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第１章 点検・評価の趣旨等

1 点検・評価の趣旨

地方教育行政の組織及び運営に関する法律第26条第１項の規定により、『教育委員会

は、毎年、その権限に属する事務の管理及び執行の状況について点検及び評価を行い、

その結果に関する報告書を作成し、これを議会に提出するとともに、公表しなければな

らない』と定められています。

この報告書は、平成22年度に策定し平成27年４月に改訂を行った「浦安市教育ビジョ

ン後期基本計画」と、平成25年３月に策定した浦安市生涯学習推進計画、また、浦安市

第２期基本計画から教育委員会が事業を抽出し決定した「平成28年度教育施策」をもと

に作成しています。

平成28年度の施策や事業を、教育委員会事務局が適切に執行しているかどうかについ

て、教育委員会自らがチェックし、地域住民に説明責任を果たすため、点検・評価を行

うものです。

２ 点検・評価の方法

（１）点検・評価の対象

平成28年度に教育委員会が実施した施策や事業について、「平成28年度教育施策」を

基に振り返るとともに、それぞれの推進施策ごとに、教育委員会自らが事務の進捗状況

について点検・評価したものです。

なお、教育委員会以外の部署が実施した事業で「平成28年度教育施策」に記載のある

事業については、本報告書において点検・評価するものではなく、平成28年度の実績を

記載し報告するものです。

（２）学識経験者の知見の活用

地方教育行政の組織及び運営に関する法律第26条第２項の規定では、「教育に関し学

識経験を有する者の知見の活用を図るものとする」と規定されています。

このため、点検・評価にあたっては、「教育委員会の点検・評価報告書に係る有識者

懇談会」を設置し、点検・評価に関するご意見をうかがいました。なお、懇談会有識者

の方は次項のとおりです。また、有識者の方からの主なご意見を「第４章」(100～105

ページ)に記載しました。
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・有識者名簿 （職等については、平成 29 年６月１日現在）

氏 名 職 等

福
ふく

山
やま

武
たけ

夫
お

退職校長会顧問、元浦安市立堀江中学校長

片
かた

倉
くら

隆
たかし

元浦安市立東小学校長、元教育総務部指導課長

越
こし

村
むら

康
やす

英
ひで

千葉大学・日本体育大学他非常勤講師、浦安市公民館運営審議会委員

・懇談会

７月 12 日・８月 23 日開催

３ 点検・評価の概要

（１）教育委員会について

教育委員会会議での審議状況等について記載しました。

（２）施策の実施状況等

「平成28年度教育施策」に掲げる施策ごとに事業の実績と今後の方向性を記載し

ました。

また、教育委員会会議での主な意見を記載しました。

（３）有識者からの意見

有識者からのご意見のうち主なものを記載しました。
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第２章 教育委員会について

１ 教育委員会について

教育委員会は、「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」に基づき、地域の学校

教育や文化・スポーツなどを含む社会教育に関する事務を管理・執行する行政委員会で

す。

教育長を代表者とし、他４人の委員で組織され、教育委員会の権限に属する事務を処

理するため事務局がおかれています。

教育長は、教育委員会の会務を総理し、教育委員会を代表します。任期は３年です。

教育委員は、市長が議会の同意を得て任命し、任期は４年です。

浦安市では教育総務部に、教育総務課・教育政策課・教育施設課・学務課・指導課・

保健体育安全課などが、生涯学習部に、生涯学習課・市民スポーツ課・運動公園スポー

ツ施設整備課などの各課が置かれています。

２ 教育長および教育委員名簿（平成 28 年度在籍）

（平成 29 年３月 31 日現在）

職 名 氏 名 任 期

教 育 長
細田
ほ そ だ

玲子
れ い こ 平成 27 年４月１日～平成 30 年３月 31日

委 員

（教育長職務代理）
川端
かわばた

秀仁
ひでひと 平成 19年 10 月５日～平成 23 年 10 月４日

平成 23年 10 月５日～平成 27 年 10 月４日

平成 27年 10 月５日～平成 31 年 10 月４日

（平成 28年 10 月１日～平成 31年 10 月４日

教育長職務代理者）

委 員
西脇
にしわき

保
やす

幸
ゆき 平成 21年 11 月９日～平成 25 年 11 月８日

平成 25年 11 月９日～平成 29 年 11 月８日

宮澤
みやざわ

ミシェル
平成 22 年２月 26 日～平成 24 年９月 30日

平成 24年 10 月１日～平成 28 年９月 30日

平成 28年 10 月１日～平成 32 年９月 30日

舘
たち

里
さと

枝
え 平成 28年 10 月１日～平成 32 年９月 30日
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３ 教育委員会会議での審議状況

教育委員会会議は、毎月１回を定例会（第２木曜日）の開催とし、必要に応じて、臨

時会を開催し、議案や教育課題などに対して、多面的な角度よりご意見をいただき適切

な会議の運営が図られました。また、会議録を作製し、市ホームページ等で公表を行い

ました。

区分 回数 議案数 協議数 報告数 傍聴者数

定例会 12 回 41 件 ５件 157 件 １人

臨時会 ２回 ６件 １件 ３件 ０人

計 14 回 47 件 ６件 160 件 １人

議案の性質別件数は次のとおりです。

項 目 件数

教育行政の運営に関する基本方針の決定 ７

教育委員会規則・訓令の制定・改廃 ６

管理職以上の職員の任免 ３

附属機関の委員の任命・委嘱 ８

教育関係職員の人事方針の決定 ０

教育功労者の決定 １

当初・補正予算審議 ５

その他 17

計 47
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第３章 施策の実施状況等

施策・事業名・・平成 28 年度教育施策に沿った施策・事業の体系で構成

第１節から第６節までは、改訂浦安市教育ビジョン（後期基本計画）の施策・

事業を記載

第７節から第 11節までは、浦安市生涯学習推進計画の施策・事業を記載

第 12 節・第 13節は、浦安市第２期基本計画の施策・事業を記載

浦安市第２期基本計画に基づく「実施計画事業は◎」、予算の概要に基づく

「主要事業は○」「新規事業は□」、「その他事業は・」として記載

実績・・・・・・ 平成 28 年度の事業実績を記載

今後の方向性・・ 事業ごとに平成 29 年度以降の取組の方向性を記載

教育委員会会議での主な意見・・・定例教育委員会会議での主な意見を記載

第１節 確かな学力(知)

１－１ 学びの連続性を重視した教育の推進

施 策 事業名・担当部署 実 績

小中連携・一貫

教育の推進

◎小中連携・一貫教育の推進

/教育政策課・指導課・学務課

【再掲】掲載 18・30 頁

「カリキュラムの指針」「小学校外国語活動への取

組」「教職員による相互の保育・授業参観」「小学校

高学年での一部担任制の実施」「防災教育」等につ

いて各学校の実態および支援方法等を検討し、今後

の効果的な推進のための見直しを行いました。ま

た、各種研修会や学校訪問などを通して、活用につ

いて助言・指導しました。浦安市幼・保・小・中連

携の日をはじめとする各中学校区の研修を支援し、

取組状況・重点目標、成果の把握を行いました。

学校種間の連携

の推進

○幼・保・小・中連携教育の推進

/指導課・保育幼稚園課

【再掲】掲載 30 頁

・中・高連携教育の推進

幼・保・小・中連携教育担当者会議を年 1 回開催

し、推進の留意点や効果について講師の助言や指導

をいただき、各中学校区で挙げている「今年度の取

組及び課題」について中学校区ごとにそれぞれの情

報交換を行いました。「遊びを通した学び」から

「教科学習」への円滑な移行を目指し、小学校入学

に向けた意識を高める「アプローチカリキュラ

ム」、幼児期の学びを生かした「スタートカリキュ

ラム」について具体的な園児、児童の姿をとらえ、

例を示した「アプローチ・スタートカリキュラム」

のリーフレットを作成しました。

県立浦安高等学校・市立浦安中学校では、体育学



- 6 -

/指導課・教育政策課

【再掲】掲載 30 頁

習についての相互授業参観を行い、各学校種の発達

段階における学習課題について共通認識を持つこと

ができました。

＜今後の方向性＞

・小中連携・一貫教育の推進については、学びをつなぐ教科別カリキュラム指針の活用を図るとともに、中学校

区ごとに幼稚園（認定こども園）・保育園・小学校・中学校の連携を推進し、就学前から義務教育９年間を通し

た学習指導を進め、学力の向上を図ります。/教育政策課・指導課・学務課

・幼・保・小・中連携教育の推進については、それぞれの子どもの発達段階を意識し、中学校区ごとの連携教育

を推進します。/指導課・保育幼稚園課

・中・高連携教育の推進については、市内の高等学校との連携を継続していきます。さらに、中学生・高校生と

の交流会をとおして、中学生、高校生同士が、一つのテーマについてディスカッションする機会を設けること

で、さらなる連携を深めていきます。/指導課・教育政策課

１－２ 学ぶ意欲の育成と確かな学力の形成

施 策 事業名・担当部署 実 績

一人一人に応じ

たきめ細かい授

業の推進

○少人数教育推進事業

/学務課・指導課

○学力調査の活用推進

/指導課

【再掲】掲載 13・45 頁

・小学校高学年における一部教科担任

制の導入

/学務課・指導課

延べ55名の少人数教育推進教員を全小・中学校に配

置しました。少人数教育推進教員を対象に教員研修

を年６回実施し、個に応じたきめ細かな指導の充実

を図りました。研修会では、身近な事例に基づき、

中学校区ごとの小グループや教科ごとのグループで

検討するなどして、個々の指導方法の確立を推進し

ました。

浦安市と全国の設問ごとの平均正答率の比較だけで

なく、無答率の状況や誤答分析を行い、浦安市の課

題と改善例をまとめた報告書を作成しました。この

報告書を市内小中学校に配付することにより各校に

おける指導方法の見直しや改善への取組の資料を提

供しました。

研修会や学校訪問等で取組状況を報告し、算数の少

人数指導以外にも、一部教科担任制を導入しまし

た。豊かな経験と実績のある退職教員を市費非常勤

職員の特任教員として市内２校に計３名を配置し、

理科・音楽等で一部教科担任として授業を行いまし

た。音楽17校34学年、家庭科14校26学年、理科８校

12学年のほか、社会、図画工作、書写、外国語活
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○情報教育推進事業

/教育研究センター

【再掲】掲載 14 頁

・ＩＣＴ環境の整備及び効果的な活用

/教育研究センター

【再掲】掲載 15・47 頁

・少人数教育指導員配置事業

/学務課・指導課

動、体育等、延べ100学年で実施しました。

情報教育環境を有効に活用できるためのサポートと

して、小・中学校全校で、指導者用デジタル教科書

の活用を中心としたＩＣＴ活用研修を実施するとと

もに、ＩＣＴ支援員を計画的に派遣し、授業の支援

を行いました。また、夏季休業中に電子黒板や教材

提示装置、ipadなどの活用方法を内容とするＩＣＴ

講座を実施し、延べ111名の教員が参加しました。タ

ブレット端末の活用については、モデル校３校によ

る実践や公開授業を通した検証に加え、普通教室等

での利活用の推進を図りました。ＩＣＴを活用する

ことで、児童生徒にとって「わかる授業」を実践

し、子どもたちの情報活用能力の育成を図りまし

た。

ＰＣ等整備計画に基づき、修正を加えて整備を進め

ました。ＩＣＴ支援員18人をタブレット活用推進モ

デル校３校にのべ162日、その他の市立全小・中学

校にのべ230日派遣し、ＩＣＴ環境の効果的な活用

による一人一人に応じた学習環境づくりを図りまし

た。

少人数教育指導員１名を市内小中学校に派遣し、管

理職等への助言や少人数教育推進教員及び少人数指

導を実施している教員等の指導力の向上を図るため

の指導、助言を実施しました。少人数教育推進教員

等を有効に活用し、児童生徒一人一人へのきめ細や

かな指導を行いました。

自主的な学習活

動の奨励・支援

・家庭学習習慣の推奨

/指導課

・浦安市児童生徒科学作品展の開催

/指導課

発達段階に応じた家庭学習を行う習慣の必要性につ

いて、学校訪問や各種研修会の際に指導しました。

県教育委員会HP「家庭学習のすすめ」や、県教育委

員会事業「ちばのやる気」学習ガイドを周知し、家

庭学習の推進に活用するように助言しました。

理科センターでは、夏休みに科学作品・科学論文相

談会を行い、子ども達が自主的に制作を進められる
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・ふるさと浦安作品展の開催

/郷土博物館

【再掲】掲載 19・35・81 頁

□◎青少年自立支援未来塾

/生涯学習課

よう支援しました。児童生徒科学作品展では、延べ

827 名が来場しました。小学校 17 校、中学校９校か

ら 145 点の出品があり、そのうち 19 点を特選とし

ました。

「ふるさと浦安」に関する作品制作や研究により、

ふるさとを愛する気持ちを育てるため、作品展を開

催しました。小学校 17 校、中学校８校から延べ

1,224 作品の出展がありました。また、作品展を充

実させる取組として、学習支援のためのふるさと浦

安相談会（延べ 10 回）を実施し、また、各校の郷

土博物館活用推進委員を通じ児童・生徒へ周知及び

参加への声掛けを行いました。

学習が遅れがちな子どもの学習支援のため、浦安・

堀江・美浜・高洲中学校の４校の生徒を対象に、９

月から３月にかけて、公民館や図書館において延べ

99 回行いました。退職した元教員を中心に、数学の

基礎学力定着を目標に、４校で延べ 916 人の中学生

が参加しました。

＜今後の方向性＞

・少人数教育推進事業は、少人数教育推進教員の指導力向上のための実践的な研修をより充実させ、きめ細かな

指導の充実に向けて、推進を強化していきます。/学務課・指導課

・学力調査の活用推進については、学力調査の結果を分析し、課題を解決するための具体的な手立てを掲載した

報告書や結果の概要を把握しやすくまとめた概要版を作成し、授業改善を図るとともに、個に応じた指導の手

立ての一助とします。また、学力調査に係る会議を年２回実施し、学力調査の結果を受けた授業改善、指導法

に関する講演や協議を行うことで、市内各校の学力の向上を図ります。/指導課

・情報教育推進事業については、教職員のＩＣＴ活用力を向上させ、児童生徒にとって「わかる授業」の実践、

子どもたちの情報活用能力の育成を図ります。/教育研究センター

・ＩＣＴ環境の整備及び効果的な活用については、タブレットモデル校の検証や現状の課題等を整理し、平成 29

年度末の文部科学省の方針を踏まえ、平成 30 年度に浦安市の教育の情報化整備計画が策定できるよう準備しま

す。/教育研究センター

・少人数教育指導員配置事業については、今後も各学校の少人数指導の充実を図るために管理職及び少人数教育

を担当する教員への指導、助言を行っていきます。/学務課・指導課

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

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

・浦安市児童生徒科学作品展の開催については、理科センター事業である科学作品・論文相談会や、小学生向け
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の理科講座を夏休みに行うことで理科の楽しさを伝えつつ、自由研究のヒントを広めていきます。また、学校

と連携を取り、ものづくりの楽しさを味あわせ、工作部門の充実を図ります。/指導課

・ふるさと浦安作品展の開催については、年々出展作品の完成度が上がり、また、１年で研究が終わらずに次の

年も同じテーマで研究に取り組むなど、積み重ねが見られる作品が増えている傾向から、児童生徒のふるさと

を愛する気持ちを育てる取組として充分な効果が得られていると思われます。今後も博物館活用推進委員会を

はじめ、市内各小中学校と連携して内容の充実・参加促進に努めていきます。/郷土博物館

・青少年自立支援未来塾については、平成29年９月中旬より、市内公立９中学校に拡大して実施する予定です。

市内公立中学校退職校長及び大学生が、主に数学の基礎学力の定着を目標に授業を行います。会場について

は、公民館及び図書館、市民プラザWave101（サロン）を予定しています。/生涯学習課

１－３ 多様な教育的ニーズに応じた支援の充実

施 策 事業名・担当部署 実 績

特別支援教育の

推進

○まなびサポート事業の推進

/教育研究センター・学務課

【再掲】掲載 31・92 頁

・学習支援室活用の推進

/教育研究センター

○ハンディキャップサービス事業

まなびサポートチーム員（医師２名、スーパーバイ

ザー１名、指導主事２名、臨床心理士４名、言語聴

覚士２名、理学療法士、作業療法士、特別支援教育

指導員各１名）により、日々の心理・行動面につい

ての相談や教科学習の到達度やつまずきの特徴につ

いての助言、特別な教育的支援が必要な子どもの就

学に関する相談を行いました。保育園、幼稚園、認

定こども園、小・中学校への訪問相談は年間905回

実施し、特別支援教育の体制整備、個別の相談を進

め、心身障がい児支援員を18名、心身障がい児補助

教員を延べ134名配置しました。また、特別支援教

育の体制整備、個別の教育支援計画・個別の指導計

画の作成や活用、合理的配慮の提供など、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園・

学校への指導・支援の充実を図りました。

学習支援室を活用して子どもの教育的ニーズに応じ

た個別学習や少人数学習などが行えるように、学校

へ指導・支援を行いました。現在、学習支援室を利

用して、個別や少人数で学習することで、わかる経

験を積み重ねたり、情緒を調整したりする場として

活用が定着してきました。今後も保護者と共通理解

を図りながら、活用を進めていきます。

図書館への来館が困難な方への宅配サービスを 303
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/中央図書館

【再掲】掲載 20・54 頁

・サポートファイルの活用の推進

/障がい事業課・教育研究センター・

こども発達センター

○青少年サポート事業

/障がい事業課

・県立特別支援学校分校誘致の推進

/教育政策課

件実施したほか、活字資料をそのままの形では利用

できない利用者向けの資料を作成しました。

サポートファイルの活用が図られるように、就学説

明・相談会で使い方を説明し、活用を推進し、76

冊配布しました。また、自立支援協議会にて内容等

の見直しを行い、持ち歩きがしやすい「縮小版」の

作成や、保護者の書類作成の負担を軽減する「共通

シート」の作成等を行いました。

発達障がいのある方等への相談支援や療育支援など

を行っており、利用者のニーズに沿った支援の結

果、登録者数は 309 名（平成 29 年３月末現在）発

達障がいのある方等への相談支援や療育支援などを

行っており、利用者のニーズに沿った支援の結果、

登録者数は 309 名（平成 29 年３月末現在）にまで

増加しました。また、施設職員の学校への訪問を

13 校、延べ 33 回行ったことにより、学校と良い関

係を築くことができました。

市内の障がいのある児童・生徒が適切な指導と必要

な支援を受けることができるよう、知事や県教育長

に要望書を提出しました。

不登校児童・生

徒への支援の充

実

○教育相談推進事業

/指導課

【再掲】掲載 18・96 頁

全小・中学校に 26 名のスクールライフカウンセラ

ー（ＳＬＣ）を配置し、児童・生徒の精神的な悩み

の発見や相談に対応し、健やかな学校生活がおくれ

るように支援しました。相談件数は、小学校で

5,992 件、中学校では 3,786 件でした。小学校で

は、性格・身体問題についての悩みが最も多く、

1,815 件、次いで対人関係が 1,495 件、学業・進路

が 561 件、家庭・親子問題が 428 件でした。小学校

での好転解消件数は、3,790 件でした。中学校で

は、性格・身体問題についての悩みが最も多く、

1,674 件、家庭・親子問題が 392 件、対人関係が

361 件、学業・進路が 294 件でした。また、中学校

での好転解消件数は 1,236 件でした。
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○適応指導教室における教育機能の充

実（不登校対策支援事業による訪問

相談の拡充）

/指導課

不登校やひきこもり傾向の児童・生徒に対し、個に

応じたきめ細かな指導・援助を行うとともに、小集

団での活動を通して、ゆるやかな学校復帰を図りま

した。新たに小学校または中学校管理職を経験し生

徒指導や保護者対応に精通した統括訪問相談員を 2

名配置し、個々の状況に応じた相談活動や学習支援

を行うとともに、積極的に学校を訪問し連携を推進

しました。いちょう学級の延べ利用人数は 1,759 名

で、15 名が学校復帰（部分復帰も含む）し、17 名

が高校に進学しました。教育相談における相談を延

べ 2,578 回、訪問相談を延べ 2,077 回行いました。

外国籍等の子ど

もたちの日本語

サポート体制の

充実

・日本語指導員の派遣

/指導課

９人の日本語指導員を派遣し、33 名の児童・生徒

に学習支援を行いました。

【派遣実績】

浦安小３名、南小１名、北部小４名、東小７名、明

海小２名、高洲小３名、東野小３名、入船小１名

小学校合計 24 名

浦安中４名、堀江中４名、日の出中１名 中学校合

計９名 総計 33 名

＜今後の方向性＞

・まなびサポート事業の推進については、特別な教育的支援を必要とする子ども一人一人の教育的ニーズに応じ

た指導・支援が適切に行えるよう、学校・園・保護者の相談を丁寧に行い、合理的配慮の提供に努めます。ま

た、個別の指導計画や個別の教育支援計画の作成と活用により、教育的ニーズに応じた支援の充実を図りま

す。どの子もわかる授業づくりやどの子も安心して居場所のある学級づくりができるよう、指導課と連携して

教職員への指導の充実を図ります。さらに、一人一人の教育的ニーズに応じた多様な学びの場の充実を図るた

め、特別支援学級や通級指導教室の整備を計画的に進めます。/教育研究センター

・学習支援室活用の推進については、子どもの教育的ニーズに応じた個別学習や少人数学習などが行えるよう

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

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

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

図書館

・サポートファイルの活用の推進については、関係機関との連携を深めるとともに、市のイベントや講演会等で

周知していき、さらなる活用の充実を図っていきます。/障がい事業課

・青少年サポート事業については、引き続き、療育支援、相談支援、交流事業、地域支援を実施し、発達障がい

児・者に対する理解と、支援力の向上に努めます。/障がい事業課

・県立特別支援学校分校誘致の推進については、地元市の協力を得ながら、浦安市か市川市に 100 人規模の小中

高等部の新設校等を整備することが盛り込まれる予定の県立特別支援学校整備計画が秋頃に策定されることか
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ら、千葉県と協議しながら、具体的な対応を検討し、市内への早期設置を進めていきます。また、参考となる

県内外特別支援学校の情報収集を行います。/教育政策課

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

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

・適応指導教室における教育機能の充実（不登校対策支援事業による訪問相談の拡充）については、統括訪問相

談員による個々に応じたきめ細かな指導・援助を推進し、児童・生徒の学校復帰・社会復帰の支援を継続して

行います。また、電話や来室等での教育相談、及び訪問相談の中でカウンセリングを行い、自己決定力の育成

を支援します。/指導課

・日本語指導員の派遣については、今後も小･中学校において、転入学や諸外国から編入学してきた児童・生徒で

日本語指導を必要とする児童・生徒に対して日本語指導員を派遣し、学校生活への適応を図ります。また、日

本語指導員研修会を実施し、指導力の向上を図ります。/指導課

１－４ 今日的な教育課題に対応する教育の推進

施 策 事業名・担当部署 実 績

教育研究・実践

のシステム化

・研究指定校・研究奨励校の指定事

業

/指導課

・校内研究の奨励・支援

/指導課

本市教育振興のため、指定校への指導・助言を行

い、先進的な研究の推進を支援しました。

・教育課程特例校（１～４年生外国語活動） 小学

校17校

・学習指導実践研究協力校（音楽）中学校１校

・特色ある道徳教育推進校 小・中学校各１校、幼

稚園１園

・千葉県国公立幼稚園こども園協会指定公開研究会

幼稚園１園

・体力向上推進校 小学校４校、中学校２校

・学校体育研究推進校 小学校３校、中学校１校

・理科教育推進校 小学校10校

・理科センター校 中学校１校

・小中連携教育教科推進校 小学校４校、中学校３

校

・タブレット活用推進モデル校 中学校２校、小学

校１校

幼稚園・認定こども園、小・中学校の各教科等にお

ける研修を支援するため、要請に応じて年間246回訪

問し、指導法の工夫・改善を中心に指導・助言を行

い、教員の授業力の向上を支援しました。
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○学力調査の活用推進【再掲】

/指導課

市内26校の学力調査担当者を対象に学力分析や活用

の仕方について年２回の会議を開催し、教育実践の

共有化を図りました。

国語教育の充実 ・浦安市子ども読書活動推進事業

/指導課・中央図書館

【再掲】掲載 19・30・63 頁

全小・中学校に26名の司書を配置するとともに、読書

活動推進と図書室利用の促進を図りました。調べ学習

による利用時間は年間1,916時間で、その内、国語の

授業での利用については755時間でした。また、平成

28年度の浦安市生活実態調査によると、学校の授業時

間以外に「１時間程度以上読書をする」児童生徒の割

合が過去３回の調査で最も高くなっています。公立図

書館から学校や保育園等に出向いての読み聞かせ等

は、年間で1,219回、延べ27,206名の子どもたちに実

施しました。図書館職員が出向くことで、子どもたち

が図書館に親しみを感じ、来館につながる効果が上が

っています。ただし、保育園については近年施設数が

急増しているため、全園に出向くのは難しい状況にな

っています。

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

/指導課

○世界一行きたい科学広場ｉｎ浦安

/生涯学習課・指導課・中央図書館

小学校９校（南、北部、富岡、美浜南、美浜北、高

洲、日の出南、東野、入船）に各１名（計９名）の

市費非常勤職員を配置し、小学校の理科授業におけ

るティーム・ティーチングによる指導、観察や実験

等の事前準備や後片付け、学習計画の立案や教材開

発の支援、理科実験用薬品や備品等の管理補助を行

いました。

市内各小・中学校より選出された理科センター協力

員の協力を得て、教員の理科実技研修１回（26名）、

小学生のための理科講座１回（104名）等を実施しま

した。また、児童生徒科学作品展では、延べ827名

が来場しました。145点の出品があり、そのうち19点

を特選としました。理科センターは入船中学校内に

設置され、理科センター所長は、入船中学校長が兼

務しています。

科学への関心や科学的に考える力の衰えに危機感を

抱いている研究者や教育関係者が集い行われている

イベントで、28 年度で５回目を迎えました。東海大



- 14 -

◎学校教育における植物工場活用推

進事業

/指導課

【再掲】掲載 28 頁

学付属浦安高等学校・中等部松前記念体育館で開催

され、45 の出展ブースがあり、1,818 名が参加しま

した。児童生徒科学作品展で特選となった作品・論

文を展示しました。

設置校である入船中学校において、理科教育や環境

教育、委員会活動等を通じた生徒の自主的活動を充

実させるために活用を進めました。隣接する入船小

学校にはワゴン型植物工場を貸し出し、活用策と教

材開発を検討しました。また、児童生徒科学作品展

や、世界一行きたい科学広場ｉｎ浦安でワゴン型植

物工場展示し、広く市民に周知しました。

英語教育の充実 ○英語教育推進事業

/指導課

【再掲】掲載 36 頁

各小・中学校に 22 名のＡＬＴ、小学校にＡＬＴコー

ディネーター１名を派遣し、外国文化の理解及び英

語によるコミュニケーション能力の育成を図りまし

た。小学校１～４年生では浦安市外国語活動学習プ

ログラム、５・６年生では、Hi,Friends!を活用し、

ALT と外国語による歌やリズム遊び等の体験的活動を

行いました。小学校１～４年生では、年間 14 時間の

外国語活動を実施する特別な教育課程を編成し、外

国語教育推進を図りました。

勤労観・職業観

をはぐくむ教育

の充実

・キャリア教育の推進

/指導課

【再掲】掲載 25・61 頁

キャリア教育研修会を年２回実施しました。第１回

は講師を招へいし、キャリア教育の重要性・必要性

について、第２回は、次期学習指導要領の方向性に

ついて研修を行いました。また、各小・中学校にお

いては、職業調べや体験学習等を実施し、中学校区

ごとにキャリア教育モデルプランの見直し・作成を

行うとともに、職業調べや職場見学、職場体験学習

等を実施しました。中学校の全ての学校において、

２日間の日程で、市内の事業所を中心に、職場体験

を実施しました。

情報教育の充実 ○情報教育推進事業【再掲】

/教育研究センター

情報教育環境を有効に活用できるためのサポートとし

て、小・中学校全校で、指導者用デジタル教科書の活

用を中心としたＩＣＴ活用研修を実施するとともに、

ＩＣＴ支援員を計画的に派遣し、授業の支援を行いま

した。また、夏季休業中に電子黒板や教材提示装置、

ipadなどの活用方法を内容とするＩＣＴ講座を実施
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・ＩＣＴ環境の整備及び効果的な活

用【再掲】

/教育研究センター

し、延べ111名の教員が参加しました。タブレット端

末の活用については、モデル校３校による実践や公開

授業を通した検証に加え、普通教室等での利活用の推

進を図りました。ＩＣＴを活用することで、児童生徒

にとって「わかる授業」を実践し、子どもたちの情報

活用能力の育成を図りました。

ＰＣ等整備計画に基づき、修正を加えて整備を進め

ました。ＩＣＴ支援員 18 人をタブレット活用推進モ

デル校３校にのべ 162 日、その他の市立全小・中学

校にのべ 230 日派遣し、ＩＣＴ環境の効果的な活用

の支援を行うことで、児童生徒の積極的な活用を図

りました。

＜今後の方向性＞

・研究指定校・研究奨励校の指定事業については、今後も浦安市の教育の振興並びに小・中連携一貫教育の推進

のため、小中連携教育教科推進校を指定し、他の指定校も合わせて指導助言を行っていきます。指定について

は、各校の研究、学校区に基づき、指定を行い、指定校の数についても、精選していきます。その成果を、今

後、研究発表を開催する等して、進めてきた研究内容を各小中学校へ普及していきます。/指導課

・校内研究の奨励・支援については、要請訪問や学校訪問での指導・助言を行い、幼稚園・認定こども園、小・

中学校の各教科等における研修を支援していきます。/指導課

・学力調査の活用推進については、調査結果の活用推進を図るために、学力調査に係る会議を年２回開催し、調

査結果の分析法や課題解決のための手立てについて協議を行うことで、市内各校の学力の向上を図ります。/指

導課

・子ども読書活動推進事業については、浦安市子ども読書活動推進計画（第二次）に基づき、小・中学校の学校

図書館の環境整備と図書資料の充実に努めます。学校司書の研修を充実し、授業における図書資料の活用推進

や学校司書と司書教諭の連携を深め、各学校図書館の活性化につながる研修を推進していきます。/指導課

・理科支援ティーチャー配置事業については、効果的・効率的に実施していくため、取り組んだ内容について定

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

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

滑、効果的に実施するように進めていきます。小中連携教育理科推進校である入船小学校をセンター校とし、

教員向けの研修と児童生徒向けの講座を継続して進めていきます。/指導課

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

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

・学校教育における植物工場活用推進事業については、教育的効果を検証するとともに、設置校が市内１校とい

う状況について、教育機会均等の観点から今後の方向性を検討します。/指導課

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

育をより一層推進します。また、次期学習指導要領実施に向けて、平成 29 年度～31 年度の夏休みを利用し、全
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小学校対象の「ステップフォワード研修」を実施します。ステップフォワード研修では、次期学習指導要領の

内容に即し、教員の指導力向上を図ります。具体的には、担任一人で授業を実践する方法や、評価方法につい

て研修します。さらに、英語教育推進リーダー等を活用し、夏季休業期間中に小学校教員及び英語科教員対象

の研修を実施し、指導力向上を図ります。/指導課

・キャリア教育の推進については、中学校区ごとのモデルプランの見直しを行い、小・中学校の連携を図ってい

きます。/指導課

・情報教育推進事業については、教職員のＩＣＴ活用力を向上させ、児童生徒にとって「わかる授業」の実践、

子どもたちの情報活用能力の育成を図ります。/教育研究センター

・ＩＣＴ環境の整備及び効果的な活用については、タブレットモデル校の検証や現状の課題等を整理し、平成 29

年度末の文部科学省の方針を踏まえ、平成 30 年度に浦安市の教育の情報化整備計画が策定できるよう準備しま

す。/教育研究センター

教育委員会会議での主な意見

青少年自立未来塾について、指導者の確保は大変難しい課題であるが、教育委員会も積極的に関わり、やって

いただける人材の情報を共有していくことが大切だと思う。また、教育格差の是正はひとつの大きなテーマであ

り、貧しい子でも塾へ行けない子でもこういうところで学んで、高校受験に備えることができる体制づくりと数

学だけてなく英語を含め今後どのように事業を拡大していくかが大事である。

タブレット活用推進事業について、すでに昨年度、一部の学校で実施され検討課題が出ているが、今後、ほか

の学校に普及させる場合には、問題点あるいは課題をきちんと整理することが必要である。また、タブレットの

活用は授業の学習指導を円滑に進めていくためのツールであり、授業の中でどのように使用するか十分検討し、

公開していくことで広まっていくものと思う。また、教育委員会の中で、タブレットを新しい教育のツールとし

て全国で公演ができるくらいの専門家を育ててほしいと思う。

教育委員県外視察にて、小中一体型の義務教育学校を視察したが、小学校１年生から９年生までが同じ校舎で

学ぶことで、学びの連続性だけでなく、低学年が高学年を見て将来の自分の姿を投影したり、高学年が低学年の

面倒を見ていくことが可能になったり、子どもの発達段階において大きなメリットを感じた。その反面、小中学

校の先生間のコミュニケーションを醸成する必要があり、本市の場合は当面、中学校区内で小中の連携を進めて

いくことが必要と感じた。

第２節 豊かな心(徳)

２－１ 豊かな心の育成

施 策 事業名・担当部署 実 績

規範意識の向上

及び道徳性の育

成

・人権啓発推進事業

/男女共同参画センター・指導課

人権問題についての理解を深め、人権感覚を高める

ことを目的に、年間６回の制作会議を開催し「人

権・公民ノート」を制作し、市立中学校３学年全生

徒に配付しました。生徒が作成したコラムには18歳

選挙権等、タイムリーな話題や身近な人権課題につ

いての問題提起を掲載することで、社会科や道徳等



- 17 -

・ボランティア活動推進事業

/指導課

【再掲】掲載 19・25・35・40 頁

・道徳教育・人権教育の推進

/指導課

【再掲】掲載 31 頁

・障がい者福祉推進事業

/障がい事業課

で取り上げられるようにしました。また、人権教室

を４小学校で、人権講演会を３中学校で実施し、児

童生徒への人権意識の醸成を図りました。「人権週

間」には、市内市立中学校の生徒、63名が参加し、

街頭キャンペーンを行いました。夏休み前には、各

小中学校へ人権ポスターや人権作文の募集を呼びか

けるなど教職員、児童生徒への人権啓発を推進しま

した。

学校訪問を通じて、地域行事への参加等、ボランテ

ィア活動推進の指導・助言を行いました。小中学校

の児童生徒が、地域社会の一員として、地域の方と

共に学区の清掃活動を行ったり、吹奏楽部や合唱部

の児童生徒が地域のお祭りで演奏をしたりすること

を通して、豊かな心を育みました。年２回の道徳教

育研修会、年１回の人権教育研修会を行い、実践的

な内容を取り上げ、道徳教育の推進や教師の人権意

識の向上を図りました。

年２回の道徳教育研修会において、道徳の教科化に

向けて取り組むべきことや、授業改善に向けての具

体的な実践例を考えたことで、指導要領改訂の趣旨

を意識した校内研修や授業改善がみられました。年

１回の人権教育研修会を行い、障害者差別解消法と

学校教育について研修することで、今日的課題に対

する人権意識の向上を図りました。

「こころのバリアフリーハンドブック」を市内小学

校等 18 校の児童生徒等 2,408 名に配布しました。

生徒指導機能の

向上

・生徒指導推進事業

/指導課

【再掲】掲載 96 頁

各小・中学校における生徒指導担当教諭を対象に年

間３回の研修会を実施し、生徒指導体制の充実を図

りました。また、浦安市教育委員会内に設置してい

る「いじめ 110 番」専用電話では年間で 11 件の相談

を受理しました。「浦安市いじめ防止基本方針」の施

行に伴い、いじめの防止等のための対策及び相談機

関の周知を図るため、啓発用クリアファイルを作成

し、市立各小中学校に送付しました。
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○教育相談推進事業【再掲】

/指導課

◎小中連携・一貫教育の推進

【再掲】

/教育政策課・指導課・学務課

全小・中学校に 26 名のスクールライフカウンセラー

（ＳＬＣ）を配置し、児童・生徒の精神的な悩みの

発見や相談に対応し、健やかな学校生活が送れるよ

うに支援しました。相談件数は、小学校で 5,992

件、中学校では 3,786 件でした。小学校では、性

格・身体問題についての悩みが最も多く、1,815 件、

次いで対人関係が 1,495 件、学業・進路が 561 件、

家庭・親子問題が 428 件でした。小学校での好転解

消件数は、3,790 件でした。中学校では、性格・身体

問題についての悩みが最も多く、1,674 件、家庭・親

子問題が 392 件、対人関係が 361 件、学業・進路が

294 件でした。また、中学校での好転解消件数は

1,236 件でした。

「カリキュラムの指針」「小学校外国語活動への取

組」「教職員による相互の保育・授業参観」「小学校

高学年での一部担任制の実施」「防災教育」等につい

て各学校の実態および支援方法等を検討し、今後の

効果的な推進のための見直しを行いました。また、

各種研修会や学校訪問などを通して、活用について

助言・指導しました。浦安市幼・保・小・中連携の

日をはじめとする各中学校区の研修を支援し、取組

状況・重点目標、成果の把握を行いました。

＜今後の方向性＞

・人権啓発推進事業については、継続して人権啓発のため、「人権・公民ノート」の制作・配付や人権講演会、「人

権週間」街頭キャンペーンを行い、教職員ならびに生徒の人権啓発を推進していきます。/指導課

・ボランティア活動推進事業については、各小中学校がどのような取組を行っているのか実態を把握し、「豊かな

心」をさらに育むことができるように、各学校に対して、総合的な学習の時間や道徳教育、キャリア教育等の取

組の中で実施していきます。/指導課

・道徳教育・人権教育の推進については、道徳の教科化への移行期間であることを踏まえ、その趣旨や評価等に関

する周知、教員の指導力向上のための実践的な研修を行うとともに、学校訪問を通じて道徳の授業について助言

を行っていきます。人権教育では研修会を通じて児童・生徒や教職員の人権感覚や人権意識を高める研修を行っ

ていきます。/指導課

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

び教育相談の充実を一層推進します。また、「浦安市いじめ防止基本方針」の見直しを行い、本市におけるい

じめの防止、いじめの早期発見及びいじめへの対処のための対策の一環として、学校や家庭、地域と連携・協
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同した取組を実施したり、啓発物や広報等を活用したりして相談機関の周知を図るなど、いじめの防止等のた

めの対策を総合的かつ効果的に推進します。/指導課

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

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

・小中連携・一貫教育の推進については、学びをつなぐ教科別カリキュラム指針の活用を図るとともに、中学校

区ごとに幼稚園（認定こども園）・保育園・小学校・中学校の連携を推進し、就学前から義務教育９年間を見通

した学習指導を進め、学力の向上を図ります。/教育政策課・指導課・学務課

２－２ 情操を豊かにする教育の推進

施 策 事業名・担当部署 実 績

情操教育の推進 ・文化・芸術活動体験の推進

/指導課

○部活動推進事業

/保健体育安全課

【再掲】掲載 22・39・92 頁

・ふるさと浦安作品展の開催【再掲】

/郷土博物館

・浦安市子ども読書活動推進事業

【再掲】

/指導課・中央図書館

・ボランティア活動推進事業【再掲】

小学校対象の「こころの劇場」、小・中学校対象の

「音楽鑑賞教室」及び「音楽会」を開催し芸術活動

体験を推進し豊かな情操の育成を図りました。

部活動指導者を富岡小学校を除く小学校 16 校に 67

名、中学校９校に 120 名派遣することにより、児童

生徒の技能の向上を図ることができました。

「ふるさと浦安」に関する作品制作や研究により、

ふるさとを愛する気持ちを育てるため、作品展を開

催しました。小学校 17 校、中学校８校から延べ

1,224 作品の出展がありました。

小・中学校に 26 名の学校司書を配置しました。学

校司書による読み聞かせ、公立図書館司書による読

み聞かせ、公立図書館司書によるブックトーク・ス

トーリーテリングなど、子どもの読書活動の質を高

める取組を行っています。公立図書館から学校や保

育園等に出向いての読み聞かせ等は、年間で 1,219

回、延べ 27,206 名の子どもたちに実施しました。

図書館職員が出向くことで、子どもたちが図書館に

親しみを感じ、来館につながる効果が上がっていま

す。ただし、保育園については近年施設数が急増し

ているため、全園に出向くのは難しい状況になって

います。

学校訪問を通じて、地域行事への参加等、ボランテ
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/指導課

○児童サービス事業

/中央図書館

【再掲】掲載 54・63 頁

・児童集会事業

/中央図書館

【再掲】掲載 54・57・58・63 頁

・ハンディキャップサービス事業

【再掲】

/中央図書館

□ふれあい体験事業

/東野児童センター

・交通公園動物運営事業

/交通公園

ィア活動推進の指導・助言を行いました。小中学校

の児童生徒が、地域社会の一員として、清掃活動を

行ったり、吹奏楽部や合唱部の児童生徒が地域のお

祭りで演奏をしたりすることを通して、豊かな心を

育みました。

図書館全体の年間貸出数は 1,992,908 点で、そのう

ち児童書は 440,506 点を貸出しました。「えほんの

じかん」等集会事業は 792 回開催し、9,046 名の参

加がありました。また、学校や保育園等において、

27,206 名の子どもたちに読み聞かせなどを行いま

した。

児童文学研究者を招き「子どもの本の講座」を開催

しました。また、簡単な科学の実験、工作を行う

「科学で遊ぼう」を開催し、併せて 154 名の参加が

ありました。

図書館への来館が困難な方への宅配サービスを

303 件実施したほか、活字資料をそのままの形では

利用できない利用者向けの資料を作成しました。

小学５、６年生から中学生、高校生を対象に夏休み

に５回実施しました。まず助産師から「命の大切

さ」、妊娠、出産の適齢期、育児に関する正しい知

識についてご指導いただき、その後、児童センター

の子育て支援事業「赤ちゃんサロン」に参加して赤

ちゃんと触れ合い、子育て中の母親から話を聞くこ

とで将来の自分について考える機会を提供しまし

た。合計 74 名の参加がありました。

平成 28 年度動物ふれあい利用者数は、62,713 人で

した。

＜今後の方向性＞

・文化・芸術活動体験の推進については、今後も劇団四季による「こころの劇場」や、ニューフィルハーモニー

オーケストラ千葉による「音楽鑑賞教室」を実施し、プロによる優れた芸術にふれることで豊かな感性を育む

とともに、「小・中学校音楽会」では中学校区ブロックごとに日頃の文化活動の成果を発表し、文化・芸術体験
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の推進を図っていきます。/指導課

・部活動推進事業については、心豊かでたくましい生徒を育成するため、市民スポーツ課やスポーツ関係団体と

の連携を強化することにより外部指導員の確保に努め、外部指導員の積極的な活用や備品の整備・充実を図

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

部活動の充実を図るため、専門的な技能を備えた指導者を必要とする小中学校に、計画的に指導者を派遣し、

部活動の振興を図ります。また、26 年度に策定した「安全で適切な部活動運営の指針」をもとに、今後の部活

動の在り方及び学校職員としての部活動指導員の導入について検討を進めます。/保健体育安全課

・ふるさと浦安作品展の開催については、年々出展作品の完成度が上がり、また、１年で研究が終わらずに次の

年も同じテーマで研究に取り組むなど、積み重ねが見られる作品が増えている傾向から、児童生徒のふるさと

を愛する気持ちを育てる取組として充分な効果が得られていると思われます。今後も博物館活用推進委員会を

はじめ、市内各小中学校と連携して内容の充実・参加促進に努めていきます。/郷土博物館

・子ども読書活動推進事業については、浦安市子ども読書活動推進計画（第二次）に基づき、小・中学校の学校

図書館の環境整備と図書資料の充実に努めています。読書を通して豊かな心を育てるため学校司書作成の良書

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

公立図書館の連携を深め、計画的に読書活動の推進を図ります。/指導課

・ボランティア活動推進事業については、総合的な学習の時間や道徳教育、キャリア教育等の取組、学校行事等

を通して実施していきます。/指導課

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

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

ていきます。/中央図書館

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

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

図書館

・ふれあい体験事業については、今後も小学５年生から中高生を対象に「命の大切さ・妊娠・出産・育児」につ

いて助産師から話を聞き、赤ちゃんとふれあう体験を継続事業として実施していきます。/東野児童センター

・交通公園動物運営事業では、例年どおり、モルモットのふれあいやポケットモンキーのえさやり、ポニー乗馬

及びヤギ・カンガルー・カピパラ・魚類・爬虫類などの展示により動物とのふれあいを実施することにより、

情緒豊かな優しい心を育むための手助けとします。/交通公園

教育委員会会議での主な意見

文化・芸術活動体験の推進について、小・中音楽鑑賞教室実施報告にあった「鑑賞マナー」に関して、事前に

十分指導している点に感心した。感動や感謝、拍手のタイミングなどは本当に聞いた人しか分からない。鑑賞教

室で直に音楽に触れて育つと、感動の共有や、共感することで文化が受け継がれていくものであり、このような

ことを市で行っているのは素晴らしいことである。
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第３節 健やかな体(体)

３－１ 体力の向上と健康・安全教育の推進

施 策 事業名・担当部署 実 績

体力向上の推進 ・体力向上推進事業

/保健体育安全課

【再掲】掲載 92 頁

○部活動推進事業【再掲】

/保健体育安全課

・浦安スポーツフェア

/市民スポーツ課

【再掲】掲載 71・73 頁

・東京ベイ浦安シティマラソン大会

/市民スポーツ課

【再掲】掲載 71・72 頁

体力向上推進校として小学校４校、中学校２校を指

定しました。このことにより、平成 22 年度から継続

してきた本事業について、市内すべての小中学校の

指定をすることができました。各学校がそれぞれの

体力向上推進計画に沿った取組を実施しましたが、

推進校との情報共有を行うことで、さらに指導法の

工夫改善に努めることができました。

部活動指導者を富岡小学校を除く小学校 16 校に 67

名、中学校９校に 120 名派遣することにより、児童

生徒の技能の向上を図ることができました。

約 15,000 名のご参加をいただき、26 種目のスポーツ

を通して、スポーツの振興、普及、また、市民相互

の親睦を深めることができました。28 年度について

は、東京オリンピック・パラリンピック推進事業の

一環として競技種目「テコンドー」をステージ上で

紹介しました。

10km、３km、ハーフの部の全 3種目を開催しまし

た。6,594 名の方々に参加を頂き、スポーツの振興、

体力づくりのきっかけとすることができました。

健康・安全教育

の推進

・保健教育の充実

/保健体育安全課

・食育の推進

/保健体育安全課・学校給食センター・

指導課

・交通事故防止対策の充実

薬物乱用防止教室を全小中学校で実施し、「いのち」

の教育に関する講演会を全小中学校(小学校 17 校、

中学校９校)で実施しました。

学校訪問を通じて、学級活動や家庭科の学習指導・

助言を行い継続的に食育の推進を図るように努めま

した。学校保健委員会による、食に関する指導を小

学校８校８回実施、また、学校栄養職員が家庭科等

の学習支援を中学校２校３回、小学校８校 18 回実施

し、食育を推進しました。

交通整理員を９か所に 14 名配置しました。また、小
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/保健体育安全課・交通安全課

【再掲】掲載 40・93 頁

学校１年生対象の交通安全教室を 17 回(1,516 名参

加)、小学校３年生対象の自転車交通安全教室を 17

回(1,553名参加)実施しました。通学路の安全確保の

ため、通学路検討会を２回実施しました。

防災教育の推進 ・防災教育の推進

/保健体育安全課・指導課

【再掲】掲載 41・94 頁

・防災体験講座の開催

/公民館

【再掲】掲載 41 頁

児童生徒が浦安市の災害の特性に触れることができ

るよう、本市の災害の様子や復興への道のりの記録

等の防災課等が作成した東日本大震災の資料等を素

材として取り上げている「防災教育指導資料」の活

用について周知するとともに、学校区合同避難訓

練・引き渡し訓練などの実践的行動に結びつく防災

教育を各学校で実施しました。

市民の防災意識を高めるため、パッククッキングや

防災講座など３事業９回実施し、延べ 93 名が参加し

ました。

＜今後の方向性＞

・体力向上推進事業については、引き続き体力向上推進校の指定を行い、学校体育に係る研究を推進して、各学

校間の情報共有を密にし、各小中学校の児童生徒の一層の体力の向上を図ります。/保健体育安全課

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

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

た、東京オリンピック・パラリンピック種目を取り入れ、機運を高めていきます。/市民スポーツ課

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

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

・保健教育の充実については、多様化・深刻化する児童生徒の健康課題の解決に向けて、各学校で策定した学校

保健計画に基づき、計画的・組織的に保健教育を推進します。また、児童生徒が「いのち」に関する諸問題に

対して必要かつ適切な行動がとれるよう、助産師、産婦人科医等専門家の外部講師によるいのちの教育推進に

取り組むほか、学校保健委員会を中心として、学校医等の地域医療機関との連携を深め、次年度以降も全校で

の実施に向け、学校･保護者･地域が一体となって健康教育を推進します。/保健体育安全課

・食育の推進については、引き続き、学校栄養職員による学校訪問や学習支援等を通して、児童生徒に食の大切

さを説いて、食への理解を深めていきます。/学校給食センター

・交通事故防止対策の充実については、通学路の安全対策として、引き続き、交通安全上配慮を要する交差点に

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

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

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

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

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

した避難訓練の実施の徹底を図ることにより、実践的行動に結びつく防災教育を推進します。/保健体育安全課
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・防災体験講座の開催については、各家庭でできる防災対策や自らの安全を守るための能力を身に着ける防災教

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

は防災課との連携・協力も含め検討していきます。/公民館

第４節 豊かなかかわり(参画・交流)

４－１ 社会の一員としての資質の育成

施 策 事業名・担当部署 実 績

体験活動・ボラ

ンティア活動の

推進

・「浦安市民の森」活用事業

/環境保全課・指導課

【再掲】掲載 28・62 頁

◎ふるさとうらやす立志塾の開催

/指導課

【再掲】掲載 36・61 頁

□◎ふるさとうらやす自立塾の開催

/指導課

【再掲】掲載 62 頁

小学５年生を対象の林間学校では、３校（235 名）が

「浦安市民の森」の散策や地元の方の指導によりま

き割り等の体験活動を行いました。また、市内在住

の小学生以上を対象に、「森林と親しむ講座」を開催

し、地元の方の指導により、参加者 34 名に対し森林

整備体験の機会を提供しました。

各中学校長から推薦を受けた学校のリーダーとして

活躍する意欲のある中学２年生 26 名が参加し、市内

及び県外での全４回６日間の研修を行いました。８

月 17 日～18 日(１泊２日)には福島県いわき市、福島

県双葉郡広野町でのふたば未来学園高校との交流等

の研修会を実施し、同世代のリーダーの活動から学

ぶとともに、改めて自分たちにできることを考える

ことで、ふるさとうらやすへの理解と愛着を深める

とともに、リーダーとしての自覚や資質能力を高め

ました。平成 23 年度より開催しており平成 28 年度

は６回目の開催となりました。

各小学校から選出された山村での自立した生活をす

る意欲のある小学６年生 32 名が参加し、８月 24 日

～29 日(５泊６日)に長野県大町市にある山村留学セ

ンターで研修会を実施しました。この研修をとおし

教育委員会会議での主な意見

浦安スポーツフェア 2016 について、雨天にもかかわらず約 15,000 人もの来場者があった。また、参加者に怪

我をされた方もいたようで、今後救護体制について検討してほしい。

東京ベイ浦安シティマラソン大会について、ランナーとして３キロの部に参加した。天候にも恵まれ、快適に

走れたのは、諸団体の協力やそれを適切に組織化した実行委員会や担当部署のおかげであることを改めて実感し

た。
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・キャリア教育の推進【再掲】

/指導課

・消費生活出前講座

/消費生活センター

・ボランティア活動推進事業

【再掲】

/指導課

・ジュニアリーダー研修会

/青少年課

てふるさとうらやすへの理解と愛着を深めるととも

に、忍耐力やコミュニケーション能力、自立心等を

高めました。

キャリア教育研修会を年２回実施しました。第１回

は講師を招へいし、キャリア教育の重要性・必要性

について、第２回は、次期学習指導要領の方向性に

ついて研修を行いました。また、各小・中学校にお

いては、職業調べや体験学習等を実施し、中学校区

ごとにキャリア教育モデルプランの見直し・作成を

行うとともに、職業調べや職場見学、職場体験学習

等を実施しました。中学校の全ての学校において、

２日間の日程で、市内の事業所を中心に、職場体験

を実施しました。

平成 28 年５月６日に順天堂大学医療看護学部の学生

200 人を対象に、また、平成 29 年３月 30 日に明海大

学新入生 800 人を対象に「若者が巻き込まれやすい

消費者トラブル」についての講演を実施しました。

更に、市民 20 人を対象に平成 28 年 10 月 22 日に

「青少年の消費についての危機管理意識を高める」

消費者教室の開催、市民 50 人を対象に平成 29 年１

月 14 日に「高齢者の方や障がい者の方の消費者被害

を防止するための講演会と地域による見守り体制構

築についての意見交換会の開催、市民 50 人を対象に

平成 29 年２月 22 日に「高齢者がみまわれる悪質商

法トラブル」の講座を開催しました。

学校訪問を通じて、地域行事への参加等、ボランテ

ィア活動推進の指導・助言を行いました。小中学校

の児童生徒が、地域社会の一員として、清掃活動を

行ったり、吹奏楽部や合唱部の児童生徒が地域のお

祭りで演奏をしたりすることを通して、豊かな心を

育みました。

市内の小学校４～６年生を対象に、異なる学校や世

代の子どもたちと、さまざまなテーマでの学習や、
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【再掲】掲載 61・84 頁

○青少年リーダー養成事業

/青少年課

【再掲】掲載 60・64・84 頁

・若者のための夏休みボランティア

/協働推進課

・「浦安市学生防犯委員会Ｖ５」によ

る学生防犯ボランティア活動

/防犯課

・青少年体験事業

/公民館

【再掲】掲載 59 頁

○うらやすこども大学

/生涯学習課

【再掲】掲載 62 頁

友達や研修会の講師などの多様な人との触れ合いを

通して、表現力、受容力、行動力を養うことを目標

として、研修会を実施しました。６月 11 日～12 月 4

日で年間８回の研修会を実施し、研修生 38 名が受講

しました。

主に中学生を対象に、野外料理、キャンドルファイ

ヤー、ボランティア体験、ＡＥＤの知識などの講習

会を５月 22 日～平成 29 年３月 12 日の期間に 10 回

開催し、青少年リーダーの育成を図りました。研修

生 29 名が受講しました。

市内在住・在学の中学生から 20 代までの方が社会貢

献活動について学べるよう、夏休みの期間に、市民

活動団体が行う活動を体験する事業を実施し、平成

28 年度は 277 名が参加しました。

市内の高校４校・大学３校で組織する「浦安市学生

防犯委員会Ｖ５」による学生防犯ボランティア活動

として平成 28 年度は防犯キャンペーン・啓発活動の

実施５回、県・県防犯協会協力活動他３回、定例会

議の実施７回、自校での啓発活動（通年）を実施

し、計約 350 名が参加しました。

学校の休業日や週末を利用した体験・交流の場づく

りとして、ものづくり体験、サイエンス体験、自然

体験、キャリア学習など 166 事業 370 回実施し、延

べ 9,152 名が参加しました。

平成 25 年度に企画政策課が試験的に実施し、教育委

員会では、平成 26 年度より、毎年８月から 12 月まで

の期間に全７回、市内の３大学(明海大学・了徳寺大

学・順天堂大学)及び、包括協定大学等の協力のも

と、専門性の高い知識や技術を学び体験する、うらや

すこども大学を開校し、市内在住の小学４年・５年生

を対象に実施し、の児童 48 名が参加しました。多く

の児童が興味や関心を持って参加し、積極的に質問す
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○少年少女洋上研修事業

/青少年課

【再掲】掲載 59 頁

るなど意欲の高さが伺えました。また、４年生につい

ては、アンケートに次年度の講義内容の要望について

記入する児童も多くいました。

小学校６年生と中学生を対象に、あらためて自分を

見つめ直し、新しい自分をつくることを目的に、平

素体験することのない洋上での生活やラフティング

やナイトハイク等の自然体験を通じた様々なグルー

プワーク研修を行い、「人とのふれあい」や「体験活

動を通したグループでの協力」などを経験し、学ぶ

機会を提供しています。平成 28 年度は、８月 18 日

～22 日に北海道日高町などで実施を予定していまし

たが、台風の影響で中止となりました。

環境教育の推進 ・三番瀬を活用した環境学習の推進

/郷土博物館・指導課・環境保全課

【再掲】掲載 36・80 頁

・環境アドバイザー・浦安エコチャ

レンジを活用した環境学習の推進

/環境保全課・指導課

・「浦安市民の森」活用事業【再掲】

/環境保全課・指導課

・みどりのネットワーク事業

/みどり公園課

市民団体が実施する、干潟観察会や野鳥カウント会

等の三番瀬を活用した環境学習への協力（後援）を

行いました。また、学芸員講座として、「魚の体を調

べよう」（11 名参加）、「海の日イベント 三番瀬の生

き物タッチプール」（自由見学）など、間接的に三番

瀬を活用する事業を実施しました。

環境アドバイザー（平成 28 年度末現在登録者数 10

名）による学習プログラムを、49 件行いました。ま

た、環境学習教材「浦安エコチャレンジ」を活用し

た学習を 12 件行いました。その結果、環境への意識

を持ち行動できる人材の育成を図れました。

小学５年生を対象に「浦安市民の森」等を活用した

林間学校を３校(235 名)で実施し、散策や体験活動を

通して自然の大切さ、素晴らしさを学びました。ま

た、市内在住の小学生以上を対象に、「森林と親しむ

講座」を開催し、参加者 34 名に対し「浦安市民の

森」を散策するなど広域的な自然体験の機会を提供

しました。

弁天ふれあいの森公園において田んぼの代かき、田

植え、自然観察などの参加型の環境体験学習を６回

実施しました。子どもたちに自然に触れる機会を提
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・生命（いのち）と育ちの森プロジ

ェクト【浦安絆の森整備事業】

/みどり公園課

◎学校教育における植物工場活用推

進事業【再掲】

/指導課

供することで、地環境保全の大切さを感じてもらう

とともに、ふるさと意識の醸成を図りました。

小学校３校、幼稚園３園、保育園２園を対象に「小

さな実、ドングリから森をつくろう！」を実施しま

した。小学校や幼稚園で３年間育成させた苗の植樹

指導を実施し、「実、ドングリ」からの苗づくりや子

どもたちによるポット苗の育成や植樹等を行い、森

づくり活動による「ふるさと」意識の醸成を図りま

した。

設置校である入船中学校において、理科教育や環境

教育、委員会活動等を通じた生徒の自主的活動を充

実させるために活用を進めました。隣接する入船小

学校にはワゴン型植物工場を貸し出し、活用策と教

材開発を検討しました。また、児童生徒科学作品展

や、世界一行きたい科学広場ｉｎ浦安でワゴン型植

物工場展示し、広く市民に周知しました。

＜今後の方向性＞

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

能な活動が必ずしも学校の要望（農業体験の実施や分宿、ものづくり体験や雨天行程の充実等）と一致してい

ない状況であったこと、平成27年度の浅間山噴火の影響もあったことから、林間学校で「浦安市民の森」を活

用した小学校は３校となりました。「浦安市民の森」が江戸川の最上流に位置し、その水を生活用水として浦安

市民が活用していることを踏まえ、「浦安市民の森」と環境学習を結び付けた自然体験活動の充実により、同事

業の継続的な活用を図っていきます。/環境保全課・指導課

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

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

育成を図るため、研修の充実に取り組んでいきます。/指導課

・キャリア教育の推進については、中学校区ごとのモデルプランを作成し、小・中学校の連携を図ることで、系

統的なキャリア教育を推進していきます。/指導課

・消費生活出前講座については、消費者トラブルを未然に防止し、市民一人ひとりが自主的かつ合理的な消費行

動をとることができるように、子どもから高齢者まで各年代の特性に応じた消費者教育を推進する方策の一つ

として出前講座を更に活用していく方針です。/消費生活センター

・ボランティア活動推進事業については、総合的な学習の時間や道徳教育、キャリア教育等の取組の中で実施して

いきます。/指導課

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

全育成を図っていきます。/青少年課
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・青少年リーダー養成事業については、心豊かなリーダーの育成を目的とし、受講生の獲得を図りながら、継続し

て実施していきます。/青少年課

・若者のための夏休みボランティアついては、若者が社会貢献活動を学べる場を提供するため、次年度以降も引

き続き事業を実施していく予定です。/協働推進課

・「浦安市学生防犯委員会Ｖ５」による学生防犯ボランティア活動について、次年度以降も、安全で安心なまちづ

くりのために継続して実施していきます。/防犯課

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

動、地域の団体や公民館サークル等の協力も得ながら実施し、広い視野を持った心身ともに健全な青少年の育

成を目指します。/公民館

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

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

いただき実施していきます。/生涯学習課

・少年少女洋上研修事業については、洋上での生活及び自然体験活動を通じて引き続き青少年の健全育成を図り

ます。/青少年課

・三番瀬を活用した環境学習の推進については、環境学習活動や自然体験の場として三番瀬の水辺環境を活用

し、環境を大切にする心やふるさと意識をはぐくむためネイチャーゲームやリサイクル工作などの学習プログ

ラムや学習支援を推進します。/指導課

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

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

全課

・学校教育における植物工場活用推進事業については、教育的効果を検証するとともに、設置校が市内１校とい

う状況について、教育機会の均等の観点から今後の方向性を検討します。/指導課

４－２ 豊かなかかわりとコミュニケーション能力の向上

施 策 事業名・担当部署 実 績

教育活動を通じ

た豊かな人間関

係づくり

・異学年交流活動の充実

/指導課

・豊かな人間関係づくりの推進

/指導課

学校訪問や研修会を通じて、市立各小・中学校の異

学年交流の取組について、指導や支援を行いまし

た。小学校 17 校、中学校９校、幼稚園・認定こども

園 14 園において、校内、園内での異学年交流や幼保

小中間での交流の充実を図りました。交流を行うこ

とにより、上級生には自立の気持ちが芽生え、下級

生は上級生の良いところを吸収しようとする姿が見

られました。

県教育委員会が作成した「豊かな人間関係づくり実

践プログラム」を各校に周知し、小・中学校10校で

実施しました。
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・浦安市子ども読書活動推進事業

【再掲】

/指導課・中央図書館

◯幼・保・小・中連携教育の推進

【再掲】

/指導課・保育幼稚園課

・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

全小・中学校に26名の学校司書を配置しました。学校

司書による読み聞かせ、公立図書館司書による読み聞

かせ、公立図書館司書によるブックトーク・ストーリ

ーテリングなど、子どもの読書活動の質を高める取組

を行いました。公立図書館から学校や保育園等に出向

いての読み聞かせ等は、年間で1,219回、延べ27,206

名の子どもたちに実施しました。図書館職員が出向く

ことで、子どもたちが図書館に親しみを感じ、来館に

つながる効果が上がっています。ただし、保育園につ

いては近年施設数が急増しているため、全園に出向く

のは難しい状況になっています。

幼・保・小・中連携教育担当者会議を年 1 回開催

し、推進の留意点や効果について講師の助言や指導

をいただき、各中学校区で挙げている「今年度の取

組及び課題」について中学校区ごとに情報交換を行

いました。「遊びを通した学び」から「教科学習」へ

の円滑な移行を目指し、小学校入学に向けた意識を

高める「アプローチカリキュラム」、幼児期の学びを

生かした「スタートカリキュラム」について具体的

な園児、児童の姿をとらえ、例を示した「アプロー

チ・スタートカリキュラム」のリーフレットを作成

しました。

県立浦安高等学校・市立浦安中学校区では、体育学

習についての相互授業参観を行い、各学校種の発達

段階における学習課題について共通認識を持つこと

ができました。

「カリキュラムの指針」「小学校外国語活動への取

組」「教職員による相互の保育・授業参観」「小学校

高学年での一部担任制の実施」「防災教育」等につい

て各学校の実態および支援方法等を検討し、今後の

効果的な推進のための見直しを行いました。また、

各種研修会や学校訪問などを通して、活用について

助言・指導しました。浦安市幼・保・小・中連携の
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・道徳教育・人権教育の推進

【再掲】

/指導課

日をはじめとする各中学校区の研修を支援し、取組

状況・重点目標、成果の把握を行いました。

年２回の道徳教育研修会、年１回の人権教育研修会

を行い、実践的な内容を取り上げ、道徳教育の推進

や教師の人権意識の向上を図りました。

交流及び協働を

通じた豊かなか

かわり

・福祉教育の推進

/教育研究センター・指導課

【再掲】掲載 61 頁

○まなびサポート事業の推進

【再掲】

/教育研究センター・学務課

◎地域とともに歩む学校づくり推進

事業

/教育政策課・指導課・生涯学習課・

公民館

【再掲】掲載 38・62・84 頁

○青少年交流活動センター管理運営

事業

福祉に関する体験学習等を通して、地域に住む誰も

が幸せに暮らしていくためには何をしたらいいのか

考えるとともに、意識し行動するなど、地域の実情

に合った福祉教育を推進し、福祉に関する理解を深

めました。また、第３回特別支援教育コーディネー

ター研修会において、「こころのバリアフリーハンド

ブック」を配付し、福祉教育の推進を図りました。

（幼稚園・認定こども園・保育園・小学校・中学校

の教員 48 名参加）

社会性やコミュニケーション能力の向上を図ること

を目的に、日々の心理・行動面についての相談やつ

まずきの特徴についての助言を行いました。また、

個別の教育支援計画・個別の指導計画の作成や活用

により、一人一人の教育的ニーズに応じた支援の充

実を図り、どの子もわかる授業づくりやどの子も安

心して居場所のある学級づくりができるよう指導・

助言を行いました。（相談回数 905 回）

地域と学校の連携をより深め、推進するため、学校

長の推薦により委嘱した学校支援コーディネーター

を小学校 16 校に 20 名、中学校９校に 13 名、小中兼

任で３名、合計 36 名配置し、９つの学校支援地域本

部を設置しました。また、学校支援コーディネータ

ーの役割や中学校区の活動、先進事例の紹介等を内

容とする研修会（交流会）を年３回開催（のべ 163

人が参加）し、中学校区内外の連携を深め、今後の

活動に資する研修とすることができました。

青少年交流活動センター (通称：うら・らめ～る)

は、学校・青少年団体・一般の方を対象とし、主に
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/青少年課

【再掲】掲載 60 頁

○青少年館運営管理事業

/青少年課

【再掲】掲載 59 頁

○青少年交流施設管理運営事業

/青少年課

【再掲】掲載 60 頁

・少年の広場管理運営事業

/青少年課

【再掲】掲載 60 頁

○こどもの広場運営事業

/青少年課

【再掲】掲載 48 頁

青少年の交流や団体生活を通じて青少年の健全な育

成を図るための宿泊型研修施設です。宿泊者数 6,572

名、宿泊以外 27,746 名、合計 34,318 名が利用しま

した。

青少年の仲間づくりや青少年同士の交流を行える場

及び青少年が自発的に学習、趣味等の活動が行える

場を提供することにより、青少年の健全育成を図り

ました。開館日数は 298 日、小学生 24,248 名、中学

生 16,463 名、高校生 11,047 名、23 歳未満 3,068

名、その他 9,914 名、合計 64,740 名が利用しまし

た。

青少年を主体に幼児から高齢者まで、就学者・勤労

者を問わず、どなたでも気軽に受講できる各種カル

チャー教室を開催しており、施設内では、青少年が

自由に集え、仲間たちと楽しく会話できる場所とし

て、「青少年交流広場」を無料開放しています。青少

年交流広場6,878名、スタジオ貸出1,379名、各種講

座22,189名、自主事業801名、合計31,247名が利用し

ました。（一般利用者除く）

開催場所：新浦安マーレカルチャープラザ内

18 歳までを対象とした、今川にある市内で唯一の宿

泊ができるキャンプ場です。市内の子どもたちの体

験活動の促進につながり、心身ともに健全な青少年

の育成を図ることを目的として設置しています。ま

た、ボーイスカウトやガールスカウトなどの定期利

用団体がおり、68 団体、計 2,613 名の方が利用しま

した。

既製遊具を中心とした従来の公園とは異なり、子

どもたちが自由な発想の中で、想像力を働かせ、

冒険心を育み、自立性や社会性を高めることを目

的として整備したものです。子ども達が自由な発

想で遊ぶことで、自立性や社会性を高めることと

考えています。
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◎放課後異年齢児交流促進事業

/青少年課

【再掲】掲載 59・94 頁

○児童育成クラブ管理運営事業

/青少年課

【再掲】掲載 90 頁

・少年親善スポーツ大会

/青少年課

【再掲】掲載 60・73 頁

「放課後の居場所」として実施している放課後異年

齢児交流促進事業については、小学生を対象とし、

児童が通い慣れた学校を「遊び場」として確保し、

遊びを通じた異年齢間の交流を促進することによっ

て、子どもたちの創造性や自主性、社会性を養い、

児童の健全育成を図ることを目的に行いました。

東、日の出、南、明海、入船、北部、富岡、日の出

南、明海南、美浜北小学校（夏季休業期間のみ全

校）及び放課後児童交流センターで実施し、計

84,754 名が利用しました。

市内 17 児童育成クラブ（民間事業者等：16 クラブ、

運営委員会：1 クラブ）で実施し、平成 28 年５月１

日現在の入会児童数は 2,082 名でした。

小学校４～６年生を対象に、スポーツを通して青少

年の健全育成を図ることを目的として実施していま

す。20 チーム計 271 名が参加しました。

＜今後の方向性＞

・異学年交流活動の充実については、学校訪問等を通じて、各小・中学校、幼・こども園の異学年交流活動の取

組状況を把握し、啓発を進めることで、多様な異学年交流活動の一層の充実を図ります。/指導課

・豊かな人間関係づくりの推進については、県教育委員会が作成した「豊かな人間関係づくり実践プログラム」

をはじめ、ソーシャルスキルトレーニングの資料提供や研修会の実施により、豊かな人間関係づくりの推進を

図ります。/指導課

・浦安市子ども読書活動推進事業については、保・幼・小・中連携の一つとして、読み聞かせを通した園児・児

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

・幼・保・小・中連携教育の推進については、それぞれの子どもの発達段階を意識し、中学校区ごとの連携教育

を推進します。/指導課・保育幼稚園課

・中・高連携教育の推進については、市内の高等学校との連携を今後も継続していきます。さらに、中学生・高

校生との交流会をとおして、中学生、高校生同士が、一つのテーマについてディスカッションする機会を設け

ることで、さらなる連携を深めていきます。/指導課・教育政策課

・小中連携・一貫教育の推進については、学びをつなぐ教科別カリキュラム指針の活用を図るとともに、中学校

区ごとに幼稚園（認定こども園）・保育園・小学校・中学校の連携を推進し、就学前から義務教育９年間を見通

した学習指導を進め、学力の向上を図ります。/教育政策課・指導課・学務課

・道徳教育・人権教育の推進については、道徳の教科化への移行期間であることを踏まえ、考え議論する道徳へ

の転換について実践的な研修を行うとともに、学校訪問を通じて道徳の授業について助言を行っていきます。
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人権教育では研修会を通じて児童・生徒や教職員の人権感覚や人権意識を高める研修を行っていきます。/指導

課

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

した取組を紹介し、情報を共有しながら、地域の実情に合った福祉教育の推進を図ります。/教育研究センタ

ー・指導課

・まなびサポート事業については、特別な教育的支援を必要とする子ども一人一人の教育的ニーズに応じた指

導・支援が適切に行えるよう、学校・園・保護者の相談を丁寧に行い、引き続き合理的配慮の提供に努めま

す。また、個別の指導計画や個別の教育支援計画の作成および活用により、教育的ニーズに応じた支援の充実

を図ります。どの子もわかる授業づくりやどの子も安心して居場所のある学級づくりができるよう、指導課と

連携して教職員への指導の充実を図ります。さらに、一人一人の教育的ニーズに応じた多様な学びの場の充実

を図るため、特別支援学級や通級指導教室の整備を計画的に進めます。/教育研究センター

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

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

よる学校支援の体制を整えます。また、公民館がもつ地域資源や公民館サークルの情報提供やコーディネー

ト・スキルの助言等の側面支援に努めます。また、学校と地域の連携・協働を推進するため学校運営協議会の

設置や地域学校協働本部への移行について、調査・研究を進めます。/教育政策課・指導課・生涯学習課・公民

館

・青少年交流施設管理運営事業については、引き続き各種講座の実施や、青少年の居場所づくり等を通して青少

年の健全育成を図ります。/青少年課

・少年の広場管理運営事業については、ボーイスカウトやガールスカウトなど、少年の広場の目的に沿った定期

利用団体の増加がみられており、市内で唯一の宿泊ができるキャンプ場ということで、市内の子どもたちの体

験活動の促進につながっているため、今後も継続して実施していきます。/青少年課

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

しを行っていきます。/青少年課

・放課後異年齢児交流促進事業については、夏季休業期間のみの実施校であった７小学校についても、平成 29 年

度の２学期から通年実施を行います。これにより、市内全小学校での通年実施が達成されます。児童育成クラ

ブ管理運営事業については、今後も入会児童数が増加することが予想され、教育委員会等の関係機関との連携

を図りつつ、児童育成クラブの拡充を検討していきます。また、両事業の連携を検討し、全ての児童が分け隔

てなく同じ活動をすることができるなど、子どもたちが、より利用しやすい事業展開を図ります。/青少年課

・少年親善スポーツ大会については、スポーツを通して他の学校の児童と親睦を図ることや、健康的な体力づく

り、協調性や仲間との友情を育む効果があるため、今後も継続して実施していきます。/青少年課

教育委員会会議での主な意見

ふるさとうらやす立志塾などと青少年課で実施している事業の違いについて、明確にする必要がある。それぞ

れに学校のリーダーとして活躍する意欲のある中学生など、対象や目的を挙げているので、今後、その辺りの違

いをどのように考えるのか、検討が必要である。

三番瀬を活用した環境教育の推進については、海に囲まれている浦安の特性を考えると、海に対する関心を持
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第５節 郷土愛(誇り)

５－１ ふるさと浦安の歴史・文化への理解の向上

施 策 事業名・担当部署 実 績

ふるさと浦安の

歴史・文化の理

解に関する教育

の充実

・郷土博物館の活用の推進

/郷土博物館

・ふるさと浦安の歴史・地域学習の充

実

/指導課

【再掲】掲載 81 頁

・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】

「博物館活用の手引き」に基づき博学連携に取組、

学校教育での博物館利用を推進し、209 回、延べ

9,326 名の学校利用がありました。また、夏休みに

はふるさと浦安相談会を行いました。そのほか、郷

土理解を深める事を目的に土日を中心とした体験学

習を年間通じて館内・館外を合わせて 40 回開催し

1,120 名の参加がありました。様々な体験学習を実

施することで、普段の生活とは違った郷土文化に触

れる機会を提供し、参加者の郷土愛を育むことがで

きました。

社会科副読本を活用した小学３・４年生の社会科学

習を通し、地域の理解を深め、ふるさと浦安に対す

る誇りや愛情を育みました。社会科副読本・同指導

書の改訂委員会議を９回開催し、平成 30 年度版の

発行へ向けた改訂作業を行いました。合わせて、指

導書の改訂作業を行い、指導者が、子どもたちに、

ふるさと浦安への郷土愛を一層育むことができる内

容となるよう配慮しました。

「ふるさと浦安」に関する作品制作や研究により、

ふるさとを愛する気持ちを育てるため、作品展を開

催しました。小学校 17 校、中学校８校から延べ

1,224 作品の出展がありました。また、作品展を充

実させる取組として、学習支援のためのふるさと浦

安相談会（延べ 10 回）を実施し、また、各校の郷

土博物館活用推進委員を通じ児童・生徒へ周知及び

参加への声掛けを行いました。

学校訪問を通じて、地域行事への参加等、ボランテ

たせることが、やりやすい題材ではないかと思う。指導課において、理科や社会科の学習の中で、環境問題とし

て三番瀬を位置付けることもできるのではないか。学校の教材として、この三番瀬をうまく使うことができると

良い。
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/指導課

・三番瀬を活用した環境学習の推進

【再掲】

/郷土博物館・環境保全課・指導課

◎ふるさとうらやす立志塾の開催

【再掲】

/指導課

ィア活動推進の指導・助言を行いました。小中学校

の児童生徒が、地域社会の一員として、清掃活動を

行ったり、吹奏楽部や合唱部の児童生徒が地域のお

祭りで演奏をしたりしました。

７月 22 日に群馬県高崎市立倉渕小学校の５年生が

10 名訪問し、博物館と三番瀬において環境学習を行

いました。また、学芸員講座として、「魚の体を調

べよう」（11 名参加）、「海の日イベント 三番瀬の

生き物タッチプール」（自由見学）など、間接的に

三番瀬を活用する事業を実施しました。

各中学校長から推薦を受けた学校のリーダーとして

活躍する意欲のある中学２年生 26 名が参加し、市

内及び県外での全４回６日間の研修を行いました。

８月 17 日～18 日(１泊２日)には福島県いわき市、

福島県双葉郡広野町でのふたば未来学園高校との交

流等の研修会を実施し、同世代のリーダーの活動か

ら学ぶとともに、改めて自分たちにできることを考

えることで、ふるさとうらやすへの理解と愛着を深

めるとともに、リーダーとしての自覚や資質能力を

高めました。平成 23 年度より開催しており平成 28

年度は６回目の開催となりました。

国際理解教育の

推進

・国際理解教育の推進

/指導課

○英語教育推進事業【再掲】

/指導課

学校訪問や要請訪問、研修会などを通じて小学校の

外国語活動、中学校の英語教育、総合的な学習の時

間等の学習の指導助言を行い、国際理解教育を推進

しました。小学校では、総合的な学習の時間で諸外

国について調査し、発表活動を行ったり、中学校で

は、ＡＬＴが英語の授業等で自国の文化や食事を紹

介したりしました。

各小・中学校に 22 名のＡＬＴ、小学校にＡＬＴコ

ーディネーター１名を派遣し、外国文化の理解及び

英語によるコミュニケーション能力の育成を図りま

した。小学校１～４年生では、浦安市外国語活動学

習プログラム、５・６年生では Hi,Friends!を活用

し、ALT と外国語による歌やリズム遊び等の体験的
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活動を行いました。ＡＬＴの派遣を通じて、他国の

文化や生活習慣等を理解し、尊重する態度を養うこ

とができました。

平和教育の推進 ○平和学習青少年派遣事業

/地域ネットワーク課

○被爆体験講話事業

/地域ネットワーク課

・非核平和パネル展の実施

/地域ネットワーク課

・親子平和バスツアーの実施

/地域ネットワーク課

平和学習の一環として、各市立中学校から２名（合

計 18 名）を長崎に派遣し、現地で平和学習「青少

年ピースフォーラム」に参加しました。

市内被爆者団体や長崎の被爆者が、被爆体験講話を

希望校で実施しました。（聴講 16 校、1,756 名）

市所有の原爆被災パネルを小学校 16 校、中学校８

校に展示しました。

小・中学校とその保護者を対象に、第五福竜丸展示

館（江東区）と昭和館（千代田区）を見学しまし

た。（小学生以下 13 名、保護者 10 名）

＜今後の方向性＞

・郷土博物館の活用の推進については、今後も「博物館活用の手引き」に基づき、常設展示及び、博学連携に係

る体験形式の授業やふるさと浦安作品展関連事業を中心に、郷土学習の場として博物館の特性を活かした事業

を実施し、児童・生徒をはじめ、市民に対し学習の機会を提供していきます。/郷土博物館

・ふるさと浦安の歴史・地域学習の充実については、博学連携や学習機会の一層の推進に努めるため、博物館活

用推進委員会と連携して、郷土博物館活用の新たなプログラムの開発に努めます。その成果を社会科副読本・

同指導書の改訂作業に生かすとともに、学校訪問等を通して、ふるさと浦安への郷土愛を一層育むための授業

づくりへ指導・助言を行っていきます。／指導課

・ふるさと浦安作品展の開催については、年々出展作品の完成度が上がり、また、１年で研究が終わらずに次の

年も同じテーマで研究に取り組むなど、積み重ねが見られる作品が増えている傾向から、児童生徒のふるさと

を愛する気持ちを育てる取組として充分な効果が得られていると思われます。今後も博物館活用推進委員会を

はじめ、市内各小中学校と連携して内容の充実・参加促進に努めていきます。/郷土博物館

・ボランティア活動推進事業については、総合的な学習の時間や道徳教育、キャリア教育等の取組の中で実施し

ていきます。/指導課

・三番瀬を活用した環境学習の推進については、郷土学習活動の一環として浦安の自然を取り上げ、観察会の実

施や、海の生き物に関する講座やイベントなど、三番瀬を活用した事業を実施していきます。また、環境学習

活動や自然体験の場として三番瀬の水辺環境を活用し、環境を大切にする心やふるさと意識を育むための学習

プログラムの作成や学習支援を推進します。/郷土博物館・指導課

・ふるさとうらやす立志塾の開催ついては、郷土博物館学芸員の協力を得ながら、研修方法、内容の改善に取

組、ふるさと意識の醸成や実践力の育成を図ります。/指導課

・国際理解教育の推進については、外国語指導助手（ＡＬＴ）との連携を高めつつ、総合的な学習の時間、小学



- 38 -

校外国語活動及び中学校外国語（英語）科の授業を中心とし、学校教育全般において、より一層の推進を図る

よう指導していきます。/指導課

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

育をより一層推進します。また、次期学習指導要領実施に向けて、平成 29 年度～31 年度の夏休みを利用し、全

小学校対象の「ステップフォワード研修」を実施します。ステップフォワード研修では、次期学習指導要領の

内容に即し、教員の指導力向上を図ります。具体的には、担任一人で授業を実践する方法や、評価方法につい

て研修します。さらに、英語教育推進リーダー等を活用し、夏季休業期間中に小学校教員及び英語科教員対象

の研修を実施し、指導力向上を図ります。/指導課

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

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

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

に「平和教育の推進」実施していきます。/地域ネットワーク課

第６節 教育環境の整備・充実の推進

６－１ 地域ぐるみで子どもをはぐくむ仕組みづくり

施 策 事業名・担当部署 実 績

地域ぐるみの教

育支援

◎地域とともに歩む学校づくり推進

事業【再掲】

/教育政策課・指導課・生涯学習課・

公民館

・生涯学習情報提供システム運営事

業

/生涯学習課・教育政策課

【再掲】掲載 52・62・68・85・87 頁

地域と学校の連携をより深め、推進するため、学校

長の推薦により委嘱した学校支援コーディネーター

を小学校 16 校に 20 名、中学校９校に 13 名、小中兼

任で３名、合計 36 名配置し、９つの学校支援地域本

部を設置しました。また、学校支援コーディネータ

ーの役割や中学校区の活動、先進事例の紹介等を内

容とする研修会（交流会）を年３回開催（のべ 163

人が参加）しました。土曜学習のモデル校での実施

により、地域ぐるみの体制づくりを試みました。

「まなびねっと URAYASU」を活用し、公民館や図書館

等で開催している事業の情報提供を行いました。ま

た、学校支援コーディネーターやボランティアなど

に地域で活動している団体や人材の情報を提供しま

教育委員会会議での主な意見

ふるさと浦安作品展について、中学校での参加数が学校間で差がある。中学校での地理と歴史の学習とふるさ

と浦安作品展をどのように連携させていくかが課題である。

国際理解教育の推進について、英語教育がこれからの日本経済を発展させていくためには必要であると認識し

ている。杉並区の公立学校では、10 年前から小学校１年生から英語教育を行っているが、学力低下にはつながっ

ていないと聞いている。参考としてこのような学校を視察するのも良いのではないか。
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・青少年健全育成推進事業との連携

/青少年センター・指導課

・放課後・土曜日等の教育活動のあ

りかた検討事業

/教育政策課

□生活困窮者等学習支援事業

/社会福祉課

○部活動推進事業【再掲】

/保健体育安全課

した。

青少年補導員連絡協議会などの青少年健全育成団体

や学校・警察等と連携し、青少年の非行防止や健全

育成のための様々な活動の推進を図りました。

放課後・土曜日等の教育環境を豊かなものにするた

め、本市の子どもたちにとって望ましい教育活動の

在り方について検討することを基本方針として、モ

デル校２校で各校３回の土曜学習を実施し、プログ

ラム内容や施設管理等の課題について検証するとと

もに、学校関係者や関係各課で構成する検討委員会

で土曜学習を運営・実施する組織等の検討を行いま

した。

生活困窮世帯の小学校４年生から中学校３年生の生

徒児童を対象に週３回自習の場を提供しました。平

成 28 年度は特別講習等含め 151 回開催し、児童生徒

参加数はのべ 1,719 人でした。

部活動指導者 187 名のうち、一般社会人指導者を小

学校 12 校に 28 名、中学校８校に 59 名派遣すること

により、児童生徒の技能の向上を図ることができま

した。

地域に貢献する

学校づくり

・災害時の避難所運営推進事業

/教育総務課

・特別教室、多目的室などの教室開

放事業

/生涯学習課

災害時の避難所開設・運営を円滑に行うため、避難

者の行動や避難所運営の初動、避難所でのルールを

記載した避難所開設・運営マニュアルの作成を推進

し、平成 28 年度にて、全ての公立小中学校でマニュ

アルを作成しました。また、作成が終了している学

校では、マニュアルの更新やマニュアルに基づいた

避難訓練等を行い、地域住民の防災意識を高めるこ

とができました。

平成 28 年度マニュアル作成数：28 校（私立校等含）

うらやすシティオーケストラとの協働事業で結成し

た、うらやすユースオーケストラの練習場所として

７月から月４回毎週日曜日に美浜中学校の武道場を
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・学校体育施設開放事業

/市民スポーツ課

【再掲】掲載 72・75 頁

・ボランティア活動推進事業

【再掲】

/指導課

使用しました。

小学校においては 14 校を開放し、227,003 名が利用

しました。中学校においては７校を開放し、73,955

名、合計 300,958 名が利用しました。また、円滑な

開放事業運営のため、28 年度末に浦安小、美浜北小

学校に学校体育施設開放運営協議会を設立しまし

た。

学校訪問を通じて、地域行事への参加等、ボランテ

ィア活動推進の指導・助言を行いました。小中学校

の児童生徒が、地域社会の一員として、清掃活動を

行ったり、吹奏楽部や合唱部の児童生徒が地域のお

祭りで演奏をしたりしました。

安全・安心な教

育環境づくり

○学校防犯対策の充実

/保健体育安全課・防犯課・

保育幼稚園課・指導課

【再掲】掲載 93 頁

・事業者との連携による防犯対策の

推進

/防犯課

・子どもの帰宅を促すための放送の

実施

/防犯課・保健体育安全課・指導課・

生涯学習課・青少年センター

○移動防犯事業

/防犯課

・交通事故防止対策の充実【再掲】

/保健体育安全課・交通安全課

警備員を全小学校 17 校に各１名配置しました。ま

た、新１年生全員に防犯ブザーを配布するとともに

新入生対象防犯教室を 17 回実施し、児童参加人数は

2,115 人でした。市立幼稚園・認定こども園 14 園

において、防犯カメラの活用などにより防犯対策

を図りました。

防犯かけこみ 110 番の店 1,041 店舗、事業者パトロ

ール参加事業所数 42 事業者と連携し防犯対策を推進

しました。

地域ぐるみによる防犯対策を図るため、平成 28 年 11

月１日から平成 29 年２月 28 日まで午後４時 30 分に

防災無線による「子どもの帰宅を促す放送」を実施

しました。

移動防犯車での定期巡回教室を 89 回・啓発活動を３

回の計 92 回、学校・幼稚園等での防犯教室・訓練を

53 回実施し計約 7,000 人の参加がありました。

交通整理員を９か所に 14 名配置しました。また、小

学校１年生対象の交通安全教室を 17 回(1,516 名参

加)、小学校３年生対象の自転車交通安全教室を 17
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・学校事故防止対策の充実

/保健体育安全課

・防災教育の推進【再掲】

/保健体育安全課・指導課

・防災体験講座の開催【再掲】

/公民館

・地域ぐるみでの見守り・防犯対策

の推進

/青少年センター

回(1,553名参加)実施しました。通学路の安全確保

のため、通学路検討会を２回実施しました。

年度に一回救命講習として職員対象の研修をお願い

しており、全小中学校(小学校 17 校、中学校９校全

校)で実施しました。

児童生徒が浦安市の災害の特性に触れることができ

るよう、本市の災害の様子や復興への道のりの記録

等の防災課等が作成した東日本大震災の資料等を素

材として取り上げている「防災教育指導資料」の活

用について周知するとともに、学校区合同避難訓

練・引き渡し訓練などの実践的行動に結びつく防災

教育を各学校で実施しました。

市民の防災意識を高めるため、パッククッキングや

防災講座など３事業９回実施し、延べ 93 名が参加し

ました。

各中学校区健全育成連絡会とのパトロールを含め、

各中学校区を基本とした青少年補導員による地区パ

トロールを 167 回実施しました。

家庭の教育力の

向上

○教育情報誌発行事業

/教育政策課・指導課・生涯学習課・

保育幼稚園課

【再掲】掲載 45・52 頁

・子育て支援センター事業

/こども課

【再掲】掲載 58 頁

・地域子育て支援センター事業

/保育幼稚園課

【再掲】掲載 58 頁

保護者や市民に教育情報を提供し、学校教育及び家

庭、地域社会における教育に対する理解を深めるた

め、学校教育をはじめ、生涯学習の取組、地域と子

どもとのかかわりなどの教育情報をまとめ、子育

て・教育について、みんなで考え実践していく手が

かりとして教育情報誌「うらやすスタイル」を年４

回発行しました。

未就学児と保護者が交流できる場や、子育てに関す

る相談・情報の提供を行いました。年間の利用者数

は15,168組・33,944名でした。

市内８ケ所の認可保育園に併設されている子育て支援

センターで、未就学児と保護者が交流できる場や子育

てに関する相談・情報の提供を行いました。年間の利
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・家庭教育学級の実施

/公民館

【再掲】掲載 56・95 頁

・家庭教育講演会の開催

/公民館

【再掲】掲載 56・95 頁

・子育て支援事業

/公民館

【再掲】掲載 56・90・91・95 頁

・子育てすこやか広場事業

/保育幼稚園課

【再掲】掲載 57・91・95 頁

用者数は、海園の街保育園が 2,643 組・5,445 名。浦

安駅前保育園が 1,914 組・4,240 名。入船北保育園が

2,399 組・4,910 名。しおかぜ保育園が 1,413 組・

3,025 名。ﾎﾟﾋﾟﾝｽﾞﾅｰｻﾘｰｽｸｰﾙ新浦安が 3,100 組・6,526

名。弁天保育園が 3,258 組・6,979 名。高洲保育園が

3,100 組・7,105 名。愛和元町保育園が 1,895 組・

4,219 名でした。

幼稚園・認定こども園や小・中学校の保護者を対象

に家庭教育学級を実施しました。幼稚園・認定こど

も園７学級、小学校８学級、中学校１学級のほか、

平日に参加できない保護者を対象にした週末家庭教

育学級を２学級実施し、延べ2,403名が参加しまし

た。

幼稚園・認定こども園や小・中学校の保護者、家庭

教育に関心のある一般の方などを対象に家庭教育講

演会を開催し、87名が参加しました。

子育ての悩みを共有し、親子の時間を過ごすための

ヒントを学ぶ子育て応援講座や父と子が一緒に体を

動かしたり、物づくりをする親子講座、子どもたち

の成長過程を知り親としての心構えや伝えるべき大

切なことを学ぶ思春期講座など、31事業197回実施

し、延べ3,904名が参加しました。

親子・幼児同士の遊びや生活の指導、保育カウン

セラーの子育てに関する相談を通して、家庭の教

育力の向上を図りました。全園合わせて324回開催

し、未就園児の親子延べ6,283組が利用しました。

保育相談は延べ2,151件の利用がありました。

＜今後の方向性＞

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

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

る学校支援の体制を整えます。また、学校と地域の連携・協働を推進するため学校運営協議会の設置や地域学

校協働本部への移行について、調査・研究を進めます。/教育政策課・指導課・生涯学習課・公民館

・青少年健全育成推進事業との連携については、さらに関係諸機関との連携を深め、多くの子どもたちが健やか
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に育つための事業の推進に努めます。/青少年センター

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

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

を推進するための環境を整えます。/教育政策課

・生活困窮者等学習支援事業については、平成29年度は学校見学行事や企業見学などの社会体験事業実施し、内

容をさらに充実して開催します。/社会福祉課

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

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

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

ります。また、26年度に策定した「安全で適切な部活動運営の指針」をもとに、今後の部活動の在り方及び学

校職員としての部活動指導員の導入について検討を進めます。/保健体育安全課

・災害時の避難所運営推進事業については、災害時の避難所開設・運営を円滑に行うため、自治会等の地域住民

を主体とした避難所運営訓練を促進し、実施状況に併せた避難所運営マニュアルの更新を支援していきます。/

教育総務課

・学校体育施設開放事業は、総合型スポーツクラブ設立校以外の学校について、学校ごとに自主的に管理できる

よう順次設立の支援をしていきます。/市民スポーツ課

・ボランティア活動推進事業については、総合的な学習の時間や道徳教育、キャリア教育等の取組の中で実施し

ていきます。/指導課

・学校防犯対策の充実については、次年度以降も、引き続き小学校への警備員の配置や防犯カメラによる敷地内

への侵入者の監視を行うとともに、子どもの防犯意識向上のため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。また、学校、家庭、地域及び関係機関とのより一層の連携を図り、防犯体制の強

化に努めます。/保健体育安全課・保育幼稚園課・防犯課

・事業者との連携による防犯対策の推進については、次年度以降も、市全体で防犯活動に取り組むために継続し

て実施していきます。/防犯課

・子どもの帰宅を促すための放送の実施については、地域全体で子どもの安全を守るために子どもの安全を考

え、平成 29 年度以降も続けます。/防犯課・保健体育安全課・指導課・生涯学習課・青少年センター・青少年

課

・移動防犯事業については、次年度以降も継続して実施していきます。/防犯課

・交通事故防止対策の充実については、通学路の安全対策として、引き続き、交通安全上配慮を要する交差点に

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

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

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

・学校事故防止対策の充実については、食物アレルギーの対応を的確に行うため、ガイドブックの作成を行いま

した。また、教職員等を対象とした、外部講師等による食物アレルギー対応研修の推進を図ります。そのほ

か、誤食などに対応できる体制を強化するとともに、緊急時の対応についても、家庭･学校･教育委員会の連携

をさらに深めて取り組んでいきます。/保健体育安全課

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



- 44 -

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

は防災課との連携・協力も含め検討していきます。/公民館

・教育情報誌発行事業については、今後も継続し、教育委員会の施策や取組の状況等について市民に広く情報を

発信するとともに、親しみやすく読みやすい記事づくりを進めていきます。/教育政策課

・子育て支援センター事業については、地域の子育て支援のため、引き続き、事業の周知を図ります。/こども課

・地域子育て支援センター事業については、地域の子育て支援のため、引き続き、事業の周知を図ります。/保育

幼稚園課

・家庭教育学級の実施については、家庭教育の重要性に鑑み、家庭における教育力の向上を図るため、乳幼児や

小・中学校の保護者を対象にした家庭教育学級の充実に努めます。/公民館

・家庭教育講演会の開催については、引き続き子育て世代を対象に子どもの育ちを支える親の役割や家庭のあり

方などについての講演会を開催し、家庭教育の重要性についての啓発に努めます。/公民館

・子育て支援事業については、親が安心して産み育てるための家庭教育の充実を図るため、子どもの発達に応じた

家庭教育の講座や親同士の交流、父親の育児参加のための学習の機会・充実を図ります。/公民館

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

実施回数のさらなる増加、及び事業のＰＲ活動に努めていきます。/保育幼稚園課

６－２ 開かれた学校づくり

施 策 事業名・担当部署 実 績

開かれた学校づ

くり

○学校評議員制度事業

/学務課

・学校評価推進事業

/学務課・保育幼稚園課

・情報発信の充実

地域住民が学校運営に参画し、子どもの成長を担

い、開かれた学校づくりを推進しました。学校評議

会を 26 校で 72 回実施し、合計 204 名が参加しまし

た。

市内全小中学校で自己評価及び学校関係者評価を実

施し、自己評価は、全ての学校がホームページや学

校だより等により公表しました。また、学校経営の

参考になるよう中学校区ごとにまとめた評価シート

を各校に配布しました。評価の内容は、教育ビジョ

ンに照らし、確かな学力・豊かな心・豊かなかかわ

り・健やかな体・郷土愛とし、その他学校の実態に

応じて小中連携や特別支援教育等が挙げられます。

全幼稚園・認定こども園で、学校関係者評価を行

い、学校評価推進委員会を開催して幼稚園・認定こ

ども園が実施する学校評価の取組を推進、支援しま

した。

開かれた学校づくりのため、ＨＰ講習会を 1回実施
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/教育研究センター

○教育情報誌発行事業【再掲】

/教育政策課・指導課・生涯学習課・

保育幼稚園課

し、33 名が参加しました。ＨＰ作成システムを実際

に操作しながら、浦安市ＨＰ作成ガイドラインの内

容、ページの作成及び更新方法を具体的に学ぶこと

で、ＨＰ作成についての知識・技能の向上を図るこ

とができました。

保護者や市民に教育情報を提供し、学校教育及び家

庭、地域社会における教育に対する理解を深めるた

め、学校教育をはじめ、生涯学習の取組、地域と子

どもとのかかわりなどの教育情報をまとめた教育情

報誌「うらやすスタイル」を年４回発行しました。

教職員の質の向

上

○教職員の質・指導力の向上

/指導課・教育研究センター

○学力調査の活用推進【再掲】

/指導課

・こども教育未来センター整備事業

/教育政策課

【再掲】掲載 48 頁

・情報セキュリティ体制の整備

/教育研究センター

教職員研修会を 53 講座実施しました。若年層教員に

ついては、児童生徒主体の授業づくりの研修を中心

に据え、年５回の校外研修及び年２回の指導主事等

の訪問研修により実践的指導力の向上を図りまし

た。また、教育情報「かけはし」を年 10 回定期配信

し、各種情報提供の推進や教職員の質や指導力の向

上を図りました。

浦安市の課題と改善例ををまとめた報告書を作成

し、市内小中学校に配付し指導資料として活用する

ことで、教職員の指導力向上を図りました。

教育委員会内での調整会議を開催し、研修機能や相

談、地域連携協働など今後求められる様々な機能の

配置の考え方等について検討を行いました。

新規採用職員を対象とした情報セキュリティ研修会

を年６回開催し、セキュリティ意識と技能の向上を

図りました。全教職員を対象に情報セキュリティ研

修を年２回実施することにより、セキュリティに対

する知識を深めることで、意識と技能の向上を図り

ました。

教員が子どもと

向き合う環境の

整備

○こどもの成長の記録提供システム

の活用の推進

/教育研究センター

新規採用者向けの活用研修会(希望制)、中学校進路

指導担当対象の調査書作成機能研修会、年次更新研

修会の、計３回の研修会を実施しました。全小・中

学校でシステム利用により通知表や健康カード・指



- 46 -

・事務の軽減化・効率化の推進

/教育総務課

・教職員のメンタルヘルスカウンセ

リング事業

/学務課

導要録・調査書（中学校）の作成を行い、名簿・保

健・成績等の情報の連携機能、手書き帳票のシステ

ムによる作成・出力により校務の効率化を進めるこ

とができました。

全小・中学校 26 校に１名ずつ来客対応や書類作成等

を行う市費学校事務非常勤職員を配置しました。そ

れにより教員の事務の軽減化・効率化を図ることが

でき、教員が子どもと向き合う時間が増えました。

教職員の心身の健康維持を図るため、臨床心理士資

格等を有する相談員による面接または電話による相

談がいつでもできるようにしました。年間で面接が

12 回、電話相談が 50 件実施されました。

＜今後の方向性＞

・学校評価推進事業については、全幼稚園・認定こども園で「浦安市立幼稚園・認定こども園関係者評価委員会

に関する要綱」に基づき、適切に進めていきます。/保育幼稚園課

・情報発信の充実については、「浦安市学校情報発信指針」に基づき、各学校で実情に応じて適切に進めていきま

す。/教育研究センター

・教育情報誌発行事業については、今後も継続し、教育委員会の施策や取組の状況等について市民に広く情報を

発信するとともに、親しみやすく読みやすい記事づくりを進めていきます。/教育政策課

・教職員の質や指導力の向上については、若年層教員に対して、年３回の校外研修だけでなく、市教委の訪問に

よる授業参観指導や、各校の若手教員研修チームによる校内研修体制を整えるなど、ＯＪＴを通じて指導力を

育成します。教職員のニーズや新たな課題に対応した教職員研修の内容を充実させることで、より一層主体的

に学ぶ意識を高め、教職員の質や指導力の向上を図ります。また、教育情報「かけはし」の定期的な配信や各

種情報の提供により、教職員の質や指導力の向上を図ります。/指導課・教育研究センター

・学力調査の活用推進については、学力調査の結果を分析し課題解決のために作成した資料を、各学校での授業

改善や学校訪問等での指導資料として活用することにより、教職員の指導力向上を図ります/指導課

・こども教育未来センター整備事業については、現教育研究センターの機能や現存の学校施設の活用など、今後

の方向性を検討します。/教育政策課

・こどもの成長の記録提供システムの活用推進については、引き続きシステムの活用を進め、個人情報の安全な

管理・校務の効率化・効果的な情報提供を図っていきます。/教育研究センター

・事務の軽減化・効率化の推進については、事務補助員として市費学校事務非常勤職員を引続き全小・中学校に

各 1名ずつ配置しています。学校事務非常勤職員の役割分担や事務分担を再確認し、事務の効率化を推進して

いきます。/教育総務課
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６－３ 教育環境の整備充実

施 策 事業名・担当部署 実 績

特色ある学校づ

くりの推進

○ふるさとふれあい教育活動推進事

業

/指導課

【再掲】掲載 63 頁

・学校選択制推進事業

/学務課

・学校適正配置の推進

/学務課

◎入船・美浜地区学校統合推進事業

/教育政策課・学務課

浦安市教育ビジョンの５つの「めざす子ども像」の

実現を支え、各幼稚園、小・中学校が、「地域ぐるみ

で学校を支援する仕組みづくり」を推進することを

目的として、各々が設定した事業主題に基づいた教

育活動を展開しました。保護者を含む地域の方々に

学校に入ってボランティアをしていただいたり、児

童生徒が地域の奉仕活動に参加したりするなど、地

域の特色にあった開かれた学校づくりをめざすこと

ができました。

児童・生徒や保護者の学校選択機会を拡大しまし

た。小学校５校計 38 名、中学校３校計 103 名が学校

選択制度で入学しました。

全市的な学校適正配置の検討の必要性が生じたた

め、学校適正化の基本方針を基にした配置計画を策

定する準備を始めました。

児童生徒数の推移を見極め、美浜地区学校統合につ

いては一時凍結とし、市全域での学校施設の適正配

置について検討を行いました。

教育施設等の整

備充実

・ＩＣＴ環境の整備及び効果的な活

用【再掲】

/教育研究センター

◎□南小学校屋内運動場建替建設事

業

/教育施設課

◎□浦安中学校大規模改修・増築事

業

/教育施設課

ＰＣ等整備計画に基づき、修正を加えて整備を進め

ました。ＩＣＴ支援員 18 人をタブレット活用推進モ

デル校３校にのべ 162 日、その他の市立全小・中学

校にのべ 230 日派遣し、ＩＣＴ環境の効果的な活用

による一人一人に応じた学習環境づくりを図りまし

た。

基本設計及び実施設計が完了しました。

基本設計及び実施設計が完了しました。



- 48 -

○特別支援学級等整備事業

/教育研究センター・教育施設課

【再掲】掲載 93 頁

・こども教育未来センター整備事業

【再掲】

/教育政策課

○こどもの広場運営事業【再掲】

/青少年課

・教育委員会大型バス運行管理事業

/教育総務課

一人一人の教育的ニーズに応じた多様な学びの場の

充実を図るため、富岡中学校に特別支援学級を開設

するとともに、堀江中学校の特別支援学級開設に向

け準備を進めました。現在、中学校９校中８校、小

学校17校中11校に特別支援学級を設置しています。

これからも、全小・中学校への特別支援学級の整備

を計画的に進めていきます。また、LD・ADHD等通級

指導教室を小学校と中学校に１校ずつ開設すること

も目指し、準備を進めました。

教育委員会内での調整会議を開催し、研修機能や相

談、地域連携協働など今後求められる様々な機能の

配置の考え方等について検討を行いました。

既製遊具を中心とした従来の公園とは異なり、子

どもたちが自由な発想の中で、想像力を働かせ、

冒険心を育み、自立性や社会性を高めることを目

的として整備したものです。子ども達が自由な発

想で遊ぶことで、自立性や社会性を高めることと

考えています。

教育関係団体等に対し、教育委員会で賃借している

大型バス（ふれあい号）の貸出を行い、学校教育の

充実や社会教育の振興をはかりました。

平成 28 年度利用日数：157 日

就学に対する援

助の充実

◎浦安市奨学金制度

/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

【再掲】掲載 90 頁

高等学校、大学等に在学する方に対し、入学準備

金・修学金を52名に貸し付け、修学に対する経済的

支援を行いました。また、経済的理由により修学す

ることが困難な方に高等学校等213名、大学等141名

に奨学支援金の支給を行いました。

平成28年度要保護児童65名・要保護生徒35名・準要

保護児童466名・準要保護生徒321名を認定し援助を

行いました。

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

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

・入船・美浜地区学校統合推進事業については、美浜地区学校統合は一時凍結とするとともに、市全域での学校施

設の適正配置について検討します。/教育政策課・学務課

・ＩＣＴ環境の整備及び効果的な活用については、タブレットモデル校の検証や現状の課題等を整理し、平成 29

年度末の文部科学省の方針を踏まえ、平成 30 年度に浦安市の教育の情報化整備計画が策定できるよう準備しま

す。/教育研究センター

・特別支援学級等整備事業については、平成 29 年度に日の出中学校の特別支援学級整備工事を行います。通級指

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

ンター

・こども教育未来センター整備事業については、現教育研究センターの機能や現存の学校施設の活用など、今後

の方向性を検討します。/教育政策課

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

しを行っていきます。/青少年課

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

校等に大型バスの貸し出しを行っていきます。/教育総務課

・浦安市奨学金制度については、今後も実績状況や社会情勢や国・県の取組などを確認したうえで検証を行い、

制度のさらなる充実に取り組むことで、修学を容易にし、教育機会の均等を図っていきます。/教育総務課

第７節 多様な学習ニーズに応える学習機会の充実

７－１ 学習課題に応じた学習機会の充実

施 策 事業名・担当部署 実 績

現代的課題など

に対応する学習

機会の充実

○生涯学習フォーラム

/生涯学習課

「絆 生涯学習による人づくり・まちづくり」をテー

マに基調講演とパネルディスカッションの２部構成

で開催し、121 名が参加しました。

教育委員会会議での主な意見

地域とともに歩む学校づくり推進事業について、今後の土曜学習は直営ではなく地域の方々の支援をいただき

ながら行うのであれば、土曜学習の狙いを説明できるように、きちんと考える必要がある。また、多様な学びと

して考えた場合、学習が足りない子に対して、基礎的な部分や足りない部分を補助的に面倒を見てあげること

も、土曜学習のあり方として必要と考える。また、他の側面として地域の方々に支援いただくことで、子どもた

ちが知らない世界についてより関心を広めていくことは、発展的学習と考えられる。その辺りを検討委員会等で

十分検討してほしい。

教職員の質・指導力の向上について、教職員研修への参加が少ないと感じる。教職員が研修を受講すること

は、教職員の技量を高めるとともに、人材を育成する上で重要なことである。なるべく多くの教職員が公費で受

講できるよう奨励したい。
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・生涯学習まちづくり出前講座

/生涯学習課

【再掲】掲載 52・89 頁

・現代的課題事業

/公民館

【再掲】掲載 69 頁

○レファレンスサービス事業

/中央図書館

【再掲】掲載 52・54・68・69 頁

○一般奉仕事業

/中央図書館

【再掲】掲載 54 頁

○図書館資料の充実

/中央図書館

【再掲】掲載 54 頁

・図書館講座・講演会

/中央図書館

【再掲】掲載 54・69 頁

・郷土博物館運営事業

/郷土博物館

市民の市政に関する学習課題に対応するため、市職

員を36回派遣し、延べ835名が受講しました。

防災、環境、人権、国際理解等、現代的な課題に応

じた学習を 49 事業 137 回実施し、延べ 2,633 名が参

加しました。

図書館資料や、データベース等を活用し、122,031 件

の案内サービスを実施しました。

図書館全体の年間貸出数は 1,992,908 点で、そのう

ち一般成人向け資料は 1,552,402 点を貸出しまし

た。また、502,649 件のリクエストに応えました。

53,846 冊の図書を受け入れたほか、図書館資料の充

実に努めました。

28 事業を計 852 回開催し、延べ 11,258 名が参加しま

した。

主催事業では、休日体験（延べ 40 回開催）をはじ

め、季節の行事や、ゴールデンウィーク特別企画や

博物館まつり等のイベントを実施し、延べ 105,582

名（内、休日体験及びイベント参加者は延べ 5,806

名）の来館者がありました。

人にやさしい学

習機会の充実

・障がい者のための学習支援事業

/公民館

・スポーツの集い

/市民スポーツ課

【再掲】掲載 71・73 頁

余暇支援、地域交流を行う場として、きぼう青年学

級、きぼう青年学級アフターファイブ、心の安らぎ

サロンなどを 36 回実施し、延べ 455 名が参加しまし

た。

市民が気軽に軽スポーツ等を参加・体験できるイベ

ントとして開催しました。トリムバレーボールやボ

ッチャ、スラックラインなど全 14 種目に加え、多く
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・軽スポーツ大会

/市民スポーツ課

【再掲】掲載 72 頁

のイベントに、延べ 1,636 名が参加しました。

市民の方々の健康増進、体力づくりを目的として、

いつでもどこでも手軽に楽しめるスポーツの振興・

普及を図るためにドッヂビー（安全に配慮した布製

のフリスビーを使ったドッヂボール）大会を実施

し、162 名が参加しました。

就労のための学

習支援の充実

・就労支援事業

/公民館

【再掲】掲載 69 頁

働く市民のため、ビジネススキル向上の実践型セミ

ナーを６事業 32 回実施し、延べ 860 名が参加しまし

た。

＜今後の方向性＞

・生涯学習フォーラムについては、市民が生涯にわたって学習しようという意欲を高めるとともに、学習して得

た知識・技能を地域社会に還元しようとする意欲を高めることを目的に、講師による講演や参加者による討論

を行います。/生涯学習課

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

知を図ります。/生涯学習課

・現代的課題事業については、市民一人ひとりが尊重しあう社会づくりに向けて、防災、環境、人権、国際理解

等の現代的課題についての学習機会の充実を図ります。/公民館

・レファレンスサービス事業については、検索手段等の整備により、より効率的かつ迅速に利用者へ回答又は資

料を提供し、満足度の向上を目指します。/中央図書館

・一般奉仕事業については、市民が図書館を利用しやすくするための環境を整えていきます。/図書館

・図書館資料の充実については、引き続き図書館の蔵書構成を充実させ、市民のニーズに応え、利用の促進を図

ります。/中央図書館

・図書館講座・講演会については、引き続き図書館利用促進につながる事業を、幅広く実施していきます。/中央

図書館

・郷土博物館運営事業については、博物館法に基づいた博物館運営に努め、その成果を活かした展示、事業を行

い、さまざまな世代の市民を対象に郷土学習の機会を提供します。/郷土博物館

・障がい者のための学習支援事業については、障がい者の余暇・交流支援事業の充実と市民との交流を図るとと

もに、多様な障がいについて理解する学習機会の提供を行います。引き続き市民ボランティア等、地域の協力

を得て、地域とのつながりが持てる内容と運営に取組ます。また、公民館主催事業に手話通訳者・要約筆記者

を設置できるよう、今後検討してまいります。/公民館

・スポーツの集いについては、市民が気軽に軽スポーツ等を体験・参加できるイベントを開催し、「生涯スポーツ

健康都市」宣言が市民に広く浸透していくように啓発を行っていきます。/市民スポーツ課

・軽スポーツ大会については、より多くの参加者に参加いただけるよう運営方法を検討・実施し、さらなるスポ

ーツの振興を図ります。/市民スポーツ課

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

や勤労者のキャリアアップ学習を推進します。/公民館
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７－２ 学習情報の提供と学習相談体制の充実

施 策 事業名・担当部署 実 績

市民の学習要求

に対応した情報

提供の充実

・生涯学習情報提供システム運営事

業【再掲】

/生涯学習課

・生涯学習まちづくり出前講座

【再掲】

/生涯学習課

・生涯学習情報紙の発行

/生涯学習課

・公民館情報誌発行事業

/公民館

【再掲】掲載 68 頁

○レファレンスサービス事業

【再掲】

/中央図書館

○教育情報誌発行事業【再掲】

/教育政策課

市民の学習要求に応えられるよう、「まなびねっと

URAYASU」において、公民館や図書館等で開催してい

る講座情報や団体・人材の情報を提供しました。

市民の学習要求に対応するため、講座を 36 回実施

し、市政に関する情報提供を行いました。

子どもたちの体験活動へのサポートとなるこども情

報紙「このゆびとまれ」県民の日特別号を18,000

部、夏号、春号を各21,000部発行し、園児・児童・

生徒を通じて各家庭に配布するとともに社会教育施

設等を通じて市民に配布しました。

公民館情報誌「ルネサンス」を年 4 回（春号、夏号

秋号、新春号）216,000 部発行し、新聞折り込みや公

共施設等に設置し配布しました。

図書館資料や、データベース等を活用し、122,031 件

の案内サービスを実施しました。

保護者や市民に教育情報を提供し、学校教育及び家

庭、地域社会における教育に対する理解を深めるた

め、学校教育をはじめ、生涯学習の取組、地域と子

どもとのかかわりなどの教育情報をまとめ、子育

て・教育について、みんなで考え実践していく手が

かりとして教育情報誌「うらやすスタイル」を年４

回発行しました。

学習相談窓口の

整備・充実

・学習相談事業

/公民館

サークル等の自主的な学習活動を支援するため、各

公民館窓口で各種相談や問合わせ等に随時対応しま

した。

＜今後の方向性＞

・生涯学習情報提供システム運営事業については、「まなびねっとURAYASU」を運営し、市から情報提供を積極的

に行うとともに、団体や人材の登録および活用を図っていきます。/生涯学習課
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・生涯学習まちづくり出前講座については、時代の変化に応じた市の取組を講座に反映するとともに、事業の周

知を図ります。/生涯学習課

・生涯学習情報紙の発行については、子どもたちの体験活動へのサポートとなる、こども情報紙「このゆびとま

れ」を引き続き、発行していきます。/生涯学習課

・公民館情報誌発行事業については、今後も継続し、各種講座・教室やイベントの開催などの詳細について、広

く市民に情報を発信していきます。/公民館

・教育情報誌発行事業については、今後も継続し、教育委員会の施策や取組の状況等について市民に広く情報を

発信するとともに、親しみやすく読みやすい記事づくりを進めていきます。/教育政策課

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

談に適切に対応できる体制の充実に努めます。/公民館

７－３ 公民館・図書館の運営の充実

施 策 事業名・担当部署 実 績

公民館の運営の

充実

○公民館運営事業

/公民館

・公民館施設予約管理システム事業

/公民館

・公民館文化祭

/公民館

【再掲】掲載 86 頁

各種講座・教室などの公民館主催事業の実施や会員

の高齢化等により減員傾向にあるサークルのため、

会員増強に向けた普及活動の場を設け、サークル育

成についての体験型講座の開催、情報の提供やその

他の支援を行い、、延べ 597,049 名の利用がありまし

た。

インターネットによる施設の空き状況の照会や予約

受付を行い、施設の貸し出しを行いました。

各公民館において、地域の特色を活かした文化祭を

７館で開催し、延べ 29,747 名が来場しました。

公民館施設の整

備

◎□富岡公民館大規模改修事業

/公民館

◎□中央公民館大規模改修の検討・

実施

/公民館

平成27年10月、大規模改修工事に着手し、平成28年

５月に完了。同年6月11日にリニューアルオープンし

ました。

大規模改修に向けた実施設計を行いました。

図書館の運営の

充実

◎電子資料提供サービス事業

/中央図書館

震災資料のデジタル化事業に取組、731 点のデジタル

コンテンツを「浦安震災アーカイブ」に追加しまし

た。
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◎図書館サービス拡充事業

/中央図書館

○児童サービス事業【再掲】

/中央図書館

○図書館資料の充実【再掲】

/中央図書館

○ハンディキャップサービス事業

【再掲】

/中央図書館

○ブックスタート事業

/中央図書館

【再掲】掲載 58 頁

○レファレンスサービス事業

【再掲】

/中央図書館

○一般奉仕事業【再掲】

/中央図書館

○児童集会事業【再掲】

/中央図書館

・図書館講座・講演会【再掲】

平成 27 年７月から開始した中央図書館及び分館の月

曜開館と分館の平日午後 6 時までの開館時間の延長

を継続実施し、利用者の利便性の向上に努めまし

た。

図書館全体の年間貸出数は 1,992,908 点で、そのう

ち児童書は 440,506 点を貸出しました。「えほんのじ

かん」等集会事業は 792 回開催し、9,046 名の参加が

ありました。また、学校や保育園等において、

27,206 名の子どもたちに読み聞かせなどを行いまし

た。

53,846 冊の図書を受け入れたほか、図書館資料の充

実に努めました。

図書館への来館が困難な方への宅配サービスを

303 件実施したほか、活字資料をそのままの形では利

用できない利用者向けの資料を作成しました。

出生届受領時 1,203 名に絵本を配布しました。ま

た、毎月ブックスタート絵本講座を開催し、延べ

624 名の参加がありました。

図書館資料や、データベース等を活用し、122,031 件

の案内サービスを実施しました。

図書館全体の年間貸出数は 1,992,908 点で、そのう

ち一般成人向け資料は 1,552,402 点を貸出しまし

た。また、502,649 件のリクエストに応えました。

児童文学研究者を招き「子どもの本の講座」を開催

しました。また、簡単な科学の実験、工作を行う

「科学で遊ぼう」を開催し、併せて 154 名の参加が

ありました。

28 事業を計 852 回開催し、延べ 11,258 名が参加しま
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/中央図書館

・図書館情報サービスの充実

/中央図書館

した。

図書館資料のほか、新聞記事や企業情報等の各種デ

ータベース等を活用し、情報提供の充実に努めまし

た。

図書館施設の整

備

◎中央図書館大規模改修

/中央図書館

平成 30 年度に予定している大規模改修工事に向け、

館内での検討・準備を進めました。また、駐車場整

備に向けた測量及び周辺整備の設計を行いました。

＜今後の方向性＞

・公民館運営事業については、社会教育に関する助言や指導を行うため、市内７公民館に４名の社会教育主事を

配置し、社会教育活動を行っている地域のリーダーなどに、専門家としてアドバイスや指導を行っています。

今後、全公民館に配置できる体制に努めます。また、サークル・団体等の活動の活性化及び生涯学習活動の場

の確保を図るとともに、学習に関する情報提供や相談体制の充実に努めます。/公民館

・公民館施設予約管理システム事業については、市民の公民館利用を促進するため、今後も継続して施設の空き

状況の照会やインターネット予約申込みができるサービスを推進します。/公民館

・公民館文化祭については、公民館を利用し、学習活動を展開しているサークル・団体等の学習成果の発表や親

睦の場として、また地域の交流の場とするため、引き続き公民館文化祭を開催します。/公民館

・中央公民館大規模改修事業の検討・実施については、平成 29 年 10 月に大規模改修工事に着手し、平成 30 年 6

月に完了、同年 7月のリニューアルオープンを目指します。/公民館

・図書館運営の充実については、平成 28 年度の司書資格を有する職員は、非常勤職員と合わせて 50 名おり、有

資格者の職員配置を継続するとともに、非常勤職員の効率的な雇用により質的な維持を図っていきます。/中央

図書館

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

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

・図書館資料の充実については、引き続き図書館の蔵書構成を充実させ、市民のニーズに応え、利用の促進を図

ります。/中央図書館

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

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

図書館

・ブックスタート事業については、乳幼児とその親に対し、絵本の楽しさ、大切さを伝えていきます。/中央図書

館

・レファレンスサービス事業については、検索手段等の整備により、より効率的かつ迅速に利用者へ回答又は資

料を提供し、満足度の向上を目指します。/中央図書館

・一般奉仕事業については、市民が図書館を利用しやすくするための環境を整えていきます。/中央図書館

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

ていきます。/中央図書館

・図書館講座・講演会については、引き続き図書館利用促進につながる事業を、幅広く実施していきます。/中央
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図書館

・図書館情報サービスの充実については、データベース等の活用により、図書以外の情報提供を進めます。/中央

図書館

・中央図書館大規模改修については、改修工事の設計業務を補正予算として計上し、基本・実施設計を進めると

ともに、工事に伴う長期休館に関する諸課題について検討し、準備していきます。/中央図書館

第８節 ライフステージに応じた学習機会の提供

８－１ 家庭教育の支援

施 策 事業名・担当部署 実 績

親が学ぶ機会の

充実

・家庭教育に関する情報収集と資料

の提供

/公民館

【再掲】掲載 95 頁

・家庭教育学級の実施【再掲】

/公民館

・家庭教育講演会の開催【再掲】

/公民館

・子育て支援事業【再掲】

/公民館

家庭教育学級の記録をまとめた冊子を 500 冊作成

し、学級生に配布することで継続的な意識啓発を行

い、スムーズな学級運営を図りました。

幼稚園・認定こども園や小・中学校の保護者を対象

に家庭教育学級を実施しました。幼稚園・認定こど

も園７学級、小学校８学級、中学校１学級のほか、

平日に参加できない保護者を対象にした週末家庭教

育学級を２学級実施し、延べ 2,403 名が参加しまし

た。

幼稚園・認定こども園や小・中学校の保護者、家庭

教育に関心のある一般の方などを対象に家庭教育講

演会を開催し、87 名が参加しました。

子育ての悩みを共有し、親子の時間を過ごすための

ヒントを学ぶ子育て応援講座や父と子が一緒に体を

動かしたり、物づくりをする親子講座、子どもたち

の成長過程を知り親としての心構えや伝えるべき大

切なことを学ぶ思春期講座など、31事業197回実施

し、延べ3,904名が参加しました。

教育委員会会議での主な意見

公民館運営事業について、公民館の主催事業を学習課題別に集約し、事業の参加者が次のステップとして、ど

のよう形で地域などに還元していくのかを目で見える形にすることで、教育長が言う見える化につながることか

ら、その仕組みを検討してほしい。また、公民館運営審議会でも要望されているが、市民大学だけでなく、公民

館活動でも文化的・学術的なことを学ぶ場の提供について検討してほしい。
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親子がふれあう

機会の充実

・こども情報紙発行

/生涯学習課

・子育て交流事業

/公民館

・公民館保育室活用事業

/公民館

・児童集会事業【再掲】

/中央図書館

○子育てすこやか広場事業【再掲】

/保育幼稚園課

○明海つどいの広場等運営支援事業

/こども課・保育幼稚園課

○堀江つどいの広場事業運営事業

/こども課

社会教育施設等で開催する親子向け事業の情報を掲

載した、こども情報紙「このゆびとまれ」を年３回

発行し、園児・児童・生徒を通じて各家庭に配布す

るとともに社会教育施設等を通じて市民に配布しま

した。

親と子のふれあいを深めるとともに、仲間づくりの

一助とするため、読み聞かせ、親子工作やリトミッ

クなど32事業162回実施し、延べ3,904名が参加しま

した。

子育て中の女性の学びを保障するため、保育付き主

催事業を120事業489回実施したほか、サークル活動

へ保育室を開放し、その活用を図りました。また、

保育室の稼働率の低い時間を活用し、親子のくつろ

ぎスペース「ほっこり」を開設し、延べ154名の来室

がありました。

児童文学研究者を招き「子どもの本の講座」を開催

しました。また、簡単な科学の実験、工作を行う

「科学で遊ぼう」を開催し、併せて 154 名の参加が

ありました。

親子・幼児同士の遊びの指導を通して、親子の触

れ合いや語り合い、認め合いの機会をつくりまし

た。全園合わせて324回開催し、未就園児の親子延

べ6,283組が利用しました。保育相談は延べ2,151

件の利用がありました。

０～３歳の乳幼児とその親が集い、交流する場の提

供、及び緊急・一時的に保育を必要としている家庭

に保育サービスを行いました。つどいの広場は 3,805

人、一時保育は 1,977 人の利用がありました。

０～３歳の乳幼児とその親が集い、交流する場の提

供をし、4,636組の利用がありました。
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○子育て支援センター事業【再掲】

/こども課

○地域子育て支援センター事業

【再掲】

/保育幼稚園課

未就学児と保護者が交流できる場や、子育てに関す

る相談・情報の提供を行いました。年間の利用者数

は15,168組・33,944名でした。

市内８ケ所の認可保育園に併設されている子育て支

援センターで、未就学児と保護者が交流できる場や

子育てに関する相談・情報の提供を行いました。年

間の利用者数は、海園の街保育園が2,643組・5,445

名。浦安駅前保育園が1,914組・4,240名。入船北保

育園が2,399組・4,910名。しおかぜ保育園が1,413

組・3,025名。ﾎﾟﾋﾟﾝｽﾞﾅｰｻﾘｰｽｸｰﾙ新浦安が3,100組・

6,526名。弁天保育園が3,258組・6,979名。高洲保育

園が3,100組・7,105名。愛和元町保育園が1,895組・

4,219名でした。

家庭における子

どもの読書活動

の支援

○ブックスタート事業【再掲】

/中央図書館

○児童集会事業【再掲】

/中央図書館

出生届受領時 1,203 名に絵本を配布しました。ま

た、毎月ブックスタート絵本講座を開催し、延べ 624

名の参加がありました。

児童文学研究者を招き「子どもの本の講座」を開催

しました。また、簡単な科学の実験、工作を行う

「科学で遊ぼう」を開催し、併せて 154 名の参加が

ありました。

＜今後の方向性＞

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

子育て支援に関する情報の収集及び啓発事業に取り組んでいきます。/公民館

・家庭教育学級の実施については、家庭教育の重要性に鑑み、家庭における教育力の向上を図るため、乳幼児や

小・中学校の保護者を対象にした家庭教育学級の充実に努めます。/公民館

・家庭教育講演会の開催については、引き続き子育て世代を対象に子どもの育ちを支える親の役割や家庭のあり

方などについての講演会を開催し、家庭教育の重要性についての啓発に努めます。/公民館

・子育て支援事業については、親が安心して産み育てるための家庭教育の充実を図るため、子どもの発達に応じた

家庭教育の講座や親同士の交流、父親の育児参加のための学習の機会・充実を図ります。/公民館

・こども情報紙発行については、子どもたちの体験活動へのサポートとなるこども情報紙「このゆびとまれ」を

引き続き発行していきます。/生涯学習課

・公民館保育室活用事業については、今後も引き続き子育て期の学習権保障のため、公民館保育の充実を図ると

ともに空き時間の活用について、市長部局との連携により場の拡大に努めてまいります。/公民館

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

ていきます。/中央図書館



- 59 -

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

実施回数のさらなる増加、及び事業のＰＲ活動に努めていきます。/保育幼稚園課

・明海つどいの広場等運営支援事業については、地域の子育て支援のため、引き続き、事業の周知を図ります。/

こども課・保育幼稚園課

・堀江つどいの広場事業運営事業については、地域の子育て支援のため、引き続き、事業の周知を図ります。/こ

ども課

・ブックスタート事業については、乳幼児とその親に対し絵本の楽しさ、大切さを伝えていきます。/中央図書館

８－２ 青少年の健全育成の推進

施 策 事業名・担当部署 実 績

体験活動・交流

活動の推進

・青少年体験事業【再掲】

/公民館

○青少年館運営管理事業【再掲】

/青少年課

◎放課後異年齢児交流促進事業

【再掲】

/青少年課

○少年少女洋上研修事業【再掲】

/青少年課

学校の休業日や週末を利用した体験・交流の場づくり

として、ものづくり体験やサイエンス体験、自然体験

などの講座を通して、新たな自分を発見し、達成感を

感じることができました。、166 事業 370 回実施し、延

べ 9,152 名が参加しました。

青少年の仲間づくりや青少年同士の交流を行える場及

び青少年が自発的に学習、趣味等の活動が行える場を

提供することにより、青少年の健全育成を図りまし

た。開館日数は 298 日、小学生 24,248 名、中学生

16,463 名、高校生 11,047 名、23 歳未満 3,068 名、そ

の他 9,914 名、合計 64,740 名が利用しました。

小学生を対象とし、児童が通い慣れた学校を「遊び

場」として確保し、遊びを通じた異年齢間の交流を促

進することによって、子どもたちの創造性や自主性、

社会性を養い、児童の健全育成を図ることを目的に行

いました。東、日の出、南、明海、入船、北部、富

岡、日の出南、明海南、美浜北小学校（夏季休業期間

のみ全校）及び放課後児童交流センターで実施し、計

84,754 名が利用しました。

小学校６年生と中学生を対象に、あらためて自分を見

つめ直し、新しい自分をつくることを目的に、平素体

験することのない洋上での生活やラフティングやナイ

トハイク等の自然体験を通じた様々なグループワーク

研修を行い、「人とのふれあい」や「体験活動を通した
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・少年の広場管理運営事業【再掲】

/青少年課

・少年親善スポーツ大会【再掲】

/青少年課

○青少年リーダー養成事業【再掲】

/青少年課

○青少年交流活動センター管理運営

事業【再掲】

/青少年課

○青少年交流施設管理運営事業

【再掲】

/青少年課

グループでの協力」などを経験し、学ぶ機会を提供し

ています。平成 28 年度は、８月 18 日～22 日に北海道

日高町などで実施を予定していましたが、台風の影響

で中止となりました。

18 歳までを対象とした、今川にある市内で唯一の宿泊

ができるキャンプ場です。市内の子どもたちの体験活

動の促進につながり、心身ともに健全な青少年の育成

を図ることを目的として設置しています。また、ボー

イスカウトやガールスカウトなどの定期利用団体がお

り、68 団体、計 2,613 名の方が利用しました。

小学校４～６年生を対象に、スポーツを通して青少年

の健全育成を図ることを目的として実施しています。

20 チーム計 271 名が参加しました。

主に中学生を対象に、野外料理、キャンドルファイヤ

ー、ボランティア体験、ＡＥＤの知識などの講習会を

５月 22 日～平成 29 年３月 12 日の期間に 10 回開催

し、青少年リーダーの育成を図りました。研修生 29 名

が受講しました。

青少年交流活動センター (通称：うら・らめ～る)は、

学校・青少年団体・一般の方を対象とし、主に青少年

の交流や団体生活を通じて青少年の健全な育成を図る

ための宿泊型研修施設です。宿泊者数 6,572 名、宿泊

以外 27,746 名、合計 34,318 名が利用しました。

青少年を主体に幼児から高齢者まで、就学者・勤労者

を問わず、どなたでも気軽に受講できる各種カルチャ

ー教室を開催しており、施設内では、青少年が自由に

集え、仲間たちと楽しく会話できる場所として、「青少

年交流広場」を無料開放しています。青少年交流広場

6,878名、スタジオ貸出1,379名、各種講座22,189名、

自主事業801名、合計31,247名が利用しました。（一般

利用者除く）

開催場所：新浦安マーレカルチャープラザ内
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・ジュニアリーダー研修会【再掲】

/青少年課

・「浦安市民の森」活用事業

【再掲】

/環境保全課・指導課

・キャリア教育の推進【再掲】

/指導課

・福祉教育の推進【再掲】

/教育研究センター

◎ふるさとうらやす立志塾の開催

【再掲】

/指導課

市内の小学校４～６年生を対象に、異なる学校や世代

の子どもたちと、さまざまなテーマでの学習や、友達

や研修会の講師などの多様な人との触れ合いを通し

て、表現力、受容力、行動力を養うことを目標とし

て、研修会を実施しました。６月 11 日～12 月 4日で

年間 8回の研修会を実施し、研修生 38 名が受講しまし

た。

小学校５年生を対象に、「浦安市民の森」等を活用した

林間学校を３校で実施しました。また、市内在住の小

学生以上を対象に、「森林と親しむ講座」を開催し、地

元の方の指導により、参加者 34 名に対し森林整備体験

の機会を提供しました。

各小・中学校においては、職業調べ、職場見学、職場

体験、職業に関する講演会等を実施しました。

福祉に関する体験学習等を通して、地域に住む誰もが

幸せに暮らしていくためには何をしたらいいのか考え

るとともに、意識し行動するなど、地域の実情に合っ

た福祉教育を推進し、福祉に関する理解を深めまし

た。また、第３回特別支援教育コーディネーター研修

会において、「こころのバリアフリーハンドブック」を

配付し、福祉教育の推進を図りました。（幼稚園・認定

こども園・保育園・小学校・中学校の教員 48 名参加）

各中学校長から推薦を受けた学校のリーダーとして活

躍する意欲のある中学２年生 26 名が参加し、市内及び

県外での全４回６日間の研修を行いました。８月 17 日

～18 日(１泊２日)には福島県いわき市、福島県双葉郡

広野町でのふたば未来学園高校との交流等の研修会を

実施し、同世代のリーダーの活動から学ぶとともに、

改めて自分たちにできることを考えることで、ふるさ

とうらやすへの理解と愛着を深めるとともに、リーダ

ーとしての自覚や資質能力を高めました。平成 23 年度

より開催しており平成 28 年度は６回目の開催となりま
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□◎ふるさとうらやす自立塾の開

催【再掲】

/指導課

○うらやすこども大学【再掲】

/生涯学習課

した。

各小学校から選出された山村での自立した生活をする

意欲のある小学６年生 32 名が参加し、８月 24 日～29

日(５泊６日)に長野県大町市にある山村留学センター

で研修会を実施しました。この研修をとおしてふるさ

とうらやすへの理解と愛着を深めるとともに、忍耐力

やコミュニケーション能力、自立心等を高めました。

８月から 12 月までの期間に全７回、市内の３大学や包

括協定大学等の協力のもと、うらやすこども大学を開

校し、市内在住の小学４年・５年生の児童 48 名が参加

しました。講座では大学生や浦安高校の生徒にボラン

ティアとして手伝ってもらい、異年齢の交流が図ら

れ、青少年の健全育成に寄与しました。

地域教育力の活

用

・生涯学習情報提供システム運営

事業【再掲】

/生涯学習課

・青少年健全育成啓発事業

/青少年課

◎地域とともに歩む学校づくり推

進事業【再掲】

/教育政策課・指導課・生涯学習課・

公民館

「まなびねっと URAYASU」において、団体や人材の情

報を提供しました。

青少年健全育成連絡会と協力し、小学校５年生～中学

生を対象に、標語コンクールを実施しました。なお、

その中の作品を標語入り啓発物資（花の栽培セット）

とし、チラシを同封したものを 500 セット用意し、市

民向けに配布しました。また、標語入りプランター１

個に球根 10 個を付けたものを 100 セット用意し、保育

園、幼稚園、小・中学校に配布しました。さらに、い

ちょう 110 番の家のキーホルダー約 3,400 個を保育

園、幼稚園の５歳児と小学校１年生に、クリアファイ

ル約 8,800 枚を小学校２～６年生に配布し、健全育成

の啓発を行いました。

地域と学校の連携をより深め、推進するため、学校長

の推薦により委嘱した学校支援コーディネーターを小

学校 16 校に 20 名、中学校９校に 13 名、小中兼任で３

名、合計 36 名配置し、９つの学校支援地域本部を設置

しました。また、学校支援コーディネーターの役割や

中学校区の活動、先進事例の紹介等を内容とする研修
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◯ふるさとふれあい教育活動推進

事業【再掲】

/指導課

会（交流会）を年３回開催（のべ 163 人が参加）しま

した。中学校区内外の連携を深め、地域の子は地域で

見守り育てる意識を深める研修とすることができまし

た。

浦安市教育ビジョンの５つの「めざす子ども像」の実

現を支え、各幼稚園、小・中学校が、「地域ぐるみで学

校を支援する仕組みづくり」を推進することを目的と

して、各々が設定した事業主題に基づいた教育活動を

展開しました。家庭・学校・地域が連携し、地域の特

色にあった開かれた学校づくりをめざすことができま

した。

子どもの読書環

境の整備

○児童サービス事業【再掲】

/中央図書館

○児童集会事業【再掲】

/中央図書館

・浦安市子ども読書活動推進事業

【再掲】

/指導課・中央図書館

・学校図書館の環境整備

/指導課

図書館全体の年間貸出数は 1,992,908 点で、そのうち

児童書は 440,506 点を貸出しました。「えほんのじか

ん」等集会事業は 792 回開催し、9,046 名の参加があ

りました。また、学校や保育園等において、27,206 名

の子どもたちに読み聞かせなどを行いました

児童文学研究者を招き「子どもの本の講座」を開催し

ました。また、簡単な科学の実験、工作を行う「科学

で遊ぼう」を開催し、併せて 154 名の参加がありまし

た。

全小・中学校に 26 名の司書を配置するとともに、読書

活動推進と図書室利用の促進を図りました。各学校図

書館で研修会を行い、学校図書館の環境について相互

に参観し合う機会を設けました。公立図書館から学校

や保育園等に出向いての読み聞かせ等は、年間で

1,219 回、延べ 27,206 名の子どもたちに実施しまし

た。図書館職員が出向くことで、子どもたちが図書館

に親しみを感じ、来館につながる効果が上がっていま

す。ただし、保育園については近年施設数が急増して

いるため、全園に出向くのは難しい状況になっていま

す。

読書活動や学習支援を推進するため、蔵書の内容を確

認しています。研修やブックフェアへの参加をとおし
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て、本の内容を確認できる機会を設けました。

団体の活動支援

と指導者育成

○青少年リーダー養成事業【再掲】

/青少年課

・青少年健全育成団体活動推進

/青少年課

・青少年補導員連絡協議会補助金

/青少年センター

主に中学生を対象に、野外料理、キャンドルファイヤ

ー、ボランティア体験、ＡＥＤの知識などの講習会を

５月22日～平成29年３月12日の期間に10回開催し、青

少年リーダーの育成を図りました。研修生29名が受講

しました。

青少年健全育成団体の活動の推進を図るため、浦安市

子ども会育成連絡協議会１団体に510,000円、子ども会

36団体に1,038,929円、ボーイスカウト２団体に

160,000円、ガールスカウト２団体に160,000円、浦安

市青少年健全育成連絡会１団体に788,813円、浦安市リ

ーダースクラブ１団体に150,000円、青少年相談員連絡

協議会１団体に650,000円の補助金を交付するなど、計

43団体の活動推進を行いました。

青少年の非行防止及び健全育成を図るため、浦安市青

少年補導員連絡協議会に対し、青少年補導員の活動に

必要な被服や補導活動の広報・啓発に必要な物資の購

入をはじめ、青少年補導員の資質向上に資する研修の

開催等、運営に要する経費の一部に対し補助金700,000

円の助成を行いました。

青少年相談事業

の充実

○青少年補導員による街頭補導活

動等の推進

/青少年センター

・青少年相談事業

/青少年センター

○訪問相談員派遣事業

/指導課

青少年補導員の街頭補導活動として、中央パトロール

24 回、地区パトロール 167 回、特別パトロール 12 回

計 203 回のパトロールを実施しました。

青少年センター内に臨床心理士である相談員を配置

し、電話相談を延べ 135 回、来所相談を延べ 138 回、

計 273 回の青少年相談に対応しました。

訪問相談員が、浦安市内の不登校傾向、引きこもり傾

向の児童・生徒及び保護者を対象として、主に学校不

適応に関する内容について、相談活動や学習指導等、

個々に応じたきめ細かな指導・援助を行いました。新

たに小学校または中学校管理職を経験し生徒指導や保

護者対応に精通した統括訪問相談員を２名配置し、

個々の状況に応じた相談活動や学習支援を行うととも
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○教育相談事業

/指導課

○いじめ対策事業

/指導課

◯適応指導教室事業

/指導課

・青少年相談員事業

/青少年課

に、積極的に学校を訪問し連携を推進しました。訪問

相談員及び統括訪問相談訪問による相談は延べ 2,077

回行いました。

全小・中学校に 26 名のスクールライフカウンセラー

（ＳＬＣ）を配置し、児童・生徒の精神的な悩みの発

見や相談に対応し、健やかな学校生活が送れるように

支援しました。

浦安市いじめ防止基本方針の施行に伴い、いじめ防止

等に関する保護者及び市民の意識啓発を図るため、リ

ーフレットを作成し、配布しました。いじめの防止等

のための対策を実効的に行うため、いじめ対策調査委

員会を年３回開催しました。また、浦安市教育委員会

内に設置している「いじめ 110 番」専用電話では年間

で 11 件の相談を受理しました。さらに、学校いじめ防

止基本方針の本格実施に伴う支援として、生徒指導体

制の充実のため各小・中学校の生徒指導担当教諭を対

象に「いじめの理解・組織対応の重要性」などをテー

マとした研修会を年間３回実施しました。

教育相談における相談を延べ 2,578 回、訪問相談を延

べ 2,077 回行いました。学校生活に関すること、心や

身体のこと、その他個々の状況に応じて、児童・生

徒、保護者、教育関係者に対し、相談活動を通して支

援しました。また、不登校やひきこもり傾向になった

児童・生徒に対し、相談活動や学習指導等、個々に応

じたきめ細かな指導・援助を行うとともに、小集団で

の活動を通して、ゆるやかな学校復帰を支援しまし

た。いちょう学級の延べ利用人数は 1,759 名で、15 名

が学校復帰（部分復帰も含む）し、17 名が高校に進学

しました。教育相談における相談回数は延べ 2,578

回、訪問相談は延べ 2,077 回行いました。

青少年事業を自主的に企画・運営しており、企画会

議・主催事業でのべ 453 名の相談員が参加していま

す。平成 28 年度は、委嘱された 52 名の相談員がブラ
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ックシアター発表会や科学体験教室など、５回の主催

事業を行っており、のべ 958 名の小中学生が参加しま

した。

＜今後の方向性＞

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

動、地域の団体や公民館サークル等の協力も得ながら実施し、広い視野を持った心身ともに健全な青少年の育

成を目指します。/公民館

・青少年館管理運営事業については、青少年の仲間づくりや青少年どうしの交流を行える場及び青少年が自発的

に学習、趣味等の活動が行える場を提供することにより、思いやりや創造性のある青少年の育成を図るため、

指定管理者と協力しながら継続して実施していきます。/青少年課

・放課後異年齢児交流促進事業については、夏季休業期間のみの実施校であった7小学校についても、平成29年度

の2学期から通年実施を行います。これにより、市内全小学校での通年実施が達成されます。/青少年課

・少年少女洋上研修事業については、洋上での生活及び自然体験活動を通じて引き続き青少年の健全育成を図り

ます。/青少年課

・少年の広場管理運営事業については、ボーイスカウトやガールスカウトなど、少年の広場の目的に沿った定期

利用団体の増加がみられており、市内で唯一の宿泊ができるキャンプ場ということで、市内の子どもたちの体

験活動の促進につながっているため、今後も継続して実施していきます。/青少年課

・少年親善スポーツ大会については、スポーツを通して他の学校の児童と親睦を図ることや、健康的な体力

づくり、協調性や仲間との友情を育む効果があるため、今後も継続して実施していきます。/青少年課

・青少年リーダー養成事業については、心豊かなリーダーの育成を目的とし、受講生の獲得を図りながら、継続

して実施していきます。/青少年課

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

催事業を展開していきます。/青少年課

・青少年交流施設管理運営事業については、引き続き各種講座の実施や、青少年の居場所づくり等を通して青少

年の健全育成を図ります。/青少年課

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

能な活動が必ずしも学校の要望（農業体験の実施や分宿、ものづくり体験や雨天行程の充実等）と一致してい

ない状況であったこと、平成27年度の浅間山噴火の影響もあったことから、林間学校で「浦安市民の森」を活

用した小学校は３校となりました。「浦安市民の森」が江戸川の最上流に位置し、その水を生活用水として浦安

市民が活用していることを踏まえ、「浦安市民の森」と環境学習を結び付けた自然体験活動の充実により、同事

業の継続的な活用を図っていきます。/環境保全課・指導課

・キャリア教育の推進については、中学校区ごとのキャリア教育モデルを作成・見直しを行い、小・中学校の連

携を図っていきます。/指導課

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

た取組を紹介し、情報を共有しながら地域の実情に合った福祉教育の推進を図ります。/教育研究センター

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

ダーの育成を図るため、研修方法、内容の評価・改善を行うことをとおして、ふるさと意識の醸成と実践力の
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育成を図るため、研修の充実に取り組んでいきます。/指導課

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

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

いただき実施していきます。/生涯学習課

・生涯学習情報提供システム運営事業については、「まなびねっとURAYASU」を運営し、青少年が参加できる学習

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

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

広めていけるよう周知方法等を検討していきます。/青少年課

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

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

た、研修会等をとおして各学校の実践例や他市の実践例を学んだりすることで、地域の特色を生かした地域の

方と子どもとの交流や協力体制づくりを推進します。また、学校と地域の連携・協働を推進するため学校運営

協議会の設置や地域学校協働本部への移行について、調査・研究を進めます。/教育政策課・指導課・生涯学習

課・公民館

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

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

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

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

ていきます。/中央図書館

・浦安市子ども読書活動推進事業については、浦安市子ども読書活動推進計画（第二次）に基づき、小・中学校

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

ズに合った研修に取組、学校司書の資質の向上を図ります。/指導課

・学校図書館の環境整備については、読書活動、学習支援に生かせる蔵書をめざすために、各学校図書館の蔵書

構成の把握に努めます。また、ブックフェア等実際に本の内容を知る機会を紹介し参加を勧めたり、研修内容

を工夫したりします。/指導課

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

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

携協力を図り、事業活動の推進をしていきます。/青少年課

・青少年補導員連絡協議会補助金については、浦安市青少年補導員連絡協議会運営費補助金交付要綱に基づき、

補助金を対象団体に交付することで、団体活動の推進を図っていきます。/青少年センター

・青少年補導員による街頭補導活動等の推進については、中央パトロール、地区パトロール、特別パトロールな

どを行い、青少年に「愛のひと声」を基調とした補導活動を引き続き実施します。/青少年センター

・青少年相談事業については、臨床心理士である相談員を配置し、青少年の問題行動や家庭、学校での悩み事に

ついて、本人やその保護者等からの相談を受け、問題解決に向けた適切な指導助言等を行います。また、いじ

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

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

報・啓発物の掲示を依頼し相談事業の周知を図るとともに、青少年センター相談員の資質向上のため引き続き
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研修等へ参加します。/青少年センター

・訪問相談員派遣事業については、学校及び関係機関との連携の拡充を図るとともに、学習指導・集団活動を通

して、児童生徒の自己決定力の育成を支援していきます。/指導課

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

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

・いじめ対策事業については、「浦安市いじめ防止基本方針」の見直しを行い、本市におけるいじめの防止、いじ

めの早期発見及びいじめへの対処のための対策を総合的かつ効果的に推進していきます。/指導課

・適応指導教室事業については、いちょう学級・教育相談・訪問相談の３部門で運営し、児童・生徒、保護者、

教育関係者に対し、相談活動を通しての支援を継続して行います。また、統括訪問相談員が児童生徒の個々に

応じたきめ細かな指導・援助や学校を核とするケース会議の推進等を通して、学校復帰への支援を継続して行

います。/指導課

・青少年相談員事業については、地域での青少年健全育成活動における貢献度は高く、参加した児童・生徒はも

とより、保護者からも高い評価を得ているため、今後も青少年相談員と連携をとり、引き続き青少年の健全育

成を図っていきます。/青少年課

８－３ 成人の学習機会の提供

施 策 事業名・担当部署 実 績

多様な学習機会

や情報の提供

○生涯学習情報提供システム運営事業

【再掲】

/生涯学習課

・市民参加型事業の推進

/公民館

【再掲】掲載 72 頁

・成人対象事業

/公民館

・公民館情報誌発行事業【再掲】

/公民館

○レファレンスサービス事業【再掲】

/中央図書館

市民の学習要求に応えられるよう公民館や図書館等

で開催している講座情報やサークル・団体活動の情

報を提供しました。

市民サークルや地域団体等と共に企画運営をした事

業として、餅つき、エコカフェなど 27 事業 173 回

実施し、延べ 9,145 名が参加しました。

ライフステージやライフスタイルに応じた学習機会

の充実を図るため、146 事業 636 回実施し、延べ

10,074 名が参加しました。

公民館情報誌「ルネサンス」を年 4 回（春号、夏号

秋号、新春号）216,000 部発行し、新聞折り込みや

公共施設等に設置し配布しました。

図書館資料や、データベース等を活用し、122,031

件の案内サービスを実施しました。

地域課題に関す

る学習機会の提

・地域参加交流事業

/公民館

主に男性や高齢者の地域のつながりを図る場とし

て、高齢者対象のサロン事業を実施し、地域参加の
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供 きっかけづくりを支援しました。

現代的課題の学

習機会の創出

・現代的課題事業【再掲】

/公民館

・図書館講座・講演会【再掲】

/中央図書館

防災、環境、人権、国際理解等、現代的な課題に応

じた学習を 49 事業 137 回実施し、延べ 2,633 名が

参加しました。

28 事業を計 852 回開催し、延べ 11,258 名が参加し

ました。

キャリア形成の

ための学習機会

の充実

・就労支援事業【再掲】

/公民館

・創業支援セミナー

/中央図書館・商工観光課

○レファレンスサービス事業【再掲】

/中央図書館

働く市民のビジネススキル向上のため、６事業 32

回実施し、延べ 860 名が参加しました。

創業支援セミナーに先立ち「創業支援プレセミナ

ー」を開催するとともに、４日間コースと６日間コ

ースの全２回（合計 10 日間）を開催し、89 名の方

が参加しました（うち 82 名が修了）。

図書館資料や、データベース等を活用し、122,031

件の案内サービスを実施しました。

アクティブシニ

アの活用と学習

支援

・ミドルシニア世代事業

/公民館

ミドルシニア世代男性の仲間づくり、地域活動を促

す学習・交流の充実を図るため、10 事業 38 回実施

し、延べ 800 名が参加しました。

＜今後の方向性＞

・生涯学習情報提供システム運営事業については、市からの学習情報提供を積極的に行うとともに、社会教育関

係団体や地域人材の登録および活用を図っていきます。/生涯学習課

・市民参加型事業の推進については、市民等との協働で事業の企画立案による学習活動の促進及び市民、団体等

の活動拠点としての機能の充実を図ります。また、平成 28 年度より「サークル活動還元支援事業実施要綱」を

施行し、サークル等による自主的な活動を支援し、サークル活動の発展と学習成果を地域に還元するよう促進

するための支援を行います。/公民館

・成人対象事業については、市民が生涯にわたり学習できるよう、各種講座・教室等の充実を図ります。/公民館

・公民館情報誌発行事業については、今後も継続し、各種講座・教室やイベントの開催などの詳細について、広

く市民に情報を発信していきます。/公民館

・レファレンスサービス事業については、検索手段等の整備により、より効率的かつ迅速に利用者へ回答又は資

料を提供し、満足度の向上を目指します。/中央図書館

・地域参加交流事業については、日頃、公民館を利用しない層（成人男性をはじめとする勤労者など）へのアプ

ローチは、豊かなまちづくり・ひとづくりをする上でも重要です。主催事業後のアンケートや各部署において

市民意識調査を実施した調査結果等を参考に、ニーズやライフスタイルに合わせた学習機会の提供に努めま

す。/公民館

・現代的課題事業については、市民一人ひとりが尊重しあう社会づくりに向けて、防災、環境、人権、国際理解
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等の現代的課題についての学習機会の充実を図ります。/公民館

・図書館講座・講演会については、引き続き図書館利用促進につながる事業を、幅広く実施していきます。/中央

図書館

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

や勤労者のキャリアアップ学習を推進します。/公民館

・創業支援セミナーについて、国の認定を受けた「創業支援計画」に基づく「特定創業支援事業」となっている

ことから、平成 29 年度についても、年２回程度開催し、開業を予定または創業を考えている市民に、必要な資

料や情報を提供して、支援を行います。/中央図書館・商工観光課

・ミドルシニア世代事業については、向老期からの男性の仲間づくりや地域活動を促すための交流・学習機会の

充実を図ります。/公民館

８－４ 高齢者の学習機会の提供

施 策 事業名・担当部署 実 績

世代間交流の推

進と社会参加の

支援

・高齢者生きがい対策事業

/公民館

・コミュニティ・カレッジうらや

す

/公民館

・郷土博物館ボランティア活動

/郷土博物館

【再掲】掲載 80・84 頁

・ビデオ定点撮影

/郷土博物館

【再掲】掲載 80・84 頁

世代内・世代間の交流を深めるためのサロン事業や、

生きがいづくりを支援するため、身近な地域で継続的

に運動することができる健康体操など、38 事業 579 回

実施し、延べ 12,940 名が参加しました。

セカンドステージを仲間と楽しく生きがいのある充実

した生活が送れるよう学習の支援や交流の場を提供す

る高齢者大学コミュニティ・カレッジうらやすを 24 回

実施し、延べ 569 名が参加しました。

郷土博物館ボランティア「もやいの会」をはじめとし

て、延べ 1,066 名のボランティアの方々の協力を得な

がら博物館運営を行いました。

社会教育団体「浦安ビデオクラブ」の協力によるビデ

オ教材の制作（定点撮影市内 19 か所）を行いました。

生きがいと健康

づくりの推進

・市民参加型事業の推進【再掲】

/公民館

市民等との協働の推進を図るため、餅つき、エコカフ

ェなど市民等と一緒に事業を企画運営する協働事業を

27 事業 173 回実施し、延べ 9,145 名が参加しました。

＜今後の方向性＞

・高齢者生きがい対策事業については、高齢者の生きがいづくりや社会参加を促進するため、健康体操や文化教

養講座、サロン事業などの充実を図ります。/公民館

・コミュニティ・カレッジうらやすについては、実生活に即した教養の向上を図り、地域による生きがいと仲間
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づくり行えるよう、内容の充実を図ります。/公民館

・郷土博物館ボランティア活動については、今後もボランティアの方々と協力し、博物館運営を行うとともに、

新規ボランティア参加者の推進などにも取り組んでいきます。/郷土博物館

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

か、教材等の素材として広く活用していきます。/郷土博物館

・市民参加型事業の推進については、市民等との協働で事業の企画立案による学習活動の促進及び市民、団体等

の活動拠点としての機能の充実を図ります。また、平成 28 年度より「サークル活動還元支援事業実施要綱」を

施行し、サークル等による自主的な活動を支援し、サークル活動の発展と学習成果を地域に還元するよう促進

するための支援を行います。/公民館

第９節 生涯スポーツの振興と健康づくりの推進

９－１ スポーツを楽しむ機会と情報の提供

施 策 事業名・担当部署 実 績

スポーツ事業の

充実

・浦安スポーツフェア【再掲】

/市民スポーツ課

・東京ベイ浦安シティマラソン大会

【再掲】

/市民スポーツ課

・スポーツの集い【再掲】

/市民スポーツ課

約 15,000 名のご参加をいただき、26 種目のスポー

ツを通して、スポーツの振興、普及、また、市民相

互の親睦を深めることができました。28 年度につ

いては、東京オリンピック・パラリンピック推進事

業の一環として競技種目「テコンドー」をステージ

上で紹介しました。

10km、3km、ハーフの部の全３種目を開催しまし

た。6,594 名の方々に参加を頂き、スポーツの振

興、体力づくりのきっかけとすることができまし

た。

市民が気軽に軽スポーツ等を参加・体験できるイベ

ントとして開催しました。トリムバレーボールやボ

ッチャ、スラックラインなど全 14 種目に加え、多

くのイベントに、延べ 1,636 名が参加しました。

教育委員会会議での主な意見

青少年相談事業について、不登校や家庭問題などからの相談業務が今後重要になってくると思われる。子ども

たちの遊び方や行動パターンは、ＩＣＴ機器の発達により変わってきており、生涯学習部と学校教育との連携が

ますます必要になってくる。また、不登校対策については、総括訪問相談員などをうまく利用しながら、学校、

青少年センター、指導課、福祉担当課などが連携を図り、総力を挙げて取り組んでいかなければならない。

青少年補導員による街頭補導活動について、その効果を明確にするのは難しい問題である。補導員の人数など

人口比率も含めた他市比較を行うと良い。
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・フットサル全国リーグ支援事業

/市民スポーツ課

・学校体育施設開放事業【再掲】

/市民スポーツ課

・スポーツ交流事業

/市民スポーツ課

・スキー教室

/市民スポーツ課

本市をホームタウンとするバルドラール浦安のホー

ムゲームを盛りあげるため応援を行い、スポーツへ

の関心を高め、「応援するスポーツとして市民の連

帯感の高揚」を図りました。12 試合、計 12,876 名

の観客が集まりました。

小学校においては 14 校を開放し、227,003 名が利

用しました。中学校においては７校を開放し、

73,955 名、合計 300,958 名が利用しました。

オーランドハーフマラソンへ市民 4 名を派遣し、茨

城県下妻市のマラソン大会にも市民 43 名を派遣し

ました。新発田市の少年タグラグビーチームを浦安

市へ招待し、親善大会を行うなどし交流を深めまし

た。こうした活動を通して、親善と友好を深めると

同時に、スポーツの振興を図りました。

35 名が参加し、正しいスキー技術とマナーの向上

を図りました。

各種体育大会の

実施

・軽スポーツ大会【再掲】

/市民スポーツ課

・市民体育大会

/市民スポーツ課

・少年体育大会

/市民スポーツ課

・東京ベイ浦安シティマラソン大会

【再掲】

/市民スポーツ課

市民の方々の健康増進、体力づくりを目的として、

いつでもどこでも手軽に楽しめるスポーツの振興・

普及を図るためにドッヂビー（安全に配慮した布製

のフリスビーを使ったドッヂボール）大会を実施

し、162 名が参加しました。

野球競技や空手道競技など全20種目の競技大会を開

催しました。春季大会8,663名、秋季大会8,902名、

冬季大会35名の、合計17,600名が参加しました。

春・秋に少年を対象とした少年野球大会を開催しま

した。春は 25 チーム、秋には 26 チームが参加しま

した。

10km、3km、ハーフの部の全３種目を開催しまし

た。6,594 名の方々に参加を頂き、スポーツの振

興、体力づくりのきっかけとすることができまし
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・少年親善スポーツ大会【再掲】

/青少年課

た。

小学校４～６年生を対象に、スポーツを通して青少

年の健全育成を図ることを目的として実施していま

す。20 チーム計 271 名が参加しました。

健康づくりに関

する学習機会の

充実

・健康づくり事業

/公民館

・スポーツの集い【再掲】

/市民スポーツ課

・浦安スポーツフェア【再掲】

/市民スポーツ課

運動の習慣化・健康づくりと交流を図るため、健康

太極拳、グランドゴルフ、クライミングなど 42 事

業 440 回実施し、延べ 9,871 名が参加しました。

市民が気軽に軽スポーツ等を参加・体験できるイベ

ントとして開催しました。トリムバレーボールやボ

ッチャ、スラックラインなど全 14 種目に加え、多

くのイベントに、延べ 1,636 名が参加しました。

約 15,000 名のご参加をいただき、26 種目のスポー

ツを通して、スポーツの振興、普及、また、市民相

互の親睦を深めることができました。28 年度につ

いては、東京オリンピック・パラリンピック推進事

業の一環として競技種目「テコンドー」をステージ

上で紹介しました。

スポーツ関連の

情報提供

○生涯スポーツ健康都市推進事業

/市民スポーツ課

○体育施設等予約管理システムの維持

管理事業

/市民スポーツ課

リーディング事業を「ウォーキング」として、ウォ

ーキングマップの活用方法を検討しました。また、

生涯スポーツ健康都市を宣言していることを広く周

知することを目的として、運動公園内に看板を二つ

設置しました。

予約業務の効率化を図るとともに、施設利用者の利

便性の向上のため体育施設予約管理システムの運営

を行いました。

＜今後の方向性＞

・各種スポーツレクリエーション事業については、東京ベイ浦安シティマラソン大会やスポーツフェア、スポー

ツの集いの構成の見直しを行い、さらなる充実を図っていきます。また、スポーツの集いやスポーツフェアに

関して、パラリンピック推進の一環として障がい者スポーツの体験コーナーを設けるなどし、2020年を見据え

た普及促進を行います。また、見るスポーツとして、フットサル全国リーグ支援事業のほかに、千葉ロッテマ

リーンズとの協定に基づいたイースタンリーグの公式戦などを新しくできた硬式野球場にて開催していきま

す。/市民スポーツ課

・学校体育施設開放事業は、総合型スポーツクラブ設立校以外の学校について、学校ごとに自主的に管理できる
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よう順次設立の支援をしていきます。/市民スポーツ課

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

加盟団体の運営のもと、春・秋を中心に各種競技の市民体育大会を行うことで、市民がスポーツを親しみ、楽

しむことのできる機会と場を提供します。/市民スポーツ課

・少年親善スポーツ大会については、スポーツを通して他の学校の児童と親睦を図ることや、健康的な体力づく

り、協調性や仲間との友情を育む効果があるため、今後も継続して実施していきます。/青少年課

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

ど市民が健康に関心を持てるようきっかけづくりを行うために、食育や健康体操などの日常生活に取り入れら

れる事業を実施していきます。/公民館

・生涯スポーツ健康都市推進事業については、ウォーキングマップの効率的な活用方法などを検討し、生涯スポ

ーツ健康都市を宣言した趣旨を広く市民に周知します。/市民スポーツ課

９－２ スポーツ推進体制の整備

施 策 事業名・担当部署 実 績

市民スポーツ団

体の育成支援と

連携強化

・軽スポーツ協会活動補助事業

/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

・少年スポーツ団体活動補助事業

/市民スポーツ課

市民大会の開催や軽スポーツ協会(９団体加盟)に対

し補助金を交付し、軽スポーツの普及と軽スポーツ

を通じた市民の健康増進・体力づくりを図りまし

た。

市民大会の開催や千葉県民体育大会への選手派遣を

行っている体育協会(24 団体加盟)に補助金を交付

し、市民スポーツ団体の育成とスポーツ振興を図り

ました。

少年スポーツ団体の育成・競技力向上及び青少年の

スポーツ振興を図るため、補助金を交付し、少年ス

ポーツ団体の活動推進を図ることができました。

地域に根ざした

スポーツ関係団

体の支援

○総合型地域スポーツクラブ支援事

業

/市民スポーツ課

・スポーツ推進委員連絡協議会活動

費補助事業・補助金

/市民スポーツ課

市内６つの総合型スポーツクラブで組織される浦安

市総合型地域スポーツクラブ連絡協議会(以下浦スポ

という。)主催の会議に出席し、助言を行ったほか、

浦スポ主催事業に消耗品を提供するなど側面的な支

援を実施しました。

中央地区（中央公民館・当代島公民館）、日の出地区

（日の出公民館）、高洲地区（高洲公民館）の３地区

でスポーツレクリエーションの普及活動を行ってい

るスポーツ推進委員連絡協議会に補助金を交付し、
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スポーツレクリエーションを通じた市民の体力向上

と健康増進を図りました。

＜今後の方向性＞

・軽スポーツ協会活動補助事業は、市民の健康増進・体力づくりを目指して、軽スポーツの普及活動を実施して

いる軽スポーツ協会に対して活動経費補助をしていきます。/市民スポーツ課

・総合型地域スポーツクラブ支援事業では、スポーツクラブ設立を目指す地域への支援、また各クラブの活動を

振興させることにより多くの市民の方々への貢献ができるように今後進めていきます。また、高洲地区総合型

スポーツ＆カルチャークラブの新体操クラブが、高洲中学校の特設部として位置づけられ活動を行う取組も始

まっています。/市民スポーツ課

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

め、活動経費等の補助を行っていきます。浦安市体育協会に対し、活動費や、近年成績が向上している県民大

会派遣費等の補助を行っていきます。/市民スポーツ課

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

ため、体育協会少年部の活動補助金の交付をしていきます。/市民スポーツ課

・スポーツ推進委員連絡協議会活動補助事業は、市民の体力向上と健康増進を目的に、健全なスポーツレクリエ

ーションの振興や普及活動を実施しているスポーツ推進委員連絡協議会に活動経費補助をしていきます。ま

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

ており、今後も引き続き経費の補助を行っていきます。/市民スポーツ課

・東京オリンピック・パラリンピックをスポーツ振興の好機と捉え、出場を目指す優秀な選手の育成と、市民ス

ポーツに取り組む機運の醸成を図るための補助金として「オリンピック・パラリンピック選手育成事業」を平

成27年から実施しており16名の選手に10万円を交付しました。/市民スポーツ課

９－３ スポーツ施設の環境の整備

施 策 事業名・担当部署 実 績

施設整備事業 ◎運動公園スポーツ施設整備事業

/運動公園スポーツ施設整備課

◎□パークゴルフ拡張事業

/市民スポーツ課

運動公園内の屋外に遠的競技が可能なアーチェリー

場を整備しました。また、市内で唯一の硬式野球が

できる球場を整備しました。

平成 26 年度にオープンしてから、引き続き広く市民

に開放しました。

小中学校の体育

施設等の有効活

用

・学校体育施設開放事業【再掲】

/市民スポーツ課

小学校においては 14 校を開放し、227,003 名が利用

しました。中学校においては７校を開放し、73,955

名、合計 300,958 名が利用しました。

スポーツ施設の

効果的・効率的

利用

・指定管理者制度の活用

/市民スポーツ課

総合体育館・屋内水泳プール、東野プール、陸上競

技場、中央武道館を指定管理とし、施設を効率的に

運営することができました。
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○体育施設等予約管理システム維持

管理事業

/市民スポーツ課

◎体育施設利用時間の拡大

/市民スポーツ課

市役所、中央武道館、総合体育館に設置している予

約管理システムにより、利用者の利便性を図ること

ができました。

昨年度に引き続き、平成 28 年度も夏季期間の運動

公園スポーツ施設の利用時間を拡大し、市民の利便

性を向上しました。

＜今後の方向性＞

・運動公園スポーツ施設整備事業については、平成29年度に「運動公園スポーツ施設機能検証」（市民スポーツ

課）を実施し、現状未整備となっている園路、駐車駐輪場、屋外トイレ等の便益施設の整備については、その

検証結果に基づき、スケジュールを新たに策定し早期実現を目指します。/運動公園スポーツ施設整備課

・学校体育施設開放事業は、総合型スポーツクラブ設立校以外の学校について、学校ごとに自主的に管理できる

よう順次設立の支援をしていきます。/市民スポーツ課

・体育施設等予約管理システム維持管理事業は、快適に利用できる予約管理システムの維持管理をし、利便性の

向上に努めます。/市民スポーツ課

第１０節 ふるさと浦安の芸術・文化の振興

１０－１ 芸術文化活動の活性化

施 策 事業名・担当部署 実 績

市民の芸術文化

活動の促進と情

報提供

・青少年文化・芸術支援事業

/生涯学習課

【再掲】掲載 77 頁

・美術展覧会

/生涯学習課

【再掲】掲載 79 頁

青少年の文化芸術活動の場を設け、市内の文化芸術

の振興及び若手芸術家の研鑽の場・交流の場とする

ことを目的に、「うらやす管弦楽フェスティバル」及

びクラシック音楽中心の青少年コンサート「しんう

ら駅前広場音楽祭」を行いました。うらやす管弦楽

フェスティバルは236名の入場、しんうら駅前広場音

楽祭は、1,215名の鑑賞がありました。

市美術展、市民手工芸作品展を開催することによ

り、市民の自主的な芸術活動を支援しました。市美

術展には330点、市民手工芸作品展には72点の出品が

ありました。

教育委員会会議での主な意見

スポーツ事業の推進について、浦安市は様々な事業を実施しているとともに、市域が狭いエリアの中でスポー

ツが非常に根づきやすい環境にある。そのような意味では、国もスポーツ基本計画を策定しており、市でもオリ

ンピックに向けた競技スポーツだけではなく、生涯スポーツを高めていく振興計画等をしっかりと組み立ててい

くことが大切である。
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○文化振興事業

/生涯学習課

【再掲】掲載 78・79・86 頁

市民参加型事業の一環として、「うらやす文化市場」

を開催し、市民が気軽に文化芸術活動に触れる機会

を提供しました。参加団体には日頃の成果を発表す

る場を提供することで、団体の活性化を図ることが

できました。８団体が参加し、902名が来場しまし

た。また、市民アーティスト支援事業を行い、子ど

もたちに音楽の素晴らしさを伝え、芸術活動のため

の環境づくりを推進しました。市内小学校９校で実

施し、852名が参加しました。

芸術文化団体等

の育成支援と連

携強化

・芸術文化団体等との連携

/生涯学習課

・文化団体活動補助金

/生涯学習課

・青少年文化・芸術支援事業

【再掲】

/生涯学習課

□協働提案事業

/生涯学習課

市美術展、文化市場など市民参加型事業を各団体と

の連携協力により実施しました。

社会教育関係６団体の事業の一部に対して補助金を

交付しました。

子どもたちに音楽を通じた豊かな体験活動の場を提

供するとともに青少年を中心とした文化芸術団体の

活動を支援することを目的に、「うらやす管弦楽フェ

スティバル」及び「しんうら駅前広場音楽祭」を行

いました。うらやす管弦楽フェスティバルは236名、

しんうら駅前広場音楽祭は、1,215名の参加がありま

した。

浦安を生涯にわたり音楽活動のできる、身近に音楽

があふれるまちとするため、市民団体である浦安シ

ティオーケストラと協働し、浦安市内在住の小学４

年生から22歳までの青少年が、音楽経験がなくても

弦楽器やオーケストラを体験し、楽しむことができ

る浦安ユースオーケストラを結成しました。

文化施設などの

環境の整備

・市民プラザ設備等改修事業

/生涯学習課

□○文化会館大規模改修事業

/生涯学習課

市民プラザ大・小ホール舞台照明設備等改修工事を

実施するにあたり、大・小ホール舞台照明設備等改

修工事設計業務を実施しました。

東日本大震災以降、建築基準法施行令等の改正によ

り、技術基準が制定されたことに伴い、特定天井等

改修建築工事、同電気設備工事、同機械設備工事な
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◎新浦安駅前文化施設整備事業

/生涯学習課

どを契約締結し、工期は７月１日から平成 29 年３月

21 日までの間で改修工事を行いました。

新浦安駅前に文化芸術活動の拠点となる浦安音楽ホ

ールの整備をすすめ、平成29年２月28日に引き渡し

が完了しました。また、平成29年４月の開館に向

け、開館記念式典やこけら落としコンサート、ピア

ノ開きコンサートなどの検討を行いました。

＜今後の方向性＞

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

進などを目的とした支援事業として、「うらやす管弦楽フェスティバル」や「うらやす駅前広場音楽祭」を引き

続き実施していきます。/生涯学習課

・美術展覧会については、市民文化の振興発展のため市美術展を昭和36年から実施しており、出品作品のレベル

も向上し、他の公募展を目指す出品者も増加しています。また、平成29年度より市美術展から独立して市写真

展を開催し、写真技術の向上を図るとともに、写真を愛好する人達の輪を広げ、写真による町づくりを推進し

ていきます。市民手工芸作品展は、平成10年度から実施し、手工芸が幅広く誰でも手がけることのできる創作

活動であることから、市民文化振興の裾野を広げるために有効な事業であると考えています。今後について

も、市内の文化団体やサークルなどへの働きかけはもちろん、より多くの出品作品を展示できるよう、作品募

集の周知・徹底を図っていきます。/生涯学習課

・文化振興事業については、市民が質の高い舞台芸術に接する機会を提供するため、芸術鑑賞事業や市民自らが

参加する市民参加型事業を実施していきます。/生涯学習課

・芸術文化団体等との連携については、引き続き市民による主体的な芸術文化活動を支援していくとともに、文

化振興事業の運営における協力関係を強化していきます。/生涯学習課

・文化団体活動補助金については、文化芸術振興のため、引き続き、社会教育関係団体の事業の一部に対して補

助金を交付していきます。/生涯学習課

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

大・小ホールの舞台照明設備等改修工事を実施していきます。/生涯学習課

・新浦安駅前文化施設整備事業については、市民に対し、質の高い文化芸術を鑑賞する機会の提供と、文化活動の

発表機会の提供と支援を行っていきます。なお、庁内組織により音楽ホールのあり方について検証を進めてい

きます。/生涯学習課

１０－２ 芸術文化を体験する学習機会の充実

施 策 事業名・担当部署 実 績

市民の自主的な

芸術文化活動の

推進

○文化振興事業【再掲】

/生涯学習課

市民参加型事業の一環として、「うらやす文化市場」

を開催し、市民が気軽に文化芸術活動に触れる機会

を提供しました。参加団体には日頃の成果を発表す

る場を提供することで、団体の活性化を図ることが
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・美術展覧会【再掲】

/生涯学習課

できました。８団体が参加し、902名が来場しまし

た。また、市民アーティスト支援事業を行い、子ど

もたちに音楽の素晴らしさを伝え、芸術活動のため

の環境づくりを推進しました。市内小学校９校で実

施し、852名が参加しました。

市美術展、市民手工芸作品展を開催することによ

り、市民の自主的な芸術活動を支援しました。市美

術展には 330 点、市民手工芸作品展には 72 点の出品

がありました。

芸術文化に関す

る学習機会の提

供

○文化振興事業【再掲】

/生涯学習課

・人形劇鑑賞会経費

/指導課

市民参加型事業の一環として、「うらやす文化市場」

を開催し、市民が気軽に文化芸術活動に触れる機会

を提供しました。参加団体には日頃の成果を発表す

る場を提供することで、団体の活性化を図ることが

できました。８団体が参加し、902 名が来場しまし

た。また、市民アーティスト支援事業を行い、子ど

もたちに音楽の素晴らしさを伝え、芸術活動のため

の環境づくりを推進しました。市内小学校９校で実

施し、852 名が参加しました。

園児の豊かな情操をかん養する機会として、人形劇

鑑賞会を市内 14 の幼稚園・認定こども園で実施しま

した。

＜今後の方向性＞

・文化振興事業については、市民が質の高い舞台芸術に接する機会を提供するため、芸術鑑賞事業や市民自らが

参加する市民参加型事業を実施していきます。/生涯学習課

・美術展覧会については、市民文化の振興発展のため市美術展を昭和36年から実施しており、出品作品のレベル

も向上し、他の公募展を目指す出品者も増加しています。また、平成29年度より市美術展から独立して市写真

展を開催し、写真技術の向上を図るとともに、写真を愛好する人達の輪を広げ、写真による町づくりを推進し

ていきます。市民手工芸作品展は、平成10年度から実施し、手工芸が幅広く誰でも手がけることのできる創作

活動であることから、市民文化振興の裾野を広げるために有効な事業であると考えています。今後について

も、市内の文化団体やサークルなどへの働きかけはもちろん、より多くの出品作品を展示できるよう、作品募

集の周知・徹底を図っていきます。/生涯学習課

・人形劇鑑賞会については、園児の豊かな情操を高めることを目的とし、今後も全園での実施を予定していま

す。/指導課
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１０－３ 郷土の歴史・文化の理解を深める

施 策 事業名・担当部署 実 績

郷土博物館運営

の充実

・郷土博物館ボランティア活動

【再掲】

/郷土博物館

・ビデオ定点撮影【再掲】

/郷土博物館

・郷土博物館活用推進事業

/郷土博物館

・資料整理・調査

/郷土博物館

・郷土博物館の学習支援体制の充実

/郷土博物館

・講演会事業

/郷土博物館

・三番瀬を活用した環境学習の推進

【再掲】

/郷土博物館・指導課

郷土博物館ボランティア「もやいの会」をはじめと

して、延べ 1,066 名のボランティアの方々の協力を

得ながら博物館運営を行いました。

社会教育団体「浦安ビデオクラブ」の協力によるビ

デオ教材の制作（定点撮影市内 19 か所）を行いまし

た。

「博物館活用の手引き」の活用の推進、各学年の発

達段階に合わせた博物館活用プログラムでの学校教

育内の博物館利用の推進に取組、企画展としてふる

さと浦安作品展（入場者数3,281人）などを実施しま

した。

博物館調査報告第 8集『「青べか物語」それぞれの想

い』の改訂増刷や、浦安市郷土博物館調査報告第 11

集「浦安の漁撈用具 1－東邦大学漁村研究会寄贈資料

目録－」及び浦安市郷土博物館調査報告第 10 集「浦

安のイカ網漁」の作成に取組ました。

浦教研での研修会（１回）や、フォローアップ研修

（２回）、初任者教員研修（１回）、10 年目研修（３

回）博物館の体験学習に関する事前説明会（８回）

をとおして、教員のふるさと浦安の理解を深め、さ

らに授業へのフィードバックに繋がる様、側面的な

支援に取組ました。

ＮＰＯ法人文化交流サポート浦安の協力のもと、「貝

がらに絵を描こう」を年間を通して９回実施しまし

た。

７月 22 日に群馬県高崎市立倉渕小学校の５年生が 10

名訪問し、博物館と三番瀬において環境学習や昔遊

び体験を行いました。また、学芸員講座として、「魚

の体を調べよう」（11 名参加）、「海の日イベント 三
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・展示事業

/郷土博物館

・文化財審議会

/郷土博物館

番瀬の生き物タッチプール」（自由見学）など、間接

的に三番瀬を活用する事業を実施しました。

ふるさと浦安の理解を深め、郷土愛を育む一環とし

て、「もっと知りたいふるさと浦安」と、「ふるさと

浦安作品展」を開催し、併せて7,300名の来場があり

ました。また、浦安鉄鋼団地協同組合との共催企画

展として「浦安鉄鋼団地 身近にあるが知られてい

ない日本一」を開催し7,126名、毎年冬季に開催して

いる「浦安の海苔養殖」展では、5,856名の来場があ

りました。

浦安市文化財審議会条例に基づき、７名の文化財審

議委員により会議を４回開催しました。

ふるさと浦安の

生活文化を知る

機会の提供

・ふるさと浦安作品展の開催

【再掲】

/郷土博物館

・ふるさと浦安伝承事業

/郷土博物館

・ふるさと浦安の歴史・地域学習の

充実【再掲】

/指導課

「ふるさと浦安」に関する作品制作や研究により、ふ

るさとを愛する気持ちを育てるため、作品展を開催し

ました。小学校 17 校、中学校８校から延べ 1,224 作

品の出展がありました。また、作品展を充実させる取

組として、学習支援のためのふるさと浦安相談会（延

べ 10 回）を実施し、また、各校の郷土博物館活用推

進委員を通じ児童・生徒へ周知及び参加への声掛けを

行いました。

ふるさと浦安の文化を伝承するため、浦安お洒落保

存会、浦安囃子保存会、浦安細川流投網保存会、浦

安舟大工技術保存会の４団体に、学校への出前講座

（延べ６回）や、主催事業（季節の行事延べ５回、

休日体験延べ３回、小学校海苔すき体験延べ 24 回）

への協力、博物館イベント（ゴールデンウィーク企

画、博物館まつり）や、市主催のイベント（市民ま

つり、嫁入り船）への出演などがありました。

社会科副読本を活用した小学３・４年生の社会科学

習を通し、地域の理解を深め、ふるさと浦安に対す

る誇りや愛情を育みました。社会科副読本・同指導

書の改訂委員会議を９回開催し、平成 30 年度版の発

行へ向けた改訂作業を行いました。合わせて、指導
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書の改訂作業を行い、昔の生活文化に係る資料を整

理し、ふるさと浦安への郷土愛を一層育む内容とな

るよう配慮しました。

ふるさと浦安の

伝統文化の保護

と継承者の育成

・伝統芸能・技術保存団体活動補助

/郷土博物館

・伝統文化の保護・継承・公開

/郷土博物館

博物館事業（ゴールデンウィーク企画、博物館まつ

り）で、各保存会の協力により児童・生徒や市民が

郷土芸能や技術に触れる機会を設けました。寿獅子

舞・節分などの季節の行事（延べ５回）など、多く

の市民が博物館を訪れる機会を利用して伝統的な技

術や芸能の実演と体験の場を設け、郷土文化の普及

に努めました。

博物館施設内で無形文化財の保存会に練習会場を提

供すると同時に練習を公開しました（浦安お洒落保

存会=延べ 38 回、浦安囃子保存会=延べ５回、浦安細

川流投網保存会=博物館前・境川などで延べ 20 回、

浦安舟大工技術保存会=年間を通して必要に応じ木造

船修理を実施）。

市史の編さん ○市史の編さん

/市史編さんプロジェクト

平成 27 年度の準備段階を経て、平成 28 年度から企

画部へ所管が移り、市史編さんプロジェクトが新設

され本格的な編さん作業に入りました。市史編さん

委員会が設置され、教育委員会からは教育長が副委

員長に、両部長が委員に指名され、同委員会に出席

しました。また、郷土博物館や中央図書館は、必要

な資料の提供、歴史上の事実の検証などに協力しま

した。

＜今後の方向性＞

・郷土博物館ボランティア活動については、今後もボランティアの方々と協力し、博物館運営を行うとともに、

新規ボランティア参加者の推進などにも取り組んでいきます。/郷土博物館

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

か、教材等の素材として広く活用していきます。/郷土博物館

・郷土博物館活用推進事業については、今後も学校教育の博物館利用促進に取り組むよう努めます。/郷土博物館

・資料整理・調査については、今後も博物館法に基づき、資料の収集・整理及び調査に努めます。/郷土博物館

・郷土博物館の学習支援体制の充実については、今後も教員研修の場を提供し、学習支援の充実に努めます。/郷

土博物館

・講演会事業については、今後も博物館のテーマに即した学習機会の提供の場として、積極的に取り組んでいき

ます。/郷土博物館

・三番瀬を活用した環境学習の推進については、郷土学習活動の一環として浦安の自然を取り上げ、観察会の
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実施や、海の生き物に関する講座やイベントなど、三番瀬を活用した事業を実施していきます。郷土博物

館をとおして浦安の水辺（三番瀬を含む）の歴史を学び、環境を大切にする心やふるさと意識を育むための学

習プログラムの作成や学習支援を推進します。/郷土博物館・指導課

・展示事業については、今後も博物館の調査などの発表の場として活用し、来館者の郷土学習の場として提供で

きる様、取り組んでいきます。/郷土博物館

・文化財審議会については、今後も文化財の保護・管理・活用や、博物館運営・企画展示等に係る意見をいただ

き、市内文化財・史跡について、適正な運営に努めてまいります。/郷土博物館

・ふるさと浦安作品展の開催については、出展している児童生徒だけではなく、作品展を訪れた来館者が、児童

生徒の作品にふれ、ふるさと浦安を再認識する機会となっており、今後も内容の充実に努めていきます。/郷土

博物館

・ふるさと浦安伝承事業については、今後も各保存会と協力し、文化の伝承に努めてまいります。/郷土博物館

・ふるさと浦安の歴史・地域学習の充実については、博学連携や学習機会の一層の推進に努めるため、博物館活

用推進委員会と連携して、郷土博物館活用プログラムの推進に努めます。その成果を社会科副読本・同指導書

の改訂作業に生かすとともに、学校訪問等を通して、ふるさと浦安への郷土愛を一層育むための授業づくりへ

指導・助言を行っていきます。また、中学校で実施する職場体験において、学芸員の仕事の体験を通して、ふ

るさと浦安への郷土愛を一層育む内容となるよう配慮していきます。/指導課

・伝統芸能・技術保存団体活動への補助については、今後も主催事業への協力をいただくなど、児童・生徒をは

じめ市民が郷土芸能や技術に触れる機会を設け、周知のきっかけとし、積極的に郷土文化の普及に繋げること

のできるよう努めます。/郷土博物館

・伝統文化の保護・継承・公開については、今後も無形文化財の保存会に練習会場を提供すると同時に練習を公

開し、伝統文化に触れる機会を充実させ、後継者育成のきっかけとなるよう努めます。/郷土博物館

・市史の編さんについては、企画部へと所管換えし、平成 30 年６月刊行を予定し制作が進められているが、資料

の提供や検証などに引き続き協力していきます。/市史編さんプロジェクト

第１１節 地域に生きる生涯学習活動の支援

１１－１ 学習支援のための人材育成と活用

施 策 事業名・担当部署 実 績

地域の学びを支

え る 人 材 の 育

・ボランティア養成講座

/公民館

ボランティアを養成するため、ガーデニング講座を 5

回実施し、延べ 82 名が参加しました。

教育委員会会議での主な意見

新浦安駅前文化施設整備事業について、浦安音楽ホールが整備されたが、子どもたちが音楽に生で触れられる

機会があると良い。

展示事業について、郷土博物館企画展「浦安鉄鋼団地 身近にあるが知られていない日本一」を拝見したが、

鉄鋼団地の歴史や現状の紹介だけでなく、鉄鋼団地を事例に鉄の性質や利用についても紹介し、学習を発展させ

ていること、そうした内容を意識し、子どもにわかりやすい表現や展示方法を採用していた。また、明海大学の

教員や学生から協力を得て、地域の教育力をうまく活用している点からも高く評価できる。
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成・活用

・郷土博物館ボランティア活動

【再掲】

/郷土博物館

・ビデオ定点撮影【再掲】

/郷土博物館

◎地域とともに歩む学校づくり推進

事業【再掲】

/教育政策課・指導課・生涯学習課・

公民館

○青少年リーダー養成事業【再掲】

/青少年課

・ジュニアリーダー研修会【再掲】

/青少年課

・社会教育委員会議

/生涯学習課

郷土博物館ボランティア「もやいの会」をはじめと

して、延べ 1,066 名のボランティアの方々の協力を

得ながら博物館運営を行いました。

社会教育団体「浦安ビデオクラブ」の協力によるビ

デオ教材の制作（定点撮影市内 19 か所）を行いまし

た。

地域と学校の連携をより深め、推進するため、学校

長の推薦により委嘱した学校支援コーディネーター

を小学校 16 校に 20 名、中学校９校に 13 名、小中兼

任で３名、合計 36 名配置し、９つの学校支援地域本

部を設置しました。また、学校支援コーディネータ

ーの役割や中学校区の活動、先進事例の紹介等を内

容とする研修会（交流会）を年３回開催（のべ 163

人が参加）しました。中学校区内外の連携を深め、

地域の子は地域で見守り育てる意識を深める研修と

することができました。

主に中学生を対象に、野外料理、キャンドルファイ

ヤー、ボランティア体験、ＡＥＤの知識などの講習

会を５月 22 日～平成 29 年３月 12 日の期間に 10 回

開催し、青少年リーダーの育成を図りました。研修

生 29 名が受講しました。

市内の小学校４～６年生を対象に、異なる学校や世

代の子どもたちと、さまざまなテーマでの学習や、

友達や研修会の講師などの多様な人との触れ合いを

通して、表現力、受容力、行動力を養うことを目標

として、研修会を実施しました。６月 11 日～12 月４

日で年間８回の研修会を実施し、研修生 38 名が受講

しました。

定例会を５回、臨時会を３回開催し、「浦安市の生涯

スポーツ推進のあり方について」をテーマとした提

言書作成に向けた協議を行いました。



- 85 -

・公民館運営審議会

/公民館

・図書館協議会

/中央図書館

・郷土博物館活用推進委員会

/郷土博物館

・スポーツ推進委員

/市民スポーツ課

奇数月の第１金曜日に定例会を年６回開催しまし

た。

４回の会議を開催し、図書館運営の参考にしまし

た。

「博物館活用の手引き」の活用の推進、発達段階に

合わせた博物館活用プログラムでの学校教育の博物

館利用の推進に取組、企画展としてふるさと浦安作

品展などを実施しました。

市民の体力向上と健康増進を目的に、健全なスポー

ツレクリエーションの振興や、普及活動を実施しま

した。（28 年度末委員数 29 名）

人と地域をつな

ぐ学びの推進

○生涯学習情報提供システム運営事

業【再掲】

/生涯学習課・教育政策課

・地域コーディネート事業

/公民館

「まなびねっと URAYASU」を活用し、市民の学習活動

を支援するため、主に公民館で活動している団体や

講師情報を掲載し、情報提供を行いました。また、

学校支援コーディネーターやボランティアなどに地

域で活動している団体や人材の情報提供を行いまし

た。

学校支援と地域をつなぐサークルの育成に努めまし

た。

＜今後の方向性＞

・ボランティア養成講座については、主催事業などで学んだ成果を地域で生かせる環境を整備するとともに、そ

の活動を支援し、人材育成につなげていきます。/公民館

・郷土博物館ボランティア活動については、今後もボランティアの方々と協力し、博物館運営を行うとともに、

新規ボランティア参加者の推進などにも取り組んでいきます。/郷土博物館

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

か、教材等の素材として広く活用していきます。/郷土博物館

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

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

る学校支援の体制を整えます。また、学校と地域の連携・協働を推進するため学校運営協議会の設置や地域学

校協働本部への移行について、調査・研究を進めます。/教育政策課・指導課・生涯学習課・公民館

・青少年リーダー養成事業については、心豊かなリーダーの育成を目的とし、受講生の獲得を図りながら、継続

して実施していきます。/青少年課
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・ジュニアリーダー研修会については、小学４年～６年生を対象とし、多様な研修を通じて引き続き青少年の健

全育成を図っていきます。/青少年課

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

す。その職務は館長の諮問に応じ、公民館の各種事業の実施につき、調査審議する役割を担っており、公民館

事業に意見を頂くだけでなく必要に応じ答申も頂き公民館運営の参考としていきます。/公民館

・図書館協議会については、今後も定期的に会議を開催し、団体代表、学識経験者、市民の代表の意見を伺い、

図書館運営の参考としていきます。/中央図書館

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

安作品展への児童・生徒の参加促進に努めていきます。/郷土博物館

・スポーツ推進委員については、市民の体力向上と健康増進を目的とした、健全なスポーツレクリエーションの

振興や、普及活動を継続していきます。/市民スポーツ課

・生涯学習情報提供システム運営事業については、社会教育関係団体による学習成果や活動状況を積極的に提供

します。また、文化芸術に関する情報提供を積極的に行うとともに、文化団体等の登録を促進していきます。/

生涯学習課

・地域コーディネート事業については、生涯学習活動を通じた地域づくりを推進するために、公民館と連携して

地域づくりを支えるサークル（人材）の育成・発掘を目指します。/公民館

１１－２ 学習成果の活用の場の機会の提供

施 策 事業名・担当部署 実 績

学習成果を生か

す環境の整備

○文化振興事業【再掲】

/生涯学習課

・公民館文化祭【再掲】

/公民館

市民参加型事業の一環として、「うらやす文化市場」

を開催し、市民が気軽に文化芸術活動に触れる機会

を提供しました。参加団体には日頃の成果を発表す

る場を提供することで、団体の活性化を図ることが

できました。８団体が参加し、902 名が来場しまし

た。また、市民アーティスト支援事業を行い、子ど

もたちに音楽の素晴らしさを伝え、芸術活動のため

の環境づくりを推進しました。市内小学校９校で実

施し、852 名が参加しました。

各公民館において、地域の特色を活かした文化祭を 7

館で開催し、延べ 29,747 名が来場しました。

社会教育関係団

体等との連携・

協働

・社会教育関係団体の育成と指導者

育成・発掘

/公民館・生涯学習課

・地域連携事業

学習機会の拡大と学習内容の充実を図るため、社会

教育関係団体との連携協力により、はじめての野菜

づくり・グラウンドゴルフ教室など 14 事業 81 回実

施し、延べ 1,861 名参加しました。

サークル・団体をはじめ、ＮＰＯや企業等との連携



- 87 -

/公民館

○世界一行きたい科学広場 in浦安実

行委員会補助金

/生涯学習課

により、34 事業 92 回実施し、延べ 2,220 名参加しま

した。

次世代を担う子どもたちの健全育成を目的に、地域

住民や大学、企業と連携して開催している、世界一

行きたい科学広場in浦安の実行委員会に対し、補助

金を交付しました。（参加者数：1,818名）

サークル・団体

等の活動の支援

・サークル・団体活動支援事業

/公民館

サークル活動を行うための活動場所として、公民館

の部屋の提供を行い延べ 448,424 名が利用しまし

た。また、文化祭を開催し 7 館で延べ 29,747 名、利

用者研修会に 145 名参加があり、サークル体験では

２事業３回、延べ 110 名参加しました。

＜今後の方向性＞

・文化振興事業については、気軽に芸術文化活動に触れる機会を提供するため、市民自らが参加する市民参加型

事業を実施していきます。/生涯学習課

・公民館文化祭については、公民館を利用し、学習活動を展開しているサークル・団体等の学習成果の発表や親

睦の場として、また地域の交流の場とするため、引き続き公民館文化祭を開催します。/公民館

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

及び学習活動を進めていきます。また、指導役として発揮できる環境づくり、人材発掘活用などに努めます。/

公民館

・地域連携事業については、豊かで多様な生涯学習・社会教育の環境づくりのため、様々なサークルや市民活動

団体、ＮＰＯなどに着目し、連携の充実を目指します。/公民館

・世界一行きたい科学広場ｉｎ浦安については、事業目的の達成のため、また事業全体にかかる経費に対する適

切な補助を考慮しながら、補助金を交付していきます。また、東海大浦安高校の協力を得ているので、大学と

の連携教育を進めていける可能性があります。/生涯学習課・指導課

・サークル・団体活動支援事業については、活動拠点として、公民館施設環境を整えるとともに、公民館運営審

議会の答申をもとに整備した育成支援策を定着・推進を目指します。/公民館

１１－３ 生涯学習推進体制の充実

施 策 事業名・担当部署 実 績

施設のネットワ

ークの推進

○生涯学習情報提供システム運営事

業【再掲】

/生涯学習課

・施設間事業連携

/公民館・中央図書館・郷土博物館

公民館や図書館等で開催している講座情報やサーク

ル・団体の情報を提供することで、生涯学習施設相

互で情報共有が図れました。

郷土博物館、中央図書館、中央武道館、高洲児童

センター等と連携し、44事業119回実施し、延べ

2,357名が参加しました。公民館と中央図書館が連
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・市内大学との連携事業

/公民館・中央図書館・郷土博物館

・明海大学図書館市民開放事業

/中央図書館

携して、秋の青空おはなし会を実施し、延べ47名が

参加しました。郷土博物館と公民館の共催事業とし

て、わらぞうりづくり体験や海苔すき体験、郷土料

理教室などを延べ18回実施し、延べ123名が参加しま

した。

公民館では、学校休業日を利用して、明海大学の学

生が、小学生と中学生に学習支援を行う宿題のお手

伝いなど、２事業６回実施し、延べ43名が参加しま

した。また、郷土博物館では、企画展「浦安鉄鋼団

地 身近にあるが知られていない日本一」の開催に

あたり、明海大学経済学部に資料作成や、会期中の

来館者対応ボランティアなどの協力を頂きました。

明海大浦安キャンパスメディアセンターの市民開放

に対し、資料貸出等の援助を行いました。

職員の資質向上 ・生涯学習関係職員研修

/生涯学習課

・公民館職員研修

/公民館

・図書館職員研修

/中央図書館

・郷土博物館職員研修

/郷土博物館

生涯学習部の職員を対象に、全体研修会を６回開催

したほか、国立教育政策研究所社会教育実践研究セ

ンター及びさわやかちば県民プラザ主催の研修会に

延べ 21 名の職員を派遣しました。

部内研修会のほか、部外研修会として関東甲信越静

公民館研究大会、千葉県公民館連絡協議会（館長部

会/主事部会）や葛南地区公民館連絡協議会（館長部

会/主事部会）が実施する研修会等に延べ 31 名が参

加しました。

全体研修６回、特別研修１回を開催したほか、他機

関主催の研修会に職員を派遣し、職員のスキルアッ

プを図りました。

千葉県北西部地区文化財行政担当者連絡協議会研修

会（１回）と、千葉県博物館協会ブロック会議（１

回）に参加しました。博物館職員として、業務に必

要な専門知識や技術を習得し、職員のスキルアップ

を図ることができました。
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・青少年センター相談員研修

/青少年センター

研修参加回数５回、延べ研修参加人数５名が参加し

ました。

庁内における生

涯学習の推進

○生涯学習まちづくり出前講座

【再掲】

/生涯学習課

・生涯学習推進体制の充実

/生涯学習課

◎□第２次生涯学習推進計画策定

事業

/生涯学習課

市の将来像や防災、健康、介護、子育て、環境問題

など市政に関する講座として市職員を36回派遣し、

庁内における生涯学習体制の推進を図りました。

生涯学習推進体制を図るため、第２次生涯学習推進

計画の策定事業において、庁内検討組織として生涯

学習推進計画策定委員会を２回、作業部会３回開催

しました。

計画策定初年度として、市民意識調査、小中学生向

けアンケート、施設利用者アンケート等、各種基礎

調査を実施したほか、庁内検討組織として生涯学習

推進計画策定委員会、作業部会や外部識者などで構

成する生涯学習推進計画策定懇談会を開催しまし

た。

＜今後の方向性＞

・生涯学習情報提供システム運営事業については、市からの学習情報を積極的に行うとともに、団体や人材の登

録および活用を図っていきます。/生涯学習課

・施設間事業連携については、今後も各施設の機能を生かし、積極的に学習機会の提供をいたします。また、市

内の生涯学習施設等との連携協力体制を推進するとともに、様々な情報を共有し、事業実施における人材等の

相互活用を図ります。/郷土博物館・公民館

・市内大学との連携事業については、大学が有する資源を活かし、多様な事業を企画運営し積極的に学習機会の

提供や、地域の活性化を図るなど豊かなまちづくりに取り組んでいきます。/公民館・郷土博物館

・生涯学習関係職員研修については、生涯学習に関連する情報の共有と生涯学習施設・職員相互の連携を密に

し、事業企画立案能力たコーディネート力など、地域において社会教育・生涯学習行政の施策を推進する職員

としての資質・能力の向上を図る機会として実施します。また、社会教育主事の養成に努めていきます。/生涯

学習課

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

公民館

・図書館職員研修については、図書館内研修及び外部研修への参加を実施し職員のスキルアップを図ります。/中

央図書館

・郷土博物館職員研修については、今後も開催される研修会等に参加し、職員のスキルアップに努めます。/郷土

博物館

・青少年センター相談員研修については、青少年の健全育成と非行防止に資することを目的とし、指導業務の向

上に必要な調査研究、相談員相互の連絡情報の交換、相談員の研修会及び会議などに参加します。/青少年セン
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ター

・生涯学習まちづくり出前講座については、市民の市政に関する学習課題に対応していくため、講座内容の見直

しをするとともに、事業の周知を図ります。/生涯学習課

・生涯学習推進体制の充実については、今後も第２次生涯学習推進計画の策定において、今後も庁内の検討組織

を開催し、関係各課において実施している生涯学習関連事業の推進を図っていきます。/生涯学習課

第１２節 浦安で産み育てたい環境を整える

１２－１ 安心して産み育てられる環境をつくる

施 策 事業名・担当部署 実 績

子育てと仕事の

両立支援

○児童育成クラブ管理運営事業

【再掲】

/青少年課

市内 17 児童育成クラブ（民間事業者等：16 クラブ、

運営委員会：1クラブ）で実施し、平成 28 年５月１

日現在の入会児童数は 2,082 名でした。

多様なニーズに

応じた子育て支

援

・認定こども園保育事業

/保育幼稚園課

【再掲】掲載 95 頁

・子育て支援事業【再掲】

/公民館

○要保護及び準要保護児童・生徒就

学援助事業【再掲】

/学務課

・被災児童・生徒就学援助事業

/学務課

・幼稚園就園奨励費補助事業

/保育幼稚園課

子ども・子育て支援新制度の実施に伴い、市内 14 の

幼稚園のうち、８園が認定こども園に移行しまし

た。

子育ての悩みを共有し、親子の時間を過ごすための

ヒントを学ぶ子育て応援講座や父と子が一緒に体を

動かしたり、物づくりをする親子講座、子どもたち

の成長過程を知り親としての心構えや伝えるべき大

切なことを学ぶ思春期講座など31事業197回実施し、

延べ3,904名が参加しました。

平成 28 年度要保護児童 65 名・要保護生徒 35 名・準

要保護児童 466 名・準要保護生徒 321 名を認定し援

助を行いました。

被災児童・生徒ともに対象者はいませんでした。

835 名に交付し、入園料、保育料に係る保護者の負担

軽減を図りました。

教育委員会会議での主な意見

千葉県教育長・教育委員研修会に出席し、分科会では「開かれた学校づくりについて」に参加してきたが、地

域とのコーディネーターの必要性、重要性を改めて感じるとともに、学校がどのような人材を必要としているの

か、積極的に情報を発信することの大切さに共感を持った。
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・私立幼稚園運営費等補助事業

/保育幼稚園課

入園料については 315 名、授業料については 763 名

分を市内５私立幼稚園へ交付し、その補助金分を減

免することにより、保護者の負担軽減を図りまし

た。

＜今後の方向性＞

・児童育成クラブ管理運営事業については、今後も入会児童数が増加することが予想され、教育委員会等の関係

機関との連携を図りつつ、児童育成クラブの拡充を検討していきます。/青少年課

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

機児童の解消を目指し、引き続き、幼稚園の認定こども園化を進めていきたいと考えています。/保育幼稚園課

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

校等との連携協力による様々な体験の場を提供し、楽しく学習できる環境の整備に努めます/公民館

・幼稚園就園奨励費補助事業及び私立幼稚園運営費等補助事業については、園児の保護者負担の軽減を図るた

め、引き続き行っていきたいと考えています。/保育幼稚園課

１２－２ 地域ぐるみで子育てを支援する

施 策 事業名・担当部署 実 績

子育て支援のネ

ットワークづく

りの推進

○子育てすこやか広場事業【再掲】

/保育幼稚園課

・子育て支援事業【再掲】

/公民館

・地域社会と連携した幼稚園づくりの

推進

/保育幼稚園課

園を地域に開放し、親子・幼児同士の遊びの指導を

通して地域の幼児間・保護者間の交流を図りまし

た。全園合わせて 324 回開催し、未就園児の親子延

べ 6,283 組が利用しました。保育相談は延べ 2,151

件の利用がありました。

子育ての悩みを共有し、親子の時間を過ごすための

ヒントを学ぶ子育て応援講座や父と子が一緒に体を

動かしたり、物づくりをする親子講座、子どもたち

の成長過程を知り親としての心構えや伝えるべき大

切なことを学ぶ思春期講座など、31事業197回実施

し、延べ3,904名が参加しました。

園行事等において、高齢者や地域の方々を招いての

遊び体験、地域の協働による畑づくりなど、地域と

の交流を促進しました。

＜今後の方向性＞

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

実施回数のさらなる増加、及び事業のＰＲ活動に努めていきます。/保育幼稚園課

・子育て支援事業については、親が安心して産み育てるための家庭教育の充実を図るため、幼児期から地域、学
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校等との連携協力による様々な体験の場を提供し、楽しく学習できる環境の整備に努めます/公民館

・地域社会と連携した幼稚園づくりの推進については、幼稚園・こども園への理解が深まるよう、園での活動を

アピールしたり、園行事へのお誘いをしたりする等、地域との連携に努めます。/保育幼稚園課

第１３節 こどもが元気に成長できる環境を整える

１３－１ こどもの健やかな成長を支える

施 策 事業名・担当部署 実 績

健康づくりの推

進

・体力向上推進事業【再掲】

/保健体育安全課

○部活動推進事業【再掲】

/保健体育安全課

・就学時健康診断事業

/保健体育安全課

・児童生徒健康診断事業

/保健体育安全課

体力向上推進校として小学校 4校、中学校 2校を指

定しました。このことにより、平成 22 年度から継続

してきた本事業について、市内すべての小中学校の

指定をすることができました。各学校がそれぞれの

体力向上推進計画に沿った取組を実施しましたが、

推進校との情報共有を行うことで、さらに指導法の

工夫改善に努めることができました。

部活動指導者を富岡小学校を除く小学校 16 校に 67

名、中学校９校に 120 名派遣することにより、児童

生徒の技能の向上を図ることができました。

就学時健康診断を 1,517 名に実施しました。ここ数

年の受診率は約 97％となっています。

小学校で 9,640 名、中学校で 4,279 名に実施しまし

た。

障がい児の地域

生活や自立の支

援

○まなびサポート事業の推進

【再掲】

/教育研究センター・学務課

日々の心理・行動面についての相談や教科学習の到

達度やつまずきの特徴についての助言、特別な教育

的支援が必要な子どもの就学に関する相談を行いま

した。保育園、幼稚園、認定こども園、小・中学校

への訪問相談は年間905回実施し、特別支援教育の体

制整備や個別の相談を進めました。また、心身障が

教育委員会会議での主な意見

認定こども園保育事業に関して、現状では、同じ年代の子どもたちが保育園、幼稚園、認定こども園という、

それぞれ違う省庁が管轄する異なる施設で保育や学校教育を受けている。幼稚園は文部科学省、保育園は厚生労

働省、こども園は内閣府が所管という、３つの省庁となり複雑化している。日本では、幼稚園と保育園とを一緒

にするという動きの中で認定こども園ができたところだが、実際に利用する保護者や子どもたちにとって分かり

やすく、良い環境であることを望む。
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○特別支援学級等整備事業【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

い児支援員を16名、心身障がい児補助教員を延べ134

名配置し、学習面と生活面での自立に向けた支援を

行いました。また、特別支援教育の体制整備、個別

の教育支援計画・個別の指導計画の作成や活用な

ど、一人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し

た。

一人一人の教育的ニーズに応じた多様な学びの場の

充実を図るため、富岡中学校に特別支援学級を開設

するとともに、堀江中学校の特別支援学級開設に向

け準備を進めました。現在、中学校９校中８校、小

学校17校中11校に特別支援学級を設置しています。

これからも、全小・中学校への特別支援学級の整備

を計画的に進めていきます。また、LD・ADHD等通級

指導教室を小学校と中学校に１校ずつ開設すること

も目指し、準備を進めました。

特別支援学級及び通常学級に通う児童53名、生徒23

名に就学のため必要な経費（学用品費、新入学用品

費、修学旅行費、校外活動費、学校給食費、通学費

等）について一部負担し、通級指導教室に通う児童

９名の通学費を支給して保護者の負担軽減を図りま

した。

こどもの安全を

守る環境の整備

○学校防犯対策の充実【再掲】

/保健体育安全課・防犯課・

保育幼稚園課・指導課

・交通事故防止対策の充実【再掲】

/保健体育安全課・交通安全課

警備員を全小学校 17 校に各１名配置しました。ま

た、新１年生全員に防犯ブザーを配布するとともに

新入生対象防犯教室を 17 回実施し、児童参加人数は

2,115 人でした。市立幼稚園・認定こども園 14 園に

おいて、防犯カメラの活用などにより防犯対策を図

りました。

交通整理員を９か所に 14 名配置しました。また、小

学校１年生対象の交通安全教室を 17 回(1,516 名参

加)、小学校３年生対象の自転車交通安全教室を 17

回(1,553名参加)実施しました。通学路の安全確保の

ため、通学路検討会を２回実施しました。
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・防災教育の推進【再掲】

/保健体育安全課・指導課

児童生徒が浦安市の災害の特性に触れることができ

るよう、本市の災害の様子や復興への道のりの記録

等の防災課等が作成した東日本大震災の資料等を素

材として取り上げている「防災教育指導資料」の活

用について周知するとともに、学校区合同避難訓

練・引き渡し訓練などの実践的行動に結びつく防災

教育を各学校で実施しました。

＜今後の方向性＞

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

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

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

者を派遣し、部活動の振興を図ります。また、26 年度に策定した「安全で適切な部活動運営の指針」をもとに

今後の部活動の在り方及び学校職員としての部活動指導員の導入について検討を進めます。/保健体育安全課

・まなびサポート事業については、特別な教育的支援を必要とする子ども一人一人の教育的ニーズに応じた指

導・支援が適切に行えるよう、学校・園・保護者の相談を丁寧に行い、合理的配慮の提供に努めます。また、

個別の指導計画や個別の教育支援計画の作成及び活用により、教育的ニーズに応じた支援の充実を図ります。

どの子もわかる授業づくりやどの子も安心して居場所のある学級づくりができるよう、教職員への指導の充実

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

級指導教室の整備を計画的に進めます。/教育研究センター

・特別支援学級等整備事業については、平成 29 年度に日の出中学校の特別支援学級の整備工事を行います。通級

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

センター

・学校防犯対策の充実については、次年度以降も、引き続き小学校への警備員の配置や防犯カメラによる敷地内

への侵入者の監視を行うとともに、子どもの防犯意識向上のため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。また、学校、家庭、地域及び関係機関とのより一層の連携を図り、防犯体制の強

化に努めます。/保健体育安全課・保育幼稚園課・防犯課

・交通事故防止対策の充実については、通学路の安全対策として、引き続き、交通安全上配慮を要する交差点に

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

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

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

１３－２ 豊かな心を育む

施 策 事業名・担当部署 実 績

心を育む遊び環

境の整備

◎放課後異年齢児交流促進事業

【再掲】

/青少年課

学生を対象とし、児童が通い慣れた学校を「遊び

場」として確保し、遊びを通じた異年齢間の交流を

促進することによって、子どもたちの創造性や自主

性、社会性を養い、児童の健全育成を図ることを目
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的に行いました。東、入船、日の出、南、明海、北

部、舞浜小学校（夏季休業期間のみ全校実施）で実

施し、計 84,754 人が利用しました。

こどもを育む親

力・地域力の向

上

・家庭教育学級の実施【再掲】

/公民館

・家庭教育講演会の開催【再掲】

/公民館

・家庭教育に関する情報収集と資料

の提供【再掲】

/公民館

幼稚園・認定こども園や小・中学校の保護者を対象

に家庭教育学級を実施しました。幼稚園・認定こども

園７学級、小学校８学級、中学校１学級のほか、平日

に参加できない保護者を対象にした週末家庭教育学級

を２学級実施し、延べ2,403名が参加しました。

幼稚園・認定こども園や小・中学校の保護者、家庭

教育に関心のある一般の方などを対象に家庭教育講演

会を開催し、87名が参加しました。

家庭教育学級の記録をまとめた冊子を500冊作成し、

学級生に配布することで継続的な意識啓発を行いまし

た。

幼児期の学び環

境の整備

・市立幼稚園・認定こども園３年保

育の推進

/保育幼稚園課

・就学前保育・教育指針推進事業

/保育幼稚園課・指導課

○子育てすこやか広場事業【再掲】

/保育幼稚園課

・認定こども園保育事業【再掲】

/保育幼稚園課

・子育て支援事業【再掲】

市内９園で実施し、延べ入園者は 319 名でした。

平成28年度に就学前保育・教育指針の改訂を行いま

した。就学前保育・教育指針を基に、各園では、保

育課程・教育課程を作成し、日々の実践に活かしま

した。浦安市幼・保・小連携アプローチカリキュラ

ム（接続期カリキュラム）を各幼・保・小に配付し

ました。

園を地域に開放し、乳幼児期に必要な遊びや生活を

体験する場をつくりました。全園合わせて 324 回開

催し、未就園児の親子延べ 6,283 組が利用しまし

た。保育相談は延べ 2,151 件の利用がありました。

子ども・子育て支援新制度の実施に伴い、市内 14 の

幼稚園のうち、８園が認定こども園に移行しまし

た。

子育ての悩みを共有し、親子の時間を過ごすための
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/公民館

・大規模幼稚園等特別増置教員の配

置事業

/保育幼稚園課

ヒントを学ぶ子育て応援講座や父と子が一緒に体を

動かしたり、物づくりをする親子講座、子どもたち

の成長過程を知り親としての心構えや伝えるべき大

切なことを学ぶ思春期講座など、31事業197回実施

し、延べ3,904名が参加しました。

特別増置教員を 20名配置し幼児一人一人に対する、

きめ細やかな指導と保育内容の充実を図りました。

自分を大切にす

る気持ちを育て

る

○教育相談推進事業【再掲】

/指導課

・生徒指導推進事業【再掲】

/指導課

全小・中学校に 26 名のスクールライフカウンセラー

（ＳＬＣ）を配置し、児童・生徒の精神的な悩みの

発見や相談に対応し、健やかな学校生活が送れるよ

うに支援しました。相談件数は、小学校で 5,992

件、中学校では 3,786 件でした。小学校では、性

格・身体問題についての悩みが最も多く、1,815 件、

次いで対人関係が 1,495 件、学業・進路が 561 件、

家庭・親子問題が 428 件でした。小学校での好転解

消件数は、3,790 件でした。中学校では、性格・身体

問題についての悩みが最も多く、1,674 件、家庭・親

子問題が 392 件、対人関係が 361 件、学業・進路が

294 件でした。また、中学校での好転解消件数は

1,236 件でした。

各小・中学校における生徒指導担当教諭を対象に年

間３回の研修会を実施し、生徒指導体制の充実を図

りました。また、浦安市教育委員会内に設置してい

る「いじめ 110 番」専用電話では年間で 11 件の相談

を受理しました。「浦安市いじめ防止基本方針」の施

行に伴い、いじめの防止等のための対策及び相談機

関の周知を図るため、啓発用クリアファイルを作成

し、市立各小中学校に送付しました。

＜今後の方向性＞

・放課後異年齢児交流促進事業については、夏季休業期間のみの実施校であった７小学校についても、平成 29 年

度の２学期から通年実施を行います。これにより、市内全小学校での通年実施が達成されます。/青少年課

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

にした家庭教育学級を実施します。/公民館

・家庭教育講演会の開催については、家庭の教育力向上支援の一環として、幼稚園や小・中学校保護者を対象に
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家庭教育や家庭のあり方、子育て中の保護者等の悩みを軽減させることを目的に、家庭教育についての講演会

を実施します。/公民館

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

子育て支援に関する情報の収集及び啓発事業に取り組んでいきます。/公民館

・就学前保育・教育指針推進事業については、市内すべての保育・教育施設が共通理解と連携をもとに、質の高

い保育・教育を提供していくことができるよう、28年度に改訂した就学前保育・教育指針を基に各園で保育課

程・教育課程を作成し、保育・教育の充実を図っていきます。浦安市幼・保・小連携アプローチカリキュラム

の活用と各校・各園のカリキュラムの作成を推進していきます。/保育幼稚園課・指導課

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

実施回数のさらなる増加、及び事業のＰＲ活動に努めていきます。/保育幼稚園課

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

続き、幼稚園の認定こども園化を進めていきたいと考えています。/保育幼稚園課

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

校等との連携協力による様々な体験の場を提供し、楽しく学習できる環境の整備に努めます/公民館

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

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

保育幼稚園課

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

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

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

び教育相談の充実を一層推進します。また、「浦安市いじめ防止基本方針」の見直しを行い、本市におけるい

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

同した取組を実施したり、啓発物や広報等を活用したりして相談機関の周知を図るなど、いじめの防止等のた

めの対策を総合的かつ効果的に推進します。/指導課

※ 本報告書に記載の「小中学校」とは、「市内公立小学校・中学校」を表します。

教育委員会会議での主な意見

家庭教育講演会について、休日、夜間にしか参加できないという人たちのために、講演内容をビデオなど

記録に残して、後日視聴できるようになると良い。

まなびサポート事業について、例年開催されている「はっぴい発表会」に出席したが、子どもたちが一生

懸命に演じている姿は感動的で、見に来ていた保護者など関係者の方々も一様に感激していたと思う。子ど

もの好きな音楽に振り付けを考案した先生方の子どもに対する思いや熱意が十分に感じられた。
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第４章 有識者からの意見

平成29年７月12日と８月23日の２日間にわたり、有識者３名の方々との懇談会を開催

し、貴重なご意見をいただきました。

○総括的なご意見は次のとおりです。

「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」第26条第１項では、教育委員会所掌事務の点検・評価を行

い、「報告書作成」、「議会への提出」、「公表」を義務付けている。本報告書は、それに該当するものだが、「議

会への提出」、「公表」を目的とするのではなく、本報告書とりわけ今後の方向性に記された内容を踏まえ、各

担当部署において、具体的な事業改善を図っていくことが求められる。

子どもの発達に応じた具体的な実態を見直し、より質の高い保育・教育内容の充実に努力している。また、

学校教育・社会教育の両面にわたり、他市と比較し、充実した施策・先進的な事業が展開されており、きめ細

かく対応している。この水準を維持しながら更なる充実を図っていくことが期待される。しかし、よく考える

と「やりすぎ」と感じる部分もあり、また、似たような事業を別々の部署で実施しているのが見受けられる。

「量よりも質」、「整理・統合」の時期にきており、どれを整理・統合するのか教育委員会で判断する必要があ

る。

教育施策に即した「点検・評価」が詳細に行われているが、年度ごとの成果と課題をより明確にするなど事

業改善に結びつく実効性の高い「点検・評価」作業ができるよう、「点検・評価」の視点や方法についても引

き続き検討が必要である。

○個々事業に関する主なご意見は次のとおりです。

第１節 「確かな学力(知)」

１－１ 学びの連続性を重視した教育の推進

幼・保・小・中連携教育の充実のための交流・連携組織が作られ努力が図られている。各小中学校間の連携

は重要であるが、小学校から中学校へスムーズに移行できるよう小学校高学年の教科の専門性や教員の指導力

などに対する対策と配慮が大切である。

１－２ 学ぶ意欲の育成と確かな学力の形成

浦安市の学力調査の活用については、地域・学校間差ではなく、子どもの理解度調査の分析と教員の指導

方法の分析が必要である。学力テストの全国トップの県では、家庭学習の習慣化と教員の指導力向上を重視

し、学習ガイドや保護者に対する家庭学習の対策を重視している面があるので、参考にすべきである。

小学校高学年の一部教科担任制では、音楽・体育・書道・図工・家庭科のように教科内容に技能が必要な教

科については、免許状所有者が指導できる体制と中学校との指導連携が必要である。

青少年自立支援未来塾については、基礎的な学力の定着を図っていく上で必要な事業だと考えるが、学習が

遅れがちな子どもに主眼を置きつつも、公平性・平等性を考慮し、全生徒に対して開かれた事業をとして実施

することが望まれる。子どもの貧困が深刻化している今日的状況の中で、極めて重要な事業である。「地域未

来塾」に関する文部科学省の施策動向も踏まえつつ、「生活困窮者等学習支援事業」（社会福祉課）等との連携

も視野に入れながら事業を拡充してくことが求められる。



- 99 -

１－３ 多様な教育的ニーズに応じた支援の充実

まなびサポートチームによる特別な教育的支援が必要な子どもの就学に関する相談が重要になってくる。

浦安市の小中学校は特別支援を要する児童・生徒が増加しており、県立特別支援学校の誘致により、児童・

生徒により配慮した教育が実現できるよう期待したい。

１－４ 今日的な教育課題に対応する教育の推進

教育振興のためには、研究指定校・奨励校は必要である。しかし、指定校の固定化は避け、すべての学校が

指定されるようにしたほうがよい。

浦安市子ども読書活動推進は、児童・生徒にとって最も大切な教育の一つである。司書・教員の「朝読」、

「読み聞かせ」等に対する高い意識と指導力向上を望む。

第２節 「豊かな心(徳)」

２－１ 豊かな心の育成

小学校では2018年度、中学校では2019年度より道徳が「特別の教科」化されるため、授業改善と体験的実践

を整備し、今後の方向性に記された取組を確実に進め、評価の課題に対しても適切に対応できるようにして

ほしい。

生徒指導推進事業について、生徒指導担当教諭のみでなく、全教員がいじめ・不登校等について意識改革

し、改善していくことを望む。

選挙権年齢の引き下げに伴い、義務教育段階においても主権者教育の重要性が増していると考える。

２－２ 情操を豊かにする教育の推進

部活動推進事業について、教員の勤務時間・長時間労働等の問題から外部から部活動指導者の導入が必要と

考えられているが、技術指導の向上だけでなく、生徒指導、施設管理、経費等の課題も多いため、十分な検

討が必要である。

第３節 「健やかな体(体)」

３－１ 体力の向上と健康・安全教育の推進

子どもの成長過程における食育の重要性を認識し、学校給食の改善に期待する。

薬物乱用防止教室を全校で実施し、効果をあげていることは大変良いことである。今後の継続を願う。

首都直下型地震等の災害に備え、学校教育・社会教育の両面から「防災教育の推進」を図っていくことが求

められる。阪神淡路大震災や東日本大震災等の教訓に学びつつ、自助・共助・公助の観点から防災教育の内容

を充実させ、児童・生徒の安全を確保し、防災力の向上を図ることが求められる。その際、防災課との連携・

協力を進めていくことが不可欠である。

第４節 「豊かなかかわり(参画・交流)」

４－１ 社会の一員としての資質の育成
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ふるさとうらやす立志塾について、東日本大震災・原発事故により甚大な被害を受けた被災地での研修会

は、参加した生徒にとって貴重な経験になったことと推察する。

ジュニアリーダー・青少年リーダー研修会について、「研修会で学んだことを活かす」という視点をもって

事業を実施することが求められる。子どもたちの主体的意思を尊重しながら、研修会修了者を子ども会活動、

地域行事や青少年相談員事業の企画・運営に参画できるようにコーディネートしていくことが期待される。

４－２ 豊かなかかわりとコミュニケーション能力の向上

幼稚園、小中学校の異学年交流は子どもの人間関係を作っていく上で、良い影響を与える取組であるが、地

域の保護者等を交えた交流活動も大切である。

地域の実情にあった福祉教育の推進は、子ども達の心を育てる素晴らしい事業である。

放課後異年齢交流促進事業と児童育成クラブ管理運営事業を連携していく際には、性質・目的がそれぞれ異

なる事業であるため、ある程度の棲み分けが必要である。また、これらの事業の他にも、子どもたちが集まる

場所として公民館や児童センターとの兼ね合いも見直す時期である。

第５節 「郷土愛(誇り)」

５－１ ふるさと浦安の歴史・文化への理解の向上

とりわけ新町地区には、浦安に移り住んで日の浅い住民が多く暮らしており、浦安の豊かな歴史・文化に

触れる機会を積極的につくり出すことが求められる。地元への愛着を育むことは、新旧住民の交流を促し、市

民としての連帯感を醸成するうえでも大切である。郷土博物館を中心に、学校・公民館等の教育機関が連携

し、「地域を知る」学習を充実させていくことが期待される。

社会科副読本による地域理解を深めることは、地域理解や郷土愛を育む素晴らしい機会になる。改訂に際し

ては、小学生が郷土愛を一層育むことができる内容となるよう配慮をし、学校行事の中にもふるさとを意識で

きるようにすることが望まれる。

第６節 教育環境の整備・充実の推進

６－１ 地域ぐるみで子どもをはぐくむ仕組みづくり

「地域ぐるみで子どもをはぐくむ仕組みづくり」を行う上でも「地域とともに歩む学校づくり推進事業（第

３章４節の２）」への期待は大きい。学校支援コーディネーター（計36名）の配置、学校支援地域本部（９ヵ

所）の設置等が進められてきたところではあるが、文部科学省の施策動向（コミュニティ・スクール化、地

域学校協働本部への移行等）も視野に入れながら、子ども達にとって望ましい教育活動のあり方、浦安の現

状に合致した仕組みの構築が望まれる。

学校・家庭・地域・行政が一体となる教育推進のための教育情報を発信していくことを期待する。

６－２ 開かれた学校づくり

「（仮称）総合こどもセンター」の整備が検討されているが、他自治体でも設置している「総合教育センタ

ー」との連携も考慮し、幅広く対応できるよう、時間をかけても十分に検討することが必要である。
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６－３ 教育環境の整備充実

今後すべての小中学校において特別支援学級を開設することになると思うが、特別支援を要する児童生徒の

適切な教育支援を行う面からも、県立特別支援学校を誘致し、いろいろな面での特別支援体制づくりを図る

ことが望まれる。

第７節 多様な学習ニーズに応える学習機会の充実

７－１ 学習課題に応じた学習機会の充実

障がい者の余暇活動、学習・文化の機会がきわめて限られている中で、障がい者のための学習支援事業を

実施していくことは重要であり、さらなる充実を望む。

公民館主催事業に手話通訳・要約筆記をつけるなど障がい者の学習機会を充実させることを望む。

７－２ 学習情報の提供と学習相談体制の充実

公民館情報誌の発行について、今後も市民が利用しやすいように情報の発信をしていくことを期待する。

７－３ 公民館・図書館の運営の充実

浦安の公民館は、施設・設備、職員、事業、予算等のいずれにおいても、全国屈指の充実した状況にあり、

豊かな公民館活動が展開されている。今後も、この水準を維持・拡充させながら、市民の学習活動をサポート

してほしい。その際、全公民館に社会教育主事有資格者を配置していくことが大切であり、是非とも実現して

ほしい。

浦安市の図書館はとても充実しているが、さらなる学習機会の充実、利用者増加を意識し、より趣向をこら

した図書館イベントを実施することを望む。また、図書館の大規模改修計画では、市民が利用しやすい環境を

整備することを期待する。

第８節 ライフステージに応じた学習機会の提供

ライフステージに応じた学習機会の提供を充実させていくためには、社会教育行政（生涯学習部）、社会教

育機関（公民館・図書館・郷土博物館等）の果たすべき役割が大きい。市民が各ライフステージにおいて

「どのような課題に直面しているのか」、「どのような学習ニーズを持っているのか」を的確に把握しなが

ら、多彩な学習機会を提供することを望む。

８－２ 青少年の健全育成の推進

子どもたちの豊かな成長を支える上で、親や教員だけでなく地域の大人の存在・関わり方も重要である。

いじめ対策として、すべての教員に対しての研修を行い、いじめを見逃さない体制を作ることを望む。

８－３ 成人の学習機会の提供

生きがいづくりの対策として、高齢者が指導者として活躍できる場面を設定を考慮することを望む。

第９節 生涯スポーツの振興と健康づくりの推進
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スポーツ基本法の前文において、スポーツは「国民が生涯にわたり心身ともに健康で文化的な生活を営む上

で不可欠なもの」であり「全ての人々の権利」であると謳われている。この理念を実現するためにも、積極的

に障がい者スポーツの振興を図ることを望む。また、生涯スポーツ・健康づくりの諸事業に、障がい者が参加

できる手立てについても検討するべきである。

９－２ スポーツ推進体制の整備

総合型地域スポーツクラブの拡充と合わせて、部活動との連携を積極的に検討してほしい。連携を図るこ

とによって、既存の部活動では対応できない多様なスポーツニーズに応え「開かれた学校づくり」にもつなが

る可能性があると思われる。

2020年の東京オリンピック・パラリンピックに向けて、ハード面の整備だけではなくソフト面を大切にし、

意識の醸成を図る事業の展開が重要である。また、子どもたちに対しては、オリンピック憲章をとおして人権

を学ぶ機会やパラリンピックの種目を体験する機会を設ける事業を、大人に対しては、見るスポーツの魅力を

伝えられる様な事業が望まれる。オリンピックという大きなイベントを契機に大人も子どもも市内で体験する

ことが出来る機会を設けることを期待する。

９－３ スポーツ施設の環境の整備

市内に新しい野球場、陸上競技場、アーチェリー場等の素晴らしいスポーツ施設が完成し、その活用が期

待される。地域に根差した活用を期待したい。

第１０節 ふるさと浦安の芸術・文化の振興

１０－１ 芸術文化活動の活性化

平成29年度に開館した浦安音楽ホールを拠点に、教育委員会と指定管理者とが協働して、地域に根差した

文化芸術の更なる活性化を図っていくことを期待する。プロの演奏家等による興行的事業も大切だが、市民

による地域の文化芸術の支援につながるような事業も積極的に展開することを望む。

１０-３ 郷土の歴史・文化の理解を深める

郷土の歴史・文化の理解を深めるための諸施策、郷土博物館の運営の充実を図るためには、学芸員資格を

有する職員の存在が重要である。郷土博物館の歴史と文化の理解を深める運営の充実に期待する。

平成30年６月刊行を予定する市史が、浦安市の歴史を記録する重要な資料となることを期待する。

第１１節 地域に生きる生涯学習活動の支援

生涯学習活動の支援を行う上で、公民館・図書館・郷土博物館等の社会教育機関が中心的役割を担うこと

になる。浦安では、いずれの社会教育機関でも総じて充実しているが、この水準を維持し、さらに充実させて

いくためには、職員とりわけ専門職員の存在が重要である。十分な数の「社会教育主事任用資格を有する公民

館主事」、「司書」、「学芸員」を配置するとともに、職員の資質向上を図るための研修機会をさらに充実させる

ことを望む。

法令上、「社会教育委員会議」、「公民館運営審議会」、「図書館協議会」等は任意設置であるが、今後も、こ
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れらの住民参画の仕組みを堅持し、市民の意向・ニーズを受け止めながら地域に根ざした社会教育行政・機関

の運営を望む。

これまでの図書館は、静かに本を読む場所・本の貸借の場としての機能だけであったが、今後は、ワークシ

ョップなど市民の学びあいの場としてのアクティブな活用を検討していくことを望む。また、大人も子どもも

本離れが進んでいるので、本を手に取り、本に触れる機会をつくるにはどうすれば良いか改めて考える時期を

むかえていると思う。

１１－１ 学習支援のための人材育成と活用

学習支援のために、高齢者、退職者等の地域人材育成とその活用方法を検討すべきである。

１１－３ 生涯学習推進体制の充実

生涯学習推進計画を策定し、それに基づき計画的に諸施策を展開していくことは極めて重要である。社会

教育法第17条には、社会教育委員の職務として「社会教育に関する諸計画を立案すること」と規定されてお

り、本規定に則り、社会教育委員会議として第１次計画を評価し、第２次計画の策定にも積極的に関与できる

ような仕組みを整えることが大切である。

第１２節 浦安で産み育てたい環境を整える

１２－１ 安心して産み育てられる環境をつくる

安心して産み育てられる環境を整備することは重要な行政課題の一つであり、「教育委員会」と「こども

部」が綿密に連携・協力し、施策及び事業を展開することを望む。

幼稚園の認定こども園化を推進する中で、待機児童問題についても早急な対応が求められる。

１２－２ 地域ぐるみで子育てを支援する

安心して子育てができる地域ぐるみの支援体制を整えるため、幼稚園・認定こども園、小学校との連携等

の確立と充実を望む。

第１３節 こどもが元気に成長できる環境を整える

１３－１ こどもの健やかな成長を支える

すべての「こどもが元気に成長できる環境」を整備していくために、困難を抱えた子どもやその家庭への

きめ細かい支援が期待される。

まなびサポート事業、特別支援学級整備事業等を一層充実させながら、学校の中に子どもたちの多様性を尊

重できるインクルーシブな教育環境を整えていくことを期待する。

障がい児の自立が地域生活の中で、生かされる体制作りを望む。

１３－２ 豊かな心を育む

適切な教員の配置等を進め、きめ細やかな保育の充実を図り、質の向上を目指していくことを期待する。


