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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、令和３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。 

○ 教育委員会会議の令和３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令和３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 

令和３年においては、定例会１２回と３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 審 議 事 項 等 

 1.12 議案第 1 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 

2.16 報告第 1 号（臨時代理第 1号） 

 市議会の議決を要する事件の議案（特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費

に関する条例の一部を改正する条例案）について 

報告第 2 号（臨時代理第 2号） 

 市議会の議決を要する事件の議案（令和２年度教育費３月補正予算案）につい    

 て 

報告第 3 号（臨時代理第 3号） 

 市議会の議決を要する事件の議案（令和３年度教育費当初予算案）について 

3.17 

（臨時） 

議案第 2 号 

職務の級が６級以上の職員等の人事について 

議案第 3 号 

 木更津市立公民館長（会計年度任用職員）の任命について 

議案第 4 号 

 木更津市郷土博物館金のすず館長（会計年度任用職員）の任命について 

3.22 請願第 1 号 

 木更津市立小中学校における学区域に関する請願 

議案第 5 号 

 令和３年度重点目標・施策について 

議案第 6 号 

 木更津市社会教育委員の委嘱について 
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 議案第 7 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 8 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 4号、第 5 号及び第 6号） 

 市議会の議決を要する事件の議案（職員の給与に関する条例の一部を改正する

条例案等）について 

報告第 5 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２年度教育費３月補正予算案３月４日

上程分）について 

報告第 6 号（臨時代理第 8号） 

 市議会の議決を要する事件の議案（令和３年度教育費当初補正予算案３月４日

上程分）について 

報告第 7 号（臨時代理第 9号） 

 校長及び教頭等の任免の内申について 

4.20 議案第 9 号 

 木更津市社会教育委員の委嘱について 

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 

 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 12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 

議案第 13号 

 令和３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 14号 

 令和３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、報告事項なし 

6.22 議案第 15号 

 木更津市社会教育委員の委嘱について 

議案第 16号 

 木更津市図書館協議会委員の委嘱について 

報告第 8 号（臨時代理第 10 号） 

 市議会の議決を要する事件の議案（令和３年度教育費６月補正予算案）につい

て 

報告第 9 号（臨時代理第 11 号） 

 木更津市スポーツ推進審議会委員の任命に係る意見聴取について 

7.20 請願第 2 号 

 木更津市立小中学校における習熟別指導による授業実施に関する請願 

議案第 17号 

 木更津市図書館協議会委員の委嘱について 

議案第 18号 
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  令和４年度に使用する教科用図書の採択について 

8.10 議案第 19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 

9.28 議案第 20号 

 令和３年度教育功労者の表彰について 

報告第 10号（臨時代理第 12 号） 

 市議会の議決を要する事件の議案（令和３年度教育費９月補正予算案）につい 

て 

報告第 11号（臨時代理第 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 

報告第 12号（臨時代理第 14 号） 

 市議会の議決を要する事件の議案（令和３年度教育費９月補正予算案最終日上

程分）について 

報告第 13号（臨時代理第 15 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等について 

10.19 議案、報告事項なし 

11.9 議案、報告事項なし 

12.21 議案第 21号 

 教育財産の取得について 

議案第 22号 

 教育財産の用途変更に伴う所管換えについて 

報告第 14号（臨時代理第 16 号） 

 市議会の議決を要する事件の議案（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 

報告第 15号（臨時代理第 17 号） 

 市議会の議決を要する事件の議案（令和３年度教育費１２月補正予算案）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。ただし、新

型コロナウイルス感染症の影響で事業が中止になったため評価ができなかった施策は「－」

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 

    ―：新型コロナウイルス感染症の影響で事業が中止になったため評価できなかった施策 
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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 

⑴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） 

①新型コロナウイルス

感染症感染拡大の影響

により、各小学校で活

動している放課後子供

教室を休止したことか

ら放課後児童クラブと

連携することができま

せんでした。（公園で

活動している１教室の

みを縮小して実施） 

－ 教室再開に向けて、各

教室への支援を強化し

ます。 

また新たな教室開設に

向けて働きかけを行い

ます。 

⑵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） 

新型コロナウイルス感

染症感染拡大を防止す

るため、放課後の居場

所としての提供は行い

ませんでした。 

－ 感染症の状況を慎重に

見ながら、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。 
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＜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、 研究指定校との

連携を強化し、研究成

果をオンラインにて各

学校に周知します。

（まなび支援センタ

ー） 

研究指定校である鎌足

小学校にプログラミン

グ教育の実施を提案

し、実現するなど研修

指定校の取り組みを後

押しすることができま

した。また、研究成果

はオンラインで各学校

に周知することができ

ました。 

Ｂ 今後も、研究指定校と

の連携を強化するとと

もに、研究成果をオン

ラインで各学校に周知

し、教職員の力量向上

に努めます。 

 ② 主体的で対話的な

学習に取り組むことが

できる 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） 

コロナウイルス感染

症対策をした上で、夏

季教職員研修を実施

し、教職員の力量向上

に努め、５１０名が研

修に参加しました。 

Ｂ 今後も、コロナウイル

ス感染症対策をした上

で、教職員の力量向上

に向け、教職員研修を

実施します。 

 ③ 家庭学習の定着を

目指し、児童生徒一人

一人 の 学習意欲や学

習形態等に応じた個別

支援の充実を目指しま

す 。（学校教育課） 

１人１台タブレットの

本格的な運用が始ま

り、紙ドリルとデジタ

ルドリル併用の家庭学

習への取り組みが少し

ずつ広がってきまし

た。 

Ｂ 引き続き家庭学習の定

着を図るべく、家庭へ

の働きかけを継続しま

す。  

 

 ④ 算数・数学の基礎

基本の定着度を高める

とともに、学習 に対

する 向上心を育成す

ることを目的に、 算

数・数学検定を年２回

実施します。（まなび 

年間２回、算数・数学

検定を実施し、その取

り組みを通して、児童

生徒の学習意欲の向上

を図ることができまし

た。１２，６４９名が

受検し、８，１８９名 

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

活動の充実に努めま

す。 
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 支援センター） に認定証を交付しまし

た。 

  

 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） 

広報きさらづ等や、学

校を通じて周知を図っ

たことにより、受検率

は 31.15%(令和２年度)

から 33.55%（令和３年

度）に、合格率は

64.27%(令和２年度)か

ら 66.67%（令和３年

度）に上昇しました。 

Ａ 令和４年度からは補助

対象を中学校３年生の

一般的合格レベルであ

る３級受検者とし、よ

り多くの生徒が３級を

有することにより、中

学校３年生で必要な英

語力の底上げを図りま

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） 

今年度は、感染症の影

響により、会議と協議

会は開催できませんで

した。規範意識調査の

集計結果を受け、心の

教育啓発ポスターを作

成しました。 

Ｂ 令和２年度、３年度と

書面での開催となった

現状を受け、令和４年

度は、協議会の目的を

引き継いだ上で、組織

の再編等を行い、開催

に努めます。ポスター

は、令和４年度当初に

市内全小中学校に配付

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） 

１３人を１９校に配置

し、児童生徒の悩みや

不安に対する相談活動

を実施し、心のケアに

努めました。 

Ａ 人員の増員は予定して

いませんが、連絡会を

充実させ、相談員のス

キルアップを図り、児

童生徒に積極的に関わ

ることで教育相談体制

の一層の充実を図りま

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、考え議論

する道徳を中心とした

道徳 授業 の充実を推

進します。（学校教育

課） 

夏季教職員研修では、

道徳の講師を招聘し研

修の場を設け、授業力

向上を図ることができ

た。 

Ｂ 研修事業を充実させ、

教職員の資質向上を図

ることにより、効果的

な授業実践を目指しま

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 

毎学期のいじめ実態調

査を基本として、教育

相談の実施など、児童

生徒の実態把握に努

め、いじめの予防や早

期発見、早期解決の対 

Ｂ 今後もいじめを起こさ

せない予防的な生徒指

導体制づくりに心が

け、早期発見、早期対

応をよびかけるなど、

いじめのない学校づく 
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学校づくりを推進しま

す。（学校教育課） 

応が概ね図れたと認識

しています。 

 りを推進します。 

⑤ 生活意識（規範）

調査の結果を分析し、

自己肯定感を高めるた

めの教育活動を推進し

ます。（学校教育課） 

分析結果から、こども

たちの自己肯定感を高

める５つの行動の啓発

活動を行いました。 

Ｂ 引き続き各学校を通し

て啓発活動を行い、児

童生徒の自己肯定感の

向上に努めます 

⑥ 教育相談体制を整

備し、不安を抱える児

童生徒および、その不

安が起因となる不登校

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

教室を開催しました。

心療内科医師や臨床心

理士、言語聴覚士によ

るカウンセリングを実

施し、問題の解消に努

めました。 

Ｂ 今後も相談内容に応

じ、適切な担当を案内

する等、相談者に寄り

添った対応に努めま

す。 

(3)健康・体

育・安全指導の

充実 

① 児童生徒の健康管

理・増進を図るため 、

定期健康診断を実施し

ます。（学校教育課） 

新型コロナウイルス感

染防止対策をとりなが

ら、予定どおり実施す

ることができました。 

Ａ 次年度も関係機関の協

力を得ながら、予定ど

おりの実施に努めてい

きます。 

 ② 児童生徒の健康へ

の意識を高めるため、

受動喫煙防止、薬物乱

用防止、がん教育等 

に係る 授業・講話等

を積極的に実施しま

す。（学校教育課） 

新型コロナウイルス感

染拡大防止により、外

部講師による講演会を

控える学校が多いです

が、その代替となる養

護教諭等による保健授

業を実施しました。 

Ｂ 各学校でさらに取り組

みやすくなるよう、効

果的な資料や教材、指

導例等に関する情報の

発信に努めます。 

 ③ 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） 

運動能力証の合格率

は、小学校 22.8%、中

学校 27.3%でした。 

Ｂ 今後も、運動能力証

40％以上の合格率を目

指します。 

 ④ 農薬・化学肥料を

使用しない米の給食提

供を推進するととも

に、 地元の食材を取

り入れた学校給食の情

報を発信し、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） 

小規模特認校である鎌

足小学校、中郷小学校

においては、地元の生

産者、協力事業者、学

校、行政が連携し生産

者とつながりのある食

育を実施しました。全

小中学校の学校給食で

は、本市を含む近隣市

で採れる野菜を全国学

校給食週間において提 

Ｂ 富来田地区の地元生産

者と、富来田小中学校

の給食食材に活用でき

るよう関係者と連携し

ます。「顔の見える地

産地消給食」を拡大で

きるよう、引き続き関

係者と協議し、研究し

ていきます。有機米提

供日数を生産量に合わ

せた提供ができるよう 
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  供するとともに、有機

米は５２日間提供しま

した。各調理施設が生

産者等の画像を給食だ

より等で発信すること

により学校における食

育及び保護者へ情報提

供を行いました。 

（学校給食課） 

給食時間訪問の代替と

して、各クラスに掲示

する資料を、発達段階

別に毎月作成し配布を

しました。 

食指導は、計４校で実

施しました。パワーポ

イントを使用したわか

りやすい食教材を作成

し、２校５クラスで実

施しました。また感染

症の影響で栄養教諭の

派遣ができない場合で

も、依頼があった内容

の指導略案と教材・ワ

ークシートなどを３校

１０クラスに提供しま

した。個別指導は５件

実施し、１２８件の資

料提供を実施しまし

た。 

(給食センター) 

 図ります。 

（学校給食課） 

児童生徒が食生活改善

に向けた努力ができる

よう、新しい生活様式

に添った食指導を取り

入れます。指導教材を

パワーポイント等で作

成し、各教室の電子黒

板を活用して行えるよ

うにします。 

(給食センター) 

 ⑤ 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

ラインを見直し活用し

ます。（学校教育課） 

ガイドラインの見直し

を行い、改訂に向け準

備を進めているところ

です。学校への周知に

は至りませんでした。 

Ｃ 各学校の安全計画の見

直しに活用できるよ

う、早急にガイドライ

ンの改訂を進めます。 

 ⑥ 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 

パラリンピック教育を

通して、障害者への理

解を深める清見台小学

校の取り組みが高い評 

Ａ 心のバリアフリー教育

事業を中郷小学校で推

進していきます。 
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 深めます。（学校教育

課） 

価を得ました。   

 ⑦ 熱中症事故防止の

ため、「熱中症対応ガ

イドライン」を活用

し、熱中症の予防や対

応の充実を図ります。

（学校教育課） 

新型コロナ対策のため

マスク着用や教室内の

常時換気等の影響が懸

念されましたが、大き

な事故なくシーズンを

終えることができまし

た。 

Ａ 以前より発生件数は減

っていますが、運動会

(体育祭)や陸上大会、

支部総体等、体育的行

事における予防対策に

ついて、徹底していき

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２５名の

読書相談員を配置しま

した。  

 

Ａ  

 

今後も全校配置に努め

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」を推進しま

す。（学校教育課） 

「第４次木更津市子ど

も読書活動推進計画」

に基づいた取り組みを

行い、不読率は昨年度

と比較し、小学校で

0.2ポイント減少しま

したが、中学校で0.3

ポイント増加しまし

た。  

Ｂ  

 

今後も読書習慣の形成

に努め、不読率の減少

を目指します。  

 

 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） 

各読書相談員が、学校

の実態に応じた選定・

購入を行いました。  

 

Ｂ 今後も児童生徒にアン

ケート調査を行うなど

して、実態とニーズに

合った選定を行いま

す。  

 

(5)国際理解 

教育の推進 

① 学習活動を通し、 

児童生徒の外国文化や

外国語に対する興味・

関心を高め、主体的に

取り組む姿勢を育成す

るサポート役として、 

外国語指導助手（ＡＬ 

Ｔ）を配置し、国際理

解教育を推進します。

（まなび支援センタ

ー） 

小学校の外国語活動及

び外国語科にＡＬＴを

１００％配置しまし

た。またＡＬＴが一堂

に会し、自国を紹介す

るワールドフェスティ

バルを、例年行ってい

た富来田小に加え、東

清小でも実施しまし

た。 

Ｂ 

 

今後も、児童生徒が言

語や異文化等に対する

興味、関心を深めるこ

とができるよう、ＡＬ

Ｔを配置します。あわ

せて、中郷小及び鎌足

小でもワールドフェス

ティバルを実施してま

いります。 

 ② 小学校の外国語科

及び外国語活動の充実 

小学校外国語実践研修

等を行い、教職員の実 

Ｂ 今後も研修を充実させ

ると共に、主任ＡＬＴ 



- 10 - 

 

 を図るため、 小学校

教諭との連携を通し、 

言語や文化への理解を

深めます。（まなび支

援センター） 

践的な授業力の向上に

努めました。 

 による小学校向け出前

授業を実施し、国際理

解教育へとつなげてま

いります。 

 ③ 国際的な視野に立

ったコミュニケーショ

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） 

富来田小・中学校に

て、姉妹都市であるダ

ナン市とのオンライン

交流を行い、異文化理

解につなげることがで

きました。また、KIFA

等との連携により、中

郷小学校では、トーゴ

の兄妹の体験入学を受

け入れ、直接的な交流

を行うことができまし

た。 

Ａ KIFA等関係機関と積極

的に連携を図り、オン

ラインを活用すること

で、より多くの子ども

たちの異文化交流体験

が実現するよう努めま

す。 

 

(6)情報教育の

推進 

① Ｓｏｃｉｅｔｙ

５．０ 社会 に対応で

きる ネットリテラシ

ーを 持った児童生徒 

を 育成するためＩＣ

Ｔを活用した情報教育

を推進します。（まな

び支援センター） 

１人１台タブレットの

本格的な運用が始ま

り、指導主事による学

校訪問、ＩＣＴ支援員

の派遣等を通して、学

校のＩＣＴ活用を支援

しました。 

Ａ 今後も、各校における

ＩＣＴ活用を支援する

と共に、夏季コンピュ

ータ研修等を実施し、

教職員がＩＣＴに関す

る知識、理解を深める

ことができるよう努め

ます。 

 ② プログラミング教

育 および学習ソフト

の積極的な活用によ

り、 Ｓｏｃｉｅｔ 

ｙ５．０ 社会 で求め

られる情報活用能力 

の 育成 を積極的に推

進します。 （まなび

支援センター） 

鎌足小において、民間

団体によるプログラミ

ング教育を実施するな

ど、情報活用能力の育

成に努めました。 

Ｂ 民間企業や高校、高等

専門学校等と協定を締

結し、学校におけるプ

ログラミング教育が更

に充実するよう努めま

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 とも 連携した

「地域の社会人や先輩 

各学校の実態に応じ

て、感染対策に留意し

ながら、工夫した取り

組みを進めました。 

感染症の影響により、

職場へ出向いての学習

はまだ難しい分、地域

人材等を活用した出前 

Ｂ 今後の社会情勢等を踏

まえながら、児童生徒

にとって、より効果的

なキャリア教育の方法

を検討していきます。 

キャリアパスポートの

有効活用に努めます。 
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 から学ぶ会」の活動を

奨励します。（学校教

育課） 

授業を行ったり、企業

が提案するキャリア教

育を取り入れたりする

などして、体験的な学

習を行うよう努めまし

た。 

  

(8)環境学習の

推進 

① 令和３年度全面改

訂となった 社会科副

読本「わたしたちの木

更津」 を通し、児童

の環境保全の意識を高

めるため、 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） 

「わたしたちの木更

津」を各学校の授業に

おいて、効果的に活用

することができまし

た。 

Ｂ 今後も、子どもたちが

環境保全についての意

識、関心を高めること

ができるよう、学校の

支援に努めてまいりま

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） 

一部の学校において、

かずさクリーンシステ

ムの見学等を実施する

ことができました。 

Ａ コロナ禍の状況を見極

めつつ、関係機関と連

携しながら、実施可能

な体験学習を推進して

いきます。 

 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） 

(株)東京ガスの環境教

育推進事業：エコ・ク

ッキングについて、昨

年度実施が中止された

６小学校と新たに希望

があった１校の計７小

学校が実施しました。 

Ａ 感染症対策のため、調

理実習を含まない講義

形式の内容に変更して

頂いたので、今後はＳ

ＤＧｓ教育の中で継続

実施していきます。 

(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

者への就学援助を行い

ます。（学校教育課） 

保護者への支給事務を

迅速かつ効率的に行う

ため、従来の学校長を

通じた現金払いから、

保護者口座への直接振

込へ変更し、利便性の

向上に努めました。 

Ａ 引き続き効果的な支援

を心がけてまいりま

す。 

(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・ 

地方創生推進課と連携

し、グローバル教育拠

点校の取り組みとし 

Ａ 令和４年度よりコミュ

ニティスクールを導入

し、取り組みの強化を 



- 12 - 

 

 オーガニックの拠点校

としての取り組みを行

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） 

て、ベトナム国ダナン

市の小中学校とのオン

ライン交流会を実施す

ることができました。 

 図ります。他の学校に

ついても、コミュニテ

ィスクールについて周

知を図ります。 

 

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

び適正配置の推

進 

① ｢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｣を受けて策定した

「木更津市立小中学校

適正規模及び適正配置

実施計画」に従い、小学

校４校、中学校２校の

小規模特認校制度を推

進します。（学校教育

課） 

各地区において推進委

員会を開催し、特色あ

る取り組みの推進を図

りました。また、４地

区合同の推進委員会を

オンライン開催し、情

報交換及び共有を図る

ことができました。 

 

Ａ 令和４年度より、東清

小、中郷小、鎌足小を

対象にスクールバスの

運行を開始します。富

来田地区はコミュニテ

ィスクールを導入し、

学校と地域の連携・協

働の強化を図ります。 

(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。

（教育総務課） 

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、令和３年度整備

対象校の八幡台小学

校、富来田小学校、波

岡中学校及び岩根西中

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 駐輪場の増設につ

いて、自転車通学者の

増加による駐輪場不足

を解消し、学校施設の

環境改善を図りま

す 。（総務部資産管

理課・教育総務課） 

木更津第二中学校につ

いて、不足していた駐

輪場の設置工事を実施

しました。 

Ａ  

 ② 児童数の増加に伴

う給食室の改修工事を 

金田小学校の既存給食

室の改修工事を実施し 

Ａ  
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 行い、安定した給食の

提供を図ります。

（ 総務部資産管理

課） 

ました。   

(4)学校内のＩ

ＣＴ環境の整備 

① 整備済みの１人１

台端末、校内高速ネッ

トワークの有効活用の

ため、回線の強化、大

型提示装置の導入な

ど、環境整備のさらな

る推進に努めます。

（まなび支援センタ

ー・教育総務課） 

校務系、学習系共通だ

った回線を分離し、各

学校に学習専用回線を

敷設することができま

した。また各学校に電

子黒板を導入すること

ができました。 

Ａ 今後も指導主事による

学校訪問等を通し、学

校のニーズをつかみ、

環境整備に努めてまい

ります。 

 ② 整備済みの校務支

援システムを有効活用

することで、より安全

で効果的な校務を実現

し、事務の効率化を目

指します 。（まなび

支援センター） 

ＩＣＴ支援員を各学校

に派遣するなど、学校

が校務支援システムの

運用等で悩んでいるこ

とに対応できる体制を

とることができまし

た。 

Ａ 今後も、校務支援シス

テムを各学校で有効に

活用し、校務の情報化

に努めます。 

(5)外国籍児童

生徒の就学環境

の整備 

① 就学義務のない 外 

国籍児童生徒について

は、本人の学習歴や希

望等を踏まえつつ、必

要な配慮をした上で、

受け入れに努めます。

（学校教育課） 

住民基本台帳等に基づ

き、就学状況を把握す

るなどの情報管理に努

めるとともに、保護者

からの相談に応じ、本

人及び保護者に配慮し

た受け入れを行いまし

た。 

Ｂ 引き続き就学の機会の

確保に努めます。 

(6)学校におけ

る働き方改革の

推進 

① 教職員が児童生徒

と向き合う時間が更に

確保できるよう、出退

勤時間を管理し、意識

改革に努めます。（学

校教育課） 

勤怠管理システムの導

入により、令和３年度

９月分から、市内の全

教職員（県費負担）の

より詳細な出退勤時刻

の把握ができるように

なりました。 

Ｂ 適切な勤務体系の実現

のため、啓発活動や他

校や他の自治体での取

り組み例などの情報提

供に努めます。 

② 働き方改革ガイド

ラインに沿って、学校

行事や業務内容の見直

しを図ります。（学校

教育課） 

令和３年９月に「木更

津市教職員の働き方ガ

イドライン」を通知し

ました。 

Ｂ 保護者、地域の理解と

協力を得るための周知

活動と教職員の意識改

革の啓発に努めます。 
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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 

教育体制づくり

の推進 

① 学校教育における

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） 

会議は、オンラインで

２回開催しました。学

級実態調査を行い、関

係機関と情報を共有し

ました。 

Ｂ 医療的ケアガイドライ

ンの策定を目指しま

す。 

 ② 児童生徒一人一人

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） 

対象の児童等が増加し

ました。令和２年度の

反省を踏まえ、通常の

委員会を１回増やし、

６回行いました。さら

に４回の臨時就学支援

委員会を開催し、全て

の児童生徒について審

議しました。 

Ａ 

 

効率化を模索しつつ、

今後も慎重審議に努め

ます。 

 ③ 特別支援教育体制 

の 連携・協力をより

充実させるため、

「 特別支援教育ガイ 

ドライン （第４版 ）

」 を発行します。特

別な支援を必要とする

子どもたちへの支援環

境を整えます。（学校

教育課） 

令和３年３月に第４版

を作成し、４月に各小

中学校へ配付しまし

た。特別支援コーディ

ネーター研修会では、

個別の教育支援計画や

指導計画の活用につい

て研修を行いました。 

Ａ 今後も現状に即し、必

要に応じて改訂を行い

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 

な支援を必要とする児

童生徒への個別の支援

を充実させるため、ス

クール・サポート・テ

ィーチャー（ＳＳＴ） 

と介助補助員を配置し

ます。（学校教育課） 

ＳＳＴは１名増員して

２３名を、介助員は３

名を、１５小学校へ配

置しました。 

Ａ ＳＳＴは更なる増員

を、介助員は必要に応

じた配置を目指し、児

童支援の充実を図りま

す。 

 ② 学校において特別 感染症の影響により、 Ｂ 学校からの要望に応じ 

 に支援が必要な児童生

徒に対する指導法に係 

実施できない期間があ

りましたが、学校から 

 た効果的な巡回相談を

実施します。 
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 る指導・助言に当たる

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） 

の依頼に可能な限り対 

応し、計６回の巡回相

談を実施しました。 

  

 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） 

オンラインで１回開催

しました。個別の教育

支援計画や指導計画の

活用方法について、講

師を招き、講義形式で

行いました。 

Ｂ 特別支援教育の体制の

整備や充実を図るた

め、今後も研修会を開

催します。 

 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） 

保護者への支給事務を

迅速かつ効率的に行う

ため、従来の学校長を

通じた現金払いから、

保護者口座への直接振

込へ変更し、利便性の

向上に努めました 

Ａ 引き続き効果的な支援

を心がけてまいりま

す。 

(3)就学時の学

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支

援のため、早期発見、

早期相談の観点から、 

年長幼児の言語検査を

実施します。（まなび

支援センター） 

今年度は１，０９４名

の年長児に言語検査を

実施し、スムーズな就

学につなげることがで

きました。 

Ａ 引き続き、各園に協力

を要請しながら、年長

言語検査を実施してま

いります。 

 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、他課および

外部機関と連携し、課

題に応じた 保護者支

援を行います。（学校

教育課・まなび支援セ

ンター） 

今年度は年長児１３３

名、年中児２２名の計

１５５名に対し、延べ

１，７０８回の言語指

導を行いました。また

来所及び電話相談を実

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、引き続き、研修

等で指導者の力量向上

を図ると共に、関係機

関との連携を一層深め

ます。 

 

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 

① 学校内に児童生徒

が相談しやすい体制を 

県雇用のスクールカウ

ンセラーは小中学校１ 

Ａ 年度ごとに相談員の入

れ替わりが多くなって 

整備 作り、教職員とともに

積極的な教育相談活動  

９校に、心の教室相談

員は１９校に配置しま 

 きています。個々のス

キルを高められるよう 
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 を推進 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） 

した。  連絡会での内容の充実

を図ります。 

(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） 

精神科医、臨床心理

士、言語聴覚士による

教育相談教室を５６回

開催し、延べ１５４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

気持ちに寄り添い、自

己肯定感、自尊感情を

育てる 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） 

小中学校合わせて３８

名の在籍者に対し、６

名の指導員が、適応指

導を進めました。二者

関係作りから丁寧な指

導に努め、校外学習や

出前授業等を通して、

小集団での活動等に改

善が見られた児童生徒

が見られました。 

Ａ 在籍者の増加や複雑化

する課題等に対応する

ため、引き続き関係諸

機関と連絡をとりなが

ら指導を進め、原籍校

復帰への支援を進めて

まいります。 

 

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

課） 

感染症の影響により、

まだまだ活動は制限さ

れますが、消毒活動

や、オンラインでの読

み聞かせなど、新しい

生活様式に基づいた活

動を新たに取り入れる

ことができました。   

昨年度は中止なった研

修会や交流集会は、リ

モートで実施すること

ができました。 

Ｂ 今後も必要に応じてオ

ンラインを活用しなが

ら活動を推進していき

ます。 

校内交流会を定例化

し、学校と学校支援ボ

ランティアとの良好な

関係性を築くことで、

地域連携の深化を図り

ます。 

 ② 地域と連携した学 学校評議員制度と並行 Ａ 令和４年度より富来田 

 校運営を推進するた

め、学校評議員制度推 

して、富来田小中学校

においては学校運営協 

 小中学校において学校

運営協議会制度を導入 
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 進事業の充実を図りま

す。（学校教育課） 

議会制度導入のための

準備を進めることがで

きました。 

 します。他の学校にお

いても学校運営協議会

制度の周知を図り、学

校評議員制度から学校

運営協議会制度への移

行を進めます。 

(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） 

年２回実施の「学校評

価木更津システム」の

結果を各学校へ通知す

るとともに、研修会等

で結果の分析を伝え、

学校運営向上に努めま

した。 

Ａ 集計は各学校の学級ご

とまで分析することが

できる貴重な資料とな

る。更なる効果的な活

用方法を周知します。 
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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

支援施策の総合

的な推進 

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） 

①青少年問題協議会を

通常年 2 回開催すると

ころ、新型コロナウイ

ルス感染症感染拡大の

影響により 1 回開催と

なり、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。 

 

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)地域の教育

力の向上 

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

「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） 

①新型コロナウイルス

感染症感染拡大の影響

により放課後子ども教

室６教室のうち５教室

を休止しました。（公園

で活動している１教室

のみ活動を縮小して実

施） 

また、放課後子ども教

室については、来年度

より１教室の新規開設

が決定しました。 

生き生き子ども地域活

動促進事業では、感染

状況を鑑み、一部中止

となった事業がありま

したが、花いっぱい運

動などのボランティア

活動や昔遊び教室など

の地域交流活動を実施

することができまし

た。 

Ｂ 新型コロナウイルス感

染症の影響が懸念され

る中で、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。 
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(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） 

②新型コロナウイルス

感染症感染拡大の影響

により、事業を中止し

た地区もありました

が、畑沢小学校区の公

民館イルミネーション

や清見台小学校区の清

見台体育館花壇整備な

どでは、例年とは違う

工夫を凝らした活動を

実施することができま

した。 

Ｂ 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。

また令和 4年度は新 21

期最初の年となるた

め、円滑な相談員活動

が展開できるよう、支

援をしていきます。 

 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） 

②新型コロナウイルス

感染症感染拡大の影響

による事業の中止があ

りましたが、各地区住

民会議では地域の関係

団体との会議・意見交

換の場を設け、情報共

有を図りました。 

子ども会育成連絡協議

会では、防火標語募集

や子ども会リーフレッ

トの作成など、子ども

会の周知の為の活動に

新たに取り組みまし

た。 

Ｂ 引き続き、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） 

①新型コロナウイルス

感染症感染拡大の影響

により生き生き体験キ

ャンプ事業やキャンプ

場利用促進事業等は中

止しました。 

成人式については、新

成人による実行委員会

を組織し準備を進め、

従来とは異なる対応と

なりましたが、円滑な

運営を行うことができ 

Ａ 新型コロナウイルス感

染症の状況を鑑みなが

ら、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（来年

度より二十歳を祝う

会）については、式典

の内容や実行委員会の      
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  ました。  運営方法について検討

し、今後も対象者が自

らつくる成人式（来年

度より二十歳を祝う

会）の実現を図りま

す。 

(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 ①新型コロナウイルス

感染症の拡大防止のた

め、キャンプ場開設期

間を短縮したことで、

利用者が減少しました

が、市公式 YouTube や

ラジオ等の媒体を活用

し広くキャンプ場を周

知しました。また、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、樹木伐採、トイ

レ改修など環境整備に

努めました。 

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、新型コロナウイ

ルス感染症の感染対策

を行いながら、利用促

進を図っていくととも

に、利用者のニーズや

施設の現状を再確認・

検証し今後の方針を検

討していきます。 

② 国や県のマニュア

ル、ガイドラインに沿

い、関係機関との連携

を図りながら、新型コ

ロナウイルス感染症対

策を徹底します。（生

涯学習課） 

新型コロナウイルスの

感染状況や、国や県の

動向を注視しながら、

キャンプ場の施設利用

について、随時見直し

を行い、感染対策の徹

底を図りました。 

Ａ 今後の感染状況、国や

県の動向を注視しなが

ら、時勢に即した感染

対策を講じていきま

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） 

①新型コロナウイルス

感染症感染拡大の影響

により、全ての事業を

中止としました。 

－ 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

ンティアの活用推進を

図るとともにボランテ

ィア育成に努めます。

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 

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 

電話、メール、来所を

あわせ、１６５件の相

談に対応し、様々な課 

Ａ 相談内容が多岐にわた

るため、今後も学校及

び関連機関との連携を 
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の実施 会教育指導員による相

談活動（電話相談・来

所相談・メール相談）

を実施します。（まな

び支援センター） 

題に対する支援に努め

ました。 

 深め、的確な支援がで

きるように努めます。 

(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

る地区街頭指導、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） 

ＪＲ乗車マナー指導や

街頭キャンペーンなど

を、青少年補導員や近

隣高校の先生方等と協

力して行うことができ

ました。また各地区に

おいても、できる範囲

で街頭指導を行うこと

ができました。 

Ｂ 引き続き、青少年補導

員や学校、地区住民会

議等と連携・協力し

て、青少年の非行防

止、健全育成に係る取

り組みを行います。 

(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、地区住民会議や公

民館での現状報告等を

通して、青少年の健全

育成に係る啓発活動を

実施することができま

した。 

 

Ｂ 引き続き、青少年健全

育成だよりを発行する

と共に、関係機関等と

連携し、青少年の非行

防止と健全育成に関す

る啓発に努めます。 

(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） 

関係機関等と連携して

の街頭指導やパトロー

ルで発見した有害ビラ

の撤去依頼等を通し

て、有害環境の浄化活

動に努めました。また

家庭教育学級で、ＳＮ

Ｓの危険性等につい

て、参加者に伝えるこ

とができました。 

Ｂ 浄化された環境を保つ

ことができるよう、関

係機関等との連携をし

ながら活動を進めてま

いります。あわせてＩ

ＣＴを安全に活用する

ための啓発活動に引き

続き取り組んでまいり

ます。 
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(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

議会について最初は対

面で実施できました

が、その後はコロナウ

イルス感染拡大防止の

観点から、書面開催と

しました。また生徒指

導に関する連絡会・協

議会が対面で実施でき

た際には、情報交換を

積極的に行い、連携を

深めました。 

Ｂ 引き続き、関係諸機関

等との連携と支援を仰

ぎながら、活動を進め

てまいります。 
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＜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） 

社会教育委員会議を年

４回行い、社会教育機

関の運営について協議

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） 

全２回の会議を書面開

催とし、コロナ禍の生

涯学習事業についてご

意見を伺いました。 

Ｂ 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

興のための支援

体制の充実 

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、

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） 

公民館館長・事業担当

職員合同会議、社会教

育指導員会議を対面及

びオンラインで実施

し、各公民館の抱える

課題についての意見交

換、情報共有を図りま

した。 

Ｂ 社会教育機関の職員の

資質の向上のための研

修機会の充実に努めま

す。 

 ② 社会教育機関が持

続可能な地域づくりを

推進する拠点として、

SDGs達成に貢献する多

様な学びの場となるよ

う、関係職員の研修活

動の充実に努めます。

（生涯学習課） 

庁内で年３回開催され

た SDGs研修に参加

し、知識の獲得と意識

の向上を図りました。 

Ａ 引き続き、SDGs に関す

る研修会への積極的な

参加を図ります。 

 ③ 近隣市や県内の関

係団体とも連携し、社 

新型コロナウイルス感

染症感染拡大の影響で 

Ｂ 近隣３市等とも連携し

ながら、関係職員、関 
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 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） 

研修会の開催は見合わ

せましたが、近隣市と

は頻繁に情報交換を行

いました。 

 係委員の見識の向上に

努めます。 

 ④ 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） 

毎月視聴覚ライブラリ

ーだより発行し、関係

機関・団体の学習活動

を支援しました。 

Ａ 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」のあり方につ

いて検討、協議しま

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、

近隣市の状況も参考に

しながら、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） 

公民館の今後のあり方

について、関係部課と

協議し、概ねの方向性

を確認しました。 

Ａ 関係部課と協議のう

え、公民館の再整備を

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

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） 

家庭教育学級交流集会

をオンラインで実施

し、学級の役割につい

て確認することできま

した。 

また各公民館の家庭教

育学級担当者会議を実

施し、各学級での学び

や取り組みの成果と課

題を踏まえた学習内容

や運営方法等について

協議しました。 

Ａ 担当職員と学級生の研

修の機会を提供し、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 

家庭教育推進協議会を

年２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 

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

に取り組むとともに、 
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 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） 

業に取り組みました。

家庭教育支援講演会は

「発達障害のある子の

将来を見据えた支援」

をテーマにオンライン

（Zoom）で開催し、40

名が参加しました。 

 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） 

新型コロナウイルス感

染症拡大の影響によ

り、保育ボランティア

入門講座は中止しまし

た。 

― 女性が地域社会・まち

づくりの活動へ関わる

新たなネットワークの

あり方を検討します。 

(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、

新型コロナウイルス感

染症感染拡大の影響で

利用団体数は低調でし

たが、利用者には大変

好評でした。生涯学習

バスについては、感染

予防対策を講じた上で

運行しました。 

Ｂ 出前講座についてはオ

ンラインでの実施にも

対応するとともに、PR

活動に努めます。新型

コロナウイルス感染症

の影響を考慮しなが

ら、状況に合わせた事

業運営に努めます。 

 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

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） 

生涯学習フェスティバ

ルの代替事業として

「ONLINE×きさらづ×

若者×ミライ ツナガ

ルフェス 2021」を開催

し、30名がオンライン

（Zoom）で参加しまし

た。 

昨年度から対象を「若

者」に限定し、様々な

経歴・職種の人の体験

を共有することが出

来、新たなツールとし

てオンラインの可能性

を確認することができ

ました。 

Ａ 生涯学習フェスティバ

ルについては、新型コ

ロナウイルス感染症の

影響を考慮しながらの

実施を検討します。 

また幅広い世代に興味

を持っていただけるよ

うな新たなオンライン

を活用した事業につい

ても継続して取り組み

ます。 
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 ③ 新型コロナウイル

ス感染症感染拡大に配

慮し、オンラインを活

用した事業に取り組み

ます。（生涯学習課） 

市内在住・在勤・在学

の方を対象とした生涯

学習市民公開講座（全

３回）を Youtube上で

限定公開し、時間に縛

られない学習機会を提

供することができまし

た。 

Ｂ 引き続きオンラインを

活用した事業について

検討し、より多くの市

民の方に参加してもら

えるように努めます。 

(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

活かすための情報提供

に努めます。（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。

（図書館） 

年度当初に事業計画を

策定し、付属機関であ

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

に沿った運営に努めま

した。 

Ａ 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

達成状況について点検

評価を行います。 

 ② 基本的な資料を収 資料の収集について Ａ 資料については購入 
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 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） 

は、１１，９００冊収

集し、整備・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、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。 

 割合を定め、利用者

の要望を考慮しつつ図

書館に必置の資料を年

間約１万冊購入し、資

料の的確な新陳代謝に

努めます。また、４台

の利用者用閲覧パソコ

ンを活用し、官報や現

行法規等の各種データ

ベースによる情報提供

を行うとともに、他の

図書館との相互貸借サ

ービスを活用し専門的

なレファレンスサービ

スを行うことで、利用

者の知識に資すること

とします。 

 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、

また、電子図書につい

ても、様々な機能が活

用できるため、読書に

ハンディキャップのあ

る利用者に対するサー

ビスの活用や充実を進

めます。（図書館） 

点字図書については新

たに４６タイトルの追

加を行いました。録音

図書についても、新た

に３０タイトルの追加

を行いました。また、

大活字本５４冊、電子

図書４，３７０冊を追

加しサービスの充実を

図りました。 

Ｂ 点字図書については新

たに２０タイトルを追

加するとともに、録音

図書についても、新た

に５０タイトルの追加

を行います。また、大

活字本３０冊、マルチ

メディアデイジー図書

７０タイトル、電子図

書１００冊を追加しサ

ービスの充実を図りま

す。 

 ④ 新型コロナウイル

ス感染症の拡大防止の

ため、「図書館における

新型コロナウイルス感

染拡大予防ガイドライ

ン」を活用し、新型コロ

ナウイルス感染症の予

防や対応の充実を図り

ます。（図書館） 

ガイドラインに従い、

手指消毒用アルコール

や体温測定器の設置、

館内消毒作業の実施を

行いました。 

Ａ ガイドラインを活用し

て新型コロナウイルス

感染症の予防や対応の

充実を図ります。 

(2)公民館等地

域の読書環境の

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 

富来田公民館図書室、

金田地域交流センター

図書室を重点的に整備

し、公民館等図書室全 

Ａ 地域の実状や要望を把

握し市内の公民館等図

書室の資料整備を実施

します。 
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 館） 体では約３，５００冊

の入れ替えを行いまし

た。 

  

 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） 

週１回、富来田公民館

図書室に職員を派遣

し、サービスの向上を

図ったほか、週１回公

民館等図書室を巡回

し、室内の整理や配本

サービスを実施しまし

た。 

Ａ  各公民館等図書室に年

２回司書を派遣し、図

書室内の整理と図書の

入れ替えを行い、分類

ラベルの整備を進めま

す。また、中央公民館

を介して予約本の配本

サービスを実施しま

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

に努めます。（図書

館） 

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（２，８４６

冊）を実施し、学校と

の連携を進めました。

また、読書相談員研修

会へ出席し、図書の修

理方法を教える等の技

術的な支援を行いまし

た。 

Ａ 学校向けの図書館案内

を小中学校に配布し、

調べもの学習への対応

を進めるとともに必要

に応じて読書相談員へ

の技術的な支援を行い

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

書館） 

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（２校）、

図書館員が選書した読

みものをまとめて貸し

出す「おまかせ図書館

便」（２４０冊）を実

施しました。 

Ａ 小中学生を対象にした

ブックリスト「夏休み

におすすめの本」を作

成し、市内の全小中学

生に配布するのに合わ

せて図書館児童室内に

夏休みコーナーを設置

するほか、学校の要望

に沿って資料を収集し

団体貸出しを実施しま

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３回発行しました。 

Ｂ 常に最新の情報が発信

できるよう、ホームペ

ージの更新を行うとと

もに、図書館での日々

の取り組みなども発信

します。また、市公式

フェイスブックやデジ

タルサイネージなどか 
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    らも積極的に情報発信

を行います。 

 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） 

事業計画における２９

事業のうち、絵本講座

をはじめとした２５事

業を新型コロナウイル

ス感染対策を講じなが

ら実施いたしました。

また、４事業は中止と

なりました。 

Ｂ おはなし会、絵本講

座、夏季休業期間の幼

児や小中学生を対象と

した講座、れきおんミ

ニコンサートなど、幅

広い年代を対象に事業

を実施し、利用の拡大

及び読書活動の推進に

努めます。 

 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） 

新型コロナウイルス感

染対策のため会場を図

書館に移して実施しま

した。図書館で実施す

ることにより幼い頃か

ら読書に親しむ機会の

提供ができました。ま

た、ブックスタートボ

ランティア育成講座を

開催しボランティアの

育成を行いました。来

館できなかった対象者

についてはブックスタ

ートパックの郵送を行

いました。 

Ａ 生後６カ月児と保護者

を対象に、育成したブ

ックスタートボランテ

ィアを活用して事業を

実施します。乳幼児期

から本や活字に親しむ

とともに読み聞かせを

通じて身近な大人との

愛着を深める機会を提

供します。 

 

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） 

まん延防止措置の発令

など上半期について

は、軒並み事業の中

止、延期となり、解除

後の２月より本格的な

事業への取り組みが行

われました。 

Ｂ 利用者の拡大を念頭

に、事業のさらなる充

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） 

新しい生活様式に求め

られる ICT、DX を取り

入れた事業を実施でき

ました。 

Ｂ さらなる ICT、DXなど

を意識し、時代に即し

た事業を組み込んでい

きます。 

 ③ 市民一人ひとりの 「デジタル弱者」を対 Ｂ 好評だった「スマホ講 
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 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） 

象としたスマホ講座に

全館で取り組みまし

た。 

 座」を引き続き実施

し、利用者の拡大を図

ります。 

 ④ 多様な生涯学習機

会の充実を図るととも

に、持続可能な地域づ

くりの拠点としての機

能を担うため、SDGsの

目標４「質の高い教育

をみんなに」、およ

び、目標１１「住み続

けられるまちづくり

を」の実現に向けた取

り組みを推進します。

（公民館） 

コロナ禍での自粛を求

められる中で、思うよ

うに実施することが出

来ませんでした。 

Ｃ 特に「質の高い教育に

ついて」を取り上げ、

関係機関等との連携を

意識して、進めていき

ます。 

 ⑤ 新型コロナウイル

ス感染症拡大防止に万

全を期すとともに、新

しい生活に対応した公

民館のあり方や事業に

ついて研究し、取り組

みを推進します。（公 

民館） 

大型モニターの活用、

ズームの利用など、リ

モートでの事業を多く

実施できました。 

Ｂ アフターコロナの生活

様式を模索しながら、

デジタル、アナログ双

方の利点を生かした取

り組みをしていきま

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） 

コロナ禍での事業自粛

を求められる中で、思

うように推進が図れな

かったが、デジタル機

器を活用した形態での

取り組みを行いまし

た。 

Ｃ 感染状況を十分に注視

しながら、子育て各世

代の支援について、取

り組んでいきます。 

 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 

感染対策に十分配慮し

ながら、できる範囲

で、子育て学級、家庭

教育学級を開催しまし

た。 

Ｃ 感染対策に配慮しつつ

も、対面とデジタルの

それぞれの利点を生か

し、子どもの発達段階

に応じた学びの場を提

供し、親同士のネット

ワーク構築の機会を作 
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 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） 

  っていきます。 

 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） 

参加者の拡大を図るた

め、各公民館発信によ

る「スクスク動画」を

市 YouTube チャンネル

にあげ、コロナ禍でも

できる支援に努めま

す。 

Ｂ デジタル機器の活用に

加え、学級・講座以外

にも気軽に集えるフリ

ースペースを実施し、

新しい参加者層の拡大

を図ります。 

(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） 

コロナ禍での事業自粛

を求められる中で、思

うように推進が図れま

せんでした。 

Ｃ 特にコロナ禍でできな

かった「体験活動」な

どに積極的に取り組ん

でいきます。 

 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） 

コロナ禍での事業自粛

を求められる中で、思

うように推進が図れま

せんでした。 

Ｃ  感染状況にもよる

が、リモートではな

く、一層のリアル（体

験）事業を実施してい

きます。 

 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） 

各地区でまちづくり協

議会や住民会議などを

通して、地域諸団体と

の連携、協働に取り組

みました。 

Ｂ 様々な地域の人材を幅

広く活用、発掘しなが

ら、地域でのネットワ

ークの拡大、充実を図

ります。 

(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） 

感染対策に十分に配慮

しながら、できる範囲

で、高齢者対象の事業

を各公民館で実施しま

した。 

Ｂ 増える高齢世代の生き

がいづくり、健康づく

りに積極的に取り組ん

でいきます。 

 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

会参加を促進します。

（公民館） 

コロナ禍で充分な活動

はできない中で、高齢

者を含む多世代交流事

業にも取り組みまし

た。 

Ｃ 生きがいづくり、健康

づくりにとどまらない

地域活動への参画など

を視点においた人材の

育成、発掘に取り組み

ます。 

(5)市民ととも ① 民意を反映した公 感染対策に十分に配慮 Ｂ 令和２年度の答申をふ 
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に歩む公民館 

活動の推進 

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） 

しながら、一部ズーム

などを活用した定例会

を実施し、各種事業の

調査、審議を行いまし

た。 

 まえ、市民目線での事

業の企画、実施を調

査、審議していただ

き、今後の公民館運営

に活かしていきます。 

 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） 

各公民館で、事業実施

にあたって準備会、企

画会議などを実施し、

市民参画による学級・

講座づくりに努めまし

た。 

Ｂ 各種事業の実施にあた

っては、企画、運営、

評価にわたって、市民

の参加を促し、事業の

充実を図ります。 

 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） 

コロナ禍において、他

者との接触がはばから

れる状況の中、思うよ

うな事業が実施できま

せんでした。 

Ｃ 引き続き、事務局とし

て、地域のネットワー

クづくりに努めます。

また、地域諸団体と連

携し、地域課題の解決

に向けた活動に取り組

みます。 

 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） 

今年度新たに２地区で

まちづくり協議会を立

ち上げました。残り１

地区については、設立

に至りませんでした。 

Ｂ 引き続き、主管課であ

る市民活動支援課と連

携し、設立に向けて取

り組みます。 

 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) 

コロナ禍での事業自粛

が求められる中で、思

うように推進が図れま

せんでした。 

Ｃ 特に青年層の参加、参

画について、積極的に

取り組んでいきます。 

 

５ 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

部資産管理課・生涯学 

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１

１８件、博物館で１４

件、図書館で１５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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 習課・公民館・図書

館） 

まなび支援センターで

４件、適宜補修しまし

た。 
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＜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） 

支部新人陸上競技記録

会（中学校）を行う予

定であったが、新型コ

ロナウイルス感染症の

影響により中止となり

ました。 

Ｂ 今後も江川総合運動場

を有効に活用できるよ

う、練習会や大会等の

誘致に努めていきま

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） 

感染症の影響により、

開放日の拡大に取り組

むことはできませんで

した。 

－ 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、感染症の状態を見

たうえで、学校と調整

しながら、拡大等に取

り組みます。 
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＜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 

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、邦楽鑑賞、吹奏楽

鑑賞）を行い、児童生

徒の芸術文化にふれる

機会を充実させます。

（文化課） 

市内小中学校で、音楽

鑑賞教室（交響楽鑑賞

１回、吹奏楽鑑賞２

回）を行いましたが、

邦楽鑑賞２回について

は、新型コロナウイル

ス感染症の影響で中止

しました。 

Ｂ 新型コロナウイルス感

染症対策を講じるとと

もに電子黒板やタブレ

ットを活用しながら、

音楽鑑賞教室を開催し

ます。 

 ② プロの音楽家や芸

術団体等を招いたコン

サートや「アートとふ

れあおう」を企画・実

施し、多くの老若男女

がアートと直接触れあ

うことができる環境づ

くりを行い、市全体に

少しずつアートの種を

まきながら市民の文化

レベルの向上を図る。

（文化課） 

県警音楽コンサートを

開催しました。 

また、木更津駅周辺の

中心市街地の活性化

と、アートへの興味・

関心、発想力、想像力

を高める力を育むため

「アートとふれあお

う」を８回（春４回、

秋４回）開催しまし

た。 

Ｂ 新型コロナウイルス感

染症対策を講じなが

ら、音楽コンサートを

開催します。「木更津

にアートの種をまこ

う」を基本的な考え方

とし、アート作品の製

作体験イベント「アー

トとふれあおう」を開

催します。 

また、市制施行８０周

年記念協賛事業として

木更津みなとぐちアー

プロジェクト２０２２

を開催します。 

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。 

Ｂ 収蔵作品を適正に保

存・管理し、博物館を

含め美術・工芸品等を

展示して活用に努めま

す。 

④「新型コロナウイル

ス感染症対策ガイドラ

イン」等を活用し、新

型コロナウイルス感染 

動画配信による『木更

津市史』公開講座を行

いました。 

また、音楽鑑賞教室に 

Ｂ オンラインイベントや

動画配信等、新型コロ

ナウイルス感染防止に

配慮した取り組みを図 
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 症の予防や対応の充実

を図ります。（文化

課） 

おいて、開催校以外の

希望校にタブレットを

利用した配信を行いま

した。 

 ります。 

(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

助言をするとともに、

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

をするとともに、３団

体が実施する事業に補

助金を交付し事業の支

援を図りました。 

また、市民会館市外利

用等補助金を５団体

（８件）に交付しまし

た。 

Ｂ 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

を図り、指定文化財へ 

の指定、活用と周知に

努めます。（文化課） 

「中越遺跡出土小銅

鐸」を市指定文化財に

指定すべく関係事務を

進めました。昨年度に

引続き、千葉県指定史

跡「金鈴塚古墳」の補

修工事を行いました。

また、多言語解説に対

応した、金鈴塚古墳案

内板の更新を行いまし

た。 

Ａ 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、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

塚古墳の保護・管理の

ための補修工事を市、

県の文化財保護審議

会、県文化財課の助言

を受けながら実施しま

す。 

 ② 市内に所在する文化

財を保存、伝承活動に

取り組む団体に対し補

助金を交付し、文化財

の保護を図ります。

（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。 

 

Ｂ 指定文化財等管理団体

の求めに応じ、助言・

指導を実施し、団体が

実施する事業に補助金

を交付して活動を支援

します。 
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(2)埋蔵文化財

保護対策の推進 

① 埋蔵文化財の保護 

と 開発事業の調整を

図り、必要に応じて発

掘調査や整理作業を実

施し、記録保存を行い

ます。（文化課） 

山王台遺跡ほかの発掘

調査を 21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 24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 遺跡出土品の適正

な管理を行い、展示資

料、調査研究資料とし

ての活用に努めます。

（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。また文化課

保管、管理の資料閲

覧・写真データ提供に

対応しました。 

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・刊行 

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） 

公開講座を開催しまし

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

した。刊行物は「木更

津市史研究」第５号、

「木更津市史編さんだ

より」第６号を刊行し

ました。 

Ａ 新型コロナウイルス感

染症対策を講じなが

ら、調査や公開講座を

実施します。インター

ネット上で木更津市史

デジタルアーカイブの

公開を行います。 

『木更津市史』資料編

の古代編を刊行すると

ともに、『木更津市史

研究』等の定期刊行物

を発行します。 

 ② 「木更津市史」を

編さんするため、木更

津市史編さん部会によ

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） 

新型コロナウイルス感

染症の影響で、聞き取

り調査等を制限しまし

た。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。 

Ｂ 市民協働による市史編

さんを図るため、市史

編さん部会と市史調査

協力員による調査・研

究を新型コロナウイル

ス感染症対策を講じな

がら行います。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、利用可能な施設

を調査します。 

(4)博物館事業

の充実 

① 博物館の常設展示

リニューアル等や教 

7 月 17日（土）に常設

展示をリニューアルし 

Ｃ 教育普及事業を小規模

化して新型コロナウイ 
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 育普及事業により、重

要文化財「千葉県金鈴

塚古墳出土品」の調査

成果の活用を図りま

す。 （郷土博物館金

のすず） 

営業を再開し、年間

5,212 人が来館しまし

た。 

新型コロナウイルス感

染拡大防止対策等によ

り、規模の大きい教育

普及事業の実施を見合

わせ、小規模な事業と

して講座を６回、講師

派遣８か所、小学校の

受入れ 11校を実施し

ました。 

 ルス感染防止対策を講

じつつ、事業展開に取

り組みます。 

(5)金鈴塚古墳

出土品の調査 

研究の推進 

① 文化課による教育

普及、博物館の展示リ

ニューアル等により、

重要文化財「千葉県金

鈴塚古墳出土品」、県

指定史跡「金鈴塚古

墳」の重要性を市民へ

伝えます。博物館で

は、一般向けの金鈴塚

古墳出土品のガイドブ

ックを刊行し、市民へ

の周知を図ります。 

（文化課・郷土博物館

金のすず） 

小学生向け周知用資料

を配布した他、令和元

年度開催の公開シンポ

ジウム記録集を頒布し

ました。（文化課） 

『金鈴塚古墳出土品再

整理報告書』を踏まえ

た共同研究の成果とし

て『金鈴塚古墳出土品

ガイドブック 煌めく

金鈴塚』を刊行しまし

た。また共同研究者で

ある国立歴史民俗博物

館の上野祥史准教授編

集のもと『金鈴塚古墳

と古墳時代社会の終

焉』が出版されまし

た。（郷土博物館金の

すず） 

Ｂ 周知用資料の内容の改

訂を行い配布します。

引続き公開シンポジウ

ム記録集を頒布しま

す。（文化課） 

通常業務の一環として

引き続き金鈴塚に関す

る資料調査を継続し、

教育普及事業への活用

を図ります。（郷土博

物館金のすず） 

(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

ります。（文化課・郷

土博物館金のすず） 

市民からの寄贈寄託依

頼を受けた資料および

展示資料の選定にかか

る調査、教育普及活動

実施のための調査を実

施いたしました。 

Ｂ 調査を継続し、その成

果を展示と教育普及事

業へ活用するととも

に、関係課等との情報

共有を図ります。 

 

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 

⑴文化施設・ ① 市民文化の発展に 令和２年度に策定した Ａ 中規模ホール整備基本
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郷土博物館金 資するため、新たな中 中規模ホール整備基本 計画を踏まえ、引き続 

のすずの整備 規模ホールの活用方法

の検討を進めます。

（総務課・市長公室公

共施設マネジメント

課・文化課） 

計画を踏まえ、他の公

共施設等との複合化に

ついて検討を行いまし

た。 

 き他の公共施設等との

複合化、整備時期、財

源等についての検討、

調整を行います。 

 ② 潮見資料庫につい

ては、公共施設再配置

計画の中で施設の維

持、管理に努めます。 

（総務部資産管理課・

文化課 

潮見資料庫のほか、旧

大久保団地汚水処理場

の一部を使用して管理

しましたが、一時的な

措置であり、スペース

の拡充や他の施設での

管理を考える必要があ

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。また既存施

設での合理的な収納方

法を検討し、スペース

の確保を目指します。 

 ③ 利用者が快適に利

用できる環境管理と博

物館資料の適切な保管

管理を図るため、必要

に応じて設備の修繕等

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） 

博物館施設外では植栽

整備による美観の確

保、施設内ではリニュ

ーアルにあわせた展示

室の導線の変更および

日常的な点検を実施し

ました。設備等の修繕

については、炭酸ガス

消火設備を撤去し、誤

作動による危険を回避

しました。 

Ｂ 館内外の環境整備およ

び保管管理のための点

検等を実施します。修

繕等を計画的に実施す

るため、必要に応じて

関係各課と協議しま

す。 

 ④ 文化庁による「文

化施設における感染拡

大予防ガイドライン」

等を活用し、新型コロ

ナウイルス感染症の予

防や対応の充実を図り

ます。（文化課・郷土 

博物館金のすず） 

来館者の入り口での体

温計測・手指消毒、マ

スク着用および間隔を

取っての閲覧の協力依

頼、エタノールによる

館内の消毒に努め、大

規模な講演会の開催

は、見合わせました。 

Ａ ガイドライン等を活用

し、感染拡大の予防と

その対応を図ります。 
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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） 

人権教育研修会を学校

教育・社会教育関係者

等を対象に「学校現場

の子どもの人権～マイ

ノリティの観点から

～」をテーマにオンラ

イン（Zooｍ）で開催

し、20名が参加しまし

た。 

Ｂ 学校教育・社会教育関

係者等を対象に、身近

な人権問題をテーマに

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。 

 

 

 


