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はじめに

東日本大震災により、広い地域で被害が発生し、多くの人命が失われました。

浦安市においても、液状化現象に伴う地盤沈下などにより甚大な被害を受け、市民

生活に大きな影響が生じました。

復興元年となる本年度、「安全・安心な教育環境づくり」に向け、液状化により被災

した校庭やプールなどの学校教育施設をはじめ、公民館やスポーツ施設などの社会教

育施設の早期復旧に取り組みます。また、大震災から得た様々な教訓を踏まえ、本市

の実態に応じた防災教育を進めます。

一方、情報化や国際化、少子高齢化など教育を取り巻く環境が変化している中で、

本市のまちづくりの基本目標「人が輝き躍動するまち・浦安」を実現するため、その

具体的施策である「魅力ある学校づくり」や、「楽しみと生きがいを感じる生涯学習の

充実」に向けた諸事業、また「浦安で産み育てたい環境を整える」ための事業や、「子

どもが元気に成長できる環境を整える」ための事業を進めます。

特に、学校教育については、「未来に向かって夢を持ち、豊かに生きる浦安っ子の育

成」を基本理念とし、本市の将来を託す子ども像や、学校教育のめざす方向性を示す、

浦安市教育ビジョンに基づく各事業を推進します。

「平成 24 年度浦安市教育施策」は、「浦安市第 2 期基本計画」や「浦安市教育ビジ

ョン」に示す施策の方向に基づき、本市教育委員会が、当該年度において取り組む事

業の概要や前年度の実績などを示すものです。

【門付け・寿獅子舞 郷土博物館にて】
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○浦安市行政施策体系

まちづくりの基本目標

「人が輝き躍動するまち・浦安」

都市像

１．生き生きと暮らせる心のかよう健康福祉都市

２．創造と交流で築く市民文化都市

３．水と緑に囲まれた快適環境都市

４．利便の高い暮らしを支える安全都市

５．多様な機能が生み出す魅力あふれる産業都市

○浦安市教育施策体系

Ⅰ．学校教育の推進（浦安市教育ビジョン）

１．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」

２．基本計画

１）めざす子ども像とその実現に向けて

(1)確かな学力(知) …自ら学び、身に付けた知識や技能を活用する子ども

①学ぶ意欲の育成と確かな学力形成

②今日的な教育課題に対応する教育の推進

③多様な教育的ニーズに応じた支援の充実

④学びの連続性を重視した教育の推進

＊特別支援教育

浦安市では、まなびサポート事業を「特別な教育的支援を必要とする

子どもたち一人一人の教育的ニーズを的確に把握し、子どもたちの健や

かな成長・発達を支援する教育上の営み」と位置づけ、推進しています。

特別な教育的支援を必要とする子どもを学校教育全体の中で受け止め、

教職員研修を充実するとともに、適切な教育課程の編成と効果的な教育

実践に努めます。

また、特別支援学級・通級指導教室・学習支援室の整備拡充を図り、

教育的ニーズに応じたきめ細かな対応ができるようにします。就学にあ

たっては、本人及び保護者の希望を尊重し、その就学すべき学校を指定

します。

(2)豊かな心(徳) …自分や他人のよさを認め、互いに尊重し合う子ども

①豊かな心の育成

②情操を豊かにする教育の推進

(3)健やかな体(体) …いのちを大切にし、健康でたくましい子ども

①体力の向上と健やかな体づくりの推進
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(4)豊かなかかわり(参画・交流) …適切に表現する力を身に付け、人や

社会に積極的にかかわる子ども

①社会の一員としての資質の育成

②豊かなかかわりとコミュニケーション能力の向上

(5)郷土愛(誇り) …我が国やふるさと浦安に誇りを持ち、異文化を大切に

する子ども

①ふるさと浦安の歴史・文化への理解の向上

２）子どもを支える学校環境等の整備に向けて

(1)学校・家庭・地域・行政の連携

①地域ぐるみで学校を支援する仕組みづくり

(2)「学校の教育環境の整備・充実」の推進

①学校の信頼性の向上

②学校教育施設の整備充実

Ⅱ．生涯学習の推進（浦安市基本計画）

１）具体的施策

「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

②充実した学習情報・機会の提供

③生涯学習施設の整備充実

(2)日ごろ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

②スポーツ推進体制の整備

③スポーツ施設環境の整備

Ⅲ．幼児教育の推進（浦安市基本計画）

１）具体的施策

「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子育てと仕事の両立支援

②多様なニーズに応じた子育て支援

(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
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２）具体的施策

「子どもが元気に成長できる環境を整える」

(1)子どもの健やかな成長を支える

①健康づくりの推進

②障がい児の地域生活や自立の支援

③子どもの安全を守る環境の整備

(2)豊かな心を育む

①心を育む遊び環境の整備

②子どもを育む親力・地域力の向上

③幼児期の学び環境の整備

④自分を大切にする気持ちを育てる

⑤青少年の健全育成
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第２章 平成24年度推進施策

この章には、「◎実施計画事業」「○主要事業」「□新規事業」「・その他事業」を掲載

しています。

なお、実績は平成24年2月末時点でまとめています。（一部、平成22年度実績とな

っています。）

１ 確かな学力（知）

１－１ 学ぶ意欲の育成と確かな学力形成

１－１－１ 一人一人に応じたきめ細かい授業の推進

事 業 名・担当部署 平成24年度 取組概要 実 績

○少人数教育推進事業

学務課・指導課

○きめ細かな指導推進事業

教育研究センター

・授業モデル「うらやす」作成事業

教育研究センター

・小学校高学年における一部教科担任

制の導入 指導課・学務課

○情報教育推進事業

教育研究センター

・学校支援ボランティア推進事業

指導課

・少人数教育推進教員を全小中学校

に配置し、個々に応じたきめ細か

な指導の充実

・少人数教育推進教員研修会の実施

・学力調査結果の分析

・課題解決に向けた研修会の実施

・学習指導案収集、データベース化

・教科指導の専門性を生かした授業

のため、小学校高学年一部教科に

教科担任制の導入

・夏季PC講座実施、全校でICT活用

講習会の実施による、わかる授業

の実践を支援

・学校支援ボランティア事業推進の

ため損害保険加入

65人配置

年6回実施

年2回実施

協力校9校

算数で 1 校通年

実施その他は単

元や期間限定で

実施

全校で巡回講習

会実施

(平成22年度)

実数667名

１－１－２ 自主的な学習活動の奨励・支援

・家庭学習習慣の推奨

指導課

・浦安市児童生徒科学作品展の開催

教育研究センター

・ふるさと浦安作品展の開催

郷土博物館

・各小中学校への指導・支援

・作品展の実施

・「ふるさと浦安」への作品制作や

研究により、ふるさとを愛する気

持ちを育てる作品展の開催

出品数144点

参観者数738名

参加者数1,014

名
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１－２ 今日的な教育課題に対応する教育の推進

１－２－１ 教育研究・実践のシステム化

事 業 名・担当部署 平成24年度 取組概要 実 績

・研究指定校・研究奨励校の指定事業

指導課・保健体育安全課

・校内研究の奨励・支援

指導課

・授業モデル「うらやす」作成事業

【再掲】 教育研究センター

・理科教育推進校指定

・体力づくり推進モデル校指定

・校内研究会への講師派遣

・校内研究(研修)の実態把握と指

導・助言

・学習指導案収集、データベース化

6校

3校

延べ167名派遣

協力校9校

１－２－２ 国語教育の充実

・浦安市子ども読書活動推進事業

指導課

・全校に司書配置、読書活動推進と

図書室利用の促進

26名司書配置

１－２－３ 理数教育の充実

◎理科支援ティーチャー配置事業

指導課

・理科センター事業の充実

教育研究センター

・少人数教育専修教員（算数）配置事

業 学務課・指導課

・小学校に理科支援ティーチャー配

置

・小・中学校教職員研修の充実

・科学作品展の開催

・少人数推進教員及び若年層教員の

授業力向上、少人数教育充実のた

め研修会の開催

6名配置

年2回実施

年2回実施

１－２－４ 外国語活動・外国語教育の充実

○英語教育推進事業

指導課

・市内全中学校に外国語指導助手

（ALT）各１名配置

・市内小学校に学校規模に応じ ALT

の配置・派遣

・ALT ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ小学校派遣

中学校8名

小学校11名

ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ 1名

１－２－５ 勤労観・職業観を育む教育の充実

・キャリア教育の推進

指導課

・まちの起業家養成事業

商工観光課・（指導課）

・キャリア教育推進計画の見直し、

検討会議の開催

・総合的な学習等における指導・助

言

年3回実施
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１－２－６ 情報教育の充実

○情報教育推進事業【再掲】

教育研究センター

・夏季PC講座実施、全校でICT活用

講習会の実施による、わかる授業

の実践を支援

全校で巡回講習

会実施

１－３ 多様な教育的ニーズに応じた支援の充実

１－３－１ 特別支援教育の推進

事 業 名・担当部署 平成24年度 取組概要 実 績

◎まなびサポート事業の推進

教育研究センター

・学習支援室活用の推進

教育研究センター

・県立特別支援学校分校誘致の推進

教育政策課・学務課

・まなびサポートチームによる訪問

相談の充実

・まなびサポートチーム会議の開催

・個別の指導計画の作成と活用

・学習支援室を小学校４校に整備し、

活用状況の把握

・分校誘致への情報収集、現状や要

望に関する検討

(平成22年度)

ﾌﾞﾛｯｸ会議7回・

全体会3回実施

小・中特別支援

学級100％

通常の学級70％

小学校 3 校、中

学校１校に整備

検討・要望書提

出

１－３－２ 不登校児童・生徒への支援の充実

○教育相談推進事業

指導課

○適応指導教室における教育機能の

充実 指導課

・スクールライフカウンセラーを全

校配置

・スクールライフカウンセラー研修

の実施

・学習指導の充実と集団生活への適

応能力育成

・電話や来室等での教育相談、及び

訪問相談実施

小学校18名

中学校8名配置

5回実施

(平成22年度)

電話相談326回

来所相談 1,533 回

訪問相談952回

１－３－３ 外国籍等の子どもたちの日本語サポート体制の充実

・日本語指導員の配置

指導課

・日本語指導員を該当児童生徒に派

遣

19名支援
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１－４ 学びの連続性を重視した教育の推進

１－４－１ 学校種間の連携

事 業 名・担当部署 平成24年度 取組概要 実 績

◎幼・保・小連携教育の推進

指導課・保育幼稚園課

・小中連携教育の推進

指導課・学務課

・中・高連携教育の推進

指導課・教育政策課

・研究指定校・園を指定し推進

・各中学校区単位で生徒指導・学力

向上・キャリア教育等での連携の

推進

・各中学校区単位で生徒指導・学力

向上・キャリア教育等、連携推進

研修会1回実施

市内県立高校の

授業参観を実施

１－４－２ 小中連携・一貫教育の推進

◎小中連携・一貫教育の推進

教育政策課・指導課・学務課

・基本方針やカリキュラム策定・検

討会議

検討会議10回・

作業部会 8 回実

施

２ 豊かな心（徳）

２－１ 豊かな心の育成

２－１－１ 道徳的実践力や規範意識の向上

事 業 名・担当部署 平成24年度 取組概要 実 績

・人権啓発推進事業

企画政策課・指導課

・ボランティア活動推進事業

指導課

・道徳教育・人権教育の推進

指導課

・人権週間街頭キャンペーン

・人権講演・映画会

・人権教室

・人権作文及び人権ポスターの募集

・「人権・公民ノート」制作

・地域行事への参画交流の推進

・道徳教育推進教師・道徳主任へ研

修実施

・浦安市学校人権教育研修会の開催

55名参加

中学校2校

小学校4校

制作会議年 8 回

実施

(平成22年度)

中学生 186 名参

加

年2回実施

年1回実施

２－１－２ 生徒指導機能の向上

・生徒指導推進事業

指導課

・生徒指導体制の充実のため担当者

会議開催

・いじめ110番相談実施

3回実施

(平成22年度)

相談回数17回
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○教育相談推進事業【再掲】

指導課

・スクールライフカウンセラー全校

配置

・スクールライフカウンセラー研修

実施

小学校18名

中学校8名配置

5回実施

２－２ 情操を豊かにする教育の推進

２－２－１ 情操教育の推進

事 業 名・担当部署 平成24年度 取組概要 実 績

・文化・芸術活動体験の推進

指導課・教育研究センター

○部活動推進事業

保健体育安全課・指導課

・ふるさと浦安作品展の開催【再掲】

郷土博物館

・浦安市子ども読書活動推進事業

【再掲】 指導課

・ボランティア活動推進事業【再掲】

指導課

・小中学校音楽鑑賞教室の実施

・小中学校音楽会の実施

・小中学校特別支援学級合同学習発

表会の実施

・作品展（市立幼稚園作品展、小・

中作品展、子どもアートギャラリ

ー）等の実施

・部活動の活性化のため社会人指導

者派遣

・必要物品購入や大会参加費補助、

大会主催の小中学校体育連盟への

補助事業

・「ふるさと浦安」への作品制作や

研究により、ふるさとを愛する気

持ちを育てる作品展の開催

・全校に司書配置、読書活動推進と

図書室利用の促進

・地域行事への参画交流の推進

小学校1,819名

中学校1,370名

小学校1,886名

中学校 416名

保護者1,413名

児童生徒318名

保護者 717名

幼稚園作品展

参観数1,458名

小・中作品展

参観数4,873名

小学校45名

中学校69名

参加者数 1,014

名

26名司書配置

(平成22年度)

中学生 186 名参

加

３ 健やかな体（体）

３－１ 体力の向上と健やかな体づくりの推進

３－１－１ 体力向上の推進

事 業 名・担当部署 平成24年度 取組概要 実 績

・体力向上推進事業

保健体育安全課

・市指定の体力向上推進校が取組に

向け必要物品を購入

5校で実施
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○部活動推進事業【再掲】

保健体育安全課・指導課

・部活動の活性化のため社会人指導

者派遣

・必要物品購入や大会参加費補助、

大会主催の小中学校体育連盟への

補助事業

小学校45名

中学校69名

３－１－２ 健康教育の推進

・保健教育の充実

保健体育安全課

・食育の推進

指導課・給食センター・保健体育安全課

・保健教育充実にむけた専門家・学

校薬剤師等との連携

・食に関する全体計画の作成推進、

浦安市学校保健会と連携した、食

の研修会実施

薬物乱用防止教室

小学校12校

中学校5校実施

小学校8校実施

４ 豊かなかかわり （参画・交流）

４－１ 社会の一員としての資質の育成

４－１－１ 体験活動・ボランティア活動の推進

事 業 名・担当部署 平成24年度 取組概要 実 績

・「浦安市民の森」活用事業

環境保全課・指導課

◎ふるさとうらやす立志塾の開催

教育政策課

・キャリア教育の推進【再掲】

指導課

・まちの起業家養成事業【再掲】

商工観光課・（指導課）

・ボランティア活動推進事業【再掲】

指導課

・小学校 5 年生を対象に林間学校で

はまゆう山荘等利用した、自然体

験学習の推進

・各中学校から3名、計24名を対象

に実施

・キャリア教育推進計画の見直し、

検討会議の開催

・総合的な学習等における指導・助

言

・地域行事への参画交流の推進

9校実施

24名参加

（2泊3日）

年3回開催

(平成22年度)

中学生 186 名参

加

４－１－２ 環境教育の推進

・三番瀬を活用した環境学習の推進

生涯学習課・指導課

・地域緑化活動への参加推進

みどり公園課・（指導課）

・三番瀬を授業に取り入れた環境学

習の推進

・地域にかかわる緑化学習の推進
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・環境学習アドバイザー活用事業

環境保全課・指導課

・「浦安市民の森」活用事業【再掲】

環境保全課・指導課

・小学校総合的な学習等で学習支援

として活用

・小学校 5 年生を対象に、林間学校

で、はまゆう山荘等利用した自然

体験学習の推進

9校実施

４－２豊かなかかわりとコミュニケーション能力の向上

４－２－１ 教育活動を通じた豊かな人間関係づくり

事 業 名・担当部署 平成24年度 取組概要 実 績

・異学年交流活動の充実

指導課

・豊かな人間関係づくりの推進

指導課

・浦安市子ども読書活動推進事業

【再掲】 指導課

◎幼・保・小連携教育の推進【再掲】

指導課・保育幼稚園課

・小中連携教育の推進【再掲】

学務課・指導課

・中・高連携教育の推進【再掲】

指導課・教育政策課

◎小中連携・一貫教育の推進【再掲】

教育政策課・指導課・学務課

・道徳教育・人権教育の推進【再掲】

指導課

・学校行事等による異年齢交流や異

校種交流等の実態把握と指導、助

言

・道徳教育の実態把握と指導、助言

・ピアサポートプログラム等の資料

の提供

・全校に司書配置、読書活動推進と

図書室利用の促進

・研究指定校・園を指定し推進

・各中学校区単位で生徒指導・学力

向上・キャリア教育等での連携推

進

・各中学校区単位で生徒指導・学力

向上・キャリア教育等での連携の

推進

・基本方針やカリキュラム策定・検

討会議

・道徳教育推進教師・道徳主任へ研

修実施

・浦安市学校人権教育研修会の開催

26名司書配置

研修会1回実施

市内県立高校の

授業参観を実施

検討会議10回・

作業部会 8 回実

施

年2回実施

年1回実施
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４－２－２ 交流及び共同学習を通じた豊かなかかわり

・福祉教育の推進

指導課

◎まなびサポート事業の推進【再掲】

教育研究センター

・三番瀬を活用した環境学習の推進

【再掲】 生涯学習課・指導課

◎ふるさとうらやす立志塾の開催

【再掲】 教育政策課

・交流及び共同学習の実態把握と指

導、助言

・福祉に関する体験学習の実態把握

と指導、助言

・学校と関係機関の連携

・まなびサポートチーム会議の開催

・個別の指導計画の作成と活用

・三番瀬を授業に取り入れた環境学

習の推進

・各中学校から3名、計24名を対象

に実施

(平成22年度)

ﾌﾞﾛｯｸ会議7回・

全体会3回実施

小・中特別支援

学級100％

通常の学級70％

24名参加

（2泊3日）

【ふるさとうらやす立志塾】
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５ 郷土愛 （誇り）

５－１ふるさと浦安の歴史・文化への理解の向上

５－１－１ ふるさと浦安の歴史・文化の理解に関する教育の充実

事 業 名・担当部署 平成24年度 取組概要 実 績

・郷土博物館の活用の推進

郷土博物館

・ふるさと浦安の歴史・地域学習の充

実 指導課

・学校支援ボランティア推進事業

【再掲】 指導課

・ふるさと浦安作品展の開催【再掲】

郷土博物館

・ボランティア活動推進事業【再掲】

指導課

◎ふるさとうらやす立志塾の開催

【再掲】 教育政策課

・全小中学校等に、学習の場提供、

学校教育と連携

・博物館活用推進委員会の実施

・小学校社会科副読本「わたしたち

の浦安」内容充実

・社会科副読本改訂委員会議の実施

・地域学習推進（教材の開発、情報

提供）

・学校支援ボランティア事業推進の

ため損害保険加入

・「ふるさと浦安」への作品制作や研

究により、ふるさとを愛する気持

ちを育てる作品展の開催

・地域行事への参画交流の推進

・各中学校から3名、計24名を対象

に実施

年6回実施

年9回実施

(平成22年度)

実数667名

参加者数 1,014

名

(平成22年度)

中学生 186 名参

加

24名参加

（2泊3日）

５－１－２ 国際理解教育の推進

○英語教育推進事業【再掲】

指導課

・市内全中学校に外国語指導助手

（ALT）各１名配置

・市内小学校に学校規模に応じ ALT

の配置・派遣

・ALT ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ小学校派遣

中学校8名

小学校11名

ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ 1名

５－１－３ 平和教育の推進

・平和学習青少年派遣事業

地域ネットワーク課・（指導課）

・被爆体験講話事業

地域ネットワーク課・（指導課）

・平和学習の一環として、各市立中

学校から 2 名を長崎に派遣し、現

地で平和学習に参加

・市内被爆者団体や長崎の被爆者が

希望校で被爆体験講話を実施

(平成22年度)

各中学校 2 名、
計16名参加

参加者数19校、
2,464名聴講
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・非核平和パネル展の実施

地域ネットワーク課・（指導課）

・市所有の原爆被災パネルを希望校

で巡回展示

小学校17校、中

学校6校で実施

６ 学校・家庭・地域・行政の連携

６－１地域ぐるみで学校を支援する仕組みづくり

６－１－１ 地域ぐるみの学校支援

事 業 名・担当部署 平成24年度 取組概要 実 績

□中学校区学校支援協議会設置事業

教育政策課

・学校支援ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ配置事業

教育政策課

・青少年健全育成推進事業との連携

青少年センター・指導課

・学校支援ボランティア推進事業

【再掲】 指導課

○部活動推進事業【再掲】

保健体育安全課

・学校支援協議会の組織見直し

・内部検討会議の開催

・学校支援ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰの配置推進

・研修会意見交換会の開催

・学校、地域健全育成関係団体、警

察等との情報交換の実施

・各中学校区健全育成連絡会の開催

・市川・浦安地区高等学校警察連絡

協議会の開催

・葛南地域生徒指導行政担当者協議

会の開催

・学校支援ボランティア事業推進の

ため損害保険加入

・部活動を活性化のため社会人指導

者派遣

・必要物品購入や大会参加費補助、

大会主催の小中学校体育連盟への

補助事業

6回実施

13校16名配置

年3回実施

12回実施

4回実施

7回実施

(平成22年度)

実数667名

小学校45名

中学校69名

６－１－２ 地域に貢献する学校づくり

・災害時の避難所運営推進事業

教育総務課

・特別教室、多目的室などの教室開放

事業 生涯学習課

・地域コミュニティ、市職員、教職

員が連携した避難所開設・運営マ

ニュアルの作成を推進

・自治会・学校の防災会議への参加

・学校開放の実施方針の策定

・小学校でモデル実施

3回参加

2校実施
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・学校体育施設開放事業

市民スポーツ課

・ボランティア活動推進事業【再掲】

指導課

・スポーツ振興を図るため、各学校

体育施設を地域住民に開放

・地域行事への参画交流の推進

21校実施

(平成22年度)

中学生 186 名参加

６－１－３ 安全・安心な学校づくり

○学校防犯対策の充実

保健体育安全課

・交通事故防止対策の充実

保健体育安全課

・学校防災計画の充実

保健体育安全課・教育政策課

・防災教育の推進

指導課・教育研究センター

・地域ぐるみでの防犯対策の推進

青少年センター・青少年課

・小学校、警備員配置

・防犯カメラ警備強化

・警察と連携し防犯訓練・防犯教室

実施

・防犯ブザー携行通学を推進

・要注意交差点へ交通整理員を配置

・警察と連携した交通安全教室・自

転車安全教室を開催

・学校防災計画指針の策定

・教職員研修の充実

・教科領域等と関連した資料作成及

び授業実践の支援

・地区パトロール実施

18校18名配置

防犯訓練26回

防犯教室18回

実施

6か所9名配置

交通安全教室

18回実施

自転車安全教室

18回実施

(平成22年度)

166回実施

７ 「学校の教育環境の整備・充実」の推進

７－１ 学校の信頼性の向上

７－１－１ 特色ある学校づくりの推進

事 業 名・担当部署 平成24年度 取組概要 実 績

◎浦安市ふるさとふれあい教育活動

推進事業 指導課

○こどもの成長の記録提供システム

の活用の推進 教育研究センター

・学校選択制推進事業

学務課

・学校教育活動支援協議会の活動支

援

・システム研修会実施、市内全校で

システムによる通知表作成

・児童・生徒や保護者の学校選択機

会を拡大

市立全幼・小・

中で実施

研修会5回、希

望研修9回実施



16

７－１－２ 学校の組織運営体制の確立・充実

○□学校評価推進事業

学務課・保育幼稚園課

○学校評議員制度事業

学務課

・校長裁量権の検討

教育政策課・学務課

・学校教育活動・学校運営全般の目

標設定、達成状況の把握・整理、

適正検証と結果公表

・全幼稚園で自己評価、学校関係者

評価の実施

・保護者地域住民等意向把握、意見

反映をした学校説明責任実施

・内部検討委員会設置し検討

・内部検討委員会準備会議の開催 1回実施

７－１－３ 学校・教員の信頼性の向上支援

・情報発信の充実

教育研究センター

・教育情報誌発行事業

教育政策課

○こどもの成長の記録提供システム

の活用の推進【再掲】

教育研究センター

○□学校評価推進事業【再掲】

学務課・保育幼稚園課

○学校評議員制度事業【再掲】

学務課

・ホームページ講習会の実施

・教育情報誌「うらやすスタイル」

発行

・システム研修会実施、市内全校で

システムによる通知表作成

・学校教育活動・学校運営全般の目

標設定、達成状況の把握・整理、

適正検証と結果公表

・全幼稚園で自己評価、学校関係者

評価の実施

・保護者地域住民等意向把握、意見

反映をした学校説明責任実施

2回実施

年2回発行

特集号1回発行

研修会 5 回、希

望研修9回実施

７－１－４ 教職員の質の向上

・教職員の質・指導力の向上

教育研究センター

○きめ細かな指導推進事業【再掲】

教育研究センター

・授業モデル「うらやす」作成事業

【再掲】 教育研究センター

・研修講座内容の充実

・教職員用情報配信、各種情報の

提供

・学力調査結果分析

・課題解決に向けた研修会実施

・優れた学習指導案収集、データベ

ース化

年6回実施

年2回実施

協力校9校
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７－１－５ 教員が子どもと向き合う環境の整備

・事務の軽減化・効率化の推進

教育総務課・学務課・指導課

○教職員のメンタルヘルス相談事業

学務課

・全校に学校事務非常勤職員を配置

・研修会の開催

・メンタルヘルス相談員の各校巡回

派遣、教職員心身健康相談や悩み

相談実施

26名配置

3回実施

(平成22年度)

相談者数述べ

420名

７－１－６ ＩＣＴ環境の整備・活用

・ＩＣＴ環境の積極的な活用

教育研究センター

・情報セキュリティ体制の整備

教育研究センター

○情報教育推進事業【再掲】

教育研究センター

・ＰＣ等整備計画見直し

・情報政策課との定例会議の開催

・情報セキュリティ研修実施、情報

セキュリティ実施手順書見直し

・全職員対象に研修会の開催

・夏季PC講座実施、全校でICT活用

講習会の実施による、わかる授業

の実践を支援

全校で巡回講習

会実施

７－２ 学校教育施設の整備充実

７－２－１ 学育施設の整備充実

事 業 名・担当部署 平成24年度 取組概要 実 績

◎□仮称浦安市立第9中学校建設事業

教育施設課・学務課・教育政策課

◎□東小学校屋内運動場建替事業

教育施設課

・小中学校校舎大規模改修事業

教育施設課

○幼稚園園庭芝生化整備事業

教育施設課・保育幼稚園課

・特別支援学級整備事業

教育研究センター

・学習支援室整備事業

教育研究センター

・高洲地区に仮称浦安市立第9中学

校建設に向けた実施設計

・屋内運動場の老朽化と耐震上の問

題から、建替えに向けた実施設計

・整備計画の検討

・幼稚園園庭芝生の維持管理

・園庭芝生の活用

・日の出南小学校に特別支援学級開

設

・学習支援室を小・中学校４校に整

備、活用状況把握

実施設計

(平成22年度)

基本設計

(平成22年度)

3期工事中学校1

校

(平成22年度)

１園整備

美浜中に開設

小学校 3 校、中

学校1校に整備
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・教育研究センター（仮称こども教育

未来センター）整備計画推進事業

教育政策課・教育研究センター

・入船地区学校統合推進事業

学務課

・基本計画検討

・平成27年度、入船北・入船南小学

校統合に向けた準備委員会等設

置、検討・協議

７－２－２ ＩＣＴ環境の整備・活用

・ＩＣＴ環境の積極的な活用【再掲】

教育研究センター

・情報セキュリティ体制の整備【再掲】

教育研究センター

○情報教育推進事業 【再掲】

教育研究センター

・ＰＣ等整備計画見直し

・情報政策課との定例会議の開催

・情報セキュリティ研修実施、情報

セキュリティ実施手順書見直し

・全職員対象に研修会の開催

・夏季PC講座実施、全校でICT活用

講習会の実施による、わかる授業

の実践を支援

全校で巡回講習

会実施

８ 楽しみと生きがいを感じる生涯学習の充実を図る

８－１ いつでも学習できる機会の充実を図る

８－１－１ 生涯学習推進体制の充実

事 業 名・担当部署 平成24年度 取組概要 実 績

◎生涯学習推進方策検討事業

生涯学習課

・社会教育委員経費

生涯学習課

・市民ニーズや時代に応じた生涯学

習推進方策検討

・部内検討委員会の開催

・社会教育委員研修会開催や各種大

会参加、県外視察

・社会教育委員会議の開催

7回実施

6回実施

８－１－２ 充実した学習情報・機会の提供

◎生涯学習支援システム運営事業

生涯学習課

○公民館活動推進事業

公民館

・家庭教育学級の実施

公民館

・うらやすｅカレッジの運営

・各公民館で主催事業実施、サーク

ル活動への場所の提供

・各公民館で幼稚園・小・中学校保

護者を対象にした学級実施

6講座配信

(平成22年度)

主催事業 3,391

回実施

幼稚園 9学級

小学校 9学級

中学校 1学級
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○図書館サービス事業

中央図書館

○児童サービス事業

中央図書館

○図書館資料の充実

中央図書館

・郷土博物館活動事業

郷土博物館

○生涯学習フォーラム

生涯学習課

・成人式開催経費

生涯学習課

・社会教育関係団体活動補助金

生涯学習課

・生涯学習情報紙の発行

生涯学習課

・教育情報誌発行事業【再掲】

教育政策課

・公民館文化祭の開催

公民館

・図書サービスコーナー運営事業

中央図書館

・資料提供、情報提供等サービス

・資料提供、おはなし会開催

・図書、雑誌、視聴覚資料等図書館

資料の充実

・体験学習や浦安の歴史・文化など

の学習機会提供、生涯学習推進

・生涯学習課題、今後の方向性を市

民と考えるフォーラム開催

・成人式の開催

・社会教育活動推進のため、社会教

育関係団体事業へ補助金交付

・浦安市こども情報誌「このゆびと

まれ」「浦安市の生涯学習」発行

・教育情報誌「うらやすスタイル」

発行

・各公民館にて文化祭の開催

・新浦安駅前図書サービスコーナー

で予約資料貸出、返却受付

(平成22年度)

貸出冊数

2,347,766冊

(平成22年度)

児童書貸出冊数

518,428冊

(平成22年度)

図書購入冊数

63,835冊

(平成22年度)

休日体験延べ

430 回・21,643

名、幼稚園・保

育園・学校等延

べ159回・9,142

名

入場者数337名

参加者数 1,248

名

3団体

年2回発行

年2回発行

特集号1回発行

７館延べ参加者

数 22,544名

(平成22年度)

貸出冊数

193,242冊
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・視聴覚ライブラリー運営委員会事

業 視聴覚ライブラリー

・視聴覚ライブラリー利用促進事業

視聴覚ライブラリー

○視聴覚機器講習会等開催事業

視聴覚ライブラリー

・自主教材制作事業

視聴覚ライブラリー

・市内教育機関 16 ミリ映写機保守点

検事業 視聴覚ライブラリー

・視聴覚機材・教材の充実

視聴覚ライブラリー

・視聴覚ライブラリー運営事業

視聴覚ライブラリー

・視聴覚ライブラリー運営委員会議

の開催

・教育機関機材等搬送

・視聴覚教材検索システム運用

・16ミリ映写機操作講習会開催

・ビデオカメラ講習会開催

・ビデオ（ノンリニア）編集入門講

座開催

・写真教室開催

・視聴覚教材制作

・定点ビデオ撮影実施

・市内教育機関16ミリ映写機点検

・視聴覚機材・教材の整備

・視聴覚機材・教材の貸出、返却受付

・子ども映画会開催

2回開催

(平成22年度)

372件

2回実施16名参加

1回実施5名参加

1回実施 5名参加

1回実施19名参加

教材2本制作

市内31ヶ所

(平成22年度)

26台実施

(平成22年度)
液晶プロジェクタ
ー、DVD等購入

(平成22年度)
機材；1,079点受付
教材；720点受付

(平成22年度)

月2回開催

参加者数 1,819 名

８－１－３ 生涯学習施設の整備充実

□浦安駅周辺地区図書サービス事業

中央図書館

□中央公民館体育館空調整備事業

公民館

・浦安駅前行政サービスセンターで

の予約図書貸出、返却受付

・7月完成を目指し、整備の実施

８－１－４ 市民の自主的学習活動の支援と学習成果の活用

○生涯学習情報提供システム運営事

業 生涯学習課

○図書館サービス事業【再掲】

中央図書館

・生涯学習情報発信のシステム「ま

なびねっとＵＲＡＹＡＳＵ」運営

・資料提供、情報提供等サービス

登録団体数

68団体

(平成22年度)

貸出冊数

2,347,766冊
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○公民館活動推進事業【再掲】

公民館

・公民館文化祭の開催【再掲】

公民館

・各公民館で主催事業実施、サーク

ル活動への場所の提供

・各公民館にて文化祭の開催

(平成22年度)

主催事業 3,391

回実施

７館延べ参加者

数 22,544名

８－２ 日頃からスポーツを楽しめる環境を整える

８－２－１ スポーツ機会・情報の提供

事 業 名・担当部署 平成24年度 取組概要 実 績

○スポーツ・レクリエーション事業

市民スポーツ課・公民館

・学校体育施設開放事業【再掲】

市民スポーツ課

・各種体育大会実施事業

市民スポーツ課

・浦安スポーツフェア、東京ベイ浦

安シティマラソン等各種イベント

を通したスポーツ振興

・公民館での体育館・運動室を利用

した主催事業の開催

・スポーツ振興を図るため各学校体

育施設を地域住民に開放

・市民体育大会等を開催し、スポー

ツの振興を図る

東京ﾍﾞｲ浦安ｼﾃｨ

ﾏﾗｿﾝ参加者数

6,225名

浦安ｽﾎﾟｰﾂﾌｪｱ

参加者数18,000

名

(平成22年度)

実施事業回数

19回

(平成22年度)

235団体

(平成22年度)

全35回開催

延べ利用者数

15,604名

８－２－２ スポーツ推進体制の整備

◎総合型地域スポーツクラブ設立支

援事業 市民スポーツ課

・市民スポーツ団体、スポーツ振興補

助金 市民スポーツ課

○生涯スポーツ健康都市推進事業

市民スポーツ課

・総合型地域スポーツクラブ設立を

目指す地域支援の促進

・体育協会・軽スポーツ協会・スポ

ーツ推進委員連絡協議会等の事業

に対する補助金交付

・生涯スポーツ健康都市宣言に基づ

く市民に啓発活動

東野小学校

会議3回実施

体育協会

体育協会少年部

全4団体

(平成22年度)

都市宣言(スポ

ーツ ﾌ ｪ ｱ 内実

施・健康フェア

内実施)
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８－２－３ スポーツ施設環境の整備

◎□陸上競技場整備事業

市民ｽﾎﾟｰﾂ課・運動公園ｽﾎﾟｰﾂ施設整備課

○総合体育館ＥＳＣＯ事業

市民スポーツ課

・学校体育施設開放事業【再掲】

市民スポーツ課

◎□総合公園多目的広場整備事業

市民スポーツ課

・運動公園内スポーツ施設の整備工

事を行うため、現地調査や設計図

書の修正

・施設環境を確保し省エネルギー化

実現

・スポーツ振興を図るため各学校体

育施設を地域住民に開放

・総合公園多目的広場をサッカー、

ラグビー他多目的種目使用可能な

施設に整備

(平成22年度)

235団体

８－３ 浦安の芸術・文化を育てる

８－３－１ 市民の芸術文化活動の活性化

事 業 名・担当部署 平成24年度 取組概要 実 績

・美術展覧会

生涯学習課

○インターネット美術館運営事業

生涯学習課

・青少年文化・芸術支援事業

生涯学習課

・浦安市民プラザ設備等改修事業

生涯学習課

・文化団体活動補助金

生涯学習課

・市美術展、市民手工芸作品展開催

・浦安市所有美術品のインターネッ

ト公開、企画展展示開催

・若手芸術家の育成促進に向け、こ

どもたち中心の芸術文化活動団体

を支援

・老朽化による市民プラザ空調設備

の改修実施

・社会教育関係団体事業の一部に補

助金交付

市美術展出品数

336点

8団体

８－３－２ 芸術文化を体験する機会の充実

□文化振興事業

生涯学習課

○公民館活動推進事業【再掲】

公民館

・（仮称）浦安市文化祭の開催

・各公民館で主催事業実施、サーク

ル活動への場所の提供

(平成22年度)

主催事業 3,391

回実施
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８－３－３ 郷土の歴史・文化の理解を深める

・文化財保護事業

郷土博物館

・文化財審議会開催、文化財保護・

活用

年6回実施

８－３－４ 伝統文化の継承

・伝統文化の保護・継承・公開

郷土博物館

・伝統芸能・技術保存団体活動への補

助 郷土博物館

・定期公開練習の実施と後継者の募

集・育成

・円滑な団体運営と、伝統技術の保

護を図るための補助事業

浦安お酒落保存

会・45回/非公開

練習含む

浦安囃子保存会

12回

浦安細川流投網

保存会・22回

浦安舟大工技術

保存会・随時実

施

4団体

【昔の生活体験・郷土料理教室】
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９ 浦安で産み育てたい環境を整える

９－１ 安心して産み育てられる環境をつくる

９－１－１ 子育てと仕事の両立支援

事 業 名・担当部署 平成24年度 取組概要 実 績

○児童育成クラブ管理運営事業

青少年課

・クラブ施設管理と運営委員会や民

間業者等に委託したクラブ運営

・日の出小学校地区、高洲小学校地

区児童育成クラブの分室整備事

業実施

18小学校区で実

施

９－１－２ 多様なニーズに応じた子育て支援

○幼稚園預かり保育事業

保育幼稚園課

○公民館活動推進事業【再掲】

公民館

・奨学資金貸付事業

教育総務課

・要保護及び準要保護児童・生徒就学

援助事業 学務課

□被災児童・生徒就学援助事業

学務課

・幼稚園就園奨励費補助事業

保育幼稚園課

○私立幼稚園運営費等補助事業

保育幼稚園課

・みなみ幼稚園にて預かり保育開始

・明海幼稚園にて定員数の拡充

・各公民館で主催事業実施、サーク

ル活動への場所の提供

・大学、短大、専修学校専門課程、

高校等の入学準備金、修学金（高

校を除く）の貸付

・経済的理由により就学困難な児

童・生徒へ、関係法令による学校

教育への必要経費の援助を実施

・東日本大震災により被災し、就学

困難になった児童生徒へ学校教育

に必要な経費の援助

・就園奨励費補助事業の継続実施

・私立幼稚園運営費等補助事業の継

続実施

(平成22年度)

延べ利用者数

30,165名

(平成22年度)

主催事業 3,391

回実施

(平成22年度)

貸付人数93名

(平成22年度)

要保護児童 54

名・生徒44名

準要保護児童

406名・生徒240

名

(平成22年度)

交付対象者数

1,124名

(平成22年度)

交付対象者数

1,113名
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□幼保一体施設事業者公募経費

保育幼稚園課

・新町地区にて幼保一体施設整備に

向けた事業者の公募

９－２ 地域ぐるみで子育てを支援する

９－２－１ 子育て支援のネットワークづくりの推進

事 業 名・担当部署 平成24年度 取組概要 実 績

○子育てすこやか広場事業

保育幼稚園課

○公民館活動推進事業【再掲】

公民館

・地域社会と連携した幼稚園づくりの

推進 保育幼稚園課

・市立14幼稚園にて子育てすこやか

広場事業を継続実施

・各公民館で主催事業実施、サーク

ル活動への場所の提供

・園行事等で地域団体との交流促進

(平成22年度)

延べ439回開催、

延べ参加者数

14,823組

(平成22年度)

主催事業 3,391

回実施

10 こどもが元気に成長できる環境を整える

10—１ こどもの健やかな成長を支える 

10－１－１ 健康づくりの推進

事 業 名・担当部署 平成24年度 取組概要 実 績

・体力向上推進事業【再掲】

保健体育安全課

○部活動推進事業【再掲】

保健体育安全課

・就学時健康診断事業

保健体育安全課

・児童生徒健康診断事業

保健体育安全課

・市指定の体力向上推進校が取組に

向け必要物品を購入

・部活動の活性化のため社会人指導

者派遣

・必要物品購入や大会参加費補助、

大会主催の小中学校体育連盟への

補助事業

・就学時健康診断の実施、就学前児

童の心身健康状態を把握し学校や

家庭と入学前の準備・連携促進

・児童生徒健康診断の実施し、児童

生徒の健康状態を把握、状況に応

じ健康管理や二次検査等の実施

5校実施

小学校45名

中学校69名

就学時健康診断

1,690名実施

小学校11,088名

中学校 4,032 名

実施

10－１－２ 障がい児の地域生活や自立の支援

◎まなびサポート推進事業【再掲】

教育研究センター

・まなびサポートチーム会議の開催 (平成22年度)

ﾌﾞﾛｯｸ会議7回・
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・特別支援学級整備事業【再掲】

教育研究センター

・学習支援室整備事業【再掲】

教育研究センター

・特別支援学級児童・生徒就学奨励事

業 学務課

・個別の指導計画の作成と活用の充

実

・日の出南小学校に特別支援学級開

設

・学習支援室を小中学校に整備し活

用状況把握

・日の出南小学校に特別支援学級開

設

全体会3回実施

小・中特別支援

学級100％

美浜中に開設

小学校 3 校、中

学校1校に整備

10－１－３ こどもの安全を守る環境の整備

○学校防犯対策の充実【再掲】

保健体育安全課

・交通事故防止対策の充実【再掲】

保健体育安全課

・学校防災計画の充実【再掲】

保健体育安全課・教育政策課

・防災教育の推進【再掲】

指導課・教育研究センター

・小学校、警備員配置

・防犯カメラ警備強化

・警察と連携し防犯訓練・防犯教室

実施

・防犯ブザー携行通学を推進

・要注意交差点へ交通整理員を配置

・警察と連携した交通安全教室・自

転車安全教室を開催

・学校防災計画指針の策定

・教職員研修の充実

・教科領域等と関連した資料作成及

び授業実践の支援

18校18名配置

防犯訓練26回

防犯教室18回

実施

6か所9名配置

交通安全教室

18回実施

自転車安全教室

18回実施

10－２ 豊かな心を育む

10－２－１ 心を育む遊び環境の整備

事 業 名・担当部署 平成24年度 取組概要 実 績

・放課後異年齢児交流促進事業

青少年課

・放課後に異年齢児の交流活動を小

学校区で実施

5小学校実施

10－２－２ こどもを育む親力・地域力の向上

・家庭教育学級の実施【再掲】

公民館

・各公民館で幼稚園・小・中学校保

護者を対象にした学級実施

幼稚園 9学級

小学校 9学級
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・家庭教育講演会の開催

公民館

・家庭教育に関する情報収集と資料の

提供 公民館

・学校支援ボランティア推進事業

【再掲】 指導課

・幼稚園・小・中学校保護者を対象

に家庭教育についての講演会を開

催

・家庭教育に関する資料や情報の提

供

・学校支援ボランティア事業推進の

ため損害保険加入

中学校 1学級

参加者数

69名

(平成22年度)

実数667名

10－２－３ 幼児期の学び環境の整備

・市立幼稚園３年保育の推進

保育幼稚園課

・浦安市就学前保育・教育指針推進事

業 指導課・保育幼稚園課

○子育てすこやか広場推進事業

【再掲】 保育幼稚園課

○幼稚園預かり保育事業【再掲】

保育幼稚園課

○公民館活動推進事業【再掲】

公民館

・大規模幼稚園等特別増置教員の配置

事業 保育幼稚園課

・市立幼稚園3年保育を継続推進

・指針の見直し検討

・市立14幼稚園にて子育てすこやか

広場事業を継続実施

・みなみ幼稚園にて預かり保育開始

・明海幼稚園にて定員数の拡充

・各公民館で主催事業実施、サーク

ル活動への場所の提供

・大規模園等の円滑な教育活動を進

める教員の増員配置

(平成22年度)

利用者数 5 園

250名

(平成22年度)

延べ439回開催、

延べ参加者数

(平成22年度)

延べ利用者数

30,165名

(平成22年度)

主催事業 3,391

回実施

特別増置教員

15人配置

10－２－４ 自分を大切にする気持ちを育てる

○教育相談推進事業【再掲】

指導課・教育研究センター

・生徒指導推進事業【再掲】

指導課

・スクールライフカウンセラーを全

校配置

・スクールライフカウンセラー研修

を実施

・生徒指導体制の充実のため担当者

会議開催

・いじめ110番相談実施

小学校18名

中学校8名配置

5回実施

3回実施

(平成22年度)

相談回数17回
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10－２－５ 青少年の健全育成

・青少年リーダー養成事業

青少年課

・青少年交流活動センター事業

青少年課

・青少年交流施設事業

青少年課

・青少年館事業

青少年課

・洋上研修事業

青少年課

・ジュニアリーダー研修会

青少年課

・青少年健全育成団体活動推進

青少年課

○公民館活動推進事業【再掲】

公民館

・郷土博物館活動事業【再掲】

郷土博物館

○青少年補導員報酬等経費

青少年センター

・中学生対象のリーダー講習会、通

年実施

・青少年交流促進のため、宿泊施設

管理運営の実施

・新浦安マーレ内にて、青少年自主

的活動の推進

・中学生以上の青少年自主的活動の

推進

・小学6年生から中学生を対象とし

た洋上等の体験学習の実施

・小学4年生から6年生を対象にリ

ーダー研修会の開催

・青少年関係団体活動を支援し、青

少年健全育成を推進

・各公民館で主催事業実施、サーク

ル活動への場所の提供

・体験学習や浦安の歴史・文化など

の学習機会提供、生涯学習推進

・21 世紀を担う青少年の非行防止

に視点をおいた健全育成の推進

・青少年補導員理事会の開催

(平成22年度)

年9回実施

(平成22年度)

利用者数

33,508名

(平成22年度)

利用者数

29,989名

※一般講座利用

者除く

(平成22年度)

利用者数

39,491名

(平成22年度)

参加者数

155名

(平成22年度)

年8回実施

47団体

(平成22年度)

主催事業 3,391

回実施

(平成22年度)

休日体験延べ

430 回・21,643

名、幼稚園・保

育園・学校等延

べ 159 回 9,142

名

8回実施
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・青少年相談事業

青少年センター

・各中学校区ブロック会議の開催

・青少年の問題行動や、家族・学校

等の悩みについて相談実施

3回実施

(平成22年度)

電話相談163件

来所相談 91件

【浦安市郷土博物館キャラクター】


