポーツの活性化や健康づくりに取り組みます。

また、既存スポーツ施設の有効活用や改修・改善を図るとともに、より利用しやすい施設の活

用方法について検討を進めます。さらに、本格的な競技スポーツにも対応するため、運動公園に

陸上競技場やアーチェリー場、野球場などの整備を行います。

また、スポーツ関連施設の運営について、多様化するニーズやスポーツ環境の変化を踏まえ、

市民の利用しやすい施設の管理運営を図ります。
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３）浦安の芸術・文化を育てる

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、優れた芸術作品が

鑑賞できる機会の充実を図るとともに、市民が芸術文化を実際に体験する機会についても充実を

図ります。併せて、市民や団体が主体的に行う芸術文化活動を支援します。

また、芸術文化団体の他分野間の交流や理解を図り、互いに技術を高めあうことで、質の高い

芸術文化の創造に努めます。

浦安に住む人びとの間で、世代をこえて伝えられてきた生活文化は、浦安の歴史や人々の営み

を理解するための貴重な財産です。こうした地域文化や文化財を後世に伝え、郷土浦安に誇りと

愛着が持てるまちづくりに取り組みます。
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・

・

・

生涯学習課

中央図書館大規模改修事業 中央図書館

中央図書館担当課

図書館サービス拡充事業 【再掲】

【計画事業】

23111

年次計画

事業 計画事業・主要事業名 担当課

まちづくり出前講座事業 生涯学習課

②生涯学習施設の整備充
実

事業内容

図書館サービス拡充事業

①充実した学習情報・機会の提供

拡充

中央公民館

事業番号
事業名

中央図書館

駅前行政サービスセンターでの貸出・返却サービスを含め、開館時間の延長など、図書館サービスの拡
充を図ります。

平成25年度 平成26年度 平成27年度

２－３ 楽しみと生きがいを感じる生涯学習の充実を図る

市民のライフステージに応じた学習ニーズや社会的課題に対応し、市民の自主的な学習活動を支援す
るため、公民館や図書館、市民大学の充実を図ります。特に、図書館については、駅前行政サービス
センターでの図書の貸し出しや返却、開館時間の拡大、電子資料への対応検討など、一層のサービス
の充実に取り組みます。

今後も増大する市民の学習需要に対応し、学習機会の充実を図るとともに、生涯学習施設の機能を向
上させるため、公民館や中央図書館の大規模改修を行います。

１）いつでも学習できる機会の充実を図る

中央図書館

公民館

図書館サービス拡充事業

公民館活動推進事業

【事業体系】

市民大学

①充実した学習情報・機会
の提供

富岡公民館

【再掲】

堀江公民館堀江公民館大規模改修事業

うらやす市民大学運営事業

生涯学習情報提供システムの運用

担当課 中央図書館
23112

事業内容
地域資料や行政資料、また歴史的に貴重な資料などの利活用を推進するための新しい資料の収集、保
存、活用方法の一つのあり方として、電子資料に関する研究を進めるとともに、資料提供のあり方につ
いて検討します。

事業番号
事業名 電子資料提供サービス事業

年次計画

平成25年度 平成26年度 平成27年度

電子資料に関する協議会の設置 検討 試行

生涯にわたり、市民の多様な学習活動を支援できるよう、生涯学習に関する情報や参加機会の提供、
施設の充実に取り組みます。

電子資料提供サービス事業 中央図書館

富岡公民館大規模改修事業

中央公民館大規模改修事業
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富岡公民館

中央公民館担当課

②生涯学習施設の整備充実

事業番号
事業名 堀江公民館大規模改修事業 担当課 堀江公民館

23121

事業内容
地域の生涯学習拠点である公民館をより長く、安心して快適に利用してもらえるよう、堀江公民館の大
規模改修を行います。

年次計画

平成25年度 平成26年度 平成27年度

設計 改修

事業番号
事業名 富岡公民館大規模改修事業

23122

事業内容
地域の生涯学習拠点である公民館をより長く、安心して快適に利用してもらえるよう、富岡公民館の大
規模改修を行います。

担当課

年次計画

平成25年度 平成26年度 平成27年度

劣化度調査 設計 改修

中央公民館大規模改修事業

劣化度調査

事業番号
事業名

23123

事業内容
地域の生涯学習拠点である公民館をより長く、安心して快適に利用してもらえるよう、中央公民館の大
規模改修を行います。

年次計画

平成25年度 平成26年度 平成27年度

事業番号
事業名 中央図書館大規模改修 担当課 中央図書館

23124

事業内容
図書館の老朽化対策とともに、多様化する利用ニーズや情報技術の進歩に対応できるよう、図書館機
能の充実や市民の利便性の更なる向上を図るため、施設の大規模改修を行います。

年次計画

平成25年度 平成26年度 平成27年度

検討 劣化度調査

事業番号
事業名 図書館サービス拡充事業 【再掲】 担当課 中央図書館

23111

事業内容
駅前行政サービスセンターでの貸出・返却サービスを含め、開館時間の延長など、図書館サービスの拡
充を図ります。

年次計画

平成25年度 平成26年度 平成27年度

拡充
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(千円)

市民自らが地域に貢献する協働の担い手としてまちづくりに取り組むため、必要な知識や技術
を学ぶ拠点として、年間を通した授業を開催するとともに、市民活動や市政に関する情報提供
を行います。

事業内容

事業名

事業名 うらやす市民大学運営事業【再掲】 市民大学

多様な学習機会や集会の場の提供など、市民の地域における学習需要に対応するため、身
近な社会教育施設である公民館活動の推進、充実に努めます。

事業内容

事業名 公民館活動推進事業 公民館

生涯学習課

生涯学習課

事業名

事業内容

まちづくり出前講座事業

事業内容
本市行政に関する様々な取り組みを広く周知するため、市民などが開催する勉強会などに市
職員を講師として派遣します。

市民の生涯学習活動を支援するため、講座やイベント、サークルなどの生涯学習情報を一元
的に提供する「まなびねっとURAYASU」を運用します。

生涯学習情報提供システムの運用

○計画事業費

24,287

【主要事業】

①充実した学習情報・機会の提供

平成25年度 平成26年度 平成27年度 3か年の合計

316,000 311,006 651,293
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事業内容

平成26年度

【計画事業】

学校体育施設開放事業

【再掲】 担当課

平成27年度

担当課

生涯学習課
公民館
市民スポーツ課

市民スポーツ課

市民スポーツ課

市民スポーツ課

体育施設等予約システムの更改事業

総合型地域スポーツクラブ支援事業

市民スポーツ団体、スポーツ振興補助金交付事業

市民スポーツ課スポーツ・レクリエーション事業

③スポーツ施設環境の整
備

東小学校屋内運動場建替事業 教育施設課

東小学校屋内運動場建替事業

市民スポーツ課

屋内水泳プール改修事業

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

【事業体系】

事業

①スポーツ機会・情報の提
供

計画事業・主要事業名

誰もが、日ごろからスポーツに親しみ、また楽しみ、生涯にわたり心身ともに明るく健康でいられる
よう、スポーツに関する情報や参加機会の提供を充実するとともに、施設や環境の整備を進めます。

身近な地域で誰もが体力や年齢、志向、レベルに合わせて、多様なスポーツに親しむことができるよ
う、総合型スポーツクラブや市民スポーツ団体の活動を支援します。

運動公園に、健康づくりやコミュニティスポーツといった身近なものから、競技スポーツまで利用で
きる陸上競技場やアーチェリー場、スタンド付の野球場を整備することに加え、東小学校屋内運動場
の建替えや高洲海浜公園内のパークゴルフ場のコース増設など、スポーツ施設の充実を図ります。ま
た、建設から長期間経過した屋内水泳プールなどの施設の改修に取り組みます。

老朽化した施設の耐震化を図るとともに、児童育成クラブや地域が利用できる身近な運動施設となるよ
う、東小学校の屋内運動場を建て替えます。

運動公園スポーツ施設整備事業
運動公園スポー
ツ施設整備課

体育施設利用時間の拡大 市民スポーツ課

東小学校屋内運動場建替事業 【再掲】 教育施設課

【再掲】

パークゴルフ場拡充事業

②スポーツ推進体制の整
備

事業番号
事業名 教育施設課

22522

整備 整備 開設
年次計画

平成25年度

市民スポーツ課

市民スポーツ課総合体育館改修事業
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(千円)

平成25年度

③スポーツ施設環境の整備

事業名

○計画事業費

事業内容
市民のスポーツ環境充実のため、運動公園内にサッカーやラグビーにも利用できる陸上競技場や、
アーチェリー場、野球場などを新たに整備します。

運動公園スポーツ施設
整備課23231

事業番号

年次計画

平成25年度 平成26年度 平成27年度

陸上競技場基盤復旧
陸上競技場整備

陸上競技場整備
管理棟整備
アーチェリー場整備

野球場整備

事業番号
事業名 体育施設利用時間の拡大 担当課 市民スポーツ課

23232

事業内容
市民のスポーツに接する機会をより拡充するため、運動公園内の主な施設の早朝・夜間の利用時間を
拡大します。

年次計画

平成25年度 平成26年度 平成27年度

拡大 拡大 拡大

事業番号
事業名 東小学校屋内運動場建替事業 【再掲】 担当課 教育施設課

22522

事業内容
老朽化した施設の耐震化を図るとともに、児童育成クラブや地域が利用できる身近な運動施設となるよ
う、東小学校の屋内運動場を建て替えます。

年次計画

平成25年度 平成26年度 平成27年度

整備 整備 開設

事業番号
事業名 パークゴルフ場拡充事業 担当課 市民スポーツ課

23233

平成25年度 平成26年度 平成27年度

設計
整備

運動公園スポーツ施設整備事業 担当課

175,422 1,581,567 592,301 2,349,290

事業内容
現在９ホールを供用している高洲海浜公園のパークゴルフ場について、より多くの市民に利用してもらう
ため、新たに９ホールのコースを増設し、全18ホールとします。また、利用者の利便性を考慮し、更衣室
等を備えた管理棟を建設します。

年次計画

平成26年度 平成27年度 3か年の合計
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市民の健康増進と競技力向上に向けて、体育協会をはじめとする市民スポーツ団体の活動に
対して補助金を交付し支援を行います。

体育施設などの利用促進を図るとともに、利用者の利便性が向上するよう、陸上競技場や総
合公園球技場などの新たな施設を追加するとともに、セキュリティーを確保するため、体育施
設等予約システムを更改します。

事業名 市民スポーツ団体、スポーツ振興補助金交付事業 市民スポーツ課

②スポーツ推進体制の整備

事業内容

事業内容
小・中学校の体育館や校庭を、地域の運動施設として市民団体などに開放し、スポーツ機会を
提供します。

事業名

事業名

体育施設等予約システムの更改事業

①スポーツ機会・情報の提供

【主要事業】

事業名
生涯学習課／公民館／
市民スポーツ課

スポーツ・レクリエーション事業 市民スポーツ課

事業内容
市民の健康増進、体力づくりなどを目的に、東京ベイ浦安シティマラソンや市民体育大会、ス
ポーツフェア、軽スポーツ大会などを実施し、多様なスポーツ機会の提供を図ります。

②スポーツ施設環境の整備

事業内容

市民スポーツ課学校体育施設開放事業

事業名 総合型地域スポーツクラブ支援事業

事業内容 施設の適切な維持管理を図るため、運動公園総合体育館の改修を行います。

事業名 屋内水泳プール改修工事 市民スポーツ課

事業内容 施設の適切な維持管理を図るため、運動公園屋内水泳プールの改修を行います。

事業名 総合体育館改修工事 市民スポーツ課

市民スポーツ課

事業内容
身近な地域で市民一人ひとりの体力や年齢、志向、レベルに合わせて、多種目のスポーツに
親しむことができるよう、総合型地域スポーツクラブに対して、設立、活動開始にあたり必要な
スポーツ用具の提供、活動場所の提供支援などを行います。
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・

・

・

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

【事業体系】

事業

①市民の芸術文化活動の
活性化

【計画事業】

担当課

生涯学習課

生涯学習課

文化会館設備等改修事業

美術展覧会の開催 生涯学習課

市民プラザ設備等改修事業

計画事業・主要事業名

【再掲】

市民が制作した作品の発表の場として各種美術展覧会を開催し、市内の芸術文化活動の充実・活性化
を図ります。

市民が芸術文化に親しみ、芸術に対する理解が深まるよう、芸術・文化に参加する機会の充実を図り
ます。また、郷土の芸術・文化への理解が深まるよう、郷土博物館での展示や講座、体験学習の充実
に取り組みます。

市民の芸術・文化活動が一層活性化されるよう、活動の拠点となる施設の充実を図ります。

②芸術文化を体験する機
会の充実

生涯学習課

堀江公民館

現代文化振興事業

郷土博物館郷土博物館活動の推進

堀江公民館大規模改修事業 【再掲】

中央公民館

富岡公民館

中央公民館大規模改修事業 【再掲】

富岡公民館大規模改修事業

事業番号
事業名 文化会館設備改修事業 担当課 生涯学習課

23311

事業内容 施設の適切な維持管理を図るため、文化会館の設備を改修します。

年次計画

平成25年度 平成26年度 平成27年度

館内スプリンクラー改修設計

館内スプリンクラー改修
電気動力盤改修設計、改修
発電機改修設計、改修
小ホール音響設備改修設計

小ホール音響設備改修

事業番号
事業名 市民プラザ設備改修事業 担当課 生涯学習課

23312

事業内容 施設の適正な維持管理を図るため、市民プラザの設備を改修します。

年次計画

平成25年度 平成26年度 平成27年度

空気調和機の改修 自動制御設備の改修

③郷土の歴史・文化の理解
を深める
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(千円)

○計画事業費

事業番号
事業名 堀江公民館大規模改修事業 【再掲】 担当課 堀江公民館

23121

事業内容
地域の生涯学習拠点である公民館をより長く、安心して快適に利用してもらえるよう、堀江公民館の大
規模改修を行います。

年次計画

平成25年度 平成26年度 平成27年度

設計 改修

事業番号
事業名 富岡公民館大規模改修事業 【再掲】 担当課 富岡公民館

23122

事業内容
地域の生涯学習拠点である公民館をより長く、安心して快適に利用してもらえるよう、富岡公民館の大
規模改修を行います。

年次計画

平成25年度 平成26年度 平成27年度

劣化度調査 設計 改修

事業番号
事業名 中央公民館大規模改修事業 【再掲】 担当課 中央公民館

23123

地域の生涯学習拠点である公民館をより長く、安心して快適に利用してもらえるよう、中央公民館の大
規模改修を行います。

年次計画

平成25年度 平成26年度 平成27年度

劣化度調査

平成25年度 平成26年度 平成27年度 3か年の合計

143,757 303,658 27,447 474,862

事業内容
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事業内容
郷土浦安の自然や文化、歴史に関する資料などを展示するとともに、体験学習を通して市民と
の交流を図り、郷土理解を深めるための各種事業を実施します。

事業名

①市民の芸術文化活動の活性化

現代文化振興事業

③郷土の歴史・文化の理解を深める

事業名

郷土博物館活動の推進 郷土博物館

事業内容
市民参加体験型の芸術文化事業を中心とした事業展開により、市民に芸術文化活動を行う
きっかけづくりを提供し、市の芸術文化活動の活性化を図ります。

美術展覧会の開催 生涯学習課

市民の創造性、個性豊かな作品の発表の場とするため、美術作品、手工芸品などの展覧会を
開催します。

事業名

事業内容

【主要事業】

生涯学習課

②芸術文化を体験する機会の充実
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現状と課題

住民自らが地域の課題解決に取り組むことのできる地域コミュニティづくりは、自立した自治

体経営を進めるための基盤です。

しかし、核家族化の進展やライフスタイル、価値観の多様化さらには情報化社会の進展などに

より、地域のコミュニティが停滞している状況もうかがえます。

地域コミュニティ活動の中核をなす自治会においても、加入率が約50％と他自治体に比べて低

い水準にとどまっており、地域住民の関心の薄さが表面化しています。

その一方で、自治会活動の役割は、地域住民の親睦を深め、相互扶助により地域の課題に自ら

が取り組む住民自治の母体として、これまで以上にその重要性が増しています。同時に、東日本

大震災の際に、災害発生以降、半数以上の自治会で５時間以内に自主防災対策本部を立ち上げ、

地域の被害状況の確認や防災倉庫の利用などの自立的な活動を立ち上げるなど、地域コミュニテ

ィにおいて自治会を中心に様々な自立した活動が行われたことなどから、災害時における地域コ

ミュニティの活動の中心としても、地域の課題に自ら取り組む住民自治の母体として、これまで

以上に自治会の重要性は大きくなっていくものと考えられます。こうした自治会の活動に地域の

誰もが参加できるよう、加入促進に努めるとともに参加しやすい環境づくりを進めることが必要

となっています。

また、本市の行政面積は狭いものの、都市の形成過程によって様々な地域の姿を持ち、市民の

ライフスタイルや価値観も多様化するなかで、市民がいきいきと暮らせる地域力あふれたまちを

目指すため、市民主体で世代間や地域間など様々な交流を進めるための仕組みづくりが求められ

ています。

経済活動が国境を越えて広く展開するにつれ、人の動きも盛んになり、本市においても、質の

高い都市基盤や首都圏での立地性、さらには舞浜地区のアーバンリゾート開発により、日本のみ

ならず世界中の人が訪れる国際色豊かな都市へと変貌しました。

住民基本台帳の登録によると、本市在住の外国人は、平成25年２月末現在で3,065人、市の総人

口の1.89％を占めており、国籍数は74か国となります。

このように、多くの文化や価値観を持った人々が暮らしている本市においては、市民一人ひと

りがお互いを認め合い理解し、偏見や差別意識がない安心で活気にあふれた地域社会をつくって

いくことが必要です。

４ 多様な市民が交流できる地域コミュニティをつくる具体的

施 策
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課題解決のための取り組みの方向

１）自治会活動を活発にする

安全で安心して暮らせる地域を築くためには地域コミュニティの充実が必要です。そのために、

その中心的な役割を担う自治会に対して、市と自治会の役割を明確にし、自治会活動の自主性や

自立性を尊重しながら、自治会活動の活性化と加入率の向上に向けて支援するとともに、活動の

場の整備に取り組みます。

地域コミュニティとしての活動が必要な地域の防犯や防災に関して、自治会を中心に様々な団

体相互の連携強化を図るとともに、その活動を支援します。

２）市民交流を促進し、地域力の向上を図る

地域や世代を越えたコミュニティを進めるため、これまで浦安市ふるさとづくり推進協議会な

どが進めてきた様々な交流事業に加えて、日常的に人々が集い、交流できる場面やきっかけづく

り、交流をつなぎ合わせる人材づくりに取り組みます。

また、地域を越えた市民主体の交流活動を支援します。
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３）多文化共生のまちづくりを推進する

国籍や文化の違いを認め合い、多文化共生のまちづくりを推進するため、外国人市民が安心して

暮らせる生活情報の提供や国際交流・協力団体への支援、また、日本人や外国人を問わず交流がで

きる場として、市民の国際交流活動の拠点となる国際センターの機能を充実します。

また、異文化に触れ、地球市民としての意識を深めるため、姉妹都市交流の充実を図るとともに、

市民が主体となって身近で文化の違う都市との交流を推進します。

（各年３月末日現在）

資料：総務課 平成 23 年度統計書

外国人登録者数の推移
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・

・

・

(千円)

事業内容
自治会活動及び地域コミュニティの活動を促進するため、その拠点となる自治会集会所の計画的な整
備を進めます。

年次計画

平成25年度 平成26年度 平成27年度

担当課 地域ネットワーク課
24111

地域ネットワーク課

①自治会活動に対する支
援と活動拠点の整備

協働推進課
地域ネットワーク課

こども家庭課

２－４ 多様な市民が交流できる地域コミュニティをつくる

市と自治会の役割を明確にし、自治会活動の自主性や自立性を尊重しながら、自治会が主体的に取り
組む、防災や防犯などの地域のまちづくりや地域住民の親睦・交流などの活動を支援します。

自治会活動の自立性を尊重しつつ、自治会相互の連携や情報の共有化などを促進します。また、引き
続き震災で被災した自治会集会所の復旧を行うとともに整備を推進します。

防犯課

地域ネットワーク課

自主防犯・見守り隊活動支援事業 【再掲】

自治会の加入率の向上を図るため、自治会集会所の有効活用を図り、地域コミュニティと市民活動団
体が連携した新たな取り組みを促進します。

自治会と市民活動団体の連携促進事業 【再掲】

１）自治会活動を活発にする

【計画事業】

①自治会活動に対する支援と活動拠点の整備

【事業体系】

事業

○計画事業費

基本設計（１箇所）

事業番号

地域ネットワーク課担当課自治会集会所復旧事業

平成26年度 平成27年度

修復工法の検討
設計
復旧工事

自主防災組織育成事業 【再掲】 防災課

年次計画

平成25年度

担当課

地域ネットワーク課自治会集会所復旧事業

計画事業・主要事業名

自治会集会所整備事業

事業番号
事業名

24112

事業内容 震災により、被害を受けた自治会集会所の復旧工事を行います。

浦安市自治会・自治会連合会補助金交付事業

事業名 自治会集会所整備事業

平成25年度 平成26年度 平成27年度 3か年の合計

98,300 0 3,770 102,070
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事業名 自主防災組織育成事業【再掲】 防災課

事業内容

事業名 浦安市自治会・自治会連合会補助金交付事業 地域ネットワーク課

８区自治会で実施している、自治会と子育て支援団体との連携モデル事業などの、自治会と
市民活動団体の連携を促進し、自治会及び市民活動団体の活性化を図ります。

事業内容

自治会と市民活動団体の連携促進事業【再掲】

①自治会活動に対する支援と活動拠点の整備

事業名
協働推進課／地域ネッ
トワーク課／こども家庭
課

【主要事業】

事業内容

地域における自治会活動の活性化を促進するため、各自治会及び自治会連合会へ運営補助
金を交付し、自治会間の情報共有や共通課題に取り組むための検討を促します。また、親睦
交流事業や環境美化活動などの活動を通じて、地域住民のふれあいや連帯意識の向上とと
もに、地域主体の明るいまちづくりの活動を支援します。

自治会ごとに活動している自主防災組織の連携や強化を図るため、自治会自主防災組織連
絡協議会の運営支援を行うとともに、自主防災組織が行う事業や資器材購入を支援します。

事業名 自主防犯・見守り隊活動支援事業【再掲】 防犯課

事業内容

自治会やＰＴＡをはじめとする地域の自主防犯活動団体、学生防犯委員会Ｖ５、防犯ボランティ
ア団体に対し、防犯活動に必要な物資の貸与や防犯パトロール車両の貸出しなどの支援を行
います。また、中学校区単位で地域の自主防犯活動をしている団体間の連携を図る「市内見
守り隊」の体制を強化し、地域での防犯活動をより効果的に行います。
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・

事業内容
市内観光の宣伝や観光客の誘致、市民が楽しめ、まちの賑わいをもたらすイベントの実施を
通じ、産業や経済の発展、市民福祉の増進に寄与する事を目的に活動する、浦安観光コンベ
ンション協会に運営費の補助を行います。

２）市民交流を促進し、地域力の向上を図る

【計画事業】

①地域間・世代間を越えた多様な市民交流の促進

【事業体系】

事業

①地域間・世代間を越えた
多様な市民交流の促進

計画事業・主要事業名 担当課

地域や世代を越えて、市民相互の交流や様々な地域活動団体の交流を促進するため、浦安市ふるさと
づくり推進協議会の活動を始め、市民や地域団体、企業が協働し、まちの賑わいや交流の持てるイベ
ントの開催を支援します。

商工観光課

市民相互が理解し、協力し、手を結びあって地域活動に積極的に参加することによって、心の
ふれあう明るく住みよい“ふるさと浦安”をつくるため、浦安市ふるさとづくり推進協議会へ運営
費補助金を交付し、市民のふるさと意識や思いやり、やさしさなどの心の醸成が図れる活動を
支援します。

事業名 浦安観光コンベンション協会補助金交付事業【再掲】 商工観光課

事業内容

【再掲】

自治会と市民活動団体の連携促進事業 【再掲】 協働推進課

商工観光課市民参加型観光イベント等実施事業

浦安市ふるさとづくり推進協議会運営費補助金交付事業 地域ネットワーク課

浦安観光コンベンション協会補助金交付事業 【再掲】

市民まつり実施事業

事業内容
産業の振興や地域経済の発展、市民のふるさと意識の高揚等を図るとともに、地域社会の連
帯促進のため、地元経済団体や地域団体の代表などで構成する市民まつり実行委員会を通
じて、市民まつり開催の支援を行います。

浦安市ふるさとづくり推進協議会運営費補助金交付事業

①地域間・世代間を越えた多様な市民交流の促進

事業名 地域ネットワーク課

商工観光課

事業名 市民まつり実施事業 商工観光課

【主要事業】

平成27年度

実施 実施 実施

事業番号
事業名 市民参加型観光イベント等実施事業 【再掲】 担当課 商工観光課

52111

事業名 自治会と市民活動団体の連携促進事業【再掲】
協働推進課/地域ネット
ワーク課/こども家庭課

事業内容
８区自治会で実施している、自治会と子育て支援団体との連携モデル事業などの、自治会と
市民活動団体の連携を促進し、自治会及び市民活動団体の活性化を図ります。

事業内容
事業者や市民活動団体との協働により、まちの魅力を伝える交流型イベントをはじめ、地域の活性化に
つながる事業を実施します。

年次計画

平成25年度 平成26年度
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・

・

地域ネットワーク課

外国人市民の日常生活の支援を引き続き行うとともに、多文化社会の理解を深めるため、国際セン
ターの活動や、市民主体の国際交流事業を促進します。また、市民の国際交流や国際協力に関する情
報提供や多文化理解を深めるための取り組みを推進します。
市民主体の都市交流を支援するため、姉妹都市であるオーランド市との交流を推進します。

国際センター管理運営事業

担当課

地域ネットワーク課国際理解推進事業

①市民主体の国際交流の
推進

外国人に住みやすいまちを目指し、外国人相談窓口アドバイザーが市内在住の外国人市民
に対し、７か国語で情報の提供や生活上の問題などの相談を行います。また、日本人市民と
外国人市民との交流を促進し、異文化理解を深める国際理解講座や市民主体の国際交流や
国際協力を推進します。

浦安在住外国人会補助金交付事業

オーランド市交流事業

事業内容

事業名 国際センター管理運営事業

３）多文化共生のまちづくりを推進する

【事業体系】

事業 計画事業・主要事業名

地域ネットワーク課

①市民主体の国際交流の推進

事業名 地域ネットワーク課

浦安市国際交流協会補助金交付事業 地域ネットワーク課

国際理解推進事業

【主要事業】

地域ネットワーク課

事業内容
国際交流・国際協力に関する情報提供、市民の相互交流を図ることを目的に、国際交流や協
力活動の拠点として、国際センターの充実を図ります。また、国際交流や国際協力の活動か
ら、市民の幅広いネットワークづくりを推進します。

地域ネットワーク課

地域ネットワーク課

事業内容
市民主体の国際交流を推進するため、姉妹都市へ市民を派遣する「友好の翼」など、様々な
事業を展開している浦安市国際交流協会の活動を支援します。

事業名 浦安在住外国人会補助金交付事業 地域ネットワーク課

事業名 浦安市国際交流協会補助金交付事業

事業名 オーランド市交流事業 地域ネットワーク課

事業内容
市民主体の国際交流を推進するため、姉妹都市のオーランド市と地域の特色を活かしながら
市民一人ひとりが主役となる、市民レベルでの交流を行います。

事業内容
外国人市民の相互扶助や日本人との交流を図るため、多種多様な国際交流事業を企画運営
する浦安在住外国人会の活動を支援します。
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現状と課題

浦安市は、公有水面埋立事業とそれに続く大規模な住宅開発により人口も急増し、財政規模も

拡大しました。市民サービスの面でも１自治会１集会所の整備など、他の自治体よりも様々な公

共サービスを展開し、市民サービスの満足度でも全国で上位に入る都市となってきました。

その反面、働き盛りの年齢層が多いこともあり、地元への公共的関心はあるものの自らが地域

社会への参画活動に携わる市民が多いとはいえない状況でもあります。

一方、市民ニーズは多様化し、地域が抱える課題も多岐にわたるようになり、行政のみの力で

それらすべてに対応し、解決することが困難な社会環境になりつつあります。

最近では、市民活動を実践するには至らないまでも、様々な課題を自分たちの問題として受け

とめ、解決に向けて自らの意思で主体的に取り組もうとする意識のある人々が徐々に増えており、

こうした思いがボランティアやＮＰＯなどの活動に発展し、地域社会のなかで新たな役割を担う

ような事例も出つつあります。

こうした背景のなかで、本市の市民活動は、小規模で活動基盤が確立されていない団体が多く、

活動の歴史も浅い現状にあり、また、元町、中町、新町の各地域ではまちの形態が異なるために、

地域によって取り組むべき課題も多様化していることから、地域の課題を地域での取り組みによ

り解決できるよう、市民が自らの知恵と経験を基礎としつつ必要な知識や技術の研さんを積み、

新たな公共サービスの担い手として地域の中で活躍できる環境を作ることがますます重要とな

ってきています。そこで、より多くの市民の参加を得て市民活動を促進し、活性化していくため

の意識啓発や活動へのきっかけづくり、活動しやすい環境整備を図り、きめ細かな支援をより一

層図って行くことが求められています。

５ 地域の新たな公共の担い手を支援する具体的

施 策
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課題解決のための取り組みの方向

１）市民活動への意識啓発と機会を充実する

市民活動の裾野を拡大するため、市民活動に関する様々な情報の積極的な提供や、活動イベン

トを充実することで、市民同士の交流や対話を進めていき、市民活動への意識づくりを醸成しま

す。

また、他人や社会への奉仕の心の醸成と将来の市民活動人材の育成のため、義務教育の中で奉

仕精神を学ぶ機会の充実を図ります。

公民館などで活動しているサークルについても、活動の内容によって市民活動に発展しそうな

団体や既にそのような公益性のある活動を行っている団体もあることから、今後はそれらサーク

ルの活動拠点である公民館とも連携した取り組みを進めます。

２）市民活動を促進する

定年を迎えたシニア世代や子育てを終えた主婦など、市民の豊富な経験や知識を活かし、市民

活動を行う人材の育成に取り組むため、市民大学の充実に努めます。

また、市民活動の意義や活動内容を広く市民や企業に知ってもらい、市民活動補助金制度の充

実に取り組むとともに、市民活動団体の活動を支援するため、市民活動センターの充実に取り組

みます。

自治会集会所や公民館などの公共施設を活用し、地域コミュニティと市民活動団体が連携した

取り組みを促進します。
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「市民参加」と「協働」

(市民参加推進条例の定義）

市民の自発的・主体的な活動

◆生涯学習（サークル）活動

→主に個人やグループの研鑽のため行う共益的な活

動

※個々のサークル活動を発展させ、市民の文化意識

向上や健康増進、体力向上などの普及・促進に寄

与するような公益性のある活動を行う場合は、市

民活動といえる

☆交流活動

→様々な市民

の自発的・主

体的な活動

のきっかけ

となる、人と

人とのコミ

ュニケーシ

ョンを通し

たお互いを

知り合う機

会

・交流の範囲の

広がり→近

隣交流、地域

交流、都市間

交流、国際交

流…

・交流の活動

テ ー マ → 文

化・芸術活動

…

◆協働

→市民と市が、共通の目

的の実現をめざして、

それぞれの役割・責任

を自覚して、対等な立

場で協力しあい、相互

に補完し合うこと

○行政への市民参

加

→市民が行政業務に

ついて意見・提案

することにより、

市政に市民意志が

反映されること

○まちづくり活動

→市民が自発的に住

みよいまちづくり

に向けてボランテ

ィア活動・ＮＰＯ

活動、その他公益

的活動を行うこと

◆市民活動

→よりよい社会をつくるための、市民の自発的・主

体的な活動の総称で、以下の特徴を持つもの

(1)自主性・自立性に基づく活動、(2)市民の生活

の向上や改善に結びつき、社会に貢献する活動、

(3)継続的な活動、(4)営利を目的としない活動、

(5)市民に対し常に活動内容が開かれた活動

○ボランティアとＮＰＯ

・「市民が主体となって継続的、自発的に社会貢献

活動を行う、営利を目的としない活動」という

点では共通

・「ボランティア」は個人でも行えるのに対し、「Ｎ

ＰＯ」は組織や団体で活動する（目的達成のた

めに運営のルールを持ち、目的達成に向け組織

的、継続的に活動を行う）

・ＮＰＯはボランティア活動から発展するものが

少なくない

☆
地
域
活
動

→
特
定
の
地
域
に
お
け
る
市
民
活
動
や
サ
ー
ク
ル
活
動

市民と行政との協働の考え方
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・

事業内容
市民活動団体を支援する中間支援組織としての機能や市民活動センターのホームページの
充実を図り、市民活動団体やこれから市民活動を始めたい方の支援を行います。

市民活動促進事業 協働推進課
①市民活動へ参加するきっ
かけづくりの提供

事業名 市民活動センター運営事業【再掲】 協働推進課

市民活動促進事業

市民活動の普及、促進を図るため、市民活動に関する広報紙の発行や市民活動について理
解を深めるための講座を開催するとともに、市民活動を実際に体験できるような企画を行いま
す。

事業内容

担当課

協働推進課市民活動センター運営事業

計画事業・主要事業名

【再掲】

事業名 協働推進課

①市民活動へ参加するきっかけづくりの提供

【主要事業】

【事業体系】

事業

２－５ 地域の新たな公共の担い手を支援する

市民活動の裾野を拡大するため、市民活動の意義や目的のほか市民活動団体の様々な情報を提供する
とともに、市民活動への理解ときっかけの場の充実に取り組みます。

１）市民活動への意識啓発と機会を充実する
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・

・

・

・

・

浦安市市民活動補助金交付事業

協働推進課

【再掲】

猫実地域包括支援センター介護予防推進協働事業

事業名
11211

事業内容
子育て相談室などで、子育てに関する相談業務を担う子育てケアマネジャーを養成するとともに、地域
でグループ保育などの子育て活動を行う支援者や、子育て支援リーダーを養成します。また、講座修了
者の能力の維持・向上を図るため、バックアップ研修を実施します。

市民活動団体の活動拠点及び市民活動団体を支援するため、市民活動センターの充実を図ります。

介護予防推進協働事業 【再掲】
猫実地域包括
支援センター

市民活動センター運営事業

担当課

こども家庭課

市民活動団体の自立を促進する事業や公益性の高い事業に対する支援を行います。

子育て・家族支援者養成事業

地域子育て応援団事業

【再掲】

【再掲】

市民参加・協働推進事業②市民活動支援制度の充
実

協働推進課

協働推進課

①市民活動の人材育成と
多様な場の提供

うらやす市民大学運営事業

事業番号

【再掲】 こども家庭課

養成講座実施
バックアップ研修実施

２）市民活動を促進する

【計画事業】

①市民活動の人材育成と多様な場の提供

【事業体系】

事業 計画事業・主要事業名

市民大学

協働推進課

自治会と市民活動団体の連携促進事業

市民活動団体の活動機会の拡充を図るため、市民活動団体と地域コミュニティが連携した新たな取り
組みを促進します。

協働推進課
地域ネットワーク課
こども家庭課

市民活動団体やうらやす市民大学など、元気で社会貢献意欲のある市民を見出し、豊富な経験や知識
を地域に還元するための仕組みづくりと人材育成に努めます。

【再掲】 担当課 こども家庭課

市民活動促進事業

研修を通じて子育てや家族支援に関する一定レベルの知識を持つ市民を養成し、研修で得た豊富な知
識を地域の子育てに活用してもらうことに取り組んでいきます。

【再掲】

介護予防の普及活動の推進や、行政、市民及び地域が一体となった介護予防活動の展開を、市内活
動団体と協働で取り組みます。

年次計画

平成25年度 平成26年度 平成27年度

養成講座実施
バックアップ研修実施

事業内容

子育て・家族支援者養成事業

養成講座実施
バックアップ研修実施

事業番号
事業名 【再掲】 担当課

13111

年次計画

平成25年度 平成26年度 平成27年度

実施 実施 実施
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【主要事業】

こども家庭課

事業名

事業内容

自治会と市民活動団体の連携促進事業

①市民活動の人材育成と多様な場の提供

協働推進課/地域ネット
ワーク課/こども家庭課

事業名 市民参加・協働推進事業【再掲】

事業名

事業内容
市民活動団体の自立を促す事業や、団体の活動を発展させるのに効果的な事業を財政面か
ら支援するため、審査会の審査を経て、市民活動補助金を交付します。

事業内容
８区自治会で実施している、自治会と子育て支援団体との連携モデル事業などの、自治会と
市民活動団体の連携を促進し、自治会及び市民活動団体の活性化を図ります。

事業名

事業内容

協働推進課

市民活動団体を支援する中間支援組織としての機能や市民活動センターのホームページの
充実を図り、市民活動団体やこれから市民活動を始めたい方の支援を行います。

地域子育て応援団事業【再掲】

市民自らが地域に貢献する協働の担い手としてまちづくりに取り組むため、必要な知識や技術
を学ぶ拠点として、年間を通した授業を開催するとともに、市民活動や市政に関する情報提供
を行います。

市民活動センター運営事業

地域とのつながりが希薄化するなか、孤立しやすい状況にある子育て世帯に対して、自主的
に子育て支援活動を行う市民団体を支援します。

事業内容

協働推進課

事業内容

事業名

市民活動促進事業【再掲】

市民と行政の協働を推進するため、市民が行政と協働で行いたい事業及び行政が事業テー
マを設定し協働事業を募集する協働事業提案制度を実施します。

②市民活動支援制度の充実

事業名 浦安市市民活動補助金交付事業

協働推進課

事業名 市民大学うらやす市民大学運営事業【再掲】

市民活動の普及、促進を図るため、市民活動に関する広報紙の発行や市民活動について理
解を深めるための講座を開催するとともに、市民活動を実際に体験できるような企画を行いま
す。

事業内容

協働推進課
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