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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３１年度（令和元

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３１年（令和元年）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３１年度（令和元年度）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３１年（令和元年）においては、毎月１回の定例会１２回と１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 

(H31・

R1) 

審 議 事 項 等 

 1.18 議案第 1 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 2 号 

 市議会の議決を要する事件の議案（木更津市立市民学習会館等の設置及び管理

に関する条例の一部を改正する条例の制定）について 

議案第 3 号 

 木更津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 

1.30 

（臨時） 

議案第 4 号 

 市議会の議決を要する事件の議案（平成３０年度教育費３月補正予算案）につ

いて 

議案第 5 号 

 市議会の議決を要する事件の議案（平成３１年度教育費当初予算案）について 

2.15 議案第 6 号 

 第２期木更津市教育振興基本計画（案）の策定について 

3.22 議案第 7 号 

 平成３１年度重点目標・施策について 

議案第 8 号 

 教育財産の用途廃止及び移転等に伴う所管換えについて 

議案第 9 号 

 木更津市社会教育委員の委嘱について 
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 3.22 議案第 10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 11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 12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 13号 

 木更津市教育委員会公印規則の一部を改正する規則の制定について 

議案第 14号 

 木更津市立小学校及び中学校管理規則の一部を改正する規則の制定について 

議案第 15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 

議案第 16号 

 木更津市学校給食の実施に関する規則の一部を改正する規則の制定について 

議案第 17号 

 木更津市視聴覚ライブラリー管理運営規則の制定について 

議案第 18号 

 木更津市立公民館管理運営規則の一部を改正する規則の制定について 

議案第 19号 

 木更津市立市民学習会館等管理運営規則の一部を改正する規則の制定について 

議案第 20号 

 職務の級が６級以上の職員等の人事について 

議案第 21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 22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（専決第 1 号） 

 教育課程編成の基準に関する規程の一部を改正する訓令について 

報告第 2 号（専決第 2 号） 

 木更津市教育委員会事務専決規程の一部を改正する訓令について 

報告第 3 号（専決第 3 号） 

 木更津市教育委員会文書規程の一部を改正する訓令について 

報告第 4 号（臨時代理第 1号） 

 市議会の議決を要する事件の議案（工事請負契約の締結）について 

報告第 5 号（臨時代理第 2号） 

 市議会の議決を要する事件の議案（木更津市視聴覚ライブラリーの設置及び管

理に関する条例の制定）について 

報告第 6 号（臨時代理第 3号） 

 校長及び教頭等の任命の内申について 
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 4.17 議案第 23号 

 市議会の議決を要する事件の議案（木更津市郷土博物館金のすずの設置及び管

理に関する条例の一部を改正する条例の制定）について 

議案第 24号 

 木更津市社会教育委員の委嘱について 

議案第 25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 26号 

 平成３１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 27号 

 平成３１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 

 

5.10 議題第 28号 

平成３１年度（令和元年度）重点目標・施策について 

報告第 7 号（臨時代理第 4号） 

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

て 

 6.21 議案第 29号 

 木更津市社会教育委員の委嘱について 

議案第 30号 

 木更津市図書館協議会委員の委嘱について 

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 

報告第 8 号（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 

 7.19 議案第 32号 

 令和２年度に使用する教科用図書の採択について 

 8.9 議案第 33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 

 9.27 議案第 34号 

 令和元年度教育功労者の表彰について 

報告第 9 号（臨時代理第 6号） 

 市議会の議決を要する事件の議案（令和元年度教育費９月補正予算案）につい

て 

10.16 議案・報告事項なし 

11.5 議案・報告事項なし 

12.17 報告第 10号（臨時代理第 7 号） 

 市議会の議決を要する事件の議案（令和元年度教育費１２月補正予算案）につ

いて 
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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＞ 子育て支援の充実 

女性の社会進出や就労形態による子育てニーズの変化に伴い、子どもたちの安心・安

全な居場所づくりの整備に取り組みます。 

 

～ 子育て支援の充実 ～ 

 

１ 子どもの居場所づくり 

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）放課後等

の子どもの居場

所づくり 

① 全ての子ども達が

安心・安全に過ごせる

居場所づくり（活動拠

点）のために、放課後

児童クラブ及び放課後

子供教室の事業につい

ての促進を目指すた

め、両事業の積極的な

連携を検討します。

（生涯学習課） 

市内 1教室の放課後子

ども教室が同学校敷地

内にある児童クラブと

一体型として連携し、

学校に協力をいただき

連絡会を開催しまし

た。緊急時等の連絡や

情報共有ができるよう

な体制づくりを話し合

いました。 

Ａ 国が推進する「新・放

課後子ども総合プラ

ン」に基づく放課後児

童クラブとの一体的、

連携した運営や学校施

設の活用促進を図りま

す。放課後における居

場所の確保と体験活動

や住民との交流ができ

るよう図ってまいりま

す。 

（２）余裕教室

の活用促進 

① 各学校において余

裕教室の状況を調査し

た上で、より多くの児

童生徒に放課後の居場

所が提供できるよう、

余裕教室の活用促進に

取り組みます。（教育

総務課） 

状況調査はしなかった

ものの、請西小学校の

余裕教室を学童保育と

して使用したい申し出

があったため、学校と

学童保育との調整を行

い、結果学童保育が１

つ増えました。 

Ａ 子どもたちの安心・安

全な活動の場として、

学校の余裕教室等を確

保し、地域の住民の参

画による世代間交流や

様々な体験を通じて子

どもたちの育成を図り

ます。 

 

 

＜Ⅱ＞ 学校教育の充実 

家庭、地域社会、学校・行政によるトライアングル子育て運動を基本に、①学習習慣の形

成、②心の教育の推進、③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、家庭・地域社会から信頼される魅力あ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

の育成 

① 学習意欲を高める

授業づくりを推進する

ため、授業改善研究協 

授業改善研究協力員を

４０人選出しました。

道徳の教科化を見据 

Ｂ 今後も、授業改善協力

員と連携し、また、

小・中学校会場で交互 
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施策の内容 重点目標・施策 結果・成果等 評価 今後の方向性 

 力員を指名し、授業改

善フェスティバルを開

催します。（まなび支

援センター） 

え、道徳教育に焦点を

当てた授業改善フェス

ティバルを開催し、学

習意欲を喚起する授業

づくりの普及に努めま

した。 

 に授業改善フェスティ

バルを開催することに

より、授業改善のきっ

かけをつくり、さらな

る市内教職員の指導技

術の向上に努めます。 

② 学習に前向きな学

級づくりを推進するた

め、学級経営に係る教

職員研修を実施しま

す。（まなび支援セン

ター・学校教育課） 

夏季休業中に、教職員

研修会を１０講座開催

し、のべ６１７名の教

職員が参加しました。

また、層別研修等を実

施し、市内教職員の資

質向上に努めました。 

 

Ａ 今後も本市が抱える今

日的課題を中心に、教

職員のニーズをくみ取

りながら、教職員の大

量世代交代期に対応し

た研修会を企画・開催

し、市内教職員の資質

向上に努めます。 

③ 家庭学習を定着さ

せるため、家庭教育啓

発資料を作成し家庭に

配付します。（学校教

育課） 

家庭学習の定着を目指

す取り組みとして、家

庭学習資料の紹介、ｅ

ライブラリの活用につ

いて啓発しました。 

Ｂ 必要に応じて、家庭学

習を啓発するための資

料やｅライブラリの活

用定着を目指した取り

組みを行います。 

④ 算数・数学の基礎

基本の定着度を高め、

学習意欲を向上させる

ため、算数・数学検定

を年２回実施します。

（まなび支援センタ

ー） 

９月と１月の２回、算

数・数学検定を実施し

12,511 名が受検しまし

た。うち 7,107 名に認

定証を交付、算数・数

学の学習意欲向上に努

めました。 

Ｂ 今後も算数・数学の基

礎基本の定着を目標

に、問題の精選、広報

活動の充実を図りま

す。 

⑤ 社会のグローバル

化を見据えた対応とし

て、実用英語検定３級

程度以上の英語力を有

する中学３年生を育成

します。（学校教育

課） 

検定料補助金交付事業

を実施し、在籍生徒の

受験率は 

 平成 30 年度 32.2％→

本年度 34.2％でし

た。 

Ａ 引き続き、受験率が向

上するよう、周知を図

り助成を行います。 

(2)心の教育の

推進 

① 児童生徒の心の教

育の充実を図るため、

心の教育推進協議会を

開催し、関係機関との

連携を深め、多方面か

ら同一歩調による心の

教育を推進します。

（学校教育課） 

「いじめ０ポスター」

を描くことで児童生徒

の人権感覚の醸成や規

範意識の向上を願い実

施しました。平成 19

年度から 3年ごとに継

続してコンクールを実

施し、イオンモールで 

Ａ 児童生徒の実態を把握

するため、生活意識

（規範）調査を行いま

す。平成 14 年度から 3

年ごとに継続して実施

している調査により木

更津市の子ども達の規

範意識がどのような事 
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施策の内容 重点目標・施策 結果・成果等 評価 今後の方向性 

  の展示会をとおして広

く周知しました。 

 柄と関連しているか考

察します。 

② 児童生徒の悩みや

不安に対応する教育相

談活動の充実を図るた

め、心の教室相談員を

配置します。（学校教

育課） 

小学校９校、中学校１

０校に配置しました。

年間の相談件数は７０

４２件でした。児童生

徒だけでなく、教職員

や保護者との相談や情

報交換も積極的に行う

ことができました。 

Ａ 同様に配置をするとと

もに、各学校のニーズ

に合った相談業務や児

童生徒支援等、充実し

た取り組みに努めま

す。 

③ よりよく生きるた

めの基盤となる道徳性

を養うため、道徳の教

科化への対応を図り、

考え議論する道徳を中

心とした道徳事業の充

実を推進します。（学

校教育課） 

小・中学校ともに年間

３５時間の道徳授業を

確実に実施するように

指導・啓発しました。

また「考え、議論する

道徳」を意識した授業

に質的転換を図るた

め、夏季教職員研修で

の研修を実施しまし

た。 

Ｂ 令和２年度で、新学習

指導要領の移行期間が

終わり、令和３年度か

ら中学校でも完全実施

となるので、「特別の

教科道徳」についても

今後、更なる研修の実

施等により、指導方法

や評価の工夫改善に向

け、学習の充実に努め

ます。 

④ 「木更津市いじめ

防止対策基本方針」に

則して、いじめの予防

といじめが起きた場合

の連絡体制づくりを柱

として、いじめのない

学校づくりを推進しま

す。（学校教育課） 

学校ごとに定めた「学

校いじめ防止対策基本

方針」の見直しを行う

とともに、ホームペー

ジに掲載し周知を図り

ました。 

Ａ 毎年、見直しを行い、

早期発見、早期対応で

きる体制づくりに努め

ます。また市の生徒指

導担当者会議等を活用

し、教職員のいじめ防

止に対する意識の高揚

を図ります。 

⑤ 教育相談体制を整

備し、長期欠席、不登

校児童生徒の予防的指

導を強化するととも

に、改善、解消に努め

ます。（まなび支援セ

ンター） 

年間５６回の教育相談

教室を開催し、精神科

医師や臨床心理士等に

よるカウンセリングを

実施し、問題の解消に

努めました。 

Ａ それぞれのニーズに応

じて適切な時期に相談

を実施できるよう、実

施計画を見直すととも

に、内容に応じて適切

な担当を案内できるよ

うにしていく。 

(3)健康・体

育・安全指導の

充実 

①児童生徒の健康管

理・推進を図り、健康

への意識を高めるた

め、定期健康診断を実

施します。（学校教育 

学校における定期健康

診断を計画どおりに実

施し、児童生徒の健康

管理・健康意識の向上

を図りました。 

Ａ 児童生徒の健康管理・

推進を図り、健康への

意識を高めるため、定

期健康診断を実施しま

す。有所見者特に精密 
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施策の内容 重点目標・施策 結果・成果等 評価 今後の方向性 

 課）   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

を高めるため、運動能

力証の合格を推奨しま

す。（学校教育課） 

運動能力証合格率 40%

をめざし、児童生徒の

体力向上に取り組んだ

結果、合格率は小学校

37.6%、中学校 37.6%で

した。 

Ａ 児童生徒の運動意欲を

高めるため、引き続き

運動能力証の合格を推

奨するとともに、木更

津工業高等専門学校と

連携し、陸上競技教室

を実施します。 

③ 顔の見える「地産

地消」給食を推進する

とともに、児童生徒が

自分自身の食生活を見

直し、改善に向けた努

力ができるよう、学校

における食育の充実を

図ります。（学校給食

課・学校給食センタ

ー・学校教育課） 

鎌足小中学校での「顔

の見える学校給食」を

継続して実施するとと

もに、農薬・化学肥料

を使用しない環境に配

慮した木更津産米を全

小中学校へ３日間提供

するなど、食育の推進

に努めました。（学校

給食課） 

食に関する集団指導を

小中学校１８クラス、

個別指導は１２名行い

ました。また、給食時

間に学校を訪問し、児

童生徒と直接対話する

よう努めました。（学

校給食センター） 

Ｂ 「顔の見える学校給

食」を拡大できるよう

地域の検討を含め、食

育の取り組みを進めま

す。（学校給食課） 

今後も食に関する指導

を実施し、児童生徒が

食生活改善に向けた努

力ができるよう、引き

続き食育の充実を図り

ます。（給食センタ

ー） 

④ 危機管理対策や学

校大災害対応に係る意

識を高めるとともに、

各学校の安全計画の充

実を図るため、ガイド

ラインを作成します。

（学校教育課） 

各学校の安全計画の見

直しを図りました。ま

た、学校避難所マニュ

アルの作成のため、危

機管理課職員を講師に

招聘し研修を行いまし

た。 

Ｂ 引き続き、各学校の安

全計画の見直しを図り

ます。特に風水害に係

る見直しを行うように

努めます。 

⑤ オリンピック・パ

ラリンピック教育を通

じ、スポーツの魅力並

びに障害者への理解を

深めます。（学校教育 

県のオリンピック・パ

ラリンピック教育推進

校に清見台小学校を指

定して、パラリンピア

ンとの交流を通した学 

Ｂ 継続して、清見台小学

校を推進校に指定し、

オリンピック・パラリ

ンピック教育の取組を

充実します。またその 
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施策の内容 重点目標・施策 結果・成果等 評価 今後の方向性 

 課） 習に取り組みました。

また、報告会を通し

て、各学校へ取組を周

知しました。 

 取り組みを各学校に広

められるように努めま

す。 

⑥ 熱中症事故防止の

ため、「熱中症対応ガ

イドライン」を策定

し、熱中症の予防や対

応の充実を図ります。

（学校教育課） 

ガイドラインに基づい

て熱中症の危険につい

て正しく理解し、熱中

症指数モニター等の活

用により事故防止に努

めました。 

Ａ 引き続きガイドライン

に基づいて予防対策に

努めます。 

(4)読書活動の

推進 

①各学校の読書環境の

充実を図るため、小中

学校に読書相談員を配

置します。（学校教育

課） 

全小中学校に読書相談

員を配置し、図書の選

書や蔵書の点検整備を

行いました。また、読

み聞かせ等を行い、読

書意欲を促しました。 

Ａ 引き続き小中学校に読

書相談員を配置し、第

４次木更津市子ども読

書推進計画に基づき、

学校図書館の整備充実

を図ります。また、子

どもの読書習慣の定着

を図ります。 

② 児童生徒の読書活

動に対する意識を高

め、読書習慣を形成す

るため、「第４次木更

津市子ども読書活動推

進計画」を策定し推進

します。（学校教育

課・まなび支援センタ

ー） 

全校に「第 4次木更津

市子ども読書活動推進

計画」を配付するとと

もに、図書主任会議に

おいても計画を配付し

たうえで内容等を詳し

く説明し、全職員への

周知を依頼するなどし

て推進につなげまし

た。 

Ａ 引き続き「第 4 次木更

津市子ども読書活動推

進計画」に基づき、子

どもの読書活動の推進

を図ります。 

③ 児童生徒の読書意

欲、学習意欲を高める

ための図書の選定・購

入を行い、図書室の整

備を図ります。（学校

教育課・教育総務課） 

富岡小学校及び中郷中

学校の蔵書を各小中学

校に移管しましたが、

学校図書館図書標準の

達成校は小学校２校、

中学校１校でした。 

Ｂ 児童生徒の読書意欲や

読書習慣を確立するた

めの図書の選定・購入

を行い、引き続き図書

室の整備を図ります。 

(5)国際理解 

教育の推進 

① 児童生徒の外国文

化や外国語に対する興

味・関心を高めるた

め、外国語指導助手

（ＡＬＴ）を配置し、

国際理解教育を推進し

ます。（まなび支援セ 

ＡＬＴを小中学校へ派

遣し、外国文化や外国

語によるコミュニケー

ション能力の育成に努

めました。 

Ａ ２０２０年度より小学

校は学習指導要領全面

実施となるため、ＡＬ

Ｔを２０名から２３名

へ増員し、全ての外国

語の授業にＡＬＴが入

れるよう努めます。 
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施策の内容 重点目標・施策 結果・成果等 評価 今後の方向性 

 ンター）    

② 小学校の外国語活

動の充実を図るため、

外国語を通じて、言語

や文化への理解を深め

ます。（まなび支援セ

ンター） 

夏季休業中を中心に外

国語の新教材に関する

研修を実施し、教職員

の指導技術向上に努め

ました。 

Ｂ 小学校教員に対する研

修の充実を図るととも

に、学校行事等、授業

以外へのＡＬＴの活用

を推進します。 

③ 積極的なコミュニ

ケーション能力を育成

するため、友好都市の

児童生徒との交流につ

いて、関係課等との調

整を図りながら検討し

ます。（学校教育課・

まなび支援センター） 

友好都市の海外視察

（修学旅行）時の受け

入れなど、ネット上の

交流から一歩進めた交

流に努めました。 

Ｂ 友好都市との交流方法

について、更に多くの

児童生徒がかかわるこ

とができるよう努めま

す。 

(6)情報教育の

推進 

①情報モラルを身につ

け、情報化社会に対応

できる児童生徒を育成

するためコンピュータ

を活用した情報教育を

推進します。（まなび

支援センター） 

Society5.0 を見据えた

ICT環境の充実に努め

るとともに、情報モラ

ルについての研修会を

実施しました。 

Ｂ 関係課と連携し、情報

モラル教育の充実に努

め、教職員・児童生徒

のネットリテラシーの

向上を図ります。 

② 情報化社会へ対応

するため、コンピュー

タ等を活用したプログ

ラミング教育をはじめ

とするＩＣＴを活用し

た学習活動を推進しま

す。（まなび支援セン

ター） 

夏季教職員研修や、校

内研修等、プログラミ

ング教育について実施

し、教職員の指導技術

向上に努めました。 

 

 

Ｂ 授業の中にＩＣＴを積

極的に取り入れた授業

改善やプログラミング

教育を充実させること

で、情報活用能力の育

成を図ります。 

(7)キャリア 

教育の充実 

① 児童生徒の職業意

識、勤労意欲を高める

ため、小学校６年生で

就業密着観察学習、中

学校２年生で職場体験

学習を行うとともに、

地域住民会議等とも連

携した「地域の社会人

や先輩から学ぶ会」の

活動を奨励します。

（まなび支援センタ

小学校全校で就業密着

観察学習を、中学校全

校で職業体験学習をそ

れぞれ実施し、児童生

徒の発達段階に応じた

基礎的・汎用的能力の

育成に努めました。 

Ａ 

 

引き続き児童生徒の社

会的・職業的自立のた

めに必要な基礎的・汎

用的能力を育成するた

め、発達段階に応じて

小学校 6 年生で就業密

着観察学習、中学校 2

年生で職業体験学習を

実施します。 
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施策の内容 重点目標・施策 結果・成果等 評価 今後の方向性 

ー・学校教育課） 

(8)環境学習の

推進 

①児童生徒に環境保全

の意識を高めるため、

社会科副読本「わたし

たちの木更津」で、干

潟のくらし、浄水場、

下水処理場、ゴミ処理

施設等を取り上げ、小

学校３・４年生の環境

学習に活かします。

（まなび支援センタ

ー） 

令和３年度の副読本改

定に向け、社会科副読

本編集委員会を３回実

施しました。各施設職

員へのインタビュー

や、ゴミの量など、統

計資料の更新を行いま

した。 

 

Ｂ 

 

副読本編集委員会を実

施し、環境問題につい

て興味関心を持つこと

ができるような社会科

副読本「わたしたちの

木更津」の作成を目指

します。 

 

②環境学習を継続的に

行うため、小学校中高

学年、中学校において

は理科、社会科、総合

的学習の指導計画の中

に環境学習を位置づけ

実施します。（学校教

育課） 

小学校高学年及び中学

校において、総合的な

学習の時間・社会科・

理科の指導計画の中に

環境教育を位置づけ実

施しました。 

 

Ａ 小学校高学年及び中学

校において、総合的学

習の推進計画の中に環

境学習を位置づけ、社

会科や理科など他教科

との関わりを意識しな

がら、継続的な実施に

努めます。 

 

③ エネルギーと環境

の大切さを児童に理解

させるため、「環境に

配慮した調理法」の体

験学習を推進します。

（学校教育課） 

小学校６校で、身近な

食生活から環境にやさ

しいエコ活動を考える

授業（エコクッキン

グ）を行いました。 

Ａ 引き続き、小学校６校

で、エコクッキングを

行い、環境教育を推進

します。 

(9)就学援助 

事業の推進 

①経済的に就学困難な

保護者に経済的支援を

行うため、要保護・準

要保護児童生徒保護者

へ就学援助を行いま

す。（学校教育課） 

経済的に就学困難な保

護者に経済的支援を行

うため、市のＨＰ、入

学説明会及び 4 月に学

校を通じて全児童・生

徒の家庭へ周知チラシ

を配布し、周知、拡大

に努めました。小学校

361人・24,540,082

円、中学校 211 人・

25,389,950 円の就学援

助を行いました。 

また、新小・中学一年

生に対する新入学用品

Ａ 引き続きの周知を図

り、就学援助を行いま

す。 
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施策の内容 重点目標・施策 結果・成果等 評価 今後の方向性 

費を入学前の３月に支

給しました。 

(10)小中一貫教

育の推進 

① 小中一貫校である

（通称）富来田学園に

おいて、グローバル・

オーガニックの拠点校

としての取組を行いま

す。あわせて他の中学

校区においても、地域

の実態や小中学校の実

情にあわせて、無理な

く小中一貫教育を進め

ます。（学校教育課） 

富来田小学校及び冨来

田中学校の管理職等と

定期的に会議を持ち、

先進校の取組等を学校

に紹介するとともに、

進捗状況を確認しまし

た。また、市外の小中

一貫校の視察等を行

い、小中一貫教育に関

する理解を深めまし

た。 

Ｂ 今年度も先進校の取組

等を学校に紹介した

り、先進校の視察を企

画したりすると共に、

定期的に会議を持ち、

小中一貫教育を進めて

いきます。 

 

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)市立小中学

校の適正規模及

び適正配置に関

する基本方針の

見直し 

① 適正規模等審議会

を組織し、児童生徒数

の推移や施設の状況等

を踏まえ、各小中学校

それぞれの今後の在り

方について、全市的な

見直しを図る活動を通

じていただいた答申を

尊重し、新たな｢木更

津市立小中学校の適正

規模及び適正配置に関

する基本方針｣を策定

します。（学校教育

課） 

木更津市立小中学校適

正規模等審議会から

「木更津市立小学校及

び中学校の適正規模及

び本市域における適正

規模のあり方につい

て」の答申をいただ

き、それをもとに「木

更津市立小中学校の適

正規模及び適正配置に

関する基本方針」を策

定しました。 

Ａ 「木更津市立小中学校

の適正規模及び適正配

置に関する基本方針」

を受け、「木更津市立

小中学校適正規模及び

適正配置実施計画」を

策定し、計画に従って

取組を推進します。 

(2)管理用備品

の整備 

①快適な教育環境を維

持するため、老朽化し

た児童生徒用机・椅子

を順次更新します。 

小中学校の児童生徒用

机・椅子の現況及び新

規購入等希望調査を実

施し、平成 31年度整

備対象校の鎌足小学校

と太田中学校を中心に

老朽化した机・椅子の

整備を行いました。 

Ａ 快適な教育環境を維持

するため、引き続き小

中学校児童生徒用机・

椅子整備計画に沿っ

て、老朽化した机・椅

子の順次更新に努めま

す。 

(3)学校教育施

設の環境整備 

① 児童生徒が一日の

大半を過ごす学校施設

の安全を確保するた 

学校施設の安全を確保

するために、西清小学

校及び岩根小学校につ 

Ａ  
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施策の内容 重点目標・施策 結果・成果等 評価 今後の方向性 

 め、非構造部材の安全

対策を行います。（総

務部資産管理課・教育

総務課） 

いて、非構造部材対策

工事を実施しました。

  

  

② 児童・生徒数増加

に伴う校舎増築工事等

を行います。また、小

中学校の普通教室につ

いて、空調整備を行い

ます。（総務部資産管

理課・教育総務課） 

金田小学校及び太田中

学校の校舎増築工事を

２か年継続事業として

契約し、進めておりま

す。また小中学校空調

整備事業を実施しまし

た。 

Ａ 児童・生徒数の増加に

対応するために、継続

して校舎増築工事を進

め、事業完了を目指し

ます。 

③ 適正な教育環境を

維持するため、建物や

設備の不具合を適時補

修することにより、施

設の適正な維持・保全

に努めます。（総務部

資産管理課・教育総務

課） 

適正な教育環境を維持

するため、老朽化の著

しい学校施設の補修工

事を実施したほか、日

常的に発生する建物や

設備の不具合を小学校

で２９５件、中学校で

２１１件、適時補修い

たしました。 

Ａ 今後も引き続き、日常

的に発生する建物や設

備の不具合を補修し、

適正な維持保全に努め

ます。 

(4)学校内のＩ

ＣＴ環境の整備 

① 教育の情報化に対

応するため、校内ＬＡ

Ｎや大型提示装置等の

整備に努めます。（ま

なび支援センター・教

育総務課） 

国の補助金交付事業

「GIGAスクール構想」

の中で、校内の高速通

信ネットワークを整備

するための調査や企画

資料の作成を行いまし

た。 

 

Ａ 普通教室や音楽室、体

育館等授業で使用する

全教室に無線アクセス

ポイントを設置し、高

速通信ネットワークを

整備します。 

 

 

② より安全で効果的

な校務を実現するた

め、データセンター上

での校務支援システム

導入の拡大を検討し、

事務の効率化を目指し

ます。（まなび支援セ

ンター） 

校務支援システムにつ

いての導入研修を行

い、３月に全校導入を

行いました。導入後

は、ソフトメーカー・

ＩＣＴ支援員による各

校での操作研修を実施

しました。 

 

Ａ ＩＣＴ支援員、ヘルプ

デスクによる支援体制

の充実、集合研修や各

校への訪問研修を実施

することで、校務支援

システムの活用率向上

と校務の情報化を図り

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 特別支援連携協議会を Ｂ 協議会の中で関係機関 
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施策の内容 重点目標・施策 結果・成果等 評価 今後の方向性 

教育体制づくり

の推進 

特別支援教育の充実を

めざし、特別支援連携

協議会を開催し、特別

支援連携教育に関わる

関係機関との連携を深

め、きめ細やかな対応

を図ります。（学校教

育課・まなび支援セン

ター） 

3 回開催し、特別支援

教育に関わる機関との

連携を深め、きめ細や

かな対応を図りまし

た。また、学級実態調

査を行い、各校の通常

学級で特別な支援を必

要な状況を確認しまし

た。 

 との連携を深め、学校

教育における特別支援

教育のさらなる充実を

図ります。 

特別支援教育木更津シ

ステムの改訂に向けた

協議等を進め、木更津

市の特別支援教育がき

め細かに行われること

を目指します。 

②児童生徒一人ひとり

の自立に向け、適切な

就学先を協議し、保護

者に助言するため、就

学支援委員会を開催し

ます。（学校教育課・

まなび支援センター） 

児童生徒一人ひとりの

自立に向け、保護者に

助言するため、就学支

援委員会を 5回開催

し、適切な就学先の検

討に努めました。 

Ａ 児童生徒の自立に向

け、適切な就学先を協

議し、保護者に助言す

るため、引き続き就学

支援委員会を開催しま

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。 

③ 特別支援教育体制

を充実させるため、

「特別支援教育ガイド

ライン」を作成し、各

学校の特別支援計画に

反映します。（学校教

育課） 

平成２１年度に「特別

支援教育木更津システ

ム」を作成し、現在、

第三版を各校に配付。 

同システムに従い、個

別の支援計画等の特別

支援教育計画を作成し

ました。 

Ｂ 平成２８年４月より施

行された「障害者差別

解消法」の内容を受

け、「特別支援教育木

更津システム」の内容

について、適切なもの

となるように点検・確

認して参ります。 

(2)学校におけ

る特別支援教育

の充実 

① 学校において特別

に支援が必要な児童生

徒の個別支援を充実す

るため、スクール・サ

ポート・ティーチャー

を配置します。（学校

教育課） 

学校において特別に支

援が必要な児童生徒の

個別支援を充実するた

め、スクール・サポー

ト・ティーチャーを 1

名増員し、21人体制で

小学校 14校の学習指

導等を行いました。ま

た、学級の特性に応じ

配置校の変更をしまし

た。 

Ｂ さらにスクール・サポ

ート・ティーチャーを

増員し、特別に支援が

必要な児童生徒の個別

支援の充実を図りま

す。定期的に実施して

いるスクール・サポー

ト・ティーチャーの研

修会の見直しを行い、

特別支援教育の充実を

図ります。 

② 学校において特別

に支援が必要な児童生

徒に対する指導法に係

る指導・助言に当たる 

特別な支援を必要とす

る児童生徒に対する指

導法に係る指導・助言

に当たるため、各小中 

Ｂ 引き続き専門家チーム

による巡回相談をスク

ール･サポート・ティ

ーチャー配置校及び希 
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施策の内容 重点目標・施策 結果・成果等 評価 今後の方向性 

 ため、専門家チームに

よる巡回相談を実施し

ます。（学校教育課） 

学校の要請に応じて専

門家による巡回相談を

11 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。 

 望校に実施します 

③ 学校における特別

支援教育体制の整備と

充実を図るため、特別

支援教育コーディネー

ター研修会を開催しま

す。（学校教育課・ま

なび支援センター） 

特別支援教育コーディ

ネーター研修会を 2回

実施し、コーディネー

ターを中心とした校内

支援体制の確立を図り

ました。 

Ｂ 引き続き特別支援教育

コーディネーター研修

会を開催し、特別支援

教育体制の整備と充実

を図ります。 

④ 特別支援学級に在

籍する児童生徒の保護

者の負担を軽減するた

め、特別支援教育就学

奨励費による保護者支

援を行います。（学校

教育課） 

特別支援学級に在籍す

る児童生徒の保護者の

負担を軽減するため、

特別支援教育就学奨励

費対象者に対し、小学

校 167人・5,423,444

円、中学校 78人・

4,347,916 円を交付し

ました。 

Ａ 引き続き特別支援教育

就学奨励費による保護

者支援を行います。 

(3)就学時学校

適応事業の推進 

① 言葉の発達に課題

のある就学前幼児の早

期発見、早期相談に対

応するため、年長幼児

の言語検査を実施しま

す。（まなび支援セン

ター） 

市内幼稚園、保育園、

認定子ども園を訪問し

て、年長児の言語検査

を実施し、早期の相

談・支援に努めまし

た。 

Ａ 引き続き、各園に協力

を要請しながら、年長

幼児言語検査を実施し

ます。 

 

② 言葉の発達に課題

のある就学前幼児の言

語指導を行うため、言

語教室事業を推進しま

す。また、きさらづネ

ウボラと連携し、課題

に対じた保護者支援を

行います。（学校教育

課・まなび支援センタ

ー） 

年長児を最優先できる

ように年中児以下は、

ネウボラ主催の子育て

相談を紹介しました。

在籍者 159名に対し、

延べ 2012回の言語指

導を行いました。ま

た、来所相談及び電話

相談を 429回実施し、

保護者の不安解消に努

めました。 

Ａ 通級希望者の増加や課

題の複雑化に対応する

ため、運営や指導の方

法を工夫し、専門家等

関係機関との連携を一

層深めます。 
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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 

教育相談体制の

整備 

① 学校内に児童生徒

が相談しやすい体制を

作り、教職員とともに

積極的な教育相談活動

ができるようにするた

め、教育相談関係の職

員（スクールカウンセ

ラー・心の教室相談

員）を配置します。

（学校教育課・まなび

支援センター） 

学校内に児童生徒が相

談しやすい体制を作

り、教職員とともに積

極的な教育相談活動が

できるよう、心の教室

相談員を小学校 9校、

中学校 10校に、スク

ールカウンセラーを小

学校 5校、中学校 12

校に配置しました。 

 

Ｂ 引き続き教育相談関係

の職員（心の教室相談

員・スクールカウンセ

ラー）を配置し、教職

員とともに積極的な教

育相談活動の充実に努

めます。スクールカウ

ンセラー未設置校から

の依頼が多いため、県

教育委員会に配置要望

を行い、令和２年度か

ら増員予定。 

(2)学校外の 

教育相談体制の

整備 

① 不登校等、児童生

徒の課題解決のため、

精神科医・臨床心理士

等による教育相談教室

を定期的に実施しま

す。（まなび支援セン

ター・学校教育課） 

精神科医、臨床心理

士、言語聴覚士による

教育相談教室を開設

し、56回、延べ 162人

に対して、相談活動を

実施しました。 

Ａ 引き続き、各専門家・

専門機関等に協力を仰

ぎ、子どもと親、そし

て学校のニーズに応え

られるよう努めます。 

(3)学校適応 

指導教室の充実 

① 不登校児童生徒の

気持ちに寄り添う支援

を行い、通級者の学校

復帰・社会復帰を促進

するために、学校適応

指導教室「あさひ学

級」での指導を充実さ

せます。（まなび支援

センター・学校教育

課） 

小中学生合わせて 29

名の在籍者に対し５名

の指導員により、適応

指導を進めました。二

者関係づくりからの丁

寧な指導に努め、小集

団活動への適応に改善

が見られた児童生徒が

増えました。 

Ａ 在籍者の増加や複雑化

する課題に対応するた

め、関係機関との連携

を図りながら、引き続

き二者関係を基盤とし

た個別指導から集団活

動へと発展させ、原籍

校復帰への支援を進め

ていきます。 

 

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 

教育力を生かす

事業の推進 

① 家庭、地域社会、

学校・行政によるトラ

イアングル子育て運

動、開かれた学校づく

りを推進するため、学

校支援ボランティア活

動推進事業の充実を図

ります。（学校教育 

学校支援ボランティア

活動推進委員会を核と

して、夏の交流集会及

び年３回の研修を開催

することにより、事業

の活性化と担当者の交

流やスキルアップを図

りました。学校の統合 

Ａ 家庭、地域社会、学

校・行政によりトライ

アングル子育て運動、

開かれた学校づくりを

推進するため、引き続

き学校支援ボランティ

ア活動推進事業の充実

を図ります。 
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施策の内容 重点目標・施策 結果・成果等 評価 今後の方向性 

 課・まなび支援センタ

ー） 

が進む中、ボランティ

ア登録者数、活動件数

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

校運営を推進するた

め、学校評議員制度推

進事業の充実を図りま

す。（学校教育課） 

「学校評価木更津シス

テム」の結果を基に、

学校評議員の学校教育

全体への積極的参加を

促進することで、学校

と地域の協力協働体制

を図りました。 

Ａ 地域と連携した学校運

営を推進するため、引

き続き学校評議員制度

推進事業の充実を図

り、開かれた学校つく

りの推進に努めます。 

③ 開かれた学校づく

りや地域の教育力を生

かした児童生徒支援の

ため、地域の高等教育

機関との連携を推進し

ていきます。（学校教

育課） 

地域の高等教育機関と

の連携により、地域の

教育力を効果的に活用

した学生ボランティア

の学校派遣、陸上教室

の開催、千葉県の小・

中・高連携事業の紹介

活用啓発などを行いま

した。 

Ｂ 児童生徒の発達段階に

応じた地域の教育資源

を発掘、有効に活用す

ることで、より効果的

な指導支援をしていけ

るようにします。 

(2)学校評価 

事業の推進 

① 的確な学校評価を

実施し、各学校の教育

施策、教育活動の改善

を図るため、「学校評

価木更津システム」を

推進します。（学校教

育課・まなび支援セン

ター） 

学校評価木更津システ

ム」の分析結果を各学

校に周知し、学校教育

目標の実現に向けた施

策の根拠として活用を

図りました。 

Ａ 的確な学校評価を実施

し、各学校の教育施

策、地域活動の改善を

図るため、引き続き

「学校評価木更津シス

テム」を推進します。 

② 「学校評価木更津

システム」の学校自己

評価を公表するととも

に、学校評議員による

学校関係者評価も併せ

て実施し、学校評価を

開かれた学校づくりに

活かします。（学校教

育課・まなび支援セン

ター） 

「学校評価木更津シス

テム」の自己評価をホ

ームページで公表する

とともに、各学校で行

った学校評議員による

学校関係者評価を集約

したものを、市内小中

学校の学校評価の根拠

の一つとすることで、

本施策の有効活用を図

りました。 

Ａ 「学校評価木更津シス

テム」の学校自己評価

を公表するとともに、

学校評議員による学校

関係者評価も併せて実

施し、学校評価を開か

れた学校づくりに活か

していきます。 
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＜Ⅲ＞ 青少年の健全育成 

青少年の成長と自立を実現するために、家庭、地域、学校・行政をはじめとした、多様な人

間関係のなかで青少年を育み、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に係る団体・関係機関等の一層の連携と担い手育成に取り組みます。 

 

〜 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

の総合的計画の

策定 

① 青少年の指導育

成、保護、矯正に関す

る総合的施策や自立支

援方策等について必要

な事項を調査・審議す

るとともに、関係機関

との連絡調整を図るた

め、青少年問題協議会

を開催します。（生涯

学習課） 

青少年問題協議会を２

回開催し、市の青少年

施策に関する意見交換

や関係機関・団体間の

情報共有を図りまし

た。 

第 2 回では「本市にお

ける児童虐待防止の状

況」につい情報共有を

行い、「周知と支援」に

ついて意見調整に努め

ました。 

Ｂ 青少年の指導育成、保

護、矯正に関する総合

的施策や自立支援方策

等について必要な事項

を調査・審議するとと

もに、関係機関との連

絡調整を図るため青少

年問題協議会を開催し

ます。 

(2)青少年育成

支援施策の 

総合的な推進 

① 家庭、地域、学

校・行政が連携して地

域の教育力の向上を図

るため、子どもたちの

居場所づくりを進める

「放課後子供教室推進

事業」や「生き生き子

ども地域活動促進事

業」等の取り組みを進

めるほか、これらの活

動を支援する地域の担

い手の育成に努めま

す。（生涯学習課） 

市内６小学校区におい

て放課後子ども教室が

運営され、子どもたち

の放課後における居場

所の確保と体験活動や

住民との交流が図られ

ました。 

また、生き生き子ども

地域活動促進事業を実

施し、子どもたちの体

験活動の充実を図りま

した。 

Ａ 家庭、地域、学校・行

政が連携して地域のコ

ミュニケーションの形

成を図り、放課後子ど

も教室や生き生き子ど

も地域活動促進事業を

推進します。 

 

(3)地域の 

教育力の向上 

① 青少年の健全育成

を推進するため、県と

連携し青少年相談員を

委嘱し、制度の活性化

と活動の充実を図りま

す。（生涯学習課） 

①平成３１年４月に第

２０期青少年相談員

（任期３年）定員１１

１名に対して市及び県

から委嘱を行いまし

た。また、補助金交付

や各種事業・部会議へ

Ａ 引き続き青少年相談

員活動を支援し、地域

における青少年健全育

成活動を推進します。 
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施策の内容 重点目標・施策 結果・成果等 評価 今後の方向性 

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

全育成活動を推進する

ため、子ども会育成連

絡協議会、青少年育成

木更津市民会議等の関

係団体を支援します。

（生涯学習課） 

木更津市子ども会育成

連絡協議会及び青少年

育成木更津市民会議に

対して補助金の交付

や、各種事業・会議へ

の参加等の支援を行い

ました。青少年育成木

更津市民会議を構成す

る１３地区住民会議が

それぞれの中学校区の

中心となり「生き生き

子ども地域活動促進事

業」に取り組み、地域

ぐるみで子どもたちの

体験活動の充実を図り

ました。 

Ａ 地域における青少年の

健全育成活動を推進す

るため、木更津市子ど

も会育成連絡協議会や

青少年育成木更津市民

会議等の関係団体を支

援します。 

 

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

事業の実施 

① 青少年の豊かな人

間性を育み、自立と社

会参加を促すため、生

き生き体験キャンプ事

業や野外体験促進事

業、成人式事業など、

青少年育成に関する各

種事業を地域の参画に

よる世代間の交流を通

じて実施します。（生

涯学習課） 

生き生き体験キャンプ

事業やキャンプ場利用

促進事業等、青少年健

全育成に関する各種事

業を行いました。成人

式については、かずさ

アカデミアホール会場

で２組に分けて開催し

ました。新成人で構成

する実行委員会により

「自らが作る成人式」

として式の進行や２部

のアトラクションを企

画運営しました。 

 

Ａ 青少年の豊かな人間性

を育み自立と社会参加

を促進するため、生き

生き体験キャンプ事業

など青少年健全育成に

関する事業を実施しま

す。成人式について

は、式典の内容や実行

委員会の運営方法につ

いて検討し、今後も新

成人がつくる成人式の

実現を図ります。      
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施策の内容 重点目標・施策 結果・成果等 評価 今後の方向性 

(2)少年自然の

家キャンプ場の

利用促進 

① 少年自然の家キャ

ンプ場が、自然体験活

動の拠点として一層活

用されるよう、積極的

な広報や老朽化した施

設の計画的な整備に努

め、利用促進を図りま

す。（生涯学習課） 

① ゴールデンウィークや

夏休み期間前後の土日

祝日の開設は、家族単

位の利用が多くありま

した。促進事業の広報

については、直接市内

小学校へリーフレット

を配布するほか、利用

者へアンケートを実施

しニーズ調査を行いま

した。利用者が快適に

安心してキャンプ場を

利用できるように、危

険な樹木の伐採、前年

度に続き、女子トイレ

の洋式化（２基）を行い

ました。 

Ａ 少年自然の家キャンプ

場が自然体験活動の拠

点として一層活用され

るよう、積極的な広報

を行います。 

また、利用促進を図っ

ていくとともに、利用

者のニーズを検証し今

後の方針を検討してい

きます。 

(3)ボランティ

アの活用と活性

化 

① 青少年のさまざま

な活動を支援するた

め、アフタースクール

ボランティアやユース

ボランティアなど各種

ボランティアを活用す

るとともに、各ボラン

ティアの活性化を図り

ます。（生涯学習課） 

社会人を参加対象とし

たアフタースクールボ

ランティア事業委託の

一つとして、養成講座

を開催し広報及び活性

化に努めました。ま

た、学生を登録対象と

しているユースボラン

ティアについては、生

涯学習課や公民館が主

催する青少年育成事業

（キャンプや通学合宿

など）でのボランティ

アに多く参加してもら

いました。 

Ｂ 青少年の自然体験活動

を支援するため、アフ

タースクールボランテ

ィアやユースボランテ

ィアなど各種ボランテ

ィアと連携するととも

に、ボランティアの活

性化と指導者の育成の

ための事業を実施しま

す。 

 

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 

指導員等専門家

による相談活動

の実施 

① さまざまな問題に

悩む青少年や保護者へ

の支援を行うため、社

会教育指導員等専門家

による相談活動（電話

相談・来所相談・メー

電話、メール、来所、

合わせて８３件の相談

に対応し、様々な課題

に対する支援に努めま

した。 

 

Ａ 相談内容が多岐にわた

るため、関係諸機関と

の連携をさらに深め、

的確な支援ができるよ

うに努めます。 
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施策の内容 重点目標・施策 結果・成果等 評価 今後の方向性 

ル相談）を実施しま

す。（まなび支援セン

ター） 

(2)青少年への

愛の一声運動に

よる非行防止 

活動 

① 青少年の非行防止

と健全育成を図るた

め、青少年補導員によ

る地区街頭補導、乗車

マナー指導、喫煙・飲

酒防止キャンペーンな

どの「青少年への愛の

一声運動」を関係機

関・団体との連携のも

とに行います。（まな

び支援センター） 

市内全域を対象とした

定期街頭指導、中学校

区毎の地域街頭指導、

特別街頭指導、ＪＲ乗

車マナー指導を実施す

るとともに、各種青少

年健全育成キャンペー

ン等に協力しました。 

 

Ａ 

 

引き続き、各種街頭指

導等を継続するととも

に、関係諸機関、関係

団体との連携を強化

し、青少年健全育成活

動を推進します。 

(3)青少年非行

防止啓発活動の

実施 

① 青少年の非行防止

と健全育成に関する啓

発のため、青少年健全

育成だより（News 

Letter）の発行や青少

年指導関係活動報告

「青少年に愛の一声

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

防止啓発活動の取り組

みを進めます。（まな

び支援センター・生涯

学習課） 

青少年健全育成だより

（News Letter）を年

３回発行するととも

に、各種研修会等を通

して、青少年の健全育

成に関する啓発活動を

実施しました。 

Ａ 引き続き、関係機関や

学校、地区住民会議等

と協力・連携を深め、

青少年の非行防止・健

全育成の啓発活動を展

開します。 

(4)有害環境 

浄化活動の推進 

① 青少年の非行防止

と健全育成を図るた

め、関係機関や青少年

補導員・相談員、PTA 

など地域の関係団体と

ともに、青少年を取り

巻く有害環境浄化活動

を行います。（まなび

支援センター・生涯学

習課） 

関係機関や青少年育成

団体と連携し、街頭指

導等を通して、有害環

境の浄化活動に努めま

した。 

Ｂ 浄化された環境が破壊

されないよう、関係諸

機関等と連携して活動

を継続します。 

また、ネットの普及に

より子どもを取り巻く

ネット環境を注視し、

啓発活動及び注意喚起

を行うことでネットリ

テラシーの向上に努め

ます。 
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施策の内容 重点目標・施策 結果・成果等 評価 今後の方向性 

(5)連携・ネッ

トワークによる 

青少年指導関係

事業の実施 

① 青少年育成、非行

防止に関わる関係機

関・団体・有識者との

連携を図り、まなび支

援センターの青少年指

導関係事業を効果的に

運営するために、青少

年指導関係運営協議会

を開催します。（まな

び支援センター） 

青少年指導関係運営協

議会を３回実施すると

ともに、生徒指導に関

する市内外の連絡会・

協議会に参加し、情報

交換を進め、連携を深

めました。 

Ａ 引き続き、関係諸機

関、関係諸団体、有識

者等との連携と支援を

仰ぎながら、活動を進

めていきます。 

 

 

＜Ⅳ＞ 社会教育の推進 

さまざまな暮らしの課題に対し、市民一人ひとりがあらゆる機会、あらゆる場所を利用して

学習できる環境を整えるとともに、社会の変化に対応した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、社会教育を推進する各機関・団体との連携・協力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

よる社会教育行

政の推進 

① 広く民意を反映

し、市民参画による社

会教育行政の推進を図

るため、社会教育委員

会議に社会教育推進施

策等を諮問し、答申や

意見を求めます。（生

涯学習課） 

市民参画による社会教

育行政を推進するた

め、社会教育委員会議

を定例会 4回、視察 1

回を実施し、公民館等

社会教育施設の今後の

あり方について協議し

ました。 

Ａ 広く民意を反映し、市

民参画による社会教育

行政の推進を図るた

め、社会教育委員会議

を開催し、社会教育施

のあり方などについて

研究協議を行います。 

② 総合的な生涯学習

の推進にあたり、広く

市民の意見や要望を取

り入れるため、生涯学

習推進協議会を開催し

ます。（生涯学習課） 

総合的な生涯学習事業

を推進・発展させるた

め生涯学習推進協議会

を年 2回開催し、市民

公開講座のあり方等に

ついて協議しました。 

Ａ 生涯学習施策につい

て、広く市民の意見や

要望を取り入れるた

め、生涯学習推進協議

会を開催します。 

(2) 社会教育振

興のための施策

の充実 

① 市民に多様な学習

機会を提供し、学習活

動を側面から支援する

ため、職員の力量形成

の向上に努めるほか、

公民館館長・事業担当

職員合同会議、公民館

館長会議、公民館職員

会議、社会教育指導員

会議を実施しました。 

Ａ 社会教育振興施策のさ

らなる充実を図るた

め、社会教育機関の職

員の力量形成のための

機会の充実に努めま
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施策の内容 重点目標・施策 結果・成果等 評価 今後の方向性 

専門職員による学習支

援体制の充実を図りま

す。（生涯学習課） 

す。 

② 近隣市や県内の関

係団体とも連携し、社

会教育関係委員や社会

教育関係職員の研修活

動の充実に努めます。

（生涯学習課） 

君津地方社会教育推進

大会や君津地方及び県

の社会教育委員連絡協

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。 

Ａ 近隣３市等とも連携し

ながら、関係職員、関

係委員の見識の向上に

努めます。 

③ 視聴覚教材を活用

し、各種団体・機関等

の学習活動を支援しま

す。（生涯学習課） 

市町村圏から移管した

教材・機材を活用する

ために視聴覚ライブラ

リーを設置し、関係機

関・団体の学習活動を

支援しました。 

Ｂ 視聴覚ライブラリーに

ついて広く周知し、よ

り多くの機関・団体に

利用いただけるよう努

めます。 

(3)生涯学習の

基盤整備と 

総合調整 

① 社会環境の変化に

対応した「第２次生涯

学習基本構想」と「基

本計画」の策定に取り

組みます。（生涯学習

課） 

「第２次生涯学習基本

構想」・「生涯学習基

本計画」については、

他市の状況を調査し、

本市の現状をふまえ、

策定に係る問題点を確

認しました。 

Ｂ 「第２次生涯学習基本

構想」・「生涯学習基

本計画」のあり方を再

検討します。 

② 今後の公民館のあ

り方に鑑み、関係部等

と調整しながら、公民

館の総合的な整備の方

向性を検討します。

（生涯学習課） 

今後の公民館の総合的

な整備の方向性につい

て、他市の状況なども

情報収集しながら、検

討を進めました。 

Ｂ 「木更津市公共施設等

総合管理計画」及び

「木更津市公共施設再

配置計画」との整合性

を図りながら、今後の

公民館の総合的な整備

のあり方について検討

します。 

 

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

庭教育支援事業

の充実 

① 家庭教育の不安や

悩みを解消するため、

家庭、地域、学校・行

政が一体となって家庭

の教育力向上を図りま

す。（生涯学習課） 

各公民館で実施されて

いる家庭教育学級等の

充実のため、家庭教育

担当者会議をはじめ、

家庭教育学級交流集

会、家庭教育学級研究

Ａ 各公民館の担当職員と

学級生がともに研修で

きる機会の提供をとお

して、主体的な学級運

営を支援するととも

に、家庭教育の充実に
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施策の内容 重点目標・施策 結果・成果等 評価 今後の方向性 

集会を開催しました。 向けたネットワークづ

くりに努めます。 

② 家庭教育支援の拡

充を図るため、官民含

めた機関、団体との連

携を図り、社会全体で

子育てを支援する機運

を高めるとともに、親

の育ちを応援する学び

の環境を充実します。

（生涯学習課） 

木更津市家庭教育推進

協議会を年 3回開催

し、関係機関、団体と

情報を共有すると共

に、ノーテレビ･ノー

ゲーム啓発事業に取り

組みました。 

Ａ 家庭教育支援に係わる

課題の共有、情報交換

を行なうことで、新た

なネットワークづくり

に取り組みとともに、

関係機関、団体の連携

を深め、それぞれの業

務に反映できるよう努

めます。 

(2)女性の自立

と社会参加の 

促進 

① 女性の社会参加の

促進や地域社会・まち

づくりへの積極的な関

わりを推進するため

の、学習機会の提供に

努めます。（生涯学習

課） 

女性が地域社会で活躍

するための学習機会と

して保育ボランティア

講座（全 4回）を開催

しました。開催時期が

台風災害の時期と重な

り参加者が低調でし

た。 

Ｂ 女性が社会参加するき

っかけづくりとしての

講座の内容充実に努め

ます。 

(3)生涯学習を

通じた 

まちづくりの 

振興 

① 市民の多様で高度

な学習ニーズに対応す

るため、市内高等教育

機関と連携した公開講

座の開催や市政に理解

を深めてもらうことを

目的とした出前講座を

実施します。また、

「動く教室」として生

涯学習バスを運行しま

す。（生涯学習課） 

出前講座については、

年度途中のスタートだ

ったこともあり、利用

団体数は低調でした

が、利用者には大変好

評でした。市民公開講

座は台風の影響で 7講

座中１回が中止となり

ましたが、延べ 403名

が受講され、多様な内

容の学習機会を提供す

ることができました。

生涯学習バスについて

は、台風、新型コロナ

の影響を受けました

が、公民館、団体等の 

移動研修に広く活用さ

れました。 

Ｂ 出前講座については、

様々な広報媒体を利用

するなど広く周知に努

めます。市民公開講座

については、さらに内

容の充実に取り組みま

す。また、生涯学習バ

スの適正な運用に努め

ます。 

② 市民による生涯学

習活動の一層の拡充と

生涯学習を通じたまち

づくりの振興を図るた

社会教育関係団体等 33

団体で実行委員会を組

織し、生涯学習フェス

ティバル 2019を実

Ｂ さらに若者・青年層の

団体･グループへ参加

を呼びかけるととも

に、幅広い世代に興味
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施策の内容 重点目標・施策 結果・成果等 評価 今後の方向性 

め、生涯学習フェステ

ィバルを開催するなど

生涯学習に関する啓発

事業を実施します。特

に、若手･中間層（30

～50歳代）が中心的に

関わる事業展開を目指

します。（生涯学習

課） 

施。約 3,300名が来場

し、交流と学習が深ま

る良い機会となりまし

た。 

を持っていただけるよ

うな内容の充実に取り

組みます。 

(4)社会教育 

関係団体の 

育成と支援 

① 社会教育関係団体

との協働の事業を推進

し、団体が自主的に行

う社会教育活動の円滑

な運営や一層の充実を

図るため、求めに応じ

て助言・指導します。

また、木更津市教育振

興事業補助金交付要綱

に基づき、対象となる

事業に対して補助金を

交付し活動を支援しま

す。（生涯学習課） 

木更津市ＰＴＡ連絡協

議会など教育振興事業

補助金対象団体が自主

的な社会教育活動を円

滑に運営できるよう、

求めに応じて支援しま

した。 

Ａ 社会教育関係団体が円

滑に運営されるため

に、求めに応じた支援

をします。 

(5)生涯学習 

成果の活用 

① 生涯学習活動によ

り培ってきた知識や経

験など、市民の生涯学

習の成果をそれぞれの

社会生活や地域社会に

活かすため、生涯学習

ボランティアの仕組み

づくりを進めます。

（生涯学習課） 

市民の問合せや相談に

応じ、情報提供に努め

ました。 

Ｂ 市民の生涯学習の成果

をそれぞれの社会生活

や地域社会に活かすこ

とができるよう情報提

供に努めます。 

 

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

に即した図書館

運営 

① 年度ごとの事業計

画を策定するととも

に、運営の状況や達成

状況について点検評価

を行い市民の要望や社

会の要請にそった図書

館運営に努めます。

年度当初に事業計画を

策定し、附属機関であ

る図書館協議会におい

て、図書館の運営の状

況や達成の状況につい

て点検評価を行い、市

民の要望や社会の要請

Ａ 引続き年度当初に事

業計画を策定し、図書

館協議会において運営

の状況や達成の状況に

ついて点検評価を行

い、市民の要望や社会

の要請に沿った図書館
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施策の内容 重点目標・施策 結果・成果等 評価 今後の方向性 

（図書館） に沿った運営に努めま

した。 

の運営に努めていきま

す。 

② 基本的な資料を収

集するとともに、市民

の生活や仕事、地域課

題の解決に向けた資料

を収集、整備、提供し

ます。また、各種デー

タベースや県内外の公

共図書館や大学図書館

の情報資産を活用した

司書による専門的なレ

ファレンスサービス

（調査・研究）の充実

に努めます。（図書

館） 

資料の収集は、木更津

市立図書館資料収集要

綱（平成２８年木更津

市教育委員会告示第６

号）の規定に基づき実

施し、年度当初に具体

的な購入の割合を定

め、１１，８６１冊の

資料を収集し、整備

し、提供しました。 

また、各種データベ

ースについては、館内

の４台の閲覧用パソコ

ンを活用し、ヨミダ

ス、Ｄ１－Ｌａｗ、官

報、国立国会図書館デ

ジタルコレクションな

どの情報提供を行うと

ともに、県内外の公共

図書館や大学図書館の

情報資産を活用した司

書による専門的なレフ

ァレンスサービス（調

査・研究）の充実に努

めました。 

Ａ 資料の収集は、引続き

同要綱の規定に基づき

実施し、年度当初に具

体的な購入の割合を定

め、年間１万冊程度の

資料を収集し、整備

し、提供していきま

す。 

 なお、所蔵のない資

料については、購入す

るほか、相互貸借によ

り対応を図っていきま

す。 

 また、引続き司書に

よる専門的なレファレ

ンスサービス（調査・

研究）を実施していき

ます。 

③ 点字図書、録音図

書、大活字本、マルチ

メディアデイジー図書

等を計画的に収集し、

読書にハンディキャッ

プのある利用者に対す

るサービスの充実を進

めます。（図書館） 

点字図書については、

きさらづ点訳の会との

協働により、新たに２

７タイトルの追加を行

いました。 

 録音図書について

は、サピエ図書館より

ダウンロードし、１３

３タイトルの追加を行

いました。 

 大活字本について

は、４８冊の追加を行

いました。 

 マルチメディアデイ

Ｂ 引続き点字図書、録音

図書、大活字本、マル

チメディアデイジー図

書等を計画的に収集

し、読書にハンディキ

ャップのある利用者に

対するサービスの充実

を進めていきます。 
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施策の内容 重点目標・施策 結果・成果等 評価 今後の方向性 

ジー図書については、

伊藤忠記念財団より無

償で提供される「わい

わい文庫」から６３タ

イトルの追加を行いま

した。 

(2)公民館 

図書室の充実 

① 公民館図書室等の

所蔵資料の整備を実施

し地域の読書環境の充

実を図ります。（図書

館） 

東清公民館及び中郷公

民館を重点的に整備し

ました。 

Ｂ 整備が完了していない

岩根西公民館、畑沢公

民館及び波岡公民館を

重点的に整備し、地域

の読書環境の充実を図

っていきます。 

② 公民館図書室へ職

員を派遣するとともに

計画的な配本サービス

を行い図書館サービス

の向上を図ります。（図

書館） 

月２回、富来田公民館

図書室に職員を派遣

し、読書環境の整備を

実施し、サービスの向

上を図ったほか、週１

回、公民館等の図書室

を巡回し、室内の整理

や配本サービスを実施

しました。 

また、金田地域交流セ

ンターの図書コーナー

の充実を図りました。 

Ｂ 引続き富来田公民館図

書室に月２回職員を派

遣するとともに、市内

の公民館等の図書室を

週１回巡回し、図書館

サービスの向上を図っ

ていきます。 

(3)学校との 

連携の強化 

① 学校からの読書相

談や調べ学習への対応

を行うとともに教職員

や読書相談員との連携

に務めます。（図書

館） 

小中学校の図書主任担

当者会議等へ出席し、

図書館の利用案内を説

明するとともに、読書

相談、調べもの学習や

授業の補助となる本を

一定期間まとめて貸し

出す「特別貸出」（調

べ学習支援３，３７８

冊）を実施し、教職員

や読書相談員との連携 

を進めました。 

Ａ 引続き小中学校に対し

特別貸出を実施すると

ともに、小中学校の図

書主任担当者会議等へ

出席し、教職員や読書

相談員との連携に努め

ていきます。 

② 啓発リーフレット

の配布や出張お話し

会、団体貸出し等を通

して子どもの読書活動

の推進を図ります。（図

子どもの読書活動を推

進するため、啓発リー

フレットの配布、出張

おはなし会（ストーリ

ーテリング（素話））

Ａ 引続き小中学校との連

携を強化し、平成３１

年４月に策定した第４

次木更津市子ども読書

活動推進計画により子
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施策の内容 重点目標・施策 結果・成果等 評価 今後の方向性 

書館） １８回、図書館員が選

書した読み物をまとめ

て貸し出す「おまかせ

図書館便」（７００

冊）を実施しました。 

どもの読書活動を支援

していきます。 

(4)魅力ある 

図書館事業の 

展開 

① ホームページや図

書館だより等、広く情

報発信を行い利用者の

拡大に努めます。（図

書館） 

ホームページの定期的

な更新を行い、アクセ

シビリティーに配慮し

た情報を発信するとと

もに、図書館だよりを

年４回、各４５０部発

行し、図書館の各種事

業や魅力を広く発信し

ました。 

Ａ 引続きホームページの

定期的な更新を行い、

アクセシビリティーに

配慮した情報を発信す

るとともに、図書館だ

よりを年４回発行し、

図書館の各種事業や魅

力を広く発信し、利用

者の拡大に努めていき

ます。 

② 図書館の所蔵資料

を活用した事業や専門

職員の経験を生かした

事業を実施します。（図

書館） 

図書館の所蔵資料や専

門職員の経験を生か

し、３才から小学生ま

でのおはなし会（９０

回、延べ７２９人）、

赤ちゃんといっしょの

おはなし会（４６回、

延べ８４９人）、保育

園おはなし会（１４６

回、延べ３，１８１

人）、大人のためのお

はなし会（２回、４８

人）、絵本講座（２

回、４９人）、児童文

学講座（６１人）、夏

休み企画工作教室（２

回、５３人）、夏休み

企画こわ～いおはなし

会（４回、３０人）、

夏休み１日図書館員体

験（３回、３２人）、

ボランティア講座（１

７人）、雑誌と図書の

リサイクルフェア（２

８１人、２，１３５冊 

Ａ 引続き小学生までのお

はなし会、赤ちゃんと

いっしょのおはなし

会、保育園おはなし

会、大人のためのおは

なし会、絵本講座、児

童文学講座、夏休み企

画工作教室、夏休み企

画こわ～いおはなし

会、夏休み１日図書館

員体験、ボランティア

講座、リサイクルフェ

ア、企画展示、れきお

んミニコンサートを実

施するとともに、隔年

事業である文芸講演会

を実施していきます。 
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施策の内容 重点目標・施策 結果・成果等 評価 今後の方向性 

  還元）、企画展示（５

回）、れきおんミニコ

ンサート（４回、１１

３人）を実施しまし

た。 

  

③ ブックスタート事

業等の取り組みを通し

て乳児期からの読書推

進に努め、魅力ある図

書館づくりを進めま

す。（図書館） 

乳幼児期からの読書推

進を図るため、年間３

３回、８３６組の乳児

と保護者に対し、乳児

健康診査時、１組ずつ

に絵本の読み聞かせを

行い、絵本や絵本の読

み聞かせに関するアド

バイスブック、地域の

子育て情報が入ったブ

ックスタートパックを

手渡しました。 

Ａ 引続き健康推進課と連

携し、乳児健康診査時

に全ての乳児と保護者

に対し、１組ずつに絵

本の読み聞かせを行

い、絵本や絵本の読み

聞かせに関するアドバ

イスブック、地域の子

育て情報が入ったブッ

クスタートパックを手

渡し、乳幼児期からの

読書の推進を図ってい

きます。 

 また、清和大学及び

木更津総合高等学校と

連携し、ボランティア

スタッフの育成・導入

を検討していきます。 

 

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)市民一人ひ

とりの要望と社

会の要請に対応

した事業の展開 

① 子どもから高齢者

まであらゆる世代の自

主的な学習活動を支援

します。（公民館） 

さまざまな世代からの

要望と地域状況を踏ま

えて事業を展開するこ

とが出来ました。 

Ａ あらゆる年齢層の学習

機会の提供や定年後の

生きがいづくり、地域

活動への参画、郷土意

識の涵養等を目的に、

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。 

② 高度で多様化した

市民の学習要求に応え

るための各種学級・講

座を実施します。（公

民館） 

市民の生きがいづくり

や市民の多様なニーズ

に応えるため、日常生

活の課題に基づくさま

ざまな教室・講座等を

全公民館で実施しまし 

Ａ 今後も市民の生きがい

づくりや高度で多様化

した市民の学習要求に

応えるとともに、学び

をとおして参加者どう

しのつながりを構築し 
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施策の内容 重点目標・施策 結果・成果等 評価 今後の方向性 

  た。  地域活動を創出する機

運を高めます。 

③ 市民一人ひとりの

暮らしを豊かにしてい

くため、生活課題・地

域課題に向き合った学

習機会を提供し、さら

にその成果を地域社会

に活かすことができる

仕組みづくりに取り組

みます。（公民館） 

地域課題の解決に繋げ

るため「防災」をテー

マとした講座を全公民

館で実施したほか、・

「認知症・介護予

防」・「高齢者の社会参

加」・「健康」・「定年後

の居場所づくり」など

の学習機会を提供する

ことができました。 

Ａ 地域づくりに向けた事

業の充実を図るため、

引き続き、地域の防災

や高齢者福祉をテーマ

とした学級講座を実施

するとともに、健康、

ふるさと学習、ボラン

ティアの育成など地域

課題をテーマに、地域

づくりを担う人づくり

に取り組みます。 

(2)家庭教育に

関する各種学習

機会の提供 

① 家庭教育の充実を

図るため、地域の小中

学校や保育園等の各種

関係機関との連携を進

めます。（公民館） 

保育園、幼稚園や 

小中学校、地域子育て

支援センター（ゆりか

もめ等）、生涯学習課

や子育て支援課、健康

推進課等との連携を図

りながら、家庭教育支

援の充実に努めまし

た。 

Ａ 今後も、地域の教育機

関や団体・関係各課と

連携を図り、家庭教育

支援の充実に向けて取

り組みます。 

② 子ども・子育てに

関する学習機会を提供

するとともに、親同士

のネットワークを広げ

るため、乳幼児期、児

童期、思春期の 各成

長段階に応じた家庭教

育学級や子育て講座を

地域の状況にあわせて

実施します。（公民

館） 

子育てに関する不安や

悩みを解消するため、

乳幼児期から思春期ま

で各成長段階に応じた

家庭教育学級を全公民

館で実施し、親同士の

交流や繋がりを深める

ことができました。 

Ａ 引き続き、各成長段階

に応じた子育て学習や

地域の状況に応じた実

施方法について検討

し、全公民館で家庭教

育学級を実施します。 

③ 地域において乳幼

児と親が孤立しないた

め、気軽に集える場を

提供し、子育てを支援

します。（公民館） 

地域において乳幼児と

親が孤立しないため、

乳幼児期の親子を対象

に子育て広場等の交流

機会を広く提供し、乳

幼児を育てる親の支援

に努めました。 

Ａ 他市等からの転入者や

子育てに不安、悩みを

抱える子育て経験の浅

い親とその子が気軽に

集い、交流することの

できる場と機会の充実

を図ります。 



- 31 - 

 

施策の内容 重点目標・施策 結果・成果等 評価 今後の方向性 

(3)地域ぐるみ

の青少年教育 

事業の展開 

① 未来を担う青少年

の健全な育成を図るた

め、サタデースクール

事業等の青少年教育事

業を実施します。（公

民館） 

全公民館で小中学生を

対象に体験学習等の機

会を提供する「サタデ

ースクール事業」に取

り組み、未来を担う青

少年の健全な育成を図

りました。 

Ａ 地域住民の協力のも

と、学校では経験でき

ない体験活動を実施す

るなど、引き続き全公

民館で「サタデースク

ール事業」に取り組み

ます。 

② 地域ぐるみの青少

年健全育成を促進する

ため、生き生き子ども

地域活動促進事業を支

援します。（公民館） 

通学合宿をはじめ、各

地域の特性を生かした

地区住民会議主催によ

る「生き生き子ども地

域活動促進事業」に取

り組み、地域ぐるみの

青少年健全育成を推進

進しました。 

Ａ 地元の多様な人材・資

源を発掘して活用し、

「生き生き子ども地域

活動促進事業」を中心

とした各種事業に地域

ぐるみで取り組みま

す。 

③ 効果的な事業の推

進を図るため、地区住

民会議など、地域や学

校、各種関係機関との

連携・協働を進めま

す。（公民館） 

効果的な事業の推進を

図るため、小中学校や

各種団体等、地域との

連携･協働を図りなが

らサタデースクール事

業や地区住民会議主催

の事業等、地域が一体

となったさまざまな取

り組みを行うことがで

きました。 

Ａ 地域の教育力の向上を

めざし、小中学校をは

じめ、自治会（町内

会）や各種団体・関係

機関との連携・協働を

一層図りながら、事業

の充実に向けて取り組

みます。 

(4)高齢者の 

学習機会の提供

と社会参加の 

促進 

① 高齢者の生きがい

や健康づくりを促進す

るため、高齢者教室を

実施します。（公民

館） 

高齢者の生きがいや健

康づくりを促進するた

め、65 歳以上を対象

にした高齢者教室を全

公民館で実施し、高齢

社会の課題に関する学

習や健康づくり・仲間

づくりの場を提供する

ことができました。 

Ａ 高齢社会に対応し、元

気な高齢者が地域で活

躍できるよう事業内容

を工夫して人材育成を

図るとともに、学級生

数の増加や男性の参加

促進に向けて努力しな

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

長寿社会の実現のた

め、高齢者の持つ豊富

な知識や経験を活かし

た多世代交流の機会を

創出するとともに、社

主催事業や学校行事、

地域活動を通じて、高

齢者の知識や技術・経

験等を活かした地域貢

献の機会を提供し、豊

かで活力のある長寿社

Ａ 公民館活動や長年の人

生経験の中で培った経

験・知識等を今後も青

少年事業や地域活動等

に活かすための機会を

積極的に提供し、高齢
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施策の内容 重点目標・施策 結果・成果等 評価 今後の方向性 

会参加を促進します。

（公民館） 

会の実現の一助とする

ことができました。 

者の社会参加を促進し

ます。 

(5)市民ととも

に歩む公民館 

活動の推進 

① 民意を反映した公

民館運営の推進を図る

ため、各種事業の企画

実施について調査・審

議する公民館運営審議

会を開催します。（公

民館） 

 

民意を反映した公民館

運営の推進を図るた

め、公民館運営審議会

に対して、館長から

「これからの地域に

おける公民館の役割

について」の諮問を

行いました。 

また、各種研修会・大

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。 

Ａ 引き続き公民館運営審

議会を通して、公民館

が今後重点的に取り組

むべき課題や事業、公

民館に求められる役割

等について市民の率直

な意見を求め、今後の

公民館運営に反映して

いきます。 

② 地域住民の自主的

な社会教育活動を推進

するため、市民参画に

よる事業を進めます。

（公民館） 

地域住民の自主的な社

会教育活動を推進する

ため、事業の企画にあ

たり、住民による準備

会の開催や全公民館で

地域主体の文化祭実行

委員会を組織するな

ど、市民参画による事

業を実施することがで

きました。 

Ａ 利用者や地域住民によ

る企画準備会を開催

し、地域課題の把握や

課題解決に向けて主体

的に行動できる人材の

育成をめざした取り組

みを行うとともに、引

き続き全公民館で地域

主体の文化祭実行委員

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

新たなコミュニティ形

成を図るため、地域住

民や各種関係機関との

協力支援体制を構築し

ます。（公民館） 

地区住民会議の事務局

として、地域の関係機

関や団体、制度ボラン

ティア相互の情報交

換・連携に努め、地域

ぐるみによるさまざま

な世代間交流事業を実

施することができまし

た。また、中郷地区で

は新たにまちづくり協

議会を立ち上げると 

Ａ 引き続き地区住民会議

の事務局として地域の

連携を一層深めなが

ら、地域が一体となっ

た世代間交流事業に取

り組みます。 

また、「まちづくり協

議会」の取り組みにつ

いて、事務局として支

援して行くとともに、

新たなまちづくり協議 
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施策の内容 重点目標・施策 結果・成果等 評価 今後の方向性 

  ともに、すでに活動中

のまちづくり協議会に

ついては、取り組みに

対して支援を行いまし

た。 

さらに、避難所ごとの

避難所運営マニュアル

作成については、新た

に４施設の避難所マニ

ュアルが完成しまし

た。 

 会の設立に向けて機運

の高まっている地区が

あるため、主管する市

民活動支援課と連携し

ながら、支援を行いま

す。 

さらに、避難所ごと

の避難所運営マニュア

ル作成については、引

き続き地域への働きか

けを行います。 

④ 地域自治の拠点と

して、行政と地域をつ

なぐ役割を担い、まち

づくり協議会の支援に

取り組みます。（公民

館） 

まちづくりの担い手と

なる市民の自主的な社

会教育活動を支援する

ため、各公民館利用者

懇談会やサークル連絡

協議会を通してサーク

ルの育成を図るととも

に、区長会や地区社会

福祉協議会など、地域

活動を担う諸団体に対

して会場の提供等、求

めに応じて協力・支援

を行いました。 

Ｂ 引き続き利用者懇談会

の開催やサークル連絡

協議会等の活動支援を

行うとともに、新規サ

ークルの育成や利用者

の増大に努めます。 

また、地域活動を担

う諸団体や地域づくり

を目的とした市民活動

等への支援を求めに応

じて行います。 

⑤ 人がつながり支え

合う持続可能な地域づ

くりのため、青年から

中年層の地域社会の参

加を図ります。(公民

館) 

青年のスタッフと知的

障碍者の交流を図るポ

ランの広場をはじめと

した事業を通して青年

層の参加を促しまし

た。 

Ｂ 今後もあらゆる手立

てを用い、地域活動を

支えていく青年から中

年層の掘り起こしを図

っていきます。 

 

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) 社会教育施

設の適正な保

全・整備 

① 快適に学習できる

環境を維持するため、

建物や設備の不具合を

補修するほか、備品の

管理に努めるなど、適

正な維持・保全及び整

備に努めます。（総務 

快適に学習できる環境

を維持するため、社会

教育施設の改修工事を

実施したほか、日常的

に発生する建物や設備

の不具合を公民館で８

２件、博物館で５件、 

Ａ 今後も引き続き、日常

的に発生する建物や設

備の不具合を補修し、

適正な維持保全及び整

備に努めます。 
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施策の内容 重点目標・施策 結果・成果等 評価 今後の方向性 

 部資産管理課・生涯学

習課・公民館・図書

館） 

図書館で５件、まなび

支援センターで６件、

適宜補修しました。 

  

 

 

＜Ⅴ＞ スポーツ・レクリエーションの振興 

 

児童生徒をはじめ、広く市民が気軽にスポーツ・レクリエーションに親しみながら健

康の保持・増進や体力の向上を図り、市民相互の交流を促進できるよう、スポーツ・レク

リエーション活動の機会の拡充及びスポーツ施設等の活用促進を図ります。 

 

～ スポーツ・レクリエーションの振興 ～ 

 

１ スポーツ・レクリエーション活動の推進 

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)スポーツ大

会の誘致促進 

① 児童生徒がスポー

ツに親しめるよう、学

校教育現場における各

種スポーツ大会の市内

誘致に取り組みます。

（学校教育課） 

木更津袖ケ浦支部新人

陸上競技記録会を新設

した陸上競技場を会場

に実施しました。 

Ｂ 新しい施設ができ次

第、随時学校教育現場

における各種スポーツ

大会を誘致に努めま

す。 

(2)学校体育施

設の放課後開放 

① 市民に広くスポー

ツの機会を提供するた

め、各学校において学

校体育施設の使用状況

を調査した上で、開放

日の拡大等に取り組み

ます。（教育総務課） 

使用状況調査は行わな

かった。しかし、富岡

小学校のグラウンドを

利用していた団体が、

閉校に伴い、活動場所

を失ってしまったため

富来田中学校のグラウ

ンドが利用できるよう

配慮しました。 

Ｃ 学校体育施設の開放

は、市民の日常的な運

動やスポーツ意識を高

めるとともに、地域に

おける身近なスポーツ

活動の場であることか

ら学校と調整しなが

ら、拡大等に取り組み

ます。 

 

 

＜Ⅵ＞ 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 
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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 

活動の充実 

① 市内小中学校で音

楽鑑賞教室（交響楽鑑

賞２校、邦楽鑑賞３

校、吹奏楽鑑賞１校）

を行い、児童生徒の芸

術文化に触れる機会を

充実させます。（文化

課） 

市内小中学校で学校音

楽鑑賞教室 6校（交響

楽 2校 406人、邦楽 3

校 1323人、吹奏楽 1

校 928人）を実施しま

した。 

Ａ 義務教育課程期間中に

1 回は音楽鑑賞教室等

の機会を提供できるよ

う安定した開催を目指

します。また一般財団

法人の支援を受け、音

楽家派遣に努めます。 

② 芸術に親しむまち

づくりを推進するた

め、プロの芸術家等に

よるコンサートや美術

展鑑賞会を開催し、芸

術文化に触れる機会を

提供したり、市民参加

型の展覧会や発表会の

開催に努めます。ま

た、茶華道などの伝統

文化を体験できるよう

関係団体と協議を進め

ます。（文化課） 

②一般市民を対象に有

料コンサート 1 回 197

人、無料コンサート 2

回 698人のほか、千葉

県美術展覧会鑑賞会を

2 回実施しました。な

お、伝統文化体験につ

いては、関係団体が同

様の事業を実施してい

ることから見合わせる

こととしました。 

Ｂ 県民芸術劇場公演コン

サート、公共ホール音

楽活性化事業クラシッ

クコンサート（有

料）、千葉県警察音楽

隊コンサート（無料）

を予定するほか、自衛

隊音楽隊派遣に向けた

協議を進めます。また

木更津まちづくりコン

テスト最優秀賞企画を

もとにミニアートコー

ナーの設置に努めま

す。 

③ 収蔵作品の適正な

保存、管理及び活用に

努めます。（文化課） 

美術・工芸品等の収蔵

作品を損害保険に加入

して適性に保存・管理

に努めました。また、

新たに書及び絵画の寄

贈を受け、市役所施設

内に展示し、公開に努

めました。 

Ａ 芸術文化の向上を図る

ため、収蔵作品を適正

に保存、管理するとと

もに、美術・工芸品を

展示して活用に努めま

す。 

(2)芸術文化 

団体への支援 

① 各種芸術文化団体

の自主的な活動を支援

するため、情報提供や

助言するとともに、市

内の芸術文化団体が実

施する事業へ補助金を

交付します。さらに市

外の対象施設を利用す

る場合に使用料の一部

を補助します。（文化

課） 

各種芸術文化団体へ情

報の提供や助言、指導

するとともに、4団体

が実施する事業に補助

金 700,000円を交付し

て事業の支援を図りま

した。市民会館市外利

用等補助金について

は、周知を進め、平成

30 年度より交付件数は

増えしましたが、コロ

Ｂ 木更津市文化協会をは

じめとする各種芸術文

化団体が実施する自主

的な事業に補助金を交

付して、活動を支援し

ます。各種団体との協

同事業を推進するた

め、情報の提供や助

言、指導、企画につい

て協議する機会の拡充

を図ります。市民会館
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施策の内容 重点目標・施策 結果・成果等 評価 今後の方向性 

ナウイルス感染症の拡

大によるイベント中止

により年度末の交付は

ありませんでした。 

市外利用等補助金につ

いて更なる周知を行

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 

(1)文化財保護

対策の推進 

① 市内に所在する有

形・無形の文化財、史

跡、天然記念物の保護

を図るため、文化財の

指定・活用・周知に努

めます。（文化課） 

 

「庚申塚 9号墳出土方

頭大刀」「宮脇遺跡出

土奈良三彩小壺」を市

の指定文化財に指定す

べく、文化財保護審議

会で審議を行いまし

た。市指定文化財「高

部 30 号墳・32号墳出

土品」が県指定文化財

へ移行しました。また

台風 15号や経年劣化

により、金鈴塚古墳石

室をはじめ指定文化財

に損壊、毀損が生じま

した。応急措置を施し

今後の対応を協議しま

した。 

Ｂ 引き続き文化財保護を

図るため、歴史、文

化、自然の保存、活用

に重きを置いた周知に

努めます。また「庚申

塚 9号墳出土方頭大

刀」「宮脇遺跡出土奈

良三彩小壺」の市指定

化に向けて必要な事務

を進めます。新たな市

指定文化財候補の選定

と調査研究を継続しま

す。金鈴塚古墳石室に

ついては、県・国と協

議しながら適切な管

理、補修計画を考えま

す。 

② 市内の文化財を保

存し、伝承する団体を

支援するため、求めに

応じた指導・助言とと

もに補助金を交付しま

す。（文化課） 

指定文化財を保存・継

承・管理する中島区文

化財保存会など 3団体

が実施する事業に、団

体の求めに応じた助

言・指導をするととも

に、補助金を交付して

活動の支援を実施しま

した。 

Ａ 市内の指定文化財等を

継承・管理する団体の

求めに応じ、助言・指

導を実施するととも

に、実施する事業に補

助金を交付し活動を支

援します。 
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施策の内容 重点目標・施策 結果・成果等 評価 今後の方向性 

(2)埋蔵文化財

保護対策の推進 

① 埋蔵文化財保護の

ため、開発事業に対応

した調整を図り、必要

な発掘調査や整理作業 

を実施し、調査報告書

を刊行して記録保存に

努めます。（文化課） 

 

丸山古墳群他の発掘調

査を 16件（試掘含）

実施しました。通常の

発掘調査が困難な事業 

に対しては、工事立会

36 件を行いました。 

Ａ 埋蔵文化財保護と開発

事業推進を両立させる

ため、周知の埋蔵文化

財包蔵地等における開 

発事業に対応した調整

を迅速かつ円滑に図

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

た資料を博物館の展示

に活用し、また適正に

管理するよう努めま

す。（文化課） 

調査報告書等を３冊刊

行し、広く情報を発信

しました。 

Ａ 発掘調査で出土した資

料の記録保存や利活用

の機会の充実を図るた

め、埋蔵文化財の整理

作業を実施し、調査報

告書等を随時刊行しま

す。 

(3)木更津市史

編さん事業の 

推進 

① 本市の歴史や文

化、また豊かな自然へ

の関心を高めるため、

新たな「木更津市史」

を編さん・刊行し、調

査・研究成果を活用し

た学習活動の支援や公

開講座の実施に努めま

す。（文化課） 

木更津市、一橋大学、

中央大学による共同調

査成果報告会を開催し

ましたが、公開講座は

コロナウイルス感染症

の拡大により中止しま

した。刊行物は「木更

津市史研究」第 3号、

「木更津市史編さん事

業公開講座記録集」平

成 30 年度版、「木更

津市史編さんだより」

第 4号を刊行しまし

た。 

Ｂ 公開講座を継続して開

催し、「木更津市史研

究」等の定期刊行物を

発行します。また令和

2 年度に市史本編の

『民俗調査報告書』1

を刊行するため、市史

編集部会と編さん作業

を進め、市民へ本市の

歴史や文化、豊かな自

然への関心が高まるよ

う努めます。また県補

助金や財団法人の助成

を受け、木更津市史デ

ジタルアーカイブ公開

事業を行います。 

② 「木更津市史」を

編さんするため、木更

津市史編集部会による

調査・研究を継続して

行うとともに「（仮

称）木更津市史編さん

室」の設置に向けた検

討を進めます。（文化

課） 

市史編集部会委員に

よる調査・研究を行い

ました。また市民協働

による市史編さんを図

るため市史調査協力員

（ボランティア）を追

加登録し、巨樹等の分

布調査や古文書の翻刻

作業を行いました。健

Ｂ 市民協働による市史編

さんを図るため、市史

編集部会と市史調査協

力員による調査・研究

を継続して行います。

編さん室設置について

は、旧木更津市保健相

談センターの一室を使

用しながら、改めて利



- 38 - 

 

施策の内容 重点目標・施策 結果・成果等 評価 今後の方向性 

康こども部健康推進課

所管の旧木更津市保健

相談センターの一室を

使用して資料の保管並

びに調査作業を行いま

した。また年度末から

コロナウイルス感染症

の拡大により外出して

の調査を自粛しまし

た。 

用可能な施設を調査し

ます。 

(4)協働による

博物館事業の 

推進 

① 教育普及・展示・

保管管理・調査研究等

の各業務を見直し、市

民との協働により博物

館事業の推進を図りま

す。また、常設展示の

新構築を検討し、ふる

さと文化を目に見える

形で示すことで次世代

への継承を図ります。

（郷土博物館金のす

ず） 

 緊急時の業務の見直

しを検討しました。 

 団体や個人のボラン

ティアと協働して、昔

の暮らし体験学習とし

て市内外の小学校25校

を受け入れました。 

常設展示の再構築に

ついてはのべ２回会議

を開催し、各担当部分

の構成を検討しまし

た。 

Ｃ  各業務の見直しおよ

び博物館事業の充実を

図るため引き続き協働

による連携事業の展開

を進めてまいります。 

 また、常設展示の再

構築を進めてまいりま

す。 

(5)金鈴塚古墳

出土品の調査 

研究の推進 

① 再整理報告書等の

刊行により、重要文化

財上総木更津金鈴塚古

墳出土品の国宝化を見

据え再評価を行い、そ

の調査成果を教育普及

や展示リニューアル事

業等の活用を図りま

す。（文化課・郷土博

物館金のすず） 

文化庁の指導による

「金鈴塚古墳出土品目

録・台帳」を作成しま

した。「金鈴塚古墳出

土品再整理報告書」を

刊行しました。金鈴塚

古墳出土品国宝化推進

事業では、金鈴塚古墳

についての小学生向け

周知用資料を作成し配

布しました。また公開

シンポジウムを開催

し、170人が参加しま

した。 

Ｂ 金鈴塚古墳とその出土

品についてまとめた普

及版の作成を開始しま

す。来年度以降の刊行

を予定しています。金

鈴塚古墳出土品国宝化

推進事業では、引き続

き周知用資料を計画的

に配布します。また有

識者による講演会を開

催します。 

(6)郷土に関す

る調査研究の 

推進と博物館

事業の充実 

① 郷土の歴史・民俗

等に関する調査研究を

推進することで、その

成果を展示や教育普及

事業等への活用を図り

２件の民俗資料調査

を実施しました。 

また、教育普及事業

として小学校１回、公

民館６回講師を派遣

Ｂ 空調工事終了後に今

までの調査成果等を踏

まえて常設展示の再構

築を目指します。 

また、継続して郷土
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施策の内容 重点目標・施策 結果・成果等 評価 今後の方向性 

ます。（文化課・郷土

博物館金のすず） 

し、講演会１回を実施

し、延 370人の参加者

がありました。 

また、中央公民館を

会場としてパネル展

「脱藩大名 請西藩主

林忠崇」を開催し、５

４０人が観覧しまし

た。 

の調査研究を実施いた

します。 

 

３ 文化施設・郷土博物館金のすずの整備 

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）文化施

設・郷土博物館

金のすずの整備 

① 市民文化の発展に

資するため、新たな中

規模ホールの活用方法

の検討を進めます。

（総務部管財課・文化

課） 

整備検討委員会の会議

結果を見ながら近隣自

治体の取り組みについ

て調査しました。 

Ｂ 引き続き整備検討委員

会の会議結果を見なが

ら、必要に応じて基本

計画策定に協力します 

 

② 埋蔵文化財を適正

に管理するため、公共

施設再配置計画の中で

施設の整備に努めま

す。（総務部資産管理

課・文化課） 

埋蔵文化財保管場所が

不足し、旧大久保団地

汚水処理場と旧市役所

ガレージの一部を使用

していますが、昨年の

台風により旧庁舎ガレ

ージの一部が破損し、

他の施設での管理を考

える必要があります。

第 2次基本計画で現在

の消防本部庁舎再活用

は不採択であったた

め、改めて埋蔵文化財

収蔵室について考える

必要があります。 

Ｂ 引き続き、埋蔵文化財

を適正に管理するた

め、公共施設再配置計

画の中で施設の整備に

努めます。 

③ 利用者が快適に利

用できる環境管理と博

物館資料等の適切な保

管管理を図るため、空

調設備改修を行いま

す。（総務部資産管理

課・文化課・郷土博物

館金のすず） 

文化庁の指導を仰ぎ重

要文化財等収蔵資料

721件を移動し、適切

な保管管理を実施しま

した。 

 

 

 

Ｂ 重要文化財等収蔵資

料を工事区域から

1,450 件移動し、適切

に保管管理します。ま

た、工事終了後に資料

を移動し、1,507件を

工事前の状況に復旧し

ます。 
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＜Ⅶ＞ 人権擁護の推進 

 

社会状況の変化とともに発生している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

おける新たな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 

研修会の開催 

① 差別のない人権が

尊重される社会の実現

のため、人権の理念を

普及し、その理解を深

めるための研修を行い

ます。（生涯学習課） 

学校教育・社会教育関

係者等を対象に「暮ら

しの中の子どもの人

権」をテーマに児童虐

待の現状と、予防のた

めの支援のあり方につ

いての研修会を企画し

ました。（新型コロナ

の影響で中止） 

Ｂ 学校教育・社会教育関

係者等を対象に、特に

子どもの人権にかかわ

る研修会を開催しま

す。 

(2)人権啓発 

活動の実施 

① 人権問題に対する

市民の理解を深め、人

権に対する意識を高め

るため、啓発活動を推

進します。（生涯学習

課） 

さまざまな人権侵害な

ど、人権問題に対する

市民の理解を深め、人

権意識を高めるため、

チラシの配布等の啓発

活動を行いました。 

Ｂ 人権問題に対する市民

の理解を深め、人権に

対する意識を高めるた

め、啓発活動を推進し

ます。 

 


