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第１章 点検・評価の趣旨等                         

 

1 点検・評価の趣旨 

 

「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」の改正（平成20年４月１日施

行）により、各教育委員会は、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・評価を行い、その結果に関する報告書を作成し、議会に提

出するとともに、公表することとされました。 

浦安市教育委員会は、教育委員会が決定した「平成23年度教育施策」に沿っ

た事務を教育委員会事務局が執行しているかどうかについて、教育委員会自ら

が事後にチェックすることの必要性に加え、地域住民に対する説明責任を果た

すという趣旨を踏まえ、昨年度に引き続き点検・評価を行います。 

なお、本市が取り組むべき教育の方向性や目指す子ども像を示すとともに、

その実現のための施策を計画的に推進するため、平成22年11月に策定した「浦

安市教育ビジョン」も考慮しつつ、点検・評価するものです。 

 

２ 点検・評価の方法 

 

（１）点検・評価の対象 

 

本報告書は「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」第27条第１項の 

規定に基づき作成したものであり、平成23年度の教育委員会活動を振り返る    

とともに、本市教育委員会が毎年定める「平成23年度教育施策」の推進施策 

ごとに、教育委員会自らが事務の進捗状況について点検・評価したものです。 

 

（２）学識経験者の知見の活用 

 

「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」第27条第２項の規定では、

教育に関し学識経験を有する者の知見の活用を図ることとなっています。 

このため、点検・評価についての報告書を作成するにあたっては、「教育

委員会の点検・評価報告書に係る有識者懇談会」を設置し、点検・評価に関

するご意見をうかがいました。なお、懇談会委員の方々は下記でのとおりで

あり、委員の方々からの主なご意見を「第４章」(54～59ページ)に記載し

ました。 
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・懇談会委員名簿                     

  氏 名        職       等 

長澤 成次 千葉大学理事 

渋川 善二 元浦安市立美浜南小学校長、元学務課長 

舟田  香 元浦安市立美浜中学校長、元社会教育課長、 

・懇談会 

９月  ３日出席者：渋川善二委員、舟田 香委員 

10月 15日出席者：長澤成次委員、渋川善二委員、舟田 香委員 

 

３ 点検・評価の概要 

 

（１）教育委員の活動状況 

教育委員会会議での審議状況や教育委員会議以外の活動状況について記

載しました。 

 

（２）施策の実施状況等 

平成23年度浦安市教育施策に掲げる施策ごとに事業の実績と今後の方向

性を記載しました。 

また、教育委員会会議での主な意見を記載しました。 

 

（３）有識者からの意見 

有識者からのご意見のうち主なものを記載しました。 
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第２章 教育委員の活動状況                         

 

１ 教育委員会委員名簿（平成 23年度在籍） 

 

職 名 氏  名 任    期 

委 員 長 小比類巻 勲 平成 20年 10月１日～平成 24年９月 30日 

委   員 川端 秀仁 平成 19年 10月５日～平成 23年 10月４日 

（平成 22年 11月９日～平成 23年 10月４日 

職務代理者） 

平成 23年 10月５日～平成 27年 10月４日 

（平成 23年 11月９日～平成 24年 11月８日 

職務代理者） 

 西脇 保幸 平成 21年 11月９日～平成 25年 11月８日 

 宮澤ミシェル 平成 22年２月 26日～平成 24年９月 30日 

委   員 

（教育長） 

黒田 江美子 平成 19年８月１日～平成 23年７月 31日 

平成 23年８月１日～平成 27年７月 31日 

 

  ２ 教育委員会会議での審議状況 

    

平成23年度においては、定例会を12回、臨時会を１回開催しました。条  

例・規則の改正や教育費の予算、教育施策、審議会委員の委嘱などの議案を審

議し、各種事業の開催や実施状況などの報告を受けました。 

 

   議案の性質別件数 

分類 項    目 件数 

1 教育行政の運営に関する基本方針の決定 6 

2 教育委員会規則等の制定・改廃 19 

3 管理職以上の職員の任免 2 

4 附属機関の委員の任命・委嘱 14 

5 教育関係職員の人事方針の決定 2 

6 教育功労者の決定 1 

7 当初・補正予算審議 5 

8 その他 6 

計 55 
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平成 23年度 教育委員会会議 議案等一覧 （＊分類は前ページの分類番号と対応しています。） 

議名 

開催日 
議     案 

分

類 

傍聴 

者数 

第４回定例会 

４ 月 14 日

（木） 

議案なし 

平成 22年度芸術鑑賞教室狂言開催報告、他 12件の報告 

－ ０人 

 

第５回定例会 

５ 月 12 日

（木） 

・平成 23 年度一般会計（教育費）にかかる補正予算（案）

について 

・浦安市学校給食センターの設置及び管理に関する条例の一

部を改正する条例の一部を改正する条例（案）の制定につ

いて  

・浦安市公民館運営審議会委員の委嘱について 

・平成 23 年度教科用図書葛南西部採択地区協議会規約

（案）について 

・平成 23 年度教科用図書葛南西部採択地区協議会事務経費

予算（案）について 

・平成 23 年度教科用図書葛南西部採択地区協議会委員の推

薦について 

７ 

 

１ 

 

 

４ 

８ 

 

８ 

 

８ 

０人 

第２回臨時会 

５ 月 30 日

（月） 

・浦安市教育委員会組織規則の一部を改正する規則の制定に

ついて 

・浦安市教育委員会管理職の任命について 

２ 

 

３ 

０人 

第６回定例会 

６ 月 ９ 日

（木） 

・浦安市学校給食センター運営委員会委員の委嘱について 

・浦安市社会教育委員の委嘱について  

・浦安市青尐年センター運営協議会委員の委嘱について 

・浦安市青尐年補導員の委嘱について 

・浦安市公民館運営審議会委員の委嘱について 

・浦安市図書館協議会委員の委嘱について 

４ 

４ 

４ 

４ 

４ 

４ 

０人 

第７回定例会 

７ 月 14 日

（木） 

・浦安市教育委員会教育長の任命について 

・浦安市立学校職員服務規程の一部を改正する訓令の制定に

ついて 

８ 

２ 

０人 

第８回定例会 

８ 月 11 日

（木） 

・平成 23 年度一般会計(教育費)に係る補正予算(案)につい

て 

・浦安市学校給食センター運営委員会規則の一部を改正する

規則の制定について 

・浦安市学校給食センター運営委員会委員の委嘱について 

・浦安市体育指導委員の委嘱について 

・浦安市公民館運営審議会委員の委嘱について 

７ 

 

２ 

 

４ 

４ 

４ 

２人 
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・平成 24年度使用教科用図書の採択について ８ 

第９回定例会 

９ 月 ８ 日

（木） 

・浦安市都市公園条例の一部を改正する条例の施行期日を定

める規則の制定について 

・浦安市球技場管理規則の一部を改正する規則の制定につい 

 て 

・浦安市公民館運営審議会委員の委嘱について 

・平成 23 年度浦安市教育功労者表彰の被表彰者の決定につ

いて 

２ 

 

２ 

 

４ 

６ 

０人 

第 10 回定例会 

10 月 13 日

（木） 

・浦安市体育指導委員規則の一部を改正する規則の制定につ

いて 

・浦安市立幼稚園預かり保育実施要綱の一部を改正する告示

の制定について 

・浦安市青尐年補導員の委嘱について 

２ 

 

２ 

 

４ 

０人 

第 11 回定例会 

11 月 10 日

（木） 

・平成 23 年度一般会計（教育費）に係る補正予算（案）に

ついて 

・指定管理者の指定について（旧宇田川家住宅及び旧大塚家

住宅の指定管理者） 

・浦安市立小学校及び中学校通学区域に関する規則の一部を

改正する規則の制定について 

７ 

 

８ 

 

２ 

０人 

第 12 回定例会 

12 月 ８ 日

（木） 

・浦安市視聴覚ライブラリー運営委員会委員の委嘱について ４ ０人 

第１回定例会 

１ 月 12 日

（木） 

・平成 23年度一般会計（教育費）に係る補正予算（案）に 

ついて 

・平成 24年度一般会計（教育費）に係る当初予算（案）に 

ついて 

・浦安市公民館の設置及び管理に関する条例の一部を改正する

条例（案）の制定について 

・浦安市立図書館設置条例の一部を改正する条例(案)の制定に

ついて 

・浦安市学校給食センターの設置及び管理に関する条例の一部

を改正する条例の施行期日を定める規則の制定について 

７ 

 

７ 

 

１ 

 

１ 

 

２ 

０人 

第２回定例会 

２ 月 ９ 日

（木） 

議案なし 

平成 23 年度第 14 回市民手工芸展開催案内、他８件の報告、

請願１件 

 ０人 

第３回定例会 

３ 月 ８ 日

・浦安市社会教育委員会議規則の一部を改正する規則の制定に

ついて 

２ 

 

０人 
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（木） ・浦安市立図書館管理運営規則の一部を改正する規則の制定

について 

・浦安市教育委員会事務決裁規程の一部を改正する訓令の制定

について 

・浦安市家庭教育指導員の任命について 

・人事案件 

・人事案件 

２ 

 

２ 

 

４ 

５ 

５ 

第１回臨時会 

３ 月 29 日

（木） 

・平成 24 年度教育施策について 

・浦安市教育委員会組織規則の一部を改正する規則の制定につ

いて 

・浦安市図書館協議会運営規則の一部を改正する規則の制定に

ついて 

・浦安市公文書規程の一部を改正する訓令の制定について 

・平成 24年度学校教育指導の指針について 

・平成 24年度幼稚園教育指導の指針について 

・浦安市教育委員会管理職の任命について 

・浦安市教育委員会職員の職名に関する規則の一部を改正す

る規則の制定について 

・浦安市教育委員会教育長職務代理者指定規則の一部を改正す

る規則の制定について 

・浦安市教育委員会事務決裁規程の一部を改正する訓令の制定

について 

・浦安市立幼稚園管理規則の一部を改正する規則の制定につ

いて 

１ 

２ 

 

２ 

 

２ 

１ 

１ 

３ 

２ 

 

２ 

 

２ 

 

２ 

０人 

 

＊議案55件の審議の他、179件の報告事項について取り扱いました。 
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３ 教育委員会会議以外の活動状況 

 

教育委員は、教育委員会会議への出席の他に市内の学校を訪問して教育現場の

状況を把握するとともに、議案や教育課題などに対する理解を深め、多面的な角

度から議論を行うため勉強会を開催しました。また、国・県等が主催する研修会

や総会、各種行事・大会などにも参加しました。 

 

（１）学校訪問 

開催日 訪問先 

平成２３年 ５月１８日 入船北小学校 

平成２３年 ７月 ７日 日の出小学校 

平成２３年１１月 ９日 高洲北小学校 

平成２４年 １月１７日 東野小学校 

 

（２）勉強会 

開催日 内容 

平成２３年７月１４日 平成 24年度使用教科用図書の採択について① 

平成２３年８月 ４日 平成 24年度使用教科用図書の採択について② 

 

（３）総会・研修会等 

開催日 内容 

平成２３年５月１９日 関東甲信越静市町村教育委員会連合会理事会 

（関東甲信越静市町村教育委員会連合会総会及び 

研修会は、震災のため中止） 

平成２３年５月２７日 全国市町村教育委員会連合会定期総会 

平成２３年７月 ４日 千葉県市町村教育委員会連絡協議会総会及び研修会 

平成２３年８月３０日 葛南地区教育委員会連絡協議会講演会 

平成２３年９月 ５日 
千葉県市町村教育委員会連絡協議会 

第１回教育委員研修会 

平成２４年１月２３日 
千葉県市町村教育委員会連絡協議会 

第２回教育委員研修会 
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（４）その他の行事 

開催日 内容 

平成２３年 ４月 １日 教職員新任式 

平成２３年 ５月１４日 浦安市ＰＴＡ連絡協議会総会 

平成２３年 ５月２１～２２日 当代島公民館文化祭 

平成２３年 ６月 ４日 小学校陸上競技大会 

平成２３年 ７月 ２日 子どもたちの豊かな育ちと学びを支援する会 

平成２３年 ７月 ９日 第４回ジュニア３Ｂ関東大会 

平成２３年 ８月 ５日 生涯学習フォーラム 

平成２３年 ８月２４日 ＴＤＬジョイントコンサート 

平成２３年 ８月３０日 日本３Ｂ体操協会創立40周年関東大会 

平成２３年 ９月１９日 浦安市ＰＴＡ連絡協議会スポーツ大会 

平成２３年１０月 ２日 郷土博物館作品展授賞式 

平成２３年１０月 ３日 ふるさと浦安作品展 

平成２３年１０月 ９日 浦安スポーツフェア２０１１ 

平成２３年１０月 ９日 富岡公民館文化祭 

平成２３年１０月２２日 自治会連合会表彰式 

平成２３年１０月２６日 森づくり講演会 

平成２３年１０月２９日 堀江公民館文化祭 

平成２３年１１月 １日 千葉県教育功労表彰式 

平成２３年１１月 ３日 市民功労表彰式 

平成２３年１１月１９日 県教育塔合祀慰霊祭 

平成２３年１１月２０日 浦安市美術展表彰式 

平成２３年１１月２６日 特別支援学校合同発表会はっぴい発表会 

平成２３年１２月３～５日 幼稚園作品展 

平成２３年１２月１１日 市民演奏会 

平成２３年１２月１５日 千葉県子ども支援連絡会議 

平成２４年 １月 １日 新年賀詞交歓会 

平成２４年 １月 ８日 消防出初式 

平成２４年 １月 ９日 成人式 

平成２４年 １月２０日 青尐年問題協議会 

平成２４年 ２月 ２日 青尐年善行表彰式 

平成２４年 ２月 ３日 教職員県外派遣報告会 

平成２４年 ２月 ５日 第21回東京ベイ浦安シティマラソン 

平成２４年 ２月１７日 浦安市ＰＴＡ連絡協議会懇親会 

平成２４年 ３月３０日 教職員退職者感謝状贈呈式 
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第３章 施策の実施状況等                           

 

施策・事業名・・・・第１節から第７節までは、浦安市教育ビジョンに基づく施

策・事業を記載 

第８節から第 10 節までは、浦安市第２期基本計画に基づく

施策・事業を記載 

事業名・・・・・・・ ◎は浦安市第２期基本計画に基づく事業、○は財政課が定め

る主要事業 

実績・・・・・・・・平成 23年度の事業実績を記載 

今後の方向性・・・・事業ごとに平成 24年度以降の取組みの方向性を記載 

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 学ぶ意欲の育成と確かな学力形成 

施     策  事 業 名・担 当 部 署 実    績 

一人一人に応じ

たきめ細かい授

業の推進 

 

・尐人数教育推進事業 

／学務課・指導課 

 

 

 

○きめ細かな指導推進事業 

／教育研究センター 

 

 

 

○授業モデル「うらやす」作成事業 

／教育研究センター 

 

・小学校高学年における一部教科担任

制の導入 

／学務課・指導課 

 

○情報教育推進事業 

／教育研究センター 

 

 

○学校支援ボランティア推進事業 

延べ 73 名の尐人数教育推進教員を全小・中学校に

配置し、尐人数教育推進教員を対象に教員研修を

年 6 回実施し、個々に応じたきめ細かな指導の充

実を図りました。 

 

教員の資質向上・授業力アップを図るため研修会

を年 3 回開催するとともに、具体的な指導ポイン

トや指導方法を「きめ細かな指導資料」（第 4 号）

にまとめ発行しました。 

 

本市の授業モデルとなる学習指導案集（第 4 集）

を作成し、発行しました。 

 

専科教員による音楽等をはじめ、算数、社会、理

科、図画工作、外国語活動等、各校の実情に応じ

て取り組みました。 

 

夏季休業中にＰＣ講座を 6 回実施しました。全

小・中学校 26 校で巡回ＩＣＴ講習会を実施しまし

た。 

 

教育（保育）活動に係る学校支援ボランティア活
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／指導課 

 

動時の事故等について、教育委員会として一定の

範囲内で補償する保険に延べ 3,393 名が加入し、

周知することで、学校支援ボランティア活動を推

進しました。 

 

自主的な学習活

動の奨励・支援 

 

・家庭学習習慣の推奨 

／指導課 

 

 

 

 

・児童生徒科学作品展の開催 

／教育研究センター 

 

 

・ふるさと浦安作品展の開催 

／郷土博物館 

家庭と学校をつなぐ取組として、学校訪問の際に

発達段階に応じた家庭学習を推奨しました。ま

た、中学校においては、県教育委員会事業「ちば

のやる気」学習ガイドを周知し、家庭学習の課題

としても取組めることを助言しました。 

 

理科学習の充実のため、科学作品展を実施し、延

べ 738 名が来場しました。144 点の出品があり、

そのうち 14 点を特選としました。 

 

「ふるさと浦安」への作品制作や研究により、ふ

るさとを愛する気持ちを育てる作品展を開催しま

した。参加者数は 1,014名でした。 

＜今後の方向性＞ 

・尐人数教育推進事業は、尐人数教育推進教員の指導力向上のための研修をより一層充実させ、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 

・きめ細かな指導推進事業については、今後も教員の資質向上・授業力アップを図るために研修会を開催していき

ます。また、指導のポイントや指導方法を全小・中学校に周知して、教員の指導力向上を支援し、きめ細かな指

導の充実を図ります。/教育研究センター 

・授業モデル「うらやす」作成事業については、本市の授業モデルとなる学習指導案をデータベース化し、教員が

共有化して活用できるようにしていきます。/教育研究センター 

また、小学校高学年における一部教科担任制の導入については、各校の実情に応じて今後も取り組んでいきたい

と考えています。/指導課・学務課 

・情報教育推進事業については、今後も夏季休業中にＰＣ講座を行うとともに全小・中学校で巡回ＩＣＴ講習会

を実施し、教員のＩＣＴ活用能力の向上を図ります。/教育研究センター 

・学校支援ボランティア推進事業については、引き続き学校支援ボランティアを推進するための保険に加入する

とともに、各小中学校・園に周知して、学校支援ボランティアの活用を促進していきます。/指導課 

・自主的な学習活動の奨励と支援を図る家庭学習習慣の推奨については、引き続き、県教委事業「ちばのやる

気」学習ガイドの活用を周知するとともに、県教育委員会のＨＰ「家庭学習について考えよう」などをはじめ

とする家庭学習について情報提供を行っていきます。/指導課 

・児童生徒科学作品展の開催は、今後も理科教育振興のため、体験コーナーや理科センター実施事業紹介コーナ

ーの充実を図ります。/指導課 
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・ふるさと浦安作品展の開催については、自由研究を通して郷土浦安を学び、郷土を愛する気持ちを育てられる

よう、博物館活用推進委員会と連携して内容の充実に努めていきます。/郷土博物館 

 

１－２ 今日的な教育課題に対応する教育の推進 

施     策 事 業 名・担 当 部 署 実    績 

教育研究・実践

のシステム化 

 

・研究指定校・研究奨励校の指定事業

／指導課 

 

・校内研究の奨励・支援 

／指導課 

 

 

○授業モデル「うらやす」作成事業 

【再掲】 

／教育研究センター 

本市教育振興のため、各学校へ研究指定等の指導

助言を行いました。 

 

幼稚園・学校の各教科等における研修を支援する

ため、要請に応じて訪問し、指導・助言を行いま

した。 

 

本市の授業モデルとなる学習指導案集（第 4集）

を作成し、発行しました。 

国語教育の充実 ・子ども読書活動推進事業 

／指導課 

 

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。 

理数教育の充実 ◎理科支援ティーチャー配置事業 

／指導課 

 

・理科センター事業の充実 

／教育研究センター 

 

 

・尐人数教育専修教員（算数・数学）

配置事業 

／学務課・指導課 

市内小学校に 6 名配置し、小学校の理科における

観察や実験などの学習サポートを行いました。 

 

教員、子ども対象の事業を理科センター協力員と

ともに、教員の理科研修、子どもたちの理科学習

支援を実施しました。 

 

尐人数教育専修教員１名を市内小学校 11校に計

34 週間派遣し、尐人数教育推進教員、県費尐人数

加配教員及び若年層本務教員を中心に算数・数学

に係る指導、助言、示範授業、校内研修講師等幅

広く実施しました。 

 

英語活動・英語

教育の充実 

○英語教育推進事業 

／指導課 

各小・中学校に 19 名の ALT を配置し、ALTコーデ

ィネーターを 1 名小学校に派遣しました。 

 

勤労観・職業観

を育む教育の充

実 

・キャリア教育の推進 

／指導課 

 

年 3回のキャリア教育推進委員会を実施し、各校

のキャリア教育推進計画を見直しました。また、

各小中学校において職業調べや体験学習等を実施
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・まちの起業家養成事業 

／商工観光課・（指導課） 

しました。 

 

キャリア教育の関連情報を学校へ発信しました。 

情報教育の充実 

 

○情報教育推進事業【再掲】 

／教育研究センター 

夏季休業中にＰＣ講座を 6回実施しました。全

小・中学校 26校で巡回ＩＣＴ講習会を実施しまし

た。 

 

＜今後の方向性＞ 

・研究指定校・研究奨励校の指定事業については、今後も浦安市の教育の振興のため、研究指定等の指導助言を

行っていきます。/教育研究センター・指導課 

・校内研究の奨励・支援については、要請訪問や学校訪問での指導・助言を行い、幼稚園・学校の各教科等にお

ける研修を支援していきます。 

・授業モデル「うらやす」作成事業については、本市の授業モデルとなる学習指導案をデータベース化し、教員

が共有化して活用できるようにしていきます。/教育研究センター 

・子ども読書活動推進事業については、今後も小・中学校の学校図書館の蔵書の充実に努めるとともに、幼稚

園・保育園と小・中学校、公立図書館の連携を深め、計画的に読書活動の推進を図ります。/指導課 

・理科支援ティーチャー配置事業については、新学習指導要領の理数教育の充実の観点から、今後とも活用を推

進していきます。/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

育をより一層推進するとともに、小中連携の視点を踏まえ系統性のある一貫した学習指導に努めます。/指導課 

・発達段階に応じた年間指導計画に基づく情報交換を行い、中学校区ごとに小・中学校が連携したキャリア教育

の推進を図っていきます。/指導課 

・まちの起業家養成事業については、キャリア教育の学習計画をふまえながら、推進していきます。/指導課 

・情報教育推進事業については、今後も夏季休業中にＰＣ講座を行うとともに全小・中学校で巡回ＩＣＴ講習会

を実施し、教員のＩＣＴ活用能力の向上を図ります。/教育研究センター 

 

１－３ 多様な教育的ニーズに応じた支援の充実 

施     策 事 業 名・担 当 部 署 実    績 

特別支援教育の

推進 

 

◎まなびサポート事業 

／教育研究センター 

 

 

 

 

 

 

まなびサポートチーム員（医師 3名、指導主事 3

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、特別な教育的支援が必要な子どもの就学に

関する相談を行いました。保育園、幼稚園、小・

中学校への訪問相談は年間 754回実施し、特別支

援教育の体制整備、個別の相談を進めました。ま

た、心身障がい児支援員を 22 名配置しました。 
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・学習支援室活用の推進 

／教育研究センター 

 

 

 

・県立特別支援学校分校誘致の推進 

／教育政策課・学務課 

小学校４校に個別対応のための学習支援室備品の

整備を行いました。平成 23 年度までに備品整備さ

れた学校での使用状況や活用状況の確認をしまし

た。 

 

県知事、県教育委員会教育長に要望書を提出しま

した。 

 

不登校児童・生

徒への支援の充

実 

○教育相談推進事業 

／指導課 

 

 

○適応指導教室における教育機能の充  

実／指導課 

全小・中学校に 26 名のＳＬＣを配置し、児童生徒

の精神的な悩みの発見・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。 

 

不登校やひきこもり傾向の児童・生徒の集団生活

の適応指導能力や自己決定力を育成するため、適

応指導教室を運営するとともに、教育相談や訪問

相談を行いました。電話相談は 336 回、来所相談

は 1,429 回、訪問相談は 556 回ありました。 

 

外国籍等の子ど

もたちの日本語

サポート体制の

充実 

・日本語指導員の派遣／指導課 日本語指導員を派遣し、18名の児童・生徒に学習

支援を行いました。 

＜今後の方向性＞ 

・まなびサポート事業については、相談活動や特別支援教育の体制整備、個別の指導計画の作成など一人ひとり

の教育的ニーズに応じた指導が展開されるよう学校・園への指導・支援の充実を図ります。/教育研究センター 

・特別支援学級整備事業では、特別支援学級に通う児童・生徒が、地域の学校で教育が受けられるよう、全小・

中学校への特別支援学級の整備を計画的に進めます。/教育研究センター 

・学習支援室整備事業については、余裕教室の状況を把握しながら平成 24 年度には４校、その後は計画的に整備

していきます。/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、引き続き県へ本市の抱える課題や要望を伝えるとともに、参考

となる県内外特別支援学校分校の情報収集を行います。また、県の方針を見据えつつ必要に応じて検討委員会

を設置し、今後の方針や対応について協議します。/教育政策課 

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

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

・適応指導教室における教育機能の充実については、心理的・情緒的要因によって集団不適応及び不登校児童を

対象に、学習活動・集団活動を通して自己決定力育成の支援を継続していきます。また、引きこもり傾向の児

童・生徒に対しては、訪問相談員が電話相談や訪問相談の中でカウンセリングを行い、自己決定力育成の支援
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を継続していきます。/指導課 

・日本語指導員の派遣については、今後も小･中学校において、諸外国から編入学してきた日本語指導を必要とす

る児童･生徒に日本語指導員を派遣し、学校生活への適応を図ります。/指導課 

 

１－４ 学びの連続性を重視した教育の推進 

施     策 事 業 名・担 当 部 署 実    績 

学校種間の連

携 

 

◎幼・保・小連携教育の推進 

／指導課・保育幼稚園 

 

 

 

 

・小中連携教育の推進 

／指導課・学務課 

 

・中・高連携教育の推進 

／指導課・教育政策課 

日の出地区（日の出小学校・日の出南小学校・日の

出幼稚園・日の出保育園）を研究指定校（園）に指

定し、幼保小の連携教育を推進しました。研修会を

実施し、保育者・教師間の相互理解を深めることに

努めました。 

 

各中学校区を単位とし、生徒指導や学力向上、防災

教育等、各学区の実情に応じて取り組みました。 

 

震災による影響で中学生と高校生の交流事業を実施

できませんでしたが、市内公立高校が実施する「開

かれた学校づくり委員会」や各中学校の進路指導を

通して、連携を図りました。 

 

小中連携・一

貫教育の推進 

◎小中連携・一貫教育の推進 

／教育政策課・指導課・学務課 

小中連携・一貫教育検討会議を 10回、作業部会を

8 回開催し、基本方針やカリキュラム作成に関する

協議を行いました。年度末には、「浦安市小中連

携・一貫教育推進基本計画（案）」を策定しまし

た。 

 

＜今後の方向性＞ 

・学校種間の連携については、小中連携・一貫教育の運営方針や施設設備を検討する「浦安市小中連携・一貫教

育推進委員会」と、カリキュラムを検討する「浦安市小中連携・一貫教育カリキュラム等作成委員会」等によ

り、本市にふさわしい小中連携・一貫教育の研究をさらに推進します。/指導課 

・幼・保・小連携教育の推進については、接続期のカリキュラムの作成、実践・検証を行い、その成果を報告書

などにまとめていきます。/指導課 

・市内公立高等学校との中高連携教育の推進のあり方については、各公立高校を中心として実践化が図られてき

ているので、各公立高校が設置する「開かれた学校づくり委員会」の実施に繋げていきます。/指導課 

・小中連携・一貫教育の推進については、本市の小中連携・一貫教育に係る標準的なカリキュラムを作成し、義

務教育９年間を見通した教育を推進します。「小中連携・一貫教育検討委員会」においてカリキュラムの内容

について吟味し、必要に応じて修正を加える等、より精緻なものにするとともに、環境の整備等についても検
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討をします。/教育政策課・指導課・学務課 

 

教育委員会議での主な意見 

ふるさと浦安作品展は、子どもの発表のよい機会であり、それから、博物館と学校との連携のよい材料にもな

るので、ぜひ学校現場でこの事業をもっとうまく生かしてもらいたい。 

相談事業について、いじめ１１０番は電話相談で、尐しでも深刻な相談があれば、学校と連携しながら対応し

ている。両者の情報を共有し、できる限り子どもに寄り添った事業にしてほしい。  

スクールライフカウンセラーの相談事業は学校と直接関係していて、スクールライフカウンセラーが各学校に

配置されている相談事業で、先生方とも結びついて進められていることから、成果が認められる。 

適応指導教室は、不登校関係の相談、主に親のケアについての相談で、解決の難しい事例が多く成果はなかな

か見えてこないが、素晴らしい事業なので有効に活用する意味でも、適応指導教室の機能をしっかりと把握した

上で、各部署と学校やいろいろな相談機関との連携を図りながら、有効活用していくことが必要である。 

 まなびサポート事業は、就学指導にかかわる相談で、精神的なものや情緒的に難しい相談もあるが、適切な指

導が受けられるという状況では、とても生かされている。各種相談事業の連携が必要であり、今後も指導者に、

努力していただくよう希望する。 

相談事業はいろいろあり、浦安市の相談活動はとても充実している。 

心身障がい児補助教員と支援員の役割も大事であるので、研修をしっかり行ってもらいたい。加えて、係わっ

ている担任と同じ歩調で考えてもらいたい。機会があれば、担任も補助教員と一緒に、補助教員、支援員の役割

を把握できるような研修に参加してもらいたい。 

 

 

第２節 豊かな心(徳) 

２－１ 豊かな心の育成 

施     策 事 業 名・担 当 部 署 実    績 

道徳的実践力

や規範意識の

向上 

・人権啓発推進事業 

／企画政策課・指導課 

 

 

・ボランティア活動推進事業 

／指導課 

 

・道徳教育・人権教育の推進 

／指導課 

 

人権啓発のため、「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、生徒の人権啓発を推進しました。 

 

学校訪問を通じて、地域行事への参加等、ボランテ

ィア活動推進の指導助言を行いました。 

 

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、道徳教育の推進や教師の人権意識の向上を

図りました。 

 

生徒指導機能

の向上 

・生徒指導推進事業 

／指導課 

生徒指導体制の充実のため年間 3回の研修会を実施

しました。また、電話相談による「いじめ 110番」
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○教育相談推進事業【再掲】 

／指導課 

 

では年間で 18件の相談を受理しました。 

 

全小・中学校に 26 名のＳＬＣを配置し、児童生徒

の精神的な悩みの発見・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。 

 

＜今後の方向性＞ 

・人権啓発推進事業については、道徳の時間とそのほかの道徳的実践をリンクさせた道徳教育の推進に努めるとと

もに、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、生徒の人権啓発を推進していきます。/指導課 

・ボランティア活動推進事業については、学校と地域の連携を促進し、ふるさと浦安への郷土愛を育むことを目指

し、今後も地域行事等、ボランティア活動を推進していきます。/指導課 

・道徳教育・人権教育の推進については、児童・生徒の道徳性を育むための具体的な研修を行い、学校訪問を通じ

て道徳の授業について助言を行っていきます。人権教育では研修会を通じて児童・生徒や教職員の人権感覚や人

権意識を高める研修を行っていきます。/指導課 

・生徒指導推進事業については、各小・中学校における教育相談の充実を推進するとともに、教育総務部指導課

に設置している「いじめ 110 番」専用電話を継続し、いじめに悩む児童・生徒や保護者の悩みを受け止め、解

決に向けてのアドバイスを行います。/指導課 

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

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

 

２－２ 情操を豊かにする教育の推進 

施     策 事 業 名・担 当 部 署 実    績 

情操教育の推

進 

 

○文化・芸術活動体験の推進 

／指導課・教育研究センター 

 

 

○部活動推進事業 

／保健体育安全課 

 

 

 

・ふるさと浦安作品展の開催【再掲】 

／郷土博物館 

 

 

・子ども読書活動推進事業 

小学校では、「こころの劇場」、小・中学校では

「音楽鑑賞教室」を開催し芸術活動体験の推進を

図りました。 

 

部活動社会人指導者を小学校 16 校に 46名、中学

校 8校に 73 名派遣しました。小学校では、ミニバ

スケットボール部、サッカー部他 3 部、中学校で

は、野球部、陸上競技部他 12 部に派遣しました。 

 

「ふるさと浦安」への作品制作や研究により、ふ

るさとを愛する気持ちを育てる作品展を開催しま

した。参加者数は 1,014名でした。 

 

全小・中学校に 26 名の司書を配置するとともに、
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【再掲】 

／指導課 

 

・ボランティア活動推進事業【再掲】 

／指導課 

読書活動推進と図書室利用の促進を図りました。 

 

 

学校訪問を通じて、地域行事への参加等、ボラン

ティア活動推進の指導助言を行いました。 

 

＜今後の方向性＞ 

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

ケストラ千葉による「音楽鑑賞教室」を実施し、プロによる優れた芸術にふれるとともに、「小中音楽会」等で

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。/指導課 

・部活動推進事業については、心豊かでたくましい生徒を育成するため、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。/保健体育安全課 

・ふるさと浦安作品展の開催については、自由研究を通して郷土浦安を学び、郷土を愛する気持ちを育てられる

よう、博物館活用推進委員会と連携して内容の充実に努めていきます。/郷土博物館 

・子ども読書活動推進事業については、今後も小・中学校の学校図書館の蔵書の充実に努めるとともに、幼稚

園・保育園と小・中学校、公立図書館の連携を深め、計画的に読書活動の推進を図ります。/指導課 

・ボランティア活動推進事業については、学校と地域の連携を促進し、ふるさと浦安への郷土愛を育むことを目

指し、今後も地域行事等、ボランティア活動を推進していきます。/指導課 

 

教育委員会議での主な意見 

若手教員の育成が重要な課題となっていて、各学校で、若手の先生をケアできるような、あるいは相談できる

ような、研修体制をより充実させていく必要がある。 

いじめの問題は、いつでも起こり得る問題で、「いじめ１１０番」のような相談事業等々と学校の現場とをど

ういった形で情報共有させるか、普段からしっかり連携を図ることが大切だと考える。 

子どもたちが、いじめを自分の問題としてとらえ、いじめをやめる勇気、止める勇気、話す勇気、認める勇気

を持つことが大切である。各学校で、この取り組みを継続的、定例的に進めていただきたい。 

本市では、定期的に児童や生徒へ、いじめや生活に関するアンケートを実施している。アンケート結果に基づ

き、担任、養護教諭、スクールライフカウンセラーが面談し対処しているので、引き続き行ってほしい。 

尐人数推進教員、心身障がい児補助教員、学校司書が子どもの身近なところで見守る環境がある。特にスクー

ルライフカウンセラーは、子どもたちが気軽に相談できる環境として定着している。学校に直接相談できない場

合は、教育委員会内にいじめ１１０番を設置し、相談者の了解のもと、学校と連携し、いじめの解消に取り組ん

でいるので、今後も継続してほしい。 

子どもの変化や、困っている様子を見逃さず、丁寧に話を聞ける体制の整備と教員の研修を充実する、先生が

生徒と向き合う時間を多くすることが必要である。 

リスク管理という視点で、積極的な生徒指導を行うという意識を、より一層学校に持ってもらうことが必要で
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ある。きちんと子どもを見ているかは、校長、教頭が管理監督する。 

子どもの人権の尊重、個人の尊重、人格の大切さということを指導していくことにより、いじめは減るのでは

ないか。 

いじめはしてはいけないということを、子どもが小さいころから学んでいかなければいけない。スポーツに価

値を見出すことで、いじめは減ると思う。また、スポーツを通じて、先生、親、子ども、それぞれの繋がりをつ

くる、ということに尽力してほしい。 

 

 

第３節 健やかな体(体) 

３－１ 体力の向上と健やかな体づくりの推進 

施     策 事 業 名・担 当 部 署 実    績 

体力向上の推

進 

 

◎体力向上推進事業 

／保健体育安全課 

 

○部活動推進事業【再掲】 

／保健体育安全課 

体力向上推進校として中学校１校、小学校 4校を指

定しました。 

 

部活動社会人指導者を小学校 16 校に 46名、中学校

8 校に 73 名派遣しました。小学校では、ミニバス

ケットボール部、サッカー部他 3部、中学校では、

野球部、陸上競技部他 12部に派遣しました。 

 

健康教育の推

進 

 

・保健教育の充実 

／保健体育安全課 

 

・食育の推進 

／指導課・学校給食センター・保健体育安

全課 

薬物乱用防止教室を小学校 12 校、中学校 5 校で実

施しました。 

 

学校訪問等を通じて、学級活動や家庭科の学習の指

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。また、学校栄養職員が家庭科等の学習を

7 回支援し、食育を推進しました。学校保健委員会

による、食に関する指導を小学校 8 校で実施しまし

た。 

 

＜今後の方向性＞ 

・体力向上推進事業については、全小・中学校において計画的に児童・生徒の体力向上の取り組みを実践すると

ともに、市が指定する「体力向上推進校」を増やします。この「体力向上推進校」を核として積極的な実践交

流を行い、実践の成果を市内全体に広げ、市全体の児童・生徒の体力向上を図ります。/保健体育安全課 

・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、外部指導者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。/保健体育安全課 
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・保健教育の充実については、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、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、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、今後も各小・中学校を栄養職員が訪問し、栄養のバランスなど給食の必要性ととも

に、食育の指導を継続的に実施していきます。/指導課・学校給食センター・保健体育安全課 

 

教育委員会議での主な意見 

体力・運動能力調査の結果は、教師の指導により、全然違う結果になると感じる。色々な運動を経験すること

が重要だと考える。 

 

 

第４節 豊かなかかわり(参画・交流) 

４－１ 社会の一員としての資質の育成 

施     策 事 業 名・担 当 部 署 実    績 

体験活動・ボ

ランティア活

動の推進 

・「浦安市民の森」活用事業 

／環境保全課・指導課 

 

◎ふるさとうらやす立志塾の開催 

／教育政策課 

 

・キャリア教育の推進【再掲】 

／指導課 

 

 

 

・まちの起業家養成事業【再掲】 

／商工観光課・（指導課） 

 

・ボランティア活動推進事業【再掲】 

／指導課 

小学校 5 年生が林間学校ではまゆう山荘等を利用し

自然体験学習を 9校で実施しました。 

 

市立中学生 24名が参加し、12月 26日～28日(2 泊

3 日)で研修会を実施しました。 

 

年 3回のキャリア教育推進委員会を実施し、各校の

キャリア教育推進計画を見直しました。また、各小

中学校において職業調べや体験学習等を実施しまし

た。 

 

キャリア教育の関連情報を学校へ発信しました。 

 

 

学校訪問を通じて、地域行事への参加等、ボランテ

ィア活動推進の指導助言を行いました。 

 

環境教育の推

進 

 

・三番瀬を活用した環境学習の推進 

／生涯学習課・指導課 

 

 

・環境学習アドバイザー活用事業 

／環境保全課・指導課 

平成 23 年度において日の出地区に環境学習施設を

建設予定でしたが、東日本大震災の影響により見送

りました。 

 

環境学習アドバイザーと連携し、環境教育を推進し

ました。 
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・「浦安市民の森」活用事業【再掲】 

／環境保全課・指導課 

小学校 5 年生が林間学校ではまゆう山荘等を利用し

自然体験学習を 9校で実施しました。 

 

＜今後の方向性＞ 

・「浦安市民の森」活用事業については、今後も小学校での林間学校の自然体験学習の場所として活用していいき

ます。/指導課 

・平成23年度から新規事業として始まったふるさとうらやす立志塾は、未来のリーダーを育成することが目的で

あるため、本年度の成果と課題を明らかにした上で、どのような研修が有効であるかを検証し、次年度の実施

時期や場所について検討していきます。/教育政策課 

・発達段階に応じた年間指導計画に基づく情報交換を行い、中学校区ごとに小・中学校が連携したキャリア教育

の推進を図っていきます。/指導課 

・まちの起業家養成事業については、キャリア教育の学習計画をふまえながら、推進していきます。/指導課 

・ボランティア活動推進事業については、学校と地域の連携を促進し、ふるさと浦安への郷土愛を育むことを目

指し、今後も地域行事等、ボランティア活動を推進していきます。/指導課 

・三番瀬を活用した環境学習の推進については、東日本大震災の影響を踏まえ、環境の状況把握を進めます。/生

涯学習課・指導課 

・環境学習アドバイザー活用事業については、環境保全課と連携を取り、活用していきます。/指導課 

 

４－２ 豊かなかかわりとコミュニケーション能力の向上 

施     策 事 業 名・担 当 部 署 実    績 

教育活動を通

じた豊かな人

間関係づくり 

 

・異学年交流活動の充実 

／指導課 

 

学校訪問や研修会を通じて、各小・中学校の異学年

交流活動の取り組みを把握し、活動が充実するよう

指導や支援を行いました。 

 

・豊かな人間関係づくりの推進 

／指導課 

 

 

・子ども読書活動推進事業【再掲】 

／指導課  

 

◎幼・保・小連携教育の推進【再掲】 

／指導課・保育幼稚園課 

 

 

 

 

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、豊かな人間関係づ

くりを推進しました。 

 

全小・中学校に 26 名の司書を配置するとともに、

読書活動推進と図書室利用の促進を図りました。 

 

日の出地区（日の出小学校・日の出南小学校・日の

出幼稚園・日の出保育園）を研究指定校（園）に指

定し、幼保小の連携教育を推進しました。研修会を

実施し、保育者・教師間の相互理解を深めることに

努めました。 
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・小中連携教育の推進【再掲】 

／学務課・指導課 

 

・中・高連携教育の推進【再掲】 

／指導課・教育政策課 

 

 

 

◎小中連携・一貫教育の推進【再掲】 

／教育政策課・指導課・学務課 

 

 

 

 

・道徳教育・人権教育の推進【再掲】 

／指導課 

各中学校区を単位とし、生徒指導や学力向上、防災

教育等、各学区の実情に応じて取り組みました。 

 

震災による影響で中学生と高校生の交流事業を実施

できませんでしたが、市内公立高校が実施する「開

かれた学校づくり委員会」や各中学校の進路指導を

通して、連携を図りました。 

 

小中連携・一貫教育検討会議を 10回、作業部会を

8 回開催し、基本方針やカリキュラム作成に関する

協議を行いました。年度末には、「浦安市小中連

携・一貫教育推進基本計画（案）」を策定しまし

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、道徳教育の推進や教師の人権意識の向上を

図りました。 

交流及び共同

学習を通じた

豊かなかかわ

り 

・福祉教育の推進 

／指導課 

 

 

 

・青尐年国際交流事業 

／青尐年課・（指導課） 

 

 

◎まなびサポート事業【再掲】 

／教育研究センター 

 

 

 

 

 

 

 

・三番瀬を活用した環境学習の推進 

【再掲】 

平成 22年度まで県の福祉教育研究指定を受けた美

浜中学校区の実践を各校に紹介し、福祉に関する体

験学習等を通して、福祉に関する理解を深めまし

た。 

 

平成 24年 3 月 16日～3月 23 日(6泊 8 日)で、中学

生 5名・高校生 7名・大学生 1名の計 13名を姉妹

都市アメリカ合衆国オーランド市に派遣しました。 

 

まなびサポートチーム員（医師 3名、指導主事 3

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、特別な教育的支援が必要な子どもの就学に関す

る相談を行いました。保育園、幼稚園、小・中学校

への訪問相談は年間 754回実施し、特別支援教育の

体制整備、個別の相談を進めました。また、心身障

がい児支援員を 22 名配置しました。 

 

平成 23年度において日の出地区に環境学習施設を

建設予定でしたが、東日本大震災の影響により見送
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／生涯学習課・指導課 

 

◎ふるさとうらやす立志塾の開催 

【再掲】 

／教育政策課 

りました。 

 

市立中学生 24名が参加し、12月 26日～28日(2 泊

3 日)で研修会を実施しました。 

 

＜今後の方向性＞ 

・異学年交流活動の充実については、学校訪問や研修会を通じて、各小・中学校の異学年交流活動の取り組みを把

握し、活動が充実するよう指導や支援を行っていきます。/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」

を各校に周知し、推進していきます。/指導課 

・子ども読書活動推進事業については、今後も小・中学校の学校図書館の蔵書の充実に努めるとともに、幼稚

園・保育園と小・中学校、公立図書館の連携を深め、計画的に読書活動の推進を図ります。/指導課 

・幼・保・小連携教育の推進については、接続期のカリキュラムの作成、実践・検証を行い、その成果を報告書

などにまとめていきます。/指導課 

・市内公立高等学校との中高連携教育の推進のあり方については、各公立高校を中心として実践化が図られてき

ているので、各公立高校が設置する「開かれた学校づくり委員会」の実施に繋げていきます。/指導課 

・小中連携・一貫教育の推進については、本市の小中連携・一貫教育に係る標準的なカリキュラムを作成し、義

務教育９年間を見通した教育を推進します。「小中連携・一貫教育検討委員会」においてカリキュラムの内容

について吟味し、必要に応じて修正を加える等、より精緻なものにするとともに、環境の整備等についても検

討をします。/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、児童・生徒の道徳性を育むための具体的な研修を行い、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 

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

らした取り組みや他市の先進的な取り組みを各学校に紹介し、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 

・青尐年国際交流事業につきましては、事業の見直しを行い、平成 24 年度以降実施を見送ることとなりました。

/青尐年課 

・まなびサポート事業については、相談活動や特別支援教育の体制整備、個別の指導計画の作成など一人ひとり

の教育的ニーズに応じた指導が展開されるよう学校・園への指導・支援の充実を図ります。/教育研究センター 

・三番瀬を活用した環境学習の推進については、東日本大震災の影響を踏まえ、環境の状況把握を進めます。/生

涯学習課・指導課 

・平成 23 年度から新規事業として始まったふるさとうらやす立志塾は、未来のリーダーを育成することが目的で

あるため、本年度の成果と課題を明らかにした上で、どのような研修が有効であるかを検証し、次年度の実施

時期や場所について検討していきます。/教育政策課 
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教育委員会議での主な意見 

ふるさとうらやす立志塾は、未来のリーダーを養成するということで、１つの試みとして興味深い事業であ

る。リーダーを育成するということは大事な側面だが、今後うまく検証できるのか問われる。公的な教育の役割

として、実際に立志塾事業を行った際、リーダーという内容がどういうことなのかということと、日常的な活動

の中でこの研修会がどのように生かされたのかを検証してもらいたい。この事業により、学校教育を活性化して

いく方向になれば良い。最終的には、その研修を受けた子どもたちがリーダーになり学校現場において、何かが

見えてくると良い、なければまた違う方向、別な考え方で、研修を組み、評価して再度実施する方法をとってい

けば、よい研修会になる。毎年続けてもらいたい。 

ふるさとうらやす立志塾は、学校が違う者同士が集まり、違うコミュニティーを持つことが非常に大事である

ことと、やはり選ばれて参加したことで、各人に自覚が芽生えたと感じられた。自分たちの可能性を信じて、何

か自分に仕向けてみることの大切さを尐し伝えさせていただいたリーダーという内容がどういうことなのかとい

うのと、日常的な活動の中で、この研修会がどのように生かされたのかを検証してもらいたい。リーダー育成が

立志塾の主たる目的なので、子どもたちの主体性が生かされるアクティビティが、より濃く盛り込まれていけた

らよいと思う。いろいろな方からの話を聞くことは重要なことだと思うが、ただ受け身になってしまってはリー

ダーとしては困るので、ここに書かれたアクティビティの中の主体的な活動に力点を置いてもらいたい。できれ

ば、アクティブに子どもが主体的にいろいろなことを活動したり、学習したりというねらいを持たせるために

も、計画の段階では一緒に提案しながら、子どもたちと一緒に学習計画を練り上げていく時期があったり、

それから子どもたちの願いによってボランティア活動をする。あるときはこちらで用意した講義を集中的に

行うなど、長いスパンで考えて、有効にほかのものと関連させていくよう計画を練っていただきたい。 

 

 

第５節 郷土愛(誇り) 

５－１ふるさと浦安の歴史・文化への理解の向上 

施     策 事 業 名・担 当 部 署 実    績 

ふるさと浦安

の歴史・文化

の理解に関す

る教育の充実 

 

・郷土博物館の活用の推進 

／郷土博物館 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

博学連携事業として通年の「博物館活用の手引

き」に基づくの活動の推進、新たに各学年の能力

に合わせた博物館プログラムの開発、学校教育と

連携した学習・活動の推進、夏休みにはふるさと

浦安相談会を行いました。また、郷土理解を深め

る事を目的に土日を中心とした体験学習を年間通

じて館内・館外を含めて 44 回開催し 648 名が参加

しました。企画展示としては、博学連携事業とし

て「もっと知りたいふるさと浦安」を 7 月 20 日～

8 月 31 日で開催し 2,169 名「ふるさと浦安作品

展」を 9 月 23 日～10 月 10 日で開催し、2,079 名

が来場しました。また、博物館事業として、「博物

館のあゆみ～おかげさまで 10 周年」を 11 月 5 日
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・ふるさと浦安の歴史・地域学習の充実 

／指導課 

 

 

 

 

 

○学校支援ボランティア推進事業【再掲】 

／指導課 

 

 

 

 

・ふるさと浦安作品展の開催【再掲】 

／郷土博物館 

 

 

・ボランティア活動推進事業【再掲】 

／指導課 

 

◎ふるさとうらやす立志塾の開催【再掲】

／教育政策課 

～12 月 4 日で開催し、1,578 名「浦安の海苔養

殖」を 1 月 4 日～3 月 20 日で開催し 6,901 名来場

しました。 

 

社会科副読本を活用した小学校 3・4年生の社会科

学習を通し、地域の理解を深め、ふるさと浦安に

対する誇りや愛情を育みました。社会科副読本・

同指導書の改訂委員会議を 9 回開催し、平成 24年

度版を作成・発行しました。ふるさと浦安への郷

土愛を一層育む内容となりました。 

 

教育（保育）活動に係る学校支援ボランティア活

動時の事故等について、教育委員会として一定の

範囲内で補償する保険に延べ 3,393 名が加入し、

周知することで、学校支援ボランティア活動を推

進しました。 

 

「ふるさと浦安」への作品制作や研究により、ふ

るさとを愛する気持ちを育てる作品展を開催しま

した。参加者数は 1,014名でした。 

 

学校訪問を通じて、地域行事への参加等、ボラン

ティア活動推進の指導助言を行いました。 

 

市立中学生 24名が参加し、12月 26日～28日(2

泊 3日)で研修会を実施しました。 

 

国際理解教育

の推進 

 

・国際理解教育の推進 

／指導課 

 

 

○英語教育推進事業【再掲】 

／指導課 

 

・青尐年国際交流事業【再掲】 

／青尐年課・（指導課） 

総合的な学習の時間や外国語活動において、国際

理解教育の推進のための指導、助言を行いまし

た。 

 

各小・中学校に 19 名の ALT を配置し、ALT 

コーディネーターを 1 名小学校に派遣しました。 

 

平成 24年 3 月 16日～3月 23 日(6泊 8 日)で、中

学生 5名・高校生 7名・大学生 1名の計 13名を姉

妹都市アメリカ合衆国オーランド市に派遣しまし
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た。 

 

平和教育の推

進 

 

・平和学習青尐年派遣事業 

／地域ﾈｯﾄﾜｰｸ課・指導課 

 

・被爆体験講話事業 

／地域ﾈｯﾄﾜｰｸ課・指導課 

 

 

 

 

 

 

・非核平和パネル展の実施 

／地域ﾈｯﾄﾜｰｸ課・指導課 

東日本大震災の財源確保のため、予算を全額削減

したことにより、事業を中止しました。 

 

浦安被爆者つくしの会の協力のもと、市内小学校

14 校、中学校 1 校で被爆体験講話を実施しまし

た。なお、被爆体験講話を聞いた児童・生徒数は

1,590 名でした。この他に長崎の語り部による被

爆者体験講話を市内小学校 3 校、中学校１校で実

施しました。被爆体験講話を聞いた児童・生徒数

は 874名でした。 

 

次代を担う子どもたちに核兵器の恐ろしさ、平和

の尊さを考えてもらうため、市内小学校 17校、中

学校 6校で非核平和パネル展を開催しました。 

 

＜今後の方向性＞ 

・郷土博物館活用の推進については、今後も「博物館活用の手引き」を基に、常設展示や、体験形式の授業、ふ

るさと浦安作品展関連事業を中心として、博物館活用推進委員会と連携し、博物館を活かした新しい学習プロ

グラムを模索しながら児童・生徒に学習の場を提供していきます。/郷土博物館 

・ふるさと浦安の歴史・地域学習の充実については、更なる博学連携や学習機会の推進に努めるため、郷土博物

館活用の新たなプログラムの開発に努めます。また、自由研究を通して郷土浦安を学び、郷土を愛する気持ち

を育てられるよう、博物館活用推進委員会と連携して内容の充実に努めていきます。なお、さらに社会科副読

本・同指導書の改訂準備を取り組むとともに、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 

・学校支援ボランティア推進事業については、引き続き学校支援ボランティアを推進するための保険に加入する

とともに、各小中学校・園に周知して、学校支援ボランティアの活用を促進していきます。/指導課 

・ふるさと浦安作品展の開催については、自由研究を通して郷土浦安を学び、郷土を愛する気持ちを育てられる

よう、博物館活用推進委員会と連携して内容の充実に努めていきます。/郷土博物館 

・ボランティア活動推進事業については、学校と地域の連携を促進し、ふるさと浦安への郷土愛を育むことを目

指し、今後も地域行事等、ボランティア活動を推進していきます。/指導課 

・平成23年度から新規事業として始まったふるさとうらやす立志塾は、未来のリーダーを育成することが目的で

あるため、本年度の成果と課題を明らかにした上で、どのような研修が有効であるかを検証し、次年度の実施

時期や場所について検討していきます。/教育政策課 

・国際理解教育の推進については、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 
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・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

育をより一層推進するとともに、小中連携の視点を踏まえ系統性のある一貫した学習指導に努めます。/指導課 

・青尐年国際交流事業につきましては、事業の見直しを行い、平成 24 年度以降実施を見送ることとなりました。

/青尐年課 

・平和教育の推進施策である、平和学習青尐年派遣事業・被爆体験講話事業・非核平和パネル展の実施について

は、今後も地域ネットワーク課と連携しながら、推進していきます。/指導課 

 

教育委員会議での主な意見 

本市では郷土愛ということが教育ビジョンの目標の一つに入っているのであるから、郷土愛に関する教育につ

いては、従来以上に手厚く行ってもらいたい。 

郷土愛や地域学習は生涯学習とも大きなかかわりが出てくる。学校で行う学習内容がどのようなものなのか、

生涯学習で行っている内容はどういうものなのかが確認できる事業、学校と地域が融合できるような事業を実施

し、実質的にみんなで郷土愛が深められるような仕組みを構築していただきたい。 

例えば、連携の分野において、公民館や市民大学などで、色々な事業が開催されているが、参加した市民が、

社会人ボランティアとして、学校の学習に生かされるような関わりが考えられる。 

 

 

第６節 学校・家庭・地域・行政の連携 

６－１地域ぐるみで学校を支援する仕組みづくり 

施     策 事 業 名・担 当 部 署 実    績 

地域ぐるみの

学校支援 

 

○中学校区学校支援協議会設置事業 

／教育政策課・指導課 

 

 

○学校支援コーディネーター配置事業 

／教育政策課・指導課 

 

 

・青尐年健全育成推進事業との連携 

／青尐年センター・指導課 

 

 

 

 

 

○学校支援ボランティア推進事業 

【再掲】 

各小中学校教頭及び学校支援コーディネーター、ボ

ランティアを対象とした研修会を 3 回開催し、事業

の趣旨等について周知を図りました。 

 

小学校 6 校、中学校 7 校において 16 名の学校支援

コーディネーターを配置し、学校と地域人材との円

滑な連携を促しました。 

 

学校、地域健全育成関係団体、警察等との連携を図

りました。各中学校区健全育成連絡会、市川・浦安

地区高等学校警察連絡協議会、葛南地域生徒指導行

政担当者協議会へ参加しました。また、社会を明る

くする運動、子ども凧揚げ大会にも参加協力しまし

た。 

 

教育（保育）活動に係る学校支援ボランティア活動

時の事故等について、教育委員会として一定の範囲
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／指導課 

 

 

 

○部活動推進事業【再掲】 

／保健体育安全課 

 

内で補償する保険に延べ 3,393 名が加入し、周知す

ることで、学校支援ボランティア活動を推進しまし

た。 

 

部活動社会人指導者を小学校 16 校に 46名、中学校

8 校に 73 名派遣しました。小学校では、ミニバス

ケットボール部、サッカー部他 3部、中学校では、

野球部、陸上競技部他 12部に派遣しました。 

 

地域に貢献す

る学校づくり 

 

◎災害時の避難所運営推進事業 

／教育総務課 

 

 

・特別教室、多目的室などの教室開放事

業 

／生涯学習課 

 

・学校体育施設開放事業 

／市民スポーツ課 

 

 

 

・ボランティア活動推進事業【再掲】 

／指導課 

東日本大震災以降、避難所運営マニュアルの作成に

あたり、様々な課題がみつかったため、防災課と調

整を行いました。 

 

美浜中学校をモデル校とし、同中学校武道場を使用

し、青尐年対象の社会教育関係団体であるうらやす

ジュニアオーケストラが練習活動を行いました。 

 

小学校においては 14 校(体育館・校庭)が開放し、 

226,904 名が利用しました。中学校においては 7 校

(体育館・校庭・武道場)が開放し、61,816 名、合

計 288,720名が利用しました。 

 

学校訪問を通じて、地域行事への参加等、ボランテ

ィア活動推進の指導助言を行いました。 

 

安全・安心な

学校づくり 

 

○学校防犯対策の充実 

／保健体育安全課 

 

○交通事故防止対策の充実 

／保健体育安全課 

 

・地域ぐるみでの防犯対策の推進 

／青尐年センター 

警備員を小学校 18 校・18名配置しました。また、

防犯訓練を 26回、防犯教室を 18回実施しました。 

 

交通整理員を 6 か所・9名配置しました。また、交

通安全教室を 18回実施しました。 

 

各中学校区を基本とした青尐年補導員による地区パ

トロールを 129 回実施しました。 

 

＜今後の方向性＞ 

・地域ぐるみの学校支援施策である、中学校区学校支援協議会設置事業については、定期的な研修会の開催によ

り、中学校区を中心とした学校支援コーディネーター及びボランティアのネットワークを構築します。このこと
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により、地域ぐるみで子どもを育てる体制を整えるとともに地域による学校支援の仕組みを整えます。/教育政

策課 

・学校支援ボランティア推進事業については、引き続き学校支援ボランティアを推進するための保険に加入する

とともに、各小中学校・園に周知して、学校支援ボランティアの活用を促進していきます。/指導課 

・部活動推進事業については、心豊かでたくましい生徒を育成するため、外部指導者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。/保健体育安全課 

・災害時の避難所運営推進事業については、自治会が中心に進めている地域（明海南小学校・明海中学校）や学

校が中心に進めている地域(高洲小学校)の会議に防災課とともに参加し、マニュアル作成を進めていきます。/

教育総務課 

・特別教室、多目的室などの教室開放事業については、美浜北小学校における青尐年対象の社会教育関係団体の

使用をモデルに、特別教室の利用に関する課題や問題点を整理していきます。/生涯学習課 

・学校体育施設開放事業は、市民の利用が多く有効性の高い事業となっています。既存団体の固定化が顕著であ

り新規団体が利用できにくい状況から、今後は利用者の公平化を図るため、仕組みの見直しをしていきます。/

市民スポーツ課 

・ボランティア活動推進事業については、学校と地域の連携を促進し、ふるさと浦安への郷土愛を育むことを目

指し、今後も地域行事等ボランティア活動を推進していきます。/指導課 

・安全・安心な学校づくり施策については、個々の事業を検証し改善を図りながら、さらなる充実を図ります。

そのうち、学校施設等の防犯対策については、引き続き小学校への警備員の配置や防犯カメラ等の整備を進め

るとともに、警察と連携した防犯訓練や防犯教室などの防犯教育の充実を図ります。/保健体育安全課 

・交通事故防止対策の充実については、通学路の安全対策につき、引き続き、危険性の高い交差点に交通整理員

を配置するとともに、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

車安全運転教室を開催し、交通安全教育の充実を図ります。なお、3月 11日に発生した東日本大震災の経験を

活かし、保護者への連絡手段や引渡し方法、また避難所の設置方法の見直しを進めるとともに、日ごろの訓練

を徹底します。また、従来の学校防災計画や危機管理マニュアルなどを見直すため、地域防災計画の早期見直

しについて、担当所管に要請していきます。/保健体育安全課 

 

教育委員会議での主な意見 

防災訓練を学校の教育の中で具体的に組み入れていくことを考えないといけない。災害はいつ来るか分からな

いため、ずっと引き継がれるようなカリキュラムを考えること。あらゆる可能性を想定したマニュアルを、各学

校で本当に必要か、必要でないかを、具体的に検討した上で、作成してもらいたい。   

災害に関して、教育における災害支援を考えなければいけない。安全面ということで避難訓練の見直しを十分

考えていく必要がある。 
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第７節 学校・家庭・地域・行政の連携 

７－１ 学校の信頼性の向上 

施     策 事 業 名・担 当 部 署 実    績 

特色ある学校

づくりの推進 

 

◎ふるさとふれあい教育活動推進事業 

／指導課 

 

 

 

○こどもの成長の記録提供システムの活用

の推進 

／教育研究センター 

 

・学校選択制推進事業 

／学務課 

 

各幼稚園、小・中学校が、事業主題に基づいた教

育活動を展開しました。家庭・学校・地域が連携

し、開かれた学校づくりをめざすことができまし

た。 

 

教育研究センター主催の研修会を 5 回、各校から

の希望研修を 5 回実施しました。26 校中 25校で

システム利用による通知表の作成を行いました。 

 

児童・生徒や保護者の学校選択機会を拡大しまし

た。 

学校の組織運

営体 制の確

立・充実 

◎学校評価推進事業 

／学務課・保育幼稚園課 

 

 

○学校評議員制度事業 

／学務課 

 

 

・校長裁量権の検討／教育政策課・学務課 

全校で学校関係者評価を行い、共通のシートでの

報告を実施しました。また、幼稚園では、学校関

係者評価の実施に向け、準備を進めました。 

 

地域住民が学校運営に参画し、子どもの成長を担

い、開かれた学校づくりを推進しました。学校評

議会を 26校で 70回実施しました。 

 

校長への権限委譲や現行法令の範囲でできる、校

長裁量権の拡大について、内部検討委員会を１回

実施し、他の市町村の例などを参考に検討を進め

ました。 

 

学校・教員の

信頼性の向上

支援 

・情報発信の充実／教育研究センター 

 

ＨＰ作成講習会を 2回実施し、各校のＨＰ作成の

支援をしました。 

 

・教育情報誌発行事業 

／教育研究センター・教育政策課・生涯学習

課 

 

 

 

教育情報誌「うらやすスタイル」15，16 号を発行

し、新聞折り込みにて各家庭に配布しました。さ

らに特集号を発行し、市立各幼稚園及び小中学校

の保護者に配布するとともに市の施設に常置し、

市民に配布しました。 
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○こどもの成長の記録提供システムの活用

の推進【再掲】 

／教育研究センター 

 

◎学校評価推進事業【再掲】 

／学務課・保育幼稚園課 

 

 

○学校評議員制度事業【再掲】 

／学務課 

 

教育研究センター主催の研修会を 5 回、各校から

の希望研修を 5 回実施しました。26 校中 25校で

システム利用による通知表の作成を行いました。 

 

全校で学校関係者評価を行い、共通のシートでの

報告を実施しました。また、幼稚園では、学校関

係者評価の実施に向け、準備を進めました。 

 

地域住民が学校運営に参画し、子どもの成長を担

い、開かれた学校づくりを推進しました。学校評

議会を 26校で 70回実施しました。 

 

教職員の質の

向上 

 

・教職員の質・指導力の向上 

／教育研究センター 

 

 

 

○きめ細かな指導推進事業【再掲】 

／教育研究センター 

 

 

 

○授業モデル「うらやす」作成事業 

【再掲】 

／教育研究センター 

教職経験年数に応じた研修を実施しました。特別

支援教育にかかわる研修を増やすとともに、若年

層教員には、わかりやすい授業づくりの研修を中

心に据えました。 

 

教員の資質向上・授業力アップを図るため研修会

を年 3回開催するとともに、具体的な指導ポイン

トや指導方法を「きめ細かな指導資料」（第 4 号）

にまとめ発行しました。 

 

本市の授業モデルとなる学習指導案集（第 4集）

を作成し、発行しました。 

教員が子ども

と向き合う環

境の整備 

・事務の軽減化・効率化の推進 

／教育総務課・学務課・指導課 

 

 

・教職員のメンタルヘルス相談事業 

／学務課 

全 26 校に 1 名ずつ学校事務非常勤職員を配置しま

した。毎学期末に学校事務非常勤職員対象の事務

処理研修を行いました。 

 

平成 22 年度より任用した相談員 3 名を引き続き雇

用し、各校の巡回相談を実施しました。年間延べ

344名からの相談を受けました。 

 

ＩＣＴ環境の

整備・活用 

 

・ＩＣＴ環境の積極的な活用 

／教育研究センター 

 

・情報セキュリティ体制の整備 

ＰＣ等の整備計画の見直しを行いました。情報政

策課との定例会議を開催しました。 

 

情報セキュリティ研修会を実施しました。学校教
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／教育研究センター 

 

 

○情報教育推進事業【再掲】 

／教育研究センター 

 

育支援システム情報セキュリティ実施手順書の見

直しを行いました。 

 

夏季休業中にＰＣ講座を 6回実施しました。全

小・中学校 26校で巡回ＩＣＴ講習会を実施しまし

た。 

＜今後の方向性＞ 

・ふるさとふれあい教育活動推進事業については、これまでの成果と課題を踏まえ、浦安市教育ビジョン達成の

ための事業として内容を精査し、新しい視点を加えて改善していく予定です。/指導課 

・こどもの成長の記録提供システムの活用の推進については、引き続きシステムの機能を改善･追加し、より活用

しやすいシステムを目指していきます。また、活用方法の研修を実施することで、活用方法の周知を図ってい

きます。/教育研究センター 

・学校選択推進事業は、学校選択の機会を拡大するとともに、学校の適正化を図るという点で、その有効性が図

られました。今後も、児童生徒数の推移を見ながら、この制度を継続していく予定です。/学務課 

・学校評価推進事業については、どの学校も自己評価を行い、結果公表も進んでいます。今後は、更に学校関係

者評価委員会を充実させ、学校評価について客観性や公平性など精度を高め、学校を支援する仕組みに繋げる

よう努めます。学校評価推進委員会を設置し、学校評価の結果の利用について検討します。さらに、学校評価

推進事業及び学校評議員制度事業の連携を図り、学校関係者評価委員を学校評議員の中から選出し、両事業を

効率よく推進していくよう努めます。また、全幼稚園においてもこれまでの自己評価に加え、24 年度から学校

関係者評価を実施しています。同時に、学校評価（幼稚園）推進委員会を設置し、評価と運営改善に向けた支

援を行い、「幼稚園運営の改善と、地域に開かれ信頼される幼稚園づくり」に努めます。/学務課・保育幼稚園

課 

・校長裁量権の検討については、校長への権限委譲や現行法令の範囲でできる校長裁量権の拡大について、内部

検討委員会を開催し、他市町村の事例などをもとに、検討を進めていくよう努めます。/教育政策課 

・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進めていきます。ま

た、市内の一中学校ブロックで検証を行い、その成果を各学校に発信していきます。/教育研究センター 

・教育情報誌発行事業につきましては、今後も継続し、教育委員会の施策や取り組みの状況等について市民に広

く情報を発信していきます。/教育政策課 

・教職員の質・指導力の向上の中で、教育研究センター研修については、教職員の資質向上のため、県教職員研

修との関連を考えながら研修を実施します。/教育研究センター 

・きめ細かな指導推進事業については、今後も教員の資質向上・授業力アップを図るために研修会を開催してい

きます。また、指導のポイントや指導方法を全小・中学校に周知して、教員の指導力向上を支援し、きめ細か

な指導の充実を図ります。/教育研究センター 

・授業モデル「うらやす」作成事業については、本市の授業モデルとなる学習指導案をデータベース化し、教員

が共有化して活用できるようにしていきます。/教育研究センター 

・事務の軽減化・効率化の推進については、学校事務非常勤職員を事務補助員として小・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、学校事務非常勤職員の適正配置などに
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ついて検討をしていきます。/教育総務課 

・教職員のメンタルヘルス相談事業は、若年層教員のモラールアップを図るとともに、教職員の心身の状態の把

握等において効果を上げています。24年度もより一層の活用を図ります。/学務課 

・ＩＣＴ環境の積極的な活用については、導入済の ICT 機器や教育用ソフトウェアの効果的な活用が図られるよ

うに、全小・中学校での巡回研修会や夏期 PC 講座を実施していきます。/教育研究センター 

・情報セキュリティ体制の整備については、学校教育支援システムセキュリティ実施手順書を改正するととも

に、全小・中学校でのセキュリティ講習会を実施していきます。/教育研究センター 

・情報教育推進事業については、今後も夏季休業中にＰＣ講座を行うとともに全小・中学校で巡回ＩＣＴ講習会

を実施し、教員のＩＣＴ活用能力の向上を図ります。/教育研究センター 

 

７－２ 学校教育施設の整備充実 

施     策 事 業 名・担 当 部 署 実    績 

学校教育施設

の整備充実 

 

◎仮称第 9中学校建設事業 

／教育施設課 

 

 

◎東小学校屋内運動場建替事業 

／教育施設課 

  

◎仮称千鳥学校給食センター第 3 調理場整備

事業 

／保健体育安全課 

 

◎富岡小学校大規模改修事業／教育施設課 

  

 

○青葉幼稚園園舎改修事業 

／教育施設課・保育幼稚園課 

 

・小中学校校舎大規模改修事業 

／教育施設課 

 

○校庭・園庭芝生化整備事業 

／教育施設課・保育幼稚園課 

 

 

・特別支援学級整備事業 

平成 26 年 4 月開校を目指し仮称第 9 中学校建設の

実施設計を行いました。なお、実施設計が年度内

に未完了のため、平成 24年度に繰越しました。 

 

東日本大震災に伴い、平成 23 年度は東小学校屋内

運動場建替事業を休止しました。 

 

平成 23年 11月 30 日の建設工事完了後は、平成

24 年４月１日供用開始に向けての準備を行いまし

た。 

 

東日本大震災に伴い、平成 23 年度は富岡小学校大

規模改修事業を休止しました。 

 

東日本大震災に伴い、平成 23 年度は青葉幼稚園園

舎改修事業を休止しました。 

 

東日本大震災に伴い、平成 23 年度は小中学校校舎

大規模改修事業を休止しました。 

 

東日本大震災による被害を受けた２園（入船南・

見明川）を除く、５園（若草・みなみ・神明・北

部・富岡）の維持管理を行いました。 

 

美浜中学校に特別支援学級を開設し、教室内整備
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／教育研究センター 

 

・学習支援室整備事業 

／教育研究センター 

 

◎教育研究センター（仮称こども教育未来セ

ンター）整備計画推進事業 

／教育政策課・教育研究センター 

 

◎入船・美浜地区学校統合推進事業 

／学務課 

 

 

 

 

 

 

・東野学校給食センター解体工事事業 

／千鳥学校給食センター 

等の工事を行い、学習環境を整備しました。 

 

明海中、舞浜小、富岡小、美浜北小学校の 4校に

学習支援室備品を整備しました。 

 

こども教育未来センター整備計画推進事業につい

ては、東日本大震災の業務対応を優先したため、

先進事例等の情報収集に努めました。 

 

平成 26 年度の統合に向け学校統合準備委員会を設

置し、学校統合に関する課題等を具体的に検討す

る予定でしたが、東日本大震災により統合の推進

についての再検討が必要となり、統合を一年延期

しました。市教育委員会内で統合検討部会を開

き、今後の方向性についての検討・協議を行いま

した。 

 

東日本大震災に伴い、平成 23 年度は東野学校給食

センター解体工事事業を休止しました。 

 

ＩＣＴ環境の

整備・活用 

・ＩＣＴ環境の積極的な活用【再掲】 

／教育研究センター 

 

・情報セキュリティ体制の整備【再掲】 

／教育研究センター 

 

 

○情報教育推進事業【再掲】 

／教育研究センター 

 

ＰＣ等の整備計画の見直しを行いました。情報政

策課との定例会議を開催しました。 

 

情報セキュリティ研修会を実施しました。学校教

育支援システム情報セキュリティ実施手順書の見

直しを行いました。 

 

夏季休業中にＰＣ講座を 6回実施しました。全小

中学校 26校で巡回ＩＣＴ講習会を実施しました。 

＜今後の方向性＞ 

・仮称第 9中学校建設事業については、平成 26年度４月開校を目指し、建設事業を進めます。/教育施設課 

・東小学校屋内運動場建替事業については、平成 24年度に事業を再開し実施設計を進めるなど、建替事業を進め

ています。/教育施設課 

・千鳥学校給食センター第三調理場整備事業については、既に運営している千鳥学校給食センター第一・第二調

理場（小学校給食施設）と同様、ＰＦＩ手法により実施しており、建設工事完了後、市に所有権を移転し、平

成 24 年 4月 1日を目途に供用開始します。また、開所と同時に食物アレルギー対応食（卵・乳・えび・かに・
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落花生・そば・小麦（主食のみ）を除いたひとつのメニュー）の提供を行います。/保健体育安全課・学校給食

センター 

・富岡小学校大規模改修事業については、平成 25年度に事業開始を目指します。/教育施設課 

・青葉幼稚園園舎改修事業については、平成 25年度見直し設計に取り組むことを目指します。/教育施設課 

・小中学校校舎大規模改修事業については、平成 25年度に全体事業計画を検証し、事業再開を目指します。/教

育施設課 

・校庭・園庭芝生化整備事業については、震災被害を受けた２園の復旧を平成 24 年度中に行い、その他５園につ

いては良好な生育状況を保つよう維持管理に努めます。/教育施設課 

・特別支援学級整備事業では、特別支援学級に通う児童・生徒が、地域の学校で教育が受けられるよう、全小中

学校への特別支援学級の整備を計画的に進めます。/教育研究センター 

・学習支援室整備事業については、余裕教室の状況を把握しながら、平成 24年度には 4 校、その後は計画的に整

備していきます。/教育研究センター 

・教育研究センター（仮称こども教育未来センター）整備計画推進事業については、東日本大震災対応を優先し

たため遅れているものの、策定した「仮称こども教育未来センターの基本構想」をもとに、市長部局と連携し

ながら今後の方向性や求められる機能に応じた施設整備について詳細な検討を行います。/教育政策課・教育研

究センター 

・入船・美浜地区学校統合推進事業は、入船地区の 2小学校の学校統合を平成 27 年度に行うために、準備委員会

や懇談会・説明会等を開催し、保護者や地域住民の方々の御意見を伺いながら進めます。美浜地区について

は、今後の児童・生徒数の推移などを見極めながら検討していきます。/学務課 

・東野学校給食センター解体工事事業については、平成 24 年 3月をもって給食業務を終了ました。解体工事が執

行できる状況になるまで、現状で管理します。/千鳥学校給食センター 

・ＩＣＴ環境の積極的な活用については、導入済の ICT 機器や教育用ソフトウェアの効果的な活用が図られるよ

うに、全小・中学校での巡回研修会や夏期 PC 講座を実施していきます。/教育研究センター 

・情報セキュリティ体制の整備については、学校教育支援システムセキュリティ実施手順書を改正するととも

に、全小・中学校でのセキュリティ講習会を実施していきます。/教育研究センター 

・情報教育推進事業については、今後も夏季休業中にＰＣ講座を行うとともに全小・中学校で巡回ＩＣＴ講習会

を実施し、教員のＩＣＴ活用能力の向上を図ります。/教育研究センター 

 

教育委員会議での主な意見 

 学校評価に関わる事業については、業務が進んでいることが分かったが、学校の信頼を保つことと、開かれた 

学校づくりからも、浦安市独自の学校評価を進めることは非常に大事なことである。評価には、評価委員会、学 

校関係者評価、第三者評価があり、第三者評価はより厳しくなってくるが、評価が行われる背景には、学校が信 

頼を得る、学校経営を向上させていくという目標がある。そういう意味では、その結果を市民に知らしめていく 

手段が必要である。 

校庭・園庭の芝生化事業は、芝生を誰が管理するか、コミュニティーの中に管理する組織がつくられるか、今

後の課題であるが、芝生化はとても夢のある素晴らしい事業だと考える。 
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第８節 楽しみと生きがいを感じる生涯学習の充実を図る  

８－１ いつでも学習できる機会の充実を図る 

推 進 施 策 事 業 名・担 当 部 署 実    績 

生涯学習推進

体制の充実 

◎生涯学習推進方策検討事業 

／生涯学習課 

 

 

・社会教育委員経費 

／生涯学習課 

 

「浦安市生涯学習推進計画」の策定に向け部内検討

会を設置し、主要な課題について検討を重ねまし

た。 

 

社会教育委員の会議を 6回開催、社会教育委員研修

会や各種大会の参加に関わる経費を執行しました。 

充実した学習

情報・機会の

提供 

◎生涯学習支援システム運営経費 

／生涯学習課 

 

 

◎三番瀬環境学習施設整備事業 

／生涯学習課 

 

 

○公民館活動推進事業 

／公民館 

 

 

○家庭教育学級の実施 

／公民館 

 

 

○図書館サービス事業 

／中央図書館 

 

 

○児童サービス事業 

／中央図書館 

 

 

 

○図書館資料の充実 

／中央図書館 

時間や場所の制約を受けずに学習できるよう Web 上

に学習環境を整備した、うらやす e カレッジを運営

し、28講座を配信しました。 

 

平成 23 年度において日の出地区に環境学習施設を

建設予定でしたが、東日本大震災の影響により見送

りました。 

 

各公民館で主催事業 3,523 回の事業を実施、延べ

103,789 名が参加しました。また、サークル活動へ

の場所の提供を図りました。 

 

各公民館で幼稚園 9 学級、小学校 9 学級、中学校 1

学級保護者を対象にした家庭教育学級を実施しまし

た。 

 

東日本大震災による休館・開館時間の縮小がありま

したが、貸出冊数は 212万冊を超え、引き続き多く

の市民利用を得ることができました。 

 

年間の貸出は 47万冊を超えたほか、「えほんのじか

ん」等集会事業には 6,695名が参加しました。ま

た、学校や保育園等において、21,937名の子ども

たちに読み聞かせなどを行いました。 

 

51,923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。 
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○郷土博物館活動事業 

／郷土博物館 

 

 

 

 

 

 

 

○生涯学習フォーラム 

／生涯学習課 

 

 

・成人式開催経費 

／生涯学習課 

 

・社会教育関係団体活動補助金 

／生涯学習課 

 

・生涯学習情報紙の発行 

／生涯学習課 

 

・教育情報誌発行事業【再掲】 

／教育研究センター・教育政策課・生涯学習

課 

 

 

 

・公民館文化祭の開催 

／公民館 

 

・図書サービスコーナー運営事業 

／中央図書館 

 

 

・視聴覚ライブラリー運営委員会事業 

／視聴覚ライブラリー 

開館 10周年を迎え、これまでの活動を振り返る展

示やボランティアとともに文化財・史跡を活用した

見学会を開催しました。また、文化財住宅を活用し

た催しなどを行いました。さらに、郷土文化への理

解と関心を深めるため、博物館ボランティア「もや

いの会」、文化財保持団体、市内で活動しているサ

ークルの協力を得て、幼稚園、保育園及び小中学校

の郷土学習支援や、各種体験教室を行いました。 

 

「子どもの育ちを地域で支える」をテーマに基調講

演とパネルディスカッションの 2部構成で開催し、

337名が参加しました。 

 

新成人自らが式典を企画、運営する実行委員会方式

で成人式を開催し、1,248名が参加しました。 

 

社会教育活動推進のため、社会教育関係 10団体の 

事業の一部に補助金を交付しました。 

 

こども情報紙「このゆびとまれ」を年 2回発行しま

した。 

 

教育情報誌「うらやすスタイル」15，16 号を発行

し、新聞折り込みにて各家庭に配布しました。さら

に特集号を発行し、市立各幼稚園及び小中学校の保

護者に配布するとともに市の施設に常置し、市民に

配布しました。 

 

各公民館において、文化祭を開催しました。7 館で

延べ 21,493 名が参加しました。 

 

東日本大震災による、休館や開館時間の縮小もあり

ましたが、年間 149,055 冊の貸出を行い、市民に対

し利便性の高いサービスを提供しました。 

 

視聴覚ライブラリー運営委員会議を 2回開催しまし

た。 
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・視聴覚ライブラリー利用促進事業 

／視聴覚ライブラリー 

 

・視聴覚機器講習会等開催事業 

／視聴覚ライブラリー 

 

 

・自主教材制作事業 

／視聴覚ライブラリー 

 

・市内教育機関 16ミリ映写機検定事業 

／視聴覚ライブラリー 

 

・視聴覚機材・教材の充実 

／視聴覚ライブラリー 

 

・視聴覚ライブラリー運営事業 

／視聴覚ライブラリー 

教育機関機材・教材等搬送を 284件実施しました。 

 

 

16 ㍉映写機操作講習会を 2回、ビデオカメラ講習

会、ビデオ編集入門講座、写真教室を各 1 回開催し

ました。 

 

視聴覚教材制作、定点ビデオ撮影を実施しました。 

 

 

東日本大震災の影響により、中止しました。 

 

 

東日本大震災の影響により、新規購入は中止しまし

た。 

 

視聴覚機材・教材の貸出、返却を行いました。 

子ども映画会を 22 回開催しました。 

 

生涯学習施設

の整備充実 

◎堀江公民館大規模改修事業 

／公民館 

 

 

○中央公民館体育館空調整備事業 

／公民館 

 

東日本大震災の影響により、市全体での削減目標を

踏まえ、事業の見直しを図り平成 23 年度は見送り

ました。 

 

体育館空調設備の設計委託を行い、平成 24 年７月

完成を目指し、整備を行います。 

 

市民の自主的

学習活動の支

援と学習成果

の活用 

○生涯学習情報提供システム経費 

／生涯学習課 

 

 

○図書館サービス事業【再掲】 

／中央図書館 

 

 

○公民館活動推進事業【再掲】 

／公民館 

 

生涯学習情報を一元化して提供する、生涯学習情報

提供システム「まなびねっと URAYASU」を運営しま

した。 

 

東日本大震災による休館・開館時間の縮小がありま

したが、貸出冊数は 212万冊を超え、引き続き多く

の市民の利用を得ることができました。 

 

各公民館で主催事業 3,523 回の事業を実施、延べ

103,789名が参加しました。また、サークル活動へ 

の場所の提供を図りました。 
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・公民館文化祭の開催【再掲】 

／公民館 

 

各公民館において、文化祭を開催しました。7 館延

べ 21,493名が参加しました。 

＜今後の方向性＞ 

・生涯学習推進方策検討事業については、懇談会や部内検討会、市民意識調査などを踏まえながら、「浦安市生涯

学習推進計画」の策定を進めます。/生涯学習課 

 ・社会教育委員経費については、社会教育委員会議を効率的に開催していきます。/生涯学習課 

・生涯学習支援システム（*ｅラーニング）運営経費については、市民ニーズを捉えながら、見直します。/生涯

学習課 

・三番瀬環境学習施設整備事業については、東日本大震災の影響を踏まえ、環境の状況把握を進めます。/生涯学

習課 

・公民館活動推進事業については、生涯学習の拠点である公民館は、さまざまな世代の市民に、必要な学習情報

をいつでも提供できる施設として、今後も、多種多様な学習機会の提供に取り組みます。/高洲公民館 

・家庭教育学級事業については、子どもの健全育成を図るため学校、地域、家庭の連携はもとよりすべての教育

の出発点である家庭教育力の向上を今後も支援していきます。/高洲公民館 

・図書館サービス事業については、情報化社会の進展にともない、市民の情報に対するニーズが高まるなかで、

今後も、図書館サービスの充実を図っていくとともに、中央図書館の開館時間を震災前の状態に戻します。/中

央図書館 

・児童サービス事業については、学校などとも連携しながら、児童に対するサービスの充実に努めます。/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るように努めてま

いります。/中央図書館 

・郷土博物館活動事業については、引き続き郷土資料の収集・保存、調査研究に努めます。その成果を活かした

ふるさと浦安についての学習機会を、児童・生徒をはじめ、さまざまな世代の市民を対象に提供し、浦安の歴

史・文化を次の世代へと伝えていくための活動に取り組みます。/郷土博物館 

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

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

を行います。/生涯学習課 

・成人式開催経費については、大人になったことを自覚し、自ら生き抜こうとする青年を祝い励ますため、成人

式を開催しています。成人式は、成人としての自覚を持ち、自分たちの式典あるとの認識を促すため、新成人

自らが企画、運営する実行委員方式で行っており、アンケートでは回答者の 98％が式典の内容を「良かった」

と評価しました。今後も、引き続き、実行委員方式で行います。/生涯学習課 

・社会教育関係団体活動補助金については、社会教育活動振興のため、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 

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

れ」を引き続き、発行していきます。/生涯学習課 

・教育情報誌発行事業につきましては、今後も継続し、教育委員会の施策や取り組みの状況等について市民に広
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く情報を発信していきます。/教育政策課 

・公民館文化祭の開催については、公民館を利用し、学習活動を展開している団体・サークルの学習成果の発表

や親睦の場として、また、地域の交流の場とするため、文化祭を開催しています。/高洲公民館 

・図書サービスコーナー運営事業については、開館時間を東日本大震災前の状態に戻し、市内 3 駅において同様

のサービスを行うことにより、市民の利便性の向上を図ります。/中央図書館 

・視聴覚ライブラリー運営委員会事業については、適正かつ効果的な運営を図るため、運営委員会議を開催しま

す。/視聴覚ライブラリー 

・視聴覚ライブラリー利用促進事業については、機材・教材の利用促進を図るため、市内教育機関等に宅配サー

ビスを実施します。/視聴覚ライブラリー 

・視聴覚機器講習会等開催事業については、視聴覚機器の利用促進及び学習機会の拡充を図るため、視聴覚機器

の操作講習会等を実施していきます。/視聴覚ライブラリー 

・自主教材制作事業については、地域性や教育現場の実態を考慮した視聴覚教材の制作や市内の定点撮影を引き

続き実施します。/視聴覚ライブラリー 

・市内教育機関 16ミリ映写機検定事業について、今後は隔年で実施していきます。/視聴覚ライブラリー 

・視聴覚機材・教材の充実については、今後も整備と充実に努めます。/視聴覚ライブラリー 

・視聴覚ライブラリー運営事業については、機材・教材の貸出及び子ども映画会を、今後も継続して実施してい

きます。/視聴覚ライブラリー 

・堀江公民館大規模改修事業については、東日本大震災の影響により市全体での削減目標を踏まえ、事業の見直

しを図ります。/公民館 

・中央公民館体育館空調整備事業については、平成 24 年 7 月完成を目指し、整備を行います。/公民館 

・生涯学習情報提供システム経費については、「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、団体へのシステム登録を促していきます。/生涯学習課 

・まちづくり出前講座事業については、講座内容の見直しをするとともに、事業の周知を図ります。/生涯学習課 

 

８－２ 日頃からスポーツを楽しめる環境を整える 

推 進 施 策 事 業 名・担 当 部 署 実    績 

スポーツ機

会・情報の 

提供 

○スポーツ・レクリエーション事業 

／市民スポーツ課・公民館 

 

 

 

・スポーツ交流事業 

／市民スポーツ課 

 

 

○学校体育施設開放事業【再掲】 

／市民スポーツ課 

各公民館の体育館・運動室を利用した主催事業 90回

実施し、延べ 6,724名が参加しました。（高洲公民

館）スポーツフェアでは 18,000名、東京ベイ浦安シ

ティマラソンでは 6,225名が参加しました。 

 

11月 30日～12 月 6日で、オーランド市ハーフマラ

ソンに選手 4名を派遣しました。部門別で 2名の選

手が入賞の成績を収めました。 

 

小学校においては 14 校(体育館・校庭)が開放し、 

226,904 名が利用しました。中学校においては 7 校
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○各種体育大会実施事業／市民スポーツ課 

 

(体育館・校庭・武道場)が開放し、61,816 名、合計

288,720名が利用しました。 

 

秋季市民体育大会では 4,949 名、秋季市民軽スポー

ツ大会では 1,200名、冬季市民体育大会では 33名が

参加しました。 

 

スポーツ推

進体制の整

備 

 

 

 

 

 

◎総合型地域スポーツクラブ設立支援事

業 

／市民スポーツ課 

 

○市民スポーツ団体、スポーツ振興補助

金 

／市民スポーツ課 

 

○スポーツ交流事業【再掲】 

／市民スポーツ課 

 

 

○生涯スポーツ健康都市推進事業 

／市民スポーツ課 

 

東野地区総合型スポーツクラブの設立準備に対し、

会議の開催やスポーツフェスタなどのイベントで使

用する用具の貸出提供を行いました。 

 

体育協会・軽スポーツ協会・スポーツ推進委員連絡

協議会にそれぞれ補助金を交付しました。 

 

 

11月 30日～12 月 6日で、オーランド市ハーフマラ

ソンに選手 4名を派遣しました。部門別で 2名の選

手が入賞の成績を収めました。 

 

スポーツフェアや、健康フェアの際に啓発物資の配

布・宣伝を行いました。 

 

スポーツ施

設環境の整

備 

◎運動公園整備事業 

／市民スポーツ課・運動公園スポーツ施設課 

 

◎総合体育館ＥＳＣＯ事業 

／市民スポーツ課 

 

 

○学校体育施設開放事業【再掲】 

／市民スポーツ課 

 

 

 

○施設整備事業／市民スポーツ課 

東日本大震災により工事を中断し、現場の養生をし

ながら整備維持管理しました。 

 

光熱水使用量の削減・省エネルギー率・ＣＯ2 排出

量削減率について、それぞれ目標値を達成しまし

た。 

 

小学校においては 14 校(体育館・校庭)が開放し、 

226,904 名が利用しました。中学校においては 7 校

(体育館・校庭・武道場)が開放し、61,816 名、合計

288,720名が利用しました。 

 

東日本大震災のため一時中止し、工事内容を見直し

ました。 
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＜今後の方向性＞ 

・スポーツ・レクリエーション事業については、浦安スポーツフェアや東京ベイ浦安シティマラソンなどのスポ

ーツイベント、全国・関東大会への選手派遣の補助事業などを通して、市民に向けスポーツに接する機会の充

実を図っていきます。/市民スポーツ課・高州公民館 

・スポーツ交流事業については、浦安市とつながりのある自治体、特に災害時相互応援協定を締結した自治体とス

ポーツを通じた市民交流を図っていきます。/市民スポーツ課 

・学校体育施設開放事業は、市民の利用が多く有効性の高い事業となっています。既存団体の固定化が顕著であり

新規団体が利用できにくい状況から、今後は利用者の公平化を図るため、仕組みの見直しをしていきます。/市

民スポーツ課 

・各種体育大会実施事業については、市教育委員会と体育協会や軽スポーツ協会の共催事業として、加盟団体の運

営のもとに春・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、楽しむ機会と場を

提供します。/市民スポーツ課 

・総合型地域スポーツクラブ設立支援事業は、総合型地域スポーツクラブが地域スポーツの担い手として重要な役

割を持つことから、スポーツフェスタの開催などを通じて地域住民同士の交流を図りながら、スポーツクラブ設

立の気運を熟成します。/市民スポーツ課 

・市民スポーツ団体、スポーツ振興補助金については、生涯スポーツの振興を図っていくために、体育協会をはじ

め体育関係団体の育成、普及のために、事業経費の補助を行うとともに、地域スポーツに対する支援を進めてい

きます。/市民スポーツ課 

・生涯スポーツ健康都市推進事業については、生涯スポーツ健康都市宣言を踏まえて、市民がスポーツに親しみ、

楽しみながら、生涯にわたって健康づくりが図れるように、推進事業を計画し進めていきます。/市民スポーツ

課 

・運動公園整備事業については、整備工事中に東日本大震災による被災をしたため、現在はそれまでに完成してい

た一部の施設について復旧工事を実施しています。また、陸上競技場は基礎工事の段階で東日本大震災による被

災をしたため、現地を養生し工事の中断をしています。今後は、引き続き事業を推進し、早期の完成を目指しま

す。/市民スポーツ課 

・総合体育館ＥＳＣＯ事業については、平成 21 年度～平成 26 年度までの 6 年間の事業となっています。初年度

より、省エネ効果目標値は達成されていることから今後も継続して事業を進めます。/市民スポーツ課 

・施設整備事業については、仮称第 9 中学校の建設に伴い、高洲球技場の利用が出来なくなります。今後は、ス

ポーツ場所を確保するため、新規事業として総合公園多目的広場整備事業を進めていきます。/市民スポーツ課 
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８－３ 浦安の芸術・文化を育てる 

推 進 施 策 事 業 名・担 当 部 署 実    績 

市民の芸術文

化活動の活性

化 

○美術展覧会 

／生涯学習課 

 

 

○文化施策経費 

／生涯学習課 

 

○インターネット美術館運営事業 

／生涯学習課 

 

 

○青尐年文化・芸術支援事業 

／生涯学習課 

 

 

 

○浦安市文化会館設備等改修事業 

／生涯学習課 

 

○浦安市民プラザ設備等改修事業 

／生涯学習課 

 

○うらやす浦安ジュニアオーケスト

ラ活動費補助金／生涯学習課 

 

 

○文化団体活動補助金 

／生涯学習課 

 

市美術展、市民手工芸作品展開催しました。市美術展に

は 336点、市民手工芸作品展には 109点の出品がありま

した。 

 

東日本大震災の影響により、実施を見送りました。 

 

 

市所有美術品をインターネット公開し、企画展作品を展

示しました。常設作品は 105 点、立体作品は 12点、企

画作品は 226点を展示しました。 

 

若手芸術家の育成促進に向け、子どもたち中心の芸術文

化活動団体である、うらやすジュニアオーケストラの第

１回定期演奏会を支援しました。650名が入場しまし

た。 

 

東日本大震災の影響により、実施を見送りました。 

 

 

老朽化した市民プラザ空調設備の改修工事の設計を実施

しました。 

 

平成 23年度から社会教育関係団体に認定された、うら

やすジュニアオーケストラの事業の一部に補助金を交付

しました。 

 

社会教育関係 7 団体の事業の一部に補助金を交付しまし

た。 

 

芸術文化を体

験する機会の

充実 

○市民参加型文化芸術事業 

／生涯学習課 

 

○芸術鑑賞教室の開催 

／生涯学習課 

 

第 23 回市民演奏会を開催し、902名が入場しました。 

 

 

東日本大震災の影響により、実施を見送りました。 
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○公民館活動推進事業【再掲】 

／公民館 

各公民館で主催事業 3,523 回の事業を実施、延べ

103,789 名が参加しました。また、サークル活動への場

所の提供を図りました。 

 

郷土の歴史・

文化の理解を

深める 

○文化財保護事業 

／郷土博物館 

文化財マップの増刷・内容の改訂、内容更新、歴史巡内

容更新、歴史巡りなどを行いました。 

伝統文化の継

承 

○伝統文化の保護・継承・公開 

／郷土博物館 

 

・伝統芸能・技術保存団体活動への

補助 

／郷土博物館 

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。 

 

博物館事業で、各保存会の協力の下、児童・生徒や市民

が郷土芸能や技術に触れる機会を設けました。ゴールデ

ンウィークや夏の博物館祭り、節分などの季節の行事な

ど、多くの市民が博物館を訪れる機会を利用して伝統的

な技術や芸能の実演と体験の場を設け、郷土文化の普及

に努めました。 

 

＜今後の方向性＞ 

・市民の芸術文化活動の活性化については、市民の暮らしの中に多彩な芸術文化が息づく、豊かなまちを実現す

るため、市民が主体的に行う芸術文化活動を支援するとともに、優れた芸術作品が鑑賞できる機会の充実を図

ります。そのうち、美術展覧会については、市民文化の振興発展のため昭和 36年から実施し、本市の伝統的な

文化事業となっており、出品作品のレベルも向上し、県展や日展を目指す出品者も増加しています。手工芸作

品展に関しては、平成 10年度から実施しているもので、手工芸は幅広く誰でも手がけることのできる文化創作

活動であり、市民文化振興の裾野を広げるために有効な事業であると考えています。これらの事業につきまし

ては、今後についても、市内の文化団体やサークルなどへの働きかけはもちろん、より多くの出品作品を展示

できるよう、作品募集の周知・徹底を図っていきます。/生涯学習課 

・インターネット美術館運営事業については、市所有の貴重な美術品や市民による創作作品をインターネット上

に公開することで、身近に芸術作品を鑑賞できる機会の提供を目的とした事業です。今後も市美術展や各種ポ

スター展、市民が制作した作品などの企画展を充実していきます。/生涯学習課 

・青尐年文化・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です。平成 23年度は、うらやすジュニアオーケストラの第１回定期演奏会を支援

しました。今後もこのような子どもが中心となって行っている文化芸術活動を支援していきます。/生涯学習課 

・浦安市文化会館設備等改修事業については、施設の適切な維持と、施設利用者への安定的な貸し出しを目的と

した改修事業です。平成 23 年度は、東日本大震災の影響により見送りとなりましたが、復興の状況を見なが

ら、今後の対応を検討していきます。/生涯学習課 

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

め、空調設備の改修工事を計画的に実施するものです。改修工事の設計を行った平成 23年度を初年度とし、３
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年計画で実施していきます。/生涯学習課 

・うらやすジュニアオーケストラ活動費補助金及び文化団体活動補助金については、社会教育活動振興のため、

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 

・芸術文化を体験する機会の充実施策のうち、芸術文化団体の相互交流により、他分野間の相互理解を図り、人

と人、地域と地域のつながりにより芸術文化を創造する地域基盤づくりを進めていきます。そのうち、芸術鑑

賞教室は、市民の方々に身近な場所で、質の高い総合芸術に接する機会を提供するため、伝統芸能や音楽など

の公演を開催しているものです。平成 23年度につきましては、東日本大震災に関する、災害復興財源の確保を

目的として、開催を中止しましたが、今後の開催につきましては、本市の復興状況を見ながら、検討していき

ます。/生涯学習課 

・公民館活動推進事業については、生涯学習の拠点である公民館は、さまざまな世代の市民に、必要な学習情報

をいつでも提供できる施設として、今後も、多種多様な学習機会の提供に取り組みます。/公民館 

・文化財保護事業については、引き続き浦安の歴史・文化を後世に伝えるため、文化財を適正に管理・保護して

いくとともに、主催事業などでも積極的に活用し、郷土文化にふれる機会の充実に努めます。/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 

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

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

のできるよう努めます。/郷土博物館 

 

教育委員会議での主な意見 

生涯学習推進計画策定にあたっては、障がいのある方や外国人の方についての視点も踏まえた上で、生涯学習 

の基本的な方向性を行政側で提示する必要がある。具体的には、生涯学習関係の施設の方向性、学習の場の提供

をしつつ地域のコミュニケーションを図る体制づくり、全市的立場から市民と行政が協働、コラボレートするこ

とにより、生き生きと生活できることを目指す仕組みづくりなどが挙げられる。現実的な中での生涯学習施設の

あり方、学校などとの関係が議論されることを期待する。生涯学習をどう進めていくかということについて、核

心になる論点は、あらかじめ準備していたほうが良いと考える。 

 生涯学習フォーラムは、地域と学校との連携の重要さと課題が示されていて、非常に良い内容だった。 

公民館文化祭は、非常に盛況で、普段の活動の成果をほかの方々に披露できていると感じた。 

社会教育関係団体への補助金交付については、社会教育のどの部門を育てていくのか、それによって、ある程

度差別化を図っていくことも必要である。その点については、社会教育委員会議で方針を立ててもらえると分か

りやすい。 

社会教育委員会議で、社会教育関係団体への補助金の支出基準や、認定団体の扱いなどを再考していく時期だ

と考える。最終的な考え方を出すのは、やはり教育委員会の役割ではないかと思う。 

本市は、他市に比べると芸術活動が盛んなので、ぜひ教育委員会として、強く支援して、芸術を高めてもらい

たい。 
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第９節 浦安で産み育てたい環境を整える 

９－１ 安心して産み育てられる環境をつくる 

推 進 施 策 事 業 名・担 当 部 署 実    績 

子育てと仕事

の両立支援 

○児童育成クラブ管理運営事業 

／青尐年課 

 

市内 18児童育成クラブ（民間事業者等：12クラ

ブ、運営委員会：6クラブ）に、平成 23年 5月 1日

現在、1,498名の入会児童数がありました。 

 

多様なニーズ

に応じた子育

て支援 

○幼稚園預かり保育事業 

／保育幼稚園課 

 

○公民館活動推進事業【再掲】 

／公民館 

 

 

・奨学資金貸付事業 

／教育総務課 

 

 

・要保護及び準要保護児童・生徒就学援

助事業 

／学務課 

 

・幼稚園就園奨励費補助事業 

／保育幼稚園課 

 

・私立幼稚園運営費等補助事業 

／保育幼稚園課 

 

市内 5園で実施し、延べ 35,135名が利用しまし

た。5 園合算の年間平均利用率は、72.6％でした。 

 

各公民館で主催事業 3,523 回の事業を実施、延べ

103,789 名が参加しました。また、サークル活動へ

の場所の提供を図りました。 

 

高等学校・短期大学の入学準備金、専修学校専門課

程・大学の入学準備金・修学金を 70名に貸し付け

ました。 

 

要保護児童 64 名・要保護生徒 48 名、準要保護児童

409 名・準要保護生徒 258 名を認定し援助を行いま

した。 

 

1,078 名に交付し、入園料、授業料に係る保護者の 

負担軽減を図りました。 

 

入園料については、328名、授業料については, 

１,063名分を市内 5私立幼稚園へ交付し、その補

助金分を減免することにより、保護者の負担軽減を

図りました。 

 

＜今後の方向性＞ 

・児童育成クラブ管理運営事業に関しては、今後も入会児童数が増加することが予想され、小学校等の関係機関

との連携を図りつつ、児童育成クラブの拡充を検討していきます。/青尐年課 

・幼稚園預かり保育事業に関しては、元町の公立園での実施ニーズを受け、平成 24 年度よりさらにみなみ幼稚園

でも実施したところです。今後の方向性については、幼稚園児数の推移、余裕教室の状況などを検証しつつ、

検討していきます。/保育幼稚園課 

・公民館活動推進事業については、生涯学習の拠点である公民館は、さまざまな世代の市民に、必要な学習情報
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をいつでも提供できる施設として、今後も、多種多様な学習機会の提供に取り組みます。/高州公民館 

・奨学資金貸付事業については、経済的理由により修学が困難な方に対し、修学上必要な学資を貸し付けること

により、修学を容易にし、有為な人材を育成することを目的に、引き続き奨学資金の貸し付けを行っていきま

す。/教育総務課  

・要保護及び準要保護児童・生徒就学援助事業は、今後も継続して行っていきます。/学務課 

・幼稚園就園奨励費補助事業については、引き続き、在園児の保護者の負担軽減を目的に、世帯の所得状況に応 

 じた補助をしていきます。/保育幼稚園課 

・私立幼稚園運営費等補助事業については、市内の公認私立幼稚園へ補助金を交付することによって、入園児・

在園児に係る、入園料及び授業料の一部に相当する額を間接的に補助していきます。/保育幼稚園課 

 

９－２ 地域ぐるみで子育てを支援する 

推 進 施 策 事 業 名・担 当 部 署 実    績 

子育て支援の

ネットワーク

づくりの推進 

○子育てすこやか広場事業 

／保育幼稚園課 

 

 

○公民館活動推進事業【再掲】 

／公民館 

 

 

・地域社会と連携した幼稚園づくりの推

進 

／保育幼稚園課 

全園合わせて 361回開催し、未就園児の親子延べ

10,049組が利用しました。保育相談は延べ 1,759件

の利用がありました。 

 

各公民館で主催事業 3,523 回の事業を実施、延べ

103,789 名が参加しました。また、サークル活動へ

の場所の提供を図りました。 

 

園行事等で、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 

・公民館活動推進事業については、生涯学習の拠点である公民館は、さまざまな世代の市民に、必要な学習情報

をいつでも提供できる施設として、今後も、多種多様な学習機会の提供に取り組みます。/高洲公民館 

・地域社会との連携した幼稚園づくりの推進については、地域の子どもを地域で育てるという意識を互いに共有

しながら、引き続き、各種行事などにおいて相互の交流を促進していきます。/保育幼稚園課 

 

教育委員会議での主な意見 

公民館文化祭では、近隣の幼稚園や小中学校との連携が積極的に図られていると感じた。子どもたちの発表の

場、例えば演奏や、日常の美術の作品の展示などを通じ、社会教育との連携という視点で、学校、地域、公民館

の連携のひとつのあり方を示していると思われる。 
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第 10節 こどもが元気に成長できる環境を整える 

10—１ こどもの健やかな成長を支える 

推 進 施 策 事 業 名・担 当 部 署 実    績 

健康づくり

の推進 

◎体力向上推進事業【再掲】 

／保健体育安全課 

 

○部活動推進事業【再掲】 

／保健体育安全課 

 

 

 

○就学時健康診断事業 

／保健体育安全課 

 

○児童生徒健康診断事業 

／保健体育安全課 

 

体力向上推進校として中学校１校、小学校 4校を

指定しました。 

 

部活動社会人指導者を小学校 16 校に 46名、中学

校 8校に 73 名派遣しました。小学校では、ミニバ

スケットボール部、サッカー部他 3 部、中学校で

は、野球部、陸上競技部他 12 部に派遣しました。 

 

就学時健康診断を 1,690名に実施しました。 

 

 

小学校で 11,088名、中学校で 4,032名に実施しま

した。 

障がい児の

地域生活や

自立の支援 

◎まなびサポート事業【再掲】 

／教育研究センター 

 

 

 

 

 

 

 

・特別支援学級整備事業【再掲】 

／教育研究センター 

 

・学習支援室整備事業【再掲】 

／教育研究センター 

 

・特別支援学級児童・生徒就学奨励事業 

／学務課 

まなびサポートチーム員（医師3名、指導主事3

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、特別な教育的支援が必要な子どもの就学に関

する相談を行いました。保育園、幼稚園、小・中

学校への訪問相談は年間754回実施し、特別支援教

育の体制整備、個別の相談を進めました。また、

心身障がい児支援員を22名配置しました。 

 

美浜中学校に特別支援学級を開設し、教室内整備

等の工事を行い、学習環境を整備しました。 

 

明海中、舞浜小、富岡小、美浜北小学校の 4校に

学習支援室備品を整備しました。 

 

特別支援学級児童 59名に 1,567,329 円、特別支援

学級生徒 36 名に 2,074,281 円を支給しました。 

 

こどもの安

全を守る環

○学校防犯対策の充実【再掲】 

／保健体育安全課 

警備員を小学校 18 校・18名配置しました。ま

た、防犯訓練を 26 回、防犯教室を 18 回実施しま
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境の整備  

 

○交通事故防止対策の充実【再掲】 

／保健体育安全課 

した。 

 

交通整理員を 6 か所・9名配置しました。また、

交通安全教室を 18 回実施しました。 

 

＜今後の方向性＞ 

・体力向上推進事業については、全小・中学校において計画的に児童・生徒の体力向上の取り組みを実践すると

ともに、市が指定する「体力向上推進校」を増やします。この「体力向上推進校」を核として積極的な実践交

流を行い、実践の成果を市内全体に広げ、市全体の児童・生徒の体力向上を図ります。/保健体育安全課 

・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、外部指導者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。/保健体育安全課 

・就学時健康診断事業及び児童生徒健康診断事業については、今後も学校保健安全法に基づく健康診断に加え、

発達段階に応じた健康診断やフォローアップを実施します。/保健体育安全課 

・まなびサポート推進事業については、相談活動や特別支援教育の体制整備、個別の指導計画の作成など一人ひ

とりの教育的ニーズに応じた指導が展開されるよう学校・園への指導・支援の充実を図ります。/教育研究セン

ター 

・特別支援学級整備事業では、特別支援学級に通う児童・生徒が、地域の学校で教育が受けられるよう、全小中

学校への特別支援学級の整備を計画的に進めます。/教育研究センター 

・学習支援室整備事業については、余裕教室の状況を把握しながら、平成 24 年度には４校、その後は計画的に整

備していきます。/教育研究センター 

・特別支援学級児童・生徒就学奨励事業は、今後も継続して行っていきます。/学務課 

・学校施設等の防犯対策については、引き続き小学校への警備員の配置や防犯カメラ等の整備を進めるととも

に、警察と連携した防犯訓練や防犯教室などの防犯教育の充実を図ります。/保健体育安全課 

・交通事故防止対策の充実については、通学路の安全対策につき、引き続き、危険性の高い交差点に交通整理員

を配置するとともに、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。/保健体育安全課 

 

10－２ 豊かな心を育む 

推 進 施 策 事 業 名・担 当 部 署 実    績 

心を育む遊び

環境の整備 

○放課後異年齢児交流促進事業 

／青尐年課 

東、入船北、日の出、南、明海小学校で実施し、

47,246名が利用しました。 

こどもを育む

親力・地域力

の向上 

○家庭教育学級の実施【再掲】 

／公民館 

 

各公民館で幼稚園 9 学級、小学校 9 学級、中学校

1 学級保護者を対象にした家庭教育学級を実施し

ました。 
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・家庭教育講演会の開催 

／公民館 

 

・家庭教育に関する情報収集と資料の提供

／公民館 

 

○学校支援ボランティア推進事業【再掲】

／指導課 

幼稚園、小・中学校保護者を対象に家庭教育につ

いての講演会を実施し、69名が参加しました。 

 

家庭教育に関する資料や情報の提供を行いまし

た。 

 

教育（保育）活動に係る学校支援ボランティア活

動時の事故等について、教育委員会として一定の

範囲内で補償する保険に延べ 3,393 名が加入し、

周知することで、学校支援ボランティア活動を推

進しました。 

 

幼児期の学び

環境の整備 

◎市立幼稚園３年保育の推進 

／保育幼稚園課 

 

・就学前保育・教育指針推進事業 

／指導課・保育幼稚園課 

 

 

 

○子育てすこやか広場事業【再掲】 

／保育幼稚園課 

 

 

○幼稚園預かり保育事業【再掲】 

／保育幼稚園課 

 

 

○公民館活動推進事業【再掲】 

／公民館 

 

 

・大規模幼稚園等特別増置教員の配置事業

／保育幼稚園課 

市内 5園で実施し、延べ入園者は 255名でした。 

 

 

指針を基に、各園では、保育過程・教育課程を作

成し、日々の実践に活かしました。また、平成 24

年度の保育指針の改訂に向けて、事前の研修や準

備を行いました。 

 

全園合わせて 361回開催し、未就園児の親子延べ

10,049組が利用しました。保育相談は延べ 1,759

件の利用がありました。 

 

市内 5園で実施し、延べ 35,135名が利用しまし

た。5 園合算の年間平均利用率は、72.6％となり

ました。 

 

各公民館で主催事業 3,523 回の事業を実施、延べ

103,789 名が参加しました。また、サークル活動

への場所の提供を図りました。 

 

特別増置教員を 15 名配置し、大規模幼稚園等にお

ける、きめ細やかな保育の充実を図りました。 

 

自分を大切に

する気持ちを

○教育相談推進事業【再掲】 

／指導課 

全小・中学校に 26 名のＳＬＣを配置し、児童生徒

の精神的な悩みの発見・相談に対応し、健やかな
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育てる  

 

○生徒指導推進事業【再掲】 

／指導課 

 

学校生活がおくれるように支援しました。 

 

生徒指導体制の充実のため年間 3回の研修会を実

施しました。また、電話相談による「いじめ 110

番」では年間で 18 件の相談を受理しました。 

 

青尐年の健全

育成 

 

 

 

 

 

 

 

 

◎青尐年リーダー養成事業 

／青尐年課 

 

○青尐年交流活動センター事業 

／青尐年課 

 

○青尐年交流施設事業 

／青尐年課 

 

 

 

○青尐年館事業 

／青尐年課 

 

 

 

○青尐年国際交流事業 

／青尐年課 

 

 

○洋上研修事業 

／青尐年課 

 

○ジュニアリーダー研修会 

／青尐年課 

 

 

○多世代交流事業 

／青尐年課 

 

 

会員数は 28 名で平成 23年 6 月～平成 24年 3月に

10 回実施し、延べ 61名が受講しました。 

 

宿泊者数 5,555 名、宿泊以外 28,025名、合計

33,580名が利用しました。 

 

青尐年交流広場 3,507名、スタジオ貸出 2,408

名、各種講座 23,926名、自主事業 689名、合計

30,530名が利用しました。（一般講座利用者数除

く） 

 

開館日数は 293 日、小学生 16,703名、中学生

11,484名、高校生 10,703名、22歳未満 2,173

名、その他 2,162名、合計 43,225名が利用しまし

た。 

 

3 月 16日～3月 23 日(6泊 8 日)で、中学生 5名・

高校生 7 名・大学生 1 名の計 13 名を姉妹都市アメ

リカ合衆国オーランド市に派遣しました。 

 

東日本大震災の影響により中止しました。 

 

 

6 月 4 日～12月 11 日で年間 8回の研修会を実施し

ました。会員数は 26名で、延べ 180名が受講しま

した。 

 

地域の高齢者と児童育成クラブの児童が、けん

玉、こま、折り紙などの昔遊びを通して、交流を

図りました。児童の参加は、南小学校 49名、美浜

北小学校 13 名、北部小学校 79 名、計 141名でし
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○青尐年健全育成団体活動推進 

／青尐年課 

 

○公民館活動推進事業【再掲】 

／公民館 

 

 

○郷土博物館活動事業【再掲】 

／郷土博物館 

 

 

 

 

 

 

 

 

○青尐年補導活動推進事業 

／青尐年センター 

 

 

 

 

○青尐年相談事業 

／青尐年センター 

 

た。 

 

47 団体で実施しました。 

 

 

各公民館で主催事業 3,523 回の事業を実施、延べ

103,789 名が参加しました。また、サークル活動

への場所の提供を図りました。 

 

開館 10 周年を迎え、これまでの活動を振り返る展

示やボランティアとともに文化財・史跡を活用し

た見学会を開催しました。また、文化財住宅を活

用した催しなどを行いました。さらに、郷土文化

への理解と関心を深めるため、博物館ボランティ

ア「もやいの会」、文化財保持団体、市内で活動し

ているサークルの協力を得て、幼稚園、保育園及

び小中学校の郷土学習支援や、各種体験教室を行

いました。 

 

青尐年センターが計画する中央パトロールを時間

帯を変えて毎月 6回、全 72 回実施しました。その

ほか、地区パトロール等を含め、年間 448 回実施

し、延べ 1,954 名が参加し、417 名を補導しまし

た。 

 

青尐年センター内に家庭教育指導員を配置し、電

話相談を延べ 181件、来所相談を延べ 151 件、計

332件の青尐年相談に対応しました。 

＜今後の方向性＞ 

・放課後異年齢児交流促進事業については、小学校の余裕教室等、学校施設の活用について検討していきます。/

青尐年課 

・家庭教育学級の実施については、子どもの健全育成を図るため学校、地域、家庭の連携はもとよりすべての教

育の出発点である家庭教育力の向上を今後も支援していきます。/高洲公民館 

・家庭教育講演会の開催については、幼稚園、小中学校保護者を対象に家庭教育についての講演会を実施してい

きます。/高洲公民館 

・家庭教育に関する情報収集と資料の提供については、家庭教育力の向上を図るため、家庭教育に関する情報集

収集を行い、資料を提供していきます。/高洲公民館 
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・学校支援ボランティア推進事業については、引き続き学校支援ボランティアを推進するための保険に加入する

とともに、各小中学校・園に周知して、学校支援ボランティアの活用を促進していきます。/指導課 

・幼児期の学び環境の整備施策にあたっては、これまで実施してきている市立幼稚園３年保育の推進及び預かり

保育を引き続き推進し、多様な保育ニーズに対応していきます。また、更なる保育の質の向上をめざし、平成

21 年度に策定した「就学前保育・教育指針」の改訂を行うとともに、国の動向も踏まえつつ、今後の就学前施

設(保育園・幼稚園)のあり方を検討していきます。/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 

・幼稚園預かり保育事業に関しては、元町の公立園での実施ニーズを受け、平成 24 年度よりさらにみなみ幼稚園

でも実施したところです。今後の方向性については、幼稚園児数の推移、余裕教室の状況などを検証しつつ、

検討していきます。/保育幼稚園課 

・公民館活動推進事業については、生涯学習の拠点である公民館は、さまざまな世代の市民に、必要な学習情報

をいつでも提供できる施設として、今後も、多種多様な学習機会の提供に取り組みます。/高洲公民館 

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

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

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

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

・生徒指導推進事業については、各小・中学校における教育相談の充実を推進するとともに、教育総務部指導課

に設置している「いじめ 110 番」専用電話を継続し、いじめに悩む児童・生徒や保護者の悩みを受け止め、解

決に向けてのアドバイスを行います。/指導課 

・青尐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。/青尐年課  

・青尐年交流活動センター事業については、青尐年の交流及び団体生活を通じて、青尐年健全育成を図るため、、

指定管理者と協力しながら継続して実施していきます。/青尐年課 

・青尐年交流施設事業については、引き続き各種講座の実施や、青尐年の居場所づくり等を通して青尐年の健全

育成を図っていきます。/青尐年課 

・青尐年館事業については、青尐年の仲間づくりや青尐年どうしの交流を行える場及び青尐年が自発的に学習、

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尐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。/青尐年課 

・青尐年国際交流事業については、事業の見直しを行い、平成 24 年度以降実施を見送ることとなりました。/青

尐年課 

・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尐年の健全育成を図っていきま

す。/青尐年課 

・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尐年の健全

育成を図っていきます。/青尐年課 

・多世代交流事業については、児童育成クラブの児童が、地域の高齢者とコマや折り紙等の昔遊びを通じて交流

を図ってきました。その結果、自主的な相互交流が進んできたことから、事業としては平成 24年度以降の実施
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を見送ることとなりました。/青尐年課 

・青尐年健全育成団体活動推進については、引き続き、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。/青尐年課 

・郷土博物館活動事業については、引き続き郷土資料の収集・保存、調査研究に努めます。その成果を活かした

ふるさと浦安についての学習機会を、児童・生徒をはじめ、さまざまな世代の市民を対象に提供し、浦安の歴

史・文化を次の世代へと伝えていくための活動に取り組みます。/郷土博物館 

・青尐年補導活動推進事業については、引き続き青尐年補導員及び警察等との連携により、各種補導活動（中央

パトロール、地区パトロール、特別パトロール等）の充実及び青尐年に有害な環境の浄化を図り、青尐年の非

行防止及び健全育成の推進に努めます。/青尐年センター 

・青尐年相談事業については、関係各所に広報・啓発物の掲示を依頼し相談事業の周知を図るとともに、引き続

き研修等への参加による、家庭教育指導員の資質向上及び相談事業の充実に努めます。/青尐年センター 

 

教育委員会議での主な意見 

就学前保育・教育指針の策定にあたっては、幼稚園、保育園などで色々な幼児教育のあり方が検討されている 

中で、待機児童解消の問題等も踏まえて、保育園、幼稚園などのそれぞれの長所を色々と組み合わせて、子ども

たちのために良い指針を策定してもらいたい。 
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第４章 有識者からの意見                         

 

平成 24 年９月３日と 10 月 15 日の２日間にわたり、有識者 3 名の方々との懇談会

を開催し、貴重なご意見をいただきました。以下に主な内容を記述します。 

今回の点検・評価報告書は、教育施策と教育ビジョン施策体系に沿った構成とな

り、前年度の報告書に比べ、実績等を具体的数値で表すなど、特段に分かりやすく

出来ていて、概ね良好に事業が進められている、との評価をいただきました。 

事務の管理や執行状況に係る総括的なご意見は次のとおりです。 

・いじめ問題や人権に関する問題等に対しては、本市教育委員会では大きな問題は

無いようで安心した。今後も各教育機関（学校・公民館等）の現場からの苦情や相

談を見逃さないようにしてほしい。 

・日頃から教育委員会と教育現場との風通しを良くして、社会的に大きな問題にな

る前に、対応や方針を迅速に正しく取ることができるようにしてほしい。 

・市民に開かれた教育委員会でなければならないことから、市民との意見交換を積

極的に開催するなど、オープンな姿勢が大切であり、今後、事務事業の改善に努め

ながら、長期的視点に立った教育行政を推進するようにしてほしい。 

・学校教育と社会教育の連携や、生涯学習・社会教育によるまちづくりを進めるた

めの事業を充実させていただきたい。そのためにも社会教育職員の研修を充実して

いただきたい。 

個々事業に関する、主なご意見は下記のとおりです。 

 

第１節 「確かな学力(知)」 

１－１ 学ぶ意欲の育成と確かな学力形成 

 「確かな学力」とは、教育ビジョンでは「一人ひとりの能力に応じたきめ細やかな

指導」による学力形成と記述があるように、将来社会に出たときに困らない、自立す

るための力ではないかと解釈する。学校や地域が学習の場を設けることのほか、各学

校の指導の中で、子どもたちが自ら進んで学習する場を育てる、実践の場を与えるこ

とが重要である。 

学力向上に向けた事業は各方面で実施されて、大変素晴らし効果をあげていると思

う。学力をつけることは、どの親も共通の願いであり、今後も充実をお願いしたい。 

尐人数教育推進事業は、他自治体より先行して実施している本市の特徴的な事業で

ある。若い教員が配置され、児童・生徒に対し良い影響を与えている。その反面経験

の浅い、尐人数教育推進教員の資質向上に向けた研修の充実が必要となる。きめ細や

かな指導ができるように一層の拡充をしてほしい。 

 家庭学習習慣の推奨について、家庭と学校をつなぐ取組のひとつとして情報提供を

行っているが、学校から発信する一方通行の情報だけでなく、今後は学校ごとの取組

状況と成果が表されるようにしてほしい。 
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１－２ 今日的な教育課題に対する教育の推進 

 本市は、理科支援ティーチャー配置事業により、市内の小学校に６名の支援員を配

置し、理科の観察実験の際に学習をサポートする事業を実施している。小さい頃から

理科に興味を持つ子を育てるために、指導者の育成と施設整備をしていただきたい。 

キャリア教育の推進事業は、子ども達が社会に出た時に、必要な基礎知識を与える

役割を持っていて、大変有意義な事業である。体験学習の機会を多く取り入れ、より

一層充実させて、「座学」では得られない学習を大いに推進していただきたい。子ど

もの自立に向けてさまざまな方策を進めてほしい。 

 

１－３ 多様な教育的ニーズに応じた支援の充実 

 教育相談推進事業が充実しており、教育研究センターで実施する、まなびサポート

事業は非常に感心している。報告等をみても着実に成果が表れており、本市の特徴あ

る事業の一つとなるものであろう。 

教員は、日頃から子どもの良いところをほめて伸ばすのと同時に、「いじめ」等問

題行動で悩んでいるかもしれないという目で、常に子どもの変化を見逃さないように

してほしい。 

 

第２節 「豊かな心(徳)」 

２－１ 豊かな心の育成 

 「豊かな心」とは、自分の良さを知り、他人の痛みや悲しみを理解できる、優しさ

や協調性を育てることである。道徳教育や相談事業の充実が肝要である。  

本市では、多くの教員や支援員の目で子ども達を見守っていることも、功を奏して

いる。 

 いじめに対し、いじめを見抜くことができる教師の目を養っていただき、教員の資

質の向上に向け研鑽をしていただきたい。 

 教育委員会で、今後も引き続き各学校における道徳教育や人権教育の推進を図ると

ともに、スクールライフカウンセラーの全校配置や学校教育相談をさらに充実させる

など、いじめ防止に取り組んでいただきたい。 

また、校長会議や生徒指導主任会議等を通じ各学校でのいじめに対応する体制づく

りの徹底を図るとともに、いじめの実態把握や対応状況の調査を行っていただきた

い。 

各学校においても、日頃から「いじめをしない・させない・許さない」学校運営・

学校経営に努め、道徳教育を中心とした命を大切にする授業の充実や、教育相談の充

実を図り、いじめのない学校づくりに取り組んでいただきたい。 

 

 ２－２ 情操を豊かにする教育の推進 

部活動推進事業については、社会人指導者の活用を進めており、地域との連携の大
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変良い事例のひとつである。 

 

第３節 「健やかな体(体)」 

３－１ 体力の向上と健やかな体づくりの推進 

部活動については、スポーツ・文化系部活動指導者について、専門的な指導者不足

があり、保護者から希望する部活動が無いとの意見がある。外部指導員を招聘するな

ど、なお一層の充実を図っていただきたい。 

教育委員会から学校側へ、部活動指導者配置要望について調査をすることも必要で

はないか。きめ細やかな部活指導や部活動活性化、充実強化のためにも、積極的に社

会人活用の外部講師を人材派遣するなど検討していただきたい。部活動指導者の資質

や指導能力が重要視されていることから、研修会の充実を図っていただきたい。 

学習指導要領で新たに実施された必修授業について、本市は柔道の科目が大半を占

めているようである。「安心・安全」を心がけ、専門的な指導者を活用し実技指導を

徹底するよう、十分注意をしていただきたい。 

薬物乱用防止教室については、低年齢化している社会状況があることから、なお一

層健康教育を進めてほしい。 

 

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事業を新たに実施している、大変良い企画事業だと思

う。今後この事業を進める中で、各学校での生徒会行事や学校行事などの活動状況を

報告する等、生徒同士の連携が取れるようなことも考えてほしい。 

青尐年国際交流事業やふるさとうらやす立志塾については、事業に参加し、報告し

て完了するのではなく、卒業生を集めた、同窓会制度を立ち上げるなど、将来的なつ

ながりを重視した事業を企画したらどうか。今後、長期的に発展する事業を企画し将

来の浦安のために生かす取り組みも必要である。 

過去の参加者を追跡調査するなどをし、将来浦安を担う若年層の育成を図ってほし

い。 

 

４－２ 豊かなかかわりとコミュニケーション能力の向上 

コミュニケーション能力や言語活動の事業は大切である。社会に出て生きていくた

めにとても重要な能力である。各事業が充実していることがうかがえるが、なお一層

の充実を図っていただきたい。 

 

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 

郷土博物館の活用推進事業は、非常に内容が充実している。教育プログラムに郷土
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学習があるので、継続して本市の文化継承に力を入れてほしい。 

 

第６節 学校・家庭・地域・行政の連携  

６－１ 地域ぐるみで学校を支援する仕組みづくり 

学校支援コーディネーターの配置が増加している。学校を良くするためには、地域

の方々の協力が必須となるので、大変良いことである。 

研修会を開催しているが、研修内容についてもコーディネーターに大きな負担がか

からないよう、身近な内容から地域と学校が連携できる、仕組みづくりを拡充する方

向で進めてほしい。人材の発掘や拡充をお願いしたい。 

本市は、ＰＴＡ・自治会・敬老会活動が活発であることから、朝の時間や登下校の

時間などを利用した活動の支援について、地域の人材を大いに活用し、より一層拡充

してほしい。 

災害時の避難所運営推進事業については、千葉県防災計画や浦安市防災計画を見据

え、いろいろな災害に考慮するなど十分な対応を進め、マニュアルに基づく訓練を実

施するなど、非常時に備えていただきたい。 

 

第７節 学校の教育環境の整備・充実の推進  

７－１ 学校の信頼性の向上 

学校の信頼は、「教育は人なり」と言われているように、学校現場で直接指導、対

応している校長・教頭・教職員の力量にかかっている。教職員等の研修をより一層充

実させていくように努力してほしい。 

教職員の資質・指導力については、特に教育指導の言葉使いや態度、服装、発問や

板書をするという行為が、児童・生徒に与える影響が非常に大きい。子どもの教育に

携わる教職員については、教員研修の充実を図り、教員一人ひとりが自覚を持つよう

注意してほしい。 

より良い教育を実施するために教育委員会内で校長裁量権の検討を進めているが、

校長や教育現場の意見を十分にくみ取り、進めてほしい。 

スクールライフカウンセラーによるメンタルヘルス相談事業の成果により、教職員

の精神的疾患者数が抑制されている。今後も継続して事業推進していただきたい。 

 

７－２ 学校教育施設の整備充実 

東日本大震災により教育施設に甚大な被害を受けた、液状化対策として校庭の整地

工事や地盤改良工事等の大規模な工事が進められている。児童・生徒が日常生活や教

育活動などが、充実した教育活動を安全安心して行えるよう、整備を進めていただき

たい。 
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第８節 楽しみと生きがいを感じる生涯学習の充実を図る  

８－１ いつでも学習できる機会の充実を図る 

公民館の利用者や団体については、定期利用者だけでなく、青尐年・働く青年・社

会人など、平日利用がむずかしい年齢層が利用しやすいシステム作りや、夜間や祝祭

日に開催する事業企画を行っていただきたい。 

公民館や図書館、博物館等の社会教育施設で働く、職員の専門的な力量が社会教育

の中身を決めていくと言ってもよい。本市の社会教育の水準は、県内でも高い。県内

だけでなく、県外においても先進市となるよう、職員の研修・人材育成により一層力

を注いでほしい。 

社会教育主事についても、専門職の力量が発揮できる環境、配属期間について、配

慮していただきたい。 

家庭学級の実施については、子どもの家庭学習を考えた場合、教育に対する親の意

識の違いにより、家庭ごとに重要度に相違が出てくる。子どもの家庭学習は、親の家

庭教育学級の内容と関連性がある。どのような家庭教育学級が求められているか、学

校教育との関連性を十分考慮し、実施していくことが必要である。 

市民大学は市長部局において、年間開催している。本来は、社会教育や生涯学習の

中で大きく位置づけられるものではないか。市民大学以外にも、子ども達の環境学習

などがあるが、教育委員会と行政が開催する事業の連携が今後の課題となる。市長部

局や教育委員会内の計画や実績報告の中に、それぞれの部局がお互いに位置づけ、取

り上げていくことで共有化が図れるのではないか。 

 

８－２ 日頃からスポーツを楽しめる環境を整える 

総合型地域スポーツクラブ設立支援事業は、子どもから大人までが、世代を超え、

多種類のスポーツを楽しむ事業である。部活動推進事業で活躍する部活動社会人指導

者と、この総合型地域スポーツクラブ設立支援事業が、学校と地域との連携や協力体

制を拡充させ、相互に良い関係づくりが図れるよう育てていただきたい。新しい本市

の文化を醸成していただきたい。 

 

８－３ 浦安の芸術・文化を育てる 

文化振興のために、さまざまな事業展開をしており、とても充実している。参加者

の中に、本市出身者や、本市から育った出演者がいる場合は、特にＰＲ活動を充実し

てほしい。 

 

第９節 浦安で産み育てたい環境を整える  

９－１ 安心して産み育てられる環境をつくる 

児童育成クラブが、市内に１８か所で運営されている。そのうち、保護者が運営す

る場合は、児童の情報や状況がすぐ運営に反映されることは良いが、民間委託になっ
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ている場合、委託先業者に任せ切りにならないよう、注意していただきたい。 

指導員の研修や指導方法の研修について、充実していただきたい。 

 

９－２ 地域ぐるみで子育てを支援する 

子育てすこやか広場事業は、１万組以上の利用者があり、とてもすばらしいことで

ある。核家族化により、相談相手がいなく、人や地域との交流が希薄になっている社

会状況があるで、さらなる事業の拡充をしていただきたい。 

 

第 10節 こどもが元気に成長できる環境を整える  

10－２ 豊かな心を育む 

青尐年の交流を目的とした事業への参加利用者がとても多く、事業内容が優れてい

ることがうかがえる。今後も継続して、健全育成に向けた取り組みを進めていただき

たい。 

 

 


