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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

期基本計画の３つの計画から教育委員会が事業を抽出し決定した「平成29年度教育施

策」をもとに作成しています。

平成29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29年度に教育委員会が実施した施策や事業について、「平成29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29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29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５章」(100～117

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 30 年６月１日現在）

氏 名 職 等

越村 康英 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

高橋 光法 元浦安市教育委員会教育総務部・次長、元浦安市立高洲小学校・校

長

須田 哲史 ㈱サイバー・コミュニケーションズ 創業役員、元明海中学校ＰＴ

Ａ会長

・懇談会

７月４日・８月 10 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29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。
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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（平成 29 年度）

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置かれています。

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 29 年度在籍）

（平成 30 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
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

宮
みや

道
じ

力
ちから 平成 29年 11 月９日～平成 33 年 11 月８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 58 件 ８件 163 件 ９人

臨時会 ２回 ５件 ２件 ４件 ０人

計 14 回 63 件 10 件 167 件 ９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 13

教育委員会規則・訓令の制定・改廃 18

管理職以上の職員の任免 ３

属機関の委員の任命・委嘱 ８

教育功労者の決定 １

当初・補正予算審議 ５

その他 15

計 63
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第３章 施策の実施状況等

施策・事業名・・平成 29 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 29 年度の事業実績を記載

今後の方向性・・ 事業ごとに平成 30 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

１－１－１ 小中連携・一貫教育の推進

事業名・担当部署 平成 29 年度 実績

◎小中連携・一貫教育の推進

/教育政策課・指導課・学務課

【再掲】2-1-2、4-2-1

推進会議を開催し、「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教科担任

制の実施」「園児・児童・生徒の交流」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、うらやす幼・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。小中連

携・一貫教育の取組について、各学校において自己評価を実施しまし

た。それをもとに学校関係者評価委員会の意見等も参考にしながら、次

年度に向けた取組を検討しました。

＜今後の方向性＞

・小中連携・一貫教育の推進については、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。

学びの連続性を重視した学習指導を進めるとともに、「うらやす幼・保・小・中連携の日」を設定し、園・学校

と地域が連携し、中学校区を中心とした地域ぐるみ（全体）で、子どもたちの豊かな学びと育ちをはぐくむ仕組

みづくりを進めていきます。また、校長、園長、教頭、研究主任、学校支援コーディネーター等の各研修会など

既存の研修会の場における、中学校区ごとの連携・情報交換の場を積極的に活用していくことで「継続的・系統

的な生徒指導」の推進を図ります。学習指導要領改訂に伴い、児童・生徒の学びをつなぐ「浦安市小中連携・一

貫教育カリキュラムの指針」の見直しを行い、各種研修会や学校訪問を通じて同指針の一層の活用について助

言・指導するとともに、各種調査等の結果からその効果を検証し、各研修会や会議等で周知していきます。さら

に、他市の義務教育学校を視察するなどの情報収集を行い、本市における義務教育学校の今後の方向性について

検討していきます。各取組の成果・効果については、小中連携・一貫教育推進会議等において成果指標を集約
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し、分析を進めます。/教育政策課・学務課・指導課

１－１－２ 学校種間の連携の推進

事業名・担当部署 平成 29 年度 実績

○幼・保・小・中連携教育の推進

/指導課・保育幼稚園課

【再掲】4-2-1

【指導課】

平成 28 年度に作成した「浦安市幼・保・小連携アプローチカリキュラ

ム・スタートカリキュラム」のリーフレットを活用し、各学校、園で接

続期カリキュラムを作成し、学校種間連携教育を推進しました。また、

浦安市子ども作品展を活用し、学びの連続性を大切にした発達段階に応

じた表現や鑑賞ができました。

【保育幼稚園課】

中学校区での交流や情報交換を行いました。

・中・高連携教育の推進

/指導課

【再掲】4-2-1

市内の各中学校より代表２名と県立浦安高等学校の生徒会６名、計 24 名

が参加し、「葛南地区 中学生・高校生との交流会」を行いました。３グ

ループに分かれ「ＡＩとの共存～ＡＩは人類を救えるか～」というテー

マで協議を行い、白熱した意見交換が行われました。

＜今後の方向性＞

・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。また、前年度の実績について

周知し、県の「小・中・高連携の特別授業」事業等をとおして、中・高の連携を一層推進します。/指導課

１－２ 学ぶ意欲の育成と確かな学力の形成

１－２－１ 一人一人に応じたきめ細かい授業の推進

事業名・担当部署 平成 29 年度 実績

○少人数教育推進事業

/学務課・指導課

延べ 58 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、身近な事例や様々な観点に基づ

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。

・学力調査の活用推進

/指導課

【再掲】1-4-1、6-2-2

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。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。

・小学校高学年における一部教科

担任制の導入

【学務課】

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、



- 7 -

/学務課・指導課 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３校に計３名を配置し、教科担任と

して授業を行いました。音楽 17 校のほか、家庭科、理科、図画工作、書

写、外国語活動、体育等で、一部教科担任制を実施しました。

【指導課】

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、

一部教科担任制を実施しました。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３校に計３名を配置し教科担任制を

推進しました。市内の小学校、音楽 17 校、家庭科９校、書写８校、理科

３校、外国語活動２校、図画工作４校、道徳１校で一部教科担任制を実

施しました。また、学級担任が学年内で行う交換授業を６校が実施しま

した。

◎情報教育推進事業

/教育研究センター

【再掲】1-4-6

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やタブレット端末を活用した授業

実践に向けて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 86 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を活用し、動画や画像を見せること

で具体的なイメージを持たせました。例えば、体育の授業では自分の動

作を動画で撮影し、友達と意見交換しながら技の完成度を高めることに

取り組みました。子どもが自ら考え、理解したことを実感できる「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。

◎ＩＣＴ環境の整備及び効果的な

活用

/教育研究センター

【再掲】1-4-6、6-3-2

平成 28 年度の整備と合わせ、全普通教室に無線アクセスポイントを設置

しました。これにより、どの教室においても一人一台のタブレットを使

用して教師と児童生徒間での資料配付や収集、ドリル教材を用いた個別

学習やインターネットによる調べ学習など、幅広い教育活動を行うこと

ができるようになりました。また、小学校に各 40 台、中学校に学校規模

に応じて 70～280 台のタブレットを配付し、配付したタブレット端末の

活用推進を図るため、モデル校の実践例の配付を行うとともに、公開授

業を２回行いました。

・少人数教育指導員配置事業

/学務課・指導課

少人数教育指導員１名を市内全小中学校に派遣し、管理職等への助言を

行うとともに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。
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＜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、教員のＩＣＴ活用力を向上させ、わかる授業の実践に向けて、夏季ＩＣＴ活用講

座（３講座・120 名、平成 30 年８月開催）を実施します。また、デジタル教科書やタブレット端末を活用した

授業実践に向けて、市内小・中学校ごとの集合研修を実施します。教員のＩＣＴ活用を推進し、子どもにとって

よりわかる授業の実践を支援するために、ＩＣＴ支援員派遣を各校週１回程度実施します。/指導課

・ＩＣＴ環境の整備及び効果的な活用については、第３期教育振興基本計画に沿った浦安市情報教育推進計画（学

校 ICT 機器整備方針を含む）の策定を行い、これに基づいた整備・活用を進めていきます。/指導課

・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推

進教員及び少人数指導を実施している教員等への指導、助言を行っていきます。/学務課・指導課

１－２－２ 自主的な学習活動の奨励・支援

事業名・担当部署 平成 29 年度 実績

・家庭学習習慣の奨励

/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

種研修会で指導しました。また、県教育委員会発行の「家庭学習のすす

め」や「家庭学習の事例集」、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。

・浦安市児童生徒科学作品展の開

催

/指導課

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よう支援しました。児童生徒科学作品展

では、延べ 643 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。

・ふるさと浦安作品展の開催

/郷土博物館

【再掲】2-2-1、5-1-1、10-3-2

「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９校か

ら延べ 1,903 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。

◎青少年自立支援未来塾

/生涯学習課

学習が遅れがちな子どもの学習支援のため、市内全９中学校の生徒を対

象に、９月から２月にかけて、公民館や図書館、市民プラザにおいて延

べ 179 回行い、延べ 1,873 人の中学生が参加しました。また、講師は退

職した元教員や大学生など地域住民を中心に、教科を数学に限定して基

礎学力の定着を図りました。本事業の周知及び参加生徒への声かけは、
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各中学校長に依頼し、保護者に通知するとともに学校事情に合わせて募

集を行いました。

＜今後の方向性＞

・家庭学習習慣の奨励については、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わえる、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、教育委員会内に青少年自立支援未来塾運営委員会を組織し、講師の確保や、

支援教科、学習教材等について検討したうえで、平成 30 年９月中旬より実施する予定です。/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

１－３－１ 特別支援教育の推進

事業名・担当部署 平成 29 年度 実績

○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】4-2-2、13-1-2

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、指導主事等

４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、学校・保護者からの相談や、特別な

教育的支援が必要な子どもの就学に関する相談・助言を行いました。5 月

の就学説明相談会には、小学校就学予定者 26 件、中学校就学予定者 17

件の参加がありました。保育園、幼稚園、認定こども園、小・中学校へ

の訪問相談は年間延べ 949 日実施し、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 19 名、心身障がい児補助教員を延べ

142 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学校への指導・支援の充実

を図りました。市立小・中学校に在籍する医療的ケアを必要とする子ど

も 5 名に対し、市の委託を受けた訪問看護ステーションの看護師が巡回

訪問をしてケアを実施しました

・学習支援室活用の推進

/教育研究センター

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、学校へ助言や支援を行いました。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

後も保護者と合意形成を図りながら、活用を推進していきます。
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・ハンディキャップサービス事業

/中央図書館

【再掲】2-2-1、7-3-3

図書館への来館が困難な方への宅配サービスを 307 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。

○サポートファイル事業の活用の

推進

/障がい事業課・教育研究センター

【障がい事業課】

サポートファイルの活用が図られるように、こども発達センター、障が

い事業課、各相談支援事業所において、103 冊配布しました。また、発達

支援講演会などにおいて、案内をしました。

【教育研究センター】

サポートファイルの活用が図られるように、就学説明・相談会で保護者

に使い方を説明するとともに、特別支援教育コーディネーター研修会で

教職員に「サポートファイル」を紹介し、保護者との面談や引継ぎ場面

での活用を図るよう周知しました。

○青少年サポート事業

/障がい事業課

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 420 名（平成 30 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 420 名（平成 30 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９校、

延べ 17 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。

・県立特別支援学校分校誘致の推

進

/教育政策課

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、千葉県教育庁と情報交換・調整をおこないました。

＜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、園・学校・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、

個別の教育支援計画や個別の指導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、学校への助言や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

・サポートファイル事業の活用の推進については、関係機関と連携しながら、活用の充実を図っていきます。/教

育研究センター

・県立特別支援学校分校誘致の推進については、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

ことが盛り込まれた「第 2 次県立特別支援学校整備計画」が平成 29 年 10 月に策定されたことから、千葉県と協
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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

１－３－２ 不登校児童・生徒への支援の充実

事業名・担当部署 平成 29 年度 実績

○教育相談推進事業

/指導課

【再掲】2-1-2、13-2-4

全小・中学校に 26 名のスクールライフカウンセラーを配置し、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。小学校では、スクールライフカウンセラーが週に

４日間、中学校では、スクールライフカウンセラーに加え、県が配置し

ているスクールカウンセラーが週１日勤務しています。そのため、実質

カウンセラーが常駐している状態となっています。相談件数は、小学校

で 7,807 件、中学校では 4,890 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、2,747 件、次いで対人関係が 1,540 件、学

業・進路が 948 件、家庭・親子問題が 444 件でした。小学校での好転解

消件数は、5,594 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、2,027 件、家庭・親子問題が 499 件、対人関係が 409 件、学

業・進路が 369 件でした。また、中学校での好転解消件数は 1,379 件で

した。

○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。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。いちょう学級通級者は 58 名、年間の延べ利用人数は 2,265 名

で、47 名が学校復帰（部分復帰も含む）し、16 名が高校に進学しまし

た。教育相談における相談を延べ 3,045 回、訪問相談を延べ 2,255 回行

いました。

小学校・中学校ともに通級者は増加傾向にありますが、いちょう学級の

通級をとおして、学校復帰を果たす児童生徒も増加しました。

＜今後の方向性＞

・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、猫実教室、入船教室において、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
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１－３－３ 外国籍等の子どもたちの日本語サポート体制の充実

事業名・担当部署 平成 29 年度 実績

・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、27名の児童・生徒に学習支援を行いまし

た。

【派遣実績】

浦安小２名、南小４名、北部小５名、美浜南小 1名、明海小１名、高洲

小４名、高洲北小 1名、入船小３名 小学校合計 21 名

浦安中４名、堀江中２名 中学校合計６名 総計 27 名

＜今後の方向性＞

・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

１－４－１ 教育研究・実践のシステム化

事業名・担当部署 平成 29 年度 実績

・研究指定校・研究奨励校の指定

事業

/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

・学校体育研究推進校 小学校１校

・幼保小中連携教育教科推進校（道徳）中学校１校、小学校２校、幼稚

園１園

・体力向上推進校 中学校２校、小学校４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 小学校１校、中学校２校

・浦安市理科センター校 小学校１校

・校内研究の奨励・支援

/指導課

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 361 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。

・学力調査の活用推進

/指導課

【再掲】1-2-1、6-2-2

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。

＜今後の方向性＞

・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おいて、調査結果の活用推進を図るために、年２回学力調査に係る会議を開催し、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します。/指導課
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１－４－２ 国語教育の充実

事業名・担当部署 平成 29 年度 実績

・浦安市子ども読書活動推進事業

/指導課・中央図書館

【再掲】2-2-1、4-2-1、8-2-3

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 1,617 時間、

館外での図書資料利用冊数は 40,678 冊と、読書の場だけでなく学習の場

としての活用が高まっています。また、平成 29 年度の浦安市生活実態調

査によると、学校の授業以外に１日の中で「３時間以上読書する」児童

生徒の割合が過去の調査で最も高くなっています。公立図書館員が学校

や保育園等に出向いて行う読み聞かせ等は、年間で 1,016 回、延べ

23,950 名の子どもたちに実施しました。図書館員が出向くことで、子ど

もたちが図書館に親しみを感じ、来館者が増えています。

＜今後の方向性＞

・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。また、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、子どもたちの興味関心を高めることを目指します。/指

導課

１－４－３ 理数教育の充実

事業名・担当部署 平成 29 年度 実績

○理科支援ティーチャー配置事業

/指導課

小学校 11 校（南、北部、美浜南、東、舞浜、日の出、明海、高洲、明海

南、東野、入船）に各１名（計 10 名内兼務１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。

・理科センター事業の充実

/指導課

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（136 名）

等を実施しました。また、児童生徒科学作品展では、延べ 643 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

センターは入船小学校内に設置され、理科センター所長は、入船小学校

長が兼務しています。

○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

【生涯学習課・指導課】

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、平成 24 年度から実施してお

り、平成 29 年度で６回目を迎えました。東海大学付属浦安高等学校・中

等部松前記念体育館で開催され、44 の出展ブースがあり、1,922 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。
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【中央図書館】

浦安震災アーカイブの紹介と空気の実験を行い、関連資料の展示および

図書目録を配布しました。大人、子どもあわせて 239 名の参加がありま

した。

◎学校教育における植物工場活用

推進事業

/指導課

【再掲】4-1-2

植物工場を活用することにより、理科教育や環境教育、生産を通した体

験活動等を推進しました。設置校である入船中学校では、委員会活動等

を通じ、生徒の自主的活動を充実させることができました。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。

＜今後の方向性＞

・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、評

価の実施、事業効果の検証を進めていきます。また、全小学校に配置を進め、本市における理科教育の推進と授

業の質的向上を図ります。/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 浦安実行委員会の実行委員として、子どもたちの理科離れが進まないよう多くの子

どもたちに好奇心や想像力を育めるような企画・運営に携わります。/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、専門的な知識を必要とする人的配置の問題と理科教育の内

容から教育活動の中で推進を図るには教職員・児童生徒への負荷が大きすぎるとの判断から、平成 29 年度末に

事業廃止とし、ワゴン型植物工場のみ理科センターで活用していくこととしました。/指導課

１－４－４ 英語教育の充実

事業名・担当部署 平成 29 年度 実績

○英語教育推進事業

/指導課

【再掲】5-1-2

各小・中学校に 23 名の外国語指導助手（ALT）を派遣しました。また、

外国語指導助手（ALT）コーディネーター１名、外国語活動等研究員１名

による授業参観を各校月に１～２回実施し、担任、外国語指導助手

（ALT）の指導力向上に努めるだけでなく、児童生徒の外国文化の理解及

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、外国語指導助手（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。

＜今後の方向性＞

・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、新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
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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、新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

１－４－５ 勤労観・職業観をはぐくむ教育の充実

事業名・担当部署 平成 29 年度 実績

・キャリア教育の推進

/指導課

【再掲】4-1-1、8-2-1

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、中央研修受講生を

招へいし、伝達講習を行いました。各小・中学校においては、中学校区

ごとに、小・中学校の学びの連続性を意識したキャリア教育モデルプラ

ンを作成し、小・中学校の学習内容に応じてプランの見直しを行い、そ

れに基づき、職業調べや職場見学、職場体験学習等を実施しました。多

くの中学校において、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。

＜今後の方向性＞

・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

１－４－６ 情報教育の充実

事業名・担当部署 平成 29 年度 実績

◎情報教育推進事業

/教育研究センター

【再掲】1-2-1

【再掲】

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やタブレット端末を活用した授業

実践に向けて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 86 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を活用し、動画や画像を見せること

で具体的なイメージを持たせました。例えば、体育の授業では自分の動

作を動画で撮影し、友達と意見交換しながら技の完成度を高めることに

取り組みました。子どもが自ら考え、理解したことを実感できるわかる

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。

◎ＩＣＴ環境の整備及び効果的な

活用

/教育研究センター

【再掲】

平成 28 年度の整備と合わせ、全普通教室に無線アクセスポイントを設置

しました。これにより、どの教室においても一人一台のタブレットを使
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【再掲】1-2-1、6-3-2 用して教師と児童生徒間での資料配付や収集、ドリル教材を用いた個別

学習やインターネットによる調べ学習など、幅広い教育活動を行うこと

ができるようになりました。また、小学校に各 40 台、中学校に学校規模

に応じて 70～280 台のタブレットを配付し、配付したタブレット端末の

活用推進を図るため、モデル校の実践例の配付を行うとともに、公開授

業を２回行いました。

＜今後の方向性＞

・情報教育推進事業については、教員のＩＣＴ活用力を向上させ、わかる授業の実践に向けて、夏季ＩＣＴ活用講

座（３講座・120 名、平成 30 年８月開催）を実施します。また、デジタル教科書やタブレット端末を活用した

授業実践に向けて、市内小・中学校ごとの集合研修を実施します。教員のＩＣＴ活用を推進し、子どもにとって

よりわかる授業の実践を支援するために、ＩＣＴ支援員派遣を各校週 1回程度実施します。/指導課

・ＩＣＴ環境の整備及び効果的な活用については、第３期教育振興基本計画に沿った浦安市情報教育推進計画（学

校 ICT 機器整備方針を含む）の策定を行い、これに基づいた整備・活用を進めていきます。/指導課

第２節 豊かな心（徳）

２－１ 豊かな心の育成

２－１－１ 規範意識の向上及び道徳性の育成

事業名・担当部署 平成 29 年度 実績

・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、女性の社会進

出についてや、東日本大震災に起因する偏見や差別、インターネットを

悪用した人権侵害など、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、51

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、人権作文 1,391 編、人

権ポスター72 点の応募があり教職員、児童生徒への人権啓発を推進しま

した。

・ボランティア活動推進事業

/指導課

【再掲】2-2-1、4-1-1、5-1-1、

6-1-2

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、差

別や偏見に関する内容を取り上げ、道徳教育の推進や教師の人権意識の

向上を図りました。
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・道徳教育・人権教育の推進

/指導課

【再掲】4-2-1

「特別の教科 道徳」の全面実施に向け、新学習指導要領を踏まえた道

徳教育を推進するため、年２回研修会を開催しました。道徳の教科化及

び授業改善に向け、平成 29 年度３月に「『特別の教科 道徳』における

授業づくりと評価」冊子を作成し、市内小中学校へ配付しました。年１

回の人権教育研修会を行い、子どもへの支援を中心とした今日的課題に

対する人権意識の向上を図りました。

・障がい者福祉推進事業

/障がい事業課

福祉体験教室の機会を中心に、「こころのバリアフリーハンドブック」を

市内小学校等 17 校の児童生徒等 1,805 名に配布しました。

＜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。

・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、道徳の教科化に伴い、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

２－１－２ 生徒指導機能の向上

事業名・担当部署 平成 29 年度 実績

・生徒指導推進事業

/指導課

【再掲】13-2-4

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、各学校における生徒指

導状況を毎月確認し、生徒指導上の諸問題の把握と早期解消に向けた取

り組みを推進しました。

○教育相談推進事業

/指導課

【再掲】1-3-2、13-2-4

【再掲】

全小・中学校に 26 名のスクールライフカウンセラーを配置し、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。小学校では、スクールライフカウンセラーが週に

４日間、中学校では、スクールライフカウンセラーに加え、県が配置し

ているスクールカウンセラーが週１日勤務しています。そのため、実質

カウンセラーが常駐している状態となっています。相談件数は、小学校

で 7,807 件、中学校では 4,890 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、2,747 件、次いで対人関係が 1,540 件、学

業・進路が 948 件、家庭・親子問題が 444 件でした。小学校での好転解

消件数は、5,594 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、2,027 件、家庭・親子問題が 499 件、対人関係が 409 件、学
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業・進路が 369 件でした。また、中学校での好転解消件数は 1,379 件で

した。

◎小中連携・一貫教育の推進

/教育政策課・指導課・学務課

【再掲】1-1-1、4-2-1

「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教科担任制の実施」「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、「カリキュラムの指針」等の活用について助言・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＞

・生徒指導推進事業については、各学校における生徒指導状況を的確に把握し、生徒指導上の諸問題の早期解消に

向けた取り組みをさらに推進するとともに、児童生徒個々の課題に応じて、こども家庭支援センターや浦安警察

署生活安全課との連携を図り、情報共有と指導体制の確立を行います。また、浦安市適応指導教室の活用を推進

し、不登校対策や教育相談活動の充実を図ります。さらに、生徒指導の機能を重視した「わかる授業」の展開

や、どの子も安心していられる「居場所づくり」と互いに認め合える「絆づくり」等の積極的な生徒指導につい

て、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、学びの連続性を重視した学習指導を進めるとともに、「うらやす幼・

保・小・中連携の日」を設定し、園・学校と地域が連携し、中学校区を中心とした地域ぐるみ（全体）で、子ど

もたちの豊かな学びと育ちをはぐくむ仕組みづくりを進めていきます。また、校長、園長、教頭、研究主任、学

校支援コーディネーター等の各研修会など既存の研修会の場における、中学校区ごとの連携・情報交換の場を積

極的に活用していくことで「継続的・系統的な生徒指導」の推進を図ります。学習指導要領改訂に伴い、児童・

生徒の学びをつなぐ「浦安市小中連携・一貫教育カリキュラムの指針」の見直しを行い、各種研修会や学校訪問

を通じて同指針の一層の活用について助言・指導するとともに、各種調査等の結果からその効果を検証し、各研

修会や会議等で周知していきます。さらに、他市の義務教育学校を視察するなどの情報収集を行い、本市におけ

る義務教育学校の今後の方向性について検討していきます。各取組の成果・効果については、小中連携・一貫教

育推進会議等において成果指標を集約し、分析を進めます。/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

２－２－１ 情操教育の推進�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

事業名・担当部署 平成 29 年度 実績

・文化・芸術活動体験の推進

/指導課・教育研究センター

【指導課】

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。

【教育研究センター】
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交流と個々の伸長を図るため、はっぴい発表会を 11 月 11 日（土）に初

めて文化会館大ホールで実施しました。参加者は 178 名（昨年度は 151

名）、参観者は 1000 名（昨年度は 824 名）で、昨年度より参加者・参観

者ともに増えました。各学級とも、学習の成果を生かした、特色のある

発表が多く、普段の交流及び共同学習を発表に生かすことができまし

た。

○部活動推進事業

/保健体育安全課

【再掲】3-1-1、6-1-1、13-1-1

部活動指導者を小学校 17 校に 75 名、中学校９校に 135 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。

浦安市部活動の在り方検討委員会を３回開催し、本市ガイドラインの検

証等を行いました。

・ふるさと浦安作品展の開催

/郷土博物館

【再掲】1-2-2、5-1-1、10-3-2

【再掲】

「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９校か

ら延べ 1,903 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。

・浦安市子ども読書活動推進事業

/指導課・中央図書館

【再掲】1-4-2、4-2-1、8-2-3

【再掲】

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 1,617 時間、

館外での図書資料利用冊数は 40,678 冊と、読書の場だけでなく学習の場

としての活用が高まっています。また、平成 29 年度の浦安市生活実態調

査によると、学校の授業以外に「３時間以上読書する」児童生徒の割合

が過去の調査で最も高くなっています。公立図書館員が学校や保育園等

に出向いて行う読み聞かせ等は、年間で 1,016 回、延べ 23,950 名の子ど

もたちに実施しました。図書館員が出向くことで、子どもたちが図書館

に親しみを感じ、来館者が増えています。

・ボランティア活動推進事業

/指導課

【再掲】2-1-1、4-1-1、5-1-1、

6-1-2

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行事等

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。

○児童サービス事業

/中央図書館

【再掲】7-3-3、8-2-3

図書館全体の年間貸出数は 1,926,558 点で、そのうち児童書は 421,068

点を貸出しました。「えほんのじかん」等の集会事業には 7,993 名が参加

しました。また、学校や保育園等において、23,950 名の子どもたちに読

み聞かせなどを行いました。

○児童集会事業

/中央図書館

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 150 名
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【再掲】7-3-3、8-1-2、8-1-3、

8-2-3

の参加がありました。

○ハンディキャップサービス事業

/中央図書館

【再掲】1-3-1、7-3-3

【再掲】

図書館への来館が困難な方への宅配サービスを 307 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。

○ふれあい体験事業

/児童センター

次世代親になる小学５、６年生や中高生を対象に夏休みに実施する事業

で、助産師を講師として命の大切さ、妊娠と出産、赤ちゃんの成長など

の知識を深め、子育て支援事業「赤ちゃんサロン」で赤ちゃんとふれあ

いました。７～８月で６回実施し、参加者は 64 名でした。（東野児童セ

ンター）

・交通公園動物運営事業

/交通公園

平成 29 年度動物ふれあい利用者数は、58,782 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、千葉交響楽団による「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」

では日頃の文化活動の成果を発表し、文化・芸術体験の推進を図っていきます。また、はっぴい発表会について

は、今後も日頃の学習活動を生かした発表、他校の発表の鑑賞を通して、児童・生徒の個々の能力の伸長を図っ

ていきます。また、この発表会を通して、地域社会の理解や共感の輪を広げ、特別支援学級の児童・生徒の交流

を深める場としていきます。/指導課・教育研究センター

・部活動推進事業については、心豊かでたくましい生徒を育成するため、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

・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。また、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、子どもたちの読書への興味関心を高めることを目指しま

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
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・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

・交通公園動物運営事業では、例年どおり、モルモット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・カピバラ・魚類・爬虫類などの展示をすることにより、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

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

３－１－１ 体力向上の推進

事業名・担当部署 平成 29 年度 実績

・体力向上推進事業

/保健体育安全課

【再掲】13-1-1

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。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。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。

○部活動推進事業

/保健体育安全課

【再掲】2-2-1、6-1-1、13-1-1

【再掲】

部活動指導者を小学校 17 校に 75 名、中学校９校に 135 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。

浦安市部活動の在り方検討委員会を３回開催し、本市ガイドラインの検

証等を行いました。

・浦安スポーツフェア

/市民スポーツ課

【再掲】9-1-1、9-1-3

約 25,000 名が参加し、約 60 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。平成 29 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「車いすバスケットボール」、「ボッチャ」や平昌パラリンピ

ック種目の「車いすカーリング」体験コーナーを実施しました。

・東京ベイ浦安シティマラソン

/市民スポーツ課

【再掲】9-1-1、9-1-2

ハーフ、10km、３km の部の全３種目を開催しました。6,495 名がエント

リーし、当日は 5,615 名が出走しました。多くの参加があり、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。

＜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、

2019 ラグビーＷ杯や東京オリンピック・パラリンピック種目を取り入れ、今後さらなる機運の醸成に努めま

す。/市民スポーツ課
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・東京ベイ浦安シティマラソンについては、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。30 年度からは、新コース

の検討も含め、さらに充実したイベントとなるよう調整を行います。/市民スポーツ課

３－１－２ 健康・安全教育の推進

事業名・担当部署 平成 29 年度 実績

・保健教育の充実

/保健体育安全課

保健教育充実にむけ学校医・学校歯科医・学校薬剤師・専門家等との連

携を図りました。また、いのちの教育を推進し、小学校 17校、中学校９

校にて助産師、産婦人科医等専門家の講話により、児童生徒が「いの

ち」や自分自身を大切にする意識の向上を図りました。さらに、薬物乱

用防止教室を全小中学校で実施しました。

・食育の推進

/学校給食センター・指導課

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。学校栄養職員が家庭科等の学習支

援を中学校１校４回、小学校３校９回実施し、食育を推進しました。

・交通事故防止対策の充実

/保健体育安全課・市民安全課

【再掲】6-1-3、13-1-3

交通整理員を通学路の交差点９か所に 14 名配置しました。小学校１年生

対象の交通安全教室を 17 回、小学校３年生対象の自転車交通安全教室を

17 回実施しました。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。また、小学校新１年生に黄色いワッペン及びランドセルカバ

ーを配付し、交通事故の防止を図りました。

＜今後の方向性＞

・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、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・指導課

・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。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
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３－１－３ 防災教育の推進

事業名・担当部署 平成 29 年度 実績

・防災教育の推進

/保健体育安全課・指導課

【再掲】6-1-3、13-1-3

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。

・防災学習講座の開催

/公民館

【再掲】6-1-3

市民の防災意識を高めるため、パッククッキング（災害時の食事作り）、

松戸市西部防災センターの見学及び体験、防災課との連携による市庁舎

の防災機能の見学など、防災講座を３事業７回実施し、延べ 62 名が参加

しました。

＜今後の方向性＞

・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・指導課

・防災学習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。/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

４－１－１ 体験活動・ボランティア活動の推進

事業名・担当部署 平成 29 年度 実績

・「浦安市民の森」活用事業

/環境保全課・指導課

【再掲】4-1-2、8-2-1

【環境保全課】

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（７月１日

～２日）、地元の方の支援を受けながら、参加者 35 名に森林体験の機会

を提供しました。

【指導課】

小学５年生を対象の林間学校では、３校（246 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。

◎ふるさとうらやす立志塾の開催

/指導課

【再掲】5-1-1、8-2-1

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、全６回７日間の研修を行いました。８月４～

５日(１泊２日)には、市内「うら・らめ～る」での研修会を実施し、市

長をはじめ、様々な講師から、リーダーシップを発揮するうえで、大切

な考え方やスキルを学びました。また、フィールドワークを行うこと

で、新たな浦安の魅力を発見し、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 29年度は７ 回目の開催となりました。
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・キャリア教育の推進

/指導課

【再掲】1-4-5、8-2-1

【再掲】

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、中央研修受講生を

招へいし、伝達講習を行いました。各小・中学校においては、中学校区

ごとに、小・中学校の学びの連続性を意識したキャリア教育モデルプラ

ンを作成し、小・中学校の学習内容に応じてプランの見直しを行い、そ

れに基づき、職業調べや職場見学、職場体験学習等を実施しました。多

くの中学校において、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。

・消費生活出前講座

/消費生活センター

平成 29 年５月 19 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 30年３月 30日に明海大学新入生 950 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。ま

た、平成 29 年６月 14 日に「高齢者の悪質商法によるトラブルについて」

（参加者：45人）、平成 29 年７月 21 日に「高齢者が被害にあいやすい消

費者問題とその対策について」（参加者：32人）の講座を開催し、さらに

平成 29 年 10 月 28 日に社会福祉協議会の市民後見人養成講座（参加者：

15 人）で「消費者被害の現状」について講演したほか、平成 30年 3月

27 日に「高齢者の悪質商法によるトラブルについて」（参加者：20 人）

の講座を開催しました。

・ボランティア活動推進事業

/指導課

【再掲】2-1-1、2-2-1、5-1-1、

6-1-2

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行事等

で演奏をしたりすることを通して、豊かな心や社会の一員としての資質

を育みました。

・ジュニアリーダー研修会

/青少年課

【再掲】8-2-1、11-1-1

市内の小学校４～６年生を対象に、異なる学校や学年の子どもたちと、

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 17 日～12 月 10 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。

○青少年リーダー養成事業

/青少年課

【再掲】8-2-1、8-2-4、11-1-1

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 28 日～平成 30 年３月 11 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 17 名が

受講しました。

・若者のための夏休みボランティ

ア

/協働推進課

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、市民活動団体から提示されたプログラム

（39 プログラム）を体験する事業を実施し、平成 29 年度は 268 名が参加

しました。
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・「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

/市民安全課

「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として

平成 29 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 1 回、定例会議の実施５回、自校での啓発活動（通年）を実

施しました。

・青少年体験事業

/公民館

【再掲】8-2-1

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 103 事業 379 回

実施し、延べ 8,187 名が参加しました。

○うらやすこども大学

/生涯学習課

【再掲】8-2-1

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実施し、市内在住の小学４

年・５年生の児童 40 名が参加しました。

○少年少女洋上研修事業

/青少年課

【再掲】8-2-1

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 29 年度は、８月 17

日～21 日に北海道日高町などで実施し、101 名の申し込みがあり、96 名

が参加しました。

＜今後の方向性＞

・「浦安市民の森」活用事業については、「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ということを踏まえ、「浦安市民の森」での自然体験活動など環境学習を充実させること

で、同事業の継続的な活用を図っていきます。/環境保全課

・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

・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については、若者が社会貢献活動を学べる場を提供するため、今後も実施して

いきます。/協働推進課

・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、平成 30 年度より公民館の主催事業として引き続き大学と連携を図りながら実

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
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４－１－２ 環境教育の推進

事業名・担当部署 平成 29 年度 実績

・三番瀬を活用した環境学習の推

進

/郷土博物館・環境保全課

【再掲】5-1-1、10-3-1

【郷土博物館】

市民団体と連携し、館外体験事業として野鳥観察会（10 名参加）や、干

潟観察会（12 名参加）を行いました。また、学芸員講座として、「浦安の

貝を見分けよう」（６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。

【環境保全課】

市民団体が実施する、干潟観察会や野鳥観察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。

・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

環境アドバイザー（平成 29 年度末現在登録者数 10 名）による学習プロ

グラムを、56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６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りました。

・「浦安市民の森」活用事業

/環境保全課・指導課

【再掲】4-1-1、8-2-1

【再掲】

【環境保全課】

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（７月１日

～２日）、地元の方の支援を受けながら、参加者 35 名に森林体験の機会

を提供しました。

【指導課】

小学５年生を対象の林間学校では、３校（246 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。

・みどりのネットワーク事業

/みどり公園課

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実施しました。こどもたちに自然に触れる機

会を提供することで、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。

・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

小学校３校、幼稚園・認定こども園２園、保育園１園を対象に「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を実施しま

した。また、小学校や幼稚園等で３年間育成させた苗の植樹指導を総合

公園で実施し、小学校や幼稚園等の５施設が参加し、森づくり活動によ

る「ふるさと」意識の醸成を図りました。

◎学校教育における植物工場活用

推進事業

/指導課

【再掲】1-4-3

【再掲】

植物工場を活用することにより、理科教育や環境教育、生産を通した体

験活動等を推進しました。設置校である入船中学校では、委員会活動等

を通じ、生徒の自主的活動を充実させることができました。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
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ました。

＜今後の方向性＞

・三番瀬を活用した環境学習の推進については、今後も観察会等を定期的に実施し、身近な自然を知る機会を提供

することで、環境学習の推進に努めていきます。/郷土博物館・環境保全課

・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、「浦安エコチャレンジ」の内容の

見直しを行い、環境学習アドバイザーによる学習プログラムでの利用促進等、さらなる活用の充実を図っていき

ます。/環境保全課

・「浦安市民の森」活用事業については、「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ということを踏まえ、「浦安市民の森」での自然体験活動など環境学習を充実させること

で、同事業の継続的な活用を図っていきます。/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、専門的な知識を必要とする人的配置の問題と理科教育の内

容から教育活動の中で推進を図るには教職員・児童生徒への負荷が大きすぎるとの判断から、平成 29 年度末に

事業廃止とし、ワゴン型植物工場のみ理科センターで活用していくこととしました。/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

４－２－１ 教育活動を通じた豊かな人間関係づくり

事業名・担当部署 平成 29 年度 実績

・異学年交流活動の充実

/指導課

学校・園訪問や研修会を通じて、市立各小・中学校や園の異学年交流の

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。

・豊かな人間関係づくりの推進

/指導課

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 12 校で実施しました。

・浦安市子ども読書活動推進事業

/指導課・中央図書館

【再掲】1-4-2、2-2-1、8-2-3

【再掲】

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 1,617 時間、

館外での図書資料利用冊数は 40,678 冊と、読書の場だけでなく学習の場

としての活用が高まっています。また、平成 29 年度の浦安市生活実態調

査によると、学校の授業以外に「３時間以上読書する」児童生徒の割合

が過去の調査で最も高くなっています。公立図書館員が学校や保育園等

に出向いて行う読み聞かせ等は、年間で 1,016 回、延べ 23,950 名の子ど

もたちに実施しました。図書館員が出向くことで、子どもたちが図書館

に親しみを感じ、来館者が増えています。
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・幼・保・小・中連携教育の推進

/指導課・保育幼稚園課

【再掲】1-1-2

【再掲】

【指導課】

平成 28 年度に作成した「浦安市幼・保・小連携アプローチカリキュラ

ム・スタートカリキュラム」のリーフレットを活用し、各学校、園で接

続期カリキュラムを作成し、学校種間連携教育を推進しました。また、

浦安市子ども作品展を活用し、学びの連続性を大切にした発達段階に応

じた表現や鑑賞ができました。

【保育幼稚園課】

中学校区での交流や情報交換を行いました。

・中・高連携教育の推進

/指導課

【再掲】1-1-2

【再掲】

市内の各中学校より代表２名と県立浦安高等学校の生徒会６名、計 24 名

が参加し、「葛南地区 中学生・高校生との交流会」を行いました。３グ

ループに分かれ「ＡＩとの共存～ＡＩは人類を救えるか～」というテー

マで協議を行い、白熱した意見交換が行われました。

◎小中連携・一貫教育の推進

/指導課・学務課

【再掲】1-1-1、2-1-2

「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教科担任制の実施」「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、「カリキュラムの指針」等の活用について助言・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。

・道徳教育・人権教育の推進

/指導課

【再掲】2-1-1

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。

＜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、中学校区の特色をいかした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、浦安市子ども読書活動推進計画（第二次）に基づき学校図書館の整

備と運営の円滑化を図り、新学習指導要領移行を踏まえ、読書活動の充実と学校図書館の計画的な利用を推進し

ながら、市立全小・中学校に学校司書を配置し、より有効な活用を目指します。

また、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、子どもたちの読書への興味関心を高めることを目指します。/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
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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。また、前年度の実績について

周知し、県の「小・中・高連携の特別授業」事業等をとおして、中・高の連携を一層推進します。/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。

学びの連続性を重視した学習指導を進めるとともに、「うらやす幼・保・小・中連携の日」を設定し、園・学校

と地域が連携し、中学校区を中心とした地域ぐるみ（全体）で、子どもたちの豊かな学びと育ちをはぐくむ仕組

みづくりを進めていきます。また、校長、園長、教頭、研究主任、学校支援コーディネーター等の各研修会など

既存の研修会の場における、中学校区ごとの連携・情報交換の場を積極的に活用していくことで「継続的・系統

的な生徒指導」の推進を図ります。学習指導要領改訂に伴い、児童・生徒の学びをつなぐ「浦安市小中連携・一

貫教育カリキュラムの指針」の見直しを行い、各種研修会や学校訪問を通じて同指針の一層の活用について助

言・指導するとともに、各種調査等の結果からその効果を検証し、各研修会や会議等で周知していきます。さら

に、他市の義務教育学校を視察するなどの情報収集を行い、本市における義務教育学校の今後の方向性について

検討していきます。各取組の成果・効果については、小中連携・一貫教育推進会議等において成果指標を集約

し、分析を進めます。/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、道徳の教科化に伴い、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。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

４－２－２ 交流及び協働を通じた豊かなかかわり

事業名・担当部署 平成 29 年度 実績

・福祉教育の推進

/教育研究センター・指導課

【再掲】8-2-1

【教育研究センター】

市内全小中学校児童生徒を対象とし、通常の学級と特別支援学級の子ど

もによる交流及び共同学習を推進しました。また、特別支援学校に在籍

する子どもが居住地の小学校を訪問して交流したり、見え方や聞こえ方

に困難さがある子どもが在籍する学級で理解授業を行うことで、障がい

に対する理解を深めたりすることができました。

【指導課】

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よいのか考え、意識して行動できるように、地域

の実情に合った福祉教育を推進し、福祉に関する理解を深めました。

○まなびサポート事業の推進

/教育研究センター・学務課

【再掲】1-3-1、13-1-2

【教育研究センター】

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、指導主事等

４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、、学校・保護者からの相談や特別な教

育的支援が必要な子どもの就学に関する相談・助言を行いました。5 月の
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就学説明相談会には、小学校就学予定者 26 件、中学校就学予定者 17 件

の参加がありました。保育園、幼稚園、認定こども園、小・中学校への

訪問相談は延べ 949 日実施し、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 19 名、心身障がい児補助教員を延べ 142 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学校への指導・支援の充実を図

りました。市立小・中学校に在籍する医療的ケアを必要とする子ども 5

名に対し、市の委託を受けた訪問看護ステーションの看護師が巡回訪問

をしてケアを実施しました。

【学務課】

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）

○地域とともに歩む学校づくり推

進事業

/教育政策課・公民館

【再掲】6-1-1、8-2-2、11-1-1

【教育政策課】

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 17 校に 25 名、中学校９校に 17

名、市立全小中学校に合計 42 名配置しました。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 137 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。

【公民館】

小中学校との連携を図るため、美浜北小・美浜南小学校の３年生を対象

とした事業「みんなのチャンス」を実施し、102 名が参加しました。ま

た、美浜中学校の１年生を対象とした事業「落語」を実施し、114 名の参

加がありました。

○青少年交流活動センター管理運

営事業

/青少年課

【再掲】8-2-1

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 6,347 名、宿

泊以外 28,472 名、合計 34,819 名が利用しました。

○青少年館管理運営事業

/青少年課

【再掲】8-2-1

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 300 日、小学生 24,556 名、中学生 14,898

名、高校生 8,010 名、23 歳未満 2,015 名、その他 2,532 名、合計 52,011
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名が利用しました。

○青少年交流施設管理運営事業

/青少年課

【再掲】8-2-1

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するとともに、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4,734名、ス

タジオ貸出725名、各種講座23,940名、自主事業824名、合計30,223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

・少年の広場管理運営事業

/青少年課

【再掲】8-2-1

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存在し、65 団体、計

2,577 名の方が利用しました。

○こどもの広場運営事業

/青少年課

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。

平成 29 年度の利用者は延べ 39,902 人です。

◎放課後異年齢児交流促進事業

/青少年課

【再掲】8-2-1、13-2-1

「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。平成 29 年９月からは市立小学校全校で通年実施し、

放課後児童交流センターと合わせて、計 104,295 名が利用しました。

○児童育成クラブ管理運営事業

/青少年課

【再掲】12-1-1

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 29年５月１日現在の入会児童数は 2,130 名でした。

・少年親善スポーツ大会

/青少年課

【再掲】8-2-1、9-1-2

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。15チーム計 200 名が参加しました。

＜今後の方向性＞

・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、園・学校・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、

個別の教育支援計画や個別の指導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
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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等と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。/教育政策課

・青少年交流活動センター管理運営事業については、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

・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

用団体がおり、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ていきます。また、平成 30

年度から、おさんぽバスのじゅんかい線開通に伴い、土・日曜日、祝日の巡回を廃止し、平日と同様に団体送迎

用として運行します。/青少年課

・放課後異年齢児交流促進事業については、児童育成クラブと放課後異年齢児交流促進事業の特色を生かしつつ、

両事業を統合し、(仮称)放課後うらっこクラブとして一体的な運営を行うにあたり、市内の２つの小学校でモデ

ル事業を行います。その後、平成 31 年度を目途に全小学校で実施します。/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

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

５－１－１ ふるさと浦安の歴史・文化の理解に関する教育の充実

事業名・担当部署 平成 29 年度 実績

・郷土博物館の活用の推進

/郷土博物館

「博物館活用の手引き」に基づき博学連携に取り組み、学校教育での博

物館利用を推進し、263 回、延べ 10,331 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 44 回開催し 903 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。

・ふるさと浦安の歴史・地域学習 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
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の充実

/指導課

【再掲】10-3-2

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、協議及び改訂作業を行い、

平成 30 年度版社会科副読本「わたしたちの浦安」を発行しました。ま

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。

・ふるさと浦安作品展の開催

/郷土博物館

【再掲】1-2-2、2-2-1、10-3-2

【再掲】

「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９校か

ら延べ 1,903 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。

・ボランティア活動推進事業

/指導課

【再掲】2-1-1、2-2-1、4-1-1、

6-1-2

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、浦安囃子等の伝統芸能に触れたりすること

で、ふるさと浦安の歴史・文化への理解の向上につながりました。

・三番瀬を活用した環境学習の推

進

/郷土博物館・環境保全課

【再掲】4-1-2、10-3-1

【再掲】

【郷土博物館】

市民団体と連携し、館外体験事業として野鳥観察会（10 名参加）や、干

潟観察会（12 名参加）を行いました。また、学芸員講座として、「浦安の

貝を見分けよう」（６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。

【環境保全課】

市民団体が実施する、干潟観察会や野鳥観察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。

◎ふるさとうらやす立志塾の開催

/指導課

【再掲】4-1-1、8-2-1

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、全６回７日間の研修を行いました。８月４日

～５日(１泊２日)には、市内「うら・らめ～る」での研修会を実施し、

市長をはじめ、様々な講師から、リーダーシップを発揮するうえで、大

切な考え方やスキルを学びました。また、フィールドワークを行うこと

で、新たな浦安の魅力を発見し、ふるさとうらやすの歴史・文化への理

解を向上させるとともに、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 29 年度は７回目の開催となりま

した。
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＜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。なお、博物館活用の手引きは、平成

30 年度中に改訂版を発行予定です。/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、今後も観察会等を定期的に実施し、身近な自然を知る機会を提供

することで、環境学習の推進に努めていきます。/郷土博物館・環境保全課

・ふるさとうらやす立志塾の開催については、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

み、ふるさと意識の醸成や実践力の育成を図ります。/指導課

５－１－２ 国際理解教育の推進

事業名・担当部署 平成 29 年度 実績

・国際理解教育の推進

/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や外国語活動に

おいて諸外国について調査し、発表活動を行ったり、中学校では、外国

語指導助手（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。

○英語教育推進事業

/指導課

【再掲】1-4-4

【再掲】

各小・中学校に 23 名の外国語指導助手（ALT）を派遣しました。また、

外国語指導助手（ALT）コーディネーター１名、外国語活動等研究員１名

による授業参観を各校月に１～２回実施し、担任、外国語指導助手

（ALT）の指導力向上に努めるだけでなく、児童生徒の外国文化の理解及

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、外国語指導助手（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
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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。

＜今後の方向性＞

・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、新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、新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

５－１－３ 平和教育の推進

事業名・担当部署 平成 29 年度 実績

○平和学習青少年派遣事業

/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。

○被爆体験講話事業

/地域ネットワーク課

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 18 校、2,305 名）

・非核平和パネル展の実施

/地域ネットワーク課

市所有の原爆被災パネルを小学校 17 校、中学校９校に展示しました。

・親子平和バスツアーの実施

/地域ネットワーク課

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 30名、保護者 20名）

＜今後の方向性＞

・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。/地域振興課

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

６－１－１ 地域ぐるみの教育支援

事業名・担当部署 平成 29 年度 実績

○地域とともに歩む学校づくり推

進事業

/教育政策課・公民館

【再掲】4-2-2、8-2-2、11-1-1

【再掲】

【教育政策課】

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 17 校に 25 名、中学校９校に 17
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名、市立全小中学校に合計 42 名配置しました。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 137 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。

【公民館】

小中学校との連携を図るため、美浜北小・美浜南小学校の３年生を対象

とした事業「みんなのチャンス」を実施し、102 名が参加しました。ま

た、美浜中学校の１年生を対象とした事業「落語」を実施し、114 名の参

加がありました。

・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】7-2-1、8-3-1、11-3-1

【生涯学習課】

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、

地域で活動している団体や人材の情報を提供しました。

登録団体数：542 団体 講師・人材：90名

【教育政策課】

学校支援コーディネーターやボランティアなど、地域で活動している団

体や人材の情報を提供しました。

・青少年健全育成団体との連携

/青少年センター

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・土曜日等の教育活動の

ありかた検討事業

/教育政策課・青少年課

【教育政策課】

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、市内全小学校で土曜学習を実施し、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

会で学びの場となる内容の充実方法等について検討を行いました。

【青少年課】

教育政策課と協働で、放課後異年齢児交流促進事業を活用し、土曜学習を

行いました。

○生活困窮者等学習支援事業

/社会福祉課

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 29 年度は特別講習等含め 159 回開催

し、児童生徒参加数はのべ 1,544 人でした。

○部活動推進事業

/保健体育安全課

【再掲】2-2-1、3-1-1、13-1-1

部活動指導者 210 名のうち、一般社会人指導者を小学校 12 校に 34 名、

中学校９校に 68 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。

＜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等のネットワークの構築に努め、地域による
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学校支援の体制を整えます。/教育政策課

・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、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

・青少年健全育成団体とは今後もさらに連携を深め、多くの子どもたちが健やか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、今年度で検討を終了し、検討委員会で検討された

学びの場となる内容の充実方法等について担当各課で取組を進めていきます。また、引き続き両課において協働

で検討していきます。/教育政策課・青少年課

・生活困窮者等学習支援事業について、子どもたちの居場所づくり、交流の場の拡充を図るため開催場所の増設等

について検討します。/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、

専門的な指導を行う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

６－１－２ 地域に貢献する学校づくり

事業名・担当部署 平成 29 年度 実績

・災害時の避難所運営推進事業

/教育総務課

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

作成を全ての公立小中学校 26 校及び私立学校等２校で行っています。マ

ニュアルの更新やマニュアルに基づいた避難訓練等により、地域住民の

防災意識を高めることができました。

・学校体育施設開放事業

/市民スポーツ課

【再掲】9-1-1、9-3-2

学校体育施設を 296,730 人に開放し、スポーツの振興を図りました。ま

た、各学校で利用団体が自主的に運営に取り組む学校体育施設運営協議

会を、新たに５校設立し、計８校となり、美化活動等に取り組むととも

に、新規団体についても受け入れを行いました。

・ボランティア活動推進事業

/指導課

【再掲】2-1-1、2-2-1、4-1-1、

5-1-1

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、地域の様々な行事に参加したりすることを通

して、地域の方々との交流を深めました。

＜今後の方向性＞

・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、引き続き地域に開放を行い、スポーツの振興を図ります。また、平成30年度に、学校
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体育施設運営協議会を未設立の全校に設立を予定しています(総合型スポーツクラブ設立校を除く)。/市民スポ

ーツ課

６－１－３ 安全・安心な教育環境づくり

事業名・担当部署 平成 29 年度 実績

○学校防犯対策の充実

/保健体育安全課・市民安全

課・保育幼稚園課・青少年課

【再掲】13-1-3

【保健体育安全課】

警備員を全小学校 17 校に各１名配置しました。全小・中学校 26 校に設

置された防犯カメラを活用し、学校警備の強化を図りました。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

ました。

【市民安全課】

新入生対象の防犯教室を 17 回実施しました。

【保育幼稚園課】

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。

【青少年課】

各児童育成クラブにおいて、防犯訓練を実施しました。

・事業者との連携による防犯対策

の推進

/市民安全課

防犯かけこみ 110 番の店 1,042 店舗、事業者パトロール参加事業所数 44

事業者と連携し防犯対策を推進しました。

・子どもの帰宅を促すための放送

の実施

/市民安全課・青少年センター

地域ぐるみによる防犯対策を図るため、平成 29 年 11 月１日から平成 30

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。

○移動防犯事業

/市民安全課

移動防犯車での定期巡回教室を 70回・啓発活動を２回の計 72 回、学校・

幼稚園等での防犯教室・訓練を 70回実施し、計約 8000 人が参加となりま

した。

・交通事故防止対策の充実

/保健体育安全課・市民安全課

【再掲】3-1-2、13-1-3

【再掲】

交通整理員を通学路の交差点９か所に 14 名配置しました。小学校１年生

対象の交通安全教室を 17 回、小学校３年生対象の自転車交通安全教室を

17 回実施しました。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。また、小学校新１年生に黄色いワッペン及びランドセルカバ

ーを配付し、交通事故の防止を図りました。

・学校事故防止対策の充実

/保健体育安全課

年度に一回消防本部に救命講習として職員対象の研修を依頼しており、

全小中学校(小学校 17 校、中学校９校)で実施しました。また食物アレル

ギーに関する職員研修についても小学校 15 校、全中学校で実施しまし

た。
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・防災教育の推進

/保健体育安全課・指導課

【再掲】3-1-3、13-1-3

【保健体育安全課】

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。

【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。

・防災学習講座の開催

/公民館

【再掲】3-1-3

【再掲】

市民の防災意識を高めるため、パッククッキング（災害時の食事作り）、

松戸市西部防災センターの見学及び体験、防災課との連携による市庁舎

の防災機能の見学など、防災講座を３事業７回実施し、延べ 62 名が参加

しました。

・地域ぐるみでの見守り・防犯対

策の推進

/青少年センター

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 187 回実施しました。

＜今後の方向性＞

・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。

・児童育成クラブにおける防犯対策の充実を図るため、引き続き防犯訓練を行い、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・青少年課

・子どもの帰宅を促すための放送の実施については、子どもの安全を考え、平成 30 年度以降も続けます。/防犯

課・青少年センター

・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、警察や浦安交通安全協会等の関係機関と連携

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

・防災学習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。/公民館

・地域ぐるみでの見守り・防犯対策の推進については、青少年健全育成団体と今後もさらに連携を深め、多くの子

どもたちが健やかに育つための事業の推進に努めます。/青少年センター
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６－１－４ 家庭の教育力の向上

事業名・担当部署 平成 29 年度 実績

○教育情報誌発行事業

/教育政策課

【再掲】6-2-1、7-2-1

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３回発行しました。

・子育て支援センター事業

/子育て支援センター

【再掲】8-1-2

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 13,839 組・31,358 人でした。

・地域子育て支援センター事業

/保育幼稚園課・子育て支援センタ

ー

【再掲】8-1-2

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 2,199 組・4,758 名。浦安

駅前保育園が 2,250 組・4,919 名。入船北保育園が 2,527 組・5,358 名。

しおかぜ保育園が 1,577 組・3,456 名。ﾎﾟﾋﾟﾝｽﾞﾅｰｻﾘｰｽｸｰﾙ新浦安が 2,409

組・5,133 名。弁天保育園が 3,245 組・7,079 名。高洲保育園が 2,828

組・6,366 名。愛和元町保育園が 1,387 組・2,960 名でした。

・家庭教育学級の実施

/公民館

【再掲】8-1-1、13-2-2

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６学級、小学校７学級、中学校３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

３学級実施し、延べ2,416名が参加しました。

・家庭教育講演会の開催

/公民館

【再掲】8-1-1、13-2-2

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。

・子育て支援事業

/公民館

【再掲】8-1-1、12-1-2、12-2-1、

13-2-3

父親の育児参加のための学習機会の創出や子どもの発達段階に応じた学習

と、交流・仲間づくり等を目的に、物づくりをする親子講座や乳幼児親子

事業、思春期講座など、42事業、240回実施し、延べ4,129名が参加しまし

た。

・子育てすこやか広場事業

/保育幼稚園課

【再掲】8-1-2、12-2-1、13-2-3

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 321

回開催し、未就園児の親子延べ 7,617 組が利用しました。保育相談は延

べ 2,062 件の利用がありました。

＜今後の方向性＞

・教育情報誌発行事業については、今後も継続して教育委員会の施策や取組の状況、家庭の教育力の向上や、地域

との連携に関する必要な情報等について市民に広く情報を発信するとともに、読みやすく、親しみやすい紙面づ

くりを進めます。/教育政策課

・子育て支援センター事業及び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
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業の周知を図ります。/保育幼稚園課・子育て支援センター

・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

６－２－１ 開かれた学校づくり

事業名・担当部署 平成 29 年度 実績

○学校評議員制度事業

/学務課

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。学校評議員会を 26 校で 73 回実施し、合計 205 名が

参加しました。

・学校評価推進事業

/学務課・保育幼稚園課

【学務課】

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。

【保育幼稚園課】

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。

・情報発信の充実

/教育研究センター

開かれた学校づくりのため、ＨＰ講習会を１回実施し、17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。

○教育情報誌発行事業

/教育政策課

【再掲】6-1-4、7-2-1

【再掲】

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３回発行しました。
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＜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、今後も継続して教育委員会の施策や取組の状況、家庭の教育力の向上や、地域

との連携に関する必要な情報等について市民に広く情報を発信するとともに、読みやすく、親しみやすい紙面づ

くりを進めます。/教育政策課

６－２－２ 教職員の質の向上

事業名・担当部署 平成 29 年度 実績

・教職員の質・指導力の向上

/指導課・教育研究センター

【指導課】

教職員研修会を 52 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。

【教育研究センター】

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。

○学力調査の活用推進

/指導課

【再掲】1-2-1、1-4-1

【再掲】

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。

・情報セキュリティ体制の整備

/教育研究センター

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。また、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。

＜今後の方向性＞

・教職員の質・指導力の向上については、若年層教員に対して、年５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。/指導課

・学力調査の活用推進において、調査結果の活用推進を図るために、年２回学力調査に係る会議を開催し、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します。/指導課

・情報セキュリティ体制の整備については、新規採用職員対象の研修会、及び全教職員対象とした情報セキュリテ

ィ研修を実施するとともに、文部科学省の「教育情報セキュリティポリシーに関するガイドライン」に沿って、

「学校教育支援システム運用基準」を見直し、より安全でかつ実情に合ったものにしていきます。/指導課
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６－２－３ 教員が子どもと向き合う環境の整備

事業名・担当部署 平成 29 年度 実績

○こどもの成長の記録提供システ

ムの活用推進

/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。

・事務の軽減化・効率化の推進

/教育総務課

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。

○教職員のメンタルヘルスカウン

セリング事業

/学務課

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 10回、電話相談が 19 件実施されました。

＜今後の方向性＞

・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。／指導課

・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

６－３ 教育環境の整備充実

６－３－１ 特色ある学校づくりの推進

事業名・担当部署 平成 29 年度 実績

○ふるさとふれあい教育活動推進

事業

/指導課

【再掲】8-2-2

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。

○学校選択制推進事業

/学務課

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６校計 43

名、中学校３校計 101 名が学校選択制度で入学しました。

◎学校適正配置の推進

/教育政策課

【教育政策課】

浦安市における学校配置の適正化に向けての基本方針」に基づき、学校

適正配置計画を策定するため、調整会議を２回開催しました。

◎入船・美浜地区学校統合推進事 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
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業

/教育政策課・学務課

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。

＜今後の方向性＞

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

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

・学校適正配置の推進については、児童生徒の豊かな学びの環境を整備するため「学校適正配置計画」を策定しま

す。/教育政策課

・入船・美浜地区学校統合推進事業については、美浜地区を含めた市全域での学校適正配置計画を策定していく中

で検討します。/教育政策課・学務課

６－３－２ 教育施設等の整備充実

事業名・担当部署 平成 29 年度 実績

◎ＩＣＴ環境の整備及び効果的な

活用

/教育研究センター

【再掲】1-2-1、1-4-6

【再掲】

平成 28 年度の整備と合わせ、全普通教室に無線アクセスポイントを設置

しました。これにより、どの教室においても一人一台のタブレットを使

用して教師と児童生徒間での資料配付や収集、ドリル教材を用いた個別

学習やインターネットによる調べ学習など、幅広い教育活動を行うこと

ができるようになりました。また、小学校に各 40 台、中学校に学校規模

に応じて 70～280 台のタブレットを配付し、配付したタブレット端末の

活用推進を図るため、モデル校の実践例の配付を行うとともに、公開授

業を２回行いました。

◎小・中学校大規模改修事業

/教育施設課

平成 29、30 年度の２ヵ年継続事業で進めている美浜北小学校（4,146

㎡）と、見明川中学校（5,959 ㎡）の大規模改修の設計業務を発注しま

した。

◎南小学校屋内運動場建替建設事

業

/教育施設課

平成 29、30 年度の２ヵ年継続事業として、工事発注を行いました。増築

面積は 2,665 ㎡となり、複合施設（屋内運動場・プール・児童育成クラ

ブ・放課後異年齢児事業込）になります。

・工事監理 約 11,578 千円（２ヵ年・教育施設課分）

・建築・電気・機械 約 1,016,799 千円（２ヵ年・教育施設課分）

・プール解体 約 29,646 千円（H29 のみ）

・外構工事 約 145,584 千円（H30 予定）

・その他関連工事 約 20,000 千円 （H30 予定）

◎浦安中学校大規模改修・増築事

業

/教育施設課

平成 29、30 年度の２ヵ年継続事業として、工事発注を行いました。大規

模改修面積は 5,850 ㎡、増築面積は 2,211 ㎡となります。

・工事監理 約 23,253 千円（２ヵ年分）

・建築・電気・機械 約 1,699,996 千円（２ヵ年分）

・その他関連工事 約 137 千円（H30 予定）
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◎元町液状化対策事業

/教育施設課

元町地区の液状化対策検討として、液状化対策の必要性を確認するため

に、地質調査業務発注を行いました。

◎特別支援学級等整備事業

/教育研究センター

【再掲】13-1-2

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、堀

江中学校に特別支援学級を開設し、市内全中学校に特別支援学級を設置

することができました。また、日の出中学校の特別支援学級整備工事を

行い、生徒が学習しやすい教室環境を整えました。現在、小学校は 17 校

中 11 校に特別支援学級を設置しています。これからは、全小学校への特

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

導教室を富岡小学校と明海中学校に開設し、個に応じた学習環境を整備

することができました。

・教育委員会大型バス運行管理事

業

/教育総務課

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 29 年度利用日数：160 日

＜今後の方向性＞

・ＩＣＴ環境の整備及び効果的な活用については、第３期教育振興基本計画に沿った浦安市情報教育推進計画（学

校 ICT 機器整備方針を含む）の策定を行い、これに基づいた整備・活用を進めていきます。/指導課

・小・中学校大規模改修事業については、美浜北小学校と見明川中学校の大規模改修の設計業務が、平成 30 年度に

完了する予定で、工事は平成 31 年度以降に実施する予定です。また、平成 30、31 年度の２ヵ年継続事業（２年

目は債務負担行為）として、富岡小学校（5,360 ㎡）と美浜中学校（5,476 ㎡）の大規模改修の設計業務を発注す

る予定で、工事は平成 32 年度以降予定しています。その他の学校については、ファシリティーマネイジメントを

踏まえ、総合的に判断し、順次実施していく予定です。/教育施設課

・南小学校屋内運動場建替建設事業については、全ての事業完了は平成 31 年３月を予定しています。/教育施設課

・浦安中学校大規模改修・増築事業については、工事完了は平成 30 年９月を予定しています。/教育施設課

・元町液状化対策事業については、液状化判定結果により、液状化対策の必要性がみられない結果となり、対策工

事は実施しない結論となりました。/教育施設課

・特別支援学級等整備事業については、平成 31 年度に小学校１校に特別支援学級を開設するため、準備を進めま

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

・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

６－３－３ 就学に対する援助の充実

事業名・担当部署 平成 29 年度 実績

◎浦安市奨学金制度

/教育総務課

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 49 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 249 名、大学等 203 名に奨学支

援金の支給を行いました。
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・要保護及び準要保護児童・生徒

就学援助事業

/学務課

【再掲】12-1-2

平成 29 年度要保護児童 64 名・要保護生徒 41 名・準要保護児童 477 名・

準要保護生徒 320 名を認定し援助を行いました。

＜今後の方向性＞

・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

７－１－１ 現代的課題などに対応する学習機会の充実

事業名・担当部署 平成 29 年度 実績

○生涯学習フォーラム

/生涯学習課

生涯学習による人づくり・まちづくりを推進するため、「子どもの生きる

力を育む居場所づくりのために」をテーマとした講演会を開催し、135 名

が参加しました。

・生涯学習まちづくり出前講座

/生涯学習課

市民の市政に関する学習課題に対応するため、市職員を37回派遣し、延

べ1,288名が受講しました。主な派遣先は、自治会や浦安市内の中学校・

高校等で、講座内容は、むし歯・歯周病予防教室、スポーツ栄養学、認

知症サポーター養成講座等、健康・福祉に関する講座など健康福祉に関

する講座が多く開催されました。

・現代的課題事業

/公民館

【再掲】8-3-3

防災、環境、人権、国際理解等、現代的な課題に応じた学習を 40 事業

147 回実施し、延べ 3,105 名が参加しました。

○レファレンスサービス事業

/中央図書館

【再掲】7-2-1、7-3-3、8-3-1、

8-3-4

図書館資料や、データベース等を活用し、117,235 件の案内サービスを実

施しました。

○一般奉仕事業

/中央図書館

【再掲】7-3-3

図書館全体の年間貸出数は 1,926,558 点で、そのうち一般成人向け資料

は 1,505,490 点を貸出しました。また、498,818 件のリクエストに応えま

した。

○図書館資料の充実

/中央図書館

【再掲】7-3-3

50,481 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。

・図書館講座・講演会

/中央図書館

【再掲】7-3-3、8-3-3

28 事業を計 819 回開催し、延べ 10,251 名が参加しました。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。
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・郷土博物館運営事業

/郷土博物館

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

91,720 名（内、休日体験及びイベント参加者は延べ 4,522 名）の来館者

がありました。

＜今後の方向性＞

・生涯学習フォーラムについては、地域社会の抱える課題が多様化・複雑化していることに鑑み、学校、地域、行

政など多様な主体が連携して地域課題解決が図れる機会とします。/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。/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

・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

７－１－２ 人にやさしい学習機会の充実

事業名・担当部署 平成 29 年度 実績

・障がい者のための学習支援事業

/公民館

余暇支援、地域交流を行う場として、きぼう青年学級を 12 回実施し、延

べ 222 名が参加しました。

・スポーツの集い

/市民スポーツ課

【再掲】9-1-1、9-1-3

市民が気軽に軽スポーツ等を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ファミリーバドミントン、スラックラインなど全

13 種目に加え、2020 年東京パラリンピック推進事業の一環としてボッチ

ャやゴールボール、シッティングバレーボールといった種目も実施しま

した。延べ 2,687 名が参加しました。

・軽スポーツ大会

/市民スポーツ課

【再掲】9-1-2

市民の健康増進、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・普及を図るために学年別でドッヂビー（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、77 名

が参加しました。
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＜今後の方向性＞

・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みます。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競技種目や運営方法を検討・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

７－１－３ 就労のための学習支援の充実����������������������������������������

事業名・担当部署 平成 29 年度 実績

・就労支援事業

/公民館

【再掲】8-3-4

働く市民等のビジネススキル向上のため、「うらやす子ども企業塾」「話

し合いのコツをつかむ！ファシリテーター養成講座」などの講座を 5 事

業 41回実施し、延べ 1,453 名が参加しました。

＜今後の方向性＞

・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

７－２ 学習情報の提供と学習相談体制の充実

７－２－１ 市民の学習要求に対応した情報提供の充実

事業名・担当部署 平成 29 年度 実績

・生涯学習情報提供システム運営

事業

/生涯学習課

【再掲】6-1-1、8-3-1、11-3-1

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。

登録団体数：542 団体 講師・人材：90名

・公民館情報紙発行事業

/公民館

【再掲】8-3-1

公民館情報紙「ルネサンス」を年４回（春号、夏号、秋号、新春号）

216,000 部発行しました。また、新聞折り込みや公共施設等に設置し配布

を行いました。

○レファレンスサービス事業

/中央図書館

【再掲】7-1-1、7-3-3、8-3-1、

8-3-4

【再掲】

図書館資料や、データベース等を活用し、117,235 件の案内サービスを実

施しました。

○教育情報誌発行事業

/教育政策課

【再掲】6-1-4、6-2-1

【再掲】

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
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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３回発行しました。

＜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

・公民館情報紙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

・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

７－２－２ 学習相談窓口の整備・充実

事業名・担当部署 平成 29 年度 実績

・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＞

・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

７－３－１ 公民館の運営の充実

事業名・担当部署 平成 29 年度 実績

○公民館運営事業

/公民館

各種講座・教室などの公民館主催事業の実施や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 556,667 名

の利用がありました。

・公民館施設予約システム事業

/公民館

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。

・公民館文化祭

/公民館

【再掲】11-2-1

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

26,746 名が来場しました。

＜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５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
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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

７－３－２ 公民館施設の整備

事業名・担当部署 平成 29 年度 実績

◎中央公民館大規模改修事業

/公民館

平成29年10月、大規模改修工事に着手しました。主な改修内容は、1階に

授乳室を新設、1階の第4会議室を拡張、2階の保育室に床暖房と幼児用ト

イレを設置しました。また、4階大集会室に難聴者の聞こえをサポートす

る、「磁気ループシステム」を採用しました。その他、トイレの洋式化や

多機能トイレの増設、車椅子対応のエレベーターを設置しました。

＜今後の方向性＞

・中央公民館大規模改修事業については、平成 30 年５月に工事が完了し、同年７月にリニューアルオープンしま

した。/公民館

７－３－３ 図書館の運営の充実

事業名・担当部署 平成 29 年度 実績

◎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り組み、２つの特集コーナーを「浦安震

災アーカイブ」に追加しました。

◎図書館サービス拡充事業

/中央図書館

平成 27 年 7 月から開始した月曜日及び分館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。

○児童サービス事業

/中央図書館

【再掲】2-2-1、8-2-3

【再掲】

図書館全体の年間貸出数は 1,926,558 点で、そのうち児童書は 421,068

点を貸出しました。「えほんのじかん」等の集会事業には 7,993 名が参加

しました。また、学校や保育園等において、23,950 名の子どもたちに読

み聞かせなどを行いました。

○図書館資料の充実

/中央図書館

【再掲】7-1-1

【再掲】

50,481 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。

○ハンディキャップサービス事業

/中央図書館

【再掲】1-3-1、2-2-1

【再掲】

図書館への来館が困難な方への宅配サービスを 307 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。

○ブックスタート事業

/中央図書館

【再掲】8-1-3

出生届受領時 1,220 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 613 名の参加がありました。
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○レファレンスサービス事業

/中央図書館

【再掲】7-1-1、7-2-1、8-3-1、

8-3-4

【再掲】

図書館資料や、データベース等を活用し、117,235 件の案内サービスを実

施しました。

○一般奉仕事業

/中央図書館

【再掲】7-1-1

【再掲】

図書館全体の年間貸出数は 1,926,558 点で、そのうち一般成人向け資料

は 1,505,490 点を貸出しました。また、498,818 件のリクエストに応えま

した。

○児童集会事業

/中央図書館

【再掲】2-2-1、8-1-2、8-1-3、

8-2-3

【再掲】

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 150 名

の参加がありました。

・図書館講座・講演会

/中央図書館

【再掲】7-1-1、8-3-3

【再掲】

28 事業を計 819 回開催し、延べ 10,251 名が参加しました。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。

・図書館情報サービスの充実

/中央図書館

データベース等を活用し、情報提供の充実に努めました。

＜今後の方向性＞

・電子資料提供サービス事業については、「浦安震災アーカイブ」のコンテンツの充実に取り組み、利活用の促進

に努めます。/中央図書館

・図書館サービス拡充事業については、平成27年7月から開始した月曜日及び分館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。/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

図書館
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・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

７－３－４ 図書館施設の整備

事業名・担当部署 平成 29 年度 実績

◎中央図書館大規模改修事業

/中央図書館

基本設計業務として、施設や設備の改修のほか、閲覧スペースやトイレ

の拡充、多目的なスペースの設置等について検討しました。図書館来館

者や他の公共施設利用者に対し、中央図書館の施設に関する要望調査を

実施し、設計業務の参考としました。

＜今後の方向性＞

・中央図書館大規模改修事業については、実施設計業務を進めるとともに、平成 30、31 年度の２ヵ年継続事業

として工事発注を行います。また、工事着工に備えた館内備品類の引っ越し業務について、プロポーザルの実

施による業者選定を行います。/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

８－１－１ 親が学ぶ機会の充実

事業名・担当部署 平成 29 年度 実績

・家庭教育に関する情報収集と資

料の提供

/公民館

【再掲】13-2-2

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。

・家庭教育学級の実施

/公民館

【再掲】6-1-4、13-2-2

【再掲】

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６学級、小学校７学級、中学校３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３学級

実施し、延べ2,416名が参加しました。

・家庭教育講演会の開催

/公民館

【再掲】6-1-4、13-2-2

【再掲】

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。

・子育て支援事業

/公民館

【再掲】6-1-4、12-1-2、12-2-1、

13-2-3

【再掲】

父親の育児参加のための学習機会の創出や子どもの発達段階に応じた学習

と、交流・仲間づくり等を目的に、物づくりをする親子講座や乳幼児親子

事業、思春期講座など、42事業、240回実施し、延べ4,129名が参加しまし

た。
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＜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

８－１－２ 親子がふれあう機会の充実

事業名・担当部署 平成 29 年度 実績

・こども情報紙発行

/生涯学習課

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。

・子育て交流事業

/公民館

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23事業169回実施し、延べ2,796名

が参加しました。

・公民館保育室活用事業

/公民館

子育て中の女性の学びを保障するため、全館で保育付き主催事業を実施

したほか、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132名の来室がありました。また、サーク

ル活動へ保育室を開放し、その活用を図りました。

○児童集会事業

/中央図書館

【再掲】2-2-1、7-3-3、8-1-3、

8-2-3

【再掲】

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 150 名

の参加がありました。

・子育てすこやか広場事業

/保育幼稚園課

【再掲】6-1-4、12-2-1、13-2-3

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 321 回開催し、未就園児の

親子延べ 7,617 組が利用しました。保育相談は延べ 2,062 件の利用があ

りました。

○明海つどいの広場等運営事業

/こども課

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

広場は保護者 3,763 人子ども 3,817 人、一時保育は 2,270 人の利用があ

りました。

○堀江つどいの広場事業運営事業

/こども課

０～３歳の乳幼児とその親が集い、交流する場の提供をし、保護者 4,265

人子ども 4,950 人の利用がありました。
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○子育て支援センター事業

/子育て支援センター

【再掲】6-1-4

【再掲】

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 13,839 組・31,358 人でした。

○地域子育て支援センター事業

/保育幼稚園課・子育て支援センタ

ー

【再掲】6-1-4

【再掲】

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 2,199 組・4,758 名。浦

安駅前保育園が 2,250 組・4,919 名。入船北保育園が 2,527 組・5,358

名。しおかぜ保育園が 1,577 組・3,456 名。ﾎﾟﾋﾟﾝｽﾞﾅｰｻﾘｰｽｸｰﾙ新浦安が

2,409 組・5,133 名。弁天保育園が 3,245 組・7,079 名。高洲保育園が

2,828 組・6,366 名。愛和元町保育園が 1,387 組・2,960 名でした。

＜今後の方向性＞

・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

・子育て交流事業については、今後も子育て中の親同士の仲間づくりの場の提供と、親子のふれあいを深めるため

の事業に取り組んでいきます。/公民館

・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も検討します。/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

・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及び堀江つどいの広場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

・子育て支援センター事業及び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・子育て支援センター

８－１－３ 家庭における子どもの読書活動の支援

事業名・担当部署 平成 29 年度 実績

○ブックスタート事業

/中央図書館

【再掲】7-3-3

【再掲】

出生届受領時 1,220 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 613 名の参加がありました。

○児童集会事業

/中央図書館

【再掲】2-2-1、7-3-3、8-1-2、

8-2-3

【再掲】

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 150 名

の参加がありました。



- 55 -

＜今後の方向性＞

・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

・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

８－２ 青少年の健全育成の推進

８－２－１ 体験活動・交流活動の推進

事業名・担当部署 平成 29 年度 実績

・青少年体験事業

/公民館

【再掲】4-1-1

【再掲】

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 103 事業 379 回

実施し、延べ 8,187 名が参加しました。

○青少年館管理運営事業

/青少年課

【再掲】4-2-2

【再掲】

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 300 日、小学生 24,556 名、中学生 14,898

名、高校生 8,010 名、23 歳未満 2,015 名、その他 2,532 名、合計 52,011

名が利用しました。

◎放課後異年齢児交流促進事業

/青少年課

【再掲】4-2-2、13-2-1

【再掲】

「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。平成 29 年９月からは市立小学校全校で通年実施し、

放課後児童交流センターと合わせて、計 104,295 名が利用しました。

○少年少女洋上研修事業

/青少年課

【再掲】4-1-1

【再掲】

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 29 年度は、８月 17

日～21 日に北海道日高町などで実施し、101 名の申し込みがあり、96 名

が参加しました。

・少年の広場管理運営事業

/青少年課

【再掲】4-2-2

【再掲】

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
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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存在し、65 団体、計

2,577 名の方が利用しました。

・少年親善スポーツ大会

/青少年課

【再掲】4-2-2、9-1-2

【再掲】

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。15チーム計 200 名が参加しました。

○青少年リーダー養成事業

/青少年課

【再掲】4-1-1、8-2-4、11-1-1

【再掲】

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 28 日～平成 30 年３月 11 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 17 名が

受講しました。

○青少年交流活動センター管理運

営事業

/青少年課

【再掲】4-2-2

【再掲】

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 6,347 名、宿

泊以外 28,472 名、合計 34,819 名が利用しました。

○青少年交流施設管理運営事業

/青少年課

【再掲】4-2-2

【再掲】

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するとともに、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4,734名、ス

タジオ貸出725名、各種講座23,940名、自主事業824名、合計30,223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

・ジュニアリーダー研修会

/青少年課

【再掲】4-1-1、11-1-1

【再掲】

市内の小学校４～６年生を対象に、異なる学校や学年の子どもたちと、

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 17 日～12 月 10 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。

・「浦安市民の森」活用事業

/環境保全課・指導課

【再掲】4-1-1、4-1-2

【再掲】

【環境保全課】

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（７月１日

～２日）、地元の方の支援を受けながら、参加者 35 名に森林体験の機会

を提供しました。

【指導課】

小学５年生を対象の林間学校では、３校（246 名）が「浦安市民の森」の
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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。

・キャリア教育の推進

/指導課

【再掲】1-4-5、4-1-1

【再掲】

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、中央研修受講生を

招へいし、伝達講習を行いました。各小・中学校においては、中学校区

ごとに、小・中学校の学びの連続性を意識したキャリア教育モデルプラ

ンを作成し、小・中学校の学習内容に応じてプランの見直しを行い、そ

れに基づき、職業調べや職場見学、職場体験学習等を実施しました。多

くの中学校において、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。

・福祉教育の推進

/教育研究センター

【再掲】4-2-2

【教育研究センター】

市内全小中学校児童生徒を対象とし、通常の学級と特別支援学級の子ど

もによる交流及び共同学習を推進しました。また、特別支援学校に在籍

する子どもが居住地の小学校を訪問して交流したり、見え方や聞こえ方

に困難さがある子どもが在籍する学級で理解授業を行うことで、障がい

に対する理解を深めたりすることができました。

【指導課】

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よいのか考え、意識して行動できるように、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。

◎ふるさとうらやす立志塾の開催

/指導課

【再掲】4-1-1、5-1-1

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、全６回７日間の研修を行いました。８月４日

～５日(１泊２日)には、市内「うら・らめ～る」での研修会を実施し、

市長をはじめ、様々な講師から、リーダーシップを発揮するうえで、大

切な考え方やスキルを学びました。また、境川リバーウォークやべか

舟、E ボート乗船体験を通して、地域の人々に接することで、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 29 年度は７回目

の開催となりました。

○うらやすこども大学

/生涯学習課

【再掲】4-1-1

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 40 名が参加しました。講座では大学生や浦安高校の生徒がボラン

ティアとして参加してもらうことで、異年齢交流が図れました。
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＜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、児童育成クラブと放課後異年齢児交流促進事業の特色を生かしつつ、

両事業を統合し、(仮称)放課後うらっこクラブとして一体的な運営を行うにあたり、市内の２つの小学校でモデ

ル事業を行います。その後、平成31年度を目途に全小学校で実施します。/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

用団体がおり、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については、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

・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

・「浦安市民の森」活用事業については、「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ということを踏まえ、「浦安市民の森」での自然体験活動など環境学習を充実させること

で、同事業の継続的な活用を図っていきます。/環境保全課

・「浦安市民の森」活用事業については、江戸川の水源地域である高崎市倉渕町に設置した「浦安市民の森」等の

活用を図った、市立小学校の林間学校における自然体験や環境学習の活動をとおして、多様な体験活動の中か

ら、豊かな人間性や社会性などを培っていきます。/指導課

・キャリア教育の推進については、中学校区ごとのキャリア教育プランを作成・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・

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
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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、研修の充実に取組んでいきます。/指導課

・うらやすこども大学については、平成 30 年度より公民館の主催事業として引き続き大学と連携を図りながら実

施していきます。/生涯学習課

８－２－２ 地域教育力の活用

事業名・担当部署 平成 29 年度 実績

・青少年健全育成啓発事業

/青少年課

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）に印刷し、チラシを同封したもの 1100 セットを、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 101 セット用意し、保育園、幼稚園、認定こども園、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1,555

個を小学校１年生に、クリアファイル 9,914 枚を保育園・幼稚園・認定

こども園５歳児と小学校２～６年生に配布し、健全育成の啓発を行いま

した。

○地域とともに歩む学校づくり推

進事業

/教育政策課・・公民館

【再掲】4-2-2、6-1-1、11-1-1

【再掲】

【教育政策課】

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 17 校に 25 名、中学校９校に 17

名、市立全小中学校に合計 42 名配置しました。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 137 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。

【公民館】

小中学校との連携を図るため、美浜北小・美浜南小学校の３年生を対象

とした事業「みんなのチャンス」を実施し、102 名が参加しました。ま

た、美浜中学校の１年生を対象とした事業「落語」を実施し、114 名の参

加がありました。

○ふるさとふれあい教育活動推進

事業

/指導課

【再掲】6-3-1

【再掲】

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。
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＜今後の方向性＞

・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等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。/教育政策課

・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

８－２－３ 子どもの読書環境の整備

事業名・担当部署 平成 29 年度 実績

○児童サービス事業

/中央図書館

【再掲】2-2-1、7-3-3

【再掲】

図書館全体の年間貸出数は 1,926,558 点で、そのうち児童書は 421,068

点を貸出しました。「えほんのじかん」等の集会事業には 7,993 名が参加

しました。また、学校や保育園等において、23,950 名の子どもたちに読

み聞かせなどを行いました。

○児童集会事業

/中央図書館

【再掲】2-2-1、7-3-3、8-1-2、

8-1-3

【再掲】

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 150 名

の参加がありました。

・浦安市子ども読書活動推進事業

/指導課・中央図書館

【再掲】1-4-2、2-2-1、4-2-1

【再掲】

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 1,617 時間、

館外での図書資料利用冊数は 40,678 冊と、読書の場だけでなく学習の場

としての活用が高まっています。また、平成 29 年度の浦安市生活実態調

査によると、学校の授業以外に「３時間以上読書する」児童生徒の割合

が過去の調査で最も高くなっています。公立図書館員が学校や保育園等

に出向いて行う読み聞かせ等は、年間で 1,016 回、延べ 23,950 名の子ど

もたちに実施しました。図書館員が出向くことで、子どもたちが図書館

に親しみを感じ、来館者が増えています。

・学校図書館の環境整備

/指導課

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。学

校司書が研修やブックフェアへの参加を通して、本の内容を確認できる

機会を前年度より多く設けました。

＜今後の方向性＞

・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
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・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目指すために、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。学校図書館が各教科等様々な学習活動で利活用されるよう、日々の環境整備を推進します。/指

導課

８－２－４ 団体の活動支援と指導者育成

事業名・担当部署 平成 29 年度 実績

○青少年リーダー養成事業

/青少年課

【再掲】4-1-1、8-2-1、11-1-1

【再掲】

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 28 日～平成 30 年３月 11 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 17 名が

受講しました。

・青少年健全育成団体活動推進

/青少年課

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 1,511,802 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 823,721 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 44 団体の活動推進を行いました。

・青少年補導員連絡協議会補助金

/青少年センター

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。

＜今後の方向性＞

・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・日曜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

８－２－５ 青少年相談事業の充実

事業名・担当部署 平成 29 年度 実績

○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 187 回、特別パトロール９回、計 220 回のパトロールを実施しまし

た。
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・青少年相談事業

/青少年センター

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

129 回、来所相談を延べ 96 回、計 225 回の青少年相談に対応しました。

○不登校対策支援事業

/指導課

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。ま

た、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。訪問相

談員及び統括訪問相談訪問による相談は延べ 2,226 回行いました。

○教育相談事業

/指導課

児童・生徒及び保護者対象に、学校生活及び教育全般にわたる諸問題に

対し、スクールライフカウンセラーによる教育相談、適応指導教室によ

る教育相談、いじめ 110 番、指導課学校生活相談等、電話・面接相談を

実施しました。

○いじめ対策事業

/指導課

国の「いじめ防止等のための基本的な方針」の改定に伴い、「浦安市いじ

め防止基本方針」の一部改定を行いました。また、改定内容の周知を含

め、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。そして、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。

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６件の相談を受理しました。さらに、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。

○適応指導教室事業

/指導課

教育相談における相談を延べ 3,045 回、訪問相談を延べ 2,255 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 2,265 名で、47 名が学校復帰（部分復帰も

含む）し、16名が高校に進学しました。

・青少年相談員事業

/青少年課

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

504 名の相談員が参加しています。平成 29 年度は、委嘱された 53 名の相

談員がブラ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 630 名の小・中学生等が参加しました。

＜今後の方向性＞

・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
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・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研修等へ参

加します。/青少年センター

・不登校対策支援事業については、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による教育相談、適応指導教室による教育相談、いじめ

110 番、指導課学校生活相談等により、児童生徒及び保護者対象に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、児童生徒の実態を踏まえ、「学校いじめ防止基本方針」の点検と必要に応じた見直

しを進めると共に、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。また、いじめ対策をより積極的に推進するために、児童生徒や保護者がいつでも

相談できる「いじめメール相談」を開設します。/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、猫実教室、入船教室にお

いて児童生徒、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

８－３－１ 多様な学習機会や情報の提供

事業名・担当部署 平成 29 年度 実績

・生涯学習情報提供システム運営

事業

/生涯学習課

【再掲】6-1-1、7-2-1、11-3-1

【再掲】

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。

登録団体数：542 団体 講師・人材：90名

・市民参加型事業の推進

/公民館

【再掲】8-4-1

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 18 事業 110 回実施し、延べ 3,833 名が参加しました。

・成人対象事業

/公民館

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、

152 事業 734 回実施し、延べ 12,307 名が参加しました。
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・公民館情報紙発行事業

/公民館

【再掲】7-2-1

【再掲】

公民館情報紙「ルネサンス」を年４回（春号、夏号、秋号、新春号）

216,000 部発行しました。また、新聞折り込みや公共施設等に設置し配布

を行いました。

○レファレンスサービス事業

/中央図書館

【再掲】7-1-1、7-2-1、7-3-3、

8-3-4

【再掲】

図書館資料や、データベース等を活用し、117,235 件の案内サービスを実

施しました。

＜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、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

・公民館情報紙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

８－３－２ 地域課題に関する学習機会の提供

事業名・担当部署 平成 29 年度 実績

・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「う

たごえサロン」など、10 事業 91 回実施し、延べ 5,170 名が参加し、地域

参加のきっかけづくりを支援しました。

＜今後の方向性＞

・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

８－３－３ 現代的課題の学習機会の創出

事業名・担当部署 平成 29 年度 実績

・現代的課題事業

/公民館

【再掲】7-1-1

【再掲】

防災、環境、人権、国際理解等、現代的な課題に応じた学習を 40 事業

147 回実施し、延べ 3,105 名が参加しました。
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・図書館講座・講演会

/中央図書館

【再掲】7-1-1、7-3-3

【再掲】

28 事業を計 819 回開催し、延べ 10,251 名が参加しました。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。

＜今後の方向性＞

・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

・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

８－３－４ キャリア形成のための学習機会の充実

事業名・担当部署 平成 29 年度 実績

・就労支援事業

/公民館

【再掲】7-1-3

【再掲】

働く市民等のビジネススキル向上のため、「うらやす子ども企業塾」「話

し合いのコツをつかむ！ファシリテーター養成講座」などの講座を 5 事

業 41回実施し、延べ 1,453 名が参加しました。

・創業支援セミナー

/中央図書館・商工観光課

11 回のセミナーを開催し、延べ 392 名が参加しました。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、91 名の方が参加しまし

た（うち 86 名が修了）。

○レファレンスサービス事業

/中央図書館

【再掲】7-1-1、7-2-1、7-3-3、

8-3-1

【再掲】

図書館資料や、データベース等を活用し、117,235 件の案内サービスを実

施しました。

＜今後の方向性＞

・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は、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 30 年度についても、年２回程度の創業支援セミナーを開催し、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

・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

８－３－５ アクティブシニア の活用と学習支援

事業名・担当部署 平成 29 年度 実績

・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、４事業 41回実施し、延べ 782 名が参加しました。

・コミュニティ・カレッジうらや

す

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
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/公民館 ジうらやすを 27 回実施し、延べ 629 名が参加しました。

＜今後の方向性＞

・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

・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づ

くり行えるよう、内容の充実を図ります。/公民館

８－４ 高齢者の学習機会の提供

８－４－１ 世代間交流の推進と社会参加の支援

事業名・担当部署 平成 29 年度 実績

・市民参加型事業の推進

/公民館

【再掲】8-3-1

【再掲】

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 18 事業 110 回実施し、延べ 3,833 名が参加しました。

・郷土博物館ボランティア活動

/郷土博物館

【再掲】10-3-1、11-1-1

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 969 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。

・ビデオ定点撮影

/郷土博物館

【再掲】10-3-1、11-1-1

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。

＜今後の方向性＞

・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、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

・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

８－４－２ 生きがいと健康づくりの推進

事業名・担当部署 平成 29 年度 実績

・高齢者生きがい対策事業

/公民館

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、46 事業 624 回実施し、延べ 17,596 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
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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

９－１－１ スポーツ事業の充実

事業名・担当部署 平成 29 年度 実績

○東京オリンピック・パラリンピ

ック等推進事業

/市民スポーツ課

東京オリンピック・パラリンピックを目指す高い意欲や意識のある優秀

な選手の育成を図ることを目的として、東京オリンピック・パラリンピ

ック選手育成補助金を交付しています。平成 29 年度は７名の有望選手に

育成補助金を交付しました。

・浦安スポーツフェア

/市民スポーツ課

【再掲】3-1-1、9-1-3

【再掲】

約 25,000 名が参加し、約 60 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。平成 29 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「車いすバスケットボール」、「ボッチャ」や平昌パラリンピ

ック種目の「車いすカーリング」体験コーナーを実施しました。

・東京ベイ浦安シティマラソン

/市民スポーツ課

【再掲】3-1-1、9-1-2

【再掲】

ハーフ、10km、３km の部の全３種目を開催しました。6,495 名がエント

リーし、当日は 5,615 名が出走しました。多くの参加があり、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。

・スポーツの集い

/市民スポーツ課

【再掲】7-1-2、9-1-3

【再掲】

市民が気軽に軽スポーツ等を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ファミリーバドミントン、スラックラインなど全

13 種目に加え、2020 年東京パラリンピック推進事業の一環としてボッチ

ャやゴールボール、シッティングバレーボールといった種目も実施しま

した。延べ 2,687 名が参加しました。

・フットサル全国リーグ支援事業

/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

るため支援を行い、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。11 試合、計 10,654 名の観客が集ま

りました。

・学校体育施設開放事業

/市民スポーツ課

【再掲】6-1-2、9-3-2

【再掲】

学校体育施設を 296,730 人に開放し、スポーツの振興を図りました。ま

た、各学校で利用団体が自主的に運営に取り組む学校体育施設運営協議

会を、新たに５校設立し、計８校となり、美化活動等に取り組むととも

に、新規団体についても受け入れを行いました。

・スポーツ交流事業

/市民スポーツ課

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 52 名を派遣しました。また、浦安市の少年タグラグビー

チームについても新発田市で受け入れをしてもらい、親善大会を行うな
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ど交流を深めました。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。

＜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や浦安スポーツフェア、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、スポーツの集いや浦安スポーツフェアに

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

普及促進を引き続き行います。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・リーグの公式戦の試合数を増やし開催していきます。/市民スポ

ーツ課

・学校体育施設開放事業については、引き続きを地域に開放を行い、スポーツの振興を図ります。また、平成 30

年度に、学校体育施設運営協議会を未設立の全校に設立を予定しています(総合型スポーツクラブ設立校を除

く)。/市民スポーツ課

９－１－２ 各種体育大会の実施

事業名・担当部署 平成 29 年度 実績

・軽スポーツ大会

/市民スポーツ課

【再掲】7-1-2

【再掲】

市民の健康増進、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・普及を図るために学年別でドッヂビー（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、77 名

が参加しました。

・市民体育大会

/市民スポーツ課

全 21 種目の競技大会を開催しました。春季大会 7,535 名、夏季・秋季大

会 8,088 名、冬季大会 110 名の、合計 15,733 名が参加しました。

・少年体育大会

/市民スポーツ課

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 26 チー

ム、秋には 29チームが参加しました。

・東京ベイ浦安シティマラソン

/市民スポーツ課

【再掲】3-1-1、9-1-1

【再掲】

ハーフ、10km、３km の部の全３種目を開催しました。6,495 名がエント

リーし、当日は 5,615 名が出走しました。多くの参加があり、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。

・少年親善スポーツ大会

/青少年課

【再掲】4-2-2、8-2-1

【再掲】

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。15チーム計 200 名が参加しました。

＜今後の方向性＞

・市民体育大会及び少年体育大会については、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
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９－１－３ 健康づくりに関する学習機会の充実

事業名・担当部署 平成 29 年度 実績

・健康づくり事業

/公民館

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 21 事業 198 回実施し、延べ 5,429 名が参加しま

した。

・スポーツの集い

/市民スポーツ課

【再掲】7-1-2、9-1-1

【再掲】

市民が気軽に軽スポーツ等を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ファミリーバドミントン、スラックラインなど全

13 種目に加え、2020 年東京パラリンピック推進事業の一環としてボッチ

ャやゴールボール、シッティングバレーボールといった種目も実施しま

した。延べ 2,687 名が参加しました。

・浦安スポーツフェア

/市民スポーツ課

【再掲】3-1-1、9-1-1

【再掲】

約 25,000 名が参加し、約 60 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。平成 29 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「車いすバスケットボール」、「ボッチャ」や平昌パラリンピ

ック種目の「車いすカーリング」体験コーナーを実施しました。

＜今後の方向性＞

・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

・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

・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、

2019 ラグビーＷ杯や東京オリンピック・パラリンピック種目を取り入れ、今後さらなる機運の醸成に努めま

す。/市民スポーツ課

９－１－４ スポーツ関連の情報提供

事業名・担当部署 平成 29 年度 実績

○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

【再掲】9-3-3

予約管理システムを用いることで、体育施設の予約等に関して、利便性

の高い環境を提供し、予約等 130,101 件を受け付けました。今後は、利

用率等から、ニーズの把握、施設の有効活用についても検討していきま

す。

＜今後の方向性＞

・平成 30 年 10 月に、体育施設等予約管理システムの更新を行い、さらに利便性の高い運用を行ってまいります。

/市民スポーツ課
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９－２ スポーツ推進体制の整備

９－２－１ 市民スポーツ団体の育成支援と連携強化

事業名・担当部署 平成 29 年度 実績

・軽スポーツ協会活動補助事業

/市民スポーツ課

市民大会の開催を行っている軽スポーツ協会(９団体加盟)に補助金

770,000 円を交付し、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。

・市民スポーツ団体スポーツ振興

補助金事業

/市民スポーツ課

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 15,051,363 円を交付し、市民スポーツ団体の育成

とスポーツ振興を図りました。

・少年スポーツ団体活動補助事業

/市民スポーツ課

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、浦安市サッカー協会第 4 種委員会に 650,000 円、浦安市少年野球

連盟に 550,000 円、浦安市ソフトテニスジュニアに 150,000 円、浦安市

ジュニアゴルフ協会に 100,000 円の補助金を交付し、少年スポーツ団体

の活動推進を図ることができました。

＜今後の方向性＞

・軽スポーツ協会活動補助事業については、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

・市民スポーツ団体スポーツ振興補助金事業については、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については、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

９－２－２ 地域に根ざしたスポーツ関係団体の支援

事業名・担当部署 平成 29 年度 実績

○総合型地域スポーツクラブ支援

事業

/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。

・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

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 800,000 円の補助金を交

付し、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＞

・総合型地域スポーツクラブ支援事業については、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
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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

・スポーツ推進委員連絡協議会活動費補助事業については、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、地域スポーツ大会事業(地区大会)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

９－３ スポーツ施設の環境の整備

９－３－１ 施設整備事業

事業名・担当部署 平成 29 年度 実績

◎運動公園スポーツ施設整備事業

/市民スポーツ課

既存のスポーツ施設ごとに、現状の機能を把握することや、必要性の検

証、今後の需要予測などを行うことで、各スポーツ施設の今後の活用方

法等の検証を行いました。

＜今後の方向性＞

・検証結果は、特に大規模な改修が必要であるとはされていませんが、主な結果として、バリアフリー化対応や駐

車場台数の不足といった課題が報告されました。また、アンケート調査や聞き取り調査などにより、健康志向や競

技力の向上など様々な意見をいただいており、今後、園路等の未整備箇所において整備計画を策定していきます。

/市民スポーツ課

９－３－２ 小中学校の体育施設等の有効活用

事業名・担当部署 平成 29 年度 実績

・学校体育施設開放事業

/市民スポーツ課

【再掲】6-1-2、9-1-1

【再掲】

学校体育施設を 296,730 人に開放し、スポーツの振興を図りました。ま

た、各学校で利用団体が自主的に運営に取り組む学校体育施設運営協議

会を、新たに５校設立し、計８校となり、美化活動等に取り組むととも

に、新規団体についても受け入れを行いました。

＜今後の方向性＞

・学校体育施設開放事業については平成 30 年度に、学校体育施設運営協議会を全校に設立を予定しております(総

合型スポーツクラブ設立校を除く)。また、新規団体についても、引き続き積極的に加入を促進させてまいりま

す。/市民スポーツ課

９－３－３ スポーツ施設の効果的・効率的利用

事業名・担当部署 平成 29 年度 実績

・指定管理者制度の活用

/市民スポーツ課

指定管理者制度を活用し、総合体育館・屋内水泳プール、陸上競技場、

中央武道館、東野プールをより快適な利用環境を提供するとともに、効

率的な運営、管理を行いました。
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○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

【再掲】9-1-4

【再掲】

予約管理システムを用いることで、体育施設の予約等に関して、利便性

の高い環境を提供し、予約等 130,101 件を受け付けました。今後は、利

用率等から、ニーズの把握、施設の有効活用についても検討していきま

す。

＜今後の方向性＞

・運動公園内については、平成 31 年度から指定管理者制度を用いて、一括で管理し、より快適な利用環境を提供

するとともに、効率的な運営を行っていく予定です。/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については平成 30 年 10 月に、体育施設等予約管理システムの更新

を行い、さらに利便性の高い運用を行ってまいります。/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

10－１－１ 市民の芸術文化活動の促進と情報提供

事業名・担当部署 平成 29 年度 実績

・青少年文化・芸術支援事業

/生涯学習課

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 252 名来

場、しんうら駅前広場音楽祭は 1,320 名が来場しました。

○文化振興事業

/生涯学習課

【再掲】10-2-2

市民が舞台芸術であるミュージカルを体験するとともに、来場者に芸術

文化に接する機会を提供することを目的に、「第９回浦安市民ミュージカ

ル」を開催しました。小学３年生から 70 代までの市民等 61 名が公演に

向け練習に参加し、公演当日は 1,011 名が来場しました。

＜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

・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、音楽ホール、文化会館、市民

プラザにおいて、優れた舞台演劇や音楽などの芸術を招聘する芸術鑑賞事業や、市民自ら参加する市民参加型事

業を開催していきます。/生涯学習課

10－１－２ 芸術文化団体等の育成支援と連携強化

事業名・担当部署 平成 29 年度 実績

・芸術文化団体等との連携

/生涯学習課

市美術展は市美術協会との連携による運営委員会を設置し、作品展示や

審査を行いました。市写真展は市内写真サークル７団体との連携協力に

より行いました。
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・文化団体活動補助金

/生涯学習課

文化芸術活動をしている社会教育関係団体６団体の活動費の一部に

対して補助金を交付しました。

浦安市民謡舞踊連盟 128,000 円、浦安市美術協会 285,000 円、浦安市華

道協会 200,000 円、浦安市吟剣詩舞道連盟 570,000 円、浦安市合唱連盟

570,000 円、浦安シティオーケストラ 570,000 円

○青少年と奏でる音楽のまちづく

り事業

/生涯学習課

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 歳までの青少年を対象に、音楽経験の有無に関わ

らず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

ーケストラの運営を継続して実施しました。

＜今後の方向性＞

・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

・青少年と奏でる音楽のまちづくり事業については、協働提案事業として２年間実施しました。平成 30 年度以降

は社会教育関係団体である浦安シティオーケストラに補助金を交付し、事業を継続していきます。/生涯学習課

10－１－３ 文化施設などの環境の整備

事業名・担当部署 平成 29 年度 実績

・市民プラザ設備改修事業

/生涯学習課

平成 29 年度は事業を実施していません。

＜今後の方向性＞

・市民プラザ大規模改修工事については、開館から 27 年が経過し、施設・設備の老朽化が進んでいることから、

平成 30 年度大規模改修工事設計業務委託を行い、平成 31 年度以降工事を実施していきます。/生涯学習課

10－２ 芸術文化を体験する学習機会の充実

10－２－１ 市民の自主的な芸術文化活動の推進

事業名・担当部署 平成 29 年度 実績

・美術展覧会

/生涯学習課

市写真展、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。市写真展には 167 点の出品、2,274 名

が来場しました。市美術展には 230 点の出品、1,699 名が来場しました。

市民手工芸作品展には 83点の出品、2,061 名が来場しました。

＜今後の方向性＞

・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
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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ま

した。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

10－２－２ 芸術文化に関する学習機会の提供

事業名・担当部署 平成 29 年度 実績

○文化振興事業

/生涯学習課

【再掲】10-1-1

【再掲】

市民が舞台芸術であるミュージカルを体験するとともに、来場者に芸術

文化に接する機会を提供することを目的に、「第９回浦安市民ミュージカ

ル」を開催しました。小学３年生から 70 代までの市民等 61 名が公演に

向け練習に参加し、公演当日は 1,011 名が来場しました。

・人形劇鑑賞会

/指導課

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、音楽ホール、文化会館、市民

プラザにおいて、優れた舞台演劇や音楽などの芸術を招聘する芸術鑑賞事業や、市民自ら参加する市民参加型事

業を開催していきます。/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。

人形劇鑑賞会委託先の劇団の選択肢を広げるために、経費や選定方法の内容の検討、人形劇鑑賞会の事業の周知

を図っていきます。/指導課

10－３ 郷土の歴史・文化の理解を深める

10－３－１ 郷土博物館運営の充実

事業名・担当部署 平成 29 年度 実績

・郷土博物館ボランティア活動

/郷土博物館

【再掲】8-4-1、11-1-1

【再掲】

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 969 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。

・ビデオ定点撮影

/郷土博物館

【再掲】8-4-1、11-1-1

【再掲】

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。

・郷土博物館活用推進事業

/郷土博物館

「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み、企画

展としてふるさと浦安作品展（入場者数 3,815 人）などを実施しまし

た。
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・資料整理・調査

/郷土博物館

博物館調査報告第 12 集「博物館調査報告書シラウオ漁」や、博物館調査

報告第 13集「漁撈用具２調査報告書」の作成に取組ました。

・講演会事業

/郷土博物館

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 10回実施しました。

・三番瀬を活用した環境学習の推

進

/郷土博物館

【再掲】4-1-2、5-1-1

【再掲】

【郷土博物館】

市民団体と連携し、館外体験事業として野鳥観察会（10 名参加）や、干

潟観察会（12 名参加）を行いました。また、学芸員講座として、「浦安の

貝を見分けよう」（６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。

・展示事業

/郷土博物館

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 9,912 名の

来場がありました。また、浦安から湾内の各漁村に広まっていったとい

われている、東京湾のイカ網漁について、「東京湾のイカ網漁 ～ 浦安

発祥の漁具・漁法か?! ～」を開催し 3,963 名、昭和 30 年代初頭から 40

年代までの漁師町として活気があり、町も人も生き生きと躍動していた

浦安の風景を知ることができる写真を展示した、「漁師町浦安の風情を今

に」では、2,426 名、毎年冬季に開催している「浦安の海苔養殖」展で

は、5,407 名の来場がありました

・文化財審議会

/郷土博物館

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。

＜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

・講演会事業については、今後も企画展のテーマに合わせ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、身近な自然を大切にする心や、ふるさと意識を育む学習機会の提

供を行います。/郷土博物館
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・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

10－３－２ ふるさと浦安の生活文化を知る機会の提供

事業名・担当部署 平成 29 年度 実績

・ふるさと浦安作品展の開催

/郷土博物館

【再掲】1-2-2、2-2-1、5-1-1

【再掲】

「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９校か

ら延べ 1,903 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。

・ふるさと浦安伝承事業

/郷土博物館

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 12 回）や、主催事業（博物館まつりナイト、寿獅子

舞、豆まき、小学校海苔すき体験延べ 20 回等）への協力や、市主催のイ

ベント（嫁入り船、水神祭）への出演などがありました。

・ふるさと浦安の歴史・地域学習

の充実

/指導課

【再掲】5-1-1

【再掲】

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、協議及び改訂作業を行い、

平成 30 年度版社会科副読本「わたしたちの浦安」を発行しました。ま

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。

＜今後の方向性＞

・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

・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、地域の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・
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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

10－３－３ ふるさと浦安の伝統文化の保護と継承者の育成

事業名・担当部署 平成 29 年度 実績

・伝統芸能・技術保存団体活動補

助

/郷土博物館

博物館事業や季節の行事（博物館まつり、寿獅子舞、豆まき等）で、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にふれるこ

とができる場を設け、郷土文化の普及に努めました。

・伝統文化の保護・継承・公開

/郷土博物館

博物館施設内で無形文化財の保存会に練習会場を提供すると同時に練習

を公開しました（浦安お洒落保存会=延べ 35 回、浦安囃子保存会=延べ８

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=年間を通し木造船修理の技術の勉強会を実施。延べ 23

回）。

＜今後の方向性＞

・伝統芸能・技術保存団体活動補助については、今後も児童・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

10－３－４ 文化財の保護と啓発

事業名・担当部署 平成 29 年度 実績

・文化財調査

/郷土博物館

平成 29 年度は、事業を実施していません。

＜今後の方向性＞

・文化財調査については、適宜必要な調査をし、文化財審議会への諮問を行い、審議会からの答申に基づいて、適

切な文化財保護に努めます。/郷土博物館

10－３－５ 市史の編さん

事業名・担当部署 平成 29 年度 実績

○市史の編さん

/市史編さんプロジェクト

本編原稿の整理、データ編への収録資料の収集・整理、映像編への収録

映像の撮影・整理などを行いました。また、市史編さん委員会を２回開

催しました。

＜今後の方向性＞

・市史の編さんについては、収録内容や収録期間等について見直すこととしました。今後は、市史編さんに関する

ガイドライン等を作成した上で、引き続き市史の編さんに取り組んでいきます。/法務文書課
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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

11－１－１ 地域の学びを支える人材の育成・活用

事業名・担当部署 平成 29 年度 実績

・郷土博物館ボランティア活動

/郷土博物館

【再掲】8-4-1、10-3-1

【再掲】

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 969 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。

・ビデオ定点撮影

/郷土博物館

【再掲】8-4-1、10-3-1

【再掲】

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。

○地域とともに歩む学校づくり推

進事業

/教育政策課・公民館

【再掲】4-2-2、6-1-1、8-2-2

【再掲】

【教育政策課】

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 17 校に 25 名、中学校９校に 17

名、市立全小中学校に合計 42 名配置しました。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 137 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。

【公民館】

小中学校との連携を図るため、美浜北小・美浜南小学校の３年生を対象

とした事業「みんなのチャンス」を実施し、102 名が参加しました。ま

た、美浜中学校の１年生を対象とした事業「落語」を実施し、114 名の参

加がありました。

○青少年リーダー養成事業

/青少年課

【再掲】4-1-1、8-2-1、8-2-4

【再掲】

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 28 日～平成 30 年３月 11 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 17 名が

受講しました。

・ジュニアリーダー研修会

/青少年課

【再掲】4-1-1、8-2-1

【再掲】

市内の小学校４～６年生を対象に、異なる学校や学年の子どもたちと、

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 17 日～12 月 10 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。

・社会教育委員会議

/生涯学習課

定例会を５回、臨時会を２回開催しました。第２回定例会で「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が教育委員



- 79 -

会に提出されました。また７月から新任期となり、新たな提言に向けた

協議を行いました。

・公民館運営審議会

/公民館

奇数月の第１金曜日に定例会を年６回開催しました。

・図書館協議会

/中央図書館

年４回の会議及び１回の県外への視察を実施し、図書館運営の参考にし

ました。

・郷土博物館活用推進委員会

/郷土博物館

「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み、企画展としてふ

るさと浦安作品展などを実施しました。

・スポーツ推進委員

/市民スポーツ課

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。（平成 29 年度末委員数 33名）

＜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

・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等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。/教育政策課

・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

・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

・社会教育委員会議については、社会教育委員が、教育委員会の諮問に応じ、これに対して意見を述べることによ

り、本市社会教育の発展を図るため設置しているものです。今後も定例及び臨時に会議を開催し、社会教育の推

進に関し助言をいただいていきます。/生涯学習課

・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いただ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地区活動や、スポーツ推進委員主催事業を通して、本市のスポーツ振興・普及、ま

た、市民の健康増進に取り組んでいきます。また、市主催イベントにも引き続き協力をし、今後 2020 東京オリ

ンピック・パラリンピックに向けた種目の普及についても検討を進めていきます。/市民スポーツ課
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11－１－２ 人と地域をつなぐ学びの推進

事業名・担当部署 平成 29 年度 実績

・地域コーディネート事業

/公民館

サークル活動を通じた地域づくりを推進するため、サークル活動を通し

て学んだ学習の成果を地域に還元できるよう、公民館がコーディネート

役として取り組み、サークル体験講座（12 事業、22 回実施、延べ 119

名）やサークル等が主体的に行う地域還元事業（2 事業、2 回実施、延べ

470 名）、公民館文化祭を７館で実施し、26,746 名の来場者がありまし

た。

＜今後の方向性＞

・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や人材の育成・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

11－２－１ 学習成果を生かす環境の整備

事業名・担当部署 平成 29 年度 実績

・公民館文化祭

/公民館

【再掲】7-3-1

【再掲】

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

26,746 名が来場しました。

＜今後の方向性＞

・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

11－２－２ 社会教育関係団体等との連携・協働

事業名・担当部署 平成 29 年度 実績

・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

【公民館】

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・将棋大会など４事業 48 回実施し、

延べ 662 名参加しました。

【生涯学習課】

社会教育関係団体の活動に対する助言をはじめ、公民館等の職員と社会

教育関係団体の育成や活動支援の方法についての検討会を３回開催しま

した。

・地域連携事業

/公民館

公民館利用サークルやＮＰＯ、学校との連携協力により、こども陶芸教

室や環境に関する講座、各種コンサートなど、100 事業、373 回実施、延

べ 11,001 名が参加しました。

○世界一行きたい科学広場 in 浦

安実行委員会補助金

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 浦安実行委員会に対
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/生涯学習課 し、補助金 700,000 円を交付しました。（参加者数：1,922 名）

＜今後の方向性＞

・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・生涯学習課

・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、東海大学付属浦安高等学校が主体的に携わっている

こともあり、大学と連携を図り、内容の充実を進めていける可能性があります。/生涯学習課・指導課

11－２－３ サークル・団体等の活動の支援

事業名・担当部署 平成 29 年度 実績

・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 420,313 名が利用しました。また、文化祭を開催し７館で延べ

26,746 名、利用者研修会に 132 名参加があり、サークル体験では 12 事業

22 回、延べ 119 名参加しました。

＜今後の方向性＞

・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

11－３－１ 施設のネットワークの推進

事業名・担当部署 平成 29 年度 実績

・生涯学習情報提供システム運営

事業

/生涯学習課

【再掲】 6-1-1、7-2-1、8-3-1

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の情報共有を図りました。

登録団体数：542 団体 講師・人材：90名

・施設間事業連携

/公民館・中央図書館・郷土博物館

【公民館】

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、８

事業10回実施し、延べ109名が参加しました。

【中央図書館】

当代島公民館と中央図書館が連携して「秋の青空おはなし会」を実施

し、延べ 46 名が参加しました。公民館主催の「コミュニティカレッジう

らやす」の参加者に対して、中央図書館よりパスファインダー(調べもの

案内)を提供するとともに、参考となる図書館資料を紹介しました。

【郷土博物館】
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市内公民館との共催事業（わらぞうりづくり体験、郷土料理教室等）と

して、延べ８事業を実施、延べ 84名の参加がありました。

・市内大学との連携事業

/公民館

【公民館】

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、３事業 11 回実施し、延べ 137

名が参加しました。

・明海大学図書館市民開放事業

/中央図書館

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。

＜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、市からの学習情報の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

・施設間事業連携については、今後も公民館との連携について充実に努めます。

今後も各地域にある公民館の立地を活用し、博物館以外の場所での学習機会の提供に取り組んでいきます。

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。 /中央図

書館・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

・明海大学図書館市民開放事業については、資料貸出等の援助を継続していきます。/中央図書館

11－３－２ 職員の資質向上

事業名・担当部署 平成 29 年度 実績

・生涯学習関係職員研修

/生涯学習課

生涯学習部の職員を対象に、全体研修会を開催したほか、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 24 名の職員を派遣しました。このうち、公民館及び生涯学習

課の職員２名を国立教育政策研究所社会教育実践研究センター主催の社

会教育主事講習に派遣しました。

・公民館職員研修

/公民館

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参加しました。

・図書館職員研修

/中央図書館

全体研修６回、特別研修３回を開催したほか、他機関主催の研修等に職

員を派遣し、スキルアップを図りました。

・郷土博物館職員研修

/郷土博物館

会員として登録している、千葉県史料保存活用連絡協議会が主催する研

修会（１回）に参加したほか、他機関が主催する研修に参加し、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４回、延べ研修参加人数４名が参加しました。

＜今後の方向性＞

・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、

事業企画立案能力や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、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っていきます。

/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、相談員相互の連

絡情報の交換、相談員の研修会及び会議等に参加することで相談員の資質の向上を図ります。/青少年センター

11－３－３ 庁内における生涯学習の推進

事業名・担当部署 平成 29 年度 実績

○生涯学習まちづくり出前講座

/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37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。（受講者数は延べ1,288名）

主な派遣先は、自治会や浦安市内の中学校・高校等で、講座内容は、む

し歯・歯周病予防教室、スポーツ栄養学、認知症サポーター養成講座

等、健康・福祉に関する講座が多く開催されました。

・生涯学習推進体制の充実

/生涯学習課

生涯学習推進体制を図るため、出前講座をはじめ庁内各部署の事業等の

案内を関係する部署に積極的に呼びかけました。また、公民館職員等を

対象とした研修や会議も開催しました。

◎第２次生涯学習推進計画策定事

業

/生涯学習課

全庁的な施策事業の見直しにより平成 29 年度は策定作業を休止していま

したが、生涯学習推進計画策定懇談会の委員による勉強会を開催しまし

た。

＜今後の方向性＞

・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、平成 30 年度から再開する第２次生涯学習推進計画の策定において、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
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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

12－１－１ 子育てと仕事の両立支援

事業名・担当部署 平成 29 年度 実績

○児童育成クラブ管理運営事業

/青少年課

【再掲】4-2-2

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 29年５月１日現在の入会児童数は 2,130 名でした。

＜今後の方向性＞

・児童育成クラブ管理運営事業については、児童育成クラブと放課後異年齢児交流促進事業の特色を生かしつつ、

両事業を統合し、(仮称)放課後うらっこクラブとして一体的な運営を行うにあたり、市内の 2 つの小学校でモデ

ル事業を行います。その後、平成 31 年度を目途に全小学校で実施します。/青少年課

12－１－２ 多様なニーズに応じた子育て支援

事業名・担当部署 平成 29 年度 実績

・認定こども園保育事業

/保育幼稚園課

【再掲】13-2-3

子ども・子育て支援新制度の実施に伴い、市内 14 園のうち８園が認定こ

ども園に移行しています。平成 30 年度、市内９園目となる認定こども園

の移行に向け、準備を進めました。

・子育て支援事業

/公民館

【再掲】6-1-4、8-1-1、12-2-1、

13-2-3

【再掲】

父親の育児参加のための学習機会の創出や子どもの発達段階に応じた学

習と、交流・仲間づくり等を目的に、物づくりをする親子講座や乳幼児

親子事業、思春期講座など、42 事業、240 回実施し、延べ 4,129 名が参

加しました。

・要保護及び準要保護児童・生徒

就学援助事業

/学務課

【再掲】6-3-3

【再掲】

平成 29 年度要保護児童 64 名・要保護生徒 41 名・準要保護児童 477 名・

準要保護生徒 320 名を認定し援助を行いました。

・被災児童・生徒就学援助事業

/学務課

被災児童・生徒ともに対象者はいませんでした。

・幼稚園就園奨励費補助事業

/保育幼稚園課

保護者負担の軽減を図るとともに、公・私立幼稚園間の保護者負担の格

差の是正を図るため、私立幼稚園に通園する園児の保護者に対し、入園

料・保育料の補助を 845 名に行いました。

・私立幼稚園運営費等補助事業

/保育幼稚園課

保護者負担の軽減を図るため、市内５私立幼稚園に対し入園料 315 名、

授業料 790 名の補助を行いました。

＜今後の方向性＞

・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
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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

・被災児童・生徒就学援助事業について、平成 30 年度以降は当該事業を廃止とします。/学務課

・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、国の幼児教育無償化の議論を見据えな

がら、そのあり方を検討します。/保育幼稚園課

12－２ 地域ぐるみで子育てを支援する

12－２－１ 子育て支援のネットワークづくりの推進

事業名・担当部署 平成 29 年度 実績

・子育てすこやか広場事業

/保育幼稚園課

【再掲】6-1-4、8-1-2、13-2-3

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 321 回開催し、未就園

児の親子延べ 7,617 組が利用しました。保育相談は延べ 2,062 件の利用

がありました。

・子育て支援事業

/公民館

【再掲】6-1-4、8-1-1、12-1-2、

13-2-3

【再掲】

父親の育児参加のための学習機会の創出や子どもの発達段階に応じた学習

と、交流・仲間づくり等を目的に、物づくりをする親子講座や乳幼児親子

事業、思春期講座など、42事業、240回実施し、延べ4,129名が参加しまし

た。

・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、円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

13－１－１ 健康づくりの推進

事業名・担当部署 平成 29 年度 実績

・体力向上推進事業

/保健体育安全課

【再掲】3-1-1

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。
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○部活動推進事業

/保健体育安全課

【再掲】2-2-1、3-1-1、6-1-1

【再掲】

部活動指導者 210 名のうち、一般社会人指導者を小学校 12 校に 34 名、

中学校９校に 68 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。

・就学時健康診断事業

/保健体育安全課

就学時健康診断を 1,393 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。

・児童生徒健康診断事業

/保健体育安全課

小学校で 9,485 名、中学校で 4,209 名に実施しました。

＜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

13－１－２ 障がい児の地域生活や自立の支援

事業名・担当部署 平成 29 年度 実績

○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】1-3-1、4-2-2

【再掲】

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、指導主事等

４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、学校・保護者からの相談や、特別な

教育的支援が必要な子どもの就学に関する相談・助言を行いました。5 月

の就学説明相談会には、小学校就学予定者 26 件、中学校就学予定者 17

件の参加がありました。保育園、幼稚園、認定こども園、小・中学校へ

の訪問相談は年間延べ 949 日実施し、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 19 名、心身障がい児補助教員を延べ

142 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学校への指導・支援の充実

を図りました。市立小・中学校に在籍する医療的ケアを必要とする子ど

も 5 名に対し、市の委託を受けた訪問看護ステーションの看護師が巡回

訪問をしてケアを実施しました。

◎特別支援学級等整備事業

/教育研究センター

【再掲】6-3-2

【再掲】

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、堀

江中学校に特別支援学級を開設し、市内全中学校に特別支援学級を設置

することができました。また、日の出中学校の特別支援学級整備工事を

行い、生徒が学習しやすい教室環境を整えました。現在、小学校は 17 校
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中 11 校に特別支援学級を設置しています。これからは、全小学校への特

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

導教室を富岡小学校と明海中学校に開設し、個に応じた学習環境を整備

することができました。

・特別支援学級児童・生徒就学奨

励事業

/学務課

特別支援学級及び通常学級に通う児童 61 名、生徒 29 名に就学のため必

要な経費（学用品費、新入学学用品費、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８名

の通学費を支給して保護者の負担軽減を図りました。

＜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、園・学校・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、

個別の教育支援計画や個別の指導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

・特別支援学級等整備事業については、平成 31 年度に小学校に特別支援学級を開設するため、準備を進めます。

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

13－１－３ こどもの安全を守る環境の整備

事業名・担当部署 平成 29 年度 実績

○学校防犯対策の充実

/保健体育安全課・市民安全課・

保育幼稚園課・青少年課

【再掲】6-1-3

【再掲】

【保健体育安全課】

警備員を全小学校 17 校に各１名配置しました。全小・中学校 26 校に設

置された防犯カメラを活用し、学校警備の強化を図りました。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

ました。

【市民安全課】

新入生対象の防犯教室を 17 回実施しました。

【保育幼稚園課】

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。

【青少年課】

各児童育成クラブにおいて、防犯訓練を実施しました。

・交通事故防止対策の充実

/保健体育安全課

【再掲】3-1-2、6-1-3

交通整理員を通学路の交差点９か所に 14 名配置しました。小学校１年生

対象の交通安全教室を 17 回、小学校３年生対象の自転車交通安全教室を

17 回実施しました。小学校新１年生に黄色いワッペン及びランドセルカ
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バーを配付し、交通事故の防止を図りました。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

/保健体育安全課・指導課

【再掲】3-1-3、6-1-3

【再掲】

【保健体育安全課】

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。

【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＞

・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。

児童育成クラブにおける防犯対策の充実を図るため、引き続き防犯訓練を行い、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・青少年課

・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、警察や浦安交通安全協会等の関係機関と連携

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

・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・指導課

13－２ 豊かな心を育む

13－２－１ 心を育む遊び環境の整備

事業名・担当部署 平成 29 年度 実績

◎放課後異年齢児交流促進事業

/青少年課

【再掲】4-2-2、8-2-1

【再掲】

「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
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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。平成 29 年９月からは市立小学校全校で通年実施し、

放課後児童交流センターと合わせて、計 104,295 名が利用しました。

＜今後の方向性＞

・放課後異年齢児交流促進事業については、児童育成クラブと放課後異年齢児交流促進事業の特色を生かしつつ、

両事業を統合し、(仮称)放課後うらっこクラブとして一体的な運営を行うにあたり、市内の２つの小学校でモデ

ル事業を行います。その後、平成 31 年度を目途に全小学校で実施します。/青少年課

13－２－２ こどもを育む親力・地域力の向上

事業名・担当部署 平成 29 年度 実績

・家庭教育学級の実施

/公民館

【再掲】6-1-4、8-1-1

【再掲】

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６学級、小学校７学級、中学校３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３学級

実施し、延べ2,416名が参加しました。

・家庭教育講演会の開催

/公民館

【再掲】6-1-4、8-1-1

【再掲】

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。

・家庭教育に関する情報収集と資

料の提供

/公民館

【再掲】8-1-1

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。

＜今後の方向性＞

・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

13－２－３ 幼児期の学びの環境の整備

事業名・担当部署 平成 29 年度 実績

・市立幼稚園・認定こども園３年

保育の推進

/保育幼稚園課

幼児期の学び環境を充実するため、市立幼稚園及び認定こども園 11園で

実施し、入園者（平成 29年５月１日時点）は 322 名となりました。



- 90 -

・就学前保育・教育指針推進事業

/保育幼稚園課・指導課

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。平成 28 年度に配付した「浦安市幼・保・小連携アプロ

ーチカリキュラム・スタートカリキュラム」リーフレットをもとに、各

小学校、各幼稚園・認定こども園でスタートカリキュラム、アプローチ

カリキュラムを作成し、滑らかな接続を図りました。

・子育てすこやか広場事業

/保育幼稚園課

【再掲】6-1-4、8-1-2、12-2-1

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 321 回開催し、未就園児の親子延べ 7,617 組が利

用しました。保育相談は延べ 2,062 件の利用がありました。

・認定こども園保育事業

/保育幼稚園課

【再掲】12-1-2

【再掲】

子ども・子育て支援新制度の実施に伴い、市内 14 園のうち８園が認定こ

ども園に移行しています。平成 30 年度、市内９園目となる認定こども園

の移行に向け、準備を進めました。

・子育て支援事業

/公民館

【再掲】6-1-4、8-1-1、12-1-2、

12-2-1

【再掲】

父親の育児参加のための学習機会の創出や子どもの発達段階に応じた学習

と、交流・仲間づくり等を目的に、物づくりをする親子講座や乳幼児親子

事業、思春期講座など、42事業、240回実施し、延べ4,129名が参加しまし

た。

・大規模幼稚園等特別増置教員の

配置事業

/保育幼稚園課

幼稚園４園・認定こども園８園に特別増置教員を 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。

＜今後の方向性＞

・市立幼稚園・認定こども園３年保育の推進については、幼児期の学び環境を充実するため、全 14 園での実施に向

けて取り組んでいきます。/保育幼稚園課

・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。各小学校、各幼稚園・認定こども園で作成したス

タートカリキュラム、浦安市幼・保・小連携アプローチカリキュラムの実践と見直しを図っていきます。/指導

課・保育幼稚園課

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

施回数のさらなる増加、及び事業のＰＲ活動に努めていきます。/保育幼稚園課

・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

・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
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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

13－２－４ 自分を大切にする気持ちを育てる

事業名・担当部署 平成 29 年度 実績

○教育相談推進事業

/指導課

【再掲】1-3-2、2-1-2

【再掲】

全小・中学校に 26 名のスクールライフカウンセラーを配置し、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。小学校では、スクールライフカウンセラーが週に

４日間、中学校では、スクールライフカウンセラーに加え、県が配置し

ているスクールカウンセラーが週１日勤務している。そのため、実質カ

ウンセラーが常駐している状態となっている。相談件数は、小学校で

7,807 件、中学校では 4,890 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、2,747 件、次いで対人関係が 1,540 件、学業・進

路が 948 件、家庭・親子問題が 444 件でした。小学校での好転解消件数

は、5,594 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、2,027 件、家庭・親子問題が 499 件、対人関係が 409 件、学業・進

路が 369 件でした。また、中学校での好転解消件数は 1,379 件でした。

・生徒指導推進事業

/指導課

【再掲】2-1-2

【再掲】

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、各学校における生徒指

導状況を毎月確認し、生徒指導上の諸問題の把握と早期解消に向けた取

り組みを推進しました。

＜今後の方向性＞

・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、各学校における生徒指導状況を的確に把握し、生徒指導上の諸問題の早期解消に

向けた取り組みをさらに推進するとともに、児童生徒個々の課題に応じて、こども家庭支援センターや浦安警察

署生活安全課との連携を図り、情報共有と指導体制の確立を行います。また、浦安市適応指導教室の活用を推進

し、不登校対策や教育相談活動の充実を図ります。さらに、生徒指導の機能を重視した「わかる授業」の展開

や、どの子も安心していられる「居場所づくり」と互いに認め合える「絆づくり」等の積極的な生徒指導につい

て、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。
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第４章 教育委員会会議での主な意見

平成29年度中に開催された教育委員会会議において、教育委員の方々より点検・評価

報告書に記載の事業について意見のあったものを次のとおりまとめました。

報告書全体について

報告書ができて終わりではなく、ここからスタートである。まさに今後の課題の部分

をどのように解決していくのかが重要なことだと思う。

第１節 確かな学力（知）

１－２ 学ぶ意欲の育成と確かな学力の形成

学力調査の活用推進

「浦安の子どもたちの確かな学力の向上を目指して」という冊子をつくっていただき、

２つの調査結果をまとめていただいた。これはとても見やすく、活用しやすいと思う。

できればここに、今後、先生方が活用しやすいように、浦安は少人数教育推進教員を配

置し、少人数指導で工夫した取組を行っている学校の状況はどうなのかというところも、

先生方にその効果を周知するためにも記載いただけるとよいと思う。

情報教育推進事業

報告書では、タブレットを使って授業をやることに対して、負担に感じている先生が

多く、心配である。

ＩＣＴ環境の整備及び効果的な活用

保護者の方から、ｉＰａｄを使いたいが、浦安では導入されていないという話を聞い

た。浦安市では、すでにｉＰａｄを導入しており、入船小ではほぼ全員が、入船中だと

全員持っている。そういった流れが市民に伝わっていないような感じがした。

浦安市児童生徒科学作品展の開催

特選、入選など賞を受賞した作品については、どのようなところがよかったのかとい

うコメントをつけたほうが、この作品展に出品して賞に漏れた子どもたちが、今度はこ

ういう点を頑張ってみようということにもつながると思うので、あったほうがよいと思

う。

作品展で、実際に物が動いている様子を見ることができよう検討してほしい。

ふるさと浦安作品展の開催

小学校の部で市長賞を受賞した「水防意識の高さ NO.１のまち浦安を目指して」では、

課題意識を持ち、課題解決のために広がりを持たせて深く追究されており、こうした学

習は、優れた社会科教育の実践として評価されるばかりか、学習方法が他の教科にも適

用できるものでもある。学校行事対応に用いられがちな総合的な学習のあり方を再考す

る上でも、この作品は広く学校現場に紹介されるべきで、先生方のご指導にも参考にな

るはずだと確信している。

すばらしい作品を博物館の中での展示はもちろん、もっと子どもたちが実際に目に触れ
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られるような工夫をしていただきたいと思う。ＣＤ－ＲＯＭにコピーして配ったりする

など、何かそういう工夫があると、子どもたちも学び方を学ぶことができると思う。

１－３ 多様な教育的ニーズに応じた支援の充実

まなびサポート事業の推進

市内一貫してｉＰａｄに対する希望者などをもう少し整理していただき、全員は無理

にしても、特に必要性を感じている人には、少し柔軟に対応する方向を出していただき

たい。

教育相談推進事業

各学期で１回、年３回、中学校区の小・中学校のカウンセラーが集まって情報交換を

しているということだが、おそらく、より多くの方が参加したほうが、アプローチの方

法などをより共有できるのではないかと思う。毎月１回の開催は、時間的にも少し難し

いのかもしれないが、中学校区にこだわらず、多くの方に参加していただければ、アプ

ローチの仕方のバリエーションが増えるのではないか。

１－４ 今日的な教育課題に対応する教育の推進

浦安市子ども読書活動推進事業

貧困と言われている子どもたちは、学力が低迷している傾向にある。また、本を読む

習慣もついていない様である。子どもの貧困や不登校、あるいは非行を断ち切るには学

力を向上させていくことが重要であり、そのためにも読書を推進することは必要である。

第２節 豊かな心（徳）

２－１ 豊かな心の育成

道徳教育・人権教育の推進

道徳をはじめ、社会科や国語の授業など、教科の学習の中で、いじめについての指導

や、いじめについての重大性の認識など日常の学習指導の中で、いじめ防止に関する対

応、対策をきちんと子どもたちに指導していくということが、重要だと思う。

生徒指導推進事業

浦安市小・中学生生活実態調査のデータを学校へ返すことで、学校運営に直接結びつ

いた運営ができると思う。市としての集計はもちろんだが、可能であるならば、学校ご

との数値も戻せるよう対応をしていただきたい。

浦安市小・中学生生活実態調査のデータの生かし方が非常に大事である。例えば、中

学生の段階での自らの課題を見つける力について、なぜこのような結果になっているの

かを考えたとき、もしかしたら不登校などにも関係しているのかもしれない。そのよう

に関係性を結びつけていくことで調査が活かされる。

浦安市小・中学生生活実態調査について、この学校のこの学年が気になるというよう

な、そのような捉え方をもう少ししていったほうがよいのではないか。このような調査
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を頻繁に行うこともできないと思うので、全体ではなく、自分の教えている子どもたち

や保護者の考え方に目を向けるのも大切かと思う。

浦安市小・中学生生活実態調査について、先生方については、社会的に望ましい回答

しかなされず、本質がつかめない場合があるように思う。やはり、学校現場で有効に活

用するためには、細かい分析をして、統計を駆使しないといけないと思う。対外的に公

表する部分を決めて、その差について調べてみることで、より現場に生かされるのでは

ないかと思う。

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

体力向上推進事業

平成 29 年度の浦安市体力・運動能力調査結果の中で、小学校の 20 メートルシャトル

ランがどの学年も全て全国、千葉県平均よりも下回っている。これはかなりゆゆしき問

題かと思う。短時間で改善できるものではないので、長期的に各学校のほうで対応して

いただきたい。

東京ベイ浦安シティマラソン

マラソン大会の３キロの団体で、市内の中学校のチームがそれぞれ１位、２位、３位、

中には２チームが３位に入賞しており、部活動の活動の成果であり、この大会に照準を

当てて練習してきている。小学校では、サッカーチームやミニバスケット部などの団体

が表彰されていた。その成果を数字としてあらわせていることがすばらしいと思う。

交通事故防止対策の充実

自転車に対するマナーについて、子どもたちはもちろんだが、親のほうにもルールを

徹底させる必要がある。教育委員会だけで進める話ではないが、まず、教育委員会内部

で交通指導ルールを徹底し、子どもたちへの指導も小学校３年生だけではなく、定期的

に指導していただきたい。

第４節 豊かなかかわり （参画・交流）

４－１ 社会の一員としての資質の育成

ふるさとうらやす立志塾の開催

目的、ねらいとしてリーダーシップとシチズンシップを磨くとあるが、21 世紀の浦

安・日本を担うリーダーを育成するため、どんな点をリーダーシップとして、リーダー

性を育てるものなのかをよく議論し、十分に検討していく必要がある。

イギリスの車椅子バスケットチームの選手との交流があったということで、自分たち

と環境や持っている条件が違う人たちと知り合うことはいいことだと思う。市内の研修

はもちろん大切だが、今まで宮城県、福島県に行って、自分たちと違う環境にいる人た

ちと知り合うということ、それそのものが大切なポイントだったのではないかと思う。

浦安のことをより知るために、他地域の人たちと知り合いながら浦安を見つめ直すとい



- 95 -

うようなことがあってもいいと思う。

一番の狙いは、ふるさと浦安に愛着を持っていただくということだが、彼らがずっと

浦安に住んでいるとは限らない。浦安を例に学んだことが将来的にいろいろな形で役立

つはずである。他地域との比較や、他地域にも目を広げることもあると思うが、あくま

でも核にしていくのは、浦安についての学習という形になると思う。実施してみて、子

どもたちがどのように成長していくのかを見極めながら、次年度の方針を決めていく必

要がある。

参加者の保護者から子どもたちの成長が手にとるようにわかったという感想は、大変

評価できると思う。

うらやすこども大学

いずれの講義も普段では学べない、見られない、体験できないものばかりで、興味・

関心とチャレンジしたり、追究したりする気持ちが十分に深められたと評価している。

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

国際理解教育の推進

総合的な学習の時間などの国際理解教育というところで、まずは自国を理解して他国

を理解する、そうしたものが根底になって、そのコミュニケーションの手段として英語

があったり、フランス語があったり、ドイツ語があったりというところである。そうし

た理解を持って進めていくことが必要かと思う。

いろんな国の挨拶があることや、文化を知るということが国際理解教育であると思う。

この国際理解教育をもう少しカリキュラムの中で広げていっていただきたいと思う。ま

た、浦教研の英語部会の先生方が、浦安市の文化を紹介する冊子を作成しており、まも

なくそれが完成する予定である。浦安の文化を海外に発信するという基礎はできてきた

ように思う。

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

放課後・土曜日等の教育活動のありかた検討事業

今は土曜学習だが、これを夏休みに発展させるなど、子どもたちのために多様な学び

の場をつくってほしい。また、地域支援コーディネーターやおやじの会、他の団体の方

たちの協力を得て、地域の方たちが地域の子どもたちを育てていく場につなげていただ

きたい。

土曜日の学習については、かなり学習的な側面が強い形で試験的に実施してきたと思

うが、放課後異年齢では遊びとなる。低学年においては、遊びと学習の区別があまりな

いため、厳密な区分をする必要はないとは思う。ただ、土曜日については「土曜日学

習」と銘打っている以上、放課後においても放課後学習という形とするのか。また、そ
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の場合、放課後異年齢交流に、どの程度学習的な要素が入れられるのか。それとも、放

課後と土曜日は全く別に考えるのかを検討しなければ、曖昧な形で、土曜日だけでなく

放課後も実施する形になってしまうのではないかという危惧がある。

６－２ 開かれた学校づくり

教職員の質・指導力の向上

今までのやり方を踏まえ、少しコンパクトに夏休み期間の研修体系を見直すというこ

とは、新しいことではないが、一つの前進かと思う。また、市教委が運営する研修会に

ついては、夏休み期間になるべく多く実施するなどの整備をきちんとしていかなければ、

せっかく新たな試みをしてもうまくいかないのではないかと危惧される。

教職員のメンタルヘルスカウンセリング事業

ストレスチェックは、実施率をもっと上げていくのが課題となる。７割の実施率は、

まだまだ低いと思う。９割台まで上げられるよう校長の意識が必要だと思う。

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

生涯学習フォーラム

生涯学習フォーラムの企画には、一連のポリシーのようなものがあってもいいのでは

ないか。この生涯学習フォーラムという企画を通じて、市民の人たちに何を学習しても

らうのか、考えてもらうのか、という検討を十分綿密にして開催していただきたい。

主催側が来ていただきたい対象ではなく、動員をかけて来られたようなお年寄りの方

が多く見受けられた。一番対象になるはずの保護者の方に、ほかの方以上に周知徹底す

るよう学校と連携を図って、来ていただくようにしたほうが、開催する意味も出てくる

のではないのかと思う。

スポーツの集い

内容が充実してきて、パラリンピックの内容や、障害を持った方でもできるようなス

ポーツが増えてきて、すごくいいことだと思う。

第８節 ライフステージに応じた学習機会の提供

８－２ 青少年の健全育成の推進

青少年相談事業

平日、中学生が市役所の７階に相談しに行くのは難しいと思う。子どもたちが相談し

やすい環境にするなど、何か工夫をする必要がある。

子どもが悩む時間帯は、たぶん夜になると思う。一番沈み込んだときに、メールなど

で相談して、翌日の夕方、学校から帰ってきた際、返事があると、少し気持ち的に違う

のではないかと思う。

本当は、子どもが夜に不安になったりして、明日学校へ行くのは嫌だというときに、

電話をかけられるのがよい。命の電話も確か夜だったと思う。この事業でそれをすべて
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拾うのは難しいとは思うが、相談の時間についてもう少し配慮があってもいいと思う。

不登校対策支援事業

少しでも社会とのかかわりが持てるように、図書館や公民館、青少年館などで、相談

を受けられる、あるいはまた、短時間でも学習サポートができるようにぜひ進めていた

だきたいと思う。

いじめ対策事業

「浦安市いじめ防止基本方針」の点検・評価を生徒指導担当課長が中心に原案をつく

られたということだが、指導課だけではなく、関連する部署や生涯学習課、青少年セン

ターなど、委員会全体で行い、なるべく多くの目で見ていく必要がある。

被害者側から見たらいじめでも、加害者側の行為は犯罪になるという、そのあたりを

しっかりしておかないと、小学生だからいじめで済んでいるが、同じようなことを、大

きくなってしたら犯罪である。そのあたりの指導はしっかりやっていくことが必要だと

思う。

もっと道徳の時間などを使い、どのようなことがいじめなのかということをもう少し

深く学んでいくことが大切だと感じる。

いじめが起きない環境をつくっていくことがまず大事だと思うので、いじめを防止す

るということと、解消するということに重点を置いた施策を考えていただけたと思う。

コミュニティ・カレッジうらやす

似たような事業として、市民大学がある。事業目的はやや異なるが、対象者の大半が

同じであることから、今後、事業を継続していくにあたり、市民大学でやっていること

を意識して連携を図ったり、または、差別化や特殊性を出すことができると、より意味

合いが出てくると思う。

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

東京オリンピック・パラリンピック等推進事業

東京オリンピック・パラリンピック競技大会のマスコットが全国の小学生による投票

により決定される。最終候補３案から、クラスで１点を選び、投票サイトに入力し、集

計、決定されるが、子どもたちが直接東京 2020 大会にかかわることができる貴重な機

会であり、意義を考え、話し合いによりクラスの考えをまとめる活動を通して、一層機

運が高められるものと評価している。

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

青少年と奏でる音楽のまちづくり事業

初心者の 47 名のメンバーが、目覚ましい上達ぶりで、浦安シティオーケストラのメ
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ンバーと難しい曲を合同演奏し、必死に演奏する姿は観客に感動を与え、大きな拍手を

いただいていた。何よりも指導者の皆さんの丁寧で熱心なご指導のおかげでここまでた

どり着けたと思う。難しい曲をすごく頑張って演奏していた。

10－３ 郷土の歴史・文化の理解を深める

郷土博物館活用推進事業

本市の場合は近世以降の歴史に限定されると言っても過言ではなく、また、そうした

歴史研究の対象になる元町地区の空間的範囲が狭いものとなっている。その意味からす

ると、郷土博物館の果たすべき研究的な役割として、歴史的背景を視野に入れた現代的

課題にもっと比重を置くべきだと考えられる。また、歴史研究が単なる懐古趣味的なも

ので終わってしまうと、歴史愛好家だけの郷土博物館になってしまいがちである。多く

の市民が切実感を持って見学ができ、市民に一層関心を持ってもらえる郷土博物館にし

てほしいと思う。

展示事業

企画展「東京湾のイカ網漁」では、網漁への漁師さんの知恵と工夫が本当によく理解

できる展示になっていた。子どもたちにも新たな浦安の漁法についても学んでほしいと

思っている。

企画展「東京湾のイカ網漁」は、浦安で始まったとされる東京湾のイカ網漁について、

その歴史的経緯や実態を実証的に掘り起こした企画展であり、後世に記録として残して

おくべき貴重な資料の数々に光が当てられたことに、その意義を感じた。また、関連講

座「古文書から読み解く、イカ網漁のはじまり」も開催し、学芸員の丁寧でわかりやす

い説明にも好感が持てた。

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

児童生徒健康診断事業

浦安市の視力の傾向は、全国的にも同じだと思う。何年か前から眼鏡をかけてもよい

ことになったが、眼鏡をかけているのに、視力が悪い人がこれだけいることに問題があ

る。とくに遠視が問題で、視力はＡで一見良いように思えるが、近いところを見る時に

負担がくる。勉強にも関係してくるので、浦安でもぜひ近景視力を測ってほしいと思う。
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第５章 有識者からの意見

浦安市教育委員会点検・評価報告書（平成 29 年度）に係る意見書

氏 名：越 村 康 英

1. 全体の講評

「浦安市教育ビジョン後期基本計画」（平成 27 年４月改訂）、「浦安市生涯学習推進計

画」（平成 25 年３月策定）、「平成 29 年度教育施策」に基づき、適正かつ公正に、教育

委員会の権限に属する事務が管理・執行されています。また、学校教育・社会教育の

両面において、一般的水準を上回るような手厚い施策・事業も多く、総じて充実した

状況にあります。この状況を維持し、更なる充実を図る上でも、各事業の＜今後の方

向性＞に記載されている内容を着実に実行へ移していくことが肝心です。

一方で、より効果的・効率的な「点検・評価システム」の構築も必要だと考えます。

教育行政の性質上、定量的な目標（指標）がなじまない場合も多くありますが、施

策・事業ごとに目標（指標）を明確化し、年度ごとの成果・課題を具体的に把握でき

るようにすることが求められます。また、①「地方教育行政の組織及び運営に関する

法律」（第 26 条）に基づく教育行政の点検・評価、②「学校教育法」（第 42 条）、「社

会教育法」（第 32 条）、「図書館法」（第 7 条の３）、「博物館法」（第９条）に基づく教

育機関における点検・評価、③全庁的に実施されている行政評価（事業評価）の３つ

の取り組みについて、基本的性格（違い）を明確にすると同時に、それらを効果的に

関連付けていく視点も大切です。施策・事業の改善、新たな計画化へとつながるよう

に、現在の「点検・評価システム」をブラッシュアップしていくことが期待されます。

2. 施策・事業ごとの講評

第１節 確かな学力（知）

「小中連携・一貫教育の推進」は、所謂「中１ギャップ」への対応に留まらず、一

貫性をもった系統的な学習指導を可能にし、児童・生徒が「確かな学力」を身につけ

ていく上で有効な手立てとなります。また、＜今後の方向性＞に記載されているよう

に、生徒指導上の効果も期待され、非行や不登校の未然防止等につながるようにも思

われます。これまでの成果・課題を的確に把握し、各中学校区の状況に応じた連携を

着実に推進していくことが求められます。

「教育相談推進事業」として、すべての小中学校にスクールライフカウンセラーを

配置し、児童・生徒が日常的に相談できるような体制を実現している点が高く評価で

きます。
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第２節 豊かな心（徳）

選挙権年齢の引き下げを受けて、「義務教育段階における主権者教育」の重要性が増

しています。「人権啓発推進事業」として制作されている「人権・公民ノート」、「人権

教室」「人権講演会」においても、主権者意識を育み、民主主義への理解を深めること

ができるような内容を積極的に取り入れていく必要があると考えます。

第３節 健やかな体（体）

首都直下地震等の災害発生に備えて、「防災教育の推進」は不可欠です。学校や公民

館による「自前」の取り組みではなく、防災課、自治会、消防団、自主防災組織等と

協働し、地域（学区等の身近な生活圏）をフィールドとした防災教育の取り組みが求

められます。

第４節 豊かなかかわり（参画・交流）

「社会の一員としての資質の育成」という施策に沿って、青少年を対象とした多彩

な事業が実施されています。いずれも「学校・学年の垣根を越えた仲間づくり」や

「普段の学校生活では味わうことができない貴重な体験学習」の機会となっており、

これらの事業に、ひとりでも多くの児童・生徒が参加できるような工夫・配慮が期待

されます。また、施策の目的に照らして、青少年が、地域の課題について議論したり、

地域づくりに参画したりできるようなプログラムを取り入れる等、内容面での更なる

充実も期待されます。

第５節 郷土愛（誇り）

郷土博物館と学校とが連携を深めながら、「ふるさと浦安の歴史・文化の理解に関す

る教育の充実」が図られてきていると感じます。今後も両者の連携を強化しながら、

図書館・公民館等との新たな連携を模索していくことによって、より魅力的な郷土学

習の機会を創り出せると考えます。また、新町地区には、浦安に移り住んで日の浅い

住民が多く生活していることから、とりわけ新町地区内の学校・公民館においては、

郷土学習への積極的な取り組みが求められます。

第６節 教育環境の整備・充実の推進

浦安市における教育環境は、学校教育・社会教育の両面において、高い水準にある

と感じています。「教育環境の整備・充実の推進」（教育の目的を遂行するに必要な諸

条件の整備確立）は教育行政の本質的な使命であり、社会の変化等に対応しつつも、

漸進的で着実な取り組みを継続していくことが重要です。

児童・生徒の安全を守るために、警備員の配置や防犯カメラの活用等、「学校防犯対

策の充実」が図られています。こうした対策と同時に、「地域に開かれた学校づくり」

を進め、多くの住民から見守られ、支えられるような学校環境を醸成していくことが、
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安心につながるものと考えます。

「部活動推進事業」は、部活動（技術的な指導）の充実、教員の負担軽減等におい

て重要です。学校教育法施行規則の改正（平成 29 年度より施行）により部活動指導員

が制度化されたことも受けて、本事業の拡充が期待されます。また、既に高洲中学校

において取り組みが始まっているように、部活動と総合型地域スポーツクラブとの連

携も重要です。

第７節 多様な学習ニーズに応える学習機会の充実

「現代的課題などに対応する学習機会の充実」を図る上で、公民館における「現代

的学習事業」が特に重要となります。防災・環境・人権等の現代的課題について、地

域の現実と結び付けながら学習課題化し、住民が主体的に学び合えるような事業づく

りが求められます。こうした事業のつみ重ねが、地域課題解決や地域づくりにつなが

るものと考えます。

「障がい者のための学習支援事業」として、堀江公民館「きぼう青年学級」の継

続・充実とともに、＜今後の方向性＞に示されているような新たな取り組みを進めて

いくことが必要です。「障害者の生涯学習の推進」については、政府の「第 3 期教育振

興基本計画」（平成 30 年６月閣議決定）の中でも政策目標のひとつに掲げられており、

文部科学省の政策動向等も注視しながら、事業の充実を図っていくことが期待されま

す。

浦安市の公民館・図書館は、「施設・設備」「職員体制」「事業・奉仕」等において、

全国屈指の状況にあります。引き続き、しっかりと住民の生涯学習活動をサポートし

ていくためにも、これまで積み上げてきた諸条件を後退させることなく、「教育機関」

としての位置づけを堅持しながら「公民館・図書館の運営の充実」を図っていくこと

が求められます。また、＜今後の方向性＞にも記載されているように、「社会教育主事

の任用資格」を有する専門的職員を全公民館に配置することや、専門的職員を中核と

した安定的な職員体制を構築していくことも必要です。

「中央図書館大規模改修事業」に期待がふくらむところですが、工事に伴う長期休

館中の図書館サービスのあり方についても十分に検討し、円滑にリニューアルを進め

ることが求められます。

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」という施策に対応して多彩な事業が実

施されていますが、青年期（若者）を対象とした事業がやや手薄な印象を受けます。

自立や就労に困難を抱えている若者も少なくない中で、たとえば「いちかわ・うらや

す若者サポートステーション」のような機関・団体と連携しながら、新たな取り組み

を構想していくことも必要ではないでしょうか。
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第９節 生涯スポーツの振興と健康づくりの推進

「スポーツ基本法」（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のもの」であり、「全ての人々の権利」として位

置づけられています。こうした生涯スポーツの理念をふまえながら、あらゆる人々が

スポーツに親しめるような環境を整備していくこと、これこそが東京オリンピック・

パラリンピックのレガシーとなるよう、各事業の充実を図っていくことが大切だと考

えます。

第 11 節 地域に生きる生涯学習活動の支援

生涯学習活動を支援していく上で、職員の存在は極めて重要であり、「職員の資質向

上」に向けた研修機会を手厚く保障していくことが大切です。業務が多忙化している

中でも、必要な研修にはしっかりと参加できるような配慮が求められます。また、社

会教育主事、司書、学芸員といった専門的職員が中心となって、職員が集団的に企

画・実施するような主体的な研修へと切り替えていくことも必要です。

「第２次生涯学習推進計画策定事業」を進める上で、学習活動の主体である住民の

要望を的確に反映させていくことが大切です。そのためにも、社会教育法（第 17 条）

の規定を活かして「社会教育委員の会議」を積極的に活用するとともに、住民参画に

よる計画策定を行うことが期待されます。

第 12 節 浦安で産み育てたい環境を整える

「浦安市人口ビジョン」（平成 28 年３月）では、「合計特殊出生率が周辺自治体より

低い水準」にあることや、「子育て世代が周辺自治体に流出」傾向にあるとの課題が示

されています。少子高齢化・人口減少の進行に歯止めをかけ、活力ある地域コミュニ

ティを維持していくためにも、本施策の更なる充実が求められます。教育委員会と健

康こども部とが連携を強化し、両者が中心となって全庁的な取り組みを進めていくこ

とが必要だと考えます。

「児童育成クラブ管理運営事業」については、＜今後の方向性＞として、「児童育成

クラブと効果後異年齢児交流促進事業の特色を生かしつつ、両事業を統合し、（仮称）

放課後うらっこクラブとして一体的な運営を行う」ことが目指されています。この方

向性に反対するものではありませんが、家庭に代わる生活の場としての「学童保育」

と、全児童対策としての「放課後事業」を一体化するにあたり、「学童保育」を活用し

ている保護者・児童の声を十分に受け止め、生じうる諸課題に丁寧に対応していくこ

とが求められます。
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浦安市教育委員会点検・評価報告書（平成 29 年度）に係る意見書

氏 名：髙 橋 光 法

１． 全体講評

「平成 29 年度教育施策（改訂版）」と「浦安教育委員会点検・評価報告書」とを照ら

し合わせ、各事業の取組概要と実績（点検・評価）とを読み込みました。また、検討の

上で必要な場合には事務局に関連資料を請求しました。その結果、各所管課が着実に事

業を推進していることが分かりました。また、全事業で各事業目標から観て、一定の成

果が収められており、計画段階よりも大きな成果を収めている事業も少なくないことを

確認しました。

浦安市では平成 28 年４月に「浦安市教育大綱」を策定し、掲げた目標のもとに６つ

の施策の方向性を示しています。「浦安教育委員会点検・評価報告書」からは、大綱で

掲げられた「未来に向かって夢を持ち、豊かに生きる浦安っ子を育てます」「自ら学び、

ともに高めあい、地域に生きる生涯学習の実現を推進する」との目標達成に向け、各所

管課において、これまでの成果や課題を明確にし、創意・工夫をして事業の計画・実施

にあたってきたことも確認をしました。

以上のことから、平成 29 年度の浦安市教育委員会の事務の管理及び執行の状況につ

いての点検・評価が適正に行われていると認められます。なお、その点検及び評価の内

容が「浦安教育委員会点検・評価報告書」として作成されていることも確認しました。

浦安市では基本理念に「未来に向かって夢を持ち、豊かに生きる浦安っ子の育成」を

掲げて、具体的な子ども像として「確かな学力（知）」、「豊かな心（徳）」、「健かな体

（体）」を示しています。しかも、これに止まらず、「豊かなかかわり（参画・交流）」

「郷土愛（誇り）」を示していることは、浦安市の教育施策の優れている点であると考

えます。知・徳・体の調和の取れた育成は「豊かなかかわり（参画・交流）」「郷土愛

（誇り）」があって初めて豊かな実りをもたらします。

また、子どもたちの教育は学校だけがその任を負うのではありません。当然、学校は

中心的な役割を担いますが、これまでも、これからも、学校、家庭、地域社会がそれぞ

れの役割と責任を果たしながら、協働して行われます。近年、社会の変化の中で役割や

責任、協働の在り方にひずみが生じてきました。家庭や地域社会の教育力の低下も指摘

されました。その結果は、子どもたちの様相に現れ、大きな影を落としています。協働

の点においても、浦安市では以前から、学校・家庭・地域の三位一体での教育、さらに

は、行政を含めての四位一体での教育が指向されてきました。新学習指導要領で新たに

「社会に開かれた教育課程の実現」の重要性が謳われたのも、教育の目標を達成するに

は、社会総がかりで教育にあたる必要があることを言い換えたものであるとも思われま

す。
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このように浦安市の教育行政は、子ども、市民を中心に据えて、また、教育に携わる

教員、職員、市民の育成、活動の支援にも力を入れて、目標達成を目指して様々な施策

が展開されてきました。今後とも、この姿勢を堅持して、常に創意・工夫を心がけ、具

体的な事業の計画立案と着実な実施を進めていくことを期待します。

「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」が改正され、教育に関する事務の管理

及び執行の状況の点検評価等の条文が規定されて 10 年となりました。既に書きました

が、平成 29 年度「浦安市教育委員会の点検・評価報告書」は適正であると認められま

す。

ただし、10 年目を機会に、改めて本条文の改正の趣旨を見てみると、そこには、「議

会に公表することにより、効果的な教育行政の推進に資するとともに、住民への説明責

任を果たしていくとの趣旨から行う」とありました。

ここで示された「効果的な教育行政の推進に資する」、「住民への説明責任を果たす」

との観点から考えると、今の点検及び評価の仕組みを、さらによいものにしていく必要

があると考えます。

「効果的な教育行政の推進に資する」との観点では、明確な事業目標の設定や評価指

標(目標値)の設定などが必要です。「住民への説明責任を果たす」との観点では、事業

の目的や意義、成果、課題を明確に分かりやすく表し市民の理解を得るとの視点が大事

になります。

２． 施策・事業ごとの講評

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

「小中連携・一貫教育の推進」、「幼・保・小・中連携教育の推進」では、推進会議や

教務主任研修会（主任研修会）の開催、幼・保・小・中連携の日における研修会の開催、

学校（園）ごとあるいは中学校区ごとのカリキュラムの作成、相互授業参観や乗り入れ

指導、さらには、小中連携推進教員４名の配置などの諸事業が着実に行われ、一定の成

果を上げられていると思われます。

また、「実績」欄には、「『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教科担任制の実施』『園児・児

童・生徒の交流』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」とあり、取組の充実がうかがえます。

今後とも、各事業の成果と課題を検証しつつ、就学前から義務教育９年間を通した一

貫した教育実践が着実に行われ、学力の向上、豊かな学びの実現に資することを期待し

ます。

なお、「小中連携・一貫教育」や「幼・保・小・中連携教育」では、中学校区を実施

組織として推進を図るのは当然ですが、学校を取り巻く環境が中学校区間で大きな相違

がない本市の状況を考えると、例えば、「中学校区ごとに特色あるカリキュラムを作成
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する」のではなく、市としてのカリキュラムを示し、それに基づいて各中学校区で実践

をして、その結果を検証し、よりよいものに創り上げていく、このような手法の方が実

情にあっているのではないかと考えます。

また、小中連携推進教員は４名が配置されています。学びの連続性を重視した教育を

推進するために、「小中学校の教員が学校種を超えて児童生徒の指導を行う」とのねら

いから考えて、増員（中学校区に１名）が必要であると思われます。

１－２ 学ぶ意欲の育成と確かな学力の形成

全国に加え、市独自の学力調査を実施し、その結果をていねいに分析し、課題と改善

例をまとめた報告書が作成されています。また、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を議題として会議を開催し、教育実践の共有化が図られています。

それらを受けて、各学校では、授業改善を図るとともに、個に応じたきめ細やかな指導

が進められています。このように学力向上に向けたＰＤＣＡサイクルが機能しているこ

とは評価できます。今後とも、ＰＤＣＡサイクルを機能させることや、少人数教育推進

教員を活用しての個に応じた指導の充実を進めることにより、学ぶ意欲を高め、確かな

学力の形成を進めることを期待します。

また、学習が遅れがちな子どもの学習支援を目的とする「青少年自立支援未来塾」は、

前年度は４中学校の生徒が対象でしたが、29 年度では全９中学校に対象が拡大。着実な

実施がなされていて大いに評価できます。今後も着実な実施を期待します。

１－３ 多様な教育的ニーズに応じた支援の充実

「第１章教育行政の基本的な方針」の基本計画では、多様な教育的ニーズに応じた支

援の充実策の一つに、「特別支援学級・通級指導教室・学習支援室の整備拡充を図り、

教育的ニーズに応じたきめ細かな支援ができるようにします。就学にあたっては、本人

及び保護者の希望を尊重し、その就学すべき学校を指定します」とあります。

「まなびサポート事業の推進」をはじめとする特別教育の推進の各事業は、まさに、

この基本計画で示された理念を具現化した取組が多面的に展開されていて評価できます。

また、幼児期から就労期までの切れ目のない支援を目標に各種事業が行われていること

も評価できます。

また、「不登校児童生徒への支援の充実」の「教育相談事業」「適応指導教室における

教育機能の充実」では、相談件数やいちょう学級通級者数がいずれも大幅に増加し成果

を上げています。児童生徒が抱える悩みや困難さに、きめ細かくていねいに対応してい

ることがうかがえます。これらの取組により生徒指導上の諸問題の発生を未然に防いだ

り、早期発見・早期対応につながったりしたケースも数多くあったと思われます。今後

とも、児童生徒の視点から、体制の改善を図りながら、機能を充実していくことを期待

します。

「どの子も未来に向かって夢を持ち、豊かに生きることができる」との目標を達成す
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るためにも「多様な教育的ニーズに応じた支援」の充実は欠かせない施策です。支援策

を十全に機能させる鍵は、制度面にもありますが、最終的には「人」が握っています。

専門性を持った職員の育成、指導力の向上を図り、関係所管課等との連携を図りながら、

一層の成果を上げていくことを期待します。

１－４ 今日的な教育課題に対応する教育の推進

「教育研究・実践のシステム化」「国語教育の充実」「理数教育の充実」「英語教育の

充実」「勤労観・職業観をはぐくむ教育の充実」「情報教育の充実」と、今日的な教育課

題に対応した事業が展開されています。いずれの事業も計画通りに実施され、成果を上

げていることが分かります。

第２節 豊かな心（徳）

２－１ 豊かな心の育成

「規範意識の向上及び道徳性の育成」に関する諸事業、「生徒指導機能の向上」に関

する諸事業が計画通り実施されていることが分かりました。

「人権・公民ノート」の制作は市独自の取組であり評価できます。ノートに掲載され

た人権課題が社会科や道徳の時間で取り上げられるようになってきたこともすばらしい

実践例です。一層、日々の教育活動と連動した活用が図られることを期待します。また、

「『特別の教科 道徳』における授業づくりと評価」の冊子を作成し、市内小中学校へ

配布したことも評価できます。道徳教育の推進に大いに寄与するものです。

２－２ 情操を豊かにする教育の推進

「こころの劇場」「音楽鑑賞教室」「音楽会」「はっぴい発表会」などの文化・芸術活

動は、本物に触れる機会であり、多くの児童生徒との交流の機会でもあります。いずれ

の事業も豊かな心を育てる貴重な体験の場です。今後とも事業の継続を期待します。

ただ、「音楽会」「はっぴい発表会」は各校の演奏や演技の発表が主な演目で、そのた

めの練習や発表までの準備等に相当の労力を要すると考えられます。学校現場の負担を

少しでも軽減できるように、開催方法や教育委員会の支援の在り方などについて、常に

見直しして推進していただきたいです。

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

「体力向上推進事業」の取組概要は「体力向上推進校を指定し、学校体育研究活動の

活性化と教職員の指導力の向上を図る」となっています。29 年度までで全小中学校が推

進校の指定を受けたと報告されています。さらに、実績では「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」、「指導法の工夫改善に努めた」とあります。「体力

向上推進事業」が計画通り推進され、当初の目標を達成しつつあり評価できます。
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ただし、本施策の最終的な目標は、児童生徒の体力の向上です。教職員の指導力の向

上が児童生徒の体力の向上に結び付いているかが問われなければなりません。近年、子

どもたちの体力の向上が大切だとは言われますが、教育課程では体育の授業は週２～３

単位時間しかありません。業間休みや昼休みの時間も以前から比べ短くなっています。

放課後の過ごし方も様変わりしています。総じて、子どもたちが体を動かしての遊びや

運動に親しむ機会は減っています。結果、運動量は大きく減少しています。学校の部活

動や地域の運動系のクラブに所属している子どもは、それなりに運動量も確保され、体

力が向上していきますが、そうでない子どもの体力は以前に比べて低下し、体力面での

２極化が進んでいるのではないかと危惧しています。

29 年度までで全小中学校が推進校の指定を受けたとあります。次の段階として、各校

での研究の成果を共有して、各校において具体的な体力向上計画を立て、着実に推進さ

れることを期待します。

「部活動推進事業」では、部活動指導者が全小中学校に派遣され、派遣者数も増えて

います。学校における働き方改革の点でも重要な事業で、さらなる充実を期待します。

また、「部活動の在り方検討委員会」の中でも、部活動指導者の配置や活用について検

討を進めてほしいと思います。

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

「体験活動・ボランティア活動の推進」「環境教育の推進」との柱を立て、様々な事

業が行われています。中には、浦安独自の「ふるさとうらやす立志塾」「ボランティア

活動推進事業」「浦安市学生防犯ボランティア活動」「うらやすこども大学」などの事業

が行われ、資質の育成に大きく寄与しています。

また、豊かなかかわりとの観点からは、自然とのかかわりも大事です。その意味でも

「三番瀬を活用した環境教育学習の推進」は重要な事業であると思いますが、催し物の

参加者が非常に少ないことが残念です。学校教育との連携の在り方も工夫しながら、事

業の充実、拡大に努めていただきたいと思います。

４－２ 豊かなかかわりとコミュニケーション能力の向上

「教育活動を通じた豊かな人間関係づくり」「交流及び協働を通じた豊かなかかわ

り」として多くの事業（再掲の事業が多い）が行われています。これらの事業も資質の

育成に大きく寄与しています。

「社会の一員としての資質」や「コミュニケーション能力」の獲得・向上は、変化の

激しい国際化の進む時代にあって、浦安市のすべての子どもたちにとっての重要な課題

です。今後とも、各事業の目的や内容を見直し、必要に応じて改善を図りながら、充実

した取組を期待します。
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第５節 郷土愛（誇り）

「ふるさと浦安作品展の開催」事業では、出展点数も大きく増加し成果が表れていま

す。また、「今後の方向性」には「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」とあります。郷土博物館の活用を中心軸に据えた様々な事業展開が大

きな効果をあげています。今後も博学連携して一層の推進にあたっていただくことを期

待します。

第６節 教育環境の整備・充実の推進

「地域ぐるみで子どもをはぐくむ仕組みづくり」「開かれた学校づくり」「教育環境の

整備充実」を施策の柱として、多くの有効な施策が用意され、それらが計画通り実施さ

れています。その多くが予定（想定）以上の成果を上げていて、教育の振興に大きく寄

与しています。

「生活困窮者学習支援事業」は、子どもの貧困が大きな社会問題となっている今、求

められる支援の一つです。子どもたちの居場所づくり、交流の場の拡充を期待します。

今夏の記録的な猛暑は、都市部だけでなく全国の学校で、安心で、落ち着いた教育活

動を保障するには、普通教室などへの空調設備の設置が必要であることに気付かせまし

た。浦安市ではいち早く、子どもたちに快適な教育環境との方針での設置を終了してい

ます。教育施設等の整備・充実の取組は大いに評価できます。今後とも計画的な整備を

進め、子どもたちに良好で快適な教育環境の提供を進めていただきたいと思います。

「防災教育の推進」では、防災教育指導資料を活用した授業実践、避難訓練や、引き

渡し訓練が確実に実施されていて評価できます。今夏西日本を襲った記録的な豪雨で想

定外の甚大な被害が出ています。災害はいつ起こるか分かりませんし、想定外の災害が

発生する可能性も年々大きくなっています。防災教育指導資料や各学校の防災計画の普

段の見直しが必要ですし、市の体制も見直し、充実を期していただきたいと思います。

第７節 多様な学習ニーズに応える学習機会の充実

生涯学習の推進の基本目標に「自ら学び ともに高めあい 地域に生きる 生涯学

習」の実現にあたっては、公民館、図書館、郷土博物館などの運営の充実が欠かせませ

ん。基本施策の中の「多様な学習ニーズに応える学習機会の充実」では、①学習課題に

応じた学習機会の充実、②学習情報の提供と学習相談体制の充実、③公民館・図書館の

運営の充実、の三点が示されています。

教育施策や事業の実績をみると、きめ細かい、工夫された事業が各種行われています。

公民館、図書館、郷土博物館などの運営が計画通り進められていて評価できます。ただ、

「学習相談体制の充実」では「学習相談事業」の１事業しか見当たりません。基本目標

や基本施策とのつながりを一層明確にして、目標達成のためには、どのような事業がで
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きるか、どのような事業が必要とされているかなどをよく検討し、事業の計画を進めて

いただきたいと思います。

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」では、①家庭教育の支援、②青少年の健

全育成の推進、③成人の学習機会の提供、④高齢者の学習機会の提供、の四点が示され

ています。全事業が計画通りに進められ、その多くでは開催回数や参加者が増えていま

す。ライフステージに応じた各種施策が有効に進められていると評価します。

今後は、開催回数や参加者数などの数字の評価だけでなく、質的な評価も加えていく

必要があります。参加者アンケートなどを分析して、事業の工夫・改善を進めていくこ

とを期待します。

第９節 生涯スポーツの振興と健康づくりの推進

浦安市では、陸上競技場、野球場、サッカーグランド、総合体育館、屋内水泳プール、

中央武道館などスポーツ施設が計画的に整備されています。小中学校の体育施設等も解

放され、市民がスポーツをする環境に恵まれています。また、市民のニーズを把握して

各種の魅力あるスポーツプログラムが実施されています。さらに、スポーツ推進体制も

整備されていて、それらへの支援もていねいに行われています。生涯スポーツの振興と

健康づくりに、各種事業が有効に働いていて、評価できます。

生涯にわたってスポーツに親しむことは、心身の健康づくりにつながり、日々の生活

を豊かにします。今後とも事業の工夫・改善を進めながら拡充を期待します。

「浦安スポーツフェア」は、スポーツの振興、普及、また、市民相互の親睦を深める

ことを主な目的にしている事業ですが、計画にあたっては東京オリンピック・パラリン

ピック種目を取り入れ機運を高めるなど、積極的な取組で見られ、高く評価できます。

また、前年度に比べ、実施種目数も約 26 から約 60 へ、参加者も約１万５千人から約２

万５千人と大幅に増加しており、事業の目的が期待以上に達成されています。今後とも

市民の多様なニーズを掴み事業の充実を期待します。

第 10 節 ふるさと浦安の芸術・文化の振興

浦安市の歴史・文化を丹念に調査し市史を編さんすることは有意義であると考えます。

ふるさと浦安のよさの再発見にもなります。

第 11 節 地域に生きる生涯学習活動の支援

「第２次生涯学習推進計画策定事業」は、平成 29 年度は作業を休止したとのことで

す。今後の方向性に平成 30 年度から策定作業を再開することが示されています。大事

な事業ですので、早期の推進計画策定を期待します。

第 12 節 浦安で産み育てたい環境を整える
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「子育て支援センター事業」「地域子育て支援センター事業」「子育て支援事業」「子

育てすこやか広場事業」などの事業は、「浦安で産み育てたい環境を整える」との目標

達成に有効な施策と思われます。各種事業の実績からは、数多くの子育て世代の市民が

参加していることが分かります。一層の充実・拡充を期待します。
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浦安市教育委員会点検・評価報告書（平成 29 年度）に係る意見書

氏 名：須 田 哲 史

1. 全体の講評

浦安市は、多くの視点と目配りを必要とする教育行政において、他市と比べて、多

方面にわたり、その方針と実行策が、しっかりと現場に行き届いていることが、浦安

市教育委員会点検・評価報告書（平成 29 年度）を通して理解できました。また、その

実施運営状況を確認することができるとともに、今後の実施計画策定のための点検・

評価報告書として、よくまとまっていると考えます。

浦安市を取り巻く教育環境は、ここ数年、 一気に変貌を見せております。人口減少

社会（少子高齢化）の到来は、幼・小・中学校現場のスタート時のクラス編成、授業

体制の難しさに繋がっているとともに、高齢者比率の低い都市と言われていた浦安市

にも、定年後のアクティブシニアが増え、自治会活動や地域活動への参加も着実に増

加し、公民館・図書館をはじめとした行政の担う活動拠点に押し寄せ始めています。

一方、オリンピック・パラリンピック・イヤーに向けて、浦安ホテル戦争と語られ

るほど、市内のあちこちには、大小様々なホテルが建設され、通学・就学環境に、少

なからず影響を与えました。また、ホテルオープンと同時に、外国人観光客だけでな

く、外国人就業者も増え、市内のグローバル化も加速しており、新しい対応も求めら

れています。

私たちは、直面したことのない社会と向き合っており、従来型の思考や行動原理で

は、中々、こうした課題に対応しきれなくなっています。むしろ、このような社会変

化を逆手に取りながら、パラダイムシフトを進める事が求められているように考えま

す。

民間企業では、人口減少社会を迎え、多くの体質改善を試みています。

その中で、確実に成果を出して、注目されているのが、「Consumer Driven Company

（消費者視点の会社）」です。従来型の顧客の要望を何でも聞き入れる「顧客絶対主

義」をあらため、自社の強みを活かし、顧客に期待以上の満足感を与える「顧客中心

主義」を推進している企業のことです。こうした企業は、会社側のあらゆる事情・善

意があったとしても、消費者価値に繋がらない（＝消費者に伝わらない）ものは意味

がないと、腹を括った意志決定をしています。

先に述べたような大きく変化する教育環境の中で「市民が望んでいる」という理由

で、総花的に実施されがちだった事業は見直し、市民の人づくりや居場所づくり、拠

点づくりとして、本当に望まれている教育行政とは何か。市民だけではできない、ま

さに行政だからこそ、単体もしくは、協働できる事に、絞り込みや深堀りを進めるこ
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とが、重要と言えるでしょう。実施したかどうかに重きを置いた報告から、市民視点

で、その期待値以上の活動ができたかどうかで、PDCA サイクルが回せた報告が増える

ことを期待します。

高い参画意識を持った浦安市民、プロボラを発掘し、関係諸機関の協力、積極的な

IT 化も進めながら、共に、未来に向かって、これからも真に価値ある教育施策を実行

し、創造していかれることを期待します。

2. 施策・事業ごとの講評

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

小中連携・一貫教育の推進

品川区などの一部の地域を除くと、公立校における小中一貫教育は、事例が少なく、

かつ小中校のカリキュラム連携の難しさもあり、大きく踏み込んで実施することは、

難しさを伴います。市内小中学校で、すでに施設そのものが併設されている学校など

から、小中一貫校として、試行錯誤を繰り返しながら、自らの手で創り上げていく事

が、「少子化対策の先駆け」となると考えます。

１－２ 一人一人に応じたきめ細かい授業の推進

情報教育推進事業、ICT環境の整備及び効果的な活用

今後、タブレット端末は、小学校高学年から全校に配布し、教育に取り込んでいく

ことが重要と考えます。情報リテラシーを、早期に身につけ、広くインターネットを

通して繋がっていく技術を身につけ、自ら発信する力を確実に身に着けることで、次

世代にとっての大事なツールになっていきます。

同時に日本語圏の中だけでなく、英語圏をはじめとして、他国の生の情報の取得や、

やりとりもできることで、教育成果は大きく上がります。

またリスク（個人情報の流出、炎上等）は伴いますが、一定のルールに則って利用

することで、見知らぬところで、犯罪に巻き込まれない教育も早期に行うことも可能

です。特に、SNS（ソーシャル・ネットワーク・サービス）上で起こっている問題は、

閉鎖的な社会の中でリアルに行われていたものが、仮想現実な空間で起こっている、

社会性そのものを問う課題です。これだけ普及し、一般化したスマホ・タブレット端

末の扱いを通して、教育的効果を高めていくことは必然事項と考えます。

１－２ 自主的な学習活動の奨励・支援

青少年自立支援未来塾

学習が遅れがちな中学生に対して、地域住民の協力を得て、学習習慣の確立や基礎

的な学力を身に着けさせ、学力の向上を図ることを目的とした「浦安市青少年自立支

援未来塾」は、基礎知識のどこに理解不足や、問題点があるのか、多面的な視点でも
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チェックが入り、学力向上につながっています。学校とも、さらに連携を深めて、さ

らに学習成果が向上できるように、地域をあげて取組んでほしいと考えます。

１－３ 多様な教育的ニーズに応じた支援の充実

特別支援教育の推進

日常の生活習慣、授業態度はもちろんのこと、はっぴい発表会・体育祭・合唱コン

クールなどで発表される学習成果は、何れも、児童生徒達の個性や能力を発揮したも

ので、感心させられます。浦安市は、先人のおかげで、社会的弱者の方々への教育行

政は高い水準にあると同時に、この分野の先進研究や実践体験の開発をされている

方々の知的資産も数多くあり、市内全体で、ダイバーシティ教育としても、大いに取

り入れ、学びたい内容です。

＊野澤和弘氏

（毎日新聞、論説委員、「障害者のリアルに迫る」東大ゼミ顧問）

(熊谷晋一郎氏（東京大学先端科学技術研究センター 准教授）

(下河原忠道氏（シルバーウッド社長、VR認知症体験コンテンツ制作）等々

県立特別支援学校分校誘致の推進

障害者を一括りにして考える時代から、障害の特性を個性として活かし考えていく

機会になればと思います。県立特別支援学校分校誘致についても、従来型にとらわれ

ない、上記の視点を持った浦安らしい分校の開設を期待します。

不登校児童・生徒への支援の充実

教員の不登校児童への対応と努力には、相当な力が必要とされる中、学校復帰者が

増えているのは、こうした日々の努力の表れと考えます。一方、学校現場だけでは解

決できない不登校児のケースもあり、継続して、「不登校児の居場所づくり」や、き

め細かな実態把握と地道な取り組みを必要としています。その意味でも、不登校者数

の数や内容の単年度集計に加え、年次推移・内容分析・対策法も関係部署で共有し、

その努力を続けていただきたいと考えます。

第２節 豊かな心（徳）

２－１ 豊かな心の育成

規範意識の向上及び道徳性の育成

インターネットの普及で、匿名化による誹謗中傷等が進んでおり、実態感のない

世界の中で、「無知や思い込み」で起こる人権問題が多発している中、2020オリンピ

ック・パラリンピックも踏まえて、様々な人権テーマに、家庭教育も巻き込んで、

取り組んでもらうことを願います。

第３節 健やかな体（体）
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３－１ 体力の向上と健康・安全教育の推進

交通事故防止の対策の充実

ここ数年のホテル建設ラッシュの中、幼少中学校の校門前に、ホテルの自動車通

用の正門が作られそうになる事案が３件、立て続けに発生しました。住民・学校の

努力で、回避されましたが、市内の学校・園の通学路で、建設企画段階で子どもの

安全が守られぬような商業行為が、行政チェックの中で自浄作用が利かない事態に

憂慮しています。

また、その後のホテル建設着工後も、通学路において、登校時間帯に、工事開始待

ちトラック、納品待ちの自動車の路上駐車が絶えないという問題で、学校・地域関

係者は、多くの時間を費やされています。市内の小学校の正門に、早朝、タクシー

車両が、突っ込む事故がありましたが、高齢者ドライバーも増える中、今まで通り

の通学路点検や、見守り方法では、通用しない対策が求められています。

すでに、通学路の減速サインの設置など進めていますが、

① 通学路の自動車の減速（ゾーン30）の導入

② 通学路での工事車両進入・時間待ち駐車禁止等

③ 通学路として狭い生活道路のチェックと対応検討等

といった具体的施策を通学路点検結果に基づいて、行政（保健体育安全課、市民安全

課、道路管理課、道路整備課、青少年センター）・地域協力関係者・警察等と情報共

有、実施し、交通安全面の確保を進めることが重要と考えます。

第５節 郷土愛（誇り）

５－１ ふるさと浦安の歴史・文化への理解向上

ふるさと浦安の歴史・地域学習の充実

変わりゆく今の浦安、これからの浦安を共に考え、整理共有していく作業も他の

都市からの流入者が多い浦安にとっては、郷土愛につながります。新しい浦安の姿

（例えば、観光都市、ホテル客室数NO.1、関東の鉄鋼流通ハブを担う鉄鋼団地、東

京を支えるベッドタウン等々）地域連携で「新・浦安風土記」をまとめ始めてみる

時期と考えます。

第６節 教育環境の整備・充実の推進

６－２ 開かれた学校づくり

教員が子どもと向き合う環境の整備

（事務の軽減化・効率化の推進、教職員のメンタルヘルスカウンセリング事業）

学校事務職員・メンタルヘルス相談員の増員だけでなく、働く教員の労働環境整備

（労働時間管理、相談体制、部活顧問、事務作業の見直し等）が急務です。教師の

働き方改革の中でも、部活動関連業務の軽減は、喫緊課題と認識しています。各ス

ポーツ連盟との調整で、土日・祝日に行われるスポーツ大会の運営見直しや、日々
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の部活動の練習時間見直し等が、部活動推進事業を行う中で、同時に検討、改革・

改善が必至と考えます。

各校によって、事情は異なりますが、多くの保護者が抱く児童生徒の多かった時代

の部活動体制ではなく、少子化の中で、より密度の濃い部活動ができるように、校

区を越えた合同部活動、地域の力を活かした指導練習を進め、指導者のライフワー

クバランスや職場環境改善に努めることが、重要と考えます。

浦安市奨学金制度

若者の学費ローン問題がクローズアップされています。奨学金制度で、将来、返

済を必要とする貸し付けを行う際には、くれぐれも学生に対し、ローンを組むとい

うことについて、適切な金銭教育も同時に行うことで、将来にわたっての、返済不

能者を作らぬように、そのリスクをしっかりと認識した上での、手続きが踏まれる

ように、進路指導現場と情報の共有を進めていただきたく考えます。

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

就労支援事業

少子化による若手労働者の不足や、オリンピック景気に後押しされて、 新卒

採用や一部中途採用は、売り手市場に転じました。しかしながら、女性・非正規雇

用者・ミッシングワーカー（介護等で、労働市場から消えた方々）、精神障害者の就

労には、まだまだ採用のハードルの高さと企業側の理解不足が壁となっている現実

があります。就労支援講演会、情報提供等で、公民館機能を果たしていただきたく

考えます。

第12節 浦安で産み育てたい環境を整える

（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）

子育て支援センター及び地域子育て支援センター

子育て支援の体制が徐々に整ってきているにもかかわらず、少子化、核 家族化

の中で、情報にたどりつけず、悩みを抱えたまま、孤立する母親が増えています。

地域の力（社会福祉協議会、NPO、ショッピングセンター）とも連携し、交流でき

る場の提供や相談・情報提供をより円滑にできるように、母親同士のネットワーク、

情報交換場所の提供（＝ホッとできる休憩場所）等の充実を進めることが重要と考

えます。

第13節 こどもが元気に成長できる環境を整える
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13－１ こどもの健やかな成長を支える

浦安市における少子高齢化は、子どもたちの元気を支えていた大人たちの減少もあ

り、地域のサポート体制の変革も望まれています。地域の担い手である自治会・町内

会・PTAや親父の会なども、高齢化の波の中で、新たな役割の見直しやネットワークの

再構築づくりを模索しており、公民館や学校は、施設面だけでなく、それぞれの抱え

ている課題の解決手段のための知的資産の集積地、情報交換・交流の場です。

学校・学校支援コーディネーター・公民館は、こうした点を踏まえて、いち早くネ

ットワークづくりや、協働体制の構築、プロボノ人材の発掘等に尽力いただきたく考

えます。

その他事項

廃止の判断について

植物工場推進事業の廃止の判断は、明確な理由に対して、適切な判断を行っており、

前向きな撤退・廃止と評価します。基本的に、どの事業も、期限付きであり、人口減

少の時代においては、勇気ある撤退や事業廃止は、重要な現場判断です。行政の事業

は性善説で進みやすく、本来求められる成果とは異なった一部の過度な負担や、経費

の垂れ流しになりかねません。

余談ですが、生涯学習等の推進者の中から引継ぎ手が見つかり、収支が合えば、検

討する・・といった事業移管するといったことも有効策と考えます。


