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八 千 代 市 民 憲 章 

 

       光よ，土よ，風よ，水よ，きょうも新しい命をありがとう。  

       わたしたちは，生ある限り，互いに支え合い，共に生きる社会をつくるため， 

       ここに八千代市民憲章を定めます。  

 

       １．やさしい心と明るい声が響き合う，健やかなまちをつくります。  

       １．小さな一歩を積み重ね，地球を考えるまちをつくります。  

       １．よろこびと希望に満ちた，安心して住めるまちをつくります。  

       １．自然を愛し，緑と花を育て，文化と潤いのあるまちをつくります。  

       １．みんなで支え合い，共に生きるまちをつくります。  

 

平成１０年１１月１９日  制定 

 

 

八千代市子ども憲章 

 

     緑豊かな自然に恵まれた八千代市の輝かしい未来を願う私たちは，八千代市を誇りに思い， 

    愛と友情あふれるやさしい心をもち，「みんなが一人のために，一人がみんなのために」を  

心がけながら，手をとりあい，だれもが好きになるすばらしい八千代市にしていくことを誓い， 

ここに「八千代市子ども憲章」を定めます。  

 

自  然   私たちは，八千代市のシンボル新川を守りつづけながら，ゴミのない自然の  

豊かなきれいなまちをつくっていきます。  

      夢     私たちは，自分の夢に向かって，共に語りあい励ましあいながら前進する  

ため日々努力していきます。  

      命     私たちは，明るく健康な毎日を送れるように心がけ，両親から与えられた  

          かけがえのない命と，地球すべての命を大切にしていきます。  

    思いやり   私たちは，いつも相手の気持ちを考える心を持ち，仲間と協力しあい助け  

          あっていきます。  

    礼  儀   私たちは，だれとでも明るいあいさつをかわし，たがいにマナーを守って， 

          気持ちよくふれあっていきます。  

    文  化   私たちは，八千代市の文化や伝統を大切にし，さらに，世界の仲間たちとの  

交流を深めることで新しい文化をつくっていきます。  

 

平成１３年１月１日 制定 

  



 

緑 の 都 市 宣 言 

  

私たちは，祖先が培った豊かな緑と美しい自然環境の中で生活を営んでいる。  

       この緑豊かな自然環境こそ，私たち八千代市民共通の誇りであり宝である。  

       私たちは，この緑豊かな八千代市に永遠に住み続けたいと念願する。  

       そのため，私たち八千代市民は，失われつつあるこのふるさとの貴重な緑を守り， 

身近な緑を育み，後世に引き継ぐために全ての市民が一体となり，決意をもって総力  

をあげ，緑に囲まれ安らぎと潤いのある，健康的で人間が住むにふさわしい街づくり  

をすることを誓い，八千代市を「緑の都市」とすることをここに宣言する。  

                  昭和６２年５月２３日  

 

 

平 和 都 市 宣 言 

 

      私たち八千代市民は，２１世紀に向けて「調和のとれた人間都市」八千代市の実現を  

めざしている。この将来都市像の実現は，日本の安全と世界の恒久平和なくしては望み  

得ないものである。  

 私たち八千代市民は，わが国が世界唯一の被爆国として，核兵器の恐ろしさと被爆者  

の苦しみを世界の人々に訴え続けるとともに，再び地球上に広島・長崎の惨禍が繰り返  

されることがないよう世界の恒久平和の達成を強く念願するものである。  

 私たち八千代市民は，生命の尊厳を深く認識し，将来にわたって，わが国の非核三原  

則が堅持されるとともに，平和を脅かす核兵器の廃絶と世界の恒久平和の達成のため努  

力することを決意し，ここに平和都市を宣言する。  

                  昭和６２年９月１８日  

 

 

健 康 都 市 宣 言 

 

私たち八千代市民は，新川のようにおだやかなまちの中で，だれもが生きがいをもち， 

     安心して自分らしく，心豊かに暮らせることを望んでいます。  

      私たちは健康について考え，家族や地域の人たちと学び合い，ふれあいの輪を広げながら， 

地球市民であることを自覚し，健康的な環境づくりに努めます。  

 ここに市民一人ひとりが，愛と夢，勇気をもって，生きていることの幸せを実感できる  

まちづくりを誓い，「健康都市」を宣言します。  

                  平成１１年３月１９日  

 

  



 

八千代子どもサミット 

   【趣 旨】 

八千代子どもサミットは，平成２１年度からスタートした事業で，市内すべての小中学校  

の代表児童生徒が一堂に会し，「世界を見据えて・まずは地域で活動しよう」という考え  

のもと，“Think Globally・Act Locally”とのスローガンを掲げ，子どもたちが中心に  

なって，よりよい八千代市を創造していくために話し合い，行動していこうとするものです。  

【目 的】 

   ①地域の小中学校がつながりのある活動を行うことによって，学校同士の連携意識や地域  

社会の一員としての自覚を持たせる。  

     ②地域の方々とのつながりを持ち，広がりのある地域活動を行うことによって豊かな学び  

      や人間関係を構築する。  

③児童会活動，生徒会活動の一層の充実を図る。  

     ④リーダーシップを発揮できる人材を育成する。  

子どもサミットの活動を推進することにより，今日，求められている学校・家庭・地域  

社会の連携を具体的なものにしていくことができます。また，子どもたちの地域社会を大  

切にする心や地域社会のために主体的に行動していく力を実践的に育んでいきます。  

平成２６年度 「環境について」   平成２７年度  「環境について」  

平成２８年度 「防災について」   平成２９年度  「防災について」  

 

 

 

八千代教育サミット 

【目 的】 

将来を担う子どもたちの可能性を引き出すためには，教育を核とした地域社会を構築す  

ることが最も緊要な課題である。八千代市内の各学校が有機的に連携することを目指し，  

子どもたちの教育に携わっている者が一堂に会することにより，校種を超えて教育理念を  

共有化するとともに，その具現化を図ることで教育環境の向上に資する。  

【テーマ】 

      これからの学校は，世界の急激な変化やグローバル化社会に対応できる教育を推進する  

ことが必要とされている。新学習指導要領では，「主体的・対話的で深い学び」の視点で  

の授業改革，問題解決に必要な思考力・判断力・表現力等を育むことが求められているこ  

とから，未来を見据える教育の充実が重要である。  

      こうした視点から，テーマについては，「教育を核とした地域社会の構築」とし，サブ  

テーマを各校共通の課題を設定している。  

  平成２８年度  「学力向上」  平成２９年度  「学力向上」 

【構成員】 

市内小中学校長及び県立及び私立高等学校長，特別支援学校長，市内大学代表者（４７名）  
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は じ め に 

           八千代市教育委員会 

教育長 加 賀 谷  孝 

 現在，予想を超えたＡＩの進歩，ＩｏＴの普及等による高度情報化やグローバル社会の進

展の中，世界各国が教育改革を進めています。文部科学省による次期学習指導要領の告示に

より，学習内容の定着，学習方法の習得だけでなく，「学びに向かう力・人間性等」も身に付

けるべき資質・能力として示され，「主体的・対話的で深い学び」が授業改善の視点として示

されました。同時に大学入試改革が始動し，知識の量を数値で計る認知能力だけでなく，や

り抜く力やコミュニケーション力など非認知能力の評価の重要性が示されました。 

八千代市は教育目標である「未来を拓き，豊かに生きる人間を育む」を掲げ，現代的・社

会的な課題に対してグローバルな視野で考え，自らの課題を見出し，課題の解決に向けて行

動できる持続可能な社会の担い手の育成に取り組んでおります。今後，社会がどのように変

化しようとも教育の本質は変わりません。教育の転換期である今こそ，広い視野に立ち，多

様で寛容な包括社会の構築に向け，社会総がかりで子どもたちを育成することが求められて

います。 

 そこで，本市の学校教育の重点目標である「子どもたちの可能性を引き出す教育」と「教

育を核にした地域社会の構築」の実現にむけ，教育環境の充実がよりよい社会を創るという

理念を具現化していく必要があります。そのために，八千代市の小中高大の学校運営者が一

堂に会する「教育サミット」を充実させ，校種を越えて課題を共有し，連携を進めます。学

校では，地域社会と教育の目標を共有し，魅力的な「社会に開かれた教育課程」を編成する

ことにより，地域社会と連携して子どもの学びを豊かにしていきます。また，「環境」「防災」

など持続可能な社会の形成に向けた，子どもたちの活躍の場として「子どもサミット」を充

実させます。グローバルな視野に立つ学びの場として，サミットメンバーの代表は，友好都

市バンコク都との国際交流を行っております。全小学校では外国語（活動）を先行実施し，

グローバル社会を生き抜く力の育成をめざします。さらに，特別の教育課程編成を行い，１．

２年生では「言語活動科」を特設し，コミュニケーション力を育成します。各教科を外国語

で学ぶイマージョン教育を実施し，多様な学びの実現をめざします。 

 本市がめざす教育の実現のためには，教育に対する情熱と使命感を持ち，学び続け成長し

続ける教職員の存在が不可欠です。「八千代の教育の財産」は，前向きでひたむきに努力する

教職員です。教職員の資質向上を図るために，研修をより一層充実させます。 



 文化財の保護と活用では，歴史や風土の中で育まれてきた貴重な有形・無形文化財の調査

と研究に努め，保護と活用を行っていきます。郷土博物館の運営では，八千代市を中心とし

た自然・歴史・文化・産業等に関する資料収集・保管・管理・調査を行い，展示や諸事業を

行います。そして，学校，家庭，地域社会が一体となって，八千代の教育を前進させてまい

ります。今後とも御理解と御協力をどうぞよろしくお願いいたします。 
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Ⅰ 八千代市の概観 

 

 八千代市は，首都３０キロ圏に位置し，首都圏の住宅都市として，京成本線沿線を中心

に宅地化が進行してきました。昭和４５年には，県下一の人口増加率を示し，昭和４８年

には人口が１０万人を超え，昭和５０年には人口１０万人以上の都市では，全国一の人口

増加率を記録しました。 

 このような急速な都市化への移行に対応するため，昭和４９年に第１次総合計画をはじ

め，昭和６０年には第２次総合計画，平成８年の東葉高速鉄道の開業等，市内外の諸条件

の変化に対応したまちづくりの指針として，平成１０年に第３次総合計画を策定し，市政

の展開を図ってきました。 

 近年では，東葉高速鉄道駅周辺の開発が進んでおり，西八千代北部地区においては，平

成２９年に土地区画整理事業の竣工を迎えました。 

 また，地方自治体を取り巻く社会・経済環境は，急速な少子高齢化，グローバル化，高

度情報化の進展，環境問題の顕在化など急激に変化し，行政はもとより，市民や企業がそ

れぞれの役割を担い，お互いが協力・連携してまちづくりを進めていくことがこれまで以

上に必要となってきました。  

 こうしたなか，平成２３年に八千代市第４次総合計画を策定し，市民の誰もが八千代市

に住んでよかったと実感できるまちづくりの実現を目指していますが，市の人口も将来的

には全国的な傾向同様減少に転じる予測の中，平成２８年度からは，今後５ヶ年にわたっ

て取り組むべき基本的な計画としての後期基本計画がスタートしています。 

 

【八千代市の人口と世帯数の推移】              【八千代市の位置】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

単位：世帯，人（各年 9月 30日現在）           千葉県の北西部に位置し，地形は東西に 8.1キロ 

メートル，南北に 10.2キロメートルで面積は 51.39 

平方キロメートルです。地勢は平坦な台地で，標高 

は高いところで 30メートル程度です。  
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児童生徒，教職員数の推移 

 

男女別教職員数の推移 

 

 小・中学校の推移  

 小学校 中学校 合 計 新設校等 

平成 4年度～ 21校 11校 32校 萱田小学校 

平成19年度～ 22校 11校 33校 萱田南小学校 

平成22年度～ 23校 11校 34校 みどりが丘小学校 

平成25年度～ 22校 11校 33校 
八千代台東小学校 

（八千代台東小学校と八千代台東第二小学校が統合） 

  

学校教育 

（人） 

564 567 560.5 558 553.5

318 324.5 331 333.5 327.5
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 特別支援教育の状況  

特別支援学級 学級数  通級指導教室 指導教室数 

知  的 
小 16 言語 小 3 

中 8 
LD・ADHD 

小 6 

言  語 
小 1 中 2 

中 0 

自閉症・情緒 
小 7 

中 3 

 

 

 

 「全国学力・学習状況調査」結果の概要と分析  

1. 「教科に関する調査」について 

 

（１） 小学校 

 

小学校 八千代市 全国 

国語A 76 75 

国語B 58 58 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（平成29年 5月1日現在） 

（平成 29年度） 

全国（公立）の平均正答率を100とした場合の相対値 

[国語] 

〈成果〉八千代市の児童がよくできた主な問題 

・『目的に応じて，文章の中から必要な情報を見付けて読む』

（77.5％－74.4％） 

・『古文における言葉の響きやリズムを楽しみながら読む』

（74.5％－71.1％） 

※「主として知識に関する問題（Ａ）」は，全国の平均正答率

を100とした場合の本市の相対値は，101.6であった。学

習の目的意識や相手意識を明確にして多様な言語活動を設

定し，児童に身に付けさせたい力を明確にした授業づくり

の成果と考えられる。 

〈課題〉八千代市の児童が苦手とした主な問題 

・『俳句の情景を捉える』（76.2％－79.4％） 

・『目的や意図に応じて，話の構成や内容を工夫し，場に応じ

た適切な言葉遣いで自分の考えを話す』（46.7％－48.4％） 

※「問題形式」では，記述式で回答する設問に課題が見ら

れ，全国平均正答率を100とした場合の本市の相対値は，

99.3であった。 

 

 

 

 

※表内の数字は小数第一位を四捨五入した平均正答率 
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小学校 八千代市 全国 

算数A 77 79 

算数B 47 46 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２） 中学校 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中学校 八千代市 全国 

国語A 75 77 

国語B 71 72 

 

全国（公立）の平均正答率を100とした場合の相対値 

全国（公立）の平均正答率を100とした場合の相対値 

[算数] 

〈成果〉八千代市の児童がよくできた主な問題 

・『小数の乗法の計算において，乗数の整数に置き換えて考え

るときの，乗法の性質を理解している』（92.4％－91.0％） 

・『商を分数で表すことができる』（72.7％－69.2％） 

※「主として活用に関する問題（Ｂ）」は全国の平均正答率を

100とした場合の本市の相対値は102.4であった。また「問

題形式」（記述式）の相対値は 104.7であった。身近な事象

から問題を作成して解いたり，導いた答えについてその理由

をノートに記述したり，学習形態の工夫をして説明する機会

を増やしたりすることで，成果を上げることができたと考え

られる。 

〈課題〉八千代市の児童が苦手とした主な問題 

・『１より小さい小数をかける乗法の問題場面を理解し，数量

の関係を数直線に表すことができる』（64.4％－69.9％） 

・『加法と乗法の混合した整数と小数の計算をすることができ

る』（61.7％－66.6％） 

※「主として知識に関する問題（Ａ）」は全国の平均正答率を

100 とした場合の本市の相対値は 98.0 であった。2 つの数

量の関係を数直線や数式で表すことに課題が見られる。 

※表内の数字は小数第一位を四捨五入した平均正答率 

 [国語] 

〈成果〉八千代市の生徒がよくできた主な問題 

・『話すための材料を人との交流を通して集める』（82.2％－

80.4%） 

・『相手に分かりやすいように語句を選択して話す』（54.9％

－54.0％） 

※「領域」では，「話すこと・聞くこと」において全国の平

均正答率を上回っており，以前に比べ授業の中で対話的な

学習を多く取り入れ「話す・聞く」場面が増加しているこ

とが正答率の高さにつながっていると考えられる。 

〈課題〉八千代市の生徒が苦手とした主な問題 

・『表現の仕方について捉え，自分の考えを書く』（37.2％－

41.4％） 

・『書いた文章を読み返し，語句の使い方を工夫して書く』

（83.6％－86.0％） 

※「領域」では，「書くこと」が全国の平均正答率を100とし

た場合の本市の相対値が98.2，「伝統的な言語文化と国語の

特質に関する事項」が95.0であり課題が見られる。「書くこ

と」の問題においては全国平均に比べ，無回答率が高いこと

も課題であるため，条件を付けて書くなどの場面を増やすこ

とが重要である。 

   

   

   

   

   

※表内の数字は小数第一位を四捨五入した平均正答率 
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2. 「生活習慣に関する質問紙調査」の結果の概要（小中学校） ※抜粋 

〈学習に対する関心・意欲・態度〉 

・「国語の勉強が好き」            小学校（65.6%－60.5%）中学校（59.2%－60.5%） 

・「読書は好き」               小学校（76.5%－74.3%）中学校（77.8%－69.9%） 

・「算数・数学の勉強が好き」         小学校（62.7%－65.9%）中学校（55.0%－55.4%） 

・「将来，外国へ留学したり，国際的な仕事に就いてみたりしたいと思う」 

小学校（40.7%－33.6%）中学校（38.4%－32.9%） 

  ・「原稿用紙２～３枚の感想文や説明文を書くことは難しいと思う」 

小学校（61.8%－59.5%）中学校（68.8%－62.5%） 

  ・「『総合的な学習の時間』では，自分で課題を立てて情報を集め整理して，調べたことを発表するなどの学

習活動に取り組んでいる」          小学校（73.4%－69.8%）中学校（51.8%－64.3%） 

  ※教科の関心・意欲に関わる質問については，どの項目も全国平均と同程度だが，読書に関する意欲は全国 

平均より小中学校共に高い。 

  ※外国語教育に関する興味・関心は，小中学校共に全国平均より高い。 

※文章を書くことに抵抗を感じている児童生徒の割合が，小中学校共に全国平均より高く，中学校に上がると

増えている。 

〈規範意識・自尊感情〉 

・「今住んでいる地域の行事に参加している」  小学校（46.6%－62.6%）中学校（36.7%－42.1%）  

・「家の人（兄弟姉妹を除く）は，授業参観や運動会などの学校の行事によく来る」 

小学校（86.8%－81.5%）中学校（63.7%－52.4%） 

・「携帯電話やスマートフォンの使い方について，家の人と約束したことを守っている」 

小学校（47.0%－48.7%）中学校（56.9%－50.6%） 

  ・「いじめは，どんな理由があってもいけないことだと思う」 

小学校（95.3%－96.1%）中学校（89.5%－92.8%） 

  ※地域・社会に関する興味・関心は，小中学校共に全国平均より低い。 

※いじめに対していけないことだという意識が，小中学校共に全国平均より低い。 

中学校 八千代市 全国 

数学A 62 65 

数学B 47 48 

全国（公立）の平均正答率を100とした場合の相対値 

[数学] 

〈成果〉八千代市の生徒がよくできた主な問題 

・『実生活の場面において，ある数量が正の数と負の数で表さ

れることを理解している』(89.3%－89.4%) 

・『与えられた表やグラフから，必要な情報を適切に読み取る

ことができる』（90.6%－90.8%） 

※「問題形式」では，記述式で解答する設問は，全国平均より

やや下回るが，比較的成果が出ていると考えられる。数学的

な表現を用いて説明する場を設定し，他者に対して説明する

機会を増やしたり，その説明をノートに記述させたりするこ

とで，成果を上げることができたと考えられる。 
〈課題〉八千代市の生徒が苦手とした主な問題 

・『加減乗除を含む正の数と負の数の計算において，計算のき

まりにしたがって計算できる』（69.1%－75.6%） 

・『扇形の弧の長さを求めることができる』（25.6%－30.7%） 

※「主として知識に関する問題（Ａ）」は，全国の平均正答率

を100とした場合の本市の相対値は96.0であった。同様に

「主として活用に関する問題（Ｂ）は，97.7であった。知識

や技能を習得させることを主とする授業ではなく，考えさせ

ることや，問い返しを積極的に授業に取り入れ，授業改善を

することが重要である。 

※表内の数字は小数第一位を四捨五入した平均正答率 
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〈学習の基盤となる活動・習慣〉 

・「朝食を毎日食べている」          小学校（94.5%－95.4%）中学校（90.6%－93.2%） 

・「毎日，同じくらいの時刻に寝ている」    小学校（79.5%－79.8%）中学校（78.3%－75.6%） 

・「毎日，同じくらいの時刻に起きている」   小学校（90.2%－91.2%）中学校（93.1%－92.4%） 

・「家で，学校の授業の予習をしている」    小学校（42.4%－41.0%）中学校（36.3%－31.7%） 

・「家で，学校の授業の復習をしている」    小学校（52.1%－53.8%）中学校（44.8%－50.5%） 

※生活習慣に関わる質問については，小中学校はどの項目も全国平均と同程度であるが，中学校は朝食を毎日食 

べていると答えた生徒の割合が全国平均より低く，ここ数年下がる傾向にある。 

※家庭での学習に関わる質問項目については，「授業の予習」に関しては小中学校共に高く，「授業の復習」に関

しては小中学校共に低い。 

 

 児童生徒の体力・運動能力  
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 （ｋｇ） （回） （ｃｍ） （点） （回） （秒） （ｃｍ） （ｍ） 

小
学
校
三
年 

男 
市 13.38 

 

18.75 33.04 36.59 40.97 9.73 142.34 16.93 

県 13.39 17.60 30.72 36.65 39.06 9.85 139.59 16.47 

女 
市 12.18 17.25 35.31 36.06 34.72 10.00 135.06 10.36 

県 12.63 16.75 33.90 35.00 29.82 10.17 132.69 10.32 

小
学
校
六
年 

男 
市 21.00 24.02 40.86 48.45 66.61 8.71 171.20 28.86 

県 20.99 23.83 39.13 47.95 65.76 8.61 172.24 26.95 

女 
市 19.70 22.18 44.70 44.36 48.06 9.03 161.27 16.93 

県 20.24 22.17 43.30 45.46 53.45 8.93 163.06 16.52 

中
学
校
三
年 

男 
市 34.11 33.56 54.77 56.09 100.31 7.41 214.36 23.90 

県 34.23 30.85 51.21 56.03 95.10 7.37 212.42 23.42 

女 
市 25.68 28.65 53.93 48.61 65.04 8.65 180.70 14.15 

県 25.61 26.10 51.76 48.59 61.44 8.51 176.76 14.08 

 

 学校給食の実施状況 （平成29年度）    少年自然の家利用状況 （平成29年12月末日現在） 

  小 

 学 22 

 校 校 

センター方式 

18校 

単独方式 

4校 

 宿泊利用 日帰り利用 プラネタリウム 

小・中学校 

56校 

5,830人 

小・中学校 

13校 

513人 

 

一般（個人） 

（市内）1,484人 

（市外）272人 

計 1,756人 

 

小・中学校 

50校 

（市内）5,172人 

（市外）71人 

計 5,243人 

  中 

 学 11 

 校 校 

 

センター方式 11校 

 

一般団体 

2団体 

103人 

一般団体 

24団体 

1,052人   

 

 主なコンクール応募数 （平成29年度） 

 応募数  応募数 

マルチメディアコンクール 
小 437点 

学校スケッチ展 
小 959点 

中 164点 中 382点 

科学作品展 
小 198点 

子ども美術展 
小 683点 

中 71点 中 581点 

  

（平成29年度調査） 
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 文化財の保護と活用  （平成29年12月末日現在） 

項  目 平成 28年度 平成 29年度 

所在及び取扱いの確認 130件 130地点 回答 129件 129地点 

包蔵地内 69件，包蔵地外 60件 

88件 88地点 回答 88件 88地点 

包蔵地内 59件，包蔵地外 29件 

試掘調査の実施 18件  

43.15㎡(調査面積)/3,369.40㎡(対象面積）  

14件  

46.9㎡(調査面積)/4,211.98㎡(対象面積） 

確認調査の実施 17件 市内遺跡 16件，公共事業 1件 10件 市内遺跡 10件 

本調査の実施 4件 民間開発 4件 2件 民間開発 2件 

本整理の実施 3件 民間開発 3件 2件 民間開発 2件 

発掘調査報告書の刊行 4冊 市内遺跡 1冊，民間開発 3冊 作成中 市内遺跡 1冊，民間開発 2冊 

埋蔵文化財通信「埋やちよ」発行 3回 33号，34号，35号 3回 36号，37号，38号 

文化財通信「財やちよ」発行 1回 創刊号 1回 2号 

展示会等の開催 出土文化財展示会 4回 22日間 3,576人来

場 

出土文化財展示会 2回 5日間898人来場 

講座・講演会等の実施 出前講座 1回 28人参加，講師派遣 3回 59

人参加 

出前講座 3回 70人参加，講師派遣 3回

46人参加 

 

 指定文化財  （平成29年12月末日現在） 

○県指定文化財 

№ 種 別 名  称 員数 指定年月日 所有者・伝承者 備 考(公開日など) 

1 有形文化財 彫刻 
木造釈迦如来立像 

 附 木造舎利塔 

1軀 

1基 
S35.6.3 (宗)正覚院 

毎年4月第1日曜日 正覚院釈迦堂 

(以前は4月8日の花祭り) 

2 無形民俗文化財 下総三山の七年祭り 1団体 H16.3.30 七年まつり保存會 
数え7年ごと丑年と未年(次回平成33年) 

船橋市,八千代市,千葉市,習志野市 

○市指定文化財 

 有形文化財 

№ 種別 指定№ 名  称 員数 指定年月日 所有者・伝承者 備 考(公開日など) 

1 建造物 市4 
正覚院釈迦堂 

 附 厨子 

1棟 

1基 
S52.12.10 

(宗)正覚院 
外観は常時公開 

2 建造物 市5 宝篋印塔 1基 S53.11.11 公開 

3 歴史資料 市6 羯鼓 1口 S53.11.11 村上神楽保存会 
八千代市立郷土博物館へ寄託

未公開 

4 歴史資料 市7 

下総国印旛沼御普請堀割絵図 

 附 安永9年下総国印旛沼新開大積り帳 

   天明3年印旛沼新堀割御普請目論見帳 

1葉 

1冊 

1冊 

S53.11.11 個人 
八千代市立郷土博物館へ寄託 

レプリカを常設展示 

5 彫刻 市11 すわり地蔵 1軀 S53.12.13 米本区 公開 

6 建造物 市18 
飯綱神社鐘楼 

  附 再建棟札 

1棟 

1枚 
S63.7.1 (宗)飯綱神社 外観は常時公開 

7 建造物 市19 

飯綱神社本殿 

  附 棟札 

拝殿 玉垣 

参道石段58級 

  附 石坂供養塔 

    石階再建勧化帳１冊 

1棟 

1枚 

各1棟 

1基 

1基 

1冊 

H4.6.25 (宗)飯綱神社 外観は常時公開 

8 建造物 市21 
米本稲荷神社本殿 

  附 鳥居・手水鉢・再建寄附連名碑 

1棟 

各1基 
H8.4.1 (宗)稲荷神社 外観は常時公開 

文 化 財 
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№ 種別 指定№ 名  称 員数 指定年月日 所有者・伝承者 備 考(公開日など) 

9 歴史資料 市22 天保七年米本村絵図 1葉 H12.12.22 八千代市 レプリカを常設展示 

10 考古資料 市25 石枕 1箇 H20.1.18 八千代市 八千代市立郷土博物館にて常設展示 

11 考古資料 市26 上谷遺跡をはじめ新川流域出土の祭祀関連墨書土器群 12個体 H26.7.23 八千代市 未公開 

 民俗文化財 

№ 種別 指定№ 名  称 員数 指定年月日 所有者・伝承者 備 考(公開日など) 

1 無形 市1 佐山の獅子舞   S47.2.22 佐山獅子舞保存会 毎年秋分の日 佐山 熱田神社・妙福寺 

2 無形 市2 村上の神楽   S47.2.22 村上神楽保存会 
毎年1月15日・10月9日 

村上 七百餘所神社  

3 無形 市3 勝田の獅子舞   S51.8.13 勝田大同団 
毎年9月第1日曜日(以前は9月1日) 

勝田 円福寺・駒形神社 

4 無形 市23 高津のハツカビシャ   H15.1.24 
高津自治会 

特別委員会 

毎年1月20日 

高津比咩神社 

5 無形 市24 高津新田のカラスビシャ   H15.1.24 
高津新田の 

カラスビシャ保存会 

毎年2月11日 

八千代台西 諏訪神社 

6 有形 市8 戒壇石(銘，禁芸術売買之輩) 1基 S53.11.11 (宗)長福寺 公開 

7 有形 市12 下総式板碑 1基 S53.12.13 神野区 公開 

8 有形 市13 雨乞い祈禱の絵馬 1面 S56.12.21 (宗)飯綱神社 毎月24日に近い日曜日 

9 有形 市14 伝・村上綱清の墓石 1基 S56.12.21 (宗)長福寺 公開 

10 有形 市15 長福寺の板碑一括   S56.12.21 (宗)長福寺 一部公開 

11 有形 市16 神馬の絵馬 1面 S56.12.21 (宗)飯綱神社 毎月24日に近い日曜日 

12 有形 市17 飯綱神社の玉垣彫物 25葉 S56.12.21 (宗)飯綱神社 公開 

記念物 

№ 種別 指定№ 名  称 員数 指定年月日 所有者・伝承者 備 考(公開日など) 

1 史跡 市9 七百餘所神社古墳 1基 S53.11.11 (宗)七百餘所神社 公開 

2 史跡 市10 根上神社古墳 1基 S53.11.11 (宗)根上神社 公開 

3 天然記念物 市20 イヌザクラ 1樹 H6.12.26 (宗)浅間神社 4月下旬～5月上旬に開花 

 

 郷土博物館事業  （平成29年12月末日現在） 

常設展 

 

テーマ 

「新川流域の自然と人々とのかかわりの変遷」 企画展 

第 1回 村絵図でたどる八千代 

第 2回 村上綱清と米本城 

～戦国時代の八千代～ 

第 3回 市制施行 50周年記念事業 

「八千代三万年の足跡」 

その他

の展示 

特別展（くらしのうつりかわり展 ～変わりゆく学び舎～） 

講座展示（縄文土器づくり講座作品展） 

市制施行50周年記念事業 写真展「写真で見る八千代の半世紀」 

 

 

 

講座等 

・古文書講座入門編（３回） 

・古文書講座初級編（４回） 

・縄文土器づくり講座 

・篆刻講座 

・竹細工講座 

・雅楽体験・鑑賞講座 

・文化財講座 

・『やち博』講座（４回） 

・やちよの民俗行事 

・企画展講演会（３回） 

・企画展ギャラリートーク（３回） 

・自然観察会（春２回） 

・植物標本づくり講座（２回） 

・昆虫観察会 

・出前授業 

・博物館子ども体験教室（３回） 

・博物館シアター 

・昔遊び体験 

・第2回企画展親子甲冑体験 

・懐かしい八千代の映像上映会 

・文化財散歩（１回） 

資料 収蔵資料数 ４５，３４９点 （内寄託 １６，５２０点）  
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Ⅱ 八千代市教育の課題と施策方針 

 

〔教 育 課 題〕 

 

学 校 教 育 

   

子どもたちが活躍するこれからの社会は，変化が激しく，益々複雑なものになっていく

ことが予測されます。このような時代に，子どもたちが変化を前向きに受け止め，感性を

働かせて，さまざまな人と共に社会や人生をより豊かなものにしていくことが期待されて

います。 

このような時代背景のもと，今回の学習指導要領の改訂では子どもたちが未来社会を切

り拓くための資質・能力を一層確実に育成することが求められています。また，育成すべ

き資質・能力を社会と共有することを重視しています。そのために，知識の理解の質をさ

らに高め，確かな学力を育成すること，道徳教育の充実や体験活動の重視，豊かな心や健

やかな体の育成を基本的な考え方として示しています。そして，情報活用能力が，言語能

力，問題発見・解決能力等と同様に「学習の基盤となる資質・能力」と位置づけられ，プ

ログラミング教育の必修化や積極的にＩＣＴを活用する学習活動が求められています。 

八千代市では，国で示されている基本的な考え方をもとに，子どもたちに必要な資質は

何か，今後，子どもたちにどのような力を育成すべきか，ということを考え，平成２３年

４月に「八千代市第４次総合計画」をスタートさせました。そして，平成２９年３月には

「第２期八千代市教育振興基本計画」を策定しました。「未来を拓き，豊かに生きる人間を

育む」を目標に掲げ，「子どもたち一人一人の個性を伸ばし，安心してのびのびと学ぶこと

のできる環境や施設の整備，教育内容の一層の充実を図ると共に，学校・家庭・地域社会

が一体となって，健康で心豊かな人間性を育む教育環境づくりを推進します」を基本方針

としました。 

平成３０年度においても，基本方針を踏まえた以下の４つのプロジェクトを中心に施策

を進めてまいります。 

Ⅰ 「夢と，確かな学力・真摯に学び続ける力を育みます」 

学ぶ意欲を重視し，確かな学力を育成することに視点を置き，学ぶ面白さや楽しさを子

どもたちに体験させ，わかりやすい授業を創意工夫し，子どもたちが，自らの目標や夢に

向かって努力することを確立していきます。一方，本市の教職員構成は，経験豊かな教職

員が多数退職し，若年教員が増加しています。このような中で，学校経営の充実と教職員

の資質向上に努めます。 

Ⅱ 「ふるさとを愛し，共に生きる，やさしい心を育みます」 
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道徳教育・人権教育の充実を図るとともに，豊かな感性や情操を育てる機会の充実を図

ります。また，子どもたちは学校だけでなく，家庭や地域社会における教育によって育ま

れます。異年齢の子どもたち，地域の人々との交流などの様々な活動や経験を通じて，社

会性や豊かな人間性を育みます。 

Ⅲ 「しなやかで健やかな心と体を育みます」 

体力は，健康の保持・増進だけでなく，意欲や気力といった精神面の充実にも関わるた

め，積極的に体力の向上に取り組みます。また，食に関する指導・安全教育・防災教育の

充実を図ります。 

Ⅳ 「子どもをみんなで支え，育む，安全安心な環境づくりを進めます」 

トイレや冷房設備，外壁等を含む学校施設の整備を推進し，学習環境の充実を図ります。

一人一人の子どもは，社会にとってもかけがえのない宝であり，その健やかな成長はすべ

ての人々の願いです。知・徳・体のバランスのとれた健全な子どもの成長を支援する学校

の教育環境の整備，そして地域とともに歩む体制づくりを進めていくことが重要な課題で

す。 

義務教育は，市立学校が小学校２２校，中学校１１校となっています。地域別に見ると，

少子化の進行により児童生徒数が減少あるいは横ばい状態の地域と，東葉高速鉄道沿線地

域の宅地開発に伴い，児童生徒数が増加している地域の二極化が継続しています。このた

め，将来のまちづくりを見据え，重要な公共施設としての小中学校をどのように配置して

いくかを，教育的な見地に立って全市的な観点から検討しています。 

また，社会情勢の急激な変化や情報化社会・生涯学習社会への対応など，学校教育にお

ける課題は多様化しており，課題の解決に向けて，学習指導・生徒指導・情操教育を充実

させ，個に応じた支援を推進し，心豊かな児童生徒を育むことに努めます。 
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文  化  財 

 

 市内には，歴史や風土の中で培われ育まれてきた様々な文化財が数多く残されており，

市の貴重な文化資産となっています。しかし，都市化の進展及び社会や生活環境の変化の

中で失われ，忘れられようとしているものも少なくありません。このため，残されている

文化財への調査と研究をより迅速に進め，保護と保存に努めることが急務になってきてい

ます。 

 市民が郷土の歴史への関心と理解を深め，郷土の文化に親しみを持ち，貴重な文化財を

次世代に継承していけるように，保存会などの団体や所有者・管理者などの協力を得て，

保護や保存及び支援に努めてまいります。特に貴重な文化財は市の文化財に指定していく

とともに，民俗芸能や祭りなどの伝統的な文化活動や保存・保護活動への市民参加の推進

を図ってまいります。 

 古墳や貝塚などの貴重な埋蔵文化財が開発工事などによって失われることがないように，

関係機関との連携を強化するとともに，事業者と綿密な調整を行い，理解と協力を得て，

現状保存や記録保存などの措置を講じてまいります。また，発掘調査体制の整備と充実を

進め，出土文化財の適切な管理と保管施設の確保を図ってまいります。出土文化財の有効

的な活用方法を研究し，展示会・発表会や学校教材などを通して積極的に市民へ公開して

いきます。 

文化財を保護し保存していくためには，市民の理解と協力が必要不可欠となってきます。

文化財に関する情報を広報誌やホームページなどを活用して積極的に発信するとともに，

関係部局と連携して講座や講演会などを開催し，市民の文化財に対する関心と理解をより

高めていくよう努めてまいります。 

八千代市立郷土博物館は，八千代の自然・歴史・文化に関する博物館資料の学校教育へ

の活用のほか，各世代の市民の方の学習意欲・活動を支援する事業を行っています。 

平成３０年度は，博物館が外国籍を含めた市民に一層親しまれ快適に利用され，豊かな

生活を育む文化活動の充実を引き続き目指し，地域の特色を理解していただくことを重視

した年３回の企画展や講演会・講座等を開催します。また，公民館や図書館との連携を深

め，社会教育の充実を図ります。 

また，子どもたちには更に深く地域の歴史・文化を知ってもらい，地域を愛する気持ち

を育成します。さらに，学習内容の理解を深めるために，出前授業の新たなプログラムを

開発し，積極的に実施するとともに，より多くの学年が利用可能な内容を検討します。 



12 

〔施 策 方 針〕 

 

学 校 教 育 

 

学校教育では，国の新たな教育施策として第２期教育振興計画が決定され，「多様で変

化の激しい社会の中で個人の自立と協働を図るための主体的・能動的な力」の育成などの

基本方針が示されました。子どもたちの学力や学ぶ意欲の向上をめざし，基礎・基本の確

実な定着を図り，自ら考える力など「社会を生き抜く力の養成」が求められています。 

この実現に向け，児童生徒の一人一人に「夢と希望・あこがれ」をいだかせるという観

点に立ち，まず，教職員の資質能力の一層の向上を図り，一人一人を大切にしたきめ細か

な指導をすること，学校・家庭・地域社会が一体となって，多様な体験活動や道徳教育・

人権教育を充実させることによって，子どもたちの可能性を引き出すことが必要です。 

また，国際教育では,外国の生活や文化・言語に興味を持ち,主体的に学ぶ意欲を高め，

体育・健康に関する指導については，自己管理能力の向上を目指し，健康・安全・防災教

育及び食に関する指導の充実を図らなければなりません。 

不登校児童生徒等への対応，インクルーシブ教育システム構築のための特別支援教育の

推進，教育環境の整備その他，魅力ある学校づくりが重要です。 

平成２９年３月には新学習指導要領が告示されました。新学習指導要領に対応した教職

員の研修の充実を図ります。 

これらのことを踏まえ，八千代市ならではの特色ある教育を推進するため，本年度にお

いても次の重点目標の展開を図ることにします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆ 重 点 目 標 ◆ 

 

１ 子どもたちの可能性を引き出す教育 

 

２ 教育を核とした地域社会の構築 
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１  義務教育 

将来の社会を担う児童生徒に，心豊かな人間性を育むための，教育内容の充実と教育環

境の整備を進めます。 

 

(1)  安全安心な教育環境の整備 

 

ア  学校の適正配置 

地域の開発状況や児童生徒数の動向を見据えながら，通学区域の見直しなどを慎重

に検討し，学校規模の適正化を図るとともに，教育的な見地に立って全市的な観点か

ら，学校の適正配置について，検討します。  

イ  学校施設の整備 

教育環境の充実・向上を図るため，ＩＣＴ機器の導入，校舎やトイレ等の老朽化対

策，暑さ対策などを継続的に実施し，学校施設の整備に努めます。 

 

(2)  教育内容の充実 

学習指導要領の趣旨をいかし，八千代教育の目標「未来を拓き，豊かに生きる人間

を育む」に向けて，本年度は，主に以下の内容の充実を図ります。 

 

ア  教職員の資質の向上と，学級経営・授業の充実 

教職員の資質向上を図るため，各種研修会の充実に努めます。ＩＣＴ機器の更新に

対応したＩＣＴ機器利活用能力を高める研修会を実施します。また，千葉県教職ライ

フステージ研修ステージ１に対応した初若年教員研修の充実を図り，授業づくりと学

級づくりの実践力を高めます。 

また，新任校長研修会，新任教頭研修会を行い，学校経営の充実にも努めます。 

さらに，小中連携教育の一層の推進を図ります。 

イ  道徳教育・人権教育の充実 

豊かな心や創造性の涵養を目指し，教育活動全体を通じて，道徳教育の充実はもと

より，多様な体験活動を積極的に推進します。また，自他を尊重し合い，いじめや差

別を許さない学校づくりを進めます。さらに，小学校は今年度，中学校は平成３１年

度に「特別の教科道徳」が全面実施されるため，道徳教育の更なる改善充実に取り組

んでいきます。 

ウ  生徒指導体制・教育相談体制の充実 

生徒指導体制の確立・教育相談活動の充実を図り，豊かな人間関係づくりを推進し，

学校と家庭・地域社会・関係機関との連携を深めながら，「積極的な生徒指導」を推進

します。特に，いじめの未然防止，早期発見，早期対応を図るために「八千代市いじ

め防止基本方針」に基づき，八千代市いじめ問題対策連絡協議会等を運営し，効果的

な活用を図り，適切な対応に努め，いじめの根絶をめざします。 
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エ  国際教育と外国語教育の充実 

グローバル社会に対応した国際教育と先進的な外国語教育を推進します。 

ＥＳＤ（持続可能な開発のための教育）の研究実践に取り組み，ユネスコスクール

の加盟申請を進めてまいります。日本語指導が必要な児童生徒の教育相談体制の充実

を図りつつ，地域の特性を生かした教育活動を推進し，言語や文化が異なる人々と主

体的に協働できる児童生徒を育成します。国際平和コンクール，バンコクこども親善

大使の受入れ及びグローバルな視点に立つ学びの場としてサミットメンバーの代表を，

友好都市バンコク都に派遣し国際交流を行います。 

学習指導要領改訂に向け，全小学校で外国語（活動）を先行実施します。さらに，

特別な教育課程編成を行い，１，２年生では「言語活動科」を特設し，コミュニケー

ション力を育成します。外国語を通じて，言語や文化について体験的に理解を深める

ために，ＡＬＴが担任と共に行う英語イマージョン教育やイングリッシュアワー等の

取組を進めてまいります。 

オ  オリンピック・パラリンピック教育の推進 

オリンピック・パラリンピック教育はスポーツの価値や効果の再認識を通じて自己

や社会のあり方を向上させることにより，国際的な視野を持って世界の平和に向けて

活躍できる人材を育成し，求められる世界の将来像を実現しようとするものです。こ

れは八千代市の教育施策に相通ずるものがあります。２０２０年東京大会だけを目的

や終着点とするものでなく，持続可能な開発のための教育であることに留意し，オリ

ンピック・パラリンピック教育指導計画案集を活用し，教育課程への位置づけを行い，

オリンピック・パラリンピック教育の推進を図ります。 

カ  教育の情報化による「主体的で対話的で深い学び」の推進 

小・中学校ＩＣＴ環境の一斉更新を行います。平成３０年度以降の学校におけるＩ

ＣＴ環境の整備方針に基づき，各教室に電子黒板機能付きの拡大提示装置と実物投影

機の設置，学びのスタイルに沿ったタブレットＰＣの整備，学校間や市内の各施設間

をつなぐＴＶ会議システムの構築を行います。この更新により，「わかりやすい授業の

構築」「次期学習指導要領で求められる児童生徒の情報活用能力の育成」「主体的で対

話的で深い学びの実現」「有効な合理的配慮の実現」などの取り組みを続けます。 

キ  学校・家庭・地域社会が連携し，ともに歩む教育の推進 

小中学校，高等学校，特別支援学校，大学の関係者による，「教育サミット」や地域

の中で活躍できる児童生徒を目指す「子どもサミット」を開催し，さらなる連携を図

ります。また，学校・家庭・地域社会が連携・協働し，「地域学校協働活動」の推進に

努めます。 

 

(3)  特別支援教育の充実 

わが国では「すべての国民が障害の有無にかかわらず，等しく基本的人権を享有す

るかけがえのない個人として尊重される」（障害者基本法）との理念のもとに，すべて
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の国民が障害の有無によって分け隔てられることなく，相互に人格と個性を尊重し合

いながら共生する社会の実現に向け，障害を理由とする差別の解消を推進することを

目的として，障害者差別解消法が施行されるなど法律が改正・整備されました。学校

教育においても一人一人の教育的ニーズに応じた適切な指導及び必要な支援を積極的

に推進し，インクルーシブ教育システムの構築に努めます。 

 

ア  個に応じた支援の充実 

必要に応じて個別の指導計画，個別の教育支援計画を作成し，個に応じて就学前か

ら就学後における切れ目のない支援体制構築に向けた取組を推進します。 

イ  支援のための環境整備 

特別支援学級や通級指導教室を計画的に整備します。また，一人一人の教育的ニー

ズに応じた教育課程の充実を図り，特別支援教育支援員等の適切な配置・活用を進め，

合理的配慮の提供に努めます。 

ウ  交流及び共同学習の推進 

共生社会の実現をめざし，児童生徒が障害の有無にかかわらず互いに認め合い，共

に成長し，自立していくことの大切さを学ぶために，交流及び共同学習を推進します。 

 

(4)  体育・健康・安全に関する指導の充実 

体育や保健の見方・考え方を働かせ，課題を見つけ，合理的な解決に向けた学習過

程を通して，心と体を一体として捉え，生涯にわたって心身の健康を保持増進し豊か

なスポーツライフを実現するための資質・能力を育てます。 

また，心身の発達段階に応じた健康教育を推進し，「調和のとれた食事，適切な運動，

十分な休養・睡眠」などの望ましい生活習慣を形成する力を育てます。 

 

ア  体育に関する指導の充実 

(ｱ)  児童生徒の体力の向上 

授業の充実と地域スポーツとの連携により，体力の向上を図ります。 

(ｲ)  スポーツ，部活動の充実 

・豊かなスポーツライフや文化活動を実現する基礎を培い，一人一人の児童生

徒がスポーツを「する人・観る人・支える（育てる）人」の視点を持ち，あ

らゆる諸活動を通して，スポーツ文化の精神を醸成します。 

・スポーツ，部活動のねらいや特性を踏まえた活動を重視し，科学的トレーニ

ングや適切な休養を大切にした活動を推進します。 

(ｳ)  オリンピック・パラリンピック教育の充実 

・オリンピック・パラリンピックを通してグローバルな視点でスポーツをとら

え，スポーツと生活の関連を学ぶ機会とします。 

・オリンピック・パラリンピック精神を理解し，障害のある人と障害のない人
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が，共にスポーツを楽しめる共生社会を目指します。 

イ  健康に関する指導の充実 

(ｱ)  健康教育の充実 

児童生徒が生涯にわたって健康で安全な生活を送るため，自分の健康に関心

をもち，健康を増進する意識を育て，健康教育の充実を図ります。 

(ｲ)  食育の推進と安全・安心な学校給食の提供 

・学校給食を通して食に関する指導を充実するため組織的に取り組み，学校・

家庭との連携を図ります。 

・「八千代市学校給食センター西八千代調理場」を拠点に，食育の推進を図り

ます。 

・「Yacchi’s Kitchen for Kids」を開催し，児童生徒の食育の推進を図ります。 

ウ  安全に関する指導の充実 

児童生徒が生涯にわたって健康で安全な生活を送るために，危険予知能力・回避能

力を育て，安全教育の推進を図ります。 

(ｱ)  八千代市小中学校危機管理マニュアルの活用 

(ｲ)  災害時学校対応マニュアルの活用 

(ｳ)  安全教育の充実（地域安全マップづくり等） 

(ｴ)  消防本部と連携した「児童生徒の防火・救命体験促進計画」の推進 

 

 

２  少年自然の家の運営 

集団宿泊活動や自然体験活動等を通して，豊かな情操を養うとともに，心身ともにたく

ましい児童生徒の育成を図ります。また，時代の変化及び価値観の多様化への対応に向け

た,事業内容の充実及び施設設備の整備を進めます。 

 

ア  体験的学習活動の支援 

利用団体の主体的活動を進めるための計画作りを支援し，自然を活用した多様な利

用に対応できるプログラムの開発に努めます。 

(ｱ)  教育課程に位置づけられた児童生徒の集団宿泊活動や自然体験活動に対す

る支援，及び長期休業中の部活動合宿の受け入れ 

(ｲ)  社会教育諸団体や関係機関の集団宿泊活動や自然体験活動に対する支援 

イ  市民の自然体験活動の支援 

(ｱ)  プラネタリウム一般公開 

(ｲ)  自然観察会（野草に親しむ会，星空を見る会，野鳥に親しむ会） 

(ｳ)  親子ふれあい自然体験教室 

(ｴ)  自然写真・スケッチ展 

(ｵ)  植物観察園や野鳥観察室の開放 
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３  青少年センターの運営 

青少年の健全育成と非行防止を図るため，関係諸機関，団体，民間有識者等と連携を図

り，健全育成と非行防止活動を総合的，計画的に実践するように努めます。 

 

ア  街頭補導活動 

青少年の非行や事故を未然に防ぐために，大型商業施設・ゲームセンター・公園等

を中心に巡回しながら，補導活動を行います。 

イ  青少年相談 

青少年の生活の乱れ等，非行防止に関する相談活動を行います。 

ウ  関係団体との連携 

(ｱ)  八千代市学校警察連絡委員会（学警連）との連携 

市内の小中学校・高等学校・八千代特別支援学校と八千代警察で組織し，児

童生徒の非行防止と被害防止について連携・協議し，児童生徒の健全育成を図

ることを目的として活動します。 

(ｲ)  八千代市青少年センター補導委員連絡協議会（八補連）との連携 

補導委員と学校・警察が情報交換を行いながら，街頭補導活動を行い，児童

生徒の健全育成や非行防止を図ります。また，広報紙「かけはし」を発行し，

活動報告や非行防止の啓発に努めます。 

エ  愛のひと声・通報運動の推進 

青少年の健全育成を図るため，地域の人々が子どもを温かく見守っていこうとする

「愛のひと声運動」を推進します。また，声かけが難しい場合や，不審者等の通報が

あった場合は関係機関と連携した迅速な対応に努めます。 

オ  青少年の健全育成のための環境づくり 

店舗での有害図書等の陳列の状態や自動販売機の設置等についての確認，また，八

千代警察署を中心に行っている，違法貼付・取り付けの広告物看板等の撤去・警告措

置に協力します。 
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文  化  財 

 

貴重な文化財を次代に継承し，郷土の歴史や文化に対する市民の理解と認識を深めるた

めに，文化財の調査研究に努めるとともに，保護と活用を図っていきます。 

 

１  文化財の保護と活用 

歴史や風土の中で育まれてきた貴重な有形や無形の文化財の調査と研究に努め，保護と

活用を図っていきます。また，発掘調査体制の整備・充実と出土文化財の適切な管理及び

保管施設の確保を図り，出土文化財の積極的な活用を進めていきます。 

 

ア  指定文化財の保護 

文化遺産や伝統芸能などの調査・研究を推進し，貴重な文化財は市の文化財に指定

し保護の強化を図っていきます。また，指定した文化財を次世代に継承していくため，

所有者や管理者との連携を深め，維持管理や後継者の育成に必要な経費の一部を補助

します。 

イ  文化財の普及・啓発 

文化財に関する情報の発信や啓発活動を充実し，市民の文化財に対する関心と理解

を高めていきます。また，読みにくくなった指定文化財の説明板の更新を進めます。 

ウ  埋蔵文化財の取扱いの確認の推進 

開発事業などにより埋蔵文化財が失われることがないように，関係機関との連携を

強化し，事前に取扱いの確認を通じて開発との調整を図ります。埋蔵文化財の実態を

把握するために，試掘調査を実施します。 

エ  埋蔵文化財の調査の実施 

遺跡の実態を把握するために，国や県の補助金を得て確認調査を実施します。発見

された遺跡の現状保存が不可能な場合には，発掘調査による記録保存を指導していき

ます。本整理事業が完了していない発掘調査の報告書刊行を推進します。また，発掘

調査体制の研究を進め，整備・充実を図っていきます。 

オ  出土文化財の保存管理と活用 

出土文化財の適切な管理と保存に努め，展示会・発表会や学校教材などへ積極的に

活用し，市民に公開していきます。また，保存・管理・活用の一元化の研究を進め，

保管施設の確保を図っていきます。 
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２  郷土博物館の運営 

八千代市を中心とした自然・歴史・文化・産業等に関する資料の収集・保管・管理・調

査を行い展示や諸事業を行うとともに，受け継がれた無形・有形の文化財等の博物館資料

を，市民に公開し，未来に継承します。 

 

ア  地域の資料等の保存・継承 

失われつつある地域の行事や道具，出土品等の文化財について，収集・保管や記録

作成を行います。 

イ  常設展示の充実 

私たちが暮らす地域の自然・歴史・文化の全体像を明らかにし，その特色を理解し

ていただくために，常設展示の改善・充実に努めます。 

ウ  企画展の開催 

八千代の自然・歴史・文化及び市民のニーズに基づいた魅力ある企画展を開催しま

す。 

エ  市民学習の支援 

子どもから成人までを対象とした各分野の講演会，体験講座や現地の観察会を開催

し，地域の自然・文化財・史跡・伝統技術等の学びを支援します。 

オ  学校教育との連携 

市内の小中学校の出前授業や見学等に，収蔵する実物資料を活用し，児童生徒の理

解を促進させる効果的な授業づくりに向けて支援を行います。 

カ  地域の諸団体との連携 

関係機関・大学・市民団体・企業や同好会，特に公民館や図書館等と連携し，地域

の活性化・振興に向けた事業を開催します。 

 

 



Ⅲ　平成３０年度予算と事業内容

□教育総務課 　

細事業名称
３０年度当初

予算額（千円）
２９年度当初

予算額（千円）
増減額

（千円）
増減率　（％） 内　　　　　　容

教育委員会運営
事業

2,977 2,952 25 0.8 % 教育委員会の会議運営,顕彰等を行
う。

・教育委員会の開催

・総合教育会議の開催

・教育功労者表彰

　

総務管理事業 4,652 4,448 204 4.6 % 教育施策の調整及び職員人事，教育行
政の総括事務を行う。

教育委員会庁舎
管理事業

18,867 19,256 △389 △2.0 % 教育委員会の庁舎の施設･設備の管理
を行う。

小学校管理事業 270,432 270,168 264 0.1 % 小学校の学校運営に必要な維持管理を
行う。

・施設，設備の維持補修
・学校環境の整備

　 　
小学校教育振興
事業

47,995 49,134 △1,139 △2.3 % 小学校教育に必要な各種教材等の整備
を行い，教育の振興を図る。

小学校施設整備
事業

1,020,257 248,594 771,663 310.4 % 小学校の施設改修等を行う。

・校舎,屋内運動場,プール,運動場等
  の営繕工事
・都市再生機構が立替施行した施設
  及び用地の買収

・ＰＦＩ手法で整備した施設及び
  用地の買収

・普通教室等空調設置ＰＦＩ導入
  可能性調査

中学校管理事業 146,844 145,086 1,758 1.2 % 中学校の学校運営に必要な維持管理を
行う。

・施設，設備の維持補修
・学校環境の整備

中学校教育振興
事業

29,993 29,084 909 3.1 % 中学校教育に必要な各種教材等の整備
を行い,教育の振興を図る。

中学校施設整備
事業

383,600 30,298 353,302 1,166.1 % 中学校の施設改修等を行う。

・校舎,屋内運動場,プール,運動場等
  の営繕工事

・都市再生機構が立替施行した施設
　の買収

・普通教室等空調設置ＰＦＩ導入
  可能性調査

合　　　計 1,925,617 799,020 1,126,597 141.0 % 
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細事業名称
３０年度当初

予算額（千円）
２９年度当初

予算額（千円）
増減額

（千円）
増減率　（％） 内　　　　　　容

文化財保護普及事業 7,233 7,342 △109 △1.5 % 市内に残る文化財を保護するための調
査及び普及のための啓発等を行う。

・文化財審議会の開催

・文化財の保存管理と保護啓発
・埋蔵文化財の所在確認，試掘調査

・埋蔵文化財の発掘調査等

・市指定文化財保護補助金

不特定・公共事業埋蔵文
化財調査事業

2,010 1,763 247 14.0 % 不特定調査及び公共事業関連の埋蔵文
化財の調査を行う。

・不特定遺跡発掘調査及び整理
 （県費補助事業）

・公共事業関連遺跡発掘調査及び
　整理

民間開発等埋蔵文化財調
査事業

24,726 29,996 △5,270 △17.6 % 
民間開発等の埋蔵文化財の発掘調査を
行う。

合　　　計 33,969 39,101 △5,132 △13.1 % 

□郷土博物館 　

細事業名称
３０年度当初

予算額（千円）
２９年度当初

予算額（千円）
増減額

（千円）
増減率　（％） 内　　　　　　容

郷土博物館運営事業 6,939 7,919 △980 △12.4 % 市民が郷土の歴史や文化について興
味・関心を深め，市民の博物館として
文化の創造と継承を行い，地域の活性
化に役立つ事業を行う。

・常設展示「新川流域の自然と人々と
　のかかわりの変遷」
・企画展の開催
・各種主催講座の開催
・博物館報等の発行
・学校教育との連携
・収蔵資料収集，整理，調査研究及び
　管理・継承
・博物館協議会の開催
・地域の諸団体との連携

郷土博物館維持管理事業 6,739 6,991 △252 △3.6 % 施設･設備の維持管理を行う。

合　　　計 13,678 14,910 △1,232 △8.3 % 

□教育総務課（文化財班） 　
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□学務課 　 　

細事業名称
３０年度当初

予算額（千円）
２９年度当初

予算額（千円）
増減額

（千円）
増減率　（％） 内　　　　　　容

　
学校教育総務事業 5,733 4,927 806 16.4 % 学齢児童生徒の就学及び管理，学校の

管理運営，学校の設置及び廃止並びに
組織編制等を行う。

・通学区域審議会の開催

・学校適正配置検討委員会の開催

就学児童援助事業 16,261 12,996 3,265 25.1 % 就学困難な児童の学用品費等について
扶助することにより就学の援助を図
る。

・要保護及び準要保護児童援助費

・特別支援教育就学奨励費

就学生徒援助事業 25,126 22,562 2,564 11.4 % 就学困難な生徒の学用品費等について
扶助することにより就学の援助を図
る。

・要保護及び準要保護生徒援助費
・特別支援教育就学奨励費

合　　　計 47,120 40,485 6,635 16.4 % 

□少年自然の家 　

細事業名称
３０年度当初

予算額（千円）
２９年度当初

予算額（千円）
増減額

（千円）
増減率　（％） 内　　　　　　容

少年自然の家運営
事業

17,062 15,491 1,571 10.1 % 小中学校児童生徒の集団宿泊学習施設
として，自然探求や野外活動を通し
て，豊かな情操や社会性の育成を図
る。

・集団宿泊学習及び日帰り学習へ
  の支援

・自然体験学習への支援

・宿泊団体への給食の提供

・学校の施設利用に伴う送迎バスの
　運行
・プラネタリウムの公開，植物観察
　園，野鳥観察室の開放
・自然観察会，自然体験教室等の
  開催

少年自然の家維持
管理事業

21,199 28,569 △7,370 △25.8 % 施設･設備の維持管理を行う。

合　　　計 38,261 44,060 △5,799 △13.2 % 
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□指導課 　

細事業名称
３０年度当初

予算額（千円）
２９年度当初

予算額（千円）
増減額

（千円）
増減率　（％） 内　　　　　　容

教育振興事業 10,704 7,112 3,592 50.5 % 学校教育推進のための各種委員会の開
催及び教職員，児童生徒のための各種
事業の開催，助成等を行う。

・郷土読本等の作成
・子どもサミットの開催
・外国人児童生徒等の教育相談
・教育研究会補助金
・学校評議員制度の運営
・ＰＴＡ活動育成事業補助金

・いじめ防止対策

情操芸術教育振興
事業

1,527 1,549 △22 △1.4 % 児童生徒の主体的な発表活動や表現活
動，芸術鑑賞を通し，情操の涵養を図
る。

・小中学校音楽会及び美術展の開催

外国語指導助手
派遣事業

33,425 31,221 2,204 7.1 % 外国語教育の充実及び国際理解・国際
交流の進展を図る。

・小学校への英語活動助手の配置
・中学校への外国語指導助手の派遣

　

特別支援教育振興
事業

60,839 52,384 8,455 16.1 % 
特別支援教育及び特別支援学級等の理
解と推進を図る。

・教育支援委員会の開催

・特別支援学級児童生徒，教職員，
　保護者の交流会等の開催
・特別支援学級介助員の配置
・特別支援教育支援員の配置

読書教育推進事業 11,100 10,802 298 2.8 % 読書教育の推進を図る。

・学校司書の配置
・読書感想文コンクールの実施

教育研修事業 813 743 70 9.4 % 教職員の資質向上を図るための各種研
修会等を行う。

・各種研修会の実施

・公開研究会の開催

八千代こども国際平和文
化事業

7,161 6,330 831 13.1 % 八千代こども国際平和文化基金の主旨
に基づく事業を行う。

・小学５年生，中学２年生を対象
  とした国際平和作文コンクール
  の実施
・八千代こども親善大使のバンコク
  派遣
・バンコクこども親善大使の受け入れ
・親善大使国際平和展の開催
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□指導課 　

細事業名称
３０年度当初

予算額（千円）
２９年度当初

予算額（千円）
増減額

（千円）
増減率　（％） 内　　　　　　容

適応支援センター運営
事業

2,849 2,925 △76 △2.6 % 不登校児童生徒の学校復帰を目指し，
体験活動を重点とした支援・援助を行
う。

・スクールカウンセラーの配置
・体験活動の充実
・適応支援のあり方等の調査研究
・訪問相談員の派遣

適応支援センター維持管
理事業

3,554 1,309 2,245 171.5 % 適応支援センターの施設･設備の維持
管理を行う。

小学校理科教育等振興
事業

2,177 2,161 16 0.7 % 科学的な知識・技能等を習得し，創造
力を養うため，理科教育等の充実を図
る。

・理科支援員の派遣

中学校理科教育等振興
事業

794 794 0 ― 科学的な知識・技能等を習得し，創造
力を養うため，理科教育等の充実を図
る。

合　　　計 134,943 117,330 17,613 15.0 % 

□教育センター 　

細事業名称
３０年度当初

予算額（千円）
２９年度当初

予算額（千円）
増減額

（千円）
増減率　（％） 内　　　　　　容

教育活動調査研究事業 466 748 △282 △37.7 % 教育活動に関する調査研究，教職員の
研修並びに教育相談等を行う。

　 ・教育活動調査研究
・夏季実技研修会の実施

　 　 　 ・教育相談
・初若年研修会の実施

コンピュータ教育事業 278,265 1,303 276,962 21,255.7 % 
小中学校における情報教育の支援と充
実を図る。

・各種コンピュータ研修会の実施
・第３期教育振興基本計画に対応した
　ＩＣＴ環境整備及び教育用ネット
　ワークの管理
・学習ソフト等の整備

小学校コンピュータ教育
事業

39,371 71,486 △32,115 △44.9 % 小学校のコンピュータ及び関連機器の
運用管理を行う。

　 ・コンピュータ機器の借上
・コンピュータ及び関連機器の保守

　 　 　 ・学習ソフト等の整備
・小学校システムハードウェア保守
  業務
・更新ソフトウェア借上
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□教育センター 　

細事業名称
３０年度当初

予算額（千円）
２９年度当初

予算額（千円）
増減額

（千円）
増減率　（％） 内　　　　　　容

中学校コンピュータ教育
事業

19,638 35,499 △15,861 △44.7 % 中学校のコンピュータ及び関連機器の
運用管理を行う。

・コンピュータ機器の借上
・コンピュータ及び関連機器の保守
・学習ソフト等の整備
・中学校システムハードウェア保守
  業務
・更新ソフトウェア借上

合　　　計 337,740 109,036 228,704 209.8 % 

細事業名称
３０年度当初

予算額（千円）
２９年度当初

予算額（千円）
増減額

（千円）
増減率　（％） 内　　　　　　容

青少年センター運営事業 1,762 1,646 116 7.0 % 　青少年の非行防止と健全育成を図
る。

・青少年の補導パトロール及び相談
・青少年問題に関する資料の収集
・非行防止の広報，環境浄化活動
・青少年健全育成通報運動

・学校警察連絡委員会活動

　 ・青少年センター補導委員連絡協議会
  への活動支援

合　　　計 1,762 1,646 116 7.0 % 

□保健体育課 　

細事業名称
３０年度当初

予算額（千円）
２９年度当初

予算額（千円）
増減額

（千円）
増減率　（％） 内　　　　　　容

小学校保健事業 0 38,297 △38,297 　　　　皆減 児童の健康保持及び学校の環境衛生・
安全の充実を図る。

【学校保健事業へ組替】 ・児童の健康診断
・環境衛生検査

・独立行政法人日本スポーツ振興セン
　ター共済事業

就学児童給食費等援助事
業

19,290 18,482 808 4.4 % 就学困難な児童の給食費・医療費につ
いて扶助することにより就学の援助を
図る。

中学校保健事業 0 15,353 △15,353 　　　　皆減 生徒の健康保持及び学校の環境衛生・
安全の充実を図る。

【学校保健事業へ組替】 ・生徒の健康診断

・環境衛生検査

・独立行政法人日本スポーツ振興セン
　ター共済事業

□青少年センター
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□保健体育課 　

細事業名称
３０年度当初

予算額（千円）
２９年度当初

予算額（千円）
増減額

（千円）
増減率　（％） 内　　　　　　容

就学生徒給食費等援助事
業

15,753 16,534 △781 △4.7 % 就学困難な生徒の給食費・医療費につ
いて扶助することにより就学の援助を
図る。

学校保健事業 134,703 80,298 54,405 67.8 % 
児童生徒，教職員の健康管理及び学校
給食衛生管理の基準を踏まえた衛生指
導等を行う。

・健康管理のための各種検査の実施

・衛生指導研修会等の実施
・通学路安全対策
・スクールバスの運行
・ＡＥＤを導入した救急法の普及
・学校給食センター受配校給食
  配膳員の配置

・日本スポーツ振興センター共済掛金

学校体育事業 3,523 3,681 △158 △4.3 % 学校体育の質的向上を目指し，学校生
活全体を通して，体育活動の推進を図
る。

・小中学校総合体育祭の開催
・小学校集うスポーツ交流会の開催
・教職員の体育実技研修会等の実施

学校給食費徴収管理事業 8,866 9,642 △776 △8.0 % 
学校給食費を市への直接納付で行うこ
とにより，徴収の適正化等を図る。

単独給食校運営事業 147,009 152,321 △5,312 △3.5 % 単独給食校の賄材料の調達及び給食施
設・設備の整備を行い，学校給食の充
実向上を図る。

・単独給食校（大和田小，阿蘇小，新
　木戸小，萱田小の４校）の学校給食
　事業

・調理，衛生管理用備品の整備
・調理場の施設，設備等の維持管理

合　　　計 329,144 334,608 △5,464 △1.6 % 

　

細事業名称
３０年度当初

予算額（千円）
２９年度当初

予算額（千円）
増減額

（千円）
増減率　（％） 内　　　　　　容

給食センター業務
事業

1,358,627 1,368,363 △9,736 △0.7 % 村上・西八千代両調理場における学校
給食事業の実施に伴う賄材料の調達，
施設・設備等の整備，調理及び配送に
係る給食事業を行い，学校給食の充実
向上を図る。

・調理，衛生管理用備品等の整備
・調理場の施設，設備等の維持管理
・学校給食残菜等リサイクル事業
  の推進

合　　　計 1,358,627 1,368,363 △9,736 △0.7 % 

□学校給食センター
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教育委員会事務局及び教育機関 
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