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は じ め に 

 

八千代市教育委員会 

教育長 小 林 伸 夫 

 

 近年，急速に進むグローバル化や高度情報化は，国際競争の激化をもたらしつつ，我が国

の経済社会の構造を大きく変えています。また，近い将来には，ＩｏＴや人工知能の進化等

により，現在人間が行っている多くの仕事が機械により代替されると予想されるなど，その

変化がますます加速しています。一方で気候変動による異常気象，自然環境の破壊や汚染，

経済成長による格差の広がりなどの課題も明確になっています。 

 学校教育におきましてもＩＣＴの活用やプログラミング教育，ＳＤＧｓ（持続可能な開発

目標）の推進が急務となっています。また，新学習指導要領では，社会に開かれた教育課程

の実現に向け，主体的・対話的で深い学びの実現に向けた授業改善やカリキュラムマネジメ

ントの充実が示され，各学校においては，教育課程全体を通じた質の高い学びを実現するこ

とが求められています。 

 八千代市は「未来を拓き，豊かに生きる人間を育む」ことを教育目標として掲げ，現代的・

社会的な課題に対してグローバルな視野に立ち，自らの課題を見出し，課題解決に向けて行

動できる，持続可能な社会の創り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「子どもたちのよさや可能性を引き出し伸ばす

教育」と「教育を核とした持続可能な地域社会の構築」の実現に向け，教育環境の充実がよ

りよい社会を創るという理念，持続可能な社会の創り手を育て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

るとともに，各学校においても子どもたちが活躍する場面を積極的に取り入れていきます。 

また，ＥＳＤ（持続可能な開発のための教育）の推進拠点としてユネスコスクールの加盟

を促進していきます。全小学校では外国語活動や外国語科の充実を図り，グローバル社会を

生き抜く力の育成をめざしており，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



ョン学習を実施し，多様な学びの実現を目指す取組も工夫していきます。 

 本市が目指す教育の実現のためには，教育に対する情熱と使命感をもち，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。そして，ユネ

スコが定める「教師の日（10月 5日）」を推奨し，教職員としての誇りをもつ日とします。   

さらに，学校と教育委員会が一体となって教職員の働き方改革を実践していきます。 

 また，生涯学習におきましては，我が国が迎えようとしている「人生 100年時代」を豊か

に生きるための，誰もが生涯にわたって，あらゆる機会や場所で学習することができ，その

成果を適切に生かすことができる「いつでも，どこでも，だれでも」学べる社会の実現が重

要です。 

 本市におきましては，昨年度組織機構改革が行われ，生涯学習部門を市長部局から教育委

員会に移管しました。これにより市民にとってわかりやすい組織となり，家庭教育，学校教

育，社会教育という，切れ目ない体制のもと，理念の具現化が容易となりました。誰もが生

涯を通じて質の高い学習に取り組むことができ，その成果を生かすことができる社会の実現

はＳＤＧｓの目標４「質の高い教育をみんなに」につながるものであり，その実現のため，

情報の提供による学習支援体制を進め，生涯学習に関する施策を総合的・効率的に推進しま

す。 

 さらに，市民の自主的な文化芸術活動への支援を実施し，文化芸術団体やグループ及びそ

の活動を支える人材の育成と活動機会の提供に努めます。 

 また，貴重な文化財を次代に継承していくために，郷土の歴史や文化に対する市民の理解

と認識を深めるとともに，文化財の調査・研究に努め，その保護と活用を図ります。 

 市民のスポーツ・レクリエーションに関する自発的な活動や体育協会をはじめ各種スポー

ツ団体，地域スポーツクラブの活動の支援に努めます。また，指導者やボランティアの育成・

確保を図り，広く市民がスポーツ・レクリエーションを行うことができるよう推進体制を確

立し施設の充実に努めます。 

 そして，青少年自らが自己目的を実現するために積極的に社会参加し，自立した人間とし

て必要な判断力，実行力及び豊かな感性を身につけられるよう，家庭，学校，関係機関及び

地域住民との連携を図りながら，青少年健全育成施策を計画的・総合的に推進します。 

 八千代市教育委員会は，学校，家庭，地域，団体及び関係機関と連携を図りながら，学校

教育・生涯学習に取り組んでまいりますので，皆様のご理解とご協力をお願いいたします。 



 

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２９年度～令和元年度  「防災について」   

令和２年度～「SDGｓ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，教育を核とした持続可能な地域社 

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，各校共通のテーマを設定している。  

  平成２９年度 「学力向上」   平成３０年度 「学力向上（英語教育）」  

  令和元年度  「学校組織マネジメント」  

【構成員】 

市内小中学校長並びに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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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。  



2 

 

 

 

 児童生徒数，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） 

  

義務教育 

（人） （人） 

（各年度5月1日現在） 

（各年度5月1日現在） 

11,266 11,138 11,020 10,902 10,705 

5,275 5,370 5,264 5,070 5,032 
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特別支援教育の状況 （令和元年5月1日現在） 

特別支援学級 学級数  通級指導教室 指導教室数 

知  的 
小 22 言語 小 4 

中 10 
LD・ADHD 

小 7 

言  語 
小 1 中 2 

中 0 

自閉症・情緒 
小 10 

中 6 

 

 学校給食の実施状況 （令和元年度）     少年自然の家利用状況 （令和元年 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 

48校 

4,960人 

小・中学校 

7校 

359人 

 

一般（個人） 

（市内）809人 

（市外）168人 

計  977人 

 

小・中学校 

46校 

（市内）4,673人 

（市外）  0人 

 計  4,673人 

  中 

 学 11 

 校 校 

 

センター方式 11校 

 

一般団体 

6団体 

308人 

一般団体 

20団体 

1,086人   

 

 主なコンクール応募数 （令和元年度） 

 応募数  応募数 

プレゼンテーションコンテスト 
小  60点 

学校スケッチ展 
小 1,030点 

中  12点 中 301点 

科学作品展 
小 194点 

子ども美術展 
小 699点 

中  78点 中 551点 

 

児童生徒の体力・運動能力  （令和元年度調査） 

 握 
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 （ｋｇ） （回） （ｃｍ） （点） （回） （秒） （ｃｍ） （ｍ） 

小
学
校
３
年 

男 
市 13.20 

 

 

19.22 

 

33.68 

 

38.56 

 

39.72 

 

9.81 

 

142.47 

 

15.84 

 県 13.41 17.36 30.58 36.38 37.52 9.93 138.70 15.73 

女 
市 12.80 16.95 38.18 36.09 28.50 10.25 133.90 10.06 

県 12.51 16.22 33.69 34.74 29.11 10.28 131.12 9.80 

小
学
校
６
年 

男 
市 22.38 23.40 40.97 48.75 62.18 8.44 173.06 29.18 

県 21.20 23.67 39.49 48.08 64.60 8.64 172.06 26.44 

女 
市 20.59 21.88 47.29 45.61 47.59 9.03 161.15 17.43 

県 20.10 21.76 43.20 45.23 51.92 9.02 161.81 16.14 

中
学
校
３
年 

男 
市 35.15 30.97 55.34 56.52 99.59 7.52 215.18 23.75 

県 33.99 29.77 50.25 55.38 92.70 7.44 212.05 22.67 

女 
市 26.40 27.25 52.59 49.18 63.20 8.61 178.45 13.65 

県 25.45 26.08 50.76 48.34 60.53 8.57 174.75 13.89 
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「全国学力・学習状況調査」結果の概要  （令和元年度） 

 

（１） 小学校 

 

小学校 八千代市 全国 

国語 64 64 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

小学校 八千代市 全国 

算数 66 67 

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 

※表内の数字は小数第１位を四捨五入した平均正答率 ※表内の数字は小数第１位を四捨五入した平均正答率 

全国（公立）を標準偏差100とした場合の相対値 

80

85

90

95

100

105

110

国語への

関心・意欲・…

話す・聞く能力

書く能力

読む能力

言語についての

知識・理解・…

選択式

短答式

記述式

国語

全国 八千代市

90
92
94
96
98
100
102
104

数学的な考え方

数量や図形につ

いて

の技能

数量や図形につ

いて

の知識・理解

選択式

短答式

記述式

算数

全国 八千代市

70

75

80

85

90

95

100

105

110

115

生活習慣

学習習慣

自尊感情

規範意識地域・社会への関心

国語への関心

算数への関心

全国 八千代市

意識調査 
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（２） 中学校 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中学校 八千代市 全国 

国語 73 73 

中学校 八千代市 全国 

数学 59 60 

中学校 八千代市 全国 

英語 58 56 

全国（公立）の平均正答率を100とした場合の相対値 

90
92
94
96
98
100
102
104

国語への

関心・意欲・態度

話す・聞く能力

書く能力

読む能力

言語についての

知識・理解・技能

選択式

短答式

記述式

国語

全国 八千代市

90
92
94
96
98
100
102
104

数学的な見方や

考え方

数学的な技能

数量や図形につ

いて

の知識・理解

選択式

短答式

記述式

数学

全国 八千代市

70

80

90

100

110

120

外国語表現の

能力

外国語理解の

能力

言語や文化に

ついての

知識・理解

選択式

短答式

記述式

英語（参考値）

全国 八千代市

全国（公立）の平均正答率を100とした場合の相対値 

※表内の数字は小数第１位を四捨五入した平均正答率 ※表内の数字は小数第１位を四捨五入した平均正答率 

全国（公立）の平均正答率を100とした場合の相対値 

※表内の数字は小数第１位を四捨五入した平均正答率 

意識調査 

全国（公立）を標準偏差100とした場合の相対値 

70

80

90

100

110

120
生活習慣

学習習慣

自尊感情

規範意識

地域・社会への関心

国語への関心

数学への関心

英語への関心

全国 八千代市
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 総合生涯学習プラザ利用状況  

  利用者数 

プール・ジム  92,010人 

アリーナ  17,169人 

クラブハウス   1,223人 

多目的ホール   5,671人 

第１・２研修室   5,554人 

情報提供コーナー   3,683人 

計 125,310人 

 

 公民館利用状況  

 主催事業 
登録 

サークル 
一般団体 行政各課 

行政支援

団体 
その他 計 

大和田公民館 
利用回数 15回 248回 168回 1回 24回 0回 456回 

延べ人数 221人 2,578人 2,314人 8人 273人 0人 5,394人 

阿蘇公民館 
利用回数 34回 214回 106回 1回 26回 9回 390回 

延べ人数 512人 2,224人 971人 15人 235人 45人 4,002人 

高津公民館 
利用回数 34回 291回 178回 1回 31回 0回 535回 

延べ人数 719人 2,970人 1,498人 14人 377人 0人 5,578人 

勝田台公民館 
利用回数 53回 418回 333回 40回 5回 0回 849回 

延べ人数 1,006人 4,592人 2,173人 485人 95人 0人 8,351人 

八千代台 

公民館 

利用回数 35回 564回 470回 16回 77回 0回 1,162回 

延べ人数 782人 6,448人 4,956人 365人 961人 0人 13,512人 

村上公民館 
利用回数 35回 555回 251回 3回 87回 0回 931回 

延べ人数 678人 5,966人 1,990人 37人 1,192人 0人 9,863人 

睦公民館 
利用回数 44回 166回 150回 64回 7回 0回 431回 

延べ人数 853人 1,395人 1,458人 1,201人 124人 0人 5,031人 

八千代台 

東南公民館 

利用回数 12回 437回 459回 10回 35回 0回 953回 

延べ人数 278人 5,286人 4,890人 195人 652人 0人 11,301人 

緑が丘公民館 
利用回数 22回 928回 694回 63回 35回 0回 1,742回 

延べ人数 599人 14,660人 7,926人 2,047人 838人 0人 26,070人 

計 
利用回数 284回 3,821回 2,809回 199回 327回 9回 7,449回 

延べ人数 5,648人 46,119人 28,176人 4,367人 4,747人 45人 89,102人 

 

 図書館利用状況  

 個人貸出冊数 新規登録者数 

中央図書館 250,423冊 1,742人 

大和田図書館  47,814冊   111人 

八千代台図書館  62,848冊   225人 

勝田台図書館  68,666冊   242人 

緑が丘図書館 175,626冊   797人 

計 605,377冊 3,117人 

 

  

生涯学習 （令和元年9月末日現在） 
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郷土博物館事業 （令和元年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 鉄道と歩む八千代 

第 2回 戦争の記憶～太平洋戦争と八千代・房

総～ 

その他

の展示 

・特別展「くらしのうつりかわり展 ～昭和と平成のくらし～」 

・特別展「記念物 100年」展・「房総の記念物と特別史跡；千葉市加曽利貝塚」 

・「八千代の自然・文化財 11選」 

・「あの町この町」 

・季節展示 

 

 

 

講座等 

・古文書講座入門編（３回） 

・古文書講座初級編（４回） 

・篆刻講座 

・竹細工講座 

・和本づくり 

・多文化交流 in 八千代 

・やち博講座（３回） 

・やちよの民俗行事 

・企画展講演会（２回） 

・企画展展示解説（４回） 

・自然観察会（２回） 

・植物標本づくり講座（２回） 

・出前授業 

・子ども体験教室（３回） 

・博物館シアター 

・昔遊び体験 

・文化財散歩 

・昆虫観察会 

資料 収蔵資料数 45,718点 （内寄託 16,520点）  
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 市民会館利用状況  

 件数 利用者数 

大ホール   168件  63,284人 

小ホール   175件  29,381人 

会議室等 3,552件  58,071人 

計 3,895件 150,736人 

 

 八千代台文化センター利用状況  

 件数 利用者数 

ホール   370件  16,839人 

 

 勝田台文化センター利用状況  

 件数 利用者数 

ホール   164件  19,118人 

展示室   170件   8,768人 

音楽室   278件   7,039人 

スタジオ   513件   1,212人 

ステーションギャラリー    41件  21,982人 

計 1,166件  58,119人 

 

 市民ギャラリー利用状況  

 利用者数 

常設展示室  21,339人 

第1,2,3,4展示室  47,865人 

計  69,204人 

 

文化伝承館利用状況  

 利用者数 

主催事業  2,027人 

一般利用  3,903人 

見学・遊具利用  4,037人 

その他利用  933人 

計 10,900人 

 

  

市民文化 （令和元年12月末日現在） 
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文化財の保護と活用 （令和元年12月末日現在） 

項  目 内  訳 

所在及び取扱いの確認依頼への回答 122件（包蔵地内79件，包蔵地外 43件） 

試掘調査の実施 13件 

確認調査の実施 16件（市内遺跡13件，公共事業 3件） 

本調査の実施 4件（民間開発3件，不特定 1件） 

本整理の実施 2件（民間開発2件） 

発掘調査報告書の刊行 市内遺跡1冊，不特定1冊，民間開発 1冊 

埋蔵文化財通信「埋やちよ」発行 2回（41号，42号） 

文化財通信「財やちよ」発行 0回 

展示会等の開催 出土文化財展示会 1回 2日間 659人来場 

講座・講演会等の実施 4回 103人参加 

 

  

文 化 財 
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 体育館利用状況  

 利用者数 

総合運動公園体育館  118,414人 

八千代台近隣公園小体育館    8,425人 

勝田台中央公園小体育館   24,464人 

計  151,303人 

 

 庭球場利用状況  

 利用者数 

総合運動公園庭球場   39,264人 

萱田地区公園庭球場    6,528人 

村上第一公園庭球場   14,531人 

計  60,323人 

 

 野球場利用状況  

 利用者数 

総合運動公園野球場  12,999人 

萱田地区公園野球場   4,928人 

計  17,927人 

 

 広場・グラウンド利用状況  

 利用者数 

睦スポーツ広場   9,943人 

上高野多目的グラウンド   8,522人 

総合グラウンド  52,608人 

計  71,073人 

 

 

 

 

 

 

 ガキ大将の森キャンプ場利用状況 （令和元年12月末日現在） 

日帰り 宿泊 
計 

団体 個人 団体 個人 

29件 

997人 

4件 

24人 

11件 

320人 

13件 

68人 

57件 

1,409人 

 

スポーツ・レクリエーション 

青少年健全育成 

（令和元年12月末日現在） 
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Ⅱ 八千代市の教育課題と施策方針 

 

〔教 育 課 題〕 

 

義 務 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，ますます複雑なものになって

いくことが予想されます。このような時代にあって，学校教育には，子どもたちが様々な

変化に積極的に向き合い，他者と協働して課題を解決していくこと，情報を再構成するな

どして新たな価値につなげていくこと，複雑な状況変化の中で目的の再構築ができること

などが求められています。 

小学校では今年度から，中学校では来年度から全面実施となる新学習指導要領では，基

本方針として，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

ことが目指されています。その際，子どもたちに求められる資質・能力を社会と共有し連

携する「社会に開かれた教育課程」を重視すること，知識の理解の質を更に高め，確かな

学力を育成すること，道徳教育の充実，体験活動の重視，体育・健康に関する指導の充実

により豊かな心や健やかな体を育成することが示されています。 

また，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，全ての教科等において情報技術を適切に活用した学習活動

の充実が求められています。 

 

生 涯 学 習 

 

科学技術の進歩や少子高齢化の進行，情報化や国際化の進展など私たちを取り巻く社会

情勢は，急速に変化し，市民の生涯学習に対するニーズもますます多様で高度なものにな

っています。 

このような学習ニーズに対応するためには，生涯にわたりそれぞれに適した学習機会を

選択して学ぶことができ，その成果が適切に評価されるような社会，すなわち「生涯学習

社会」を構築していくことが肝要となります。 

生涯学習関係施設の充実を図ることで，学習機会の提供や人材の育成，情報提供等によ

り学びの環境を整えるとともに，学びを通した市民の交流や学習成果の地域還元の促進，

生涯学習推進体制の整備を図るなど，生涯学習に関する施策を総合的・効率的に推進して

いく必要があります。 

今日，博物館の果たすべき役割は市立博物館としての基本である学校との連携や市民の
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学習活動の支援等，従来の社会教育機関である役割に加え，観光，まちづくり，国際交流，

福祉，産業等の部局との連携に配慮することが求められ，多分野での活動が期待されてい

ます。 

 

市 民 文 化 

 

近年，ライフスタイルや社会情勢が大きく変化してきており，市民の価値観は物の豊か

さに加え，心の豊かさを求める傾向にあり，市民が主体的に文化芸術に触れ，活動するこ

とができる環境の整備が求められています。 

本市には，芸術文化協会などの文化並びに芸術に取り組む団体が数多くあり，幅広い分

野にわたり文化芸術活動が活発に行われています。 

こうした活動は，個性と魅力あるまちづくりや市民の一体感の醸成に欠かせない重要な

要素です。 

今後も，文化施設の充実を図るとともに，文化団体等の育成や支援をはじめ，市民主体

の文化芸術活動の活性化を促す環境づくりを進めていく必要があります。 

また，本市に残る伝承文化の継承や活動施設の提供，普及啓発のための主催講座などに

取り組んで行く必要もあります。 

 

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。 

 

スポーツ・レクリエーション 

 

今後のスポーツを推進する上では，市民の健康・体力づくりに対する関心の高まりやス

ポーツに対する市民ニーズの多様化に対応し，市民が生涯にわたってそれぞれの体力や年

齢，目的等に応じたスポーツ活動の環境づくりが必要と考えます。 

また，生涯にわたってスポーツに親しむためには，自らが体を動かして楽しむ「するス

ポーツ」だけではなく，スポーツを観戦して見て楽しむ「みるスポーツ」，スポーツ大会等

にボランティアとして参加して楽しむ「ささえるスポーツ」といった観点からのスポーツ

活動を促進することが求められています。 

そのためには，スポーツ施設の整備や有効活用を進めるとともに，スポーツ指導者，ス
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ポーツ関係団体，スポーツクラブなどの育成をはじめ，ライフスタイルに応じたスポーツ

の普及など，スポーツ活動の場と機会の充実を推進していく必要があります。 

また，２０２０年に開催される東京オリンピック・パラリンピックでは，大会機運の醸

成を図るため，競技種目の普及に努めるとともに，本市にゆかりのある選手の応援を行い

ます。 

 

青少年健全育成 

 

本市の次代を担う青少年が，国際的視野と豊かな情操を培い，自主性と社会性を備え，

健康で明るく心身ともに健やかに成長することは，市民すべての願いです。 

しかし，核家族化・少子化の進行，情報化の進展など，青少年を取り巻く社会環境は近

年著しく変化し，物質的な豊かさや生活の利便性が増す中，心のよりどころとなる社会体

験や自然体験などの機会が不足し，心の豊かさやたくましく生きる力が失われつつあり，

ニートやひきこもりなど社会生活を営む上で，困難を有する問題も生じています。 

また，近年の情報技術の発達による青少年に悪影響を及ぼす有害環境の浄化や，青少年

自らが積極的に社会参加し自立するための支援の情報提供など，健全な環境を整備してい

くためには，関係機関や団体，地域住民との連携により，地域力を高めていく必要があり

ます。 
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〔施 策 方 針〕 

 

義 務 教 育 

 

グローバル化の進展，絶え間ない技術革新等により，社会構造や雇用環境は大きく，ま

た急速に変化しており，未来の予測が困難な時代となっています。急激な少子高齢化が進

む中で成熟社会を迎えた我が国にあっては，一人一人が持続可能な社会の担い手として，

新たな価値を生み出していくことが期待されています。 

八千代市では，教育目標，学校教育重点目標を次のように定め，持続可能な社会とその

創り手の育成を目指します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

現代社会における様々な問題を，児童生徒一人一人が自らの問題として主体的に取り組

むＥＳＤ（持続可能な開発のための教育）の推進を通じて，「子どもたちのよさや可能性を

引き出し伸ばす教育」，「教育を核とした持続可能な地域社会の構築」を図り，ＳＤＧｓ（持

続可能な開発目標）の達成を目指していきます。 

具体的には，子どもたちに求められる資質能力を社会と共有し連携する「社会に開かれ

た教育課程」を重視し，主体的・対話的で深い学びの実現，言語能力の確実な育成，理数

教育の充実，伝統や文化に関する教育の充実，外国語教育の充実等を図ります。 

また，多様な体験活動や道徳教育・人権教育とともに，生徒指導体制や教育相談体制の

 

◆ 学 校 教 育 重 点 目 標 ◆ 

 

―ＥＳＤ（持続可能な開発のための教育）の推進― 

   ・子どもたちのよさや可能性を引き出し伸ばす教育 

   ・教育を核とした持続可能な地域社会の構築 

◆ 教 育 目 標 ◆ 

未来を拓き，豊かに生きる人間を育む 
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充実を図り，いじめの未然防止・早期発見に努めます。国際教育・外国語教育については，

外国の生活や文化・言語に関心を持たせるとともに，コミュニケーション能力の育成やグ

ローバル社会に対応できる人材の育成をイマ―ジョン学習等を通し推進していきます。体

育・健康・食に関する指導については，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や望ましい生活習慣の形成を目指します。安全・防災教育では，

自律的に安全な行動ができる態度や生き抜く力を育んでいきます。不登校児童生徒への対

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，よりよい教育環境の

整備等も計画的に行っていきます。 

 

(1)  安全安心な教育環境の整備 

①  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。  

②  学校施設の維持管理 

学校施設を適正に維持・管理し，快適な教育環境の提供に努めます。 

 

(2)  教育内容の充実 

新学習指導要領の趣旨を生かし，八千代市の教育目標「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。 

①  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。また，ＩＣＴ機器利

活用能力を高める研修会を実施します。さらに，千葉県・千葉市教員等育成指標に対

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。 

さらに，学校経営の充実，小中連携教育の一層の推進を図ります。 

②  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，「特別の教科 道徳」が教科化されたこ

とを受け，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。 

③  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，いじめの根絶を目指します。 
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④  国際教育・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を推進するために，ＳＤＧｓが掲げる１７の目標を教育課程（活動）に取り

入れ，ユネスコスクールの加盟申請を進めます。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。 

外国語教育の充実を図るため，特別な教育課程編成を行い，小学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が担任とともに行うイマージョン

学習等を進めます。 

⑤  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。 

⑥  学びの質を高め，情報活用能力を育むＩＣＴ利活用の推進 

児童生徒の情報活用能力を育成するとともに，主体的・対話的で深い学びの実現に

向けた授業改善を図るため，各教科等において，ＩＣＴを適切に活用した学習活動の

充実に努めます。また，校務の情報化推進による効率化・負担軽減を図り，結果とし

て教員が児童生徒と向き合う時間を確保し，「教育の質の向上」につなげます。 

さらに，ＩＣＴの特性を生かして，児童生徒の能力，特性等に応じた教育が実施で

きるよう，学校における教育用コンピュータの整備・更新を進めます。 

⑦  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「全ての国民が，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，全ての

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
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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。 

①  個に応じた支援の充実 

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

ける切れ目ない支援体制構築に向けた取組を推進します。 

②  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。 

③  交流及び共同学習の推進 

共生社会の実現を目指し，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・安全教育の充実 

体育や保健の見方・考え方を働かせ，主体的に課題を見つけ，解決に向けた対話的

な学習過程を通して，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。 

①  体育科教育の充実 

(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。 

また，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・

合理的な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。 

また，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

ない人が共にスポーツを楽しめる共生社会を目指します。 

②  健康教育の充実 

(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，また，思春期保健や病気の予防に対する
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正しい知識の習得及び薬物乱用防止教育など，現代の健康課題に対する指導を

行い，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 

学校給食を生きた教材として活用し，バランスの取れた食事の大切さや，食

品ロスを減らす取り組みが，持続可能な社会づくりに大切な視点であることを

踏まえた指導の充実を図ります。 

また，学校給食センター西八千代調理場を拠点に，「Yacchi’s Kitchen for 

Kids」を開催するなど，児童生徒の食育の推進を図ります。 

③ 安全教育の充実 

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・救命体験促進プラン」の推進 

 

(5)  体験的学習活動の支援  

自然の豊かな施設での集団宿泊活動，自然体験活動を通して，児童の豊かな情操及

び社会性の育成を支援します。 

  ※八千代市少年自然の家は令和２年度から当分の間休止します。 
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生 涯 学 習 

 

だれもが生涯を通じて質の高い学習に取り組むことができ，その成果を生かすことので

きる社会を実現するため，情報の提供による学習支援体制の充実を図り，学びを通した交

流と学習成果の地域還元を促進するとともに，生涯学習推進体制の整備を進め，生涯学習

に関する施策を総合的・効率的に推進します。 

 

(1)  多様なニーズに対応した学びの機会の提供 

①  ブックスタートの推進 

   満１歳までのお子さんがいる家庭を対象に，４か月児赤ちゃん広場等で絵本を贈る

ブックスタート事業を実施し，家庭での絵本を介した親子の言葉かけやスキンシップ

の大切さを伝えます。 

②  家庭教育の支援の充実 

子育てやしつけ等家庭教育のあり方を学ぶ機会として，家庭教育講演会を開催し，

家庭教育を支援します。 

③  市民カレッジの開催 

継続的な学習により，深い知識の習得と仲間づくりの促進を進める市民カレッジを

開催し，地域社会の活性化につなげます。 

④  公民館主催事業の充実 

子どもから高齢者まで幅広い世代を対象とした各種の講座・イベントを開催します。

また，関係機関等と連携し，多様な学習機会の提供に努めます。 

⑤  図書館主催事業の充実 

資料を活用した講座や親子で参加できるイベントのほか，児童対象のおはなし会や

講座などを充実させるとともに，図書館見学，職場体験学習など学校と連携した活動

を推進し，読書普及活動の充実を図ります。 

 

(2)  学習成果の発表と学びを通した交流の支援 

①  公民館まつりの開催 

サークルの学習成果の発表の場として，公民館まつりを開催し，地域との交流や生

涯学習の啓発を行います。 

 

(3)  団体活動の支援と学習成果の地域還元の促進 

①  ふれあい教室の充実 

   ボランティア指導者が物づくりや昔遊び等を通じて，知恵や技能を若い世代に伝え，

交流を深めるふれあい教室の充実を図るための支援を行います。 
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(4)  人材の養成・確保・活用の推進 

①  まちづくりふれあい講座の充実 

市職員が市民グループの講座等へ出向き，市の事業や施策について話をする，まち

づくりふれあい講座については，新たな講座の追加や実施期間の拡充などを担当部署

に働きかけるとともに，広報活動を推進します。 

②  生涯学習ボランティアの活用の推進 

各分野において知識・技能及び技術を有する人材を登録し，その知識等を学びたい

人に紹介することによって市民相互の生涯学習活動を支援し，生涯学習社会の実現を

図ります。 

 

(5)  様々な情報媒体を利用した情報提供の充実 

①  生涯学習情報提供システムの充実 

生涯学習情報提供システム「まなびネットやちよ」の情報を充実させ，様々な情報

の需要に応えます。 

②  市民の知的活動や創造的活動を支援するサービスの充実 

資料の充実を図り，資料提供，情報提供を通して，市民の日常的な読書から調査・

研究までの生涯学習活動を支援し，暮らしと仕事に役立つサービスを充実させます。 

   また，情報化時代に対応したサービスとしてホームページを活用し，情報発信を行

い，利用の拡大に努めます。 

 

(6)  生涯学習関係施設の整備・充実 

①  生涯学習関係施設の整備・改善 

生涯学習関係施設をより利用しやすくするために，必要な改善を行います。また，

施設の使用料，利用区分等の見直しを行うなど，有効活用の検討を進めます。 

 

(7)  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。 

①  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。 

②  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。 
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③  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。 

④  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・伝統技術等の多様な学びを支援します。 

⑤  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。 

⑥  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。 

⑦  多様な分野との連携による博物館事業 

高齢化社会の到来，外国人市民の増加，そしてオリンピック・パラリンピックの開

催の現状から，博物館が観光，福祉，国際交流等に果たすべき役割を検討・開催しま

す。 
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市 民 文 化 

 

市民の自主的な文化芸術活動への支援を実施し，文化団体やグループ及びその活動を支

える人材の育成と，活動機会の提供に努めます。また，市民の活動の拠点となる文化芸術

施設の活用・充実を図ります。 

 

(1)  文化活動の推進 

   市民の文化芸術活動を支援するとともに，「いつでも，どこでも，だれでも」気軽に

文化芸術に接する機会の充実を図ります。 

①  文化団体，グループ等の育成 

   八千代市文化振興事業や市民文化祭を開催し，市内の文化団体の育成と活動の支援

を行うとともに，市民が優れた文化芸術を学び鑑賞する機会の提供及び創作・発表す

る機会の充実を図ります。 

②  文化活動の機会の充実 

市民文化祭をはじめ，芸術鑑賞や体験型の事業等を積極的に取り入れ，子どもたち

をはじめ，多くの市民に芸術に接する機会を提供しております。今後も多くの市民に

参加していただけるよう，広報活動等を充実していきます。 

③  文化芸術情報の発信とネットワーク化 

   市内の文化団体との連携を図り，情報を共有していきます。 

 

(2)  文化芸術施設の活用・充実 

   市民の多様な文化活動のニーズに対応するため，施設の活用並びに自主事業の充実

に努めます。 

   また，市民の文化芸術活動の発表の場として，文化施設の利用を促進していきます。 

 

(3)  伝承文化の継承 

   伝承文化に関する主催講座の実施や伝承文化の活動を行うための施設の提供に取り

組んでいきます。 
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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・充実を図り，出土文化財の

適切な管理と積極的な活用を進めていきます。 

①  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。 

②  文化財の普及・啓発 

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発信するとともに，

関係機関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

高めていきます。また，既存説明板の更新を進めます。 

③  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。 

④  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。 

⑤  出土文化財の保存管理と活用 

出土文化財の適切な管理に努め，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ていきます。 
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スポーツ・レクリエーション 

 

市民のスポーツ・レクリエーションに関する自発的な活動や体育協会をはじめ各種スポ

ーツ団体・地域スポーツクラブの活動支援に努めます。また，指導者やボランティアの育

成・確保を図り，広く市民がスポーツ・レクリエーションを行うことができるよう，推進

体制の確立と施設の充実に努めます。 

 

(1)  スポーツ活動の推進 

２０２０年東京オリンピック・パラリンピックの開催や，市民の健康志向によるス

ポーツへの関心の高まりを受け，子どもから大人まで，それぞれのニーズに対応して

気軽に楽しめるスポーツ活動を推進します。 

①  健康・体力づくりを意識したスポーツ活動の推進 

市民の誰もがスポーツに親しめるよう，ライフステージやライフスタイルに応じて

気軽に参加できるスポーツ教室やイベントを開催します。また，優しいルールで手軽

にできるフロアカーリングやペタンク等，ニュースポーツの普及に努めます。 

②  地域スポーツ活動の推進 

スポーツ教室やスポーツ大会への市民参加を促進し，スポーツを核とした様々な交

流活動を推進するとともに，スポーツの情報を広報やちよや市ホームページ等を活用

して提供し，市民への幅広い参加を促進します。 

③  国内外スポーツ交流の推進 

諸外国や他県・他市町村とのスポーツ交流事業を推進します。 

④ 東京オリンピック・パラリンピックへの機運の醸成 

東京オリンピック・パラリンピックへの機運の醸成を図るため，競技種目の普及に

努めます。 

 

(2)  スポーツ環境の整備 

市民のさまざまなスポーツ活動に対応するため，専門的な知識を持ったスポーツ指

導員や体育協会等，スポーツ関係団体との連携・協力体制を図ります。 

①  スポーツ指導者の育成と活用 

子ども達にスポーツの楽しさを教えることのできるスポーツ指導者を育成するため，

スポーツ少年団やスポーツ関係団体等のスポーツ指導者を対象にしたスポーツ指導員

講習会を開催します。また，多様化する市民ニーズに対応するため，スポーツ推進委

員，体育協会等のスポーツ指導員と連携を図りながら，スポーツ研修会等を開催する

ことにより，スポーツ指導者の育成を図ります。 

②  スポーツ推進委員の資質の向上と活動の充実 

スポーツ推進委員が行うスポーツ推進施策やスポーツ教室・イベント等を支援しま

す。また，県などが開催するスポーツ研修会への積極的な参加を図り，スポーツ推進
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委員の資質の向上に努めます。 

③ スポーツ関係団体との連携 

市民のスポーツ活動を推進するため，体育協会，レクリエーション協会，スポーツ

推進委員及びスポーツ関係団体等との連携を図ります。 

 

(3)  スポーツ施設の充実 

市民にとって利用しやすいスポーツ活動の場を提供するため，スポーツ施設の有効

活用と適正管理を図ります。 

①  スポーツ施設の整備 

老朽化したスポーツ施設の改修や整備に当たっては，利用者の利便性を考慮し，誰

もが安心・安全に利用できる快適な施設の整備を目指し，改修工事や設備の充実を進

めます。 

②  スポーツ施設の活用 

利用者サービスの向上や利用しやすいスポーツ施設の運営を通じて，市民がスポー

ツに親しむ場の提供や利用の向上を図ります。 
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青少年健全育成 

 

青少年自らが自己目的を実現するために積極的に社会参加し，自立した人間として必要

な判断力，実行力及び豊かな感性を身につけるために，家庭・学校・関係機関等及び地域

住民との連携を図りながら，青少年健全育成施策を計画的・総合的に推進します。 

 

(1)  青少年学校外活動支援事業の推進 

青少年の健全育成を図るため，土曜日などの学校休業日に，体験活動の機会を提供

する地域組織を支援します。 

 

(2)  青少年団体指導者養成講座（友・遊・カレッジ）の実施 

子ども達を対象とする行事等が地域で行われるうえで，それを指導する地域の指導

者の資質の向上と増加が望まれています。それらを踏まえ，青少年育成事業に関わろ

うとする人たちが，地域社会活動に必要な基礎的知識や技術を身につけ，指導者とし

て活動できるよう青少年団体指導者養成講座「友・遊・カレッジ」を実施します。 

 

(3)  青少年活動の場の提供 

  野外での共同生活や自然体験活動等の人間的な成長に不可欠な「体験の場」として，

「ガキ大将の森」キャンプ場を提供し，少年の健全な育成を図ります。 

また，時代の変化及び価値観の多様化への対応を図ります。 

 

(4)  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。 

①  街頭補導活動 

青少年の非行や事故を未然に防ぐため，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。 

②  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。 

③  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署で組織し，

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，
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活動報告や非行防止の啓発に努めます。 

④  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。 

⑤  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。 

 



Ⅲ　令和２年度予算と事業内容

□教育総務課
　（単位：千円）

細事業名称 令和2年度 平成31年度 比較 内　　　　　　容

教育委員会運営事業 2,980 2,987 △7 教育委員会の会議運営,顕彰等に係る
事務。

・教育委員会の開催
・教育功労者表彰

　

総務管理事業 4,330 5,084 △754 教育施策の調整及び職員人事等，教育
行政の総括事務。

教育委員会庁舎管理事業 13,712 26,122 △12,410 教育委員会の庁舎の施設･設備の管
理。

小学校管理事業 278,215 258,265 19,950 小学校の学校運営に必要な維持管理。

・施設・設備の維持管理
・学校環境等の整備

　 　
小学校教育振興事業 47,820 47,050 770 小学校教育に必要な各種教材等を整備

し，教育の振興を図る。

・各種教材・学級用消耗品の購入

・図書，教材用備品の購入
　

小学校施設整備事業 557,834 159,162 398,672 小学校の施設改修等。

・校舎,屋内運動場,プール,運動場等
  の営繕工事
・村上北小学校屋内運動場屋根改修
　工事実施設計

・旧八千代台東第二小学校校舎等の
　解体工事

・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等の買収

中学校管理事業 145,661 142,427 3,234 中学校の学校運営に必要な維持管理。
・施設，設備の維持管理
・学校環境等の整備

中学校教育振興事業 32,003 32,572 △569 中学校教育に必要な各種教材等を整備
し,教育の振興を図る。

・各種教材・学級用消耗品の購入
・図書，教材用備品の購入

中学校施設整備事業 39,938 22,147 17,791 中学校の施設改修等。

・校舎,屋内運動場,プール,運動場等
  の営繕工事

・萱田中学校屋内運動場屋根改修工事
　実施設計

・都市再生機構が立替施行した施設
  の買収

合　　　計 1,122,493 695,816 426,677
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□学務課
　（単位：千円）

細事業名称 令和2年度 平成31年度 比較 内　　　　　　容

　
学校教育総務事業 2,354 4,605 △2,251 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
組織編制等小中学校の教育行政事務。

・通学区域審議会の開催

・学校適正配置検討委員会の開催

・学校の組織編成等

・校長会等の負担金

就学児童援助事業 23,581 20,948 2,633 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 28,254 27,760 494 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 54,189 53,313 876

□少年自然の家 　

細事業名称 令和2年度 平成31年度 比較 内　　　　　　容

少年自然の家運営事業 8,104 17,620 △9,516 自然探求や野外活動を通して，小学校
児童の豊かな情操や社会性の育成を図
る。

少年自然の家維持管理事業 10,521 21,902 △11,381 少年自然の家の施設･設備の維持管理
を行う。

合　　　計 18,625 39,522 △20,897
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□指導課
　（単位：千円）

細事業名称 令和2年度 平成31年度 比較 内　　　　　　容

教育振興事業 32,072 6,895 25,177 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。

・いじめ問題対策調査委員会等の開催
・郷土読本等の作成
・子どもサミットの開催
・科学作品展の開催
・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
・教師用教科書・指導書

情操芸術教育振興事業 1,834 1,546 288 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 44,862 37,730 7,132 外国語教育の充実及び国際理解・国際
交流の進展を図る。

・小学校への外国語教育指導助手の
  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 669 72,781 △72,112 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

・心理士の配置

読書教育推進事業 425 11,099 △10,674 読書教育の推進を図る。

・読書感想文コンクールの実施

教育研修事業 743 763 △20 教職員の資質の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

適応支援センター運営事業 547 3,048 △2,501 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
・適応指導のあり方等の調査研究

適応支援センター維持管理事業 887 1,020 △133 適応支援センターの施設･設備の維持
管理を行う。
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□指導課
　（単位：千円）

細事業名称 令和2年度 平成31年度 比較 内　　　　　　容

小学校理科教育等振興事業 1,584 2,193 △609 科学的な知識・技能等を習得し，工夫
創造の能力を養い，理科教育等の振興
を図る。

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，工夫
創造の能力を養い，理科教育等の振興
を図る。

合　　　計 84,417 137,869 △53,452

□教育センター 　

細事業名称 令和2年度 平成31年度 比較 内　　　　　　容

教育活動調査研究事業 302 3,390 △3,088 教育活動に関する調査研究及び教職員
の研修並びに教育相談等を行う。

　 ・教育活動調査研究

・夏季授業力向上研修会
・初任者研修会
・若年教員研修会

　 　 　 ・教育相談

コンピュータ教育事業 474,781 465,084 9,697 小中学校における情報教育の支援と充
実を図る。

・各種ＩＣＴ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

小学校コンピュータ教育事業
5,075 5,949 △874 小学校の教育ネットワークシステムの

運用と管理を行う。

中学校コンピュータ教育事業
2,546 3,002 △456 中学校の教育ネットワークシステムの

運用と管理を行う。

合　　　計 482,704 477,425 5,279

細事業名称 令和2年度 平成31年度 比較 内　　　　　　容

青少年センター運営事業 2,071 1,412 659 青少年の非行防止と健全育成を図る。
・青少年の補導及び相談

・青少年問題に関する資料の収集及び
  整備

・非行防止の広報活動

　 ・青少年センター補導委員連絡協議会
  補助金

合　　　計 2,071 1,412 659

□青少年センター
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□保健体育課
　（単位：千円）

細事業名称 令和2年度 平成31年度 比較 内　　　　　　容

就学児童給食費等援助事業 26,761 20,141 6,620 要保護及び準要保護児童に対する医療
費の助成及び準要保護児童に対する給
食費の助成を行う。

就学生徒給食費等援助事業 15,753 15,753 0 要保護及び準要保護生徒に対する医療
費の助成及び準要保護生徒に対する給
食費の助成を行う。

学校保健事業 90,430 134,038 △43,608 児童生徒・教職員の健康管理及び給食
目標達成に向けた衛生指導等を行う。

・各種健康診断の実施
・衛生指導研修会等の実施
・通学安全対策
・給食配膳員配置
・スクールバスの運行
・日本スポーツ振興センター共済掛金
・教職員のストレスチェック

学校体育事業 4,224 3,541 683 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
・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 9,611 10,937 △1,326 学校給食費の徴収管理業務。

単独給食校運営事業 118,014 137,000 △18,986 単独給食校の賄材料の調達及び給食用
備品等の整備を行い，学校給食の充実
向上を図る。

・大和田小学校
・阿蘇小学校
・新木戸小学校
・萱田小学校

給食センター調理場建設事業 3,997 25,660 △21,663 東八千代調理場等の整備を行う。

・ＰＦＩ事業実施に係る業務委託

合　　　計 268,790 347,070 △78,280

　

細事業名称 令和2年度 平成31年度 比較 内　　　　　　容

給食センター業務事業 1,391,912 1,363,934 27,978 西八千代調理場及び村上調理場におけ
る賄材料の調達，施設・設備等の整
備，調理及び配送に係る給食事業の実
施により，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

合　　　計 1,391,912 1,363,934 27,978

□学校給食センター
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□生涯学習振興課
　（単位：千円）

細事業名称 令和2年度 平成31年度 比較 内　　　　　　容

社会教育振興事業 355 421 △66 社会教育の振興を図るために各種事業
を展開し，地域の社会教育活動の支援
及び推進を行う。

・社会教育委員会議の開催
・家庭教育の推進
・視聴覚教育の推進

　

生涯学習振興事業 278 197 81 生涯学習社会の実現を目指し，市民の
様々な学習を支援し，その基盤整備を
図る。

・生涯学習審議会の開催
・まちづくりふれあい講座の実施
・ふれあい教室の開催

総合生涯学習プラザ運営管理
事業

181,600 180,071 1,529 総合生涯学習プラザ（文化・学習施
設，スポーツ・レクリエーション施
設）の運営管理。

青少年指導育成事業 3,715 3,878 △163 青少年健全育成のための環境づくりと
指導者及び団体の育成を図る。

・青少年団体指導者の養成
・青少年学校外活動実行委員会の支援
・成人式の開催
・各種青少年団体活動の支援

・青少年問題協議会の開催
・子ども憲章の推進

　 　
青少年交流事業 5,017 0 5,017 他市との交流を通して，青少年の育成

を図る。

・釧路市・八千代市少年少女スポーツ
  交流大会開催及び友好都市調印締結

青少年施設運営管理事業 2,961 2,976 △15 青少年に集い学びの場を提供する。

・ガキ大将の森キャンプ場の運営管理

合　　　計 193,926 187,543 6,383
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（単位：千円）

細事業名称 令和2年度 平成31年度 比較 内　　　　　　容

公民館運営事業 7,437 44,111 △36,674 学びの場，憩いの場，ふれあいの場と
して親しみやすい公民館を目指し，各
種事業を推進する。

・各種学級及び講座の開催

・公民館まつりの開催

・各種団体，サークルへの施設提供
　及び育成

・図書室の運営

公民館維持管理事業 62,081 45,855 16,226 公民館の施設・設備の維持管理。

合　　　計 69,518 89,966 △20,448

□八千代台東南公共センター 　

細事業名称 令和2年度 平成31年度 比較 内　　　　　　容

八千代台東南公共センター運営
事業

233 249 △16 市民のコミュニティ活動の場として，
八千代台東南公共センターの運営を行
う。

八千代台東南公共センター維持
管理事業

6,304 6,322 △18 八千代台東南公共センターの施設・設
備の維持管理。

合　　　計 6,537 6,571 △34

細事業名称 令和2年度 平成31年度 比較 内　　　　　　容

図書館運営管理事業 9,681 33,452 △23,771 大和田・八千代台図書館の運営管理。

緑が丘図書館運営管理事業 79,868 73,989 5,879 緑が丘図書館の運営管理。

中央図書館運営管理事業 180,031 218,765 △38,734 中央図書館の運営管理。

・子ども読書活動の推進
・ブックスタートの推進

勝田台図書館運営管理事業 36,175 29,680 6,495 勝田台図書館の運営管理。

合　　　計 305,755 355,886 △50,131

□八千代台東南公民館

□中央図書館
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□文化・スポーツ課
（単位：千円）

細事業名称 令和2年度 平成31年度 比較 内　　　　　　容

市民文化振興事業 58,971 60,442 △1,471 市民の各種文化事業を支援し，文化活
動の振興を図る。

・市民文化祭の開催
・文化団体への支援
・文化・スポーツ振興財団への支援

文化施設運営管理事業 172,998 171,457 1,541 市民会館・八千代台文化センター・勝
田台文化センターの運営管理。

　 　
市民ギャラリー運営管理事業 94,399 43,342 51,057 市民ギャラリーの運営管理。

スポーツ推進事業 26,921 28,079 △1,158 地域のスポーツ・レクリエーション活
動の推進。

・スポーツ推進審議会の開催

・スポーツ・レクリエーション大会
　の開催支援

・各種スポーツ団体の育成及び支援

・学校体育施設の開放
・睦スポーツ広場・上高野多目的
　グラウンドの管理運営

・スポーツ推進計画の策定

　

体育施設管理事業 159,559 157,442 2,117 有料公園施設及び総合グラウンドの運
営管理。

・八千代総合運動公園市民体育館
・八千代総合運動公園野球場
・八千代総合運動公園庭球場
・萱田地区公園野球場
・萱田地区公園庭球場
・村上第１公園庭球場
・八千代台近隣公園小体育館
・勝田台中央公園小体育館
・総合グラウンド

合　　　計 512,848 460,762 52,086

□文化伝承館

細事業名称 令和2年度 平成31年度 比較 内　　　　　　容

文化伝承館運営事業 382 639 △257 市内に伝わる伝統文化の保存及び伝承
活動を行う。

　

文化伝承館維持管理事業 1,424 2,598 △1,174 文化伝承館の施設・設備の維持管理。

合　　　計 1,806 3,237 △1,431

35



（単位：千円）

細事業名称 令和2年度 平成31年度 比較 内　　　　　　容

文化財保護普及事業 5,551 7,824 △2,273 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

・埋蔵文化財の所在の確認・試掘調査
　及び発掘調査等

・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

9,504 2,309 7,195 不特定・公共事業の埋蔵文化財の発掘
調査等を行う。

民間開発等埋蔵文化財調査事業 9,338 20,320 △10,982
民間開発等の埋蔵文化財の発掘調査を
行う。

合　　　計 24,393 30,453 △6,060

□郷土博物館 　

細事業名称 令和2年度 平成31年度 比較 内　　　　　　容

郷土博物館運営事業 2,449 7,050 △4,601 市民の郷土に対する理解・愛着を深め
る場としての郷土博物館の運営を行
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
・収蔵資料整理・調査及び管理

郷土博物館維持管理事業 6,905 6,743 162 郷土博物館の施設・設備の維持管理。

合　　　計 9,354 13,793 △4,439

□文化・スポーツ課（文化財班）
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