令和元年６月２１日提出

教育委員会会議議案

木更津市教育委員会

木更津市教育委員会会議日程
開

会

１ 開

会

令和元年６月２１日（金）

宣

言

２ 会議録署名人の指名

渡部 佳子

委員

３ 前回会議録作成の報告

髙澤

教育長

４ 付

議

議

午後２時００分

茂夫

・

吉田

一雄

委員

案

議 案 番 号

件

名

頁

議 案 第 29 号

木更津市社会教育委員の委嘱について

2

議 案 第 30 号

木更津市図書館協議会委員の委嘱について

4

議 案 第 31 号

地方教育行政の組織及び運営に関する法律第２６条の規定
による点検及び評価に係る報告書の作成、議会への提出及
び公表について

6

５ 報

告

事

(1) 報 告 第 8 号
６ そ
７ 閉

の
会

項
臨時代理の報告について
市議会の議決を要する事件の議案（令和元年度教育費６月補正
予算案）について(7P)
他

宣

言
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議案第２９号
木更津市社会教育委員の委嘱について
次のとおり木更津市社会教育委員の委嘱をすることについて、木更津市教育委員会組織及び運
営規則（昭和６１年木更津市教育委員会規則第１号）第５条第１２号の規定により、議決を求め
る。
令和元年６月２１日提出
木更津市教育委員会教育長

氏 名
つるおか

鶴岡

住

AE

俊之

澤

任

茂

夫

期

令和元年７月１日

としゆき
AE

所

髙

■■■■■■■■■■
E

～令和３年３月３１日

提案理由
欠員の生じている木更津市社会教育委員について、社会教育法（昭和２４年法律第２０７号）
第１５条第２項並びに木更津市社会教育委員に関する条例（昭和２５年木更津市条例第２５号）
第３条及び第４条の規定により、新たに委員を委嘱しようとするものである。
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議案第２９号

参考資料

木更津市社会教育委員候補者名簿
＊委員構成は木更津市社会教育委員に関する条例第3条による。
【候補者】
№

委員構成

1

社会教育の関係者

任期
所属等

№

委員構成

1

学校教育の関係者

2

社会教育の関係者

3

社会教育の関係者

委員構成

1

名

つるおかとしゆき

鶴岡 俊之

任期
所属等

性別

年齢

委員経験

男

■歳

2年0ヶ月

令和元年5月1日～令和3年3月31日
性別

年齢

委員経験

氏

さとう ちあき

男

■歳

3年0ヶ月

木更津市子ども会育成連絡協議会

はんざわ あつこ

女

■歳

24年0ヶ月

木更津市青少年相談員連絡協議会

もりひろ けんいち

男

■歳

新規

木更津市小中学校長会

【在任者】
№

氏

木更津市立公民館運営審議会

【在任者】

令和元年7月1日～令和3年3月31日

名

佐藤 千明
榛澤
森廣

任期
所属等

敦子
賢一

平成31年4月1日～令和3年3月31日
氏

名

性別

年齢

委員経験

（学)君津学園木更津総合高校

はちむら みゆき

鉢村

美幸

女

■歳

2年1ヶ月

2

（学）君津学園清和大学短期大学部

ひらた

かずよ

女

■歳

7年1ヶ月

3

木更津市青少年補導員連絡協議会

あんどう じゅんこ

女

■歳

4年1ヶ月

4

木更津市ＰＴＡ連絡協議会

男

■歳

新規

女

■歳

4年1ヶ月

学校教育の関係者

平田
安藤

とみた

冨田

和世
順子

ひろし

浩

社会教育の関係者

5

木更津市文化協会

なかむら

6

木更津ユネスコ協会

城戸

富貴

ふ き

女

■歳

4年1ヶ月

7

保育グループ「こあらの会」会長

よしだ

ひろこ

女

■歳

10年1ヶ月

8

放課後子ども教室コーディネーター

はしもと

こ

女

■歳

6年1ヶ月

9

あそびの会ぽんぽこ代表

いとう

もとこ

女

■歳

新規

元青年学級運営委員長

じびき

あきひろ

男

■歳

10年1ヶ月

元市ＰＴＡ連絡協議会会長

うちだしんいちろう

男

■歳

8年1ヶ月

12

かずさＦＭ代表取締役

いしむらひろ み

女

■歳

8年1ヶ月

13

元木更津市公民館のつどい実行
委員会副実行委員長

くまもと ひでき

男

■歳

3年9ヶ月

14

元市ＰＴＡ連絡協議会会長

しらいし かずよし

男

■歳

2年1ヶ月

家庭教育の向

10 上の資する活
動を行う者並
びに学識経験
11 のある者

中村みどり
き ど

吉田

裕子

橋本ミチ子
伊藤
地曵

素子
昭裕

内田愼一郎
石村比呂美
熊本
白石
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秀樹
和義

議案第３０号
木更津市図書館協議会委員の委嘱について
次のとおり木更津市図書館協議会委員を委嘱することについて、木更津市教育委員会組織及び
運営規則（昭和６１年木更津市教育委員会規則第１号）第５条第１２号の規定により、議決を求
める。
令和元年６月２１日提出
木更津市教育委員会教育長

氏

名

うすい

住

ひろこ

臼井 弘子
AE

AE

はち むら
AE E

みゆき

AE

AE

むらかみ

よしこ

EA

AE

おぎの
AE

AE

AE

高岡 礼乃
EA

AE

てづか
AE

EA

AE

すまたに

さちこ

EA

ほうけん

AE

じゅんいちろう

EA

AE

中原 まどか

■■■■■■■■■■■■

令和元年７月１日～
令和３年６月３０日

■■■■■■■■■■■■

令和元年７月１日～
令和３年６月３０日

■■■■■■■■■■■■

令和元年７月１日～
令和３年６月３０日

■■■■■■■■■■■■

令和元年７月１日～
令和３年６月３０日

■■■■■■■■■■■■

令和元年７月１日～
令和３年６月３０日

■■■■■■■■■■■■

令和元年７月１日～
令和３年６月３０日

EA

かつら

ひろ ゆき

AE

AE

桂

令和元年７月１日～
令和３年６月３０日

E

なかはら
AE

■■■■■■■■■■■■

E

寳剱 純一郎

AE

令和元年７月１日～
令和３年６月３０日

E

須磨谷 幸子

AE

■■■■■■■■■■■■

E

えみ

手塚 英美

E

A

啓之
E AE

期

令和元年７月１日～
令和３年６月３０日

E

あやの

たかおか

AE

夫

■■■■■■■■■■■■

E

けいじ

荻野 敬次

任

茂

令和元年７月１日～
令和３年６月３０日

E

村上 淑子

AE

澤

■■■■■■■■■■■■
E

鉢 村 美幸

AE

所

髙

E

提案理由
木更津市図書館協議会委員の任期満了に伴い、木更津市立図書館設置及び管理条例（昭和２６
年木更津市条例第２２号）第９条の規定により、新たに委員を委嘱しようとするものである。
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議案第３０号 参考資料

木更津市図書館協議会委員候補者名簿

任期：令和元年７月１日から令和３年６月３０日まで
所属等

委員構成

1

学校教育の関係者

2

3

社会教育の関係者

氏

名

性別

年齢

委員経験

木更津市小中学校長会

うすい

ひろこ

女

■

1期

木更津市社会教育委員会議

はちむら

みゆき

女

■

新規

木更津市立公民館運営審議会

むらかみ

よしこ

女

■

新規

おぎの

けいじ

男

■

２期

臼井 弘子

鉢村 美幸

村上 淑子

4

木更津市郷土博物館金のすず協議
会

5

木更津市子ども会育成連絡協議会

たかおか

あやの

女

■

1期

6

木更津市保育協議会

てづか

えみ

女

■

新規

さちこ

女

■

新規

じゅんいちろう

男

■

1期

女

■

４期

男

■

７期

7

8

家庭教育の向上に
資する活動を行う
者並びに学識経
験のある者

荻野 敬次

高岡 礼乃

手塚 英美

図書館利用団体代表
きさらづ点訳の会代表

す ま たに

須磨谷 幸子

ほうけん

清和大学図書館長

寳剱 純一郎

9

読書相談員

なかはら

10

元木更津市社会教育委員

かつら

中原 まどか
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桂

ひろ ゆき

啓之

議案第３１号
地方教育行政の組織及び運営に関する法律第２６条の規定による点検及び評価に係る報
告書の作成、議会への提出及び公表について
別紙のとおり報告書とし、市議会へ提出するとともに公表することについて、木更津市教育委
員会組織及び運営規則
（昭和６１年木更津市教育委員会規則第１号）第５条第２号の規定により、
議決を求める。
令和元年６月２１日提出
木更津市教育委員会教育長

髙

澤

茂 夫

提案理由
地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和３１年法律第１６２号）第２６条の規定によ
り、平成３０年度教育委員会の権限に属する事務の管理及び執行状況の点検・評価を行い報告書
を作成したので、
市議会への提出及び公表をすることについて、議決を得ようとするものである。

- 6 -

報告第８号
臨時代理の報告について
木更津市教育委員会組織及び運営規則（昭和６１年木更津市教育委員会規則第１号）第６条第
１項の規定により、別紙のとおり臨時代理をし処理したので、同条第２項の規定により報告する。
令和元年６月２１日提出
木更津市教育委員会教育長
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髙 澤

茂 夫

教育委員会の議決事項の臨時代理
木更津市教育委員会組織及び運営規則（昭和６１年木更津市教育委員会規則第１号）第６条第
１項の規定により会議を招集する暇がないと認めるので、次のとおり臨時代理し処理する。
令和元年５月２３日
木更津市教育委員会教育長

髙 澤

茂 夫

臨時代理第５号
市議会の議決を要する事件の議案（令和元年度教育費６月補正予算案）について

別紙のとおり

- 8 -

木教総第１７５号
令和元年５月２３日

木更津市長

渡

辺

芳

邦

様

木更津市教育委員会
教育長

髙

澤

茂

夫

（公印省略）

令和元年６月市議会定例会に附議する教育委員会に係る予算議案の意見聴取
について（回答）
令和元年５月２２日付け木財第２６７号で意見を求められました標記の件につきまして、
意見はございません。
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令和元年度６月補正予算一覧
部等名
歳

教育委員会

入
（単位：千円）
款

項

当初予算額
（Ａ）

目

50

分担金及び
負担金

5 負担金

15 教育費負担金

55

使用料及び
手数料

5 使用料

予算現額
（Ｂ）

補正額
（Ｃ）

補正後の額
（Ｂ＋Ｃ）

4,715

4,715

0

4,715

30 教育使用料

18,163

18,163

0

18,163

5 国庫負担金

15 教育費国庫負担金

36,836

36,836

0

36,836

10 国庫補助金

35 教育費国庫補助金

50,146

50,146

0

50,146

5 県負担金

25 教育費県負担金

156

156

0

156

10 県補助金

40 教育費県補助金

3,611

3,611

0

3,611

35 教育費県委託金

0

0

193

193

55

55

0

55

10 利子及び配当金

7

7

0

7

30 教育費寄附金

0

0

0

0

35

生涯学習基金
繰入金

0

0

0

0

45

学校教育施設整備基
金繰入金

0

0

0

0

0

0

0

0

633,117

633,117

0

633,117

39,263

39,263

0

39,263

425,400

464,600

0

464,600

1,211,469

1,250,669

193

1,250,862

60 国庫支出金

65 県支出金
15 県委託金
40
財産運用
収入

70 財産収入

5

75 寄附金

5 寄附金

80 繰入金

5 基金繰入金

10 市預金利子
90 諸収入

事務処理の特例にか
かる県委託金

5 市預金利子
8 給食事業収入

30 雑入
15 雑入
95 市債

5 市債

40 教育債
計
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令和元年度６月補正予算一覧
部等名
歳

教育委員会

出

4,291,809
477,478

477,478

0

477,478

17,450

17,450

0

17,450

361,295

361,295

0

361,295

98,733

98,733

0

98,733

898,413

898,413

453

898,866

5 学校管理費

515,900

515,900

260

516,160

10 教育振興費

147,785

147,785

193

147,978

15 学校建設費

234,728

234,728

0

234,728

512,519

512,519

0

512,519

5 学校管理費

245,437

245,437

0

245,437

10 教育振興費

99,463

99,463

0

99,463

15 学校建設費

167,619

167,619

0

167,619

0

0

0

0

0

0

0

0

988,559

1,040,825

0

1,040,825

161,518

161,518

0

161,518

11,930

11,930

0

11,930

15 公民館費

476,295

476,295

0

476,295

20 図書館費

120,427

120,427

0

120,427

12,594

12,594

0

12,594

199,516

251,782

0

251,782

6,279

6,279

0

6,279

1,414,840

1,414,840

0

1,414,840

1,414,840

1,414,840

0

1,414,840

款 項 目
50 教育費
5 教育総務費
5 教育委員会費
10 事務局費
17 まなび支援センター費
10 小学校費

15 中学校費

当初予算額

20 幼稚園費
5 教育振興費
25 社会教育費
5 社会教育総務費
10 青少年育成費

25 少年自然の家費
27 博物館費
30 生涯学習まちづくり推進事業費
30 保健体育費
20 学校給食費
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補正額
（Ｂ）

（単位：千円）
補正後の額
（Ａ＋Ｂ）
453
4,344,528

予算現額
（Ａ）
4,344,075
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項

目

10 民生費寄附金

5 寄附金

75 寄附金

金

35 教育費県委託

金

5 総務費県委託

15 県委託金

金

10 民生費県補助

10 県補助金

65 県支出金

助金

22 商工費国庫補

助金

15 衛生費国庫補

助金

10 民生費国庫補

助金

5 総務費国庫補

10 国庫補助金

60 国庫支出金

款

60款 国庫支出金

２．歳入
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0

101,001

101,001

0

300,413

317,953

732,002

1,016,821

3,221,356

129,922

23,857

748,611

447,703

2,012,456

7,805,854

補正前の
予算額

75款 寄附金

30

30

30

193

3,854

4,047

3,433

3,433

7,480

6,270

14,805

12,238

4,316

37,629

37,629

補 正 予 算 額

65款 県支出金

30

101,031

101,031

193

304,267

322,000

735,435

1,020,254

3,228,836

136,192

38,662

760,849

452,019

2,050,085

7,843,483

計
分

附金

10 児童福祉費寄

金

10 小学校費委託

20 選挙費委託金

助金

10 児童福祉費補

5 商工費補助金

助金

5 保健衛生費補

助金

10 児童福祉費補

助金

5 社会福祉費補

助金

5 総務管理費補

区

節
金

説

30 １．遺児福祉基金寄附金

２．オリンピック・パラリンピック指定校事業委託金

193 １．教育研究指定校事業委託金

3,854 １．参議院議員選挙費委託金

3,433 １．子ども・子育て支援整備交付金

6,270 １．プレミアム付商品券事務費補助金

14,805 １．感染症予防事業費等国庫補助金

13,732 １．子ども・子育て支援整備交付金

△ 1,494 １．社会保障・税番号制度システム整備費補助金

4,316 １．地域公共交通確保維持改善事業費補助金

額

明
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70

123

（単位 ： 千円）
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項

目

15 雑入

30 雑入

90 諸収入

繰入金

48 産業振興基金

繰入金

222,962

856,092

1,231,854

1,700

1,247,189

1,305,213

1,305,213

補正前の
予算額

90款 諸収入

5 財政調整基金

5 基金繰入金

80 繰入金

款

80款 繰入金

1,928

1,928

1,928

7,580

△ 11,203

△ 3,623

△ 3,623

補 正 予 算 額

224,890

858,020

1,233,782

9,280

1,235,986

1,301,590

1,301,590

計
分

10 雑入

繰入金

5 産業振興基金

繰入金

5 財政調整基金

区

節
額

説

1,928 １．高齢者の低栄養・重症化予防等推進事業補助金

7,580

△ 11,203

金

明

（単位 ： 千円）
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款

147,785

10 教育振興費

898,413

4,708,050

515,900

目

補正前の
予算額

5 学校管理費

10 小学校費

項

50款 教育費

50 教育費
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193

260

453

453

補正予算額

147,978

516,160

898,866

4,708,503

計

193

193

193

国県支出金

特

財

地方債

定
その他

源
区

分

0

12 役務費

11 需用費

8 報償費

260 13 委託料

260

260

一般財源

補 正 予 算 額 の 財 源 内 訳

節
金

説

明

1

費

132 ２．オリンピック・パラリンピック教育推進校事業

60 １．千葉県教育研究指定校事業費

（１）小学校運営費

260 １．学校維持管理運営費

額

-13-

70

123

260

（単位 ： 千円）
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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条の規定により、平成３０年度の本市教
育委員会の権限に属する主な事務の管理及び執行状況について自ら点検及び評価を行い、そ
の結果を議会に報告するとともに公表することで、市民への説明責任を果たし、効果的な教
育行政を推進しようとするものであります。

２

点検・評価の報告
本市教育委員会においては、次の２点について報告します。
○ 教育委員会会議の平成３０年の開催状況と審議事項等について
○ 教育委員会において平成３０年度重点目標・施策として掲げた事項の結果・成果等に
ついて

３

教育委員会会議の開催状況等
平成３０年においては、毎月１回の定例会１２回と４月に臨時会を１回開催しました。各
会議での審議事項等は次のとおりです。
開 催 日
(H30)
1.19

審 議 事 項 等
議案第 1 号
市議会の議決を要する事件の議案（平成 29 年度教育費 3 月補正予算案）につ
いて
議案第 2 号
市議会の議決を要する事件の議案（平成 30 年度教育費当初予算案）について
議案第 3 号
市議会の議決を要する事件の議案（木更津市職員定数条例及び職員の給与に関
する条例等の一部を改正する条例案）について
議案第 4 号
市議会の議決を要する事件の議案（損害賠償の額の決定及び和解）について
議案第 5 号
市議会の議決を要する事件の議案（民間資金等の活用による公共施設等の整備
等の促進に関する法律に規定する特定事業に係る変更契約の締結）について
議案第 6 号
市議会の議決を要する事件の議案（木更津市立公民館設置及び管理運営条例の
一部を改正する条例の制定）について
議案第 7 号
市議会の議決を要する事件の議案（木更津市立青年の家設置及び管理に関する
条例を廃止する条例の制定）について

2.16

議案第 8 号
木更津市スポーツ推進計画の策定に係る意見について

3.22

議案第 9 号
平成 30 年度重点目標・施策について
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議案第 10 号
市長と木更津市教育委員会との地方自治法第 180 条の 2 及び第 180 条の 7 の規
定に基づく協議について
議案第 11 号
木更津市教育委員会組織及び運営規則の一部を改正する規則の制定について
議案第 12 号
木更津市私立幼稚園就園奨励費補助金交付規則を廃止する規則の制定について
議案第 13 号
木更津市立青年の家管理運営規則を廃止する等の規則の制定について
議案第 14 号
木更津市郷土博物館金のすずの設置及び管理に関する条例施行規則の一部を改
正する規則の制定について
議案第 15 号
職務の級が 6 級以上の職員等の人事について
議案第 16 号
木更津市立公民館長（非常勤職員）の任命について
議案第 17 号
木更津市郷土博物館金のすず館長（非常勤職員）の任命について
報告第 1 号（臨時代理第 1 号）
校長及び教頭等の任免の内申について
報告第 2 号（専決第 1 号）
木更津市教育委員会事務専決規程等の一部を改正する訓令について
4. 6
（臨時）

議案第 18 号
市議会の議決を要する事件の議案（木更津市立小学校設置条例の一部を改正す
る条例の制定）について

4.19

議案第 19 号
木更津市郷土博物館金のすず協議会委員の委嘱について
議案第 20 号
平成 30 年度教科用図書君津採択地区協議会規約の承認について
議案第 21 号
平成 30 年度教科用図書君津採択地区協議会委員の選出について

5.11

議案第 22 号
木更津市立公民館運営審議会委員の委嘱について
議案第 23 号
木更津市郷土博物館金のすず協議会委員の委嘱について
報告第 3 号（臨時代理第 2 号）
市議会の議決を要する事件の議案（専決処分の承認を求めること）について

6.22

議案第 24 号
木更津市立小中学校適正規模等審議会委員の委嘱について
議案第 25 号
図書館協議会委員の委嘱について
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議案第 26 号
木更津市立公民館設置及び管理運営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
議案第 27 号
職務の級が６級以上の職員等の人事について
報告第 4 号（臨時代理第 3 号）
市議会の議決を要する事件の議案（平成 30 年度教育費 6 月補正予算案）につ
いて
7.20

議案第 28 号
地方教育行政の組織及び運営に関する法律第 26 条の規定による点検及び評価に
係る報告書の作成、議会への提出及び公表について
議案第 29 号
平成 31 年度に使用する教科用図書の採択について

8.17

議案第 30 号
木更津市の小中一貫教育について
議案第 31 号
市議会の議決を要する事件の議案（平成 30 年度教育費 9 月補正予算案）につ
いて

9.28

議案第 32 号
平成 30 年度教育功労者の表彰について
議案第 33 号
木更津市文化財保護審議会委員の委嘱について
議案第 34 号
富来田資料庫の廃止に伴う所管換えについて
報告第 5 号（臨時代理第 4 号）
君津郡市広域市町村圏事務組合規約の変更に関する意見について

10.19

議案第 35 号
木更津市郷土博物館金のすず協議会委員の委嘱について

11. 8

議案第 36 号
第 2 期木更津市教育振興基本計画（素案）について
議案第 37 号
市議会の議決を要する事件の議案（木更津市立中学校設置条例の一部を改正す
る条例の制定）について
議案第 38 号
「木更津市の小中一貫教育について」の策定について

12.21

議案第 39 号
木更津市立小学校及び中学校の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
報告第 6 号（臨時代理第 5 号）
市議会の議決を要する事件の議案（平成 30 年度教育費 12 月補正予算案）につ
いて
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報告第 7 号（臨時代理第 6 号）
市議会の議決を要する事件の議案（平成 30 年度教育費 12 月補正予算案（追加
分））について

４

点検・評価
各施策の評価については、次のとおり４段階（Ａ・Ｂ・Ｃ・Ｄ）としました。
Ａ：目標どおり、または目標を上回る成果があった施策
Ｂ：概ね目標どおりの成果があった施策
Ｃ：成果は見られるものの、目標が一部未実施の施策
Ｄ：目標が未実施、または成果が見られない施策
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＜Ⅰ＞ 学校教育の充実
家庭、地域社会、学校・行政との協働によるトライアングル子育て運動を基本に、学習習慣
の形成、心の教育の充実、健康・体育・安全指導の充実を柱とする「学校教育木更津プラン」
のもと、地域に開かれた市民・保護者から信頼される学校づくりをめざし、学校教育の充実の
ための施策を推進します。

〜 学校教育の充実 〜
１ 教育内容の充実
施策の内容

重点目標・施策

結果・成果等

評価

今後の方向性

(1)確かな学力

①学習意欲を高める授

授業改善研究協力員を

Ａ

今後も、授業改善協力

の育成

業づくりを推進するた

４２人選出し、また、

員と連携し、また、

め、授業改善研究協力

木更津第一小外国語の

小・中学校会場で交互

員を選出し、授業改善

教科化を見据え、外国

に授業改善フェスティ

フェスティバルを開催

語活動に焦点を当てた

バルを開催することに

します。

授業改善フェスティバ

より、授業改善のきっ

ルを開催し、学習意欲

かけをつくり、さらな

を喚起する授業づくり

る市内教職員の指導技

の普及に努めました。

術の向上に努めます。

②学習に前向きな学級

夏季休業中に、教職員

づくりを推進するた

研修会を１０講座開催

今日的教育課題を中心

め、学級経営に係る教

し、のべ３９５人の教

に、教職員のニーズを

職員研修を実施しま

職員が参加しました。

くみ取りながら、教職

また、層別研修等を

員の大量世代交代期に

実施し、市内教職員の

対応した研修会を企画

資質向上に努めまし

開催し、市内教職員の

た。

資質向上に努めます。

す。

Ａ

Ａ

今後も、本市が抱える

③算数・数学の基礎・

２回実施した算数・数

引き続き、木更津工業

基本の定着度を高め、

学検定で、１２，３７

高等専門学校の協力を

学習意欲を向上させる

５人が受検し、開始以

得ながら、より多くの

ため、算数・数学検定

来の受検者数はのべ１

児童・生徒、及び市民

を年２回実施します。

４１，８１４人となり

が受検できるよう努め

ました。各級毎の過去

ていきます。

問題や練習問題等を公
開し、算数・数学に対
する意欲・関心の向上
に努めました。
(2)心の教育の

①児童生徒の心の教育

児童生徒の実態を把握

推進

の充実を図るため、心

するため、生活意識

充実を図るため、引き

の教育推進協議会を開

（規範）調査を行いま

続き心の教育推進協議

催し、関係機関との連

した。平成 14 年度か

会を開催し、関係機関
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Ａ

児童生徒の心の教育の

携を深め、多方面から

ら 3 年にごとに継続し

との連携を深め、多方

同一歩調によるいじめ

て実施している調査に

面から同一歩調による

防止を中心とした心の

より木更津市の子ども

心の教育を推進しま

教育を推進します。

達の規範意識が、概ね

す。

高い状態で安定してい
ることが、明らかにな
りました。
②「考え、議論する道

小・中学校ともに年間

Ａ

３０年度に小学校で道

徳」への転換のため、

３５時間の道徳授業を

徳が教科化され、３１

指導方法や評価の工夫

確実に実施するように

年度は中学校がこれに

改善を図り、道徳科の

指導・啓発しました。

続く形となり、更なる

充実を推進します。

また「考え、議論する

研修の実施等により、

道徳」を意識した授業

指導方法や評価の工夫

に質的転換を図るた

改善に向け、道徳科の

め、夏季教職員研修で

学習の充実に努めま

の研修を実施しまし

す。

た。
(3)健康・体

①児童生徒の健康管

学校における定期健康

Ａ

児童生徒の健康管理・

育・安全指導の

理・推進を図り、健康

診断を計画どおりに実

推進を図り、健康への

充実

への意識を高めるた

施し、児童生徒の健康

意識を高めるため、定

め、定期健康診断を実

管理・健康意識の向上

期健康診断を実施しま

施します。

を図りました。

す。有所見者特に精密
検診の対象者には、早
期受診を勧告し、疾病
の早期発見、早期治療
に努めます。

②児童生徒の運動意欲

運動能力証合格率 40%

Ａ

児童生徒の運動意欲を

を高めるため、運動能

をめざし、児童生徒の

高めるため、引き続き

力証の合格を推奨しま

体力向上に取り組んだ

運動能力証の合格を推

す。

結果、合格率は小学校

奨するとともに、木更

42.4%、中学校 40.9%で

津工業高等専門学校と

した。

連携し、体育指導技術
の向上を図ります。

③児童生徒が自分自身

各学校における食に関

Ｂ

児童生徒が自分自身の

の食生活を見直し、改

する指導の計画をもと

食生活を見直し、改善

善に向けた努力ができ

に、学校給食センター

に向けた努力ができる

るよう、学校における

と連携して給食指導及

よう、引き続き学校

食育を推進します。

び望ましい食生活に関

における食育を推進し

する指導の充実を図り

ます。

ました。
④体育指導の充実を図

体育指導の充実を図る

るため、教職員対象の

ため、木更津工業高等
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Ｂ

体育指導の充実を図る
ため、引き続き教職員

研修会を開催します。

専門学校と連携し、教

の研修会を開催しま

職員を対象とする陸上

す。

競技実技研修会を実施
しました。
⑤児童生徒の体力・技

児童生徒の体力・技能

Ａ

能を高めるため、木更

を高めるため、４月と

の向上及び運動に対す

津工業高等専門学校と

１２月の２回市内の児

る意欲付けを目的とし

連携し、陸上競技教室

童を対象に陸上競技教

て、引き続き陸上競技

を年２回実施します。

室を実施しました。

教室を開催します。

(4)読書活動の

①各学校の読書環境の

全小中学校に読書相談

推進

充実を図るため、小中

員を配置し、図書の選

書相談員を配置し、第

学校に読書相談員を配

書や蔵書の点検整備を

４次木更津市子ども読

置します。

行いました。また、読

書推進計画に基づき、

み聞かせ等を行い、読

学校図書館の整備充実

書意欲を促しました。

を図ります。また、子

Ａ

児童生徒の体力・技能

引き続き小中学校に読

どもの読書習慣の定着
を図ります。
②児童生徒の読書意

児童生徒のニーズに応

Ｂ

児童生徒の読書意欲や

欲、学習意欲を高める

じた図書の選定を行い

読書習慣を確立するた

ための図書の選定・購

ました。蔵書の整備充

めの図書の選定・購入

入を行い、図書室の整

実に努めた結果、学校

を行い、引き続き図書

備を図ります。

図書館図書標準の達成

室の整備を図ります。

校は小学校４校、中学
校１校でした。
(5)国際理解

①児童生徒の外国文化

ＡＬＴを各小中学校へ

Ａ

小学校における外国語

教育の推進

や外国語に対する興

派遣し、外国文化や外

教育改革を見据え、Ａ

味・関心を高めるた

国語によるコミュニケ

ＬＴを１７人から２０

め、外国語指導助手

ーション能力の育成に

人へ３名増員し、小中

（ＡＬＴ）を増員し、

努めました。

学校への派遣時数を増

国際理解教育を推進し

また、夏季休業中を中

やすよう努めるととも

ます。

心に新学習指導要領や

に、特に、小学校教職

新教材についての研修

員向けの研修の充実を

を教職員向けに実施

図ります。

し、教職員の指導技術
の向上に努めました。
(6)情報教育の

①情報モラルを身につ

情報化社会に対応する

推進

け、情報化社会に対応

ため、ＩＣＴ環境の充

用できる環境の整備に

できる児童生徒を育成

実に努めるとともに、

努めるとともに、の情

するためコンピュータ

各種教職員研修会、及

報化社会を安全にたく
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Ｂ

引き続き、ＩＣＴを活

を活用した情報教育を

び保護者対象の研修会

ましく生き抜く力の育

推進します。

を実施し、情報化社会

成に努めます。

を安全にたくましく生
き抜く力を身に付けた
児童・生徒の育成に努
めました。
(7)キャリア

①児童生徒の社会的・

小学校全校で就業密着

Ａ

引き続き児童生徒の社

教育の充実

職業的自立のために必

観察学習を、中学校全

会的・職業的自立のた

要な基礎的・汎用的能

校で職業体験学習をそ

めに必要な基礎的・汎

力を育成するため、発

れぞれ実施し、児童生

用的能力を育成するた

達段階に応じて小学校

徒の発達段階に応じた

め、発達段階に応じて

６年生で就業密着観察

基礎的・汎用的能力の

小学校 6 年生で就業密

学習、中学校２年生で

育成に努めました。

着観察学習、中学校 2

職業体験学習を実施し

年生で職業体験学習を

ます。

実施します。

(8)環境学習の

①児童生徒に環境保全

小学校社会科副読本

Ａ

推進

の意識を高めるため、

「わたしたちの木更

に備え、最新の情報に

社会科副読本「わたし

津」を小学校３年生に

よる充実した副読本を

たちの木更津」で、干

配布し、３・４年生の

編集するため、引き続

潟のくらし、浄水場、

環境学習への問題意識

き掲載内容について見

下水処理場、ゴミ処理

化を図りました。

直しを行っていきま

施設等を取り上げ、小

令和３年度の全面改定

す。

学校３・４年生の環境
学習に活かします。
②環境学習を継続的に

小学校高学年及び中学

Ａ

小学校高学年及び中学

行うため、小学校高学

校において、総合的な

校において、総合的学

年、中学校においては

学習の時間・社会科・

習の推進計画の中に環

社会科、総合的学習の

理科の指導計画の中に

境学習を位置づけ継続

推進計画の中に環境学

環境教育を位置づけ実

的な実施に努めます。

習を位置づけ実施しま

施しました。

引き続き、小学校６校

す。

また、小学校７校で、

で、エコクッキングを

身近な食生活から環境

行い、環境教育を推進

にやさしいエコ活動を

します。

考える授業（エコクッ
キング）を行いまし
た。
(9)就学援助

①経済的に就学困難な

経済的に就学困難な保

事業の推進

保護者に経済的支援を

護者に経済的支援を行

保護児童生徒保護者へ

行うため、要保護・準

うため、要保護・準要

の周知を図り、就学援

要保護児童生徒保護者

保護児童生徒保護者へ

助を行います。
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Ａ

引き続き要保護・準要

へ就学援助を行いま

の周知を図り、小学校

す。

343 人・24,454,063
円、中学校 246 人・
23,211,806 円の就学援
助を行いました。
また、平成 31 年度新
小・中学一年生に対す
る新入学用品費を入学
前の３月に支給しまし
た。

(10)市立小中

①平成３０年度末で統

平成２９年度に立ち上

Ｂ

統合準備会等の振り返

学校の適正規模

合が決定している富岡

げた統合準備会を平成

りを行い、課題等を明

及び適正配置実

小学校・中郷中学校の

３０年度も実施し、意

らかにして、今後に生

施計画の推進

統合を円滑かつ確実に

見聴取をすることがで

かしていきます。

推進します。

きました。課題となっ
ていた点も解決に至
り、平成３０年度末を
もって統合を完了しま
した。

②平成３０年度末で統

富岡小学校、馬来田小

Ｂ

先進校の取組等を学校

合する富岡小学校と馬

学校、富来田中学校の

に紹介したり、先進校

来田小学校に隣接する

管理職等を含め、会議

の視察を企画したりす

富来田中学校を合わせ

を持ち、小中一貫教育

ると共に、定期的に会

て小中一貫校へ移行す

校として行っていくこ

議を持ち、小中一貫教

るため、教育課程の整

とについて協議を行い

育を進めていきます。

備等準備を行います。

ました。そして保護者
説明会を開き、決まっ
たこと等を説明しまし
た。

(11)市立小中

①児童生徒数の推移の

新たに｢木更津市立小

学校の適正規模

把握に努め、地域の実

中学校適正規模等審議

小中学校適正規模等審

及び適正配置に

情を勘案し、基本方針

会｣を立ち上げ、市内

議会｣を引き続き開催

関する基本方針

の見直しを行います。

小中学校の今後の在り

し、市内小中学校の今

方について協議をしま

後の在り方について協

した。

議をしてまいります。

の見直し
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Ａ

今年度も、｢木更津市

２ 教育環境の整備
施策の内容

重点目標・施策

結果・成果等

評価

今後の方向性

(1)管理用備品

①快適な教育環境を維

小中学校の児童生徒用

Ａ

快適な教育環境を維持

の整備

持するため、老朽化し

机・椅子の現況及び新

するため、引き続き小

た児童生徒用机・椅子

規購入等希望調査を実

中学校児童生徒用机・

を順次更新します。

施し、平成 30 年度整

椅子整備計画に沿っ

備対象校の波岡小学

て、老朽化した机・椅

校・鎌足中学校・金田

子の順次更新に努めま

中学校・富来田中学校

す。

を中心に老朽化した
机・椅子の整備を行い
ました。
(2)学校施設の

①適正な教育環境を維

適正な教育環境を維持

Ａ

適正な教育環境を維持

適正な保全

持するため、老朽化の

するため、老朽化の著

するため、老朽化の特

特に著しい学校施設の

しい施設の工事を４８

に著しい学校施設の改

改修工事を実施するほ

件実施したほか、日常

修工事を実施するほ

か、日常的に発生する

的に発生する建物や設

か、日常的に発生する

建物や設備の不具合を

備の不具合を小学校で

建物や設備の不具合を

適時補修することによ

３３５件、中学校で２

適時補修します。

り、施設の適正な維

１７件、適時補修しま

持・保全に努めます。

した。

(3)中郷小学校

①校舎・屋内運動場の

校舎・屋内運動場の建

の環境整備

建設工事を実施しま

設工事を２ヵ年継続事

す。

業として実施しまし

Ａ

た。（平成 29 年度､30
年度）
(4)祇園小学校

①プールの改築工事を

祇園小学校プール改築

の環境整備

実施します。

工事を実施しました。

(5)真舟小学校

①校舎増築工事を実施

校舎増築工事を２ヵ年

の環境整備

します。

継続事業として実施し

Ａ

Ａ

ました。
(6)金田小・中

①金田西特定土地区画

金田中学校の再配置計

Ｃ

金田西特定土地区画整

学校の環境整備

整理事業の学校周辺整

画につきましては、金

理事業の学校周辺整備

備に伴い、県と協議の

田西特定土地区画整理

に伴い、県と協議のう

うえ事業を進めます。

事業の進捗状況に合わ

え事業を進めます。

せ実施できませんでし
た。
(7)学校内の

①児童生徒の個人情報

小学校１校及び中学校

ＩＣＴ環境の

を含めた情報資産の共

２校に先行導入した校

校導入に向けて、教職

整備

有及び保全を行い、セ

務支援システムについ

員への研修等、支援体

キュリティレベルの高

て、成果と課題の検討

制の確立を図ります。
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Ａ

校務支援システムの全

いＩＣＴ環境の実現を

を行いました。

図ります。
②より安全で効果的な

ＵＳＢメモリー等の媒

校務システムを実現す

体を使わずに、個人情

運用方法等について、

るため、校務系ネット

報を安全に管理できる

学校への周知徹底を図

ワークの整備に努めま

システムを構築しまし

ります。

す。

た。

(8)学校給食に

①給食食材の選定にあ

鎌足小中学校で、地元

おける地産地消

たっては、地産地消を

産野菜を給食食材に使

継続するとともに、富

及び循環による

図り、食育を推進しま

用し、給食残渣の肥料

来田地区他に事業を拡

食育の推進

す。

化を通して循環による

大します。

また、給食残渣を活
用した循環について

Ａ

Ｃ

システムの内容やその

鎌足小中学校で事業を

食育を推進しました。
また、ボトル詰めし

は、鎌足小中学校の事

た肥料とパンフレット

業を継続するとともに

を作成し、取り組みを

新規地区への事業拡大

市民へ広めました。

に取り組みます。
(9)学校給食費

①これまで以上に、滞

全ての過年度分未納者

Ａ

引き続き滞納している

の徴収対策強化

納者に対する臨戸徴収

へ催告書を発送すると

家庭への催告書発送と

及び督促通知書の発送

ともに、給食センター

徴収を行い、学校での

等を実施し、過年度分

と連携し訪問徴収を行

個人面談後の納入相談

の学校給食費を含め収

いました。

の実施の拡大など未納

納率の向上に努めま

また、学校の協力を得

削減に努めます。

す。

て、個人面談後に滞納
している保護者と直接
支払いについて相談す
る機会を設けるととも
に児童手当からの徴収
も行いました。

(10)学校給食施

①１２校の調理場施設

建設候補地の選定には

設の整備

の老朽化が進み、その

至りませんでした。

対策には多額な費用が
見込まれるため、木更
津市公共施設再配置計
画第１期実行プランに
（仮称）第二学校給食
センター建設を位置づ
け、これを推進しま
す。
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Ｄ

引き続き、建設候補地
を検討します。

３ 特別支援教育の推進
施策の内容

重点目標・施策

結果・成果等

評価

今後の方向性

(1)特別支援

①学校教育における特

特別支援連携協議会を

Ｂ

特別支援連携協議会を

教育体制づくり

別支援教育の充実をめ

3 回開催し、特別支援

開催し、関係機関との

の推進

ざし、特別支援連携協

教育に関わる機関との

連携を深め、学校教育

議会を開催し、特別支

連携を深め、きめ細や

における特別支援教育

援教育に関わる関係機

かな対応を図りまし

の充実をめざします。

関との連携を深め、き

た。また、学級実態調

実施した学校実態調査

め細やかな対応を図り

査を行い、各校の通常

の結果を受け、スクー

ます。

学級で特別な支援を必

ル･サポート・ティー

要な状況を確認しまし

チャーの配置や教職員

た。

の研修内容を検討しま
す。

②児童生徒一人ひとり

児童生徒一人ひとりの

Ａ

児童生徒の自立に向

の自立に向け、適切な

自立に向け、保護者に

け、適切な就学先を協

就学先を協議し、保護

助言するため、就学支

議し、保護者に助言す

者に助言するため、就

援委員会を 5 回開催

るため、引き続き就学

学支援委員会を開催し

し、適切な就学先の検

支援委員会を開催しま

ます。

討に努めました。

す。対象件数が増加傾
向にあるため、早期の
対応をしていきます。

(2)学校におけ

①学校において特別に

学校において特別に支

Ｂ

る特別支援教育

支援が必要な児童生徒

援が必要な児童生徒の

ート・ティーチャーを

の充実

の個別支援を充実する

個別支援を充実するた

増員し、特別に支援が

ため、スクール・サポ

め、スクール・サポー

必要な児童生徒の個別

ート・ティーチャー

ト・ティーチャーを 1

支援の充実を図りま

（ＳＳＴ）を増員する

名増員し、20 人体制で

す。定期的に実施して

とともに、個別の教育

小学校 13 校の学習指

いるスクール・サポー

支援計画の作成を推進

導等を行いました。ま

ト・ティーチャーの研

します。

た、学級の特性に応じ

修会の見直しを行い、

配置校の変更をしまし

特別支援教育の充実を

た。

図ります。

②学校において特別に

特別な支援を必要とす

支援が必要な児童生徒

る児童生徒に対する指

による巡回相談をスク

に対する指導法に係る

導法に係る指導・助言

ール･サポート・ティ

指導・助言に当たるた

に当たるため、各小中

ーチャー配置校及び希

め、専門家チームによ

学校の要請に応じて専

望校に実施します。

る巡回相談を実施しま

門家による巡回相談を

す。

6 回実施し、児童生徒
の特性に応じた具体的
な関わりについて検討
しました。
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Ｂ

さらにスクール・サポ

引き続き専門家チーム

③学校における特別支

特別支援教育コーディ

Ｂ

援教育体制の整備と充

ネーター研修会を 2 回

コーディネーター研修

実を図るため、特別支

実施し、コーディネー

会を開催し、特別支援

援教育コーディネータ

ターを中心とした校内

教育体制の整備と充実

ー研修会を開催しま

支援体制の確立を図り

を図ります。

す。

ました。

④特別支援学級に在籍

特別支援学級に在籍す

する児童生徒の保護者

る児童生徒の保護者の

就学奨励費による保護

の負担を軽減するた

負担を軽減するため、

者支援を行います。

め、特別支援教育就学

特別支援教育就学奨励

奨励費による保護者支

費対象者に対し、小学

援を行います。

校 155 人・5,435,889

Ａ

引き続き特別支援教育

引き続き特別支援教育

円、中学校 62 人・
3,481,344 円を交付し
ました。
(3)就学時学校

①言葉の発達に課題の

市内保育園及び幼稚

Ａ

適応事業の推進

ある就学前幼児の早期

園、認定子ども園を訪

を要請しながら、年長

発見、早期相談に対応

問して、年長幼児言語

幼児言語検査を実施し

するため、年長幼児の

検査を実施し、早期の

ます。

言語検査を実施しま

相談・支援に努めまし

す。

た。

②言葉の発達に課題の

幼児言語教室におい

ある就学前幼児の言語

て、１７２名の在籍者

題の複雑化に対応する

指導を行うため、言語

に対し、のべ２，２４

ため、運営や指導の方

教室事業を推進しま

２回の言語指導等を行

法を工夫し、専門家等

す。

うとともに、来所相談

関係機関との連携を一

及び電話での相談を４

層深めます。

Ａ

引き続き、各園に協力

通級希望者の増加や課

０９回実施し、保護者
の不安解消に努めまし
た。

４ 生徒指導等の充実
施策の内容

重点目標・施策

結果・成果等

評価

今後の方向性

(1)学校内の

①学校内に児童生徒が

学校内に児童生徒が相

Ａ

引き続き教育相談関係

教育相談体制の

相談しやすい体制を作

談しやすい体制を作

の職員（心の教室相談

整備

り、教職員とともに積

り、教職員とともに積

員・スクールカウンセ

極的な教育相談活動が

極的な教育相談活動が

ラー）を配置し、教職

できるようにするた

できるよう、心の教室

員とともに積極的な教

め、教育相談関係の職

相談員を小学校 9 校、

育相談活動の充実に努
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員（スクールカウンセ

中学校 10 校に、スク

ラー・心の教室相談

ールカウンセラーを小

員）を配置します。

学校 5 校、中学校 13

めます。

校に配置しました。
(2)学校外の

①不登校等、児童生徒

精神科医、臨床心理

Ａ

教育相談体制の

が抱えている諸問題の

士、言語聴覚士による

専門機関等に協力を仰

整備

改善・解消に向け、精

教育相談教室を開設

ぎ、子どもと親、そし

神科医・臨床心理士等

し、５７回、延べ１６

て学校にニーズに応え

による教育相談教室を

３人に対して、相談活

られるよう努めます。

定期的に実施します。

動を実施しました。

(3)学校適応

①不登校児童生徒の気

小中学生合わせて３５

指導教室の充実

持ちに寄り添う支援を

名の在籍者に対し５名

する課題に対応するた

行い、通級者の学校復

の指導員により、適応

め、関係機関との連携

帰・社会復帰を促進す

指導を進めました。二

を図りながら、引き続

るため、学校適応指導

者関係づくりからの丁

き二者関係を基盤とし

教室「あさひ学級」で

寧な指導に努め、小集

た個別指導から集団活

の指導を充実します。

団活動への適応に改善

動へと発展させ、原籍

が見られた児童生徒が

校復帰への支援を進め

増えました。

ていきます。

Ａ

引き続き、各専門家・

在籍者の増加や複雑化

５ 開かれた学校づくりの推進
施策の内容

重点目標・施策

結果・成果等

評価

今後の方向性

(1)地域の

①家庭、地域社会、学

学校支援ボランティア

Ａ

教育力を生かす

校・行政によるトライ

活動推進委員会を核と

校・行政によりトライ

事業の推進

アングル子育て運動、

して、夏の交流集会及

アングル子育て運動、

開かれた学校づくりを

び年３回の研修を開催

開かれた学校づくりを

推進するため、学校支

することにより、事業

推進するため、引き続

援ボランティア推進委

の活性化と担当者の交

き学校支援ボランティ

員会を組織し、学校支

流やスキルアップを図

ア活動推進事業の充実

援ボランティア活動推

りました。学校の統合

を図ります。

進事業の充実を図りま

が進む中、ボランティ

す。

ア登録者数、活動件数

家庭、地域社会、学

ともに例年並みの活動
となりました。
②地域と連携した学校

「学校評価木更津シス

運営を推進するため、

テム」の結果を基に、

営を推進するため、引

学校評議員制度推進事

学校評議員の学校教育

き続き学校評議員制度
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Ａ

地域と連携した学校運

業の充実を図ります。

全体への積極的参加を

推進事業の充実を図

促進することで、学校

り、開かれた学校つく

と地域の協力協働体制

りの推進に努めます。

を図りました。
(2)学校評価

①的確な学校評価を実

学校評価木更津システ

事業の推進

施し、各学校の教育施

ム」の分析結果を各学

し、各学校の教育施

策、教育活動の改善を

校に周知し、学校教育

策、地域活動の改善を

図るため、「学校評価

目標の実現に向けた施

図るため、引き続き

木更津システム」を推

策の根拠として活用を

「学校評価木更津シス

進します。

図りました。

テム」を推進します。

②「学校評価木更津シ

「学校評価木更津シス

ステム」の学校自己評

テム」の結果を学校評

テム」の学校自己評価

価を公表するととも

議員の学校評価の根拠

を公表するとともに、

に、学校評議員による

のひとつとすること

学校評議員による学校

学校関係者評価も併せ

で、本施策のさらなる

関係者評価も併せて実

て実施し、学校評価を

有効的な活用を図りま

施し、学校評価を開か

開かれた学校づくりに

した。

れた学校づくりに活か

活かします。

Ａ

Ａ

的確な学校評価を実施

「学校評価木更津シス

していきます。
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＜Ⅱ＞ 青少年の健全育成
青少年の健やかな成長と自立を実現するために、家庭、地域、学校・行政をはじめ、社会全
体で青少年を育み、支える環境づくりを推進し、地域の教育力の向上を図ります。あわせて青
少年育成事業や教育環境の整備に取り組みます。

〜 青少年の健全育成 〜
１ 青少年育成推進体制の充実と地域の教育力の向上
施策の内容

重点目標・施策

結果・成果等

評価

今後の方向性

(1)青少年育成

①青少年の健やかな成

他自治体の策定にかか

Ｂ

の総合的計画の

長を社会全体で支える

る動向を調査した結

者計画」だけで策定

策定

仕組みを整備するた

果、ほとんどの県内自

を行わず、今後、関

め、子ども・若者育成

治体では策定してい

係部に投げかけを行

支援推進法に基づく

ませんでした。これに

い、併せた計画策定

国・県の施策等を踏ま

対し、
「子ども・子育て

を進めるために協議

えた、本市の青少年健

支援法」に基づく「子

を図ってまいりま

全育成の方向性を示す

ども・子育て支援事業

す。

総合的な計画の策定に

計画」は県内全市が策

向け、調査・検討を進

定しており、かつこの

めます。

計画には、「次世代育

「市町村子ども・若

成支援対策推進法」を
継承し、「市町村子ど
も・若者計画」の策定
すべき項目が含まれ
ていました。
(2)青少年育成

①青少年の指導育成、

青少年問題協議会を２

支援施策の

保護、矯正に関する総

回開催し、市の青少年

護、矯正に関する総合

総合的な推進

合的施策や自立支援方

施策に関する意見交換

的施策や自立支援方策

策等について必要な事

や関係機関・団体間の

等について必要な事項

項を調査・審議すると

情報共有を図りまし

を調査・審議するとと

ともに、関係機関との

た。

もに、関係機関との連

連絡調整を図るため、

また、地域における

絡調整を図るため青少

青少年問題協議会を開

「困難を抱える青少

年問題協議会を開催し

催します。

年」の支援について取

ます。

組状況等の情報提供を
行い、連絡調整に努め
ました。
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Ｂ

青少年の指導育成、保

(3)地域の

①家庭、地域、学校・

市内６小学校区におい

Ｂ

家庭、地域、学校・行

教育力の向上

行政が連携して地域の

て放課後子ども教室が

政が連携して地域のコ

教育力の向上を図るた

運営され、子どもたち

ミュニケーションの形

め、子どもたちの居場

の放課後における居場

成を図り、放課後子ど

所づくりを進める「放

所の確保と体験活動や

も教室や生き生き子ど

課後子供教室推進事

住民との交流が図られ

も地域活動促進事業を

業」や「生き生き子ど

ました。

推進します。

も地域活動促進事業」

また、生き生き子ども

等の実践的取り組みを

地域活動促進事業を実

課後子ども総合プラ

通して高めていきま

施し、子どもたちの体

ン」に基づく放課後児

す。

験活動の充実を図りま

童クラブとの一体的、

した。

連携した運営や学校施

また、国の「新・放

設の活用促進を図りま
す。
(4)地域の

①青少年の健全育成を

平成３１年４月に第２

Ａ

引き続き青少年相談員

青少年健全育成

推進するため、県と連

０期青少年相談員（任

活動を支援し、地域に

活動の支援

携し青少年相談員活動

期３年）の委嘱に向け

おける青少年健全育成

の充実と制度の活性化

て定数の検討や各地区

活動を推進します。

を図ります。

市政協力員宅を訪問
し、推薦依頼を行い、
定員１１１名の委嘱準
備を行いました。ま
た、補助金交付や各種
事業・部会議への参加
等の支援を行い、少年
野球大会や少年少女の
主張大会等の市連協事
業の他に、小学校区ご
とに様々な地区活動が
実施されました。

②地域での青少年健全

木更津市子ども会育成

育成活動を推進するた

連絡協議会及び青少年

健全育成活動を推進す

め、子ども会育成連絡

育成木更津市民会議に

るため、木更津市子ど

協議会、青少年育成木

対して補助金の交付

も会育成連絡協議会や

更津市民会議等の関係

や、各種事業・会議へ

青少年育成木更津市民

団体を支援します。

の参加等の支援を行い

会議等の関係団体を支

ました。青少年育成木

援します。

更津市民会議から要望
されていた防災行政無
線を活用した子供の見
守り放送を開始しまし
た。
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Ａ

地域における青少年の

２ 青少年育成事業の推進
施策の内容

重点目標・施策

結果・成果等

評価

今後の方向性

(1)青少年育成

①青少年の豊かな人間

生き生き体験キャンプ

Ａ

青少年の豊かな人間性

事業の実施

性を育み、自立と社会

事業やキャンプ場利用

を育み自立と社会参加

参加を促すため、生き

促進事業等、青少年健

を促進するため、生き

生き体験キャンプ事業

全育成に関する各種事

生き体験キャンプ事業

や野外体験促進事業、

業を行いました。成人

など青少年健全育成に

成人式事業など、青少

式については、かずさ

関する事業を実施しま

年育成に関する各種事

アカデミアホール会場

す。成人式について

業を実施します。

で２組に分けて開催し

は、式典の内容や実行

ました。特に混乱もな

委員会の運営方法につ

く穏やかに式典を執り

いて検討し、今後も新

行うことができまし

成人がつくる成人式の

た。

実現を図ります。

(2)少年自然の

①少年自然の家キャン

ゴールデンウィークの

Ａ

少年自然の家キャンプ

家キャンプ場の

プ場が、自然体験活動

開場や開設時期の延

場が自然体験活動の拠

利用促進

の拠点として一層活用

長、広報のほか、市内

点として一層活用され

されるよう、積極的な

小学校児童宛てにリー

るよう、積極的な広報

広報等による利用促進

フレットの配付、利用

を行います。

を図ります。

者へのアンケート実施

また、運営方法の改善

また、豊かな自然環境

など積極的に広報活動

等により利用促進を図

と真里谷城跡の歴史的

等を行い、キャンプ場

っていくとともに、利

環境を生かした事業や

の利用促進を図りまし

用者のニーズを検証し

若者を対象とした事業

た。自然体験活動とと

今後の方針を検討して

など、新たなプログラ

もに真里谷城跡の歴史

いきます。

ムの実施に向けて取り

的環境を生かしたプロ

組みます。

グラムを実施しまし
た。

②老朽化した施設の計

利用者が快適に安心し

Ａ

老朽化した施設・設備

画的な整備に努めると

てキャンプ場を利用で

の計画的な修繕改修に

ともに、中長期的な施

きるように、危険な樹

努めるとともに、中長

設の改修・整備計画の

木の伐採、女子トイレ

期的な施設の改修・整

策定に向けた検討を行

２基を洋式に改修しま

備計画の検討を行いま

います。

した。

す。

また、劣化の激しいテ
ントベース及びキャビ
ンの修繕等を実施しま
した。
(3)ボランティ

①青少年のさまざまな

アフタースクールボラ

アの

活動を支援するため、

ンティア事業委託等に

を支援するため、アフ

活用と活性化

アフタースクールボラ

よるボランティア参加

タースクールボランテ
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Ｂ

青少年の自然体験活動

ンティアやユースボラ

を促進するとともに、

ィアやユースボランテ

ンティアなど各種ボラ

養成講座を開催し、青

ィアなど各種ボランテ

ンティアを活用すると

少年健全育成の充実を

ィアと連携するととも

ともに、各ボランティ

図りました。ユースボ

に、ボランティアの活

アの活性化を図りま

ランティアについて

性化と指導者の育成の

す。

は、多くの学生に登録

ための事業を実施しま

していただき、生涯学

す。

習課や公民館が主催す
る青少年事業への派遣
を積極的に行いまし
た。

３ 青少年を取り巻く環境浄化と非行防止
施策の内容

重点目標・施策

結果・成果等

評価

今後の方向性

(1)社会教育

①さまざまな問題に悩

電話、メール、来所、

Ａ

相談内容が多岐にわた

指導員等専門家

む幼児から青少年及び

合わせて１０６件の相

るため、関係諸機関と

による相談活動

その保護者への支援を

談へ対応し、様々な課

の連携をさらに深め、

の実施

行うため社会教育指導

題に対する支援に努め

的確な支援ができるよ

員等専門家による相談

ました。

うに努めます。

活動（電話相談・来所
相談・メール相談）を
実施します。
(2)青少年への

①青少年の非行防止と

市内全域を対象とした

Ａ

引き続き、各種街頭指

愛の一声運動に

健全育成を図るため、

定期街頭指導、中学校

導等を継続するととも

よる非行防止

青少年補導員による地

区毎の地区街頭指導、

に、関係諸機関、関係

活動

区街頭補導、乗車マナ

特別街頭指導、ＪＲ乗

団体との連携を強化

ー指導、喫煙・飲酒防

車マナー指導を実施す

し、青少年健全育成活

止キャンペーンなどの

るとともに、各種青少

動を推進します。

「青少年への愛の一声

年健全育成キャンペー

運動」を関係機関・団

ン等に協力しました。

体との連携のもと行い
ます。
(3)青少年非行

①青少年の非行防止と

青少年健全育成だより

防止啓発活動の

健全育成に関する啓発

(News Letter)を発行

学校、地区住民会議等

実施

のため、青少年健全育

するとともに、各種研

と協力・連携を深め、

成だより「News

修会等を通して、青少

青少年の非行防止・健

Letter」の発行や青少

年の健全育成に関する

全育成の啓発活動を展

年指導関係活動報告

啓発活動を実施しまし

開します。

「青少年に愛の一声

た。
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Ａ

引き続き、関係機関や

を」を発行するととも
に、関係機関や学校、
また、地区住民会議や
地域の各種団体と連携
し、地域ぐるみの非行
防止啓発活動に取り組
みます。
(4)有害環境

①青少年の非行防止と

街頭指導等を通して、

Ｂ

浄化活動の推進

健全育成を図るため、

有害環境の浄化活動に

されないよう、関係諸

関係機関や青少年補導

努めました。

機関等と連携して活動

員・青少年相談員・Ｐ

浄化された環境が破壊

を継続します。

ＴＡなど地域の関係団
体と連携し、青少年を
取り巻く有害環境浄化
活動を推進します。
(5)連携・ネッ

①青少年育成、非行防

青少年指導関係運営協

トワークによる

止に関わる関係機関・

議会を３回実施すると

関、関係諸団体、有識

青少年指導関係

団体・有識者との連携

ともに、生徒指導に関

者等との連携と支援を

事業の実施

を図り、まなび支援セ

する市内外の連絡会・

仰ぎながら、活動を進

ンターの青少年指導関

協議会に参加し、情報

めていきます。

係事業を効果的に運営

交換を進め、連携を深

するために、青少年指

めました。

導関係運営協議会を開
催します。
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Ａ

引き続き、関係諸機

＜Ⅲ＞ 社会教育の推進
さまざまな暮らしの課題に対し、市民がいつでも、だれでも学習できる環境を整えるととも
に、広く市民の声を聞きながら、生涯学習のまちづくりを推進するために、必要な学習機会を
提供し、その活動を奨励します。また、生涯学習を通じて人をつなぎ、学んだ知識を地域づく
りに活かすことができる環境を整備します。あわせて社会教育を推進する体制の充実や社会教
育施設の整備を図ります。

〜 社会教育の推進 〜
１ 生涯学習・社会教育推進体制の充実
施策の内容

重点目標・施策

結果・成果等

評価

今後の方向性

(1) 市民参画に

①広く民意を反映し、

市民参画による社会教

Ａ

広く民意を反映し、市

よる社会教育行

社会教育行政の推進を

育行政を推進するた

民参画による社会教育

政の推進

図るため、社会教育委

め、社会教育委員会議

行政の推進を図るた

員会議に社会教育推進

を定例会 4 回開催し、

め、社会教育委員会議

施策等を諮問し、答申

社会教育施設（博物

を開催し、社会教育施

や意見を求めます。

館･図書館･公民館）の

のあり方などについて

あり方について協議し

研究協議を行います。

ました。
②総合的な生涯学習の

総合的な生涯学習事業

Ａ

生涯学習施策につい

推進にあたり、広く市

を推進・発展させるた

て、広く市民の意見や

民の意見や要望を取り

め生涯学習推進協議会

要望を取り入れるた

入れるため、生涯学習

を年 2 回開催しまし

め、生涯学習推進協議

推進協議会を開催しま

た。

会を開催します。

す。
(2) 社会教育振

①社会教育振興施策の

公民館館長・事業担当

Ａ

社会教育振興施策のさ

興のための施策

充実を図るため、各種

職員合同会議、公民館

らなる充実を図るた

の充実

研修会を開催するとと

館長会議、公民館職員

め、各種研修会を開催

もに、近隣３市や県内

会議、社会教育指導員

するとともに、近隣３

の社会教育に関係する

会議を実施しました。

市等とも連携しなが

団体の活動等にも参加

また、第 53 回君津地

ら、関係職員、関係委

し、関係職員、関係委

方社会教育推進大会や

員の見識の向上に努め

員等の資質の向上に努

君津地方及び県の社会

ます。

めます。

教育委員連絡協議会の
主催する研修会等に参
加することで、関係職
員、関係委員の資質向
上に努めました。

②視聴覚教育の充実を

視聴覚教育の君津地方

図るため、君津地方視

視聴覚教材センター閉

ンター業務引継ぐため

聴覚教材センターに負

所に伴う協議を行ない

に設置した視聴覚ライ

担金を支出し、視聴覚

ました。

ブラリーの適正な運用
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Ａ

君津地方視聴覚教材セ

教材の充実と研修機会

に努めます。

の拡充を支援します。

(3)生涯学習の

①生涯学習事業の財源

生涯学習事業の財源確

Ａ

基盤整備と

確保を図るため、生涯

保を図るため、生涯学

保を図るため、生涯学

総合調整

学習事業基金の運用益

習事業基金の運用益を

習事業基金の運用益や

や寄附金を基金に繰り

基金に繰り入れまし

寄附金を基金に繰り入

入れます。

た。

れます。

②効果的な生涯学習の

関係機関職員との意見

振興を図るため、必要

交換、協議の場を積極

関係機関職員との意見

に応じて生涯学習関係

的に設け、情報を相互

交換の場を設け、情報

機関等の意見交換の場

に交換・共有しまし

共有に努めます。

を設けます。

た。

(4)専門職員に

①市民の多様な学習ニ

社会教育機関（博物

よる学習支援

ーズに応え、さまざま

館･図書館･公民館）で

がら、専門性を持った

体制の整備

な学習機会を提供し、

専門性を活かした学習

職員の学習支援体制の

学習活動を側面から支

支援を行ないました。

整備に努めます。

Ａ

Ｂ

生涯学習事業の財源確

必要に応じて生涯学習

当該機関等と連携しな

援するため、専門職員
による学習支援体制の
整備に努めます。
(5) 第２次生涯

①いつでも、どこで

「第２次生涯学習基本

Ｂ

関係課と協議しながら

学習基本構想・

も、だれでも自由に学

構想」・「生涯学習基

「第２次生涯学習基本

生涯学習基本計

べる「生涯学習都市き

本計画」の策定に向け

構想」・「生涯学習基

画の策定

さらづ」をめざして、

た方向性の検討を始め

本計画」の概要を作成

新たな推進施策の展開

ました。

します。

を図るため、「第２次
生涯学習基本構想」・
「生涯学習基本計画」
の策定に向けた調査・
研究を進めます。

２ 生涯学習・社会教育活動の充実
施策の内容

重点目標・施策

結果・成果等

評価

今後の方向性

(1)子育て・家

①家庭教育の不安や悩

各公民館で実施されて

Ａ

各公民館の担当職員と

庭教育支援事業

みを解消するため、家

いる家庭教育学級等の

連携しながら、情報交

の充実

庭、地域、学校・行政

充実のため、家庭教育

換やリーダー育成を目

が一体となって家庭の

担当者会議をはじめ、

的とした研修会等を開
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教育力向上を図りま

家庭教育学級交流集

す。

会、家庭教育学級軽ス

催します。

ポーツ交流会や第 49
回家庭教育学級研究集
会を開催しました。
②家庭教育支援とし

木更津市家庭教育推進

Ａ

家庭教育支援に係わる

て、子育てについての

協議会を年 3 回開催

課題の共有、情報交換

学習機会の拡充に努

し、関係機関、団体と

を行ないます。また、

め、親が互いに子育て

情報を共有すると共

関係機関、団体の連携

について学びあい、親

に、ノーテレビ･ノー

を深め、それぞれの業

として育ちあうことを

ゲーム啓発事業に取り

務に反映できるよう努

応援する学びの環境を

組みました。

めます。

充実します。
(2)女性の自立

①女性の社会参加の促

女性が地域社会で活躍

Ｂ

女性が、生きがいを持

と社会参加の

進や地域社会・まちづ

するための学習機会と

って地域活動などへ参

促進

くりへの積極的な関わ

して保育ボランティア

加できるような、新た

りを推進するための学

講座（全 4 回）を開催

な取り組みの形を検討

習機会の提供に努めま

し、延べ 42 名が参加

するとともに、学習機

す。

しました。

会の充実に取り組みま
す。

(3)生涯学習を

①学習意欲の高揚と高

市民公開講座は新たに

Ａ

通じた

度で専門的な学習ニー

木更津高専とも連携

民公開講座の内容充実

まちづくりの

ズに対応するため、市

し、内容の充実を図

に努めると共に、市政

振興

内高等教育機関と連携

り、120 名が受講しま

への関心と理解を深め

した公開講座の開催や

した。また、生涯学習

るための「きさらづ出

「動く教室」として生

バスを運行し、公民館

前講座」を開催しま

涯学習バスの運行を行

事業を中心に生涯学習

す。また、「生涯学習

います。

活動の支援を行いまし

バス」の適正な運用に

た。

努めます。
Ａ

引き続き、生涯学習市

②市民による生涯学習

社会教育関係団体等 35

さらに若者・青年層の

活動の一層の拡充と生

団体で実行委員会を組

団体･グループへ参加

涯学習を通じたまちづ

織し、生涯学習フェス

を呼びかけることに努

くりの振興を図るた

ティバル 2018 を実

め、生涯学習フェステ

め、活動の成果発表の

施。約 3,500 名が来場

ィバルの内容の充実を

場として生涯学習フェ

し、交流と学習が深ま

図ります。

スティバルの開催や生

る良い機会となりまし

涯学習に関するさまざ

た。

まな啓発事業を実施し
ます。
(4)社会教育

①社会教育関係団体と

木更津市ＰＴＡ連絡協

関係団体の

の協働の事業を推進

議会など教育振興事業

滑に運営されるため

育成と支援

し、団体が自主的に行

補助金対象団体が自主

に、求めに応じた支援
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Ａ

社会教育関係団体が円

う社会教育活動の円滑

的な社会教育活動を円

な運営や一層の充実を

滑に運営できるよう、

図るため、求めに応じ

求めに応じて支援しま

て助言・指導するとと

した。

をします。

もに、実施する事業に
補助金を交付し活動を
支援します。
(5)生涯学習

①生涯学習活動により

市民の問合せや相談に

Ｂ

市民の生涯学習の成果

成果の活用

培ってきた知識や経験

応じ、情報提供に努め

をそれぞれの社会生活

など、市民の生涯学習

ました。

や地域社会に活かすこ

の成果をそれぞれの社

とができる生涯学習ボ

会生活や地域社会に活

ランティアの仕組みづ

かすため、生涯学習ボ

くりについて研究を進

ランティアの仕組みづ

めます。

くりを進めます。

３ 図書館サービスの充実
施策の内容

重点目標・施策

結果・成果等

評価

今後の方向性

(1)地域の実情

① 利用者の要望及び

資料の収集要綱に沿っ

Ａ

引き続き資料の収集・

に即した図書館

社会の要請に応えるた

た資料収集を行うとと

除籍要綱、館内の基準

運営

め、基本的運営方針、資

もに、運営方針、資料

により資料を収集し、

料の収集方針、年度ご

の収集方針、年度ごと

図書館サービスの向上

との事業計画を公表

の事業計画を策定公表

を図ります。事業計画

し、地域の実情に即し

し、適切に図書館運営

を策定し、図書館協議

た図書館運営を進めま

を進めました。

会において運営の状況

す。また、運営の状況、 また、運営の状況、目

や達成状況について点

目標の達成状況等に関

標の達成状況等に関し

検評価を行い市民の要

して自らの点検及び評

て自ら点検評価を行い

請や社会の要請に沿っ

価を行うとともに、図

図書館協議会において

た図書館運営を推進し

書館協議会において評

評価を行いました。

ます。

価を行います。
②市民の生活や仕事に

市民の生活や仕事、地

関する課題及び地域に

域に関する課題の解決

活動を支援するため、

関する課題の解決に向

に向けた活動を支援す

資料の収集や整備を行

けた活動を支援するた

るため、本市の実情に

います。また、閲覧用

め、本市の実情に即し

即した情報や資料を収

パソコンなどを活用

た情報や資料を収集・

集・整備・提供しまし

し、各種データベース

整備・提供します。

た。県内外の公共図書

の情報提供を行うとと

また、県内外の公共図

館や大学図書館との相

もに、県内外の公共図
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Ａ

引き続き市民の学習

書館、大学図書館や関

互協力ネットワークに

書館や大学図書館の情

係機関との連携を図

より、これらの豊富な

報資産を活用した司書

り、豊富な情報資産を

情報資産を活用した司

による専門的なレファ

活用して、司書による

書によるレファレンス

レンスサービスを提供

レファレンス機能を充

機能を充実させ情報提

します。

実させ、的確な情報

供を行いました。

提供を行います。
③利用者の安全・安心

利用者の安全・安心を

Ａ

地震や火災を想定した

を図るとともに、社会

図り、様々なトラブル

避難訓練を実施すると

情勢を踏まえた危機管

に対処する為、危機管

ともに、引き続き木更

理体制を徹底します。

理マニュアル第 3 章を

津市立図書館危機管理

作成しました。地震や

マニュアルに沿って危

火災を想定した避難訓

機管理体制の充実を図

練を実施し、災害時に

ります。

とるべき行動について
確認を行いました。
④障害者をはじめとす

点字図書、録音図書、

Ｂ

活字による読書にハン

る、活字による読書に

大活字本、マルチメデ

ディキャップを持つ利

ハンディキャップのあ

ィアデイジー図書を計

用者に対するサービス

る利用者に対するサー

画的に収集するととも

の充実については、ひ

ビスの充実を図りま

に、ボランティア講座

きつづき点字図書、録

す。

を開催し、音訳への理

音図書、大活字本、マル

解を進めました。ま

チメディアデイジー図

た、マルチメディアデ

書を計画的に収集する

イジー図書の活用につ

とともに利用の促進を

いては、市内全小学校

図ります。

への普及促進に取り組
みました。
(2)公民館

①市民の読書環境を整

図書館遠隔地の市民の

Ｂ

引き続き公民館図書室

図書室の充実

備するため、公民館と

読書環境を整備するた

へ職員の派遣を行うと

の連携を強化するとと

め、公民館図書室へ職

ともに、第 2 期教育振

もに、計画的に公民館

員を派遣するとともに

興基本計画内での公民

図書の入れ替えを進

配本サービスを毎週１

館図書室の入れ替えを

め、公民館図書室の整

回行いました。

すすめ読書環境の整備

備・充実を図ります。

また、移転や改修を行

を図ります。

った中央公民館、金田

また、公民館等との連

公民館、八幡台公民

携を進め市民の読書環

館、西清川公民館の図

境の向上に努めます。

書整備を実施しまし
た。
(3)学校との

①子どもの読書活動の

読書相談への対応や図

連携の強化

推進を支援するため、

書主任会議への出席を
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Ａ

引き続き学校との連携
を強化し、第 4 次木更

児童図書の整備、学校

とおして学校との連携

津市子ども読書活動推

及び教諭、読書相談員

を進めました。

進計画により子どもの

との連携を強化しま

啓発リーフレット配布

読書活動を支援しま

す。

や出張お話し会、おま

す。

かせ図書館便（780
点）、特別貸出し（調
べ学習支援 3,908 点）
を実施し、子どもの読
書活動の推進を図りま
した。
(4)魅力ある

①地域住民の学びを支

ホームページをリニュ

Ａ

ホームページの定期的

図書館事業の

える図書館づくりを図

ーアルし、アクセシビ

な更新を行うとともに

展開

るため、図書館ホーム

リティーに配慮した情

アクセシビリティーに

ページ・図書館報等に

報提供ができる環境を

配慮した情報発信を行

より情報を発信しま

整備しました。

います。ひきつづき利

す。また、利用者・地域・ また、絵本講座、児童

用者や関係機関との連

他機関との協働・連携

文学講座、リサイクル

携を進めるとともに、

を進め、魅力ある図書

フェア、夏休み 1 日図

専門職員の経験を生か

館事業の展開に努め、

書館員体験、れきおん

した魅力ある講座や展

利用者の一層の拡大を

ミニコンサート等、新

示等の事業を展開し利

図ります。

規事業を含め 27 事業

用の促進を図ります。

を実施し利用の拡大に

ブックスタート事業の

向けた取り組みを進め

取り組みを通して乳幼

ました。

児からの読書習慣の形
成を図ります。

４ 公民館活動の充実
施策の内容

重点目標・施策

結果・成果等

評価

今後の方向性

(1)高度で多様

①市民の学習要求に応

市民の生きがいづくり

Ａ

青年層から中間層の学

化する市民の

えるため、各種学級・

や市民の多様なニーズ

習機会の提供と社会参

学習要求や現代

講座を実施します。

に応えるため、日常生

加の促進をはじめ、定

的課題に対応し

活の課題に基づくさま

年後の生きがいづくり

た事業の展開

ざまな教室・講座等を

や地域活動への参画、

全公民館で実施しまし

郷土意識の涵養等を目

た。

的に、引き続き市民の
ニーズや地域の実状に
応じた各種事業の充実
を図ります。
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②安心して暮らせる地

地域課題の解決に繋げ

Ａ

地域づくりに向けた事

域社会の構築を図るた

るため「健康」をテー

業の充実を図るため、

め、現代的課題や地域

マとした講座を全公民

引き続き、健康をテー

課題の解決に向けた学

館で実施したほか、

マとした学級講座を実

級講座を実施します。

「防災」
・「認知症・介

施するとともに、地域

護予防」
・「高齢者の社

の防災や高齢者福祉、

会参加」
・「定年後の居

ふるさと学習、ボラン

場所づくり」などの学

ティアの育成など地域

習機会を提供すること

課題をテーマに、地域

ができました。

づくりを担う人づくり
に取り組みます。

(2)家庭教育に

①家庭教育の充実を図

保育園、幼稚園や小中

Ａ

地域の教育機関や団

関する各種学習

るため、小中学校や地

学校、地域子育て支援

体・関係各課と連携を

機会の提供

域の教育機関との連携

センター（ゆりかも

図り、家庭教育の充実

を進めます。

め）
、生涯学習課や子

に向けて取り組みま

育て支援課、健康推進

す。

課等との連携を図りな
がら、家庭教育の充実
に努めました。
②子育てに関する不安

子育てに関する不安や

Ａ

各成長段階に応じた子

や悩みを解消するた

悩みを解消するため、

育て学習や地域の状況

め、乳幼児期、児童

乳幼児期から思春期ま

に応じた実施方法につ

期、思春期の各成長段

で各成長段階に応じた

いて検討し、家庭教育

階に応じた家庭教育学

家庭教育学級を全公民

学級を全公民館で実施

級や子育て講座を実施

館で実施し、親同士の

します。

します。

交流や繋がりを深める
ことができました。

③地域において乳幼児

地域において乳幼児と

Ａ

と親が孤立しないた

親が孤立しないため、

子育てに不安、悩みを

め、気軽に集える場を

乳幼児期の親子を対象

抱える子育て経験の浅

提供し、子育てを支援

に子育て広場等の交流

い親とその子が気軽に

します。

機会を広く提供し、乳

集い、交流することの

幼児を育てる親の支援

できる場と機会の充実

に努めました。

を図ります。

(3)地域ぐるみ

①未来を担う青少年の

未来を担う青少年の健

の青少年教育

健全な育成を図るた

全な育成を図るため、

と、引き続き全公民館

事業の展開

め、サタデースクール

全公民館で小中学生を

で「サタデースクール

事業等の青少年教育事

対象に体験学習等の機

事業」に取り組み、学

業を実施します。

会を提供する「サタデ

校では経験できない体

ースクール事業」に取

験活動を実施していき

り組みました。

ます。
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Ａ

他市等からの転入者や

地域住民の協力のも

②地域ぐるみの青少年

地域ぐるみの青少年健

Ａ

各地域の実状に応じ、

健全育成を促進するた

全育成を促進するた

地元の多様な人材・資

め、生き生き子ども地

め、通学合宿をはじ

源を活用し、「生き生

域活動促進事業を支援

め、各地域の特性を生

き子ども地域活動促進

します。

かした地区住民会議主

事業」を中心とした各

催による「生き生き子

種事業に地域ぐるみで

ども地域活動促進事

取り組みます。

業」に取り組みまし
た。
③効果的な事業の推進

効果的な事業の推進を

Ａ

地域の教育力の向上を

を図るため、地域や学

図るため、小中学校や

めざし、小中学校をは

校、各種関係機関との

各種団体等、地域との

じめ、自治会（町内

連携・協働を進めま

連携･協働を図りなが

会）や各種団体・関係

す。

らサタデースクール事

機関との連携・協働を

業や地区住民会議主催

一層図りながら、事業

の事業等、地域が一体

の充実に向けて取り組

となったさまざまな取

みます。

り組みを行うことがで
きました。
④青少年教育事業の充

青少年教育事業の充実

Ａ

引き続き公民館利用者

実を図るため、地域の

を図るため、利用者や

や地域の人材発掘と育

多様な人材を活用しま

住民、ユースボランテ

成に努め、地域の絆づ

す。

ィアなどボランティア

くりと将来の地域を担

の活用を積極的に図

う青少年の育成（ひと

り、世代間の交流や繋

づくり）に取り組みま

がりを深めることがで

す。

きました。
(4)高齢者の

①高齢者の生きがいや

高齢者の生きがいや健

Ａ

高齢社会に対応し、元

学習機会の提供

健康づくりを促進する

康づくりを促進するた

気な高齢者が地域で活

と社会参加の

ため、高齢者教室を実

め、65 歳以上を対象

躍できるよう人材の育

促進

施します。

にした高齢者教室を全

成をするため事業内容

公民館で実施し、高齢

を工夫したり、講座を

社会の課題に関する学

実施するとともに、学

習や健康づくり・仲間

級生数の増加や男性の

づくりの場を提供する

参加促進に向けて努力

ことができました。

しながら、引き続き全
公民館で高齢者教室を
実施します。

②豊かで活力のある長

豊かで活力のある長寿

寿社会の実現のため、

社会の実現のため、主

生経験の中で培った経

自身の持つ豊富な知識

催事業や学校行事、地

験・知識等を今後も青

や経験を講座等で活用

域活動を通じて、高齢

少年事業や地域活動等
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Ａ

公民館活動や長年の人

し、高齢者の社会参加

者の知識や技術・経験

に活かすための機会を

を促進します。

等を活かした地域貢献

積極的に提供し、高齢

の機会を提供すること

者の社会参加を促進し

ができました。

ます。

(5)市民ととも

①民意を反映した公民

民意を反映した公民館

Ａ

引き続き公民館運営審

に歩む公民館

館運営の推進を図るた

運営の推進を図るた

議会を通して、公民館

活動の推進

め、公民館運営審議会

め、公民館運営審議会

が今後重点的に取り組

を開催し、各種の事業

に対して、「地域づく

むべき課題や事業、公

の企画・実施につき調

りとこれからの木更津

民館に求められる役割

査審議します。

市の公民館事業のあり

等について市民の率直

方について」意見をい

な意見を求め、公民館

ただきました。

運営に反映させるべく

また、各種研修会・大

努めます。

会への参加や文化祭視
察を通して、委員の公
民館に対する見識を深
めることができまし
た。
②地域住民の自主的な

地域住民の自主的な社

Ａ

利用者や地域住民によ

社会教育活動を推進す

会教育活動を推進する

る企画準備会を開催

るため、市民参画によ

ため、事業の企画にあ

し、地域課題の把握や

る事業を進めます。

たり、住民による準備

課題解決に向けて主体

会の開催や全公民館で

的に行動できる人材の

地域主体の文化祭実行

育成をめざした取り組

委員会を組織するな

みを行うとともに、引

ど、市民参画による事

き続き全公民館で地域

業を実施することがで

主体の文化祭実行委員

きました。

会を組織し、地区住民
の交流と文化活動の振
興に寄与するため取り
組みます。

③地域の絆づくりと新

地区住民会議の事務局

たなコミュニティ形成

として、地域の関係機

の事務局として地域の

を図るため、地域住民

関や団体、制度ボラン

連携を一層深めなが

や各種関係機関との協

ティア相互の情報交

ら、地域が一体となっ

力支援体制を構築しま

換・連携に努め、地域

た世代間交流事業な

す。

ぐるみによるさまざま

ど、地域ぐるみの青少

な世代間交流事業を実

年育成に取り組みま

施することができまし

す。

た。
また、新たにまちづく
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Ｂ

引き続き地区住民会議

また、活動中の「ま
ちづくり協議会」の取

り協議会の立ち上げを

り組みについて求めに

目指し、中郷地区では

応じ事務局として支援

設立のための準備が進

して行くとともに、新

められました。なお、

たなまちづくり協議会

すでに活動中のまちづ

設立予定の地区や機運

くり協議会について

の高まっている地区が

は、取り組みに対して

あるため、主管する市

支援を行いました。

民活動支援課と連携

さらに、危機管理課か

し、地域自治の充実を

ら依頼のある避難所ご

図ります。

との避難所運営マニュ

さらに、避難所ごと

アル作成については、

の避難所運営マニュア

作成のための委員会や

ル作成については、作

協議会などが設立され

成中のものもあり、引

た地区もあり、4 施設

き続き作成の協力をし

の避難所マニュアルが

ていくものとします。

完成するなど協力する
ことができました。
④地域づくりを担う人

まちづくりの担い手と

Ａ

引き続き利用者懇談会

づくりを進めるため、

なる市民の自主的な社

の開催やサークル連絡

学びあいを通して地域

会教育活動を支援する

協議会等の活動支援を

の中に人と人との関係

ため、各公民館利用者

行うとともに、新規サ

性を構築する事業に取

懇談会やサークル連絡

ークルの育成や利用者

り組みます。

協議会を通してサーク

の増大に努めます。

ルの育成を図るととも

また、地域活動を担

に、区長会や地区社会

う諸団体や地域づくり

福祉協議会など、地域

を目的とした市民活動

活動を担う諸団体に対

等の必要な活動支援を

して会場の提供等、求

求めに応じて行いま

めに応じて協力・支援

す。

を行いました。

５ 生涯学習・社会教育施設の整備
施策の内容

重点目標・施策

結果・成果等

評価

今後の方向性

(1)公民館の

①今後の公民館の整備

今後の公民館の整備や

Ｂ

「木更津市公共施設等

総合的な整備

や老朽化した施設の改

老朽化した施設の改修

総合管理計画」及び

計画の策定

修を含めた公民館の総

を含めた公民館の総合

「木更津市公共施設再

合的な整備計画の策定

的な整備計画の策定に

配置計画」との整合性

に向け、「木更津市公

向け、他市の状況等情

を図りながら、地域で
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共施設再配置計画」を

報収集をしました。

の学習活動や地域づく

踏まえ、関係部等と協

りの取り組みが衰退し

議を進めます。

ないよう、関係課と協
議の上、公民館の総合
的な整備計画の策定を
進めます。

(2)社会教育施設

①快適に学習できる環

快適に学習できる環境

Ａ

今後も日常的に発生す

の適正な保全

境を維持するため、日

を維持するため、社会

る建物や設備の不具合

常的に発生する建物や

教育施設の改修工事を

を適時補修します。

設備の不具合を適時補

実施したほか、日常的

修することにより、施

に発生する建物や設備

設の適正な維持・保全

の不具合を公民館で９

に努めます。

１件、博物館で９件、
図書館で７件、まなび
支援センターで７件、
適時補修しました。

(3) 公民館の耐

①八幡台公民館の耐震

耐震補強及び老朽化改

震補強工事

補強工事を実施しま

修工事を実施しまし

す。

た。

(4) 公民館の環

①西清川公民館の空調

空調改修工事を実施し

境整備

改修工事を実施しま

ました。

Ａ

Ａ

す。
(5) 中央公民館

①耐震性能が不足して

中央公民館はスパーク

Ａ

中央公民館、スパーク

の仮移転

いる現在の中央公民館

ルシティ木更津へ仮移

ルシティ木更津とも連

を閉館するとともに、

転し、7 月より再オー

携しながら、円滑な運

スパークルシティ木更

プンしました。旧公民

営に努めます。

津への仮移転事業を進

館については条例改正

め、７月の開館をめざ

など廃止のための事務

します。

手続きを行ないまし
た。

(6) 社会教育施

①社会教育施設の使用

公民館使用料の有料化

Ａ

設の使用料・手

料・手数料の改定に伴

については、公民館と

の適切な判断を行なう

数料改定に伴う

い、条例等の適正な運

連携しながら適正な運

と共に、使用料徴収事

運用の適正化

用による利用者間の公

用に努めました。

務の効率化について検

平性の確保と利用者の

使用料の免除について

討します。

理解を図ることに努め
ます。
(7) 金田地域交

①市長部局と連携・協

金田公民館の廃止に向

流センターの整

力し、金田地区の生涯

けた条例改正などの事

委員会併任）と連携し

備

学習・社会教育活動の

務手続きを行なうと共

ながら金田地域の社会
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Ａ

金田出張所職員（教育

拠点となる金田地域交

に、関係課と協議し、

教育活動の充実に努め

流センターの整備に努

公民館機能が地域交流

ます。

めます。

センターに円滑に引き
継がれるよう努めまし
た。

- 32 -

＜Ⅳ＞ 市民文化の充実
市民がふるさとの歴史や文化に誇りと愛着を持つために、地域の芸術文化を育む環境づくり
を図りながら多彩な芸術文化活動の高揚をめざします。また､歴史的な文化遺産と豊かな自然を
後世に伝えていくため、埋蔵文化財、古文書、民具、伝統行事などを保存し、継承するととも
に、自然の保護や記録に努めます。

〜 市民文化の充実 〜
１ 芸術文化活動の推進
施策の内容

重点目標・施策

結果・成果等

評価

今後の方向性

(1)芸術文化

①児童生徒の芸術文化

市内小中学校で学校音

Ａ

義務教育課程期間中に

活動の充実

に触れる機会を充実さ

楽鑑賞教室 7 校（交響

1 回は音楽鑑賞教室等

せるため、音楽鑑賞教

楽 2 校 1097 人、邦楽 3

の機会を提供できるよ

室事業（交響楽鑑賞 2

校 916 人、吹奏楽 2 校

う安定した開催を目指

校、邦楽鑑賞 3 校、吹

763 人）を実施しまし

します。

奏楽鑑賞 1）を実施し

た。また吹奏楽は、千

ます。

葉県警察音楽隊の協力
で 2 校で行えました。

②芸術に親しむまちづ

中規模ホールの建設及

Ａ

中規模ホールの建設及

くり振興事業として市

び運営方法について、

び運営方法について

民を対象に一流の芸術

建設検討委員会の中で

は、総務部管財課と検

団体を招いたコンサー

総務部総務課と検討・

討・協議し、基本構想

トを開催するととも

協議を進めました。一

策定に協力します。県

に、美術展覧会の観覧

般市民を対象に有料コ

民芸術劇場公演コンサ

事業を実施し、優れた

ンサート 2 回 411 人、

ート（有料）、千葉県

芸術文化に触れる機会

無料コンサート 2 回

警察音楽隊コンサート

を提供します。

1302 人のほか、千葉県

（無料）を予定するほ

美術展覧会鑑賞会を 2

か、自衛隊音楽隊派遣

回実施しました。

に向けた協議を進めま
す。この他、茶華道な
どの伝統文化を体験で
きるよう関係団体との
協議を進めます。

③芸術文化の向上を図

美術・工芸品等の収蔵

Ａ

芸術文化の向上を図る

るため、収蔵作品の適

作品を損害保険に加入

ため、収蔵作品を適正

正な保存、管理及び活

して適性に保存・管理

に保存、管理するとと

用に努めます。

に努めました。

もに、美術・工芸品を
展示して活用に努めま
す。

(2)芸術文化

①木更津市文化協会を

各種芸術文化団体へ情

団体への支援

はじめとする各種芸術

報の提供や助言、指導

じめとする各種芸術文

文化団体との協働の事

するとともに、4 団体

化団体が実施する自主
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Ａ

木更津市文化協会をは

業を推進するため、情

が実施する事業に補助

的な事業に補助金を交

報の提供や助言・指導

金 700,000 円を交付し

付して、活動を支援し

するとともに、各種団

て事業の支援を図りま

ます。各種団体との協

体が実施する自主的な

した。

同事業を推進するた

事業に補助金を交付し

め、情報の提供や助

活動を支援します。

言、指導、企画につい
て協議する機会の拡充
を図ります。市内の団
体が市民会館大ホール
に替わる施設で芸術文
化事業を行う場合に、
市外加算使用料金に相
当する額を補助する市
民会館市外利用等補助
金の周知を行い、市民
の文化・芸術活動の維
持・振興を図ります。

２ ふるさと文化の継承
施策の内容

重点目標・施策

結果・成果等

評価

今後の方向性

Ｂ

本市文化財の保護を引

(1)文化財保護

①市内に所在する有

「庚申塚 9 号墳出土方

対策の推進

形・無形の文化財、史

頭大刀」「宮脇遺跡出

き続き図るため、歴

跡、天然記念物など、

土奈良三彩小壺」を市

史、文化、自然の保

文化遺産の保護を図る

の指定文化財に指定す

存、活用に重きを置い

ため、本市の歴史、文

べく、文化財保護審議

た周知に努めます。ま

化、自然の保存・活

会で審議を行いまし

た、「庚申塚 9 号墳出

用・周知に努めます。

た。また、文化財パト

土方頭大刀」「宮脇遺

ロール等により、適切

跡出土奈良三彩小壺」

な管理を実施しまし

の市指定化に向けて必

た。

要な事務を進めます。

②市内の文化財を保存

指定文化財を保存・継

Ａ

市内の指定文化財等を

するため、伝承する団

承・管理する中島区文

保存するため、継承・

体の求めに応じた助

化財保存会など 3 団体

管理する団体の求めに

言・指導とともに、実

が実施する事業に、団

応じ、助言・指導を実

施する事業に補助金を

体の求めに応じた助

施するとともに、実施

交付し活動を支援しま

言・指導をするととも

する事業に補助金を交

す。

に、補助金を交付して

付し活動を引き続き支

活動の支援を実施しま

援します。

した。
(2)埋蔵文化財

①埋蔵文化財保護のた

浜長須賀古墳群等の発
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Ａ

埋蔵文化財保護と開発

保護対策の推進

め、開発事業に対応し

掘調査を 22 件（試掘

事業推進を両立させる

た調整を迅速かつ円滑

含）実施しました。通

ため、周知の埋蔵文化

に図り、必要な発掘調

常の発掘調査が困難な

財包蔵地等における開

査を実施します。

事業に対しては、工事

発事業に対応した調整

立会 36 件を行いまし

を迅速かつ円滑に図

た。

り、引き続き必要な発
掘調査等を実施しま
す。

②発掘調査で出土した

調査報告書等を 4 冊刊

Ａ

発掘調査で出土した資

資料の記録保存や博物

行して、広く情報を発

料の記録保存や利活用

館等における展示への

信しました。

の機会の充実を図るた

活用を図るため、埋蔵

め、埋蔵文化財の整理

文化財の整理作業を実

作業を実施し、調査報

施し、調査報告書等を

告書等を随時刊行しま

刊行します。

す。

(3)木更津市史

①新たな「木更津市

市史編集部会委員を

Ａ

市民協働による市史編

編さん事業の

史」を編さんするた

53 人に増員して調

さんを図るため、市史

推進

め、木更津市史編集部

査・研究を行いまし

編集部会と市史調査協

会による調査・研究を

た。また市民協働によ

力員による調査・研究

継続して行うととも

る市史編さんを図るた

を継続して行います。

に、作業効率の向上を

め市史調査協力員（ボ

編さん室設置について

図るため「（仮称）木

ランティア）を追加登

は、現在の消防本部庁

更津市史編さん室」の

録し、巨樹等の分布調

舎の活用が出来なくな

設置に向けた検討を進

査や古文書の翻刻作業

ったため、旧木更津市

めます。また、市民協

を行いました。当該作

保健相談センターの一

働による新たな「木更

業を健康こども部健康

室を使用しながら、あ

津市史」編さん事業を

推進課所管の旧木更津

らためて利用可能な施

推進します。

市保健相談センターの

設を調査します。

一室を使用して資料の
保管並びに調査作業を
行いました。
②本市の歴史や文化、

公開講座「明治 150 年

また、豊かな自然への

記念木更津地域から見

催し、「木更津市史研

関心を高めるため、

た明治」を開催し、

究」等の定期刊行物を

「木更津市史」編さん

133 人が参加しまし

発行します。また令和

による調査・研究成果

た。刊行物は「木更津

2 年度に市史本編の

に関する公開講座の実

市史研究」第 2 号、

『民俗調査報告書』1

施や「木更津市史編さ

「木更津市史編さん事

を刊行するため、市史

んだより」、「木更津

業公開講座記録集」平

編集部会と編さん作業

市史研究」、「公開講

成 29 年度版、「木更

を進め、市民へ本市の

座記録集」を刊行しま

津市史編さんだより」

歴史や文化、豊かな自
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Ａ

公開講座を継続して開

す。

第 3 号を刊行しまし

然への関心が高まるよ

た。

う努めます。

(4)協働による

①博物館事業の充実を

団体や個人のボランテ

Ａ

博物館事業の充実を図

博物館事業の

図るため、学校の受入

ィアと協働して、昔の

るため引き続き協働に

推進

れ等を積極的に行う博

暮らし体験学習として

よる連携事業の展開を

学連携事業及び市民が

市内外の小学校 35 校

進めてまいります。

博物館事業の運営に参

を受け入れました。

画する連携事業をさら
に推進し、利用者の増
大に努めます。
(5)金鈴塚古墳

①金鈴塚古墳出土品の

文化庁の指導による出

Ｂ

出土品の調査

国宝化をめざして推進

土品目録作成を継続

評価を行うため、研究

研究の推進

事業に取り組むととも

し、かつ出土品の実測

者・研究機関等の協力

に、国の機関等との共

を進めました。研究成

を得ながら出土品の再

同研究の成果を踏まえ

果として、金鈴塚古墳

整理報告書を刊行しま

再整理報告書刊行に向

研究第７号を刊行しま

す。

けた準備をします。

した。

(6)郷土に関す

①博物館事業の充実を

市民、研究者、社会教

る調査研究の

図るため郷土に関する

育関係団体やボランテ

資料の調査研究を推進

推進と博物館

調査研究を、市民、研

ィア等と協力し、市民

し、その成果を博物館

事業の充実

究者及び研究協力機関

向け事業として講座等

事業に活用することで

と協力して推進し、そ

を 21 回実施し、13 ヶ

博物館事業の充実を図

の成果を企画展事業や

所で資料調査活動を実

ってまいります。

講座、体験教室等に反

施しました。

Ｂ

金鈴塚古墳出土品の再

引き続き郷土に関する

映させます。
②郷土の歴史を辿り、

館蔵資料展「絵画資料

Ｂ

郷土に関する史資料の

史資料の展示・公開に

に見る明治時代」を 4

調査を実施し、その成

より文化財の有効活用

月 1 日から 6 月 24 日

果を事業へ活用するよ

を図ります。

まで開催し、延べ

う図ってまいります。

3,340 人が観覧し、同
時期間の事業として謎
解き脱出ゲームを実施
し、229 人が参加いた
ました。
③開館１０周年を記念

特別展｢金のすず 10th

した特別展「（仮）き

Anniversary」を 1 月

有効活用して、常設展

さらづ今昔物語」を開

12 日から 3 月 31 日ま

示の再構築を目指しま

催します。

で開催し 2,448 人、上

す。

野祥史講師による関連
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Ｂ

工事による休館期間を

講演会｢倭王と木更津｣
を実施し、166 名が参
加いたしました。
(7)博物館の環

①郷土博物館金のすず

空調設備改修工事設計

境整備

の空調設備改修工事設

業務委託を実施しまし

計業務委託を実施しま

た。

す。

- 37 -

Ａ

＜Ⅴ＞ 人権擁護の推進
さまざまな差別意識を解消し、相互に基本的人権を尊重し、すべての人が自分らしい生き方
のできる社会を実現するために、学校教育・社会教育における人権教育の充実を図ります。

〜 人権擁護の推進 〜
１ 人権意識の高揚
施策の内容

重点目標・施策

結果・成果等

評価

今後の方向性

(1)人権教育

①差別のない人権が

学校教育・社会教育関

Ｂ

差別のない人権が尊重

研修会の開催

尊重される社会の実

係者等を対象に「イン

される社会の実現のた

現のため、人権の理

ターネットと人権」を

め、理解を深めるとと

念を普及し、その理
解を深めるための研

テーマに人権教育研修

もに、学校教育や地域

会を開催しました。対

活動などの現場ですぐ

修を行います。

応が難しい人権侵害の

に生かされるような研

実態について知識を深

修会を実施します。

めると共に、対策につ
いて学び理解を深めま
した。
(2)人権啓発

①さまざまな人権侵害

さまざまな人権侵害な

活動の実施

など、人権問題に対す

ど、人権問題に対する

の理解を深め、人権に

る市民の理解を深め、

市民の理解を深め、人

対する意識を高めるた

人権に対する意識を高

権意識を高めるため、

め、啓発活動を推進し

めるため、啓発活動を

チラシの配布等の啓発

ます。

推進します。

活動を行いました。
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Ｂ

人権問題に対する市民

