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１ 点検及び評価に当たって 

（１）趣旨 

「教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価」は，地方教育行政の組織及び

運営に関する法律第２６条の規定により行い，その内容を報告書としてまとめ，公表するも

のです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）評価の対象及び方法 

①対象   

「令和３年度 教育施策と事業概要」に掲げた施策を対象としています。 

②方法   

施策ごとに，担当課が令和３年度の実績及び今後の課題と取組について自己点検及び評

価を行いました。また，総合的な評価として，学識経験者から意見をいただきました。 

  評価は，以下の基準により「Ａ，Ｂ，Ｃ」の三段階で行いました。  

 

【評価基準】 

 Ａ： 達成できた。  

 Ｂ： おおむね達成できた。  

 Ｃ： あまり取り組めなかった。  

地方教育行政の組織及び運営に関する法律（抜粋） 
（教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価等）  

第２６条  教育委員会は，毎年，その権限に属する事務（前条第一項の規定により 

教育長に委任された事務その他教育長の権限に属する事務（同条第四項の規定に 

より事務局職員等に委任された事務を含む。）を含む。）の管理及び執行の状況 

について点検及び評価を行い，その結果に関する報告書を作成し，これを議会に 

提出するとともに，公表しなければならない。  

２  教育委員会は，前項の点検及び評価を行うに当たっては，教育に関し学識経験 

 を有する者の知見の活用を図るものとする。   
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（３）報告書の構成 

 ①教育委員会 

  教育長・教育委員名簿のほか，教育委員会会議の開催状況や審議内容，教育委員の活動 

状況について記載しています。 

 ②施策の点検・評価 

「令和３年度 教育施策と事業概要」に掲げた施策ごとに，実績及び今後の課題と取組 

を記載しています。また，各施策に対する担当課による自己評価を記載しています。 

 ③学識経験者の意見 

総合的な評価として，教育行政経験者から各施策に対する意見をいただき，その内容を 

記載しています。 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



２　教育委員会

（１）教育長・教育委員名簿

区　分 氏　名 就　任 退　任

教　 育　 長 小林　伸夫 平成30年12月1日

教育長職務代理者 石井　伸一 平成25年4月1日

委　　　　員 須堯　福美 平成28年1月19日

委　　　　員 佐藤　志津 平成28年4月1日 令和4年3月31日

委　　　　員 川嶋　一永 平成29年7月7日
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（２）教育委員会会議の開催状況等

  ①教育委員会会議の開催状況

　　 教育委員会定例会１２回，教育委員会臨時会２回

  ②審議案件等

会議 開催日 議案

４月定例会 ４月２１日 議案第１号

附属機関の委員の委嘱について
（八千代市いじめ問題対策連絡協議会委
員，八千代市青少年センター運営協議会委
員）

承認

報告第１号
臨時代理の報告について
（八千代市特定事業主行動計画・第２期計
画の策定について）

―

５月定例会 ５月１９日 議案第１号 教育機関の敷地の変更について 承認

議案第２号

附属機関の委員の委嘱について
（八千代市教育支援委員会委員，八千代市
公民館運営審議会委員，八千代市社会教育
委員，八千代市通学区域審議会委員，八千
代市図書館協議会委員）

承認

議案第３号
令和３年度八千代市一般会計補正予算(第
４号)案について

承認

議案第４号
令和３年度教科用図書葛南東部採択地区協
議会規約の制定について

承認

６月定例会 ６月１６日 議案第１号
附属機関の委員の委嘱について
（八千代市学校給食センター運営委員会委
員）

承認

７月定例会 ７月２１日 議案第１号

附属機関の委員の委嘱について
（八千代市公民館運営審議会委員，八千代
市社会教育委員，八千代市図書館協議会委
員）

承認

議案第２号
阿蘇・米本地域義務教育学校の名称につい
て

承認

８月臨時会 ８月４日 議案第１号 令和４年度使用教科用図書の採択について 承認

８月定例会 ８月１８日 議案第１号
教育に関する事務の管理及び執行の状況の
点検及び評価の結果報告書について

承認

議案第２号
八千代市立義務教育学校設置条例の制定に
ついて

承認

議案第３号
令和３年度八千代市一般会計補正予算（第
６号）案について

承認

内　　　　　容
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会議 開催日 議案 内　　　　　容

議案第４号
議決事件の一部変更について
（八千代市立小中学校普通・特別教室等空
調設備整備ＰＦＩ事業）

承認

報告第１号 専決処分の報告について ―

陳情第１号
睦地区における通学路の安全整備に関する
陳情

採択

９月定例会 ９月１５日 議案第１号
八千代市文化財保護条例施行規則の一部を
改正する規則の制定について

承認

議案第２号
八千代市立公民館管理規則等の一部を改正
する規則の制定について

承認

議案第３号
附属機関の委員の委嘱について
（八千代市通学区域審議会委員，八千代市
文化財審議委員）

承認

１０月定例会 １０月１３日 議案第１号
八千代市教育委員会教育功労者表彰につい
て

承認

報告第１号
臨時代理の報告について
（職員の人事について）

―

１１月定例会 １１月１７日 議案第１号
令和３年度八千代市一般会計補正予算（第
９号）案について

承認

議案第２号
指定管理者の指定について
（八千代市総合生涯学習プラザ）

承認

１２月定例会 １２月１５日 議案第１号
八千代市教育委員会行政組織規則の一部を
改正する規則の制定について

承認

議案第２号
八千代市立小中学校体育施設開放に関する
規則の一部を改正する規則の制定について

承認

議案第３号
附属機関の委員の委嘱について
（八千代市青少年センター運営協議会委
員）

承認

１月定例会 １月２０日 議案第１号 学校の通学区域の設定について 承認

議案第２号
八千代市立小学校及び中学校の通学区域に
関する規則の一部を改正する規則の制定に
ついて

承認

議案第３号
附属機関の委員の委嘱について
（八千代市学校給食センター運営委員会委
員）

承認
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会議 開催日 議案 内　　　　　容

２月定例会 ２月９日 議案第１号
八千代市立義務教育学校の設置に係る用語
の見直しに伴う関係条例の整備に関する条
例の制定について

承認

議案第２号
令和３年度八千代市一般会計補正予算（第
１５号）案について

承認

議案第３号
令和４年度八千代市一般会計予算案につい
て

承認

議案第４号 教育委員会委員の辞職の同意について 同意

３月臨時会 ３月１５日 議案第１号
県費負担教職員の任免に関する内申につい
て

承認

報告第１号 専決処分の報告について ―

報告第２号
臨時代理の報告について
（令和３年度八千代市一般会計補正予算
（第１６号）案について）

―

３月定例会 ３月２５日 議案第１号 学校の通学区域の変更について 承認

議案第２号
八千代市学校運営協議会規則の制定につい
て

承認

議案第３号
八千代市立小学校及び中学校管理規則の一
部を改正する規則の制定について

承認

議案第４号
八千代市通学区域審議会規則等の一部を改
正する規則の制定について

承認

議案第５号
八千代市立小学校，中学校及び義務教育学
校の通学区域に関する規則の一部を改正す
る規則の制定について

承認

議案第６号
八千代市立学校職員服務規程の一部を改正
する訓令の制定について

承認

議案第７号
教育長の権限に属する事務の一部を学校長
に専決させる規程等の一部を改正する訓令
の制定について

承認

議案第８号 八千代市学校教育推進計画の策定について 承認

議案第９号
第３期八千代市教育振興基本計画の策定に
ついて

承認

議案第１０号
第３次八千代市子ども読書活動推進計画の
策定について

承認

議案第１１号 職員の任免について 承認
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（３）教育委員の活動状況（教育委員会会議以外）

月 日 内　　　　　容 場　　所

7 ２１ 令和３年度第１回総合教育会議 八千代市教育委員会庁舎

１１ １ 八千代市教育委員会教育功労者表彰式 八千代市市民会館

５
千葉県市町村教育委員会連絡協議会
第１回教育長・教育委員研修会

在宅（Ｗｅｂ）

１ ９ 成人式 八千代市市民会館

２１
千葉県市町村教育委員会連絡協議会
第２回教育長・教育委員研修会

在宅（Ｗｅｂ）

３ ３０ 令和３年度末教職員人事異動に伴う式典 八千代市市民会館

※例年出席していた八千代市教育講演会，小中学校特別支援学級合同お楽しみ会，

子どもサミット，科学作品展，総合体育祭，小中学校音楽会，コミュニティワール

ドカップサッカーin八千代は，新型コロナウイルス感染拡大防止のため開催中止。
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担　当　課 学務課

「学校の適正配置」に対する評価

評　　価

Ｂ

評価の理由 

　阿蘇・米本地域義務教育学校「阿蘇米本学園」については，設立準備委
員会を立ち上げ，協議・準備を進め，開校に至ることができた。今後も市
内各地域の児童生徒数を的確に把握し，より良い教育環境の実現に向けた
学校の適正配置を検討していく。

　地域における宅地等の開発状況及び児童生徒数の動向を把握しながら，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，教育的及び全市的な観点から，義
務教育学校の設立を検討し，小中一貫教育を推進します。

□令和３年度実績

　阿蘇・米本地域義務教育学校「阿蘇米本学園」の設立に向けて，設立準備委員会を設置
し，協議を進めてきた。令和４年４月の開校に向けて，設立準備委員会で協議した内容を統
合対象の４校で調整を進めた。
　通学区域審議会においては，緑が丘地域の人口増加を踏まえ，みどりが丘小学校と新木戸
小学校の通学区域の変更に向けて審議を重ねた。

□今後の課題と取組

  令和４年４月八千代市立阿蘇米本学園が開校した。今後も他市先進校の状況を踏まえなが
ら，市内初の義務教育学校の運営を支援していく。
　通学区域審議会では，今後も開発が著しい緑が丘・緑が丘西地区における通学区域や適正
配置について検討していく予定である。

３ 　施策の点検・評価

義務教育

（１）　安全安心な教育環境の整備

□令和３年度の取組（目標）

①　学校の適正配置
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担　当　課 教育総務課

「学校教育施設の改修・整備等」に対する評価

評　　価

Ａ
  当該年度に予定していた工事は全て完了し，目標に対して進捗が認めら
れた。

□令和３年度の取組（目標）

②　学校教育施設の改修・整備等

　老朽化が進む学校教育施設の長寿命化，改修，更新等を推進します。

評価の理由 

□令和３年度実績

□今後の課題と取組

　児童生徒が快適で利用しやすい環境にするため，施設の改修等に努めた。
　また，義務教育学校の開校にあたり校舎の改修工事を実施した。
　
【具体的な取組】

・屋内運動場屋根等改修工事 ２校（村上北小学校，萱田中学校）
・校舎トイレ改修工事　３校（大和田西小学校，村上中学校，東高津中学校）
・教室（４教室）の床改修工事　１校（大和田南小学校）
・義務教育学校改修工事（阿蘇米本学園）
・小中学校営繕（小学校38件，中学校19件，合計57件）

　計画的にトイレの乾式化への改修を進める。
　老朽化した校舎等の改修を行うことで，学校施設の延命化に努める。
　空調設備の適正な運用を図る。
　学校施設のバリアフリー化に努める。
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担　当　課 学務課

「就学困難な児童・生徒の支援」に対する評価

評　　価

Ａ
　要保護・準要保護児童生徒及び特別支援学級等就学児童生徒に必要な援
助を行うことができた。

□令和３年度実績

　要保護・準要保護児童生徒及び特別支援学級等就学児童生徒の学用品費等について扶助す
ることにより，就学の援助を図った。

【具体的な取組】
　
・要保護及び準要保護児童生徒への学用品費等の扶助
　（児童748人，生徒394人，合計1,142人）
・特別支援学級等に在籍する児童生徒への学用品費等の扶助
　（児童109人，生徒49人，合計158人）

□今後の課題と取組

　多様化するニーズに応じた支給費目・支給金額の検討と増加する受給者数に対応する予算
措置が課題となっている。関係諸機関と連携し，正確な対象者の把握と適正な認定・支給に
努める。

評価の理由 

□令和３年度の取組（目標）

③　就学困難な児童・生徒の支援

　経済的理由によって就学困難と認められる児童・生徒の保護者に必要な援助を行います。
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（２）　教育内容の充実

担　当　課 指導課

評　　価

Ｂ

「ＥＳＤの推進」に対する評価

□令和３年度の取組（目標）

①　ＥＳＤの推進

　「誰一人取り残さない」という考えのもと，ＳＤＧｓが掲げる17の目標を教育課程に取り
入れ，教科横断的な視点をもった教育を全小中学校において行います。また，サスティナブ
ル(持続可能)な社会の構築の視点から，児童生徒一人ひとりが現代社会における様々な問題
を自らの問題として主体的に取り組める学校を目指します。

□令和３年度実績

　市内高津・新木戸地区，大和田・萱田地区においてＥＳＤ（持続可能な開発のための教
育）の教育実践に取り組み，ユネスコスクールの加盟申請への推進を行った。また，市内全
小中学校においてＳＤＧｓ（持続可能な開発目標）の観点を意識しながら教科・領域の指導
を行った。
　持続可能な社会づくりの担い手の育成のために，学校や地域社会のために主体的に行動す
る実践力を育む教育に取り組んだ。

□今後の課題と取組

　ＥＳＤに対する教職員の意識の向上を図るため，効果的な研修を計画的に実施する。世界
の諸問題を他人事と捉えるのではなく，自分にできることはないかという視点で捉えられる
ような，児童生徒を育成するために，授業や生活の中にＥＳＤの視点を取り入れていく。

評価の理由 

  ＥＳＤについて，各校で意欲的な取組が見られた。さらに，教職員の研
修を進め，授業や生活の中にＥＳＤの視点を取り入れる必要がある。
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担　当　課
　指導課・学務課・
　教育センター

②　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
力を高めます。初若年教員に対しては，千葉県・千葉市教員等育成指標に対応した研修を充
実させることで授業づくり及び学級づくりの実践力を高めます。

□令和３年度実績

（学務課）
　校長会の「ＥＳＤ（持続可能な開発のための教育）を取り入れた教育活動の推進」や「働
き方改革と業務の適正化」等をテーマとした研修の実施を支援した。教頭会の「子どもの発
達に関する課題」や「危機管理」，「組織マネジメント」等をテーマとした研修の実施を支
援した。また，教頭及び県費負担事務職員を対象に「学級編制等に係る教職員の配置につい
て」「講師，会計年度任用職員の勤務について」「入学予定者名簿について」の実務研修を
行った。

（指導課）
　村上小・中学校では，両校全職員でＬＧＢＴＱの研修を行ったり，ＥＳＤの研修も合同で
行ったことに加え，キャリア教育に関して，小学校で行った内容を聞き取り，中学校での重
複をさけたり，算数・数学教育に関して学びの継続を意識した授業を行った。
　睦小・中学校では，授業相互参観や，中学生が小学生に掃除の仕方を教える活動を行っ
た。睦小・中学校及び村上小・中学校では，小中連携教育の研究指定校として，教職員の連
携を中心に研究が進められた。

(教育センター）
　初任者研修会は３回，２年目教員研修会，３年目教員研修会は４回実施した。研修内容と
して地域連携，ＩＣＴ機器活用，特別支援教育，子どもたちの可能性を引き出す授業実践，
学級経営の充実等に関する研修を行った。

□今後の課題と取組

（学務課）
　校長会，教頭会で行っている研修会が，管理職の若年化に対応したものとなるよう，これ
までよりも実践的な内容を増やす必要がある。また，働き方改革の視点から，実務の効率化
を図ることで管理職の負担を減らすなど，健全な学校運営の一助となるような研修を目指
す。

（指導課）
　小中学校で連携し，今後も地区の特色を生かした実践や学力向上に向けての継続した教育
について検討していく。

（教育センター）
　近年,新規採用者が増加し，校内における教職員の年齢の二極化が顕著となっている。
　若年者が即戦力として活躍することが求められているので，教職員の可能性を引き出す実
践的な研修を実施し，若年教員の資質・指導力向上に努める。

□令和３年度の取組（目標）
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「教職員の資質の向上と学級経営・授業の充実」に対する評価

評　　価

Ｂ

担　当　課 指導課

□令和３年度実績

　小中学校外国語教育においては，学級担任や教科担任とＡＬＴによるティームティーチン
グを展開した。また，小学校では各教科を外国語で学ぶイマージョン教育に取り組んだ。

□今後の課題と取組

　中学校においては，小学校で学んだことの定着が図れるように，小中連携の推進を図る。
　小学校においては，体験的に英語を学ぶことができるイマージョン教育をより一層取り組
める環境を整備していく。

　国際理解を重視し，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。八千代市独自のカリキュラムとして，小学校１・２年生の学習において，外国語を学ぶ
「言語活動科」を特設します。コミュニケーション能力の育成を図るため，小中学校に外国
語指導助手（ＡＬＴ）を派遣し，英語の基礎・基本や多文化について学ぶとともに，イマ―
ジョン教育により体験的に言語の理解を深めます。

評価の理由 

（学務課）
　様々な教育課題に対し，有意義な話し合いができた。働き方改革や不祥
事防止など，喫緊の課題についてより実践的な研修を行う必要がある。ま
た，管理職の若年化に対応していく必要がある。

（指導課）
　小中連携について，教職員の研修を中心に研究が進められた。さらに共
同研修等の取組を継続していく必要がある。

（教育センター）
　千葉県・千葉市教職等育成指標に基づいて研修内容について見直し，回
数も含めて精選して行うことができた。新たな教育課題に対応できるよ
う，今後も更に内容を充実させていく必要がある。

□令和３年度の取組（目標）

③　国際教育・外国語教育の充実
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「国際教育・外国語教育の充実」に対する評価

評　　価

Ｂ

担　当　課 教育センター

□今後の課題と取組

　学習指導要領に基づく子どもたちの情報活用能力の育成，教科の中でのＩＣＴ機器の利活
用の機会の確保及び教員のスキルアップ等が，ＧＩＧＡスクール構想の環境整備が完了する
中で具体的な取組として求められることになる。
　業務の効率化が子どもたちと向き合う時間を作り出すために，システムで統一できる業務
フローは統一化し，校務支援システムの効果的な活用への理解を求めていく。
　「教育情報セキュリティポリシーに関するガイドライン」に基づき，八千代市教育情報セ
キュリティポリシーをＧＩＧＡスクール構想の環境整備に合わせて改定し，周知していく。
　また，教育情報セキュリティ監査を実施するとともに，学校ホームページは便利に利用で
きることへの理解及び対応を求めていく。

　ＩＣＴ機器を様々な場面で効果的に利活用した学習が行われた。特にタブレット端末は令
和３年９月から１人１台の環境が整備され，いつでも学習に活用できるようになった。
　タブレット端末を活用して意見交換をしたり，ＡＩドリルで個別学習に取り組む場面が
あった。
　コロナ禍における３密を防ぐ取組として，Ｗｅｂ会議システムを活用して，児童生徒が集
合しない学校行事を実施する取組が広がっている。また，Ｗｅｂ会議システムで学校外とつ
ないで授業や研修を実施するなど，ＩＣＴの活用が広がった。
　ＩＣＴを活用した校務の効率化も進んでおり，ペーパーレスで会議を行う取組が広がって
いる。また，昨年度に続き，教職員の出張（会議や研修）を集合せず，Ｗｅｂ会議やグルー
プウェアでのデータ共有，動画配信による開催が定着してきた。

評価の理由 

　コミュニケーション力を育成するため小学校１・２年生に特設された言
語活動科での活動内容や，教科化した小学校高学年の外国語での，学習評
価の方法の工夫等が必須となり，今後さらに小中学校の連携した取組が必
要である。

□令和３年度の取組（目標）

④　ＩＣＴ活用の促進

　ＧＩＧＡスクール構想に基づき，児童生徒の情報活用能力を育成します。主体的・対話的
で深い学びの実現に向け，ＩＣＴ機器を適切に活用した授業改善を進めます。
　ＩＣＴの活用による校務の効率化，負担軽減を図り，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。またＩＣＴの活用により，休校等の緊急時でも児童生
徒の学びを保障できる環境の整備を進めます。

□令和３年度実績
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「ＩＣＴ活用の促進」に対する評価

評　　価

Ａ

担　当　課 指導課

　教職員の人権意識の向上を図るため，参加・体験型の手法を取り入れた効果的な研修を計
画的に実施する。
　児童生徒の人権意識を高め，自分の人権を守り，他者の人権を守ろうとする意識・意欲・
態度を育てるため，多様な体験・交流活動を充実させる。
　学校と地域，その他関係機関との積極的な連携を図り，思いやりのある豊かな心を育む児
童生徒を育成する。

評価の理由 

　システムの活用が広がり，業務の効率化が進んでいる。また，タブレッ
ト端末や大型提示装置等のＩＣＴ機器が整備されたことにより，授業改善
に貢献している。

□令和３年度の取組（目標）

⑤　豊かなこころの育成促進

　道徳的価値についての理解を基に，自己を見つめ，物事を多面的・多角的に捉え，自己の
生き方についての考えを深める学習を通して，道徳的な判断力，心情，実践意欲と態度を育
成します。また，自他を尊重し合い，いじめや差別を許さない人権教育を進めます。集団宿
泊や自然体験活動などを通じて，児童の豊かな情操及び社会性を育てます。

□令和３年度実績

　学校人権教育研修会を実施し，学校人権教育の推進について協議を行った。
　人権擁護委員協議会主催の人権教室などを実施し，関係団体との連携を図り，児童生徒の
人権意識向上の啓発を行った。
　小中学校では，「特別の教科　道徳」について，教科書に基づいた年間指導計画の作成，
年間指導計画別葉の作成を行い，また，授業の改善向上を図れるよう，要請訪問や研修の際
に指導した。

□今後の課題と取組
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「豊かなこころの育成促進」に対する評価

評　　価

Ｂ

担　当　課 指導課

「郷土愛を育む教育の充実」に対する評価

評　　価

Ｂ

　郷土読本の内容を充実させることができた。今後は，教科等横断的な視
点で地域社会への参画，郷土への誇りや愛着を深めていく必要がある。
　八千代子どもサミットでは，ＳＤＧｓをテーマとした地域の実態に合っ
た持続可能な活動を実践することができた。今後は，課題意識を高め，各
学校，地域が連携する必要感をもたせていく必要がある。

評価の理由 

　小中学校では，「特別の教科　道徳」において，授業改善が図られた。
道徳教育さらには，教育活動全体の要として「特別の教科　道徳」の指導
方法や評価方法等，研修を深めていく必要がある。
　学校人権教育研修会を実施しているが，教職員の人権意識を高めるため
にも，研修参加者が校内で情報を共有し，さらに推進していく必要があ
る。

□令和３年度の取組（目標）

⑥　郷土愛を育む教育の充実

　本市や千葉県の自然や歴史，文化，産業，ゆかりのある人物に関する学習を通じて，郷土
への誇りや愛着を深めます。また，過去から受け継がれてきた文化等を未来につなげ，より
良い郷土にしていこうという想いを育みます。

□令和３年度実績

　郷土読本編集委員会を開き，社会科副読本「わたしたちの八千代市」の編集を行った。八
千代市の伝統文化について，ＱＲコードを使って郷土博物館の資料等をタブレットで読み取
れるようにした。
　八千代子どもサミットを開催し，「ＳＤＧｓについて」をテーマに児童生徒の地域社会を
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育む活動に取り組めた。

□今後の課題と取組

　各教科の学習内容を，八千代市や千葉県の自然や歴史，文化，産業，ゆかりのある人物に
関連付けながら，教科等横断的な視点で郷土への誇りや愛着を深められるようにしていく必
要がある。学校と地域が連携を図り，より良い郷土にしていこうとする心を育む児童生徒を
育成する。

評価の理由 

16



担　当　課 指導課

「生徒指導と教育相談の充実」に対する評価

評　　価

Ｂ

□今後の課題と取組

　いじめ問題対策連絡協議会及びいじめ問題対策調査委員会での協議内容を精選すること
で，学校のいじめ対応により生かせる内容にしていく。
　不登校児童生徒への支援やいじめ等に対する生徒指導体制を整えるためにも，教職員に対
しての研修を充実させていく。

評価の理由 

　いじめ問題対策連絡協議会やいじめ問題対策調査委員会を運営し，関係
機関が連携して専門的見地から意見交換を行った。
　「学校いじめ防止基本方針」については，それぞれの学校で実態に合わ
せて改定した。
　長期欠席児童生徒の様子を丁寧に見取るために，今後も研修を充実させ
ていく必要がある。

□令和３年度の取組（目標）

⑦　生徒指導と教育相談の充実

　学校と家庭・地域社会・関係機関との連携を深め，「積極的な生徒指導」を進めます。
　「八千代市いじめ防止基本方針」に基づき，いじめの未然防止，早期発見，早期対応を図
り，いじめの根絶を目指します。適応支援センターの効果的な運営により，不登校児童生徒
の復帰を目指した支援・援助を行います。また，日本語指導が必要な児童生徒の教育相談体
制を充実させます。

□令和３年度実績

　「八千代市いじめ防止基本方針」に基づき，いじめ防止等に係る組織を設置し，いじめ問
題対策連絡協議会，いじめ問題対策調査委員会を開催した。
　子どもを守り育むために，学校と家庭・地域社会・関係機関が連携できる体制づくりを進
めた。また，各学校ごとに「学校いじめ防止基本方針」を改定し，いじめの未然防止・早期
発見・早期対応を組織的に行えるように生徒指導体制を整備した。
　不登校児童生徒への相談窓口を設け，適応支援センターや教育センターの機能を活用し，
教育相談体制の充実に努めたほか，各学校と連携を図り，不登校解消に努めた。
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（３）　特別支援教育の充実

担　当　課 指導課

「個に応じた支援の充実」に対する評価

評　　価

Ｂ

□今後の課題と取組

  保護者・関係機関等との連携を図りながら，個別の指導計画・個別の教育支援計画の作成
と活用を進める。
　また，日々の記録を蓄積しながら，校内で共通理解を図る。

評価の理由 

　特別支援学級に在籍する児童生徒及び通級による指導を受ける児童生徒
の個別の指導計画及び個別の教育支援計画を作成できた。
　保護者と一緒に計画を作成することや，計画の活用については課題があ
る。

  特別支援学級に在籍する児童生徒及び通級による指導を受ける児童生徒に，個別の指導計
画と個別の教育支援計画を作成し，関係機関との連携について確認したり目標を見直したり
しながら，個に応じた支援ができた。
　通常の学級に在籍する特別な教育的ニーズのある児童生徒については，全ての小中学校で
校内委員会を開催し，個別の指導計画の作成と活用を進めている。

□令和３年度の取組（目標）

①　個に応じた支援の充実

　自立と社会参加ができることを目標に個別の指導計画，個別の教育支援計画を作成し，就
学前から就学後まで切れ目なく支援します。

□令和３年度実績
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担　当　課 指導課

「支援のための環境整備」に対する評価

評　　価

Ｂ

評価の理由 

　特別支援学級と通級指導教室を計画的に整備することができている。
　特別支援学級担任・通級指導教室担当・特別支援教育支援員・特別支援
学級介助員の研修については，新たな担当者が増えていることから，どの
担当者も同水準の支援が目指せるような研修を行う必要がある。

　特別支援学級・通級指導教室における効果が大きいので，可能な限り，特別支援学級を各
校に，通級指導教室を中学校区にそれぞれ一つ以上設置し，支援の場を整備する。合わせ
て，特別支援教育支援員・特別支援学級介助員の増員を目指す。
　特別支援学級担任・通級指導教室担当・特別支援教育支援員・特別支援学級介助員の専門
性を高める研修を充実させる。

□令和３年度の取組（目標）

②　支援のための環境整備

　特別支援学級及び通級指導教室を計画的に整備し，特別支援学級については，全ての小中
学校に設置することを目指します。また，特別支援教育支援員等を適切に配置します。

□令和３年度実績

  ＬＤ・ＡＤＨＤ通級指導教室の巡回指導校を増やし，校内で支援が受けられる体制整備を
進めた。年度途中からの通級指導教室の希望者も多く，支援の充実を図ることができた。
　知的障害特別支援学級を３校，自閉症・情緒障害特別支援学級を３校新たに開設した。特
別支援学級では，児童生徒の発達段階に応じて教育内容を工夫し，集団や個別指導・支援の
場を設定して取り組むことができた。
　特別支援教育支援員は全小中学校に配置した。これにより，児童生徒の学ぶ意欲が向上
し，校内体制が充実した。

□今後の課題と取組
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担　当　課 指導課

「交流及び共同学習の推進」に対する評価

評　　価

Ｂ

　特別支援学級の児童生徒と通常の学級の児童生徒との交流を通して，共
生社会の実現に努めた。
　特別支援学級未設置校では，児童生徒が交流及び共同学習を行う機会が
少ないため，通常の学級からの発信による交流及び共同学習を推進する必
要がある。

　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，「交流及び共同学習」を推進します。

□令和３年度実績

　特別支援学級と通常の学級に在籍する児童生徒の交流及び共同学習を推進し，年間を通し
て，共に尊重し合いながら協働して生活していく態度を育めるように努めた。
　市内小中学校特別支援学級合同お楽しみ会を計画していたが，新型コロナウイルス感染症
拡大防止のため，中止となった。作品展は，Ｗｅｂ配信にて互いに見合う機会をつくること
ができた。
　特別支援学校から市内小中学校への居住地校交流を推進した。

□今後の課題と取組

　交流及び共同学習において，学校全体で年間計画，目標等を作成し，通常の学級の教育課
程に位置づけた計画的な取組の推進を図る。
　交流及び共同学習の意義について，保護者や地域の理解を図る。
　インクルーシブ教育システムの構築に向けた取組を進める。

評価の理由 

□令和３年度の取組（目標）

③　交流及び共同学習の推進
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（４）　体育・健康・安全教育の充実

担　当　課 保健体育課

(ｱ)児童生徒の体力の向上
　〇教員体育実技研修会の実施
  　・ 初若年教員体育実技研修（２２名参加）
 　 ・ 教職員水泳実技研修（２５名参加）
　〇第５６回八千代市小中学校総合体育祭の実施
　　テーマは「創ろう！ 感動と友情の輪」
　　会場　八千代市総合グラウンド
 　 ・中学校の部（新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止）
　　・小学校の部（新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止）
　○小中学生の体力評価
　　「新体力テストの総合評価５段階のうち，上位３段階の児童生徒の割合」の目標値は
　　中学生が８０％，小学生が８４％としているが，中学生が７７．５％，小学生が
    ６９．９％であった。

(ｲ)スポーツ，部活動の充実
　○八千代市小中学校体育連盟への事業補助
　　小中学校体育連盟を支援し，児童生徒の健康増進・体力向上及び学校体育の充実に寄与
　　した。

(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・パラリンピック教育に向けて，パラリンピック教育教材である「I'm
　 POSSIBLE」を紹介した。

□令和３年度実績

□令和３年度の取組（目標）

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。2020年東京大会だけ
でなく，持続可能な開発のための教育であることを留意し，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。
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「体育科教育の充実」に対する評価

評　　価

Ｂ

担　当　課
　保健体育課・
　学校給食センター

□今後の課題と取組

　新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から，学校の臨時休業や体育・部活動の制限など
があり，児童生徒の体力の低下が各校から報告としてある。感染症対策をした上で，児童生
徒の実態に合わせた更なる体力の向上を図る。
　年間指導計画等に基づき，オリンピック・パラリンピック教育を進める。

評価の理由 

　新体力テストにおいて，多くの種目で県，全国平均を上回る結果となっ
たが，一部低下している種目も見られる。ウィズコロナ時代に対応した，
よりよい体育授業のあり方を検討し行っていく。

□令和３年度の取組（目標）

(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。

②　健康教育の充実
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□令和３年度実績

(ｱ)　健康教育の充実

（保健体育課）
　各学校において，学校の実態に合わせた学校保健計画を立案し，実施した。
　思春期保健ネットワーク会議の取組は，中学校において外部講師を招いた性教育の授業を
実施した。また，中学校と連携し，思春期の悩みに対する相談や正しい知識の相談資料の提
供，配布を行った。小学校においては，各校リーフレットの活用やこれまでの資料等を活用
して実践した。
　八千代市歯科医師会の協力を得ながら歯科保健の推進と充実に努めた。
　薬物乱用防止教室については，新型コロナウイルス感染症の影響により，各校の実情に応
じて，規模を縮小した形での実施となった。

（学校給食センター）
  学校給食への理解を深めるための食育の一環として，令和４年９月の（仮称）東八千代調
理場の開設を控え，食缶等の扱い方及び配膳の仕方に関する動画を制作した。また，制作し
た動画は各調理場の受配校へ配信し，各学校の教室にある大型提示装置(電子黒板)を使用す
ることで，食育及びＩＣＴの利活用の推進を図った。
　西八千代調理場においては，食物アレルギー対応食（卵，乳製品，卵・乳製品の除去）を
提供した。
〇　食物アレルギー対応食提供者：56人（令和４年３月）
〇　西八千代調理場における施設見学：小学生校外学習 ２件・210人，市民見学 １件・１人
　新型コロナウイルス感染防止対策を徹底した上で，２階の見学コース等を活用し，食育の
推進を図った。
　
　【給食提供数】　※年間延食数
・西八千代調理場　　　　　　　・村上調理場
　　小学校　110万5,435食          小学校　47万7,730食
　　中学校　 69万1,350食          中学校　26万2,881食
　　　　計　179万6,785食              計　74万  611食

(ｲ)　食育の推進と安全・安心な学校給食の提供

（保健体育課）
　各学校において，食に関する指導の全体計画，年間計画に基づいた指導を実施した。
　学校給食において，市内産の食材を年間を通じて積極的に使用し，６月に「エコにんじん
ウィーク」，12月に「長ねぎウィーク」など特色のある取組を実施した。
　単独給食校（大和田小学校，阿蘇小学校，新木戸小学校，萱田小学校）において，栄養教
諭，学校栄養職員による食育の授業を実施した。
　各学校の管理職・担当職員に対して行う食物アレルギーについての校内体制の確立や緊急
時の対応に関する研修会は，新型コロナウイルス感染拡大防止のため規模を縮小し，管理職
を対象に実施し，周知を図った。
　令和４年度から学校給食における食物アレルギー７品目（卵・乳・小麦・えび・かに・落
花生・そば）対応を全市的に実施するため，食物アレルギー対応の基本方針及び実施要領等
を改めた。

【給食提供数／単独給食校】　※年間延食数
　・大和田小学校　11万9,411食
　・阿蘇小学校　　 4万0,250食
　・新木戸小学校　13万8,105食
　・萱田小学校　  14万5,112食
　　　　　　  計　44万2,878食
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（保健体育課）
　必要に応じて「八千代市立小学校，中学校，義務教育学校における食物アレルギー対応の
基本方針」,「八千代市立小学校，中学校，義務教育学校における食物アレルギー対応の実施
要領」等の見直しを行う。
　栄養士による食育訪問授業を，学校や地域の感染状況に合わせ実施する。

（学校給食センター）
　食育の推進のための栄養教諭，学校栄養職員による訪問授業を，学校給食センター受配校
で実施する。
　令和４年４月から，西八千代調理場では，アレルギー対応の幅を広げ，特定原材料７品目
を除去した食物アレルギー対応食を提供する。
　令和４年８月，施設の老朽化に伴い，村上調理場を廃止する。
　令和４年９月，新たに開設する（仮称）東八千代調理場においても，西八千代調理場と同
様に食物アレルギー対応食の提供を開始する。

（保健体育課・学校給食センター共通）
　学校給食の内容等の充実，安全・安心のための食材の衛生管理の徹底に努める。
　市内の高校と連携した児童生徒の食育活動を，より効果的に行うための検討をした上で実
施する。
　（仮称）東八千代調理場については，計画どおり令和４年９月に開設する。

(ｱ)　健康教育の充実

（保健体育課）
　感染症対策を徹底しながら，学校や地域の感染状況に合わせ，可能な限り，薬物乱用防止
教室の市内小中学校での実施を目標とする。
　思春期保健ネットワーク会議と連携し，市内中学校への思春期保健教育教材の紹介，リー
フレットの配布等に協力する。

(ｲ)　食育の推進と安全・安心な学校給食の提供

□今後の課題と取組

（保健体育課・学校給食センター共通）
　安全で栄養バランスのとれた美味しい学校給食を提供するため，安全・安心な食材の購
入，納品時の検収など，衛生管理を徹底して行った。
　地産地消（八千代市産）への取組として，年間を通して米を使用し，収穫時期に応じて，
にんじん，梨，長ねぎを使用した。
　西八千代調理場を拠点に行う市内の高校と連携した児童生徒の食育活動「Yacchi's
Kitchen for Kids」は，夏季休業期間の短縮及び新型コロナウイルス感染拡大防止のため中
止した。
　八千代カルチャータウン公共公益用地に建設予定の（仮称）八千代市学校給食センター東
八千代調理場の整備については，設計業務が完了したため，施設整備工事に着手した。
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「健康教育の充実」に対する評価

評　　価

Ｂ

担　当　課   学務課・保健体育課

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)　生活安全（小中学校危機管理マニュアルの活用，地域安全マップ作り等）
　
　(ｲ)　交通安全（小中学校での交通安全教室の実施等）
　
　(ｳ)　災害安全（災害時学校対応マニュアルの活用，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」の推進等）

□令和３年度実績

(学務課）
　自然災害等の発生に伴う対応に関する「災害時学校対応マニュアル」が実効性のあるマ
ニュアルとなるように，その活用について各校に指示した。

(保健体育課）
　各学校において，年度始めに，「小中学校危機管理マニュアル」の周知徹底を図った。
　小学校において，中学年を中心に，地域安全マップの作成に取り組んだ。
　スクールガードリーダー連絡協議会を定期開催し，児童生徒の登下校の見守り活動の充実
に努めた。スクールガードリーダーを小学校全校に配置した。
　通学路安全対策プログラムをもとに通学路整備検討会を定期開催し，関係部局及び関係機
関と連携のもと，通学路の整備の推進に努めた。各小中学校からの通学路整備要望か所73か
所（内訳：整備済み６か所。整備予定24か所。検討中10か所。要望中１か所。整備困難28か
所。その他４か所。）

□令和３年度の取組（目標）

評価の理由 

（保健体育課・学校給食センター）
　新型コロナウイルス感染症の影響を受け，予定されていた行事，事業等
についてはその多くを実施することができなかった。
　今後は，感染症対策とも関連付けながら，学校や地域の感染状況に合わ
せ，段階的に関係機関と連携し，思春期保健や歯科保健の推進等，健康教
育の充実を図っていきたい。
　また，食育については，感染防止対策を徹底した上で西八千代調理場の
施設見学を受け入れるほか，教室等で見ることができる給食に係る動画の
制作やホームページへの給食レシピの掲載を充実させることで，食育及び
ＩＣＴの利活用の推進を図っていきたい。
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「安全教育の充実」に対する評価

評　　価

Ｂ

評価の理由 

（学務課）
 「災害時学校対応マニュアル」には，発災時に児童生徒を守り，どのよう
に保護者へ引き渡すか，そして，避難所運営の在り方について記載されて
いる。今後も危機管理課と連携をとりながら，実効性あるマニュアルとな
るよう，避難訓練等で活用を促す必要がある。

（保健体育課）
　スクールガードリーダーと情報交換し，児童生徒の安心安全な登下校に
努めることができた。
　また，各校で安全マップを作成し，児童生徒の安全教育の推進を図るこ
とができた。今後も児童，生徒の安全のため，通学路整備を関係部局と協
力して進めていきたい。

□今後の課題と取組

(学務課）
 「災害時学校対応マニュアル」がより実効性のあるものとなるよう，更なる工夫を図る。

(保健体育課）
　各学校において，「危機管理マニュアル」の見直しを行い，全職員体制での共通理解と共
通行動がとれるようにする。
　地域安全マップの作成を各校の創意ある取組が一層充実するように情報発信を行い，地域
安全マップづくりの充実と安全教育の推進を図る。
　今後もスクールガードリーダーの小学校全校配置を継続する。
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（５）　体験的学習活動の支援

担　当　課 学務課

「体験的学習活動の支援」に対する評価

評　　価

Ｃ

□令和３年度の取組（目標）

□今後の課題と取組

  令和４年度は，県施設での集団宿泊活動，自然体験活動を行っていく予定である。

評価の理由 

　新型コロナウイルス感染症の関係で県施設での宿泊学習を行わなかった
こと，八千代市少年自然の家が休止状態で主催事業も行わなかったため。

　体験活動を教育課程上の様々な学習活動と意図的に結び付けながら展開できるよう各校指
導体制の充実を図ります。
　また，自然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。

□令和３年度実績

　八千代市少年自然の家が休止しているため，県施設での集団宿泊活動，自然体験活動を行
う予定であったが，新型コロナウイルス感染拡大防止，蔓延防止の観点から中止とした。
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担　当　課 生涯学習振興課

「組織体制の充実」に対する評価

評　　価

Ｂ

　青少年問題協議会を開催し，「青少年対策の概要」について意見交換を
行い，適宜見直しを行った。
  また，「青少年の概要」を各青少年関係機関等に配布し，周知を図っ
た。

□令和３年度実績

　令和３年８月に青少年問題協議会を開催し，青少年健全育成支援体制の整備等をまとめた
「青少年対策の概要」について意見交換を行い，青少年関係機関等に配布した。
  また千葉県消費者センターの講師により「若者契約トラブル」について講義を行った。
　第20期青少年相談員として22校区で110人を委嘱し，第15期青少年指導員を10地区で150人
委嘱している。

□今後の課題と取組

　青少年問題協議会で「青少年対策の概要」について意見交換した事を，同概要に反映し，
青少年関係機関等に配布する。
  また，青少年対策についての問題について講師を招き講義を受け，青少年の問題について
理解を図っていく。
　青少年相談員は小・中学校の統廃合により1校区減り，20校区として110人，青少年指導員
については9地区に変更し，150人を維持していく。

評価の理由 

　青少年問題協議会を中心に，家庭や学校・地域・関係機関などと連携を深めながら，学校
外活動を推進するなど指導・育成体制の充実を図ります。
　青少年相談員や青少年指導員を委嘱し，健全育成活動に関わるボランティアの育成を図り
ます。

青少年健全育成

（１）　青少年健全育成支援体制の整備

□令和３年度の取組（目標）

①　組織体制の充実
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担　当　課 生涯学習振興課

「地域力の強化」に対する評価

評　　価

Ｂ

□令和３年度の取組（目標）

②　地域力の強化

　指導者の養成に必要な知識，技術の研修を行うなど，地域の指導者育成や関係団体の活動
を支援します。

□令和３年度実績

　指導者の養成として，青少年団体指導者養成講座「友・遊・カレッジ」を５回開催した。
  また，青少年育成団体活動事業として，社会教育団体（４団体），地区青少年健全育成連
絡協議会（１０地区）の支援をした。地域活動の推進としては、青少年学校外活動支援事業
実行委員会として９団体が活動している。

□今後の課題と取組

　今後は現在活動している団体数を維持しつつ，指導者の育成や活動の支援を行っていく。
  また，新型コロナウイルス感染症の影響により行われなかった，少年少女交流会の支援や
ブロンズ像友好釧路市・八千代市少年少女スポーツ交歓大会の支援を行っていく。

評価の理由 

　青少年団体の指導者養成，青少年育成団体活動事業の支援，地域活動の
推進について必要な支援を行った。
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担　当　課 生涯学習振興課

「青少年育成施設の充実」に対する評価

評　　価

Ｂ

□令和３年度の取組（目標）

③　青少年育成施設の充実

　子どもたちが自然の中で遊びながら学べる体験学習の提供の場を図ります。

□令和３年度実績

　中学生以下の青少年とその引率者を対象に「ガキ大将の森」キャンプ場を自然体験の場と
して提供した。
・利用件数：72件　　利用人数：1,949人

※新型コロナウイルス感染拡大防止のため，日帰りのみの利用，また人数制限をして貸し出
した。

□今後の課題と取組

　設立から30年以上経過しており，老朽化について懸念される。財政状況と照らし合わせ，
運営方法・自然体験の場の確保について検討する必要がある。

評価の理由 

　青少年活動の場として「ガキ大将の森」キャンプ場が役割を果たしたた
め。
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担　当　課 生涯学習振興課

「地域社会活動への参加の促進」に対する評価

評　　価

Ｂ
　新型コロナウイルス感染防止対策として午前，午後の部に分けて式典を
実施した。青年たちによるプロジェクトチームは記念行事を行えない中，
参加者の満足が得られるような工夫を行い実施することができた。

（２）　青少年の自立支援体制の推進

□令和３年度の取組（目標）

①　地域社会活動への参加の促進

　青少年がボランティア活動などを通じて，社会のルールや自ら考え行動する力を身につ
け，社会的に自立できるよう支援します。

□令和３年度実績

　新型コロナウイルス感染防止対策として，午前の部・午後の部に分けて成人式を実施し，
2,159人の参加者があった。
　青年たちで結成されるプロジェクトチームによる記念行事については実施できなかった
が，プロジェクトチームを中心に，ビデオでの映写・トーク等を実施し，満足が得られる記
念行事となった。

□今後の課題と取組

　成人式を，青年たちを中心としたプロジェクトチームが企画・運営を行う記念行事として
実施していき，大人としての自覚と市民意識の高揚を図っていく。

評価の理由 
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担　当　課 青少年センター

「非行防止対策・自立支援の推進」に対する評価

評　　価

Ｂ

□今後の課題と取組

　ネットトラブルへの相談については，職員のＳＮＳに対する知識の更新及び関連情報収集
に努めていく。街頭補導については，学校や警察と連絡調整しつつ，継続的に実施してい
く。
　また，学校や補導委員，関係機関と連携を更に深め，非行防止及び被害防止を図る。

評価の理由 

　相談件数は２件であったが，いずれも適切に対応できた。
　新型コロナウイルス感染拡大防止の為，中止した活動もあったが，可能
な限り補導活動の充実を図った。
　学校や補導委員，関係機関と情報共有しながら，今後も非行防止の推進
を図っていく。

□令和３年度の取組（目標）

②　非行防止対策・自立支援の推進

　青少年の非行防止のため，相談や指導体制の充実を図り，街頭指導などの補導活動を推進
します。また，再び非行を犯さないよう，地域の人々や関係団体と連携をとりながら，多様
な立ち直りの支援を推進します。

□令和３年度実績

　青少年センターでは少年の非行問題に関する相談窓口を設置しており，相談内容に応じて
専門機関を紹介するなどの対応を行った。
　緊急事態宣言下を含む新型コロナウイルス感染症蔓延時期を除き，各種街頭補導（地区補
導・中央補導・センター補導）及び八千代市学校警察連絡委員会（学警連）を中心としたパ
トロールを実施し，学校や関係機関と連携を図りつつ，非行防止及び被害防止に努めた。
　非行が認められた児童生徒については，該当校に経過について様子を聞いたり，関係機関
との会議を通して情報収集を行い，必要に応じて学校と情報を共有した。
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担　当　課 青少年センター

「社会環境の健全化の促進」に対する評価

評　　価

Ｂ

（３）　青少年による自主活動の推進

□令和３年度の取組（目標）

①　社会環境の健全化の促進

　青少年の健全な環境づくりのために講演会を開催するなど，地域の関係団体と連携し，Ｓ
ＮＳなどの適正な利用や有害図書対策，薬物乱用防止などの啓発活動を推進します。

□令和３年度実績

　学校警察連絡委員会の研修では，講師を招き，講演会を開催し，青少年の健全育成に関連
する内容で講演をいただいた。
　千葉県環境生活部県民生活・文化課の青少年ネット被害防止対策事業（ネットパトロー
ル）を通して情報を共有し，関係学校から該当生徒へＳＮＳの適正利用について啓発を行っ
た。
　有害図書等の陳列については特に問題がなかった。

□今後の課題と取組

　青少年の健全育成の為，学校警察連絡委員会での研修会を今後も実施していく。
　青少年ネット被害防止対策事業（ネットパトロール）の報告を注視し，事案が発生したら
速やかに該当校へ連絡し，専門機関に繋げていけるようにしていく。また，今後考えられる
ネットトラブルの事例について会議等を通して知識を習得していく。
　有害図書の陳列状況については，学校や補導委員からの情報収集に努める。

評価の理由 

　ＳＮＳの適正利用については課題が多様化しており，青少年センターに
はネットに関する専門職員が不在の為，速やかに専門機関とつなげること
が必要となる。個人情報に関わるため，取扱いについても慎重に対応する
ことが求められる。今後も関係機関と連携を図りながら，社会環境の健全
化に努めていく。
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担　当　課 生涯学習振興課

「青少年による自主活動の推進」に対する評価

評　　価

Ｂ

□令和３年度の取組（目標）

評価の理由 

　市内小学校の１年生，４年生を対象として「八千代市子ども憲章」を広
く周知することができた。

②　青少年による自主活動の推進

　「八千代市子ども憲章」の目標を日頃の生活の中で実践し，また様々な交流活動を通じ
て，青少年の視野を広め，親睦・友好を深めるとともに，自主的な参加と活動を推進しま
す。

□令和３年度実績

　市内小学校の１年生，４年生を対象に「八千代市子ども憲章」カードを配布し，子ども達
が子ども憲章の主旨を理解し，努力目標として掲げた６項目について自ら実践していく機会
を提供した。

□今後の課題と取組

　子ども達自身が考えた６つの努力目標が「八千代市子ども憲章」として引き継がれてい
き，「まちづくり」への子どもの参画を図っていく。また大人が子どもを支援し，健全育成
を推進できるよう継続していく。
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（４）　青少年センターの運営

担　当　課 青少年センター

「街頭補導活動」に対する評価

評　　価

Ａ

□今後の課題と取組

　継続した街頭補導を実施する。時間帯や回数については，学校や警察と連絡調整しつつ，
実施していく。
　また，関係機関と連携を更に深め，非行防止と被害防止を図る。

評価の理由 

　昨年度は新型コロナウイルス感染症の感染拡大のため，活動を中止する
ことが多かったが、参加人数を減らす等の感染防止対策を講じることで、
可能な限り補導活動を実施することができた。今後も，関係諸機関と情報
を共有しながら，街頭補導を継続的に行っていく。

　緊急事態宣言下を含む新型コロナウイルス感染症蔓延時期を除き，各種街頭補導（地区補
導・中央補導・センター補導）及び八千代市学校警察連絡委員会（学警連）を中心としたパ
トロールを実施し，学校や関係機関と連携を取りつつ，非行防止及び被害防止に努めた。
　年間1,157人の補導従事者により477回の補導パトロールを実施し，25人の少年を補導し
た。補導の主なものとしては怠学が多かった。

□令和３年度の取組（目標）

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。

□令和３年度実績
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担　当　課 青少年センター

「青少年相談」に対する評価

評　　価

Ｂ

担　当　課 青少年センター

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。

□令和３年度実績

　青少年の非行に関する相談は２件で，専門的な内容については，関係機関の紹介を行っ
た。

□今後の課題と取組

　市内には相談内容によってそれぞれの窓口が設置されており，青少年センターでは青少年
の非行問題の相談について限定しているため，相談件数としてはあまり多くない。今後は
ネットトラブルの相談にも対応できるよう対応方法について情報を収集していく。

評価の理由 

　今後も，相談内容を踏まえ，学校や保護者の意見を大切にしながら，各
関係機関とより緊密に連携していく必要がある。
　また，ＳＮＳによる被害が日々複雑化していくと思われるので，県の
ネットパトロールの情報や市内及び他市のネットトラブルの状況を知り，
より適切な相談対応ができるよう努めていく。

□令和３年度の取組（目標）

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，活動報告や非行防止の啓発
に努めます。

□令和３年度の取組（目標）
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「関係団体との連携」に対する評価

評　　価

Ｂ

(ｱ)八千代市学校警察連絡委員会（学警連）との連携

　八千代市学校警察連絡委員会は，例年年間２回実施しているが，新型コロナウイルス感染
拡大防止のため，第１回は書面開催，第２回はオンライン開催となった。
　地域ごとに小学校・中学校・高等学校・特別支援学校の生徒指導担当が集まり，例年年間
２回の情報交換の会議を行っており，１回は実施したが，もう１回は新型コロナウイルス感
染拡大防止のため中止した。その会議では八千代警察署の方も同席していただいている。
　地域の小学校の生徒指導担当が集まり地域をパトロールした。中学校と高等学校・特別支
援学校の生徒指導担当で，新型コロナウイルス感染拡大防止対策として学校を分散化し，参
加人数を減らして，市内の大型商業店舗等を合同でパトロールを行った。
　八千代ふるさと親子祭の際には，小学校・中学校・高等学校・特別支援学校の生徒指導担
当と八千代市ＰＴＡ連絡協議会が合同でパトロールを行っていたが，新型コロナウイルス感
染拡大防止のため，ふるさと親子祭が中止となりそれに伴いパトロールも中止となった。

(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

　補導委員による補導活動を継続して実施し，青少年の非行防止に貢献した。また，学警連
との連携を図るため，例年後期地区学警連にて地域懇談会を開催していたが，新型コロナウ
イルス感染症の感染拡大のため中止となった。
　広報紙「かけはし」では，県下一斉広域列車パトロールの報告や各地区でのパトロールの
様子について掲載した。

□今後の課題と取組

(ｱ)八千代市学校警察連絡委員会（学警連）との連携

　八千代市学校警察連絡委員会は学校と警察の連携が重要であり，報告，連絡，相談を徹底
し，情報の共有化を図らなければならない。
　地区ごとの学校警察連絡委員会を更に充実させることで，学校と警察が今以上に協力でき
る体制づくりを推進する。

(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

　補導委員は127人（令和４年３月末現在）であるが，地域によってはなり手が少なくなって
いるのが現状である。青少年健全育成連絡協議会等と連携を図り，若い世代の補導委員の確
保も含め，増員に努めていく。
　補導委員は年間5,000円の報償費で活動しているが，他市と比較すると支給額が著しく低額
であることから，継続した予算要求が必要である。

評価の理由 

　新型コロナウイルス感染症の感染拡大状況により補導委員による補導活
動や関連する会議が実施できないことがあった。
　各地区の児童生徒の実態把握に努め，学校や警察と連携を深めることが
できた。新型コロナウイルス感染拡大防止のため，補導回数は少なくなっ
たが，公園や人が集まる場所で子どもたちへの補導活動を補導委員協力の
もと，継続して実施することができた。今後も警察や学校，補導委員と協
力していきたい。

□令和３年度実績
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担　当　課 青少年センター

「愛のひと声・通報運動の推進」に対する評価

評　　価

Ｂ

□令和３年度の取組（目標）

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。

□令和３年度実績

　補導活動を実施するなかで，気になる児童生徒に声をかけて事故や非行を未然に防いでい
る。愛のひと声運動を推進するにあたり，補導委員の資質向上を目指し，委員相互の研修会
を実施した。通報運動は，児童生徒が不審者等の被害に遭わないよう情報の共有化を図っ
た。
　青少年センターへの通報件数は101件で，そのうち65件が不審者に関する通報であった。警
察及び学校，関係機関と迅速な情報の共有化を図った。また，市の防犯情報メール等によ
り，地域への情報発信を行い，連携を図った。

□今後の課題と取組

　愛のひと声運動は，補導委員だけの取組ではなく，地域の方々の働きかけが非常に重要で
あり，関係機関との連携を更に深めていく必要がある。
　声かけのタイミングや声かけの仕方などで，青少年の態度も大きく変わり，受け入れよう
とする姿勢も変わってくる。このため，補導委員を中心に研修会などを行い，更に効果的な
声かけができるようにする必要がある。

評価の理由 

　やちよ防犯情報メールについて，被害に遭ってしまった児童生徒の保護
者より配信許可を得なければ配信できないため，学校側へ理解及び協力を
得ておく必要がある。配信方法については徐々に周知が図られてきている
が，今後も周知をより徹底することで，メール配信までのタイムラグを解
消していきたい。
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担　当　課 青少年センター

「青少年の健全育成のための環境づくり」に対する評価

評　　価

Ａ

評価の理由 

　時代の流れから，有害図書を陳列しないコンビニ店が増加している。タ
スポ不要でタバコが購入できる場所も見かけなくなったが，引き続き注視
していきたい。

⑤　青少年の健全育成のための環境づくり

　一部店舗での有害図書等の陳列の状態やたばこ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。

□令和３年度実績

　市内パトロールを実施する中で，タスポ不要で購入できるタバコの自動販売機を発見する
ことはできなかった。引き続き，警察と連携して対応していきたい。
　有害図書等の陳列については特に問題がなかった。

□今後の課題と取組

　タスポ不要で購入できるタバコの自動販売機の設置有無，及び有害図書等の陳列について
は，確認を継続していく。

□令和３年度の取組（目標）
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（１）　市民のニーズに対応した学習機会の提供

担　当　課 生涯学習振興課

「家庭教育の支援の充実」に対する評価

評　　価

Ａ

□令和３年度実績

□令和３年度の取組（目標）

①　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。また，家庭教育のあり方の学習や，保護者同士の交流の機会として，家
庭教育事業を推進し，学習機会の充実を図ります。

〇第１回家庭教育講演会　「コロナ禍の今だからこそ必要な「楽観性」を獲得する方法　～
「脳」と「腸」から楽観性がうまれる？！～」
　参加者数：36人

〇第２回家庭教育講演会　「子どもの思春期・反抗期を上手に支える　～モヤモヤ＆イライ
ラをわくわくへ～」
　参加人数：35人

□今後の課題と取組

　昨今の社会情勢に対応した周知方法（動画配信による告知等）の検討や座学のみではな
く，ワークショップを積極的に取り入れるなど，講演会内容の工夫をしていく。

評価の理由 

　新型コロナウイルス感染症の罹患人数の減少により，今年度は家庭教育
講演会を２回行うことができた。
　引き続き来場形式・非来場形式それぞれの利点を精査したうえで，家庭
教育講演会そのものの質を上げるような工夫を行っていく。

生涯学習
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担　当　課 生涯学習振興課

「総合生涯学習プラザ主催事業の充実」に対する評価

評　　価

Ｂ

□令和３年度の取組（目標）

②  総合生涯学習プラザ主催事業の充実

　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等の主催
事業を開催し，地域社会の活性化につなげます。

□令和３年度実績

□今後の課題と取組

  新型コロナウイルス感染症の動向に注視ながら，講座の実施を検討するとともに，少人数
で行える講座やオンライン講座を開催するなど主催事業の充実を図っていく。

評価の理由 

　講座の開催に当たり，生涯学習ボランティアバンク制度の登録講師の協
力を得ることができた。また，指定管理者，他部署職員の協力により，全
ての講座を実施できたため。

・子ども書き初め講座　参加者数：15人
・健康イス体操　      参加者数：12人
・転倒予防体操        参加者数：28人
・いきいき健康体操　  参加者数：28人
・市民カレッジ「歴史講座～八千代の歴史をひも解く～」全３回　参加者数：延べ90人
・市民カレッジ「健康講座～初心者のためのストレッチ・体操講座～」全３回　参加者数：
延べ90人
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担　当　課 八千代台東南公民館

「公民館主催事業の充実」に対する評価

評　　価

Ｂ

□令和３年度の取組（目標）

③  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。

□令和３年度実績

９つの公民館で，各世代別に講座を開催し，多種多様な学びの場を提供した。

【対象別開催実績】
・保護者　　８講座　　延べ参加人数　　 66人
・親子　　　34講座　　延べ参加人数　　973人
・青少年　　53講座　　延べ参加人数　　682人
・成人一般　78講座　　延べ参加人数　1,384人
・高齢者　　10講座　　延べ参加人数　　411人

□今後の課題と取組

　各講座の参加者アンケートの結果をもとに，市民のニーズ等を適切に把握し，興味関心を
持ち，楽しむことができる講座を企画することで，より多くの参加者を得るように努める。

評価の理由 

　新型コロナウイルス感染症の影響により，減少傾向にあった参加人数が
大幅に増加した。感染症対策を万全に行い，幅広い年齢層を対象に積極的
に講座を実施した。
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担　当　課 中央図書館

「子ども読書活動の推進」に対する評価

評　　価

Ａ

評価の理由 

　調査及び計画策定を予定どおり実施できたため。

④  子ども読書活動の推進

　さまざまな読書の機会を提供し，子どもの読書活動を推進します。

□令和３年度実績

・前年度の「第２次八千代市子ども読書活動推進計画」の進捗状況調査を実施した。
・令和４年度から令和６年度を計画期間とする次期八千代市子ども読書活動推進計画の策定
のため，取組項目の調査等を行い，「第３次八千代市子ども読書活動推進計画」を策定し
た。

□今後の課題と取組

　計画に掲載のある取組の進捗状況調査を実施し，八千代市の子ども読書活動の現状を把握
し，推進するための資料とする。

□令和３年度の取組（目標）

43



担　当　課 中央図書館

「ブックスタートの推進」に対する評価

評　　価

Ａ

　引き続きブックスタート絵本の配布を行う。
  また，各図書館の状況に応じて乳幼児とその保護者を対象とした講座等を実施する。

評価の理由 

　対象者にブックスタート絵本を配布し，家庭での絵本を介した親子のコ
ミュニケーションについて周知を図れたため。

□令和３年度の取組（目標）

⑤  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，図書館の窓口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。

□令和３年度実績

・ブックスタート絵本を各図書館の窓口で1,505パック配布し，絵本を介した親子のコミュニ
ケーションについて周知を図った。
・各図書館の状況に応じて乳幼児とその保護者を対象とした講座等を実施した。

□今後の課題と取組

44



担　当　課 中央図書館

「図書館主催事業の充実」に対する評価

評　　価

Ａ

　５つの図書館で主催講座を開催し，読書普及活動の充実を図った。
・乳幼児を対象にした「赤ちゃんと楽しむ絵本の会」「親子で楽しむ絵本の会」や，児童対
象のおはなし会・工作会を開催した。
・学校との連携を深め，総合学習のための出張授業などを行った。
・高校生に向け，読み聞かせ指導を行った。
・成人を対象にした図書館教養講座を行った。

□今後の課題と取組

　今後も乳幼児や児童を対象にしたおはなし会・工作会等の開催，図書館見学・職場体験学
習などの学校と連携した活動の推進，成人を対象にした教養講座の開催，図書館利用や資料
活用等講座の開催をする。

評価の理由 

  新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から，利用制限を設けて開館し
た。主催事業については，人数制限や事前予約制としたため，例年よりも
参加者は減少したが，工夫を凝らし定期行事や季節のイベントを開催する
とともに，学校と連携して「出張授業」などを行ったことから，実施回数
は増加した。

□令和３年度の取組（目標）

⑥　図書館主催事業の充実

　図書資料，インターネット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等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。

□令和３年度実績

45



担　当　課 中央図書館

「レファレンスサービスの充実」に対する評価

評　　価

Ｂ

・課題解決に役立つ資料の収集，講座による学習支援を行った。
・調べ方案内等のリーフレットやリンク集を必要に応じて作成した。

□今後の課題と取組

　課題解決に役立つ資料の収集，講座による学習支援，調べ方案内等のリーフレット等の作
成により，市民がレファレンスサービスを利用しやすいような環境を整える。

評価の理由 

　新型コロナウイルス感染拡大防止のため，来館人数が減少していると同
時にレファレンスサービスを利用する人が減っていると考えられる。
　また，課題解決資料や調べ方案内リーフレット等の活用により，自力で
調べる市民も増えてきた影響も考えられる。

□令和３年度の取組（目標）

⑦　レファレンスサービスの充実

　市民の学びを支援するため，レファレンスサービスの周知を図るとともに，調べ方案内等
の整備を行うほか，図書資料や電子資料，インターネットを活用したレファレンスを行いま
す。

□令和３年度実績
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担　当　課 八千代台東南公民館

「八千代台東南公共センター主催事業の実施」に対する評価

評　　価

Ｃ

　新型コロナウイルス感染症の影響により，講座・イベントを実施できなかった。

□今後の課題と取組

　市民のニーズ等を適切に把握し，興味関心を持ち，楽しむことができる講座を企画するこ
とで，より多くの参加者を得るように努める。

評価の理由 

　新型コロナウイルス感染症の影響により，講座・イベントを実施できな
かった。

□令和３年度の取組（目標）

⑧　八千代台東南公共センター主催事業の実施

　施設の特長を生かした事業を実施し，市民のコミュニティ活動の推進，教養の向上及び社
会教育の振興を図ります。

□令和３年度実績
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（２）　学習成果を活用した交流の支援

担　当　課 八千代台東南公民館

「公民館まつりの開催」に対する評価

評　　価

Ｃ

□令和３年度実績

□令和３年度の取組（目標）

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。

  新型コロナウイルス感染症の影響により，開催できなかったが，感染対策を実施しながら
の開催について，引き続き，公民館登録サークルと協議して行く。また，公民館まつり以外
の方法による地域との交流や生涯学習の啓発についても検討していく。

  新型コロナウイルス感染症の影響により,公民館まつりは開催できなかったが，サークル活
動の発表の場として，館内への学習作品展示，市民向け講座の講師及び登録サークルの活動
状況を動画でＨＰに掲載した。

□今後の課題と取組

評価の理由 

  サークル活動の発表として，館内への学習作品展示，市民向け講座の講
師及び登録サークルの活動状況を動画でＨＰに掲載したが，公民館まつり
自体を新型コロナウイルス感染症の影響により,開催できなかったため。
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（３）　団体活動の支援と学習成果の地域還元の促進

担　当　課 生涯学習振興課

評　　価

Ｂ

□令和３年度実績

□令和３年度の取組（目標）

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して，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。

　合計実施件数　17件　合計参加者数　930人　合計指導者数　88人

・折り紙　 15件　述べ参加者数　874人　述べ指導者数　84人
・菊づくり １件　述べ参加者数　49人　 述べ指導者数　３人
・日本の伝統と江戸しぐさ １件　述べ参加者数 ７人　述べ指導者数 １人

□今後の課題と取組

　ボランティア指導者の高齢化が進み，開催講座や開催回数の減少が生じているが，参加者
より好評を得ている講座も多いことから，ふれあい教室の周知に努め，制度の充実を図って
いく。

評価の理由 

　世代間や地域間での交流の場を提供し，地域活動への参加推進や学習機
会の充実に繋がった。

「ふれあい教室の充実」に対する評価
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担　当　課 生涯学習振興課

評　　価

Ｂ

評価の理由 

　平成14年度から，地区ごとに立ち上げられた実行委員会を支援する事業
を進めて来たが，各実行委員会が開催する行事等は，地域の子どもたちの
有意義な体験の場として機能している。各実行委員会間の情報交換や実行
委員の研修，消耗品の支給や活動場所の優先予約などの支援が有効である
と考える。

□令和３年度実績

　活動主体である各実行委員会を招集し，令和３年７月３日，令和４年３月５日に学校外活
動支援事業実行委員会会議を開催し，令和３年度の運営状況や令和４年度の行事予定などの
情報交換を行い，事業の推進を図った。

□今後の課題と取組

　各地域に体験活動が出来るような子どもの居場所を提供し，子供の成長を多角的に見守る
ことを目的として，平成14年度に開始した事業である。市内10地区に立ち上げられた実行委
員会が主体となり，地域の特色をもって遂行してきている。運営内容は地域によって異なる
が，行事は地域に定着し，参加する児童生徒も同数程度で推移している。実行委員の高齢化
が課題となっているが，すでに次世代に引き継いだ実行委員会もある。今後も地域ごとの運
営を支援しながら，課題を検討していく。

「青少年学校外活動支援事業の推進」に対する評価

□令和３年度の取組（目標）

②　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。
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（４）　人材の育成・確保・活用の体制整備

担　当　課 生涯学習振興課

評　　価

Ａ

　新型コロナウイルス感染症の罹患人数が減少傾向となり，実績値は徐々
に回復している。これに伴い，前年度に比べ開催数も増加した。
　登録各課との連携のほか，講座未登録課等にも新規登録を促していきた
い。

□令和３年度の取組（目標）

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。また，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。

□令和３年度実績

　登録講座数：67講座　開催回数：257回　延べ参加者数：4,428人

□今後の課題と取組

　講座数やジャンル数を増やすことによって，より多くの市民の方に興味・関心を持って受
講していただけるようにしていく。

「まちづくりふれあい講座の充実」に対する評価

評価の理由 
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担　当　課 生涯学習振興課

評　　価

Ｂ 　計画どおり講習会を開催し，ボランティアの育成に努めたため。

□令和３年度の取組（目標）

②　バラの植栽管理講習会の実施

　バラの植栽管理講習会を開催し，公共施設等のバラの管理が担えるボランティアの育成を
行います。また，受講生の中から地域のリーダーとなるような人材を発掘し，バラのまちづ
くりにおける活動の中心となってもらいます。

□令和３年度実績

　ボランティアの担い手となる市民にバラに関する講習会を開催し，育成に努めた。
　（講習会回数・参加人数）５回・68人

□今後の課題と取組

　バラに関する講習会の内容を充実させるとともに，地域リーダーの発掘に努める。

「バラの植栽管理講習会の実施」に対する評価

評価の理由 
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担　当　課 生涯学習振興課

評　　価

Ｂ

評価の理由 

  青少年団体の指導者は，その様相が地域によって異なり，さらに年代ご
とに変化してきているが，指導者の資質の向上が必要であることに変わり
はない。令和３年度は，新型コロナウイルス感染症の状況を踏まえなが
ら，屋内で実施する普通救命心肺蘇生法等の講座についても実施すること
ができた。

□令和３年度実績

　青少年団体指導者としての基礎的な知識や技術を身に付けるための青少年団体指導者養成
講座「友・遊・カレッジ」全５回を企画して，延べ53人の参加者があったが，新型コロナウ
イルス感染症対策を踏まえ，多人数が参加する講座は実施することができなかった。

□今後の課題と取組

　子ども・若者育成支援推進法では，学校・家庭・地域の連携強化が必要であり，それぞれ
の指導力の向上が望まれているとしている。それを受け「友・遊・カレッジ」は，子どもた
ちを見守り育てていく地域の指導者のスキルアップを目指して実施してきた。
　受講修了者からは，地域活動を有意義に進められているという報告もあり，事業の継続が
望まれる。しかし，令和３年度については，多人数が参加する講座は実施することができな
かった。今後，講座の内容や開催時期，受講対象者の範囲などを検討し直し，市民のニーズ
に合った内容を企画し，ＰＲして受講者を増やしていきたい。

「青少年団体指導者養成講座（友・遊・カレッジ）の実施」に対する評価

□令和３年度の取組（目標）

③　青少年団体指導者養成講座（友・遊・カレッジ）の実施

　青少年活動に関わ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。
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担　当　課 生涯学習振興課

評　　価

Ｂ

　利用件数の増加を図るため，教えたい人と学びたい人とのマッチングを実施（主催講座の
アンケート結果，まなびネットやちよの閲覧状況，図書資料の貸出状況等を整理・分析）す
るほか，引き続き制度の周知に努め，本制度の活用促進を図っていく。

「生涯学習ボランティアバンク制度の活用の推進」に対する評価

評価の理由 

　制度の周知に努めたが，新型コロナウイルス感染症の影響もあり，実施
回数・利用人数が減少したため。

④　生涯学習ボランティアバンク制度の活用の推進

　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。ま
た，教えたい人と学びたい人をつなぐ「公民館ボランティア講師制度」の内容を充実させる
とともに，市民の積極的な活用を推進します。

□令和３年度実績

　ホームページ（市，総合生涯学習プラザ）への掲載や生涯学習施設・主催講座・市内イベ
ントでのチラシ配布により，生涯学習ボランティアバンク制度の周知に努めた。
　利用件数２件，利用人数は延べ23人であった。
　また，登録講師の更新（継続確認）を行った結果，９名減少したが，新たに２名の登録が
あり，29名となった。

□今後の課題と取組

□令和３年度の取組（目標）
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（５）　 生涯学習関係施設の整備・充実

担　当　課 生涯学習振興課

評　　価

Ｂ
　耐震性が確保されていない旧大和田図書館本館の解体に向けた実施設計
を行ったほか，各施設の緊急性，危険性の高い箇所の修繕を実施するな
ど，適切な維持管理に努めたため。

□令和３年度の取組（目標）

　生涯学習関係施設の機能や役割について見直しなどを行うとともに，市民のライフスタイ
ルの多様化に合わせた利用方法等の改善に努め，利便性の向上を図ります。

□令和３年度実績

　各種修繕の実施など適切な維持管理に努めた。

□今後の課題と取組

　老朽化した旧大和田図書館本館の解体工事及び八千代台図書館の暫定補強工事を進める。
　今後も必要に応じて施設の修繕等を行い，生涯学習環境の維持・向上を図る。

「生涯学習関係施設の整備・改善」に対する評価

評価の理由 

生涯学習関係施設の整備・改善
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（６）　情報提供の充実

担　当　課 生涯学習振興課

評　　価

Ｂ
　オンライン講座等を配信するための運用要領・運用方針等を整備したほ
か，公式ＹｏｕＴｕｂｅアカウントを作成し，令和３年11月から配信を開
始したため。

□令和３年度の取組（目標）

①　オンラインによる情報提供の充実

　オンラインを活用した講座を配信することで，いつでもどこでも学習ができる環境を整備
し，情報提供の充実に努めます。

□令和３年度実績

・配信回数20回
・視聴回数5,569回

□今後の課題と取組

　公式ＹｏｕＴｕｂｅアカウントについて市民等に広く周知を行うとともに，全庁横断的な
体制による，オンライン配信ができるよう仕組み作りに取組む。

「オンラインによる情報提供の充実」に対する評価

評価の理由 
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担　当　課 生涯学習振興課

評　　価

Ｂ
　利用者が講座の開催予定等，生涯学習情報を得られやすいよう「まなび
カレンダー」を機能として追加したほか，講座・教室情報や団体・サーク
ル情報，指導者情報等の掲載，更新を行ったため。

□令和３年度の取組（目標）

②　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。

□令和３年度実績

　「まなびネットやちよ」において，他部署から収集した講座・教室情報を毎月２回掲載す
るとともに，団体・サークルや指導者に係る情報を適宜更新し，掲載内容の充実を図った。

□今後の課題と取組

　まなびネットやちよの全面リニューアルを行うとともに，やちよ情報メールや市ホーム
ページ，広報やちよのほかＳＮＳ等を活用し，生涯学習情報の発信に努めるとともに，生涯
学習情報提供システムの更なる周知を図っていく。

「生涯学習情報提供システムの充実」に対する評価

評価の理由 
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担　当　課 生涯学習振興課

評　　価

Ｂ

評価の理由 

　市民の生涯学習への関心と学習意欲を高めるよう，情報提供及び活動支
援に努めたため。

□令和３年度実績

　施設内でのチラシ等配架やパネル展示により生涯学習情報を提供するとともに，学習相
談・情報提供コーナーに設置する市民閲覧用パソコンを活用した利用者による自発的な情報
収集・学習活動に取り組めるよう支援した。

□今後の課題と取組

　市民の生涯学習への関心と学習意欲を高めるよう情報提供及び活動支援に努める。

「生涯学習相談窓口の充実」に対する評価

□令和３年度の取組（目標）

③　生涯学習相談窓口の充実

　市民が生涯学習を始めるきっかけをつかめるよう，より広く，深く学べるよう情報を提供
しながらサポートします。また，市民の学習相談に的確に対応できるよう，生涯学習関係機
関と情報の共有を図るとともに，市民が気軽に相談できる雰囲気づくりを行っていく等，学
習相談窓口を充実します。

58



担　当　課 中央図書館

評　　価

Ｂ

評価の理由 

　実施予定のものは実施しているが，新型コロナウイルス感染症の影響を
受けて，来館人数や貸出人数が減少したことにより，市民一人当たりの貸
出冊数や個人貸出利用登録者数が減少したものと思われる。
　また，返却された資料の３日間取り置き等の対応により，図書の回転率
も下がっている。

　図書館の広報に努め，利用の促進を図る。
　また，図書館資料の充実を図るとともに，市内図書館で連携して利用者にサービスを提供
する。
　新型コロナウイルス感染症の感染状況を見ながら，滞在時間・人数制限やその他サービス
について，随時見直しを行う等して，利用者が利用しやすい環境を整える。

□令和３年度の取組（目標）

□今後の課題と取組

「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」に対する評価

④　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，ホームページ等を活用した情報発信を行うことで，利用の拡大に努めます。
　さらに，非来館型サービスである電子図書館を充実させ，市民が活用できるよう周知に努
めます。

□令和３年度実績

・図書館資料を収集・整理・保存し，貸出を行った。
・中央図書館では，団体貸出や宅配サービスを行った。
・図書館ホームページにイベント情報や新刊案内等を掲載し，利用促進を図った。
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（７）　地域社会と連携した教育への支援

担　当　課 生涯学習振興課

評　　価

Ｂ   令和４年度中の学校運営協議会設置に向けて，規則を策定したため。

□令和３年度の取組（目標）

①　学校運営協議会の設置・推進・支援

　地域社会と連携した教育への支援として，学校運営及び学校への必要な支援に関して協議
する機関である「学校運営協議会」を設置するとともに推進・支援を行います。

□令和３年度実績

・学校運営協議会規則の策定

□今後の課題と取組

　学校運営協議会の設置に向け，対象学校の教職員や保護者，地域住民へ説明及び周知を行
い，学校運営への参画意識の醸成を図る。

「学校運営協議会の設置・推進・支援」に対する評価

評価の理由 
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担　当　課 生涯学習振興課

評　　価

Ｂ   令和４年度中の学校運営協議会設置に向けて，要綱を策定したため。

□令和３年度の取組（目標）

②　地域学校協働活動の推進

　地域学校協働活動を推進するため，地域学校協働本部に関する規則等の策定及び地域学校
協働活動推進員の委嘱など，地域学校協働本部の設置に向け取り組みます。

□令和３年度実績

・地域学校協働本部実施要綱の策定

□今後の課題と取組

　地域学校協働本部の設置に向け，対象学校の教職員や保護者，地域住民へ説明及び周知を
行い，学校運営への参画意識の醸成を図る。

「地域学校協働活動の推進」に対する評価

評価の理由 
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担　当　課 　文化・スポーツ課

□令和３年度の取組（目標）

「文化団体，グループ等の育成」に対する評価

評　　価

Ｂ

□今後の課題と取組

　文化団体構成員の高齢化と，市民文化祭の参加者や参観者数が毎年減少傾向であること，
また，コロナ禍により，公民館等で合唱や楽器の演奏ができないことが課題である。

評価の理由 

　新型コロナウイルス感染症の影響により，縮小した規模ではあったが，
市民団体の貴重な活動発表の機会として市民文化祭を実施できた。
  また，コロナ禍により公民館等で合唱や楽器の演奏ができない中，代替
施設として文化施設の利用支援を行い，団体の育成に寄与できた。

市民文化

（１）　文化活動の推進

　新型コロナウイルス感染症の影響により，縮小した規模ではあったが，令和３年度につい
ても市民文化祭を開催した。文化団体や市内の学校，公民館を含め14団体が参加し，参観者
数は18,952人であった。
　また市民文化祭を開催するにあたり，市民が自主的に参画することができるよう，広報等
を活用し広く文化祭参加者を募集し，コロナ禍により，市民文化祭の練習として普段使用し
ている公民館等で合唱や楽器の演奏ができない団体に対しては，代替施設として文化施設の
利用支援を行った。

□令和３年度実績

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。
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担　当　課 　文化・スポーツ課

「文化活動の機会の充実」に対する評価

評　　価

Ｂ
　新型コロナウイルス感染症の影響により実施回数が少なくなったが，各
文化施設において様々な自主事業や企画展を企画し，市民が鑑賞並びに参
加できる機会を提供できた。

　今後も新型コロナウイルス感染拡大防止の対策をとる必要があるものの，できるだけ多く
芸術に接する機会を提供するとともに，市民が参加しやすい事業に取り組んでいく。

評価の理由 

□今後の課題と取組

□令和３年度の取組（目標）

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。

□令和３年度実績

　新型コロナウイルス感染症の影響で実施回数が少なくなったが，芸術鑑賞事業として，勝
田台文化センター，勝田台ステーションギャラリー等で市民団体主催の展示会を開催すると
ともに，体験型の事業として，市民ギャラリーが主催するイラスト教室講座や様々なアート
教室講座等，幅広い世代で参加できる機会を提供した。
　また，市民会館において，市民文化祭ポスターデザイン画の応募作品を展示すると同時
に，広く市民文化祭の周知も行った。
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担　当　課 　文化・スポーツ課

「文化芸術情報の発信とネットワーク化」に対する評価

評　　価

Ｂ
　新型コロナウイルス感染症の影響のなか，ホームページを活用した文化
芸術情報の発信を行うことができた。

□令和３年度実績

　新型コロナウイルス感染症の影響で各種イベントの中止が多くあったが，ホームページを
活用し市民文化祭の情報発信を行った。

□今後の課題と取組

　今後も市内の文化団体と情報交換を行いながら，市民に対し情報発信していく。

評価の理由 

□令和３年度の取組（目標）

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。
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（２）　文化芸術施設の活用・充実

担　当　課 　文化・スポーツ課

                   

「文化芸術施設の活用・充実」に対する評価

評　　価

Ｂ

　市民会館においては，指定管理者である八千代市地域振興財団の自主事業において，メ
ディア等に出演している落語家及び歌手等を迎えた事業を実施し，市民が文化芸術に触れる
機会を提供できた。
　また，施設の利用促進を図るため，指定管理者である八千代市地域振興財団のホームペー
ジをリニューアルした。
　市民ギャラリーについては，年間を通してワクチン接種会場となっていたことから，当該
施設において，事業を実施することはできなかったが，他の文化施設で事業を実施すること
や指定管理者のホームページにおいて，美術品を掲載することにより，市民が文化芸術に触
れる機会を提供できた。

□令和３年度の取組（目標）

□令和３年度実績

　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。

□今後の課題と取組

　文化施設の利用率については，コロナ禍前の数値に回復しつつあるが，新型コロナウイル
ス感染症の影響で中止となってしまう事業があった。
　市民ギャラリーについては，年間を通してワクチン接種会場となっており，他施設におけ
る事業開催となったため，開催回数等がやや少ない傾向にあった。
　いずれの課題についても，感染症対策を行った上での事業実施及び施設のＰＲ等を行い，
市と各指定管理者が共同して，新規利用者獲得を含む利用促進や文化芸術の提供を図ってい
きたい。

評価の理由 

　新型コロナウイルス感染症の影響を受ける中，指定管理者が各施設にお
いて，可能な限りの事業を実施した。
  また，ホームページを利用した美術品の公開やホームページのリニュー
アル等，施設のＰＲを積極的に行うことができた。
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担　当　課
　文化・スポーツ課
　（文化財班）

□令和３年度の取組（目標）

「文化財調査の推進」に対する評価

評　　価

Ｂ

□今後の課題と取組

　調査・整理期間の短縮を図るため方法等を研究し確立していく。
　調査量の増減に柔軟に対応できる調査体制を研究し整備していく。

評価の理由 

　限られた人員の中で，必要最低限の調査・整理は行えた。

文化財

（１）　文化財の保護と活用

　国庫補助・県費補助を得て確認調査を実施するとともに，令和２年度実施確認調査の本整
理を行い報告書を刊行した。
　開発事業者と委託契約を締結し，協力金を得て本調査・本整理を実施し，報告書を刊行し
た。
　市指定文化財候補の文化財の調査・研究を行った。

【具体的な取組】

・市内遺跡等発掘調査（国庫補助事業）　17件，報告書刊行１件
・公共事業埋蔵文化財発掘調査　　　　　１件，本整理２件，報告書刊行１件
・民間開発等埋蔵文化財調査事業　本調査　　３件
　　　　　　　　　　　　　　　　（白幡前遺跡ｉ地点，殿内遺跡ｊ地点，
　　　　　　　　　　　　　　　　　平沢遺跡ｃ・ｆ地点）
　　　　　　　　　　　　　　　　本整理　　１件
　　　　　　　　　　　　　　　　（上の山遺跡ｄ地点）
　　　　　　　　　　　　　　　　報告書刊行１件
　　　　　　　　　　　　　　　　（上の山遺跡ｄ地点）
・市指定文化財候補調査　（長妙寺，東栄寺）

□令和３年度実績

①　文化財調査の推進

　文化財の調査・研究に努め，重要なものを市の文化財に指定し，保護と活用を図ります。
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担　当　課
　文化・スポーツ課
　（文化財班）

「文化財の保護」に対する評価

評　　価

Ａ
　昨年度と同様，普及用の冊子を発行するとともに講師派遣等を通じ，一
定程度の文化財の保護普及を図ることができた。

　普及・啓発活動の継続と新たな手段等を研究し実施していく。
　文化財説明板の設置・修繕を計画的に実施していく。

評価の理由 

□今後の課題と取組

□令和３年度の取組（目標）

②　文化財の保護

　文化財を次代に継承していくため，文化財保護の普及・啓発に努めるとともに，維持管理
の支援やその後継者の育成を図ります。また，地域の文化財への認識を深めるため，説明板
の設置などにより文化財に関する関心や理解の向上を図ります。

□令和３年度実績

　普及・啓発事業として，各種情報の提供，埋蔵文化財通信「埋やちよ」発行，文化財通信
「財やちよ」発行，出前講座・講師派遣等を実施した。

【具体的な取組】

・埋蔵文化財通信「埋やちよ」発行１回
・文化財通信「財やちよ」発行３回
・出前講座・講師派遣５回
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（２）　埋蔵文化財の保護と活用

担　当　課
　文化・スポーツ課
　（文化財班）

                   

「発掘調査体制の整備」に対する評価

評　　価

Ａ

　埋蔵文化財の取扱いについて窓口等の問合せに対応するとともに，文書による確認・協議
依頼に回答した。
　保存措置を講ずるための試掘調査を必要に応じて実施した。

【具体的な取組】
・問合せ　　　　　1,163件
・確認及び協議　　　135件
・試掘調査　　　　　 34件

□令和３年度の取組（目標）

①　発掘調査体制の整備

□令和３年度実績

　貴重な埋蔵文化財が開発により失われることがないように，関係機関との連携を強化し，
遺跡調査や発掘体制の整備・充実を図ります。

□今後の課題と取組

　問合せに対して迅速かつ的確に対応し回答していく。その資料として台帳・地図等の整備
を進めていく。
　試掘実施基準について検討し，より効果のある試掘調査を目指していく。
　埋蔵文化財包蔵地の範囲について，過去の調査結果等を踏まえ引き続き，改訂していく。

評価の理由 

　埋蔵文化財包蔵地の確認の問合せ等に迅速かつ的確に対応できるように
過去の調査履歴等を格納したデータベースの活用を図った。
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担　当　課
　文化・スポーツ課
　（文化財班）

                   

「整理事業の推進と活用」に対する評価

評　　価

Ｂ

□令和３年度の取組（目標）

②　整理事業の推進と活用

　出土資料の整理事業に積極的に取り組むとともに，資料を活用した学習機会の提供に努め
ます。

□令和３年度実績

　過去に実施された発掘調査で出土した埋蔵文化財の整理を行った。

【具体的な取組】
　
・権現後遺跡，北海道遺跡，ヲサル山遺跡，白幡前遺跡出土遺物再整理

□今後の課題と取組

　計画的に整理事業に取り組むとともに，学校をはじめとした教育機関との連携を推進して
いく。

評価の理由 

　一定の整理事業は実施されたが，資料を活用した学習機会の提供には至
らなかった。
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担　当　課
　文化・スポーツ課
　（文化財班）

                   

「保存整理場所等の一元化」に対する評価

評　　価

Ｂ

□令和３年度の取組（目標）

③　保存整理場所等の一元化

　整理事業の効率化を推進するため，整理作業と出土資料の保管場所の一元化を図ります。

　常設展示を実施したことで，市民の出土文化財への理解と関心を高める
ことができたが，恒久的な保管施設については確保するまでには至らな
かった。

□令和３年度実績

　出土文化財の整理を行い，保管スペースを確保するとともに，出土文化財の適正管理に努
めた。
　出土文化財の常設展示を実施した。
　出土文化財の閲覧・貸出に対応した。

【具体的な取組】

・出土文化財の展示
　常設展示（教育委員会庁舎，文化伝承館）
・出土文化財貸出２件，閲覧８件

□今後の課題と取組

　出土文化財の展示方法等の内容を研究していくことで，市民の出土文化財への理解と関心
を高め，保存へつなげていく。
　管理・活用の基礎データとするため出土文化財の区分作業を進めていく。
　出土文化財の適切な管理・保存を実施するため，引き続き，恒久的な施設の確保を目指
す。

評価の理由 
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担　当　課 郷土博物館

「地域の資料等の保存・継承」に対する評価

評　　価

Ａ

（３）　郷土博物館の運営

　市民や市立教育機関が所蔵していた歴史資料，民俗資料など計153点が寄贈されたほか，民
俗資料５点が寄託されたことにより，後世への安全な継承，市民への活用が図られることと
なった。

□令和３年度の取組（目標）

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・記録作成や
登録を行います。

□令和３年度実績

□今後の課題と取組

　本市は，都市化の進行に伴い，住居等の改築が長期にわたって行われ，特に旧家で保管さ
れてきた民俗資料・古文書等は散逸・破損・廃棄されることが危惧されている。このことか
ら，地域の暮らし・歴史を物語る多様な資料を積極的に受贈・受託などにより収集・保管し
継承するとともに，市民が地域を理解するための教材として，収蔵資料展などを開催し市民
へ公開するとともに，学校での出前授業や展示等の事業で活用する。

評価の理由 

　市の文化・歴史を物語る資料の保存・継承が課題である中，新型コロナ
ウイルス感染拡大の影響で調査活動は制限されたが，寄贈品や寄託品を積
極的に受け入れたことなどにより，貴重な資料の継承・活用を図ることが
できた。
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担　当　課 郷土博物館

「常設展示の充実」に対する評価

評　　価

Ａ

□令和３年度の取組（目標）

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。

□令和３年度実績

　令和３年度の博物館利用者は，新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響や外出自粛の
影響がありつつも17,084人（開館日305日）と前年度を上回った。
　市民のニーズや博物館の果たす役割を検討し，小規模ながらパネルの更新，新たな展示
コーナーの新設を行い，また，博物館利用者へのアンケートを実施している。

□今後の課題と取組

　市の財政状況を踏まえ，小規模な展示替えや解説パネル等の更新を行ってきたが，展示に
係る様々なパネルや工作物の作成を行うことができなくなったことから，その対策を検討す
る。

評価の理由 

  大規模な展示替えが困難な中，利用者アンケート等を参考に展示の更新
を行った。また，レイアウトの一部変更や更新など様々な工夫を行い，常
設展示の改善・充実を図ることができた。
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担　当　課 郷土博物館

「企画展の開催」に対する評価

評　　価

Ａ

　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。

□令和３年度の取組（目標）

③　企画展の開催

□令和３年度実績

【具体的な取組】
　
・企画展　年間２回実施
　第１回「印旛沼南西岸の縄文文化　～やちよの縄文～」　　利用者 2,389人
　第２回「八千代を語るものたち」(収蔵品展)　　　　　　　利用者 1,729人
・企画展示室を利用した特別展示の開催
　「らくがく縄文館」(県巡回展)　　　　　　　　　　　　　利用者 2,581人
　「くらしのうつりかわり展　～学びを支えたもの～」　    利用者 3,402人
　「東日本大震災から11年」　　　　　　　　　　　　　　　利用者   961人

□今後の課題と取組

　新型コロナウイルス感染症の関係から，企画展の準備のための調査，展示が十分な体制で
できなかったにもかかわらず，開催可能な内容・時期を探りながら市民に対するサービスは
ある程度できたと思う。

評価の理由 

　企画展は，市民に対して特色ある情報発信を行う上で極めて重要であ
り，新型コロナウイルス感染症の影響により活動が制限される状況である
が，感染拡大防止の工夫をしながらも，年度内に２回開催することができ
た。
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担　当　課 郷土博物館

「市民学習の支援」に対する評価

評　　価

Ａ

　各世代に興味を持たれる講座・講演会等を開催し，学びの場を提供した。また，企画展に
関連し，理解を図るための展示解説会や現地見学会を開催した。これらにより，困難な状況
であるが多くの参加者を得ることができた。

【具体的な取組】
　
・企画展関連行事　　　　　　３回　　 42人
・やちよの民俗行事　　　　　１回　　 33人
・古文書講座　　　　　　　　７回　　239人
　（初級編・中級編）
・古文書講座（入門編）　　　３回　　111人
・やち博講座　　　　　　　　４回　　153人
・昔遊び体験　　　　　　　　５回　　186人
・子ども体験教室　　　　　　５回　　334人
・博物館シアター　　　　　　１回　　 52人
・植物標本づくり講座　　　　２回　　 60人
・自然観察会　　　　　　　　１回　　 16人
・昆虫観察会　　　　　　　　１回　　 新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止
・文化財散歩　　　　　　　　２回　　 28人
・映画上映会　　　　　　　　１回　　 13人　　　　　　　　　　　　　　　　ほか

□令和３年度の取組（目標）

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。

□令和３年度実績

□今後の課題と取組

評価の理由 

  令和３年度も，新型コロナウイルス感染症の感染拡大により，一部事業
の中止を余儀なくされたが，子どもから高齢者までの幅広い世代や，様々
な経験を有する方々に応じた事業展開を継続し，参加者が増加した。

　令和３年度も，令和２年度に引き続き新型コロナウイルス感染症の影響で，行事の内容，
参加定員など多くの制約を受ける中で諸行事を開催することとなった。市内部の行財政改革
に加え，このような外的制約の中でも，社会・市民のニーズを適切に把握し，これらに応え
るために，興味が持たれ，楽しむことができる行事を企画し，より多くの参加者を得るよう
努めることが博物館が存続するための重要な要件である。
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担　当　課 郷土博物館

「学校教育との連携」に対する評価

評　　価

Ａ

　当面は続くと考えられる新型コロナウイルス感染症の影響の中，学校との連携を継続し，
学校の博物館利用の新たな方策を検討し推進・充実を図る。
　また，新たに開始したリモート授業は，平常時でも博物館と学校を結ぶ効果的手段である
ことから，実現可能なハード・ソフト両面の検討を行う必要がある。

□令和３年度の取組（目標）

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。

□令和３年度実績

　小学校の指導要領やカリキュラムを参考に，各学年別のプログラムの開発を行い，来館見
学，出前授業などに応えた。また，新型コロナウイルス感染症の影響で中学校の職場体験は
中止となったが，教育システムを活用し，小学校向けのリモート授業を行い，学校が博物館
を活用できる新たな方策を講じた。

【具体的な取組】
　
・出前授業　　　67件（小学校）　  5,427人
・職場体験　　　０件（中学校）　　新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止
・来館見学　　　８件（小中学校）　　600人
・リモート授業　５件 (小学校)　 　　361人

□今後の課題と取組

評価の理由 

  令和３年度も新型コロナウイルス感染症の影響で，来館見学や出前授業
の実施も難しい時期があった中で，学校との連携事業の件数は増加した。
　また，新型コロナウイルスに限らず，今後の不測の事態に対応可能なリ
モート授業や見学方法等を確認することができた。
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担　当　課 郷土博物館

「地域の諸団体との連携」に対する評価

評　　価

Ａ
  新型コロナウイルス感染症の影響で，十分な連携事業の実施には至らな
かったが，感染拡大防止のために運営方法を工夫したことや，同好会活動
の支援等により，事業の参加者が増加した。

□令和３年度の取組（目標）

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。

□令和３年度実績

　地域の大学や市内公民館等との連携事業のほか，市民により構成されている同好会の活動
を支援し，地域の活性化を図った。しかし，新型コロナウイルス感染症の影響により中止に
なった事業もあった。

【具体的な取組】

・大学連携（伝統装束体験）　新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止
・同好会連携（篆刻講座）　　27人
・同好会連携（竹細工講座）　23人
・公民館・図書館との連携事業（講演会・体験） 15件　255人

□今後の課題と取組

　充実した博物館事業を提供するために，市内外の類縁機関との連携により，幅広い角度か
らの連携を行う。また，博物館の積極的利用者である同好会等の活動を支援し，地域に根差
した市民の学習・文化活動の拠点を目指す。

評価の理由 
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担　当　課 郷土博物館

評　　価

Ｂ

評価の理由 

  今後の博物館に求められる重要な課題であるが，令和３年度については
新型コロナウイルス感染症の影響もあり，観光や国際交流等の事業が実施
に至らなかったものの，福祉に関する事業の実施数は増加した。

□令和３年度実績

・第５回多文化交流in八千代　　　新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止
・高齢者施設の団体来館　　　　　10件　　69人
・高齢者サークルへの講師派遣　　29件　　537人

□今後の課題と取組

　実施している内容・件数はわずかである。このことは，博物館側の調査不足に加え，観
光・福祉・国際交流などの各担当者との連携が不足し博物館を利用することの有効性が認識
されていないことが課題である。今後もこの課題克服に向け，連携を取りやすい方策を検討
する。

「多様な分野との連携による博物館事業」に対する評価

□令和３年度の取組（目標）

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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担　当　課 文化伝承館

「文化伝承館の運営」に対する評価

評　　価

Ｃ

（４）　文化伝承館の運営

□令和３年度の取組（目標）

　伝承文化に関する主催講座の実施や展示等，また，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。

□令和３年度実績

　新型コロナウィルス感染拡大防止の観点から，接触・歌唱・尺八等の活動を制限し，ま
た，利用人数の制限も設けたが，安全性を確保しつつ，主催講座である「紙芝居と昔話の
会」を再開した。また，伝統文化団体に活動の場として，施設を提供した。
 
【具体的な取組】
　
  利用者数等
・開館日数　226日（開館可能日数290日の78％）
・主催事業　６回　157人
・利用回数　420回（伝統文化団体 365回 その他の団体 55回）
・利用人数　5,376人（主催事業157人，伝統文化団体 2,935人 その他の団体 1,159人 見学
など 1,125人）
・備品貸出し　八千代市の昔話を題材にした紙芝居などの貸出し３件
・館だより『継』第23号発行

□今後の課題と取組

　新型コロナウィルス感染拡大防止の観点から，活動を制限し，また，利用人数の制限も設
けているが，安全性を確保しつつ，より多くの主催講座を再開できるよう検討する。
　伝統文化団体の会員確保や事業周知に課題があるため，文化伝承館の活動やその意義につ
いて，より多くの情報発信に努める。

評価の理由 

  主催講座を一部再開し，利用回数・利用人数とも増加するなど，前年度
よりは改善したが，まだ本来の水準には戻っていないため。
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担　当　課 文化・スポーツ課

「ライフステージに応じたスポーツ活動の推進」に対する評価

評　　価

Ｂ

評価の理由 

　新型コロナウイルス感染症の影響に伴い，イベントの開催には至らな
かったが，ふれあい講座の実施により，市民がスポーツに触れる機会を提
供することができた。

□今後の課題と取組

　いずれのイベントも，市民の楽しみや生きがいを見つける機会を提供する場であることか
ら，引き続きイベントの開催に努める。また，イベントの開催にあたっては，新規参加者を
増やすための周知を図りつつ，子どもから大人，高齢者など，様々な市民ニーズに対応し，
気軽にスポーツを楽しめる環境を整備し，スポーツ活動の機会の増加に努める。

スポーツ・レクリエーション

（１）　スポーツ活動の推進

□令和３年度の取組（目標）

①  ライフステージに応じたスポーツ活動の推進

(ｱ)　市民の多様なニーズを捉え，スポーツを始めるきっかけ作りに努めることで，
   スポーツを行う機会の充実に取り組みます。

(ｲ)　子どもから高齢者まで様々な方を対象としたイベントや教室を実施します。

(ｳ)　障害のある人もない人も一緒にできるスポーツ活動や大会の普及に努め，障害者
   スポーツの理解・啓発を推進します。

□令和３年度実績

　新型コロナウイルス感染症の影響により，八千代市レクリエーション協会や八千代市ス
ポーツ推進委員協議会と共同で開催する大会が中止となった一方で，ニュースポーツの普及
を目的とするふれあい講座「ニュースポーツ教室」は，感染対策を行い開催することができ
た。

　ニュースポーツ教室：フロアカーリング・室内ペタンク等　計268名参加
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担　当　課 文化・スポーツ課

「スポーツ大会等の開催」に対する評価

評　　価

Ｂ

評価の理由 

　市民体育大会や市民レクリエーション大会は，感染対策を講じたうえで
一部の競技について開催することができた。
　また，開催には至らなかったものの，ニューリバーロードレース㏌八千
代については，コロナ禍における大会の運営方法等についての検討を行っ
た。

□令和３年度の取組（目標）

②  スポーツ大会等の開催

(ｱ)　幅広い層の市民が参加できる，市民体育大会や市民レクリエーション大会，スポ
   ーツイベント等の開催を推進します。

(ｲ)　市内外の選手が参加することでスポーツの地域交流や国際交流を図るとともに，
 　広く本市の魅力を発信できる大会やイベントを開催します。

(ｳ)　様々な大会やイベントにおいてスポーツボランティアの周知に努め，市民が気軽
　 に活躍できる場の提供に努めます。

□令和３年度実績

　新型コロナウイルス感染症の影響により，ニューリバーロードレースin八千代やコミュニ
ティワールドカップサッカー㏌八千代の開催は見送られたが，市民体育大会や市民レクリ
エーション大会は，感染対策を講じたうえで一部の競技について開催することができた。

□今後の課題と取組

　今後も各関係団体と連携し，市民が参加しやすい各種スポーツイベント等を開催するとと
もに，新規参加者の獲得に向けてホームページ等を活用して情報発信していく。
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担　当　課 文化・スポーツ課

「競技力の向上」に対する評価

評　　価

Ａ

□令和３年度の取組（目標）

③　競技力の向上

(ｱ)　競技力の向上や競技スポーツ人口の裾野の拡大を目指し，市民体育大会の開催や
　 県民体育大会に参加する選手の育成・支援に努めます。

(ｲ)　多くの市民が身近な場所でトップレベルの競技や試合を観戦する機会の提供に努
   めます。

(ｳ)　全国大会に出場する選手を支援する補助制度の充実に努めます。

　トップアスリートによるランニング教室を開催したほか，全国高等学校
総合体育大会に出場した選手（６競技55名）に対して，会場までの交通費
の一部を補助することで，競技力の向上を図ることができた。

□令和３年度実績

　包括的連携に関する協定により，第一生命グループ女子陸上競技部によるランニング教室
を開催したほか，全国高等学校総合体育大会に出場した選手（６競技55名）に対して，会場
までの交通費の一部を補助した。

□今後の課題と取組

　民間企業との包括的連携協定を活用し，トップアスリートによるスポーツ教室の開催に向
けて調整を図るとともに，全国高等学校総合体育大会に出場する選手を支援する補助制度の
充実に努める。

評価の理由 
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担　当　課 文化・スポーツ課

「東京オリンピック・パラリンピックへの機運の醸成」に対する評価

評　　価

Ａ

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，本市にゆかりのある選手
を応援することにより競技種目の普及に努め，県との共同で聖火リレーに関連したイベント
を実施します。

　新型コロナウイルス感染症の拡大により，学校連携観戦が中止となるな
どの影響はあったが，概ね目標は達成することができた。

□令和３年度実績

　男女水球競技に参加した秀明大学関係の選手を応援するため，市役所庁舎に懸垂幕を掲示
した。また，広報やちよに水球の特集記事を掲載することにより，競技種目の普及を図っ
た。
　市役所において聖火トーチの巡回展示を行ったほか，市民会館においてパラリンピックの
聖火イベント等を実施することにより大会機運の醸成を図った。

□今後の課題と取組

　今後はスポーツ推進委員の依頼講座等を通してボッチャを体験する機会を増やすことによ
り，パラスポーツの普及に努める。

評価の理由 

□令和３年度の取組（目標）
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（２）　スポーツ環境の整備

担　当　課 　文化・スポーツ課

「スポーツ指導者の育成」に対する評価

評　　価

Ｂ

　地域のスポーツ指導者の育成並びに養成を目的として，スポーツ協会との共催によりス
ポーツ指導員養成講習会の開催を予定していたが，新型コロナウイルス感染症の影響により
開催を中止した。

□今後の課題と取組

評価の理由 

　スポーツ指導員講習会は緊急事態宣言の発出などにより直前での中止と
なったが，コロナ禍での開催に向け，開催内容や会場レイアウトの変更な
ど，感染症対策を考慮して準備を進めた。

□令和３年度実績

□令和３年度の取組（目標）

①　スポーツ指導者の育成

(ｱ)　スポーツ指導者の資質向上や育成に向けて，指導者向け講習会を開催します。

(ｲ)　国・県が開催するスポーツ指導者研修会等の情報提供に努めます。

　指導者としての定着率の低下や，高齢化が進んでいることから，新規のスポーツ指導者の
確保や，多様化する市民ニーズに対応するための専門知識をもったスポーツ指導者の育成を
行い，市民に効果的に派遣できるシステムの構築に努める。
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担　当　課 文化・スポーツ課

評　　価

Ｂ

　新型コロナウイルス感染症の拡大の影響により，市及び県主催のイベント等が中止とな
り，積極的な活動及び周知ができなかった。
　今後も，新型コロナウイルス感染症の感染状況に注視しながら，スポーツ推進委員の市主
催イベントの協力やふれあい講座等の派遣依頼，委員の資質向上に繋がる県の講習等につい
て参加を呼びかけると共に，新型コロナウイルス感染症等の影響を受けることなくスポーツ
推進委員の活動の場を広げるための方法について検討していく。

□今後の課題と取組

□令和３年度の取組（目標）

②　スポーツ推進委員の資質向上と活動の充実

(ｱ)　地域住民が主体的にスポーツを行えるよう，スポーツ推進委員の活動を支援しま
   す。

(ｲ)　多様化する市民ニーズに応じた派遣指導ができるよう，県等が主催する講習会へ
   の積極的な参加を促すなど，スポーツ推進委員の資質向上を図ります。

(ｳ)　スポーツ推進委員の活用等について周知に努め，誰もが気軽にスポーツを楽しむ
   ことができる機会を提供します。

□令和３年度実績

　ニュースポーツの普及促進を目的とするふれあい講座等にスポーツ推進委員を派遣するこ
とができた一方で，新型コロナウイルス感染症の拡大の影響により，推進委員主催のイベン
ト等が中止となるなど，積極的な支援及び周知ができなかった。

評価の理由 

　新型コロナウイルス感染症の拡大の影響により，スポーツ推進委員に対
する積極的な支援及び活動に関する周知が出来なかったものの，ふれあい
講座を開催することができた。

「スポーツ推進委員の資質向上と活動の充実」に対する評価
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担　当　課 文化・スポーツ課

評　　価

Ｂ

　各団体との連携はまだ十分とは言えず，今後も行政の関連部局やスポーツ関係団体が，従
来の枠組みを越えて市民のスポーツ活動を支援する体制が求められる。そのため，スポーツ
活動を多面的に捉え，子育て支援や高齢者福祉，障がい者福祉及び青少年の育成等の団体
と，それぞれの役割分担を踏まえた連携を図る。

評価の理由 

　新型コロナウイルス感染症の影響により各種大会やイベントが中止と
なったことに伴い，関係団体との十分な連携を図ることはできなかった
が，コロナ禍でのスポーツ活動等について，関係団体との情報共有に努め
た。

「関係団体との連携」に対する評価

□令和３年度の取組（目標）

③　関係団体との連携

(ｱ)　市民のスポーツ活動を推進するため，八千代市スポーツ協会，八千代市レクリエ
   ーション協会，スポーツ推進委員を始めとした関係団体等との連携を図るととも
   に，スポーツ及びレクリエーション活動の普及に努めます。

(ｲ)　行政関係部署と連携を図ることで，スムーズな市民サービスの提供と向上に努め
   ます。

□令和３年度実績

　新型コロナウイルス感染症の影響により，スポーツ推進委員の主催事業や市民レクリエー
ション大会等，各種大会やイベントが中止となったことに伴い，関係団体と十分な連携を図
ることはできなかったが，スポーツ協会が主催する市民体育大会については，一部の競技が
開催され，大会開催に関する広報活動を行う事が出来た。

□今後の課題と取組
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担　当　課 文化・スポーツ課

評　　価

Ａ
　既存のクラブの活動場所確保等を行ったほか，市内で３番目となるクラ
ブの設立に関し，県との調整や助言を行うなど，準備段階からサポートを
行うことで，総合型地域スポーツクラブの活動を支援することができた。

　既存のクラブの活動場所を確保するなどの活動支援を行ったほか，新たなクラブの設立に
向けて，設立準備段階から助言等の支援を行った。

□今後の課題と取組

　総合型地域スポーツクラブの活動場所確保等による活動支援を継続して行っていく。ま
た，クラブの認知度を向上させるため，市ホームページに活動に関する情報を掲載するな
ど，総合型地域スポーツクラブの周知を図る。

「総合型地域スポーツクラブの活動支援」に対する評価

評価の理由 

□令和３年度の取組（目標）

④　総合型地域スポーツクラブの活動支援

(ｱ)　地域のスポーツ活動を活性化させるため，総合型地域スポーツクラブの活動を支
   援します。

(ｲ)　総合型地域スポーツクラブの認知度を高め，加入者の増加や新たなクラブの設立
   支援につなげます。

□令和３年度実績
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担　当　課 文化・スポーツ課

評　　価

Ａ

評価の理由 

　「広報やちよ」や市ホームページ等を通じ，各種スポーツ情報の提供に
努めた。

□令和３年度実績

　「広報やちよ」や市ホームページ等を通して，市民大会等スポーツ大会やスポーツ教室の
情報提供に努めた。また，スポーツ大会等で活躍した市民の情報を市ホームページを通して
周知するよう努めた。

□今後の課題と取組

　市民が幅広くスポーツ情報を容易に得られるよう，市ホームページ等の内容の拡充に努め
る。
  また，手軽にスポーツ施設を利用できるよう，施設予約システムの利便性向上を図る。

「スポーツ情報の収集と提供」に対する評価

□令和３年度の取組（目標）

⑤　スポーツ情報の収集と提供

(ｱ)　「広報やちよ」や市ホームページ等の各種メディアを通して，スポーツ教室やス
   ポーツ大会等の情報提供に努めます。

(ｲ)　各種スポーツ大会等で活躍した市民の情報を収集し，広く市民への周知に努めま
   す。

(ｳ)　スポーツ施設の予約方法の周知に努めるとともに，分かりやすく使い易い施設予
   約システムの構築を図ります。
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（３）　スポーツ施設の充実

担　当　課 　文化・スポーツ課

「スポーツ施設の管理・運営」に対する評価

評　　価

Ｂ

　老朽化した市民体育館屋根の改修及び摩耗したテニスコートの人工芝の張替えを行うな
ど，利用者が安心・安全に利用できる施設の整備に努めた。

□今後の課題と取組

　多くのスポーツ施設が老朽化しており，早急な対策が必要である。今後，八千代市公共施
設再配置等推進委員会及び同検討部会において，施設改修等の方針を決定し，計画的に施設
を修繕及び改修していくとともに，スポーツ施設全体の今後のあり方を検討していく。

評価の理由 

  利用者が安心・安全に施設を利用することができるよう，施設の老朽化
の状況に応じて施設の改修等を行った。

□令和３年度実績

□令和３年度の取組（目標）

①　スポーツ施設の管理・運営

(ｱ)　スポーツ施設の予約方法などの改善や，設備・備品の管理などを行い，市民の誰
   もが利用しやすいスポーツ施設の運営を推進するとともに，質の高いサービスを利
   用者に提供することで，利用満足度や利用者の増加に努めます。

(ｲ)　老朽化した施設を安心・安全に利用するため，計画的に施設の改修を進めます。

(ｳ)　公園，広場，未利用地などを活用し，地域において市民が気軽に利用できるス
   ポーツ活動の場の確保に努めます。
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担　当　課 文化・スポーツ課

評　　価

Ａ

□今後の課題と取組

　学校体育施設開放事業の利用団体数が増加傾向にあり，利用者のサービス向上を目的とし
た業務の効率化等についての検討が必要である。

「学校体育施設の活用」に対する評価

評価の理由 

　新型コロナウイルス感染拡大防止のため，施設の利用に関する制限が
あったが，多くの市民のスポーツ活動の場として活用することができた。

　市民のスポーツ活動の場として，32校の小中学校体育館及び20校の小学校運動場を活用
し，年間で509団体が利用した。

□令和３年度の取組（目標）

②　学校体育施設の活用

(ｱ)　市民のスポーツ活動の場として，学校体育施設を有効に活用します。

(ｲ)　利用者の利便性を向上するため，利用方法の改善に努めるほか，利用団体との連
   携・調整を図ります。

□令和３年度実績
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４ 学識経験者の知見 

 【学識経験者】                       ※敬称略 

稲毛 英三（元八千代市立八千代台小学校長） 

太田 公昭（元八千代市立高津中学校長） 

 

【意 見】 

Ⅰ はじめに 

 八千代市の将来を託す子ども像や学校教育の目指す方向性を示した「八千代市教育振興 

基本計画」が平成 24 年に策定され,平成 29 年３月には，成果や課題を評価，点検すると 

ともに，教育の新たな動向を踏まえ，第２期となる「八千代市教育振興基本計画」が策定 

されており，令和３年度はその５年目（最終年度）に当たる。 

八千代市としての特色ある教育を推進するために令和３年度「教育施策と事業概要」で 

は，重点目標 

  －ＥＳＤ（持続可能な開発のための教育）の推進－  

１ 子どもたちのよさや可能性を引き出し伸ばす教育  

２ 教育を核とした持続可能な地域社会の構築 

 を掲げ取り組んでいる。 

 また，生涯学習においては，「生涯学習推進計画」を策定し，基本理念に「一人ひとり 

が学びを深め，互いに成果を生かし合い，共に生きる八千代」を掲げ，推進している。 

ここでは，この八千代市教育振興基本計画や他の計画等を踏まえ，「教育施策と事業概 

要」の各項目を対象に，教育に関する事務の管理及び執行の状況が着実に実施されている 

か，効果的に行われているかなど各課の点検・評価結果等に基づいて所見を述べる。 

 

Ⅱ 教育委員の活動状況について 

 教育委員は，令和３年度，教育委員会定例会に 12 回，臨時会に２回出席し，教育予算編

成に係る案件等の審議に積極的に参加し，様々な案件に対して，多方面から意見を述べ，

また，今年度も，新型コロナウイルス感染防止のため回数は減少したが，学校教育や生涯

学習に係る諸行事等に出席し，適切な指導・助言を行い，八千代市の教育が円滑に運営さ

れるよう大変な努力をされている。委員各位に，敬意を表したい。 

  

Ⅲ 施策の点検・評価 

１ 義務教育 

（１）安全安心な教育環境の整備 

 学校の適正配置については，平成 19 年度に「学校適正配置検討委員会」が設置され， 

八千代台地域，勝田台地域，新木戸・高津地域，阿蘇・米本地域と検討がなされている。 

 阿蘇・米本地域義務教育学校については，設立準備委員会が設置され，協議が進められ 

令和４年４月八千代市立阿蘇米本学園が開校した。長年にわたり，設立準備委員会等で協
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議を重ねた委員の皆様及び事務局の職員に敬意を表したい。今後も，よりよい教育環境の

実現に向け，小中一貫教育の推進も視野に入れて進めてほしい。 

  通学区域審議会においては，全市的に地域の開発状況を的確に把握し，児童生徒の動向 

を把握してもらいたい。令和３年度は，児童生徒増が著しい緑が丘・緑が丘西地区の通学 

区域や適正配置について審議を重ね，児童生徒の教育環境の整備に取り組んできた。児童

生徒の急増への対応は，困難な状況が続いていると推察されるが，関係部局とも協議し的

確に対応してほしい。 

  教育総務課担当の事業として，暑さ対策の一環として，令和元年度末までに全小中学校 

普通・特別教室等の空調設備を整備することができ，令和２年度からは，児童生徒が，よ 

り良い教育環境の中で学習することができている。 

  また，「学校トイレ整備改修計画（第１次）」に基づき，トイレ洋式化・乾式化が実施さ 

れ，工事が完了したことは評価できる。今後は，学校施設のバリアフリー化にも努め，児 

童生徒だけでなく，市民にとっても安心・安全な施設になるように，環境の整備に最善を 

尽くしてほしい。 

「就学困難な児童生徒の支援」については，要保護及び準要保護児童生徒の認定率が向 

上しているが，関係機関と連携し，正確な対象者の把握と適正な認定・支給に努めてほし 

い。 

 

（２）教育内容の充実 

 教育委員会は，重点目標に，「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」の実現と，ＳＤＧｓ(持続可能な開発目標)の達成を目指している。ＥＳＤの推進の

ために，市内高津・新木戸地区，大和田・萱田地区においてＥＳＤ（持続可能な開発のた

めの教育）の教育実践に取り組み，ユネスコスクールの加盟申請を推進していることは評

価できる。今後は，市内全小中学校に広げていけるように努めてほしい。 

 教育内容の充実のためには，教職員の指導力をはじめとした資質能力の一層の向上，授 

業など教育活動の充実が必須である。 

 市独自で実施している各種の研修会や県が行っている研修など，若年教職員の研修を重 

視した取組が進められ，教職員の力量向上に日々努力されている。 

 教師の多忙さは今に始まったことではないが，教師の労働の軽減を図るため，教育委員 

会としても各学校の就労時間の調査に基づき，就労時間短縮に向け，引き続き指導をして 

いただきたい。教師の忙しさにより，教師自身に精神的余裕がなくなり「学校の教育力の 

低下」を招くことがないよう，今後も，配慮されたい。 

 ここ数年管理職の世代交代が顕著である。また，今後，管理職の若年化も進むと考えら 

れる。県でも新任校長・新任教頭研修会が行われており，市としても連携して取り組んで 

いる。また教育指導主事が市内すべての学校を訪問し,校長の経営相談に乗るなど，具体的 

な事例をもとにしたアドバイスを行っている。 

「国際教育・外国語教育の充実」については，中学校の英語教育は，小学校で学んだこ 

とを生かした教科指導をなお一層推進してほしい。 

 小学校の英語教育は，教育課程特例校の指定（市内全小学校の全学級での英語活動）， 
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小学校外国語活動指導助手，外国語指導助手の派遣，小学校１・２年生の「言語活動科」

により英語教育の充実が図られ，小学校では定着していると考える。 

  また，小学校では，各教科を外国語で学ぶイマージョン教育に取り組んだ。ＡＬＴとの 

交流機会（English Hour）も，実施が可能になれば，進めてほしい。 

 「ＩＣＴ活用の推進」については，平成 30 年９月にＩＣＴ機器を一斉更新し，教育ネッ

トワークシステムを更新した。また，ＩＣＴ機器も進化しており，Ｗｅｂ会議システムを

活用した学校行事の実施，ペーパーレス会議等，学校での活用の仕方も多様化してきてい

る。また，タブレット端末は令和３年９月から一人一台の環境が整備され，いつでも学習

に活用できるようになった。タブレット端末を活用して意見交換をしたり，ＡＩドリルで

個別学習に取り組むことなどは有効な活用法であると考える。今後も，これまでの成果を

踏まえて新しい視点に立ったＩＣＴ機器を利活用した授業を工夫されたい。 

「豊かなこころの育成促進」については，道徳の教科書に基づいた年間指導計画及び別

様が作成され，授業の改善向上のために要請訪問の実施や研修会を開催したことは評価で

きる。 

「郷土愛を育む教育の充実」については，社会科副読本「わたしたちの八千代市」の改 

訂を行い，八千代市の伝統文化について，ＱＲコードを使って郷土博物館の資料等をタブ

レットで読み取れるようにしたことは評価できる。今後は，学校と地域が連携を図り，児

童生徒のよりよい郷土にしていこうとする心を育んでほしい。  

「生徒指導と教育相談の充実」については，平成27年３月に「学校いじめ防止基本方針」，

６月に「八千代市いじめ防止基本方針」が策定され，いじめ防止に係る組織も設置された。

さらに平成 30 年３月に「八千代市いじめ防止基本方針」が改定され，学校・教育委員会で

取り組まれている。いじめに関する調査も各学校で行われていると思うが，その調査から

どのような課題が見つかり，それらを解決していくためにはどのような具体策があるのか，

改定の趣旨を踏まえ，教育委員会全体として各学校に周知徹底してほしい。また，子ども

たちが，いじめについて自分自身で考え，仲間と共に考え，いじめは絶対許されるべきも

のではないという認識を持てるよう工夫されたい。子ども同士，保護者同士，子どもと教

師,保護者の風通しの良い関係をつくっていってほしい。日常的にいじめに関する情報が，

教職員間で交換・共有されている状態が学校にあるのか，全教職員がいじめ問題について

鋭い感覚をもち，常にいじめ問題に即応できる体制が維持されているかである。 

 不登校児童生徒は，全国的に増加傾向にあり，八千代市も微増である。適応支援センタ 

ーや教育センターの機能を活用し，教育相談体制の充実に努め，一人ひとりに寄り添った 

きめ細かい指導に努めてほしい。 

 本市の特色ある教育活動として捉えることのできる「子どもサミット」，「小中音楽会」，

「各種美術展」，「総合体育祭」，「科学作品展」「バンコク都との交流」などは，新型コロナ

ウィルス感染予防のため，多くが中止となった。しかしながら，教育委員会のホームペー

ジ上で公開したり，Ｗｅｂ会議システムを活用して実施したりするなど創意工夫がなされ

た。令和４年度は，新しい形での実施が始まっている教育活動もあると伺っている。児童

生徒が主体的に参加する活動になることに努めてほしい。 
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（３）特別支援教育の充実 

 どの学校でも，一人一人の子どもたちの教育的ニーズに対応した適切な指導及び必要な 

支援が求められている（インクルーシブ教育）。また，保護者からの要望も多様化してき 

ている。 

特別支援学級に在籍する生徒には，個別の指導計画と個別の教育支援計画を作成し，関 

係機関との連携や，年間目標を決め，学期ごとに短期目標の見直しを行いながら個に応じ 

た支援を行っている。保護者や関係機関との連携を図り，個々の日々の記録を蓄積しなが 

ら，全校で共通理解を図られたい。 

  一人一人の教育的ニーズに応じる支援のための環境整備においては，ＬＤ・ＡＤＨＤ通 

級指導教室の巡回指導校が増加し，知的障害特別支援学級，自閉症・情緒障害特別支援学 

級を３校新設し，小中学校 33 校中，28 校に設置され，より細やかな指導ができることにな

った。早急に全小中学校の設置をお願いしたい。令和３年度は，それぞれの学校の状況に

合わせて特別支援教育支援員を全小中学校に配置され，子どもの学ぶ意欲の向上や発達段

階に応じたきめ細かい支援がなされていることは，評価できる。 

  特別支援学級介助員も増員されている。人材確保に努め，これからも継続して特別支援 

教育の充実に努めてほしい。 

 

（４）体育・健康・安全教育の充実 

  令和３年度も，新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から，体育・部活動の制限など 

があり，児童生徒の体力の低下が心配されている。令和３年度に行われた「新体力テスト 

」等のデータを分析し，実態をとらえるとともに，具体的な対応策を講じてほしい。 

 児童・生徒の通学路の安全確保は，子どもの命にかかわる教育委員会の大変重要な取組 

の一つである。通学路の安全点検とその対応は,迅速に実施されたい。小学校においては， 

安全教育の一環として，地域と連携した安全マップの作成を通し，安全確保に努めている。 

今後も通学路の安全確保に向けた継続的な取組とともに安全教育の充実に努められたい。 

 自然災害の発生に伴う「災害時学校対応マニュアル」を全校から収集し，実効性のある 

ものへと見直しを図ったことは評価できる。また，各校における「避難所運営委員会」の 

組織化も早急に完遂を目指してほしい。 

 食育の推進と安心安全な学校給食の提供では，市内産の食材を年間通して積極的に使用 

するなど八千代市に根ざした食の教育や，ニーズが高まっている食物アレルギーに対する

的確な指導や対応を行なったことは評価できる。 

 さらに，（仮称）八千代市学校給食センター東八千代調理場については，令和４年９月に

開設される。八千代市の全小中学生が、アレルギー対応等も含め，同質の給食が提供され

ることになる。東西給食センターを拠点にし，食育を推進してほしい。また，長年，実現

に努力された関係者の皆様に敬意を表したい。 

 

（５）体験的学習活動の支援 

 集団宿泊活動や自然体験活動を通して，豊かな情操を養い心身ともにたくましい児童生 

徒の育成を図ることは非常に大切なことである。       

児童生徒の自然体験活動を可能にするために，県立の施設を活用しての計画が立案され 
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たが，令和３年度は新型コロナウイルス感染防止のために中止となった。 

令和４年度は，現在（７月末）までに，小学校 10 校の５年生児童が，県立手賀の丘少年

自然の家を宿泊利用し、ニュースポーツなど，今まで八千代市少年自然の家ではできなか

った活動も含めて充実した体験活動を実施できたと報告を受けた。 

 今後とも，創意工夫した活動がなされるように教育委員会の支援をお願いしたい。 

 

２ 青少年健全育成 

（１） 青少年健全育成支援体制の整備 

  青少年の健全育成支援体制の整備に向けて,「組織体制の充実」,「地域力の強化」,「青

少年育成施設の充実」を柱として取り組んできた。青少年問題協議会を開催し,青少年健全

育成支援体制の整備等をまとめた「青少年対策の概要」について意見交換を行い,関係機関

等に配布して周知を図ったり,「若者契約トラブル」を防ぐため,千葉県消費者センターの

講師による講義を行うなどした。また,青少年団体の指導者養成として,青少年団体指導者

養成講座「友・遊・カレッジ」の開催（５回）,青少年育成団体活動事業の支援,地域活動

の推進についての支援等を行った。新型コロナウイルスの影響で中止となった事業もあっ

たが,他に,子どもたちが自然の中で遊びながら学べる体験学習の場として,「ガキ大将の

森」キャンプ場を提供したことなども含め,着実に必要な支援を行ってきたことは評価でき

る。今後も,青少年相談員（110 人）,青少年指導員（150 人）の維持・確保をはじめとして,

支援体制の整備に向け,引き続き努力されたい。 

 

（２） 青少年の自立支援体制の推進 

 青少年の自立支援体制の推進に向け,地域社会活動への参加促進,非行防止対策・自立支

援の推進などに取り組んだ。成人式は,青年たちによるプロジェクトチームが中心となり,

新型コロナウイルス対策を講じながら,工夫して,参加者の満足を得られる記念行事とした。

また,青少年センターにおける少年の非行問題に関する相談,各種街頭補導活動など,コロ

ナ禍で制約のあった中,その充実に向けて努力されたことが伺われる。今後,ネットトラブ

ル等への相談対応についても,充実に向けて努力されたい。 

 

（３） 青少年による自主活動の推進 

  青少年の健全な環境づくりに向け,学校警察連絡委員会の研修で,青少年の健全育成に関

連する講演会を開催したり,千葉県の青少年ネット被害防止対策事業（ネットパトロール）

を通して情報を共有し,該当生徒へのＳＮＳ適正利用についての啓発を行ったりするなど,

地道な取り組みをされている。また,子どもたち自身が考えた「八千代市子ども憲章」（６

つの努力目標）のカードを市内小学校１年生,４年生を対象に配布,周知し,子どもたちが自

ら考え,実践していく機会としたことも,地道な取組として評価できる。 

近年,子どもたちのＳＮＳの適正な利用については,多様な課題が生じており,小学生も

含め,広くカバーできる体制づくりが求められている。関係機関との連携はもちろんのこと

であるが,青少年センターにネットに関する専門職員を配置することも含め,先を見据えて,

検討,要望を続けていくことも,引き続き大切にしてほしい。 

 



  95  

（４）青少年センターの運営 

 青少年の健全な育成を図るため，愛のひと声・通報運動,地域の若者への声かけ・相談は，

補導委員の取り組みだけではなく，地域住民の方々の働きかけで青少年の非行化を未然に

防ぐとともに，方策としても非常に重要なことである。令和３年度は，新型コロナウイル

ス感染症への感染防止対策を講じながら,可能な限り補導活動を行う努力をされ,昨年度に

比べ２倍強の補導従事者数,補導パトロール回数をもって実施された。小・中学生の大型商

業施設での補導や,高校生の怠学による補導は増加傾向にあるようだが,全体として補導さ

れる少年は年々減少しており，その活動に敬意を表する。 

 また，近年の課題として補導員の高齢化が目立っていること，待遇の改善が必要なこと

などがあげられている。若い世代の補導委員も少しずつ増えてきているようなので,今後も

若い世代を含めた補導委員の確保,増員と，その待遇改善に積極的に取り組み，引き続き青

少年の健全育成と地域環境づくりに努めてほしい。 

 

３ 生涯学習 

（１） 市民のニーズに対応した学習機会の提供 

 市民の多様なニーズに応えるために，例年「家庭教育講演会の開催」「総合生涯学習プラ 

ザ主催事業」「公民館主催事業」「図書館主催事業」「八千代台東南公共センター主催事業」 

と多様な事業を展開し，併せて「子ども読書活動の推進」,「ブックスタートの推進」,レ 

ファレンスサービスの充実」にも力を入れるなどして,参加者から満足度の高い評価を得て 

いる。新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から実施できなかった講座やイベントもあ 

ったようだが，全体的には,感染拡大防止対策を講じながら，可能な限り市民ニーズに対応 

した学習機会の提供に努められたことは評価できる。「家庭教育講演会」の２回開催,総合 

生涯学習プラザ主催の市民カレッジをはじめとする各種講座の実施,９つの公民館主催の 

幅広い年齢層を対象にした各種講座の実施,５つの図書館主催の乳幼児から小・中・高校生, 

成人まで幅広い層を対象にした各種講座の実施等,積極的に取り組まれた。また,「子ども 

読書活動の推進」では,「第３次八千代市子ども読書活動推進計画」を策定し,「ブックス 

タートの推進」では対象者にブックスタート絵本を 1,505 パック配布し,絵本を介した親子

のコミュニケーションについての周知を図るなど,市民のニーズに対応した着実な取り組

みをされた。 

 今後も，引き続き周知方法や内容の工夫を重ねながら,充実度を高めていってほしい。 

 

（２） 学習成果を活用した交流の支援 

 例年多くの団体の参加と多数の来館者のある「公民館まつり」は，新型コロナ感染症の

影響で開催できなかったようだが，サークル活動の学習作品を館内に展示して発表の場と

したり,市民向け講座の講師及び登録サークルの活動状況をＨＰに動画で掲載するなど,工

夫して取り組まれたことは評価できる。公民館まつりは，各公民館のサークルの学習成果

発表の場として，また，各地域の交流の場として，貴重な機会である。今後も，市民の学

習成果の発表の場，地域の交流の拠点として，継続・発展させてほしい。 
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（３） 団体活動の支援と学習成果の地域還元の促進 

 「ふれあい教室」は，世代間や地域間での交流の場として大変貴重である。近年,ボラン

ティア指導者の高齢化が進み,開催講座や開催回数が減少しているようだが,参加者から好

評を得ている講座も多いので,今後も，更なる周知，制度の充実に努めてほしい。 

また,「青少年学校外活動支援事業の推進」については,市内 10 地区の学校外活動実行委

員会が主体となって地域の子どもたちの体験活動の場を提供しており,大変意義のある事

業である。今後,実行委員の次世代後継者への引継ぎ等を円滑に進め,充実を図られたい。 

 

（４） 人材の育成・確保・活用の体制整備 

 「まちづくりふれあい講座」「バラの植栽管理講習会」「青少年団体指導者養成講座（友・

遊・カレッジ）」「生涯学習ボランティアバンク制度の活用」の４事業を展開している。 

「まちづくりふれあい講座」は，八千代市職員が，市民グループの講座等に出向き，市

の事業や施策について話をする事業である。登録講座数は 67 講座，開催回数 257 回，延べ

参加者数 4,428 人と，新型コロナ感染症の影響で大幅に減少した前年度と比べ，実績値が

徐々に回復してきている。市民に市の事業や施策について理解していただく貴重な機会と

して，今後も周知方法や内容等を工夫して展開してほしい。 

 「バラの植栽管理講習会」は,公共施設等のバラの管理を担えるボランティアの育成を目

指して,５回の講習会を開催し,68 人の参加を得ている。今後も,講習会の内容の充実を図り,

引き続き地域リーダーの発掘に努めていただきたい。 

「青少年団体指導者養成講座（友・遊・カレッジ）」は,新型コロナウイルス感染症対策

を踏まえて人数制限をしながらも,普通救命心肺蘇生法等の講座をはじめ全５回の講座を

企画し,延べ53名の参加を得て,受講修了者の有意義な地域活動推進に繋げている。今後も,

市民ニーズを踏まえ,講座内容,開催時期,受講対象者の範囲等を検討,工夫し,受講者の増

加に繋げてほしい。 

 また，「生涯学習ボランティアバンク制度の活用」は，市民相互の生涯学習活動の支援や

生涯学習社会の発展のために欠かせないことである。ホームページへの掲載やチラシ配布

等により制度の周知に努めているが，利用件数，利用人数の増加を目指し，引き続き活用

促進に向けての工夫，努力をしてほしい。 

 

（５） 生涯学習関係施設の整備・充実 

 老朽化した大和田図書館本館の解体工事については実施設計が完了し,令和４年度に解

体工事へ，八千代台図書館の耐震補強工事については耐震診断を終え，暫定補強工事へと

着実に進行していることが伺われる。生涯学習環境の維持,向上に向け,各施設の修繕等を

含め,引き続き，円滑な進行に努めてほしい。 

 

（６） 情報提供の充実                               

 いつでもどこでも学習ができる環境の整備に向けて，オンライン講座等を配信するため

の運用要領・運用方針等を整備し，公式 YｏｕＴｕｂｅアカウントを作成して，令和３年

11 月から配信を開始されたことは，情報提供の充実を目に見える形に具現化したという点

で大いに評価できる。配信回数 20 回，視聴回数 5,569 回という令和３年度実績を更に伸ば
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し，充実させるべく，市民等への周知を図ることに努めていただきたい。 

 「生涯学習情報提供システム」は，「まなびネットやちよ」を通じて，市民に講座・教室

情報を提供する事業である。令和３年度は，講座・教室情報を毎月２回掲載し，団体・サ

ークル情報，指導者情報等を適宜更新するとともに，利用者が講座の開催予定等，生涯学

習情報を得られやすいよう「まなびカレンダー」を機能として追加するなど，工夫もされ

た。今後も，生涯学習情報提供システムの更なる周知を図り，ＳＮＳ等を効果的に使用し

た生涯学習情報の発信に努めてほしい。 

 「生涯学習相談窓口の充実」は，市民が生涯学習を始めるきっかけをつかめるよう，よ

り広く，深く学べるよう情報を提供しながらサポートする事業である。施設内でのチラシ

等の配架やパネル展示により生涯学習情報を提供し，市民閲覧用パソコンを活用して利用

者が自発的に情報収集や学習活動に取り組めるよう支援するなど，市民の生涯学習への関

心と学習意欲を高めるよう努められた。今後も引き続き，充実に向けて努力されたい。 

 「市民の知的活動や創造的活動を支援するサービス」は，図書館ホームページでイベン

ト情報や新刊案内等の情報発信を行うなど図書館の広報に努め，利用の促進を図っている。

また，団体貸出や宅配サービスなど，利用者サービスも提供された。新型コロナウイルス

感染症の影響で，来館人数や貸出人数の減少がみられる中であるが，今後とも，図書館資

料の充実と広報に努め，利用者が利用しやすい環境を整えて，利用の拡大を図ってほしい。 

 

（７）地域社会と連携した教育への支援  

 地域社会と連携した教育への支援のため，「学校運営協議会」，「地域学校協働本部」の設

置が希求されるところであるが，令和３年度はその礎となる「学校運営協議会規則」，「地

域学校協働本部実施要綱」がそれぞれ策定された。「学校運営協議会」は令和４年度末で２

校の設置が完了し，令和５年度より始動するようである。両事業とも，令和８年度末まで

に全校設置予定とのことなので，引き続き，対象学校の教職員や保護者，地域住民等への

説明及び周知に努め，着実な推進を図られたい。 

 

４ 市民文化 

（１） 文化活動の推進 

 市民文化の，「文化団体，グループ等の育成」においては，八千代市文化振興事業や，市

民文化祭を開催している。市民文化祭は，例年３万人を超える多数の参観者のある市民団

体の貴重な活動発表の場である。令和３年度は，新型コロナウイルス感染症の影響下では

あったが，規模を縮小して開催し，文化団体や市内の学校，公民館を含め 14 団体が参加， 

18，952 人の参観者を得た。広報等を活用しての参加者募集，公民館等で演奏ができない中，

練習場所としての代替施設の利用支援を行うなど，コロナ禍の中，工夫，努力して団体の

育成に寄与されたことを評価したい。 

 「文化活動の機会の充実」については，新型コロナウイルス感染症の影響で実施回数は

少なくなったものの，勝田台文化センターや勝田台ステーションギャラリー等の各文化施

設において，市民団体主催の展示会を開催した。また，市民ギャラリー主催のイラスト教

室講座，アート教室講座等幅広い世代が参加できる体験型の事業を実施するなど，市民が

鑑賞し，参加できる機会を提供している。更に，市民会館においても市民文化祭ポスター
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デザイン画の応募作品展示を行い，広く市民文化祭の周知を図るなど，各文化施設におい

て様々な自主事業や企画展を積極的に展開されたことは，評価できる。今後も，引き続き

市民への魅力ある事業の提供に努めてほしい。 

 「文化芸術情報の発信とネットワーク化」については，新型コロナウイルス感染症の影

響下，ホームページを活用して文化芸術情報の発信を行い，市民への文化芸術情報提供に

努めた。今後も，市内の文化団体との情報交換を大切にしながら，引き続き市民への情報

発信に努めてほしい。 

 

（２） 文化芸術施設の活用・充実 

 市民会館においては，八千代市地域振興財団が指定管理者として自主事業を行っており， 

メディア等にも出演している落語家や歌手等を迎えた事業を実施するなど，市民が文化芸

術に触れる機会を提供するとともに，施設の利用促進に向けてホームページをリニューア

ルするなど，施設のＰＲにも積極的に取り組まれた。また，市民ギャラリーについては，

年間を通してワクチン接種会場となっていたため，他の文化施設での事業開催に切り替え

たり，指定管理者のホームページに美術品を掲載するなど工夫して，市民が文化芸術に触

れる機会の提供に努めている。コロナ禍においても，可能な限り事業を実施しようと工夫，

努力されていることに敬意を表したい。 

 

５ 文化財 

（１）文化財の保護と活用 

 「文化財調査の推進」については，国庫補助事業，県費補助事業として，市内遺跡等発

掘調査，公共事業埋蔵文化財発掘調査を実施し，本整理，報告書刊行等を行った。また，

民間開発等埋蔵文化財調査事業として，本調査，本整理，報告書刊行を行い，更に市指定

文化財候補の文化財の調査・研究も行うなど，必要な調査・整理を着実に進められた。 

 「文化財の保護」については，市内の貴重な文化財を次世代に継承すべく，文化財保護

の普及・啓発に努められており，一定の成果が見られる。具体的には，普及・啓発事業と

して，埋蔵文化財通信「埋やちよ」，文化財通信「財やちよ」の定期発行，出前講座・講師

派遣等を実施し，文化財の保護・普及を図られた。今後，文化財説明板の設置・修繕等に

ついても，計画的に進められたい。 

  

（２）埋蔵文化財の保護と活用     

 「発掘調査体制の整備」は，貴重な埋蔵文化財が開発により失われることがないように，

関係機関との連携等により，遺跡調査や発掘体制の整備・充実を図るものである。令和３

年度は，埋蔵文化財の取扱いについての問合せへの対応 1,163 件，文書による確認・協議

依頼への回答 135 件，保存措置を講ずるための試掘調査 34 件と様々な問合せ等に，過去の

調査履歴のデータベースを活用して迅速かつ的確に対応された。 

 「整理事業の推進と活用」については，過去に実施された発掘調査で出土した埋蔵文化

財の整理を行うなど，一定の整理事業は実施された。今後も，計画的に整理事業に取り組

むとともに，資料を活用した学習機会の提供にも努めてほしい。 

 「保存整理場所等の一元化」については，出土文化財の整理を行い，保管スペースを確
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保して，出土文化財の適正管理に努められた。また，出土文化財の常設展示を実施し，閲

覧・貸出にも対応するなどして，市民の出土文化財への理解と関心を高めることができた

点は評価できる。今後，恒久的な保管施設の確保についても，道筋をつけるべく引き続き

努力されたい。 

 

（３）郷土博物館の運営 

 「地域の資料等の保存・継承」については，今年度も市民や市立教育機関が所蔵してい

た歴史資料，民俗資料など計 153 点が郷土博物館に寄贈され，民俗資料５点が寄託された

ことで，後世への安全な継承，市民への活用が図られたことは喜ばしいことである。都市

化の進行に伴い，特に旧家などで保管されてきた民俗資料・古文書等，貴重な資料が散逸・

破損・廃棄されることがないよう，アンテナを高くして引き続き保存・継承に努められた

い。また収集・保管した資料の市民への公開，学校での出前授業や展示事業への活用につ

いても，引き続き努力をお願いしたい。 

「常設展示の充実」については，市民ニーズや博物館の果たす役割を検討し，展示パネ

ルの更新，展示コーナーの新設，常設展示レイアウトの一部変更や更新，博物館利用者へ

のアンケート実施等，市民の満足度を高めるための工夫，努力をされた。結果，新型コロ

ナウイルス感染拡大の影響下にもかかわらず，利用者 17,084 人と前年度を上回ったことは

評価できる。今後も常設展示の充実に向け，様々な工夫を続けていただきたい。 

「企画展の開催」については，八千代市の自然・歴史・文化及び市民のニーズに基づい

た魅力ある企画展の開催に向け，コロナ禍の中，感染拡大防止対策を工夫しながら開催可

能な内容や時期を探り，２回の企画展と企画展示室を利用した特別展示を開催され，市民

サービスに努められたことを評価したい。 

「市民学習の支援」については，市民ニーズを的確に把握して子どもから高齢者までの

幅広い世代に興味を持たれる各種講座・講演会等を開催し，学びの場を提供された。また，

企画展に関連し，理解を得るための展示解説会や現地見学会を開催された。新型コロナウ

イルス感染拡大防止のため一部中止となった事業もあるが，全体的に多くの参加者を得る

ことができたことは評価できる。 

 「学校教育との連携」については，市内の小学校への出前授業や小中学校の来館見学，

中学生の職場体験の受け入れ等があるが，中学校の職場体験は中止となったものの，リモ

ートで小学校向けの授業を行うなど,教育システムを活用して効果をあげたことは大いに

評価できる。今後も,ニーズに応えるプログラムの内容を検討，工夫しながら，一層の子ど

もたちへの働きかけをお願いしたい。 

 「地域の諸団体との連携」については，新型コロナウイルス感染症の影響で地域の大学

との連携は中止となったものの，市内公民館・図書館との連携事業，市民により構成され

ている同好会の活動支援は，感染拡大防止を工夫して実施し，地域の活性化を図られた点， 

評価したい。今後も引き続き，地域の諸団体との連携を深めていただきたい。 

 「多様な分野との連携による博物館事業」については，まだ開始されたばかりのテーマ

であるが，博物館を利用することの有効性の認識に向けて，観光・福祉・国際交流等の各

担当部署との有効な連携方策を検討するなど，今後も積極的な対応を図られたい。 
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（４）文化伝承館の運営 

 文化伝承館は，八千代市の伝承文化の継承を目的とした，特色ある施設である。主催事

業として「伝統文化に親しむ会」「八千代の伝承文化を習おう」「伝統文化を習おう」を実

施するなど，多くの事業を展開している。令和３年度は，前年度と同様，新型コロナウイ

ルス感染拡大防止の観点から活動や利用人数の制限は設けたが，安全性を確保しつつ，主

催講座である「紙芝居と昔話の会」を再開され，併せて伝統文化団体の活動場所として施

設の提供をされるなど努力されたことは評価したい。今後も引き続き情報発信に努め,伝統

文化団体の会員確保や事業の周知に努めてほしい。 

 

６ スポーツ・レクリエーション 

（１） スポーツ活動の推進 

 「ライフステージに応じたスポーツ活動の推進」については，新型コロナウイルス感染

症の影響により，八千代市レクリエーション協会や八千代市スポーツ推進委員協議会と共

同で開催するイベントは中止となったが，ニュースポーツの普及を目的とするふれあい講

座「ニュースポーツ教室」（フロアカーリング・室内ペタンク等）は，感染症対策を講じて

開催された点，評価したい。今後も，子どもから高齢者までの多様な市民ニーズに対応し

たスポーツ活動の機会の充実に努めていただきたい。 

 「スポーツ大会等の開催」については，新型コロナウイルス感染症の影響により，ニュ

ーリバーロードレース㏌八千代やコミュニティワールドカップサッカー㏌八千代の開催は

見送られたが，市民体育大会や市民レクリエーション大会は，感染症対策を講じたうえで

一部競技について開催された。また，ニューリバーロードレース㏌八千代については，中

止にはなったが，コロナ禍における大会の運営方法等についての検討を行うなど，できる

こと，次につながることに取り組まれたという点で，評価できる。 

 「競技力の向上」については，民間企業との包括的連携協定を活用し，トップアスリー

トによるランニング教室を開催したり，全国高等学校総合体育大会に出場した選手（６競

技 55 名）に対して，会場までの交通費の一部を補助するなど，競技力の向上を図られた。 

今後も引き続き，トップアスリートによる各種スポーツ教室の開催や，全国高等学校総合

体育大会に出場する選手を支援する補助制度の充実に努められたい。 

 「東京オリンピック・パラリンピックへの機運の醸成」については，本市にゆかりのあ

る，男女水球競技に参加した秀明大学関係の選手を応援するため，市役所庁舎に懸垂幕を

掲示したり，広報やちよに水球の特集記事を掲載したりするなど，競技種目の普及を図ら

れた。また，新型コロナウイルス感染症の拡大により，学校連携観戦は中止となったが，

市役所において聖火トーチの巡回展示を行ったり，市民会館においてパラリンピックの聖

火イベント等を実施したりすることにより，大会機運の醸成を図られた。 

 今後も，スポーツ活動の推進に向けて，各事業の市民への情報発信，周知等を工夫し，

発展・継続を図ってほしい。 

 

（２） スポーツ環境の整備 

 「スポーツ指導者の育成」については，スポーツ協会と連携して，地域のスポーツ指導

者の育成並びに養成に努めているが，令和３年度は緊急事態宣言の発出により，スポーツ
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指導員養成講習会は直前での中止となった。しかし，コロナ禍での開催に向け，開催内容

や会場レイアウトの変更など，感染症対策を考慮して準備を進められたことは評価できる。 

 「スポーツ推進委員の資質向上と活動の充実」については，新型コロナウイルス感染症

拡大の影響で，スポーツ推進委員主催のイベント等が中止となり，スポーツ推進委員に対

する積極的な支援や活動に関する周知が図れなかったが，ニュースポーツの普及促進を目

的とするふれあい講座等へのスポーツ推進委員の派遣は実施された。今後も，委員の資質

向上に繋がる講習会等への参加奨励や，委員の活動の場を広げる工夫に努められたい。 

 「関係団体との連携」については，新型コロナウイルス感染症の影響により，各種大会

やイベントが中止となったことに伴い，関係団体との十分な連携を図ることができなかっ

たが，一部の競技が開催された市民体育大会については，大会に関する広報活動を行われ

た。また，全般的に，コロナ禍でのスポーツ活動等について，関係団体との情報共有に努

められたことは評価できる。 

 「総合型地域スポーツクラブの活動支援」については，既存のクラブの活動場所確保等

の支援や，新たなクラブの設立に向けて県との調整や助言を行うなど，設立準備段階から

のサポートに努められたことを評価したい。今後は，現在の活動支援を継続されるととも

に，市のホームページに活動情報等を掲載するなどして，総合型地域スポーツクラブの周

知を図ることにも努められたい。 

 「スポーツ情報の収集と提供」については，「広報やちよ」や市ホームページ等を通して，

各種スポーツ情報の提供やスポーツ大会等で活躍した市民情報の周知に努められたことを

評価したい。今後も引き続き，市民が幅広くスポーツ情報を容易に得られるよう，市ホー

ムページ等の内容の拡充に努められたい。 

 

（３） スポーツ施設の充実 

 「スポーツ施設の管理・運営」については，老朽化した市民体育館屋根の改修及び摩耗

したテニスコートの人工芝の張替を行うなど，利用者が安心・安全に利用できる施設の整

備に努められたことを評価したい。今後も引き続き，八千代市公共施設再配置等推進委員

会及び同検討部会において，施設改修等の方針を決定し，安心・安全に施設を利用できる

よう，利用者の意見も取り入れながら，計画的に施設の修繕・改修を進めてほしい。 

 「学校体育施設の活用」では，新型コロナウイルス感染症拡大防止のため施設利用に関

する制限があったものの，32 校の小中学校体育館及び 20 校の小学校運動場を多くの市民の

スポーツ活動の場として活用し，年間で 509 団体の利用があった。 

 

Ⅳ おわりに 

 八千代市は「教育文化都市」をめざしている。教育に係る多岐にわたる市民ニーズに対応

した事業を限られた人員の中で実施している。令和３年度も，令和元年度後半から，全世

界に広がった新型コロナウイルス感染症の影響により，前年度に引き続いて義務教育も生

涯学習も多大な影響を受けた。義務教育においては，本市の特色ある教育活動「子どもサ

ミット」，「小中音楽会」，「総合体育祭」等や，県立の施設を活用しての自然体験活動が中

止となった。生涯学習においても，主催行事の中止や，縮小があり，市民の期待やニーズ

に充分に応えられない状況があった。 
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この状況の中でも，義務教育において，児童生徒の学びを保障するために，様々な取り

組みの工夫をされたことは大いに評価できる。 

生涯学習においても，困難な状況の中でも，可能な限りの工夫，努力をして，市民のニ

ーズに応えようとする姿勢がうかがえる。 

義務教育については，教育に真摯に向き合っている教職員の力が大きい。八千代教育の

財産は，ひたむきに努力する教職員であると言われてきた。初任者からベテラン・管理職

まで県や市の研修に真摯に取り組み，教職員としての資質の向上に努めてきた。また市の

独自の研修なども行い，八千代市教育委員会がいかに教職員を大事に思い，育てているの

かが理解できる。 

生涯学習においては，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

適切に活かすことのできる「だれでも，いつでも，どこでも学べる社会」の実現のために，

多様な事業を展開していこうと努めていることが理解できる。 

令和３年度も前年度に続き，新型コロナ感染症拡大防止のため，多くの事業の中止や制

約，制限を余儀なくされた年度であった。そんな状況の中，各部門とも何とか工夫して，

できうる限りのサービスを提供しようと努められたことに敬意を表したい。 

 本報告書においては，事業ごとに「目標，実績，課題，今後の取組」の欄が設けられ，

点検・評価がなされている。数値化することが難しい事業については，できるものから事

業ごとに達成指標を設定し取り組んでみてはどうか。数値目標の設定が難しい場合には，

文章で事業の進捗等について表現することも引き続き検討してほしい。また複数の課にま

たがる事業の評価は，横の連携を密にして取り組まれたい。 

学校教育及び生涯学習に関しては，市民の皆様のご支援・ご協力が不可欠である。その

ためには，今，市行政がどのように取り組んでいるかを市民の皆様に知らせる必要がある。

今後，ホームページ等での広報活動も，なおいっそうの周知に向けて工夫し，力を入れて

取り組んでもらいたい。また，全般的に，リモートの活用や動画のオンデマンド配信等，

ＩＣＴの活用による市民サービスについても今後の課題としていただきたい。 
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八千代市教育振興基本計画 

【目標】 未来を拓き、豊かに生きる人間を育む  

【基本方針】 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ともに、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。 

プロジェクトⅠ 夢と、確かな学力・真

摯に学び続ける力を育みます。 
●施策１ 学ぶ意欲を高め、満足する授業づく

りを進めます。取組１：教職員の資質能力を高

め、学級経営・授業の充実を図ります。２：言

語活動の充実を図ります。３：読書活動の充実

を図ります。４：英語教育・国際教育の充実を

図ります。５：理数教育の充実を図ります。

６：教科横断的な学習など社会の進展に対応し

た教育の充実を図ります。７：オリンピック・

パラリンピック教育を推進します。 
●施策２ ニーズに応じた支援の充実を図りま

す。 取組１：個に応じた支援の充実を図ります。

２：支援のための環境整備を進めます。３：交流

及び共同学習を進めます。 
プロジェクトⅡ ふるさとを愛し、共に

生きる、やさしい心を育みます。 
●施策３ 豊かな心を育成し、社会性を高めま

す。取組１：道徳教育・人権教育の充実を図りま

す。２：体験活動の充実を図ります。３：学校の

生徒指導・教育相談の充実といじめ根絶に向けた

を取組を推進します。４：豊かな感性や情操を育

てる機会の充実を図ります。５：多文化共生への

取組を進めます。 
●施策４ 郷土を誇り、愛着のもてる教育を推進

します。取組１：「子どもサミット」の充実を図り

ます。２：郷土学習、伝統や文化に関する教育の

充実を図ります。３：文化財の学習への活用を図

ります。 

プロジェクトⅢ しなやかで健やかな

心と体を育みます。 
●施策５ 健やかな心と体を育むために、家庭や

地域社会と協働していきます。取組１：体力向上

の取組を推進します。２：体育・健康に関する指

導の充実を図ります。３：食に関する指導の充実

を推進します。４：安全教育・防災教育の充実を

図ります。 
プロジェクト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。 
●施策６ 教育の充実に向けた環境を整備しま

す。取組１：学校施設の計画的な改修整備を推進

します。２：情報通信技術（ⅠＣＴ）の活用を推進

します。３：学習環境の整備を進めます。４：子ど

もの育ちを支援する関係機関との連携を図りま

す。５：小・中学校の適正配置を推進します。 
●施策７ 地域とともに歩む体制づくりに努めま

す。取組１：学校間の連携、家庭との連携、ＰＴ

Ａ活動等の充実を図ります。２：地域社会・関係

機関等と連携した安全・防災体制の充実・強化に

努めます。３：学校支援地域本部等、各学校を支

援する体制づくりを進めます。４：学校評価等を

活かした学校づくりを進めます。 

教育振興基本計画４つのプロジェクト 
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□義務教育 
⑴ 安全安心な教育環境の整備 
① 学校の適正配置 ② 学校教育施設の改修・整備等 ③ 就学困難な児童・生徒の支援 

⑵ 教育内容の充実 
① ＥＳＤの推進 ② 教職員の資質の向上と学級経営・授業の充実 ③ 国際教育・外国語教育の

充実 ④ ＩＣＴ活用の促進 ⑤ 豊かなこころの育成促進 ⑥ 郷土愛を育む教育の充実 ⑦ 生
徒指導と教育相談の充実 
⑶ 特別支援教育の充実 
① 個に応じた支援の充実 ② 支援のための環境整備 ③ 交流及び共同学習の推進 
⑷ 体育・健康・安全教育の充実 
① 体育科教育の充実 ② 健康教育の充実 ③ 安全教育の充実 
⑸ 体験的学習活動の支援  
□青少年健全育成 
⑴ 青少年健全育成支援体制の整備 

① 組織体制の充実 ② 地域力の強化 ③ 青少年育成施設の充実 
⑵ 青少年の自立支援体制の推進 

① 地域社会活動への参加の促進 ② 非行防止対策・自立支援の推進 
⑶ 青少年による自主活動の推進 

① 社会環境の健全化の促進 ② 青少年による自主活動の推進 

⑷ 青少年センターの運営 
① 街頭補導活動 ② 青少年相談 ③ 関係団体との連携 ④ 愛のひと声・通報運動の推進  
⑤ 青少年の健全育成のための環境づくり  
□生涯学習 
⑴ 市民のニーズに対応した学習機会の提供 

① 家庭教育の支援の充実 ② 総合生涯学習プラザ主催事業の充実 ③ 公民館主催事業の充実 
④ 子ども読書活動の推進 ⑤ ブックスタートの推進 ⑥ 図書館主催事業の充実 
⑦ レファレンスサービスの充実 ⑧ 八千代台東南公共センター主催事業の充実 
⑵ 学習成果を活用した交流の支援 

① 公民館まつりの開催 
⑶ 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 ② 青少年学校外活動支援事業の推進  

令和３年度教育施策と事業概要 
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⑷ 人材の育成・確保・活用の体制整備 

① まちづくりふれあい講座の充実 ② バラの植栽管理講習会の実施 ③ 青少年団体指導者養成

講座（友・遊・カレッジ）の実施 ④ 生涯学習ボランティアバンク制度の活用の促進 
⑸ 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 
⑹ 情報提供の充実 

① オンラインによる情報提供の充実 ② 生涯学習情報提供システムの充実 ③ 生涯学習相談窓

口の充実 ④ 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 

⑺ 地域社会と連携した教育の支援 

① 学校運営協議会の設置・推進・支援 ② 地域学校協働活動の推進  
□市民文化 
⑴ 文化活動の推進 

① 文化団体，グループ等の育成 ② 文化活動の機会の充実 ③ 文化芸術情報の発信とネットワ

ーク化 
⑵ 文化芸術施設の活用・充実  
□文化財 
⑴ 文化財の保護と活用 

① 文化財調査の推進 ② 文化財の保護 
⑵ 埋蔵文化財の保護と活用 

① 発掘調査体制の整備 ② 整理事業の推進と活用 ③ 保存整理場所等の一元化 
⑶ 郷土博物館の運営 

① 地域の資料等の保存・継承 ② 常設展示の充実 ③ 企画展の開催 ④ 市民学習の支援  
⑤ 学校教育との連携 ⑥ 地域の諸団体との連携 ⑦ 多様な分野との連携による博物館事業 

⑷ 文化伝承館の運営  
□スポーツ・レクリエーション 
⑴ スポーツ活動の推進 

① ライフステージに応じたスポーツ活動の推進 ② スポーツ大会等の開催 ③ 競技力の向上 

④ 東京オリンピック・パラリンピックへの機運の醸成 

⑵ スポーツ環境の整備 

① スポーツ指導者の育成 ② スポーツ推進委員の資質向上と活動の充実 ③ 関係団体との連

携 ④ 総合型地域スポーツクラブの活動支援 ⑤ スポーツ情報の収集と提供 
⑶ スポーツ施設の充実 

① スポーツ施設の管理・運営 ② 学校体育施設の活用 


