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Ⅰ 点検・評価について 

１ 目的 

本報告書は、「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」第 26 条の規定に基

づき、効果的な教育行政の推進に資するとともに市民への説明責任を果たすため、

令和 3 年度（2021 年度）における本市教育委員会の権限に属する事務の管理及び

執行の状況の点検及び評価（以下「点検・評価」といいます）を行い、その結果

をまとめたものです。 

 

２ 対象 

船橋市教育委員会では、本市の教育振興ビジョンが示す教育の姿の実現のため、

令和 2年に策定した「船橋の教育 2020―船橋市教育振興基本計画―」（以下、「船

橋の教育」といいます。）をもとに、学校教育の充実や生涯学習の推進など、様々

な教育施策を推進しています。 

○点検・評価は「船橋の教育」で設定した 26の推進目標を対象としています。 

 

３ 学識経験者の知見の活用 

点検・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

を図ることが法令で定められています。本報告書では、下記の 2人の学識経験者

から意見等をいただきました。           ※50音順、敬称略 

氏 名 役 職 等 

大野
お お の

 英彦
ひでひこ

 千葉大学教授 

草野
く さ の

 滋之
しげゆき

 千葉工業大学教授 

 

《参考》地方教育行政の組織及び運営に関する法律 

（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 1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 4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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４ 点検・評価の方法 

 

点検・評価のフロー 

 

１． 各担当所属による点検・評価の実施 

２． 教育委員から意見を聴取 

３． 学識経験者から意見を聴取 

４． 教育委員会会議定例会で審議、議決 

１～３を経て作成した報告書案について、教育長及び教育委員で審議を行

い、議決します。 

５． 議会に提出 

議決した報告書を船橋市議会に提出します。 

６． 市民へ公表 

報告書を教育委員会ホームページに公開します。 
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Ⅱ 船橋の教育目標 

・生涯学び活躍できる環境を整え、生涯学習社会を実現する 

・自立して、主体的に社会に関わることができる子供を育成する 

 

 

Ⅲ 「船橋の教育 2020」体系図 

基本方針 1 生涯学習の推進を図ります 

     

  推進目標 1 生涯学習推進体制の整備・充実 
  
     
  推進目標 2 生涯スポーツの推進 
  
    
  推進目標 3 文化の振興 
  
    
  推進目標 4 読書活動の推進 
  
    
  推進目標 5 生涯活躍できる環境の充実 
  

 

基本方針 2 家庭と地域の教育力向上を図ります 

    

  推進目標 1 学校、家庭、地域の連携を強化し、地域の子供を地域で守り育てる

体制の構築 
  
  
  
    
  推進目標 2 子育て支援と家庭の教育力の向上 
  

 

基本方針 3 学ぶ意欲を育て確かな学力の向上を図ります 

    

  推進目標 1 学習指導の改善による学力の向上 
  
    
  推進目標 2 今日的な教育課題に対応する教育の推進 
  

 

基本方針 4 豊かな心を育成し社会性を高めます 

    

  推進目標 1 道徳的実践力の向上と規範意識の向上 
  
     
  推進目標 2 コミュニケーション能力と社会性の向上 
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  推進目標 3 生徒指導の機能の向上 
  
    
  推進目標 4 情操教育の充実 
  

 

基本方針 5 健やかな体つくりを進め体力の向上を図ります 

    

  推進目標 1 体力向上の推進 
  
    
  推進目標 2 健康教育の推進 
  

 

基本方針 6 教職員の力量を高め指導力を発揮できる環境をつくります 

    

  推進目標 1 教職員の指導力の向上 
  
     
  推進目標 2 教職員の信頼性の向上 
  
     
  推進目標 3 教員が子供に向き合う体制の整備 
  

 

基本方針 7 ニーズに応じた支援の充実を図ります 

    

  推進目標 1 特別支援教育の推進 
  
    
  推進目標 2 不登校児童生徒への支援の充実 
  
     
  推進目標 3 帰国・外国人児童生徒への支援の充実 
  
     
  推進目標 4 保護者の経済的負担軽減策の実施 
  

 

基本方針 8 質の高い教育環境を整備します 

    

  推進目標 1 安全・安心・快適な施設づくりの推進 
  
    
  推進目標 2 安全を確保する体制づくり 
  
     
  推進目標 3 充実した教育環境の整備 
  
     
  推進目標 4 新しい学校体制づくりの推進 
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Ⅳ 点検・評価の結果 

 

 

 

 

 

 

本市では、生涯学習に関する施策を推進するべく、「船橋市生涯学習基本構想・推進計

画（ふなばし一番星プラン）」を策定しています。近隣大学、企業等多様な主体との連携

を強化することにより、多様化する市民の学習ニーズへの対応及び充実した学習機会の提

供並びにまちづくりにつながる学習を推進していきます。 

 

１．現状の分析 

成果指標 R2 R3 R4 R5 目標(R6) 

第三次船橋市生涯学

習基本構想・推進計画

の評価対象事業にお

ける評価の達成割合 

策定延期 

R3 に 

策定 

R4 から 

施行 
－ － 100% 

 

分析 

新型コロナウイルスの影響により、「第三次船橋市生涯学習基本構想・推進計画」の計画期

間の始期が令和 4年度となったことから、成果指標である「評価対象事業における評価の達成

割合」に基づく分析は、令和 4年度からとなる。 

本計画では、先導的に取り組む必要がある内容を明確化し、各施策・取組を横断的に関連付

けて整理した「リーディングプロジェクト」を設定しており、「人生 100年時代への対応」「デ

ジタル化社会への対応」「『共生社会』実現のための取組の充実」「学びを広げる情報の充実」

「地域の拠点『公民館』の充実」がある。この中でも特に新型コロナウイルス感染症により様々

な活動に自粛を要請される状況下においては、社会の様々な場面でデジタル化が進展し、「デ

ジタル化社会への対応」に係る取組の重要性が増大している。オンライン申請やインターネッ

トショッピングの普及等、官民によるデジタル化が進む中、市民がデジタル化のメリットを享

受できるよう、加えて、自然災害等の不測の事態が起こった際に自らの安全や命を守ることが

できるよう、各生涯学習施設において学びの機会を提供する必要がある。 

令和 3年 4月から 5月にかけて、公民館利用者を対象として実施した「インターネット使用

に関するアンケート（その他参考とすべき数値）」では、インターネットを利用しない理由に

ついて、「端末・機器は持っているが使い方がわからない」が 26.1％、「利用したいが、使い

方がわからず、端末・機器の購入に踏み切れない」が 23.0%であった。このことから、「情報

通信技術を利用できる者とできない者との間に生じている格差（以下、「デジタルデバイド」

という）」を地域における課題として捉え、今後 10年間でこれらの割合を 0%にすることを目

基本方針 1 生涯学習の推進を図ります 

推進目標 1 生涯学習推進体制の整備・充実 

（社会教育課） 
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標として、地域の学習拠点である公民館において「初心者向けのスマートフォン講座」及び「公

民館スマホコンシェルジュサービス」を実施することで、地域におけるデジタルデバイドの解

消に取り組んだ。 

 

 ≪その他参考とすべき数値≫ 

○令和 3 年 11月 インターネット使用に関するアンケート（船橋市） 

  インターネットを利用しない理由 

端末・機器は持っているが使い方がわからない 26.1％ 

利用したいが、使い方がわからず、端末・機器の購入に踏み切れ

ない 

23.0％ 

インターネットを利用したくない 34.0％ 

その他 16.8％ 

※端数切捨 

２．新型コロナウイルスの影響 

新型コロナウイルスの影響により、社会で求められる生涯学習の内容や形式に変化が生じて

いることから、それらに対応していく必要がある。 

そこで、新しい技術を活用した「時間的・空間的な制約を超えた学び」や「個々の習熟度や

興味関心に応じた学び」などの「新しい時代の学び」を推進するとともに、新型コロナウイル

スや自然災害等の不測の事態が起こった際に、必要な情報や知識を得ることで、自らの安全や

命を守ることができるよう、情報活用能力を習得できる学習機会を提供する。 

 

３．今後の方向性 

初心者向けのスマートフォン講座、公民館スマホコンシェルジュサービスともに、市民から

好評であったが、初心者向けのスマートフォン講座については「応募者数が定員を超えてしま

う」、公民館スマホコンシェルジュサービスについては「市内に 26 館ある公民館のうち、実施

できたのが 12館だけである」等の課題が見受けられた。 

そこで、初心者向けのスマートフォン講座を引き続き実施するとともに、公民館スマホコン

シェルジュサービスを実施する公民館を拡大し、併せて、地域のデジタルデバイドを解消でき

る人材を育成する「市民スマホコンシェルジュ養成講座」を新たに実施していくことで、それ

ぞれの事業で不足している点を補いながら、「地域による地域課題の解決」を目指す。 

オンライン申請やインターネットショッピングの普及等、ICTの活用は生活の基礎といえる

時代になってきていることから、今後も「第三次船橋市生涯学習基本構想・推進計画」に基づ

き、生涯学習施設等でデジタルデバイド対策を行っていく。「デジタル化社会への対応」以外

の「リーディングプロジェクト」のうち、「学びを広げる情報の充実」について、生涯学習に

係る情報を積極的に収集し発信するとともに、ボランティア登録等に係る仕組の一元化に取り

組む。また、市民の継続した学習を支援するため、学習の成果を記録して、その記録に応じて

称号を付与する仕組の構築を目指す。「リーディングプロジェクト」のうち「地域の拠点『公

民館』の充実」については、更に身近で使いやすい公民館となるよう、利用基準の見直しや夜

間の事業の実施等により、利用率の向上や新しい利用者層の開拓を図っていく。 



10 

 

 

 

 

 

 

 

市民一人一人のスポーツを通じた人との交流や健康づくり、体力つくり、まちづくりの

ニーズが高まる中、誰もが積極的にスポーツ活動に取り組み、楽しめるよう、他の関係機

関とも連携しながら、生涯スポーツの推進体制の構築や活動の促進を図ります。 

 

１．現状の分析 

成果指標 R2 R3 R4 R5 目標(R6) 

スポーツ活動をして

いる人の割合 

54.3% 

（R元） 

アンケート

実施せず 
－ － 65% 

総合型地域スポーツ

クラブ設立数 
4 クラブ 4 クラブ － － 5 クラブ 

スポーツ推進委員の

研修受講率 
0% 10% － － 100% 

開催されたイベント

への参加者数 
0 人 159人 － － 7,000 人 

パラスポーツ協議会

で決定された事業計

画の実施率 

30% 50% － － 100% 

 

分析 

成果指標としている「スポーツ活動をしている人の割合」はスポーツ推進計画策定時のアン

ケートで調査している内容となり、計画策定時以外はアンケートを実施していない。ただ、「ス

ポーツ活動をしている人の割合」に代わる数値として、日常的又はイベント時にスポーツに関

わる人の数値を測る指標として設定している、「体育施設の利用者状況（その他参考とすべき

数値）」は、緊急事態宣言等による臨時休館や利用制限により、コロナ禍以前には戻っていな

いが、令和 2年度と比較すると増加している。 

いつでも気軽にオープンスペースを利用できるまちかどスポーツ広場の整備を行い、施設を

確保していくことは今後も継続していくが、既に整備されているまちかどスポーツ広場などの

認知率・認知度が低いことで利用に繋がらないこと、平日の昼間の稼働率が低いことが課題で

ある。 

自らスポーツを行うと共に、スポーツリーダー・指導者となりえる人材であり、地域住民が

主体的にスポーツ活動を行っていく上で必要不可欠な人材である「スポーツ関係団体会員数

（その他参考とすべき数値）」については、スポーツ振興に欠かせない人材であるが、会員数

は減少傾向である。団体構成員の高齢化や、個人・民間企業の会員制クラブ・友人知人との活

基本方針 1 生涯学習の推進を図ります 

推進目標 2 生涯スポーツの推進 

（生涯スポーツ課） 
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動が増え、活動する形態に変化がみられる。背景として、気軽にできる個人での活動の増加や、

インターネットや SNS 等の普及により組織に属さずとも個人間を繋ぐツールの普及があると

推察される。 

「総合型地域スポーツクラブ」については、地域住民が、身近な地域でスポーツに親しむこ

とができるスポーツクラブで、子供から高齢者まで、様々なスポーツを行う人が、経験やレベ

ルを問わず参加できる、地域住民が自主的・主体的に運営するスポーツクラブであるが、活動

場所や指導者が確保できない等の課題が多いことから新しいクラブの開設に至らないことや

高齢化等によりクラブの維持が困難となり解散してしまうことから、クラブ数が伸びないこと

が課題である。 

「スポーツ推進委員の研修受講率」については、新型コロナウイルスの影響から、予定され

た研修が中止縮小されたため、達成状況は低い。 

「開催されたイベントへの参加者数」については新型コロナウイルスの影響によるイベント

の中止もあり、参加者数は少なかった。「ジョイ&スポーツ」及び「スポーツの祭典」は中止

となったが、実施できた事業として「元気ふなばし健康ウォーキング」があり、久々に開催さ

れたイベントに参加した市民も企画運営するスポーツ推進委員協議会の委員も交流を楽しみ、

スポーツに親しむことができた。 

「パラスポーツ協議会で決定された事業計画の実施率」については、新型コロナウイルスの

影響から予定された事業の半分の実施となった。令和 3 年度は初めて「ボッチャ交流大会」を

開催し、新型コロナウイルス感染症対策を講じたうえで安心して市民が参加できるように努め

た。小学生から高齢者まで参加し、アンケートの結果は非常に満足度の高いものとなった。審

判に船橋障がい者スポーツ協会、運営補助に船橋市スポーツ推進委員の方々、企業協賛、クボ

タスピアーズ船橋・東京ベイの関係者参加など、市民協働の面でも一役を担った。 

また、オリンピック関連事業として、アメリカ体操男子チームの事前合宿を令和 3 年 7 月

16 日から 25 日まで受け入れ、その中で「市内小学校とのオンライン交流」を実施した。画面

越しにも伝わる迫力ある演技や選手からのメッセージに、児童たちは大きな歓声や笑顔での応

援メッセージで応え、短い時間ではあったが一流選手との交流は児童のスポーツへの関心を高

める機会とすることができた。合宿終了後にはアメリカ選手団から本市へのお礼のメッセージ

が届き、国際交流の面でも一役を担った。新型コロナウイルスについては、保健所や千葉県オ

リンピック・パラリンピック推進局と連携し、徹底した対策を取ったことで選手団及び関係者

から感染者が出ることは無かった。 

 

≪その他参考とすべき数値≫ 

○体育施設の利用者状況（人） 

R 元年度 R2 年度 R3 年度 

2,447,743 1,188,301 1,638,962 

 

○スポーツ関係団体会員数（人） 

R 元年度 R2 年度 R3 年度 

36,309 コロナ禍により集計不可 35,795 
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２．新型コロナウイルスの影響 

中長期に渡り新型コロナウイルス感染症対策と向き合いながら活動している状況で、外出自

粛による運動不足、体重やストレスの増加などから、身体的及び精神的な健康を脅かす健康の

二次被害が懸念されている。 

市民体育大会などのスポーツ関連事業の開催については、新型コロナウイルス感染症対策を

講じた上で実施し、市民のスポーツ活動の機会の確保に努めた。 

体育施設は緊急事態宣言等による臨時休館や利用制限により、利用者はコロナ禍以前にまで

は戻っていない。 

スポーツ関係団体は活動の制限により、団体同士の交流や団体員が減少することなどが懸念

されるため、団体への支援も引き続き必要であり、市民が安全・安心にスポーツ活動が再開・

継続できるよう事業を行っていく。 

 

３．今後の方向性 

「市民一人一人が生活の中で気軽に楽しくスポーツを行うことで健康になり、多くの仲間と

共に、いきいきと過ごしている状態」を計画の基本目標となるめざすべき姿に掲げ、令和 4 年

3 月に「第二次船橋市生涯スポーツ推進計画」を策定した。 

計画のめざす成果の具体的な目標値を国の第 3期スポーツ基本計画にならい、「スポーツ実

施率（週 1回以上スポーツを行う 18歳以上の割合）を現状値（令和元年度）42．2％から目標

値（令和 8年度）70％を目指し、市民のスポーツ活動を推進する。 

「体育施設の利用者状況（その他参考とすべき数値）」の向上を図るため、引き続きまちか

どスポーツ広場の整備に取り組むと共に、利用者の利便性の向上や公平性の確保、施設の利用

しやすさの向上に取り組む。また、自由使用であるまちかどスポーツ広場等は、市内各地に設

置されているため近隣住民に活用してもらえるよう周知するとともに、平日の昼間などの利用

率の低い時間帯に需要のある種目の環境整備や利用の見込める対象者への周知等を行い、施設

の有効活用を図る。 

「スポーツ関係団体会員数（その他参考とすべき数値）」の増加を図るため、スポーツ関係

団体の活動を広く情報発信するなどの支援を行う。また、各団体が安心・安全にスポーツ活動

を再開し継続できるよう新型コロナウイルス感染症対策を支援する等、スポーツ関係団体との

連携に取り組む。 

「総合型地域スポーツクラブの設立数」の目標を達成するため、引き続き、地域の団体等か

ら開設の相談を受けるなど、総合型地域スポーツクラブの開設を支援する。また、各クラブの

運営やコロナ禍における活動の相談を受けたり、総合型地域スポーツクラブ間の情報交換・共

有等に協力したりすることで、各クラブの質の向上・クラブ会員数の増加を図るなど、総合型

地域スポーツクラブの育成・支援に取り組む。 

「スポーツ推進委員の研修受講率」については、新型コロナウイルスの影響により、研修等

の開催の有無によるところが大きい。スポーツ推進委員は、本市のスポーツ事業に協力すると

ともに、地域住民のスポーツについての関心と理解を深める活動を行うなど、地域のスポーツ

振興に必要不可欠な人材であり、その資質向上は必要であることから、引き続き研修の受講を

支援する。 
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「開催されたイベントへの参加者数」の目標達成のため、企画運営団体や市民が安心・安全

に参加できるよう新型コロナウイルス感染症対策を支援する。また、参加者増や若い世代を取

り込むために企画運営団体と連携した広報活動を行う。 

「パラスポーツ協議会で決定された事業計画の実施率」については新型コロナウイルスの影

響で中止せざるを得ない状況も発生するが、新型コロナウイルス感染症対策を講じた上で実施

可能な事業は遂行していく。市民のパラスポーツに対する関心は未だに高いとは言えないこと

から、今後も、パラスポーツ体験会の開催や用具の貸し出しを行い、障害者やパラスポーツへ

の理解を促す。パラスポーツを浸透・定着させていくことで、障害のある人もない人も共にパ

ラスポーツを楽しめるよう、パラスポーツの理解促進と普及啓発に取り組む。 
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本市は、ホール・博物館・ギャラリーなどの文化施設を有し、様々な文化事業や文化

活動を行っています。すべての市民がそれらに気軽に触れることができる機会を増やし、

届きやすい情報発信を行うことで、文化への関心を高め、誰もが積極的に文化活動を始

めることができるよう取り組みます。また、学校教育との連携により、子供の頃から文

化活動に主体的に参加する取組を進め、将来の文化の担い手を育てます。 

 

１．現状の分析 

成果指標 R2 R3 R4 R5 目標(R6) 

利用者数 

①市民ギャラリー及

び茶華道センター 

市民 7,170人 

茶華道 3,879人 

市民 25,989人 

茶華道 10,808人 
－ － 135,000人 

②市民文化ホール及

び市民文化創造館 
26,302人 83,358 人 － － 260,000人 

③郷土資料館及び飛

ノ台史跡公園博物館 
22,842人 49,143人 － － 60,000人 

「ふなばし音楽フェ

スティバル」のアンケ

ートで「よかった・楽

しめた」と答えた割合 

コロナ禍によ

り評価不能 

87％ 

※地域ふれあいコ

ンサートのみ実施 

－ － 100% 

千人の音楽祭に参加

する児童・生徒数 

コロナ禍によ

り評価不能 
147人 － － 1,750 人 

取掛西貝塚国史跡指

定 
 国史跡指定    

文化財展示事業・教育

普及事業の実施回数 
77 回 125回 － － 400回 

市所蔵作品展の来場

者数 
2,015 人 1,971 人 － － 1,500 人 

 

分析 

令和 3年度の文化振興施策における文化施設の利用は、令和 2年度に引き続き、新型コロナ

ウイルスの影響により各事業の実施時期・実施形態等を検討しながら施設管理、運営を行った。

市民ギャラリー・茶華道センターの利用者数は、定員減の実施体制をとるなか、令和 2年度実

績（両施設計）11,049 人から令和 3 年度は、25,748人増の 36,797 人と前年比で約 3.3倍とな

基本方針 1 生涯学習の推進を図ります 

推進目標 3 文化の振興 

（文化課・市民文化ホール・郷土資料館） 
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り、利用者数の回復傾向が見られた。しかしながら、施設利用は今後も新型コロナウイルス感

染症対策を講じながらの運営となるため、現状ではコロナ禍前への回復の見通しは予測しづら

い。 

音楽事業に関しては、「ふなばし音楽フェスティバル」事業は、開催を見送った事業もあっ

たことから、成果指標となる全体的な事業満足度を確認する個別データを取ることができなか

った。同事業の中で「ふなばしミュージックストリート」及び「千人の音楽祭」は、昨年に引

き続き、新型コロナウイルスの影響により会場開催を見送ることとなり、「地域ふれあいコン

サート」については、年度当初に実施を希望していた 16 会場のうち、15会場での開催となっ

た。「まちかど音楽ステージ」に関しては、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、2年度

連続で事業を中止した。 

「ふなばしミュージックストリート」については、YouTube による事前収録演奏動画と MC

のトークチャンネルの生配信をイベント当日の 10月 17 日に実施し、動画チャンネルのみイベ

ント終了から同月末までアーカイブ配信を行った。実行委員、ボランティア、出演者計 165

人が参加し、事前収録動画・当日収録配信、イベント PR などに取り組み、イベント全体とし

ては、アーカイブ配信を含め延べ 10,600回を超える視聴があった。今年度は収録動画のみの

形態で実施したが、各チャンネル 20～30人程度の同時視聴があり、視聴回数は前年を上回る

結果となった。オンラインの開催ではあったが、市民を中心にした実行委員会が蓄積した配信

のノウハウを活かし、新たな試みに挑戦することができた。今年の開催コンセプトである“立

ち上がれミュージックパワー”を体現すべく、音楽の力を届けることができた。イベント終了

後には、実行委員会で、ボランティアの活用方法や PR 媒体の準備、実行委員の業務内容など、

運営のあり方についての様々な意見があり、課題を全体共有した。実行委員会での提案や意見、

意思決定を尊重しながら、次回の開催に向けて継続した取組を行う。 

「千人の音楽祭」については、令和 4年 3 月 13日に J:COMでの特別番組として放映し、翌

日から 30日までの半月間、公式 YouTubeチャンネルでアーカイブ配信を行い、22,000回を超

える視聴があった。秋から初冬頃のコロナが落ち着いていた時期の企画内容は、市内小・中学

校合同吹奏楽・管弦楽、市民合唱など事前収録によるステージ企画としていたが、その後の新

型コロナウイルスの感染者増加に伴い、番組構成を変更して収録を行う形態とした。特別番組

は、令和 3年度は作曲家・ピアニストの新垣隆氏に委嘱したメッセージソング「わたぼうし」

を千葉交響楽団、市立船橋高校吹奏楽部の演奏により初披露したほか、東京 2020 パラリンピ

ック競技大会の閉会式にパフォーマーとして参加した小汐唯奈さんの歌唱演奏、後藤仁美さん

の対談・セッションなど多彩なプログラムを収録した。そのほかにも、中学校吹奏楽部 4 校に

よるリレー形式での楽曲演奏や小学校での活動の紹介、バンドスタンド船橋実行委員会による

映像提供など、現在の船橋の音楽活動の状況を伝えることができた。コロナ禍 2年目の特別番

組放映、YouTube配信企画となったが、イベントの実施可能な範囲を見定めながら柔軟に内容

を変更したことで、「千人の音楽祭」のあゆみ・記録として後世に残すことのできる番組にな

った。コロナ禍が続く中、今年度も配信やケーブルテレビの番組放映を行うなど、本市の音楽

文化振興の継続性が確保できたと考える。 

「地域ふれあいコンサート」については、開催日が重なった近隣会場もあったり、コロナの

影響で大々的な PR が難しい状況もあったが、開催希望していたほとんどの会場が無事実施で
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き、来場者、演者、主催者、総じて満足度が高かった。 

美術振興施策事業に関しては、船橋ゆかりの現代美術家の活動と作品を紹介する「令和 3

年度市所蔵作品展 荒井恵子 船橋三部作-宝成寺・三番瀬・玉川-」を市民ギャラリーで開催し

た。会期は令和 3 年 12月 7 日～19 日の 13日間で、令和 2年度の 22日間から 9 日短縮した開

催となったが、昨年度の 2,015人に迫る 1,971 人の来場があった。展覧会では、墨と和紙によ

る表現活動を行うアーティスト（荒井氏）が、地元「船橋」をモチーフとして制作した作品を

3 部構成で紹介。三番瀬で制作した映像・写真作品（インスタレーション）や、「玉川旅館」

解体前の館内での映像作品等を公開するなど、64 点の作品を展示することができた。また、

関連事業となる学校教育との連携では、アーティストが学校を訪問して墨絵のワークショップ

を実施し、生徒たちの作品（成果物）を同作品展の会場で展示したり、学校（部活動）との連

携事業を実施したりすることで、アートに触れる機会をつくることができた。その他にも、近

隣施設（茶華道センター、市民文化創造館）及び民間事業者（東武百貨店船橋店）が行うイベ

ントへの参画や市民大学校見学会の実施、公民館での展示など、アーティストの協力もいただ

きながら、様々な関連事業を各施設、団体等と協働して展開することができた。 

文化財の保護に関しては、平成 28年から保存事業を進めてきた取掛西貝塚が国史跡に指定

された。また、開発等に伴う届出も増える中で発掘調査等による記録保存を着実に行う一方、

指定・未指定に関わらず、地域の財産である文化財の調査を実施したほか、指定・登録文化財

を管理・伝承する 23団体に対し、補助金の交付を行った。 

文化財の普及に関しては、文化財説明板 1 基を新規に設置したほか、取掛西貝塚講演会を実

施し、文化財の普及啓発・周知を図ることができた。 

市民文化ホールでは、新型コロナウイルスの影響により利用者数は令和 2年度が 26,302人

であったが、休館期間がなかったことや利用制限が緩和されたことにより、令和 3 年度は

83,358人であった。 

自主事業は事業テーマを「芸術の架け橋 ～世界につながる船橋～」とし、多国籍な芸術・

文化を提供することを目指し、多種多様な公演の実施を企画したが、新型コロナウイルスの影

響により、キエフ・クラシックバレエなど来日がかなわず中止となったものもあった。 

郷土資料館・飛ノ台史跡公園博物館では、昨年度は約 5 か月あった新型コロナウイルス感染

拡大防止のための休館が約 1 か月（令和 3年 8月 31日～9月 30 日）であったこと、また新型

コロナウイルス感染症拡大防止を図りつつ、昨年中止となった地域史講座等市民向けの講座を

実施することができたため、利用者数は令和 2 年度より 26,301人増加の 49,143 人となり、目

標値の 81.9％（49,143 人/60,000人）を達成することができた。また、令和 3年度の企画展

及び教育普及事業で行ったアンケートの結果について、回答があった 498件のうち、「大変よ

かった」・「よかった」との回答が 435件と全体の 87％であり、概ね好評の評価を受けてい

る。 

 

２．新型コロナウイルスの影響 

文化振興事業に関しては、令和 3年度も施設の臨時休館や利用制限により、市民の文化活動

の実践の場を確保することが難しい状況は継続しており、文化活動の実施状況は、コロナ禍以

前と比べ団体、個人共に活動頻度は減少している。 
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音楽事業は、「ふなばしミュージックストリート」及び「千人の音楽祭」は、昨年に引き続

き、新型コロナウイルスの影響により会場開催を見送り、配信やケーブルテレビでの番組放映

となった。「地域ふれあいコンサート」は、年度当初の実施希望の 16会場のうち、1 会場のみ

中止とし、15会場での開催となった。「まちかど音楽ステージ」に関しては、新型コロナウイ

ルス感染拡大防止のため、2 年度連続で事業を中止した。 

また、令和 4年度からの「第 2次船橋市文化振興基本方針」の基礎資料となる「令和 3年度

市民アンケート」では、新型コロナウイルスの世界的流行による社会状況の変化による大きな

影響として、インターネット動画配信やオンライン鑑賞の普及があげられた。アンケート結果

でも、「コロナ収束後の社会生活における文化・芸術が果たす役割がこれまで以上に重要にな

る」に同意する回答が全体の約 8割を占めた。また、希望する鑑賞形態には、「会場鑑賞」の

回答が全対象・階層で多数が選ぶ一方、中高生からは、「今後力を入れていく取り組み」の設

問で、「オンラインによるイベントやワークショップの充実」の回答が上位にあがるなど、子

供たちにとって、オンラインが文化に触れる身近な媒体であることがわかり、アフターコロナ、

ウィズコロナで世代を問わず、多様な文化施策が求められている。 

文化財保護事業については、例年、国史跡の指定を目指す取掛西貝塚を中心に、市民に対し

発掘調査現場説明会等を実施し多くの参加者を得て、遺跡の周知・普及を行ってきたが、新型

コロナウイルスの影響により、発掘調査現場説明会の実施が難しく、実施回数は 1 回であった。 

市民文化ホールの稼働率は、令和 2年度が 51.7％であったのに対して令和 3 年度は 76.1％、

市民文化創造館の稼働率は令和 2年度が 31.4％であったのに対して令和 3年度は 64.2％と新

型コロナウイルスの影響はあったものの両館ともに改善した。自主事業は、市民文化ホールで

は 15 事業のうち、キエフ・クラシック・バレエなど 4 事業が中止となった。市民文化創造館

では有料公演 8 事業のうち、2事業が中止となった。無料公演は 12事業を実施したが、そのう

ち 1事業が新型コロナウイルス感染拡大防止のため無観客・録画配信にて開催した。 

郷土資料館・飛ノ台史跡公園博物館では、昨年度と同様、新型コロナウイルス感染拡大防止

対策をとりながら事業を実施したが、臨時休館による「くらしの道具展」や「船橋のおうち展」

などの企画展の会期の短縮や古文書講座やワークショップ等中止せざるを得ない事業もあっ

た。 

 

３．今後の方向性 

令和 4年度からの「第 2 次船橋市文化振興基本方針」は、第 1次方針での評価総合指標の達

成度の把握により、これまでの取組に関する評価を行い、アンケート結果から市の課題を確認

し、国の施策展開や新型コロナウイルスの社会状況を踏まえて見直し、改定を行った。そこで、

新たな 5 年間における総合指標を設定し、これまでの各事業の実施を展開することに加え、今

回の方針では、美術及び文化財の分野で取り組む施策を「重点プログラム」と位置づけ、「ア

ートでつながるまちふなばし」と「『ふるさと船橋』を知る」の 2つのプログラムを掲げるこ

ととした。 

「アートでつながるまちふなばし」プログラムは、本市は学校の音楽部が全国的なコンクー

ルで活躍するほか、「千人の音楽祭」などのイベントを通し、「音楽のまち ふなばし」として

親しまれている中、今後は美術振興についても力を入れて施策展開していこうとするもので、
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子供たちはもちろん、市民の誰もがアートに触れ、アート活動に参画できる環境づくりに取り

組む。プログラムの中でも、基本目標Ⅲ「アートによる人材育成」の学校との連携においては、

美術作品を通して意見交換を行い自分と他者を探求する「対話型鑑賞授業」を実施するほか、

「デジタルミュージアム」や「バーチャル美術館」などデジタルコンテンツの充実を図ること

で、美術鑑賞教育のツールとして学校でも活用できるようアートによる教育活動の支援を行

う。 

また、「『ふるさと船橋』を知る」プログラムでは、遺跡や文化財の調査・研究と保存の取組

の中で、全国的にも重要な遺跡である取掛西貝塚を適正に保存するため、保存活用計画の策定

を進めると同時に、講演会を開催するなど遺跡保存の機運を高めていく。工事により失われる

遺跡や指定・登録文化財、その他の文化財については、調査を実施して適正に保存し将来に残

すとともに、調査成果を市民が利用できるようにしていく。また、説明板の設置や講座などを

通して普及啓発・周知を図っていく。 

音楽事業全般におけるオンラインの取り組みは、視聴者が自宅からでも気軽に参加でき、ウ

ィズコロナ、アフターコロナ時代のエンターテインメントとして大きな広がりを持つと考え

る。今後も会場での有観客ライブと併用し、誰もがどのような場面でも楽しめるイベントづく

りを検討していく。 

「千人の音楽祭」は、次回の開催で 30 回の節目を迎える。新型コロナウイルスの収束は見

通せないが、船橋アリーナでの記念回の会場開催を目標に掲げ、イベントの実施形態や新型コ

ロナウイルスによる開催リスク、配信の実施などを実行委員会で検討する。 

市民文化ホールでは、多種多様な自主事業を実施し、市民が気軽に文化・芸術に接する機会

を提供するとともに、市民が質の高い芸術文化に触れ、自らが芸術文化活動を推進していくた

めの一助となるよう事業を展開する。また、質の高い音楽文化を提供する一方で、市民参加型

の朗読劇や船橋ゆかりのアーティストの起用、地域の伝統文化に触れる機会の提供等、船橋市

文化振興基本方針に沿った船橋に愛着を感じてもらう事業の実施を目指す。 

郷土資料館・飛ノ台史跡公園博物館では市域の歴史や文化に係る調査研究活動を推進し、そ

の成果を展示事業や教育普及事業に活かしていく。コロナ禍にあっては、市民の生活様式にも

変化がみられることから、生涯学習チャンネルでの動画配信等を実施し、今後も来館せずとも

学べる機会を提供していく。 
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読書に親しむ機会や普及啓発活動の充実及び読書環境の整備を進め、子供から大人まで、

読書活動の推進に取り組みます。また、図書館として市民により図書館の利用を身近に感

じられる様々なサービスを提供し、地域の情報拠点となることを目指します。 

 

１．現状の分析 

成果指標 R2 R3 R4 R5 目標(R6) 

YA コーナーを活用し

た交流事業の参加人

数 

160人 285人 － － 200人 

セカンドブック事業

の絵本配付率 
43.1% 49.2％ － － 70% 

図書館 年間の新規

登録者数 
10,594人 14,345 人 － － 17,000人 

 

分析 

YA コーナー（※）を活用した交流事業では、各図書館にコミュニケーションボードを設置

し、利用者がおすすめする本の投稿を掲示するなどして、図書を介した利用者間の交流を行っ

ている。令和 3年度は、事業の周知を図るために投稿内容を Twitter やホームページで紹介し

たところ、事業参加人数は令和 2年度の 160人から 125 人増加し 285人となり、目標としてい

た 200人を超えることができた。 

幼児期に絵本に触れる機会を増やすために実施しているセカンドブック事業は、新型コロナ

ウイルスの影響により来館が困難な状況にあるが、配付率は上昇傾向にある。新型コロナウイ

ルスの影響で来館が難しく絵本を受け取ることができなかった対象者には受取の延長を行っ

ている。また、飯山満公民館図書コーナー、八木が谷公民館図書コーナー、松が丘公民館図書

室で新たに配付を開始したことに加え、転入者への配付を開始したことで、これまで受け取る

ことができなかった子供たちにも本との出会いの機会を広げることができた。 

新規登録者は、新型コロナウイルスの影響を大きく受けた令和元年度から 2 年度に向けては

約 3,600 人減少したが、令和 3年度は令和 2年度に比べ約 3,800人増加している。 

※YAコーナー：船橋市図書館で設置している 10代のための図書コーナー 

 

 

 

 

基本方針 1 生涯学習の推進を図ります 

推進目標 4 読書活動の推進 

（西図書館） 
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≪その他参考とすべき数値≫ 

○令和 3 年度 全国学力・学習状況調査 

不読率の割合 

質問事項：「学校の授業時間以外に，普段（月曜日から金曜日），1日当たりどれくらいの時

間，読書をしますか（教科書や参考書，漫画や雑誌は除く）」 

選択肢 ：「全くしない」 

 本市 千葉県 全国 

児童 23.7% 24.3% 24.0% 

生徒 34.6% 33.7% 37.4% 

 

２．新型コロナウイルスの影響 

セカンドブック事業では、新型コロナウイルスの影響で来館が難しく絵本を受け取ることが

できなかった対象者に受取期限の延長を行った。 

 

３．今後の方向性 

今後も、コミュニケーションボードをきっかけとして図書に興味を持ってもらえるようなテ

ーマを模索していく。交流の場としての機能を持ちつつ、落ち着ける居場所にもなれるように、

コーナー全体の配置や展示内容とのバランスを考慮していく。 

また、セカンドブック事業の周知を広く行っていくとともに、新型コロナウイルスの影響で

絵本を受け取ることが難しい対象者に、引き続き受取の延長を実施していく。 

令和 4年度からは第二次船橋市図書館サービス推進計画に基づき、『市民の「読みたい・調

べたい・学びたい」に応える地域の情報拠点』を目指すべき図書館像と位置づけ、従来の来館

サービスに加え電子書籍サービスやオンラインサービスを活用したイベント等も実施し、図書

館サービスの利用につなげていく。 
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市民が主体的に企画・運営できる生涯学習活動の機会を多く提供するために社会教育施

設や SNS等の多様なツールを積極的に活用し、市民とともに地域に根差した生涯学習社会

を形成します。また、地域で活躍できる人材の育成を目指し、学習環境や機会の充実を図

ります。 

 

１．現状の分析 

成果指標 R2 R3 R4 R5 目標(R6) 

市民の力を活用し

た事業の実施数 
0 事業 4 事業 － － 15 事業 

「ふなばし音楽フ

ェスティバル」の

アンケートで「よ

かった・楽しめた」

と 答 え た 割 合

（P.14再掲） 

コロナ禍によ

り評価不能 

87％ 

※地域ふれあい 

コンサートのみ実施 

－ － 100% 

図書館と市民が連

携し、企画・実施

した事業の回数 

4 回 13 回 － － 12 回 

ふなばし市民大学

校修了生のアンケ

ートによる満足度 

①まちづくり学部 

②いきいき学部 

①②ともコ

ロナ禍により

評価不能 

① 81.7％ 

② 90.2％ 
－ － 

①95% 

②95% 

 

分析 

公民館では、令和 2年度は新型コロナウイルス感染拡大の影響により休館するなど公民館を

利用できない状況があったことから、市民の力を活用した事業の実施数は 0 件であった。令和

3 年度も新型コロナウイルス感染拡大の影響があったため、市民の力を活用した事業の実施に

至った件数は 4 件であった。なお、実施した主な内容は、写真クラブからの提案の「初心者の

ための写真講座」や病院関係者から提案のあった「慢性腎疾患と生活習慣病について」などで

あった。また、市民の力活用事業の主旨に合わず、実施に至らない提案もあった。 

音楽事業に関しては、P14～16の記載のとおりで、「ふなばし音楽フェスティバル」の事業

全体としての成果指標はとることができなかった。各音楽事業においては、事業そのものの目

基本方針 1 生涯学習の推進を図ります 

推進目標 5 生涯活躍できる環境の充実 

（社会教育課・文化課・西図書館・公民館） 
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的や在り方に立ち返り、実施方法を見直しながら、音楽イベントとして更に成長していくよう

実行委員会で取り組む。 

「ふなばしミュージックストリート」については、実行委員会において、ボランティアの活

用方法や PR 媒体の準備、実行委員の業務内容など、運営のあり方について様々な意見があり、

課題を全体共有することができた。地域で活躍できる人材の育成の観点としては、新たな実行

委員の参加により組織の活性化を図りながら事業運営ができているので、今後も実行委員会の

自主性を尊重し、協働して取り組む。 

「千人の音楽祭」については、長年、事業に携わる実行委員が世代交代している中で、30

年間続く本事業を次代に引き継ぐ人材の育成や、実行委員会・組織の在り方、実施方法などを

再考する時期と捉えている。 

図書館では、「アースドクターふなばし」と連携した環境講座や、「ふなばし街歩きネットワ

ークマイスター」を講師とする文学散歩、市内在住の刀研ぎ師や歴史探索ブログ運営者を講師

とした講座など、多岐に渡る分野で新型コロナウイルス感染症対策を講じながら市民と連携し

た事業を行った結果、13回の事業を企画・実施することができ、目標としていた 12 回を達成

することができた。 

市民大学校では、令和 2年度に、いきいき学部の対象を 60 歳以上から 18歳以上に拡大した

ほか、特別講座を新設するなどの見直しを図ったものの、新型コロナウイルス感染症の影響に

より休校となったため、令和 3年度から実施し、より幅広い世代に生涯学習の機会を提供する

ことができるようになった。令和 3 年度はまちづくり学部 88名、いきいき学部 276 名が修了

した。 

 

≪その他参考とすべき数値≫ 

○令和 3 年度ふなばし市民大学校修了時アンケート集計結果 

 今後、どのように活かしていきたいと思うか。（複数可） 

  総回答数（492件） 

趣味や生きがいづくり 125件（25.4％） 

友人や仲間との交流 89 件（18.1％） 

今後の学習の基礎 79 件（16.1％） 

ボランティア活動 51 件（10.4％） 

考慮中 51 件（10.4％） 

地域活動や自治会活動 41 件（8.3％） 

家庭生活 39 件（7.9％） 

仕事や職業 10 件（2.0％） 

その他・無回答 7 件（1.4％） 
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２．新型コロナウイルスの影響 

公民館では、新型コロナウイルス感染症の影響もあり、事業を提案する団体が少なかった。 

 ふなばし音楽フェスティバル事業の中でも、「ふなばしミュージックストリート」と「千人

の音楽祭」は 2 年連続で会場開催を見送っている。令和 3年度もインターネットを活用した実

施形態を検討し、各実行委員会においてコロナ禍でもできることに取り組んだ。 

令和 3年度のふなばし音楽フェスティバル事業の中で、唯一会場開催が実現できた「地域ふ

れあいコンサート」では、来場者から「コロナで塞いでいた気持ちが明るくなった」「生演奏

を聞けて感動した」などの声があった。イベントの実施形態として、ライブ感、臨場感、質感

などは配信では伝わりづらく、コロナ禍でのイベント開催の課題でもある、会場へ足を運び、

ホンモノの音楽に触れてもらう機会を確保することは、今回、大変意義があることを再認識し

た。今後、新型コロナウイルスの影響が長期化することで、参加者の減少、担い手、演者など

人材確保が大きな課題となる可能性があり、市民の文化・芸術の発表の場、鑑賞機会の減少に

つながることが懸念される。 

図書館では、新型コロナウイルス感染拡大により、大穴小学校市民図書室での市内ボランテ

ィアによるおはなし会が 1回中止、また街歩きネットワークマイスターを講師とする「街歩き」

は 2回延期となったが、日程を再調整し令和 3年度内に実施することができた。 

市民大学校では、市内での感染拡大を踏まえ、9月を休校とした。 

 

３．今後の方向性 

公民館では、提案があっても実施に至らないケースもあったことから、受付の段階で事業の

主旨に沿うものか精査し、地域活性化に向けて実施に繋げていく。 

音楽事業に関しては、「ふなばしミュージックストリート」と「ふなばし市民まつり」、2 つ

のイベントの同日開催を目指して準備を進めていたが、「ふなばし市民まつり」が新型コロナ

ウイルス感染症対策の徹底が困難なため、令和 4 年度の開催を見送ることとなった。「ふなば

しミュージックストリート」は、3年ぶりのリアル開催となるが、コロナ禍での音楽イベント

を安心・安全に楽しんでもらい、且つ音楽でまちが元気になる、本イベントの趣旨が体現でき

る機会となるよう、実行委員、ボランティアと協働して取り組む。 

次回の開催で 30回の節目を迎える「千人の音楽祭」が、子供たちから一般社会人までの参

加する全ての人にとって貴重な演奏・鑑賞の機会となり、船橋アリーナで一堂に会したイベン

トとして復活できるよう、実行委員会と連携・協力した取組を引き続き行っていく。 

図書館では、引き続き新型コロナウイルス感染症対策を講じながら、市民との協働をすすめ

ていく。 

市民大学校では、いきいき学部の対象を 60歳以上から 18 歳以上に拡大し、更に新たな学科

を新設するなど、適宜、社会変化に応じてカリキュラムの見直しを図っている。今後も、社会

変化を注視しつつ、学生に充実した生涯学習の機会を提供するほか、地域で活躍できる人材の

育成については、「市民スマホコンシェルジュ養成講座」を開催し、新たな課題となっている

デジタルデバイド対策にも取り組んでいく。 
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子供たちのコミュニケーション能力や地域への理解、関心を高めるためには、学校、家

庭、地域が一体となって、子供を育てることが重要です。現在、生活環境の変化による子

供たちの様々な体験・交流活動の機会及び青少年健全育成事業に携わる人の減少が課題で

すが、学校・家庭・地域・行政機関が密接に連携し、子供たちが明るくたくましく成長す

ることを目指します。 

 

１．現状の分析 

成果指標 R2 R3 R4 R5 目標(R6) 

学校支援地域本部を

設置している中学校

区の数 

17 20 － － 26 

全児童数に対する放

課後子供教室平均利

用者数(日)の割合 

3.7% 4.0％ － － 7.0% 

ハッピーサタデー事

業 年間延参加人数 
598人 5,202 人 － － 75,000人 

青少年相談員の活動 

年間延参加人数 
114人 521人 － － 14,000人 

街頭補導活動 年間

延補導従事者数 
714人 1,101 人 － － 3,200 人 

 

分析 

学校支援地域本部については、令和 2年度は 17中学校区で設置、令和 3年度は、新型コロ

ナウイルス感染症の影響により令和 2年度に本部を設置できなかった船橋中学校区と、新たに

本部を設置することとなった 2中学校区（坪井中学校区、豊富中学校区）を加え、20中学校

区となった。今後も地域本部の設置をすすめ、地域全体で学校を支援していく体制づくりを推

進していく。一方、本事業の効果を検証する仕組みを今後構築していく必要がある。 

放課後子供教室については、令和 3年度の全児童数に対する放課後子供教室の平均利用者数

（日）は令和 2 年度実績の 3.7％から 4.0％へ増加したが、コロナ禍前の水準（令和元年度実

績 5.1％）には戻っておらず、引き続きコロナ禍のために利用を控えている家庭が多い。コロ

ナ禍における課題としては、令和 2年 3月より新型コロナウイルス感染症対策のため地域ボラ

ンティアによる工作教室や将棋教室などのイベント活動を自粛しており、放課後子供教室の運

基本方針 2 家庭と地域の教育力向上を図ります 

推進目標 1 学校、家庭、地域の連携を強化し、地域の子供を地域 

で守り育てる体制の構築 

（社会教育課・教育総務課・青少年課・公民館・青少年センター） 
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営に協力いただいている地域ボランティアとの関係が希薄になっていることが懸念される。 

ハッピーサタデー事業では地域の団体、自治会等と連携を図りながら、子供たちがスポーツ

や文化活動などに親しむことを目的として様々な事業を公民館等で実施している。令和 2年度

は、新型コロナウイルスの影響により、事業が中止となった（令和 2年 4月～令和 2年 10月、

令和 3年 1月～3月）ため、参加者が大幅に減った（平成 30年度：74,249 人、令和元年度：

31,752人）が、令和 3 年度は、作成した新型コロナウイルス感染症感染拡大予防ガイドライ

ンを遵守しながら定員を削減するなどして事業を行った。その結果、コロナ禍前と比べると未

だ少ないものの、令和 3年度の参加人数は 5,202 人と令和 2年度と比較して大きく伸びたが、

コロナ前の水準には達していない。 

青少年相談員は、青少年の健全育成を目的として、野外活動、健康づくりの促進等地域での 

青少年活動を行うボランティアである。令和 2 年度に引き続き、令和 3年度も新型コロナウイ

ルス感染拡大防止のため、青少年キャンプを含めた相談員活動の大部分を中止としたが、 Zoom 

による会議の開催などコロナ禍で出来ることを工夫して行った。また、新たに作成したコロナ

禍における事業実施ガイドラインを遵守して行った青少年のつどい大会（青少年会館にて開催

したパラスポーツ・ボッチャの競技体験会）や各ブロック活動により、コロナ禍前と比べると

未だ少ないものの、令和 2年度に比べ参加者数が増加した（令和元年度：10,492 人）。 

街頭補導については、年間延補導従事者数が 1,101人だった。令和 2 年度の 714人からは

387人増加した。センターパトロール、列車補導等の補導活動が中止となったが、各地区にお

いての地区補導を新型コロナウイルス感染拡大防止に配慮しながら地道に活動してきた成果

と考えられる。「青少年のネット被害防止対策（ネットパトロール）集計結果（その他参考と

すべき数値）」については令和 2年度より増加した。これは児童生徒のネット利用の増加や低

年齢化が予想されたため、委託業者と相談した上で、Twitterに関してのパトロールを強化し

たことが要因として考えられる。ネットパトロール件数のほとんどがリスクレベル 1の個人情

報として報告されており、児童生徒のトラブルの要因となる SNSへの書き込み等の早期発見・

対応を行うことにより、いじめ等の未然防止や青少年の健全育成に繋げていきたい。また、「補

導青少年件数集計結果（その他参考とすべき数値）」については、令和 2年度からは増加して

いるが、令和元年度から比べると減少している。補導活動の期間や回数が限定されたことや店

舗内への立ち入りを控えたことが影響していると思われる。また、児童生徒が新型コロナウイ

ルス感染防止のために外出を控えているということも考えられる。 

 

≪その他参考とすべき数値≫ 

○学校支援地域本部の活動実績（延べ参加者数） 

 R 元年度 R2 年度 R3 年度 

学習支援活動 3,978 人 750人 949人 

環境整備 7,200 人 4,252 人 8,563 人 

部活動指導 445人 666人 404人 

登下校安全指導 27,521人 31,365人 30,354 人 

学校行事 2,092 人 910人 404人 

研修会 1,807 人 24 人 98 人 
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その他 3,449 人 481人 551人 

 

○青少年のネット被害防止対策（ネットパトロール）集計結果 

R 元年度 R2 年度 R3 年度 

152件 727件 932件 

 

〇補導青少年件数集計結果 

 R元年度 R2 年度 R3 年度 

460件 52 件 134件 

 

２．新型コロナウイルスの影響 

学校支援地域本部では、新型コロナウイルス感染症の影響により、ボランティア活動の参加

者数の減少や、活動回数の減少などの影響が見られた。 

放課後子供教室では、新型コロナウイルス感染症対策のため、引き続き、玩具の使用制限や

イベントの自粛など活動を制限した。 

ハッピーサタデー事業では、作成した新型コロナウイルス感染症感染拡大予防ガイドライン

を遵守し、定員を削減したため、多くの申込者に対しお断りをするなどの影響があった。 

青少年相談員は、作成したコロナ禍における事業実施ガイドラインを遵守しながら事業を行

った。 

街頭補導活動は、令和 3年 9 月及び令和 4年 1 月から 3 月までは補導活動を中止した。 

 

３．今後の方向性 

学校支援地域本部では、引き続き、新型コロナウイルス感染症対策を徹底しながら、地域全

体で学校を支援していく体制づくりを推進していく。 

放課後子供教室では、引き続き、新型コロナウイルス感染症対策を徹底しながら、児童の放

課後の安心安全な居場所を提供していくとともに、類似の放課後事業である放課後ルームとの

連携協力の在り方について検討していく。 

ハッピーサタデー事業では新型コロナウイルス感染症対策が最優先になるため、コロナ禍前

の水準に参加者を戻すことは難しいが、事業内容は参加者に好評である。コロナ禍でも子供た

ちが興味を引くような内容等を計画し実施していく。 

青少年相談員の活動については、県及び市の新型コロナウイルス感染症対策を把握し、対策

を講じたうえ実施していく。 

街頭補導については、今後も活動が制限される可能性が考えられるが、学校との連携を密に

して注意喚起や情報提供をすることにより犯罪や非行の未然防止に繋げていく。 
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子供が成長する上で保護者が担う家庭教育の役割は重要であり、家庭教育の第一義的な

責任者は保護者となります。関係機関や地域団体と連携し、子育てに悩みや不安を抱く保

護者に対し、発達段階に応じた子育てに関する学習機会や保護者同士の交流機会等を提供

し、子育て世代の家庭教育支援に取り組みます。 

 

１．現状の分析 

成果指標 R2 R3 R4 R5 目標(R6) 

家庭教育に関する情

報の提供事業の実施

件数 

46 件 72 件 － － 60 件 

家庭教育セミナー 

参加者の満足度 
89% 96% － － 90% 

子育て支援事業 参

加者の満足度 
96% 96% － － 90% 

 

分析 

福祉部門やその他関係部門と連携し家庭教育に関する講座や講演会等において情報を提供

する事業については、新型コロナウイルス感染症対策を講じながらではあったが、令和 2年度

の 46 件から増えて 72 件の講座や講演会を実施することができ、目標としていた 60 件を超え

ることができた。 

家庭教育セミナーは、家庭の教育力向上を図るため、学校の PTAと公民館が協働して開催し

ている。令和 2年度は新型コロナウイルスの影響もあり、計 7事業の実施に留まったが、令和

3 年度は幼稚園 2、小学校 13、本館 16の計 31事業を実施することができた。家庭教育セミナ

ーは、参加者の関心が高い事業であり、満足度は 96％と高い評価を得ている。 

就学時健診等を活用し実施する子育て学習は市内 48小学校で実施した。参加した保護者に

対し実施したアンケートでは、これから小学校に上がる児童を持つ、ほとんどの保護者が同じ

ように子育てに対し不安を抱えており、大変参考になるなど回答が多くあった。講師の話はそ

の不安を取り除く一助になっているようで、事業に対する満足度は 96％と高く、好評であっ

た。 

 

 

 

 

基本方針 2 家庭と地域の教育力向上を図ります 

推進目標 2 子育て支援と家庭の教育力の向上 

（公民館） 
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≪その他参考とすべき数値≫ 

 家庭教育セミナー開設数 

 

 

 

 

 

２．新型コロナウイルスの影響 

家庭教育セミナーは、令和 2 年度は新型コロナウイルスの影響で 7事業の実施であったが、

令和 3年度は実施回数も回復し、31事業を実施することができた。しかしながら、参加者数は

コロナ禍前の令和元年度の 7,062 人に対して、令和 3年度は 1,730人の参加に留まっている。

これは、新型コロナウイルス感染症対策を講じながらの実施であったため、参加者が少なかっ

たことによると思われる。 

就学時健診時における子育て学習は、新型コロナウイルスの影響により中止した小学校もあ

った。 

 

３．今後の方向性 

今後もコロナ禍の中での事業実施が見込まれる。オンラインでの開催など開催形式を工夫し

つつ、事業を実施していく。家庭教育に関して、子を持つ保護者の関心度は非常に高く、コロ

ナ禍での子育てとなり、以前よりも不安を抱える保護者は多い。そういった不安を解消するた

めの、よりどころとなれるような講座を実施していく。 

 

 

 
R 元年度 R2 年度 R3 年度 

開設数 34 セミナー 7 セミナー 31 セミナー 

参加者数 7,062 人 316人 1,730 人 
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本市では、指導主事の学校訪問、要請訪問及び研究学校の指定や少人数指導や学習サポ

ーターの派遣等を通して、各学校での「わかる授業」や一人一人に応じたきめ細かい授業

を推進します。また、児童生徒の主体的な学習活動を発表できる作品展を実施し、学習へ

の興味関心を高めます。 

 

１．現状の分析 

成果指標 R2 R3 R4 R5 目標(R6) 

授業研究への指導主

事派遣校数 
70 校 74 校 － － 

全校 

(小・中) 

小学校社会科副読本

「わたしたちの船橋」

のアンケート満足度 

92% 97％ － － 80% 

①学習サポーター配

置数 

②学習サポーター延

派遣回数 

① 43 人 

② 1,019 回 

① 179人 

② 4,253 回 
－ － 

① 150人 

② 3,300回 

少人数指導の実施率 100% 100％ － － 100% 

社会科作品展 出品

校数 
73 校 81 校 － － 

全校 

(小・中・特) 

科学論文・工夫作品展 

出品校数 
75 校 81 校 － － 

全校 

(小・中・特) 

 

分析 

授業研究への指導主事派遣は、新型コロナウイルスの影響により実施できない期間もあった

が、令和 3年度は令和 2年度の 70校から 74校へ訪問学校数を増やすことができた。各学校で

授業を参観し、授業改善に向けた指導助言ができた。中学校においては新学習指導要領の全面

実施初年度であったため、評価方法への助言が多かった。 

小学校社会科副読本は、編集委員会を設置し児童にとってわかりやすい副読本を作成してい

る。また、各学校での授業がより充実したものになるよう、副読本の編集に携わった教員が講

師となる研修会を実施している。授業を担当する教員の多くが研修会に参加できるようにする

ため、令和 3年度より、オンライン及びオンデマンドで実施した。アンケートでの満足度の数

値が非常に高いことから、引き続き編集委員会と連携し事業を行う。 

 学習サポーターは、新型コロナウイルスの影響により、令和 2年度は活動できなかった大学

基本方針 3 学ぶ意欲を育て確かな学力の向上を図ります 

推進目標 1 学習指導の改善による学力の向上 

（指導課・総合教育センター） 
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生が、令和 3年度は活動できたため、配置数及び延べ派遣回数共に大幅に増やすことができ、

目標としていた数値を達成することができた。派遣校からも学習サポーターを有効に活用し教

育活動が進められている報告があった。 

 少人数指導のための教員の加配は、小学校は 71人（小学校高学年専科 31人含む）、中学校

は 23 人配置され、コロナ禍であっても例年と変わりなく実施され、各校の実態に合わせ工夫

しながら運用された。また、加配がない学校でも授業形態を工夫し、学力向上に努めた。 

全国学力・学習状況調査は、新型コロナウイルスの影響により令和 2 年度は未実施となった

が、令和 3 年度は 1か月程度遅れての実施となった。分析結果は、実施した教科全てにおいて

国を上回る結果となり、本市が行う様々な学習指導の効果が表れていると考える。 

社会科作品展及び科学論文・工夫作品展は、令和 2 年度は休校等があり出品校数は減少した

が、令和 3年度は生活の制約がある中、児童生徒は主体的に学び研究をまとめることができ、

出品校数は増加した。また、令和 2年度に実施できなかった「教育フェスティバル」内での作

品展示に関して、令和 3年度は特別賞及び優秀賞を展示した。 

 

≪その他参考とすべき数値≫ 

 ○令和 3年度 全国学力・学習状況調査における 

「国語」の平均正答率 

 

 

「算数・数学」の平均正答率 

 

 

 

 

「英語」の平均正答率 

 

 

※英語は 3年に 1度の実施のため、令和元年度 全国学習・学力状況調査の結果を使用 

 

２．新型コロナウイルスの影響 

授業研究への指導主事の派遣は、新型コロナウイルスの影響により派遣できない期間があっ

た。そのため、派遣要請を受けたすべての学校に指導主事を派遣することができなかった。 

また、新型コロナウイルスの影響により、教育活動の制限を受ける部分もあったが、各校、

感染症対策を講じながらできる限り主体的、対話的な学びができる工夫をしていた。 

 

 

 本市 千葉県 全国 

児童 65.0% 65.0% 64.7% 

生徒 72.0% 70.0% 70.2% 

 本市 千葉県 全国 

児童 65.0% 65.0% 64.6% 

生徒 58.0% 56.0% 57.2% 

 本市 千葉県 全国 

生徒 58.0% 56.0% 56.0% 
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３．今後の方向性 

令和 3年度は 1 人 1台の学習端末の活用が本格的に始まったため、まずは活用の場面を広げ

ることを重視して指導してきた。今後は活用することはもちろん、より効果的に活用する方法

について指導していくことが必要である。また、中学校においては改訂された学習指導要領の

全面実施の初年度であったため、評価に関する指導が多くあった。妥当性・公平性を高めるた

めにも学習評価の在り方については引き続き指導を続ける必要がある。 

社会科作品展や科学論文・工夫作品展は、コロナ禍であっても学校や保護者、児童生徒の取

り組める範囲で作品を募集し、作品展示や表彰を可能な限り実施していく。 
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変化の激しい時代の中で、社会の変化に向き合い、自らの可能性を発揮し多様な他者と

話し合いながら、より良い社会と幸福な人生を切りひらき、未来の創り手となることがで

きるよう、国語、小中一貫英語、理数、主権者教育等の今日的な教育課題に対応する教育

を推進します。 

 

１． 現状の分析 

成果指標 R2 R3 R4 R5 目標(R6) 

学校図書館の総貸出

冊数 

3,402,300

冊 

3,731,833 

冊 
－ － 450万冊 

小中学校英語指導研

修会後のアンケート

満足度 

コロナ禍に

より未実施 
85％ － － 90% 

小中連携英語教育の

実施中学校数 
27 中学校区 27 中学校区 － － 27 中学校区 

プラネタリウム学習

投映アンケート満足

度 

97％ 99％ － － 100% 

「算数・数学チャレン

ジふなばし」小中学校

参加校数 

中止 77 校 － － 
全校 

(小・中) 

主権者教育に係る実

践や成果に関する報

告集の発行回数 

年 1回 年 1回 － － 年 1回 

主権者教育推進会議

及び委員会の内容・決

定事項等の通知回数 

年 0回 年 2回 － － 年 3回 

消費者教育について

学校訪問等により指

導・助言した学校数(4

年サイクルで市立全

校) 

15 校 19 校 － － 21 校 

小・中学校で「暗唱の

すすめ」を授業に活用
46 校 45 校 － － 

全校 

(小・中) 

基本方針 3 学ぶ意欲を育て確かな学力の向上を図ります 

推進目標 2 今日的な教育課題に対応する教育の推進 

（指導課・総合教育センター） 
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した学校数 

①租税教室の実施率 

②「中学生の税につい

ての作文」応募数 

① 44% 

② 1,056 点 

① 97% 

② 2,049 点 
－ － 

① 100% 

② 3,600点 

①総合的な学習の時

間における環境教育

に関する単元の設置

率 

②小学校における校

外学習等での環境教

育の実施率 

①96.2% 

②82% 

①90.2% 

②91% 
－ － 

①100% 

②100% 

プログラミング教育

を実施した小学校の

割合 

100% 100％ － － 100% 

「キャリア・パスポー

ト」が有効的に活用さ

れた学校の割合 

100% 100％ － － 100% 

 

分析 

【国語教育の充実】 

令和3年度の市内小中学校の学校図書館における総貸出冊数は3,731,833冊であり目標達成

には至らなかった。しかし、新型コロナウイルスの影響で減少していた令和 2年度と比べると

約 9.7％増加し、回復の傾向が見られる。新型コロナウイルス感染症対策を施しながら、各学

校における読書活動が積極的に行われている成果が表れている。 

「令和 3 年度全国学力・学習状況調査の結果（その他参考とすべき数値）」から、本市の児

童生徒の不読率は、全国平均より低くなっている。しかし、昨年度よりも数値が上昇している

ため、成長段階に応じた働きかけを考えていく必要がある。 

【小中一貫英語教育の推進】 

小学校の学びを知り中学校へ生かすという観点から、中学校教員が小学校外国語の授業に参

加する形式の研修を行ってきた。小中学校英語指導研修会後のアンケート満足度は 85％と目

標には届いていないが高い数値である。令和 3 年度は動画視聴による参観となったが、参観後

の意見交換会においては、地域ごとに教員が集まり、小中学校双方の授業の課題等について話

し合い、指導に生かすことができた。 

【理数教育の充実】 

プラネタリウムの満足度は非常に高い状態にある。引き続き魅力ある投映ができるように努

めていく。 

 算数・数学チャレンジふなばしは、令和 2年度は新型コロナウイルスの影響で中止となって

いたが、令和 3年度はコロナ禍で密を避けるため、参加人数を小学校は各校 1人、中学校は各

校 2人（単学級は 1人）として実施した。多くの学校が参加し、参加者は、学校代表として一
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生懸命問題に取り組んでおり、高い意欲がうかがえた。 

【主権者教育の推進】 

新型コロナウイルスの影響により、市の主権者教育に係る課題の把握及び研究の推進に資す

るための主権者教育推進会議及び委員会はそれぞれ 1回の開催（令和 3年 5 月、10 月）に留

まった。会議内容等については市内全校に通知し、本市の主権者教育の在り方等について各学

校と共有を図ることができた。また、例年と同様に年度末に報告集を発行し、主権者教育に係

る内容等を各学校・部署等に通知した。 

【消費者教育の推進】 

 新型コロナウイルス感染拡大の影響により、学校訪問が一部中止されたものの、主権者教育

と同様に消費者教育に係る指導・助言をした学校数は昨年度より増加した。民法改正に伴う成

年年齢の引下げにより、消費者教育の重要性は従前よりも高まっていることが明白であるた

め、今後は国の動向を注視しながら、本市の消費者教育を充実させていく必要がある。 

【伝統や文化に関する教育の充実】 

我が国の言語文化に親しむことができるように、俳句や短歌、古文、漢文、近代文学等の代

表的な作品の冒頭や唱歌等の朗読を聴きながら覚えることができる「暗唱のすすめ」を、学校

での授業やその他の教育活動で積極的に活用するよう、要請訪問した学校に対し指導・啓発し

た。しかし、令和 3年度ホームページアクセス数は、令和 2年度から減少している。令和 2

年度は、各学校がホームページで「暗唱のすすめ」のリンクを掲載し、家庭学習での活用を推

進したため、大幅にアクセス数が上昇したと考えられる。令和 3 年度も、令和 2年度ほどでは

ないものの活用している学校があり、新型コロナウイルス感染拡大前の数値よりアクセス数は

上昇している。今後は、家庭学習だけではなく、授業でも積極的に活用が図られるよう、引き

続き啓発していきたい。  

【その他の今日的な教育課題に対応する教育の推進及び充実】 

・租税教育 

新型コロナウイルス感染症の影響はあったものの、租税教室の実施を予定していたほぼ全て

の学校で実施することができた。「中学生の税についての作文」の応募数は令和 2 年度に比べ

て増加しているものの、コロナ禍前の状況には戻っていない状況にある。児童生徒の負担増と

なることを考慮しながらも、作文への応募に係る呼びかけを強化する必要がある。 

・環境教育 

市内の小学校では三番瀬環境学習館への見学を行っている。三番瀬環境学習館では、干潟に

生息している生きものや生態系が学習できるほか、市の自然環境や東京湾で問題となっている

青潮の発生メカニズムなど、地球規模の環境問題についても学ぶことができる。身近な環境問

題を知ることを始点として、日本、世界へと視野を広げ、世界的にどのようなことが問題とな

っていて、これからの自分にできることを考えていけるような学習へのきっかけになることを

期待している。 

三番瀬環境学習館への見学は、市内小学校全校で行う予定となっていたが、新型コロナウイ

ルスの感染拡大に伴い中止となった学校があり、全校実施とはならなかった。しかし、各小中

学校の総合的な学習の時間で環境教育を課題として取り上げて多くの学校で実施した。 

・プログラミング教育 
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プログラミング教育推進教員が悉皆研修を通してソフトの操作方法や教科の実践を共有で

きたため、各学校でプログラミング教育が促進された。 

・キャリア教育 

「キャリア・パスポート」の学年・校種間の引き継ぎについて各小・中学校及び特別支援学

校へ周知し、年度初めにキャリア・パスポートの年間計画を作成したことで、見通しを持ちな

がら実施することができた。 

 

≪その他参考とすべき数値≫ 

 【国語教育の充実】 

 ○令和 3年度 全国学力・学習状況調査 

 質問事項：「学校の授業時間以外に、普段（月曜日から金曜日）、1 日当たりどれくらいの時間、 

読書をしますか（教科書や参考書、漫画や雑誌を除く）」 

   選択肢 ：「全くしない」 

 本市 千葉県 全国 

児童 23.7% 24.3% 24.0% 

生徒 34.6% 33.7% 37.4% 

 

【小中一貫英語教育の推進】 

〇令和 3 年度 全国学力・学習状況調査 

質問事項：「英語の勉強は好きですか。」 

選択肢 ：「当てはまる」「どちらかといえば、当てはまる」 

 本市 千葉県 全国 

児童 69.2% 71.1% 68.3% 

生徒 59.5% 58.6% 56.7% 

 

〇千葉県英語の学力状況調査（英検 IBAテスト）結果 

中 3・3級程度以上 R 元年度 R2 年度 R3 年度 

千葉県 59.2% 67.1% 実施なし 

船橋市 66.2% 72.3% 63.5％ 

 

【理数教育の充実】 

〇令和 3 年度 全国学力・学習状況調査 

質問事項：「算数（数学）の勉強は好きですか。」 

選択肢 ：「当てはまる」 

 本市 千葉県 全国 

児童 64.8% 64.9% 67.8% 

生徒 61.1% 59.3% 59.1% 
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【主権者教育の推進】 

〇令和 3 年度 全国学力・学習状況調査 

質問事項：「新聞を読んでいますか。」 

選択肢 ：「ほぼ毎日読んでいる」「週に 1～3日程度読んでいる」 

 本市 千葉県 全国 

  児童 15.5% 14.6% 14.8% 

  生徒 10.7% 9.2% 10.4% 

 

【伝統や文化に関する教育の充実】 

 〇「暗唱のすすめ」ホームページアクセス数 

R 元年度 R2 年度 R3 年度 

10,668回 22,440回 16,886 回 

 

２．新型コロナウイルスの影響 

【国語教育の充実】 

臨時休業措置の影響を受け、市内小中学校における総貸出冊数は目標達成には至らなかっ

た。また、国語力向上推進委員会は、年 3 回の開催を見送ったため、本事業に対する取組はほ

とんどできなかった。 

【小中一貫英語教育の推進】 

本来であれば、小学校高学年から中学校 1 年生へのつながりという観点から相互授業参観の

うえ協議という形をとるのが最善であるが、新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、実

際の授業を参観することが不可となった。そのため、指導案検討などに替えた形の研修という

状況もあった。 

【主権者教育の推進】 

 新型コロナウイルスの影響はあったものの、主権者教育推進会議を開催し、令和 3年度の主

権者教育の方向性を決定づけられたことは大変意義深かった。しかし、2 回目の主権者教育推

進会議は実施できなかったため、主権者教育に係る総括は十分に行えなかった。 

【消費者教育の推進】 

新型コロナウイルス感染拡大の影響により、学校訪問が一部中止され、消費者教育に関する

指導・助言の機会を逸したが大きな影響があったとは考えていない。 

【伝統や文化に関する教育の充実】 

令和 2年度は、各学校がホームページで「暗唱のすすめ」のリンクを掲載し、家庭学習に活

用したため、大幅にアクセス数が上昇した。令和 3年度も、2年度ほどではないものの活用し

ている学校があり、新型コロナウイルス感染拡大前の数値よりアクセス数は上昇している。 

【その他の今日的な教育課題に対応する教育の推進及び充実】 

・租税教育 

租税教室の実施に当たっては大きな影響はなかった。ただ、「中学生の税についての作文」

の周知が十分に行えなかった。 
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・環境教育 

三番瀬環境学習館を利用しての環境教育は、市内小学校全校で行う予定となっていたが、新

型コロナウイルス感染拡大に伴い、中止となった学校があり、全校実施とはならなかった。 

・キャリア教育 

再開できた行事については、当初予定していた振り返りシートを各内容に照らし合わせなが 

ら作成した学校もあった。 

 

３．今後の方向性 

【国語教育の充実】 

国語力向上と密接な関係がある読書の推進については、量を読むことだけでなく、児童生徒

が主体的に読書に取り組み、読書したことを生活に生かすような質の向上を目指していく必要

がある。そのためには、国語科をはじめ様々な学習において、読書を基盤とした言語活動に取

り組むことが肝要である。教職員への研修を通して、読書活動への積極的な取組と学校図書館

の利活用を啓発していく。また、十分な蔵書冊数が確保された今、各校の蔵書の分類構成を見

直し、蔵書内容の充実を図っていきたい。 

学力向上のための授業改善として、全国学力・学習状況調査の結果の活用を啓発していく。 

【小中一貫英語教育の推進】 

あらかじめ設定した視点から授業を参観し協議することは、小・中それぞれの立場からの意

見がありそれを理解しあえるという点で有意義であり、今後も引き続き行っていきたい。新型

コロナウイルス感染拡大の懸念から、授業の様子を動画に撮ったり、オンラインで研修会を開

催したりすることも考えられるが、指導案の内容について協議をしたり、児童生徒の反応から

よりよい指導法を模索していくためにも、小学校から中学校へのつながりを意識した指導は今

後も行っていきたい。 

【理数教育の充実】 

算数・数学チャレンジふなばしは、今後も可能な範囲で実施していくことに努める。 

【主権者教育の推進】 

 本市が定義づける主権者教育の質的な達成度を測るため、市内抽出校に（対象学年は小 3、

小 5、中 2、高 3）「児童生徒の主権者意識（情意面）に関する調査」を継続して実施し、各発

達段階における主権者意識に係る状況分析等を行う。 

【消費者教育の推進】 

 成年年齢の引下げにより、消費者教育の重要性は従前よりも高まっていることが明白である

ため、今後も国の動向を注視しながら、消費者教育を充実させていく必要がある。引き続き、

消費者教育という一つのカテゴリーに加えて、SDGｓ、主権者教育等、教科横断的な観点から

指導・助言するようにしていく。 

【伝統や文化に関する教育の充実】 

船橋の子供たちが日本の伝統や文化に親しめるよう、学校訪問や要請訪問等で引き続き指

導・啓発を行い、積極的な活用を推進していく。また、国語力向上推進委員会を開催し、「暗

唱のすすめ」や「いいかんじ」等、本事業の取り組みを見直していくことで、伝統文化に関す

る学習の充実を図っていく。 
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【その他の今日的な教育課題に対応する教育の推進及び充実】 

・租税教育 

実施予定のある学校は、オンライン等の形態も含めて確実に実施できるよう税務署との連携

を強化する。「中学生の税についての作文」は全体の応募数が令和 2 年度を上回ることができ

るよう、各中学校に啓発及び周知を徹底する。 

・環境教育 

三番瀬環境学習館は、身近な地域から環境問題を学べる施設なので、三番瀬環境学習館を利

用しての環境教育を市内小学校全校で行う予定である。 

・プログラミング教育 

船橋市情報活用能力育成の体系表をもとにプログラミングに関わる学習活動を指導計画に

位置付けるとともに、プログラミング教育推進教員以外に対しても技能研修を実施していく。 

・キャリア教育 

引き続き、学校訪問等の機会を活用し、キャリア・パスポートの内容や活用について、指導

助言を行うとともに、優れた実践例については各校への情報提供を図る。 
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子供の健やかな成長のためには、豊かな情操や規範意識、自己肯定感・自己有用感の育

成を図ることが重要です。授業公開等を含め家庭、地域と連携し、学習指導要領の着実な

実施を図り、様々な自然体験活動等を通じて、学びに向かう姿勢や態度を育成するよう、

教育の質の向上に取り組みます。 

 

１．現状の分析 

 成果指標 R2 R3 R4 R5 目標(R6) 

道徳教育において、学

校訪問や要請訪問等

により指導・助言や研

修を行った学校数(2

年サイクルで全校) 

①小学校 

23 校 

②中学校 

22 校 

①小学校 

29 校 

②中学校 

19 校 

－ － 

①小学校 

27 校 

②中学校 

13 校 

道徳授業公開を行っ

た小・中学校数 
1 校 58 校 － － 

全校 

(小・中) 

①人権教室に取り組

んだ小学校数(5 年サ

イクルで全校) 

②人権作文に取り組

んだ中学校数(3 年サ

イクルで全校) 

①33校 

②0校 

①10校 

②9校 
－ － 

①10校 

②9校 

ボランティア活動等

の体験活動を取り入

れた学校 

0 校 0 校 － － 
全校 

(小・中) 

総合的な学習の時間

の課題として福祉学

習を取り入れている

小・中学校の割合 

87% 85.4% － － 85%以上 

 

 

 

 

 

 

基本方針 4 豊かな心を育成し社会性を高めます 

推進目標 1 道徳的実践力の向上と規範意識の向上 

（指導課） 
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分析 

道徳教育において、小学校 29 校、中学校 19 校に学校訪問や要請訪問等を実施し、道徳科の

授業改善への指導・助言を行った。 

道徳科の授業公開については、研究校をはじめとした計 58 校で公開することができた。引

き続き、道徳科の授業を家庭、地域に公開することにより、家庭や地域と連携した道徳教育を

展開していく。 

総合的な学習の時間の課題として福祉学習を取り入れている学校の割合は 85.4％であり、

多くの学校で課題として設定されている。高齢者福祉、障害者福祉を探究課題として取り上げ

て共生の視点から学習が展開されている場合が多い。今後の社会情勢を踏まえ、福祉教育を多

くの小・中学校で取り組めるよう、学校訪問や要請訪問を通して伝えていく。また、認知症に

関する正しい知識を身に付け、認知症の方やその家族の方への正しい接し方を学ぶ「認知症サ

ポーター養成講座」については、新型コロナウイルスの影響により、一部の学校で実施できな

かったものの、小学校は全校、中学校は 5 校で実施することができた。 

新型コロナウイルスの影響もあり、ボランティア活動等の様々な活動や取組が中止や縮小さ

れてしまっているが、全国学力・学習状況調査における「いじめはどんな理由があってもいけ

ないことだと思いますか」の質問に対し、肯定的な回答をした児童生徒の割合は小学校で

96.3％、中学校で 94.7％となっている。この数字に満足せず、この割合を更に高めるため、

新たな課題を見つけること等により道徳性を養い、子供たちの豊かな人間性や社会性などの一

層の向上を目指し、今後も取組を継続していく。 

 

≪その他参考とすべき数値≫ 

○全国学力・学習状況調査における本市の結果の推移 

質問事項：「いじめはどんな理由があってもいけないことだと思いますか」 

選択肢 ：「当てはまる」「どちらかといえば、当てはまる」 

 
年度 合計 「当てはまる」 「どちらかといえ

ば、当てはまる」 

児童 

H30 96.7％ 85.9％ 10.8％ 

R 元 97.1％ 86.3％ 10.8％ 

R3 96.3％ 83.9％ 12.4％ 

生徒 

H30 94.4％ 76.3％ 18.1％ 

R 元 94.8％ 75.9％ 18.9％ 

R3 94.7％ 78.2％ 16.5％ 

 

２．新型コロナウイルスの影響 

道徳教育に関する訪問の要請があったにもかかわらず、新型コロナウイルス感染拡大防止の

ため、訪問できなかった学校が複数あり、その場合は指導案を検討し、書面上でのやり取りと

なった。 

授業参観等の行事も開催したとしても縮小傾向が続いている。また、ボランティア体験活動

等の体験活動を取り入れた学校は 0 校であった。 
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総合的な学習の時間については、各自での調べ学習はできたが、グループになって意見交換

をしながらの学びあいの場は減少している。しかし、発表には ICT機器を活用し、従来とは違

った方法で一人一人の意見を共有するなど、各校で工夫しながら取り組むことができた。 

 

３．今後の方向性 

道徳教育は学校の教育活動全体を通じて行う教育活動であるので、道徳科はもとより、各教

科、総合的な学習の時間及び特別活動のそれぞれの特質に応じて、児童生徒の発達の段階を考

慮して、適切な指導を行う必要がある。道徳教育の要である道徳科の授業力向上が求められる

中で、学校現場では若年層の教職員が増えるとともに、コロナ禍で研修の場が少なくなってい

ることを危惧している。今後は開催形式なども工夫し、研修などの機会の確保に努める。また、

積極的に保護者や地域に向けて、授業を公開する方法も検討し、家庭や地域と連携した道徳教

育を展開することを目指していく。 

新型コロナウイルスが収まる傾向が見られないため、完全に通常の状態に戻ることは現時点

では難しいかもしれないが、ICT を活用するなどして、通常に近い状態に戻し、いかに道徳教

育を推進していくかを研究する必要があり、そのうえで、目標の実現に向けて学校や関係機関

と連携を図っていく。 

総合的な学習については、十分な感染対策を行った上で、グループでの調べ学習や発表を行

うなど協働的な活動の推進を図りつつ、ICTの効果的な活用も検討し、学習指導要領の着実な

実施を図り、教育の質の向上に取り組んでいく。 
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 子供たちに社会の責任ある一員であることの自覚を促し、そのために必要な資質である

人間関係を築く力や社会性を養う観点から、体験活動や交流活動を奨励し、子供のコミュ

ニケーション能力を高め社会性を向上させます。 

 

１．現状の分析 

 成果指標 R2 R3 R4 R5 目標(R6) 

異学年交流を実施し、

児童生徒の人間関係

づくりへの効果が見

られた小・中・高等学

校の割合 

コロナ禍によ

り評価不能 
100％ － － 100% 

学級活動での話合い

活動を充実させるこ

とで、より良い人間関

係が形成された小・

中・高等学校の割合 

コロナ禍によ

り評価不能 
100％ － － 100% 

 

分析 

異学年交流の実施については、例年のような異学年交流は難しかったが、クラブ活動や運動

会、体育祭など、新型コロナウイルス感染症対策を講じながら、各校に合わせた特別活動を全

校で取り組むことができたことにより 100％とした。 

学級活動での話合い活動については、ソーシャルディスタンスを確保しながら、少人数での

話し合いや、一人一台端末を活用し、児童生徒一人一人の考えをタブレット端末上で共有する

など、各校が活動を充実させるため、工夫した取組もみられたため 100％とした。 

令和 3年度全国学力・学習状況調査（その他参考とすべき数値）での質問事項「友達と協力

するのは楽しいと思いますか」には、肯定的な回答が多数を占めている。 

 

 

 

 

 

 

 

基本方針 4 豊かな心を育成し社会性を高めます 

推進目標 2 コミュニケーション能力と社会性の向上 

（指導課） 
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≪その他参考とすべき数値≫ 

〇令和 3 年度 全国学力・学習状況調査 

質問事項：「友達と協力するのは楽しいと思いますか」 

選択肢 ：「当てはまる」「どちらかといえば、当てはまる」 

 本市 千葉県 全国 

児童 94.1% 93.5% 93.9% 

生徒 92.8% 92.2% 93.3% 

 

２．新型コロナウイルスの影響 

ソーシャルディスタンスの確保や 3 密（密集、密接、密閉）の回避に配慮した教育活動を進

めることとなり、例年のような異学年交流や話合い活動については行うことができなかった

が、運動会や体育祭については、競技種目を削減したり、時間を短縮したり、ブロックごとに

分けて実施するなどの工夫を凝らしながら、各校に合わせた取組を行った。 

また、学級活動における話合い活動では、少人数での活動や、令和 2年度に導入されたタブ

レット端末を活用し、交流を行った。自分の言葉で発表する場面では、個人の考えをネット上

に書き込んだものを、電子黒板で共有したり、課題に対する解決方法を追求する場面では、画

像や動画など、その場面に応じた資料と情報を、ネット上で共有しながら学習を進めるなど、

工夫を凝らした取組が見られた。 

 

３．今後の方向性 

新型コロナウイルスの感染状況を注視しつつ、可能な限り子供の健やかな学びを保障できる

ようにしていく。ICTを効果的に活用した取組など、コロナ禍だからこそできた活動にも目を

向け、従来の取組と組み合わせながら、児童生徒がより良い人間関係を形成出来るような教育

活動を実施していきたい。 

 



44 

 

 

 

 

 

 

 

 学校生活における多様な問題に対しては、校長を中心に学校として組織的な対応ができ

る生徒指導体制を築き、児童生徒の発達段階に即した確かな生徒理解と教育相談を重視し

た生徒指導が大切です。特に、いじめや不登校等の諸問題について、関係機関等と連携し、

未然防止と早期発見・早期対応につながる効果的な取組を推進します。 

 

１．現状の分析 

 成果指標 R2 R3 R4 R5 目標(R6) 

生徒指導研修会後の

アンケートの満足度 

コロナ禍によ

り中止 
97.5％ － － 90% 

全小学校での学校訪

問による助言・指導回

数 

年 1回 年 2回 － － 年 2回 

いじめの解消率 83.8% 92.3％ － － 100% 

教育相談体制の肯定

的評価が 80%以上の

学校の割合 

81.5% 79％ － － 80% 

 

分析 

 生徒指導担当教員の指導力向上や各学校での生徒指導に係る取組の充実を図るため、総合教

育センターが主催の生徒指導研修会と指導課が主催の小・中・特別支援学校生徒指導研修会を

開催している。総合教育センターの研修会では「学校における生徒指導体制」についての講演

が行われ、指標となるアンケートの満足度は 97.5%と非常に高い数値であった。指導課主催の

研修会についてはコロナ禍の影響で令和 3 年度も中止となったが、不登校対応に関する資料に

加え、各学校より提出された「不登校児童生徒への支援に関する取組及び課題」について取り

まとめたものを資料として配付し、不登校対策の取組の充実を図った。 

現在、各校は生徒指導上の問題について、組織として取り組み、対応している。しかし、生

徒指導上の問題行動は、低年齢化及び複雑な要因が関係している傾向であり、対応にあたって

は関係機関との連携が必要なケースもある。全小学校に対して、生徒指導に関する助言・指導

を行う学校訪問を前期・後期の年 2 回実施し、訪問した学校の状況や児童の状況の変容等につ

いて把握するとともに、早期の対応等について助言・指導にあたった。 

 本市におけるいじめの認知件数は増加（令和 2年度 5,731 件、令和 3 年度 8,999 件）してい

るが、これは積極的な対応の成果と考えられる。いじめの解消率については、いじめの解消の

定義（被害児童生徒に対する心理的または物理的な影響を与える行為が止んでいる状態が 3

基本方針 4 豊かな心を育成し社会性を高めます 

推進目標 3 生徒指導の機能の向上  

（指導課・総合教育センター・青少年センター） 
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か月以上継続しており、被害児童生徒が心身の苦痛を感じていないこと）に沿った値となるよ

うに令和 3年度から集計方法を変更している。引き続き、いじめの解消について正しく理解し

た上で丁寧な指導を行い、今後も継続して 100％の解消率を目指していく。 

 スクールカウンセラー（SC）への相談件数及び相談人数については、年々増加している。令

和 3年度は、県からの追加配置として、9月より全小学校に月 1回の派遣があり、児童のアセ

スメントや教職員に対する助言・援助など、教育相談体制の充実への一助となった。 

教育相談体制に対する肯定的評価が 80％以上の学校の割合は 79％であり、保護者の方々か

らおおむね高い評価を得ている。今後も SCやスクールソーシャルワーカー（SSW）の効果的な

活用のため、相談日や担任等の教育相談日について、学校便り、学年便りやホームページなど

周知方法を工夫しながら進めていく。 

 

≪その他参考とすべき数値≫ 

○スクールカウンセラーへの相談件数及び相談人数 

 R 元年度 R2 年度 R3 年度 

相談件数 

（小中合計） 
21,894件 22,786件 25,339 件 

相談人数 

（小中合計） 
24,554人 24,941件 27,526 件 

  

○スクールソーシャルワーカーへの相談件数及び相談人数 

 R 元年度 R2 年度 R3 年度 

相談件数 

（小中合計） 
85 件 105件 126件 

相談人数 

（小中合計） 
85 人 105人 126人 

 

２．新型コロナウイルスの影響 

小・中・特別支援学校生徒指導研修会は行わず、各学校より「不登校児童生徒への支援に関

する取組及び課題」について資料を提出。資料を取りまとめ、「生徒指導担当教員としての資

質向上」及び「各校における生徒指導上の問題への取組の充実を図るための校内研修」のため

の資料を配付し、不登校対策の取組の充実を図った。 

 

３．今後の方向性 

生徒指導上の問題は近年、低年齢化及び広域化、複雑な要因が関係している傾向であり、対

応がますます困難になってきている。今後もいじめの認知及び解消に向けて、研修会や学校及

び児童の状況を直接把握できる学校訪問を通じて、生徒指導に対する教員の指導力の更なる向

上と校長を中心とした組織的な生徒指導体制を充実させるとともに、関係機関との適切な連携

を図るよう助言・支援・指導を行うことにより、未然防止、早期発見・早期対応に繋げていく。 
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令和 4年度は SSWを 8 人から 9人に増員する。今後は、勤務日数を 2 日から 3日への増加、

もしくは増員を進めていきたい。SCは今後も全小中学校に配置し、各関係者と連携しながら教

育相談体制のさらなる充実を図っていく。スクールロイヤーについては、いじめや SNSの危険

等、法的側面からの予防教育に関する出張授業を充実させる。今年度は同じ日に複数校が参加

できるよう、オンラインによる指定日を設定するなど、本事業の活用件数の増加に努める。 
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 複雑で予測困難な社会であるからこそ、変化を前向きに受け止め、社会や人生、生活を

人間ならではの感性を働かせてより豊かなものにするための教育を推進することが重要

です。多様な表現や鑑賞の活動等を通して、豊かな心や創造性の育成を目指し、情操教育

の充実を図ります。 

 

１．現状の分析 

 成果指標 R2 R3 R4 R5 目標(R6) 

希望校に楽器貸与し

た割合 
100% 0％ － － 100% 

学校音楽鑑賞の実施

校数 
5 校 8 校 － － 9 校 

文化クラブ対外行事

参加費補助金年間申

請延学校数 

24 校 120校 － － 300校 

保護者や読み聞かせ

グループ等への啓発

(講師派遣) 

0 回 1 回 － － 16 回 

 

分析 

豊かな情操を養うべく本市では音楽教育の充実を目指している。その取組の一つとして実施

している楽器貸与については、100％を維持するように努めていく。また、千葉交響楽団の学

校音楽鑑賞教室の開催は、9 校の実施を予定していたが、新型コロナウイルス感染症対策のた

め 1校が辞退をした。 

本市では取組の結果として、毎年、全国大会に出場する学校が多く、令和 3年度は、峰台小

学校と海神中学校が「こども音楽コンクール」で文部科学大臣賞を、法田中学校が「全日本マ

ーチングコンテスト」では最高位の金賞を、船橋中学校が「日本学校合奏コンクール全国大会」

で全国 2 位の千葉県教育長賞を受賞するなど、多くの学校が全国大会でも表彰された。 

文化クラブ対外行事参加費補助金は、文化クラブ活動の振興を目的に、各発表会に参加する

学校に補助金を交付するものだが、令和 3年度は延べ 120校から申請があり、令和 2年度から

は増加した。しかし、大会や行事が中止または録音・録画審査となったため、補助金の申請校

は依然としてコロナ禍前よりも少ない状況である。（参考：令和元年度 237校）。 

保護者や読み聞かせグループ等への啓発については、新型コロナウイルスの影響により、当

初想定していた公民館や児童ホームでの保護者向け講座の実施がなく、図書館への講師派遣要

基本方針 4 豊かな心を育成し社会性を高めます 

推進目標 4 情操教育の充実  

（指導課・西図書館） 
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請がなかった。また、読み聞かせグループも活動を休止していることから、まちづくり出前講

座等の依頼も減少している。令和 2年度に引き続き実施が困難な状況であったが、令和 3年度

は講師派遣を 1 回行うことができた。 

 

２．新型コロナウイルスの影響 

学校音楽鑑賞教室は、例年全校児童・生徒で鑑賞するが、1 校が辞退をした。実施した学校

は、2 部制にしたり、学年を限定したりするなど、人数を限定して工夫しながら密を避けて行

うことができた。 

コンク―ルや発表会の実施された回数は、令和 2 年度よりも増えたが、幾つかの事業や大会

は中止または録音・録画審査となったため、補助金の申請校は少ない。また、部活動の制限や

会場までの移動などを考慮し、コンクールへの参加を見送った学校もあった。 

公民館等での事業の中止や、自粛による読み聞かせグループの活動休止により、講師依頼が

減少している。また、依頼を受けた事業が緊急事態宣言の発出で中止になったことがあり、計

画的な事業の実施が困難な状況にあった。 

 

３．今後の方向性 

楽器貸与事業では、市内の楽器の状態や過不足分を把握し、備品の配置転換や楽器修理を進

める。その中で、足りない楽器については、有効的な手段について関係部署と協議を行い、希

望校に配当できる体制を確立していく。 

学校音楽鑑賞教室と文化クラブ対外行事参加費補助金は、新型コロナウイルス感染症対策を

徹底しながら、事業の遂行を図っていく。また、新型コロナウイルスが収束し、コンクールや

大会が通常に戻った時を想定して事業を進めていく。 

新型コロナウイルスが収束し、講師派遣依頼が増えることが予想される。講師となる図書館

職員が県立図書館等の研修に参加し、講師としてのスキルアップに努める。また、読み聞かせ

グループ等との情報共有をしながら、講師派遣に繋げていく。 

今後も音楽、演劇、読書活動等を通して、豊かな心や創造性の育成を目指し、情操教育の充

実を図る。 
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 体力は人間の活動の源であり、健康の維持といった身体面のほか、意欲や気力といった

精神面の充実にも大きく関わってきます。各教育段階に応じ、学校における体育指導や運

動部活動を充実させることで、健康の保持増進と体力の向上を図ります。 

 

１．現状の分析 

 成果指標 R2 R3 R4 R5 目標(R6) 

各学校における指導

者研修会の実施回数 
53 回 168回 － － 

各校年間 

3 回 

(小・中・特) 

小・中学校要請訪問の

実施率 
48.1% 56％ － － 85% 

体力向上推進委員会

の実施回数 

162回

（100％） 

164回

（100％） 
－ － 

各校年間 

2 回 

(小・中) 

「クラスみんなで目

指せ！体力船橋ナン

バーワン」の小学校の

実施率 

18% 27％ － － 80% 

小・中学校からの運動

部活動指導者派遣要

望に対する派遣率 

100% 100％ － － 95% 

 

分析 

指導者研修会の実施に関しては、4 月の体育主任研修会は集合型研修を実施し、平成 29 年

度告示の学習指導要領の趣旨に基づいた体育・保健体育科の授業実践を行うため「学習のねら

い設定シート」の作成を各校で行った。各校で年間を通じて作成と実践が行われ年度末に提出

を求め、指導助言を各校へ行った。心肺蘇生法講習会は各校 1 人の参加のもと、日本赤十字社

千葉県支部より講師を招いて実施した。市の講習会参加者を各校での伝達講習の講師とし、各

校において講習会を実施した。運動部活動講習会に関しては、新型コロナウイルス感染拡大防

止の観点から実施が見送られた。 

小・中学校の要請訪問実施率に関しては、昨年度より上昇した。しかし、新型コロナウイル

スの影響による 3密（密集、密接、密閉）の回避、活動制限が出る懸念から各校において要請

実施の判断が慎重になった結果、低水準であった。小学校の実施率は 47.3%（26 校/55 校）、

基本方針 5 健やかな体つくりを進め体力の向上を図ります 

推進目標 1 体力向上の推進  

（保健体育課） 
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中学校の実施率は 74.1%（20 校/27校）であった。要請訪問実施校では、指導主事との事前事

後指導を通して学習指導要領の趣旨に基づいた課題解決学習への理解の深まりがあった。 

体力向上推進委員会の実施回数に関しては、各校において体育科経営案に基づき年間 2回実

施された。体力向上推進委員会は、各校の実態に応じ、心身の健全な発達や健康の保持増進、

運動に親しむ態度の育成、体力の向上などの施策を検討していく。令和 3 年度は 2 年ぶりに体

力・運動能力調査が実施され、各校における具体的に見通しをもった施策が必要とされた。 

「クラスみんなで目指せ！体力船橋ナンバーワン」の実施率に関しては、昨年度より上昇し、

年間を通して記録募集を行うことができた。各校において新型コロナウイルス感染拡大防止対

策を講じての実施や実施種目を選定することにより昨年度より実施が増えた。一方、実施を計

画していながらもまん延防止等重点措置の発出により実施を見送った学校もあった。 

運動部活動振興のため、小・中学校からの要望に基づき令和 3 年度は 29 校（小学校 15校、

中学校 14校）、59人（小学校 30 人、中学校 29人）を運動部活動外部指導者として委嘱し、

要望のあった全校に派遣することができた。また、運動部活動指導員として中学校に 14人の

指導員の派遣を行った。教職員と連携を図りながら児童生徒へ専門性を生かした指導を展開

し、児童生徒の競技力の向上のみならず教職員の指導力向上にも大きく貢献した。 

 

≪その他参考とすべき数値≫ 

○令和 3 年度体力・運動能力調査（8種目）の平均点 

 本市 千葉県 国 

小学校 44.1 47.3 46.5 

中学校 43.7 44.2 46.7 

※市及び県は令和 3年度、国は令和元年度の値 

 

２．新型コロナウイルスの影響 

 まん延防止等重点措置の発出や市内の感染状況に応じて、計画を変更・中止せざるを得ない

状況が発生した。要請訪問の実施中止や縮小しての実施により、初若年教職員に対する体育・

保健体育授業の考え方等を指導する機会の減少は、指導力のみならず児童生徒の豊かなスポー

ツライフ形成の基礎つくりへの影響が懸念される。また、「クラスみんなで目指せ！体力船橋

ナンバーワン」をはじめ、運動の機会の絶対数の減少による影響も懸念される。 

 

３．今後の方向性 

体育主任研修会を中心に指導者研修会を意図的・計画的に実施し、各校において教科指導及

び安全、施設管理等について校内研修を充実して実践できるよう手立てをとる。年間を通して

実践と振り返りができるようにする。 

要請訪問の実施率に関しては、体育主任研修会と通して各校へ現状を報告し、実施率の向上

を図り、懸案事項の解決を目指す。また、新型コロナウイルス流行下における実施方法も検討

し、学習指導要領の趣旨を意識した体育・保健体育科の教科指導がより多く展開されるように

する。 

体力向上推進委員会は、各校において体力向上等に向け、具体的にどのような内容をどのよ
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うに実施していくかを校内において明確にしていく必要がある。現状、体育部会との混合が見

え、教科指導以外の部分での取組が明確化されない状況がある。体力・運動能力調査について、

現状の課題及び実施方法等を体育主任研修会で指導助言したので、体力向上推進委員会を中心

に実施方法や通常の体力向上への施策を講ずるよう支援を継続していく。 

「クラスみんなで目指せ！体力船橋ナンバーワン」については、校内で周知し取り組む方法

が分からない体育主任がいると考えられる。年間最優秀校の取組を紹介し、取り組み方を理解

し、校内で実践ができるよう支援していく。 

運動部活動指導者派遣は、今後も学校からの要望に対する派遣を 100％達成できるように状

況を注視しながら今後も取り組んでいく。 
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 成長期にある子供にとって、健康的な生活習慣の形成と自らの健康づくりを行う意欲や

態度を育てることが大切です。各学校では様々な教育活動を通して、児童生徒が自らの健

康のために環境改善ができるよう取り組みます。また、食に関する正しい知識と望ましい

食習慣を身に付けるための食育を推進します。 

 

１．現状の分析 

 成果指標 R2 R3 R4 R5 目標(R6) 

小・中・特別支援学校

での各種健康指導、防

止教育に関する取組

の実施率 

100% 100% － － 100% 

学校保健委員会の実

施率 
33.7% 52.4% － － 90% 

栄養教諭、栄養職員に

よる給食を題材とし

た食育の授業の実施

率 

34.9% 56.0% － － 100% 

学校ホームページへ

の使用食材の産地公

表(毎日) 

100% 実施せず － － 100% 

 

分析 

「性に関する指導」「喫煙防止教育」「飲酒防止教育」「がんに関する指導」「エイズに関する

指導」「薬物乱用防止教育」等の健康教育については、保健体育の授業や総合的な学習、学級

活動等の中で実践するなど、コロナ禍においても全校で実施することができた。 

また、保健主事研修会において、がん教育の外部派遣講師事業を紹介し、船橋市立医療セン

ターの看護師を講師に迎えた研修会を行った。参加者の事後アンケート調査からは、がん教育

に対する現場教師の意識の変容がみられた半面、学校現場でがん教育を定着させるためには、

学校現場のがん教育に対するイメージや不安感への対策及び、年間計画への位置づけが必要で

あると感じた。 

船橋市教育委員会指定健康教育研究校として、令和元年度から 3年度の 3年間、若松中学校

が「自己肯定感を高め健康で豊かな心を育む教育実践」という研究主題で研究し、令和 3 年

11月 15日に市内外へ向けた公開研究会を行った。公開研究会では、協働的な学習の姿勢や学

基本方針 5 健やかな体つくりを進め体力の向上を図ります 

推進目標 2 健康教育の推進  

（保健体育課） 
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びに向かう意識の向上がみられたことが報告された。生徒アンケート調査結果でも、「仲間の

意見を聞きながら協力して学ぶことは面白い」という問いに「当てはまる」「やや当てはまる」

と答えた人の割合は令和元年度の調査で 81％であったのが、令和 3 年度は 87％に増加し、「授

業では友達と話すことで、より深く考えることができる」の問いでは、56％から 81％に増加、

「先生は学習のことについて努力を認めてくれる」の問いでは、50％から 78％に増加した。

研究指定期間が終わった後も、同校では、教育活動全体を通して「自己肯定感」を高める教育

環境づくりを進め、生徒が生き生きと学校生活を送れるよう取り組んでいく。中学校における

健康教育の取組は、令和 4年度からの健康教育指定校へ受け継いで研究していく。 

学校保健委員会の実施率は、コロナ禍で低下した令和 2 年度の 33.7%（28校／83校）から、

令和 3年度は 52.4％（44校／84校）まで増加した。学校医や地域関係者と対面で実施するこ

とは難しい現状であったが、コロナ禍における現状や課題を共通理解し、今後の対策を話し合

う場とすることができた。 

本市では食育の充実を目指し、例年、全校栄養教諭・学校栄養職員による給食を題材とした

食育の授業を実施してきた。令和 3年度は新型コロナウイルスの影響が色濃く残る中、年間計

画通りに実施できない学校が半数近くに及んだ。しかし、「食に関する指導研修会」を 2 年ぶ

りに開催し、栄養教諭・学校栄養職員の指導力向上を図ることができた。また、各学校におい

て「食育だより」を各家庭に発行したり、毎月「船橋産の旬の食材を食べて知る日」を設定し、

給食で船橋産食材を提供したりすることで、日々、食育の推進に注力している。特に、11 月

の設定食材である「船橋産米」については、田植えから精米に至る過程を動画で撮影し、児童

生徒へ配信することによって、「ふるさと船橋」に対する愛着をより深めることができた。 

さらに、学校給食展がコロナ禍で中止を余儀なくされていることから、ホームページでのレ

シピ紹介や、市内スーパーマーケットの一部店舗へ近隣小学校の献立掲示、保育園・幼稚園へ

の資料提供など、地域との連携を意識した取組も行った。 

東日本大震災による放射能事故を受けて、本市では給食で使用する食材の産地公表を全校で

実施してきたが、すでに 10 年が経過し、食品の安全性や信頼性が保護者に周知されてきてい

ることから、令和 3年度以降は公表を行わない。 

令和 3年度学校給食実施状況等調査において、「朝食を毎日食べている」と回答した児童生

徒の割合は、小学校で 88.1%、中学校で 84.4%と県を下回っている状況である。児童生徒が健

やかに成長していくために、今後も健康教育を推進していく。 

 

≪その他参考とすべき数値≫ 

○令和 3 年度 学校給食実施状況等調査 

「必ず毎日食べる」児童生徒の割合 

 本市 千葉県 

児童 88.1％ 89.0％ 

生徒 84.4％ 91.0％ 
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２．新型コロナウイルスの影響 

学校保健委員会の実施率は、コロナ禍で低下した令和 2 年度の 33.7%（28 校／83校）から、

令和 3年度は 52.4％（44校／84校）まで増加した。学校医や地域関係者と対面で実施するこ

とは難しい現状であったが、コロナ禍における現状や課題を共通理解し、今後の対策を話し合

う場とすることができた。 

栄養教諭・学校栄養職員による給食を題材とした食育の授業の実施率は、令和 2年度の 34.9%

から令和 3年度は 56.0%と向上した。コロナ禍であっても各校で工夫をしながら実践すること

ができた。 

 

３．今後の方向性 

 コロナ禍における現状や課題を各学校で共通認識し、取り組めるよう指導する。また、令和

4 年度から海神中学校が健康教育研究校指定となる。若松中学校での取組を生かした健康教育

を推進していけるようにしたい。 

健康教育は、知識を得るだけでなく、実践に結びつけることが重要である。これまでも子供

たち自身が「自分事」として考えられるような指導内容や方法を研究してきたところだが、GIGA

スクール構想が進む中、今後は ICT 機器を活用することにより、例えば従来モノクロで示され

ていたものをカラーや動画で示すなど、よりリアリティがある資料を提供することが可能とな

る。また、健康課題は各々異なることから、家庭との連携や個別的な指導など、従来の健康教

育で課題とされていた分野にもその可能性が大きく広がる。積極的に取り組んでいきたい。 
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 教職員は、子供たちの心身の発達に関わり、その人格形成に大きな影響を与える存在で

す。本市では、教職経験年数が 10年以下の教職員が 6割を占め、若年層教員の資質・力

量の向上が大きな課題であり、教員の資質の向上を図るための研修体制の充実に向けて、

総合教育センターを中心に環境を整備していきます。 

 

１．現状の分析 

 成果指標 R2 R3 R4 R5 目標(R6) 

各教科等の指導資料

活用状況アンケート

の満足度 

89% 86％ － － 100% 

学校教育関係職員研

修受講者のアンケー

ト満足度 

97% 96％ － － 100% 

研修受講者の理解度 98% 97％ － － 100% 

 

分析 

研究委員会では、「『主体的・対話的で深い学び』の実現を目指した授業力の向上」をテーマ

とし、実践研究を行った。その成果物として、「令和 3 年度 研究委員会指導資料集 活用の

手引」を作成するとともに、本市における教育情報のイントラネット「ふなっこ・ねっと」で

配信した。また、本市の教職 2年目・3年目研修、中堅教諭等資質向上研修Ⅰにおいて指導資

料集を活用するよう案内し、推進を図った。 

研修事業については、千葉県・千葉市教員等育成指標に基づき、初任者研修等キャリアステ

ージに応じた研修や校長・副校長・教頭といった役職に応じた研修を悉皆研修として行い、新

しい教育課題や受講者のニーズに応じた研修を希望研修として行っている。令和 3 年度は夏季

休業中に緊急事態宣言が発出されたことに伴い、希望研修の一部が中止となったが、多くの研

修をオンラインまたは延期の対応をし、研修の実施に努めた。結果として各指標（研修受講者

の満足度や理解度）は引き続き高い数値となっており、教職員の指導力向上に繋がったと考え

る。 

 

 

 

 

 

基本方針 6 教職員の力量を高め指導力を発揮できる環境をつくります 

推進目標 1 教職員の指導力の向上  

（総合教育センター） 
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≪その他参考とすべき数値≫ 

○令和 3 年度 全国学力・学習状況調査【学校質問紙】 

質問事項：「授業研究や事例研究など、実践的な研修を行っていますか」 

選択肢 ：「よくしている」「どちらかといえば、している」 

 本市 千葉県 全国 

小学校 98.2% 97.1% 98.1% 

中学校 100% 91.2% 93.9% 

 

２．新型コロナウイルスの影響 

緊急事態宣言に伴う希望研修の中止は 8研修、オンラインに変更して実施した希望研修は 14

研修であった。 

 

３．今後の方向性 

 研究委員会が作成した指導資料集を活用してもらうため、令和 4年度は研修開始前に、指導

資料集の紹介動画を受講者に見せるなど、周知方法も工夫していく。そして今後も情報収集を

丁寧に行い、よりよい指導資料の作成に努めるとともに、活用を呼びかけていく。 

 また、研修事業については、各研修をキャリア形成及び人材育成の指標の一つとして活用す

るため、「千葉県・千葉市教員等育成指標」と関連付け、受講者が研修の目的を明確にもてる

ように企画・運営していきたい。 
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 学校教育や教職員に対する信頼性を向上させるためには、教職員自らが子供たちの模範

であるという使命感や責任感を持つことが大切であります。教職員の不祥事根絶やモラー

ル(士気)を高める取組を実施するとともに、教職員一人一人の能力や業績に対する適切な

評価を実施し、教職員の意欲の向上に努めます。 

 

１．現状の分析 

 成果指標 R2 R3 R4 R5 目標(R6) 

年間計画に基づいて、

モラールアップ委員

会が様々な取組を行

っている学校の割合 

100% 100% － － 100% 

外部講師による不祥

事根絶研修会実施校

数 

25 校 40 校 － － 58 校 

個人情報紛失、漏えい

件数 
0 件 0 件 － － 0 件 

 

分析 

令和3年度は令和2年度と比べ、外部講師による不祥事根絶研修会実施校数は大幅に増加し

た。各校においても校内モラールアップ委員会を中心とした不祥事根絶研修会が積極的に実施

されており、同委員会が作成したポスターや標語を会議室等に掲示するなど、意欲的な活動が

見られた。今後も教職員の意識の向上につながるボトムアップ型の取組が充実するよう、各学

校への指導及び啓発を行っていく。また、学務課職員が要請を受けた学校へ訪問し、わいせつ・

セクハラ、個人情報の管理、飲酒運転、交通事故、不適切な指導についての研修会も実施して

いる。 

教職員による不祥事は根絶しなければならない。しかしながら千葉県全体の懲戒処分件数

は、監督責任を除き令和元年度が 16件、令和 2年度が 24 件、令和 3年度が 16件であり、こ

れまで通知文や校長会議等を通して、繰り返し指導してきたが、根絶には至っていない。今後

も、不祥事根絶に向けた指導を徹底していく。 

 

 

 

 

基本方針 6 教職員の力量を高め指導力を発揮できる環境をつくります 

推進目標 2 教職員の信頼性の向上  

（学務課） 
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≪その他参考とすべき数値≫ 

○懲戒処分の件数（千葉県全体） 

 R 元年度 R2 年度 R3 年度 

件数 16 件 24 件 16 件 

 

２．新型コロナウイルスの影響 

外部講師による不祥事根絶研修会については、新型コロナウイルスの影響で見合わせる学校

が 4校あった。 

 

３．今後の方向性 

教職員のモラールアップのためには、各校においてボトムアップ型の取組が引き続き行われ

ていくことが重要であり、教育委員会が取組事例を紹介・実践していくとともに、若年層教職

員のリーダー育成を図っていく。また、学務課教職員係による研修の実施校数を増やすため、

各校への呼びかけに力を入れていく。研修会の実施方法についても、リモートによる研修会な

どコロナ禍に合わせた内容を検討し、できる限り多くの学校で実施していきたいと考える。 
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 子供たちに向き合う時間を確保するために、千葉県教育委員会が策定した「学校におけ

る働き方改革推進プラン」に基づき、教職員が心身の健康を損なうことのないよう業務の

質的転換及び量的精選を図るとともに、教職員が一人で悩み、問題を抱え込むことなく、

気軽に相談できる支援体制を整えます。 

 

１．現状の分析 

 成果指標 R2 R3 R4 R5 目標(R6) 

働き方改革に係る業

務改善目標の達成状

況 

54.3% 52.3% － － 80%以上 

校務に活用できるコ

ンピュータの教員 1

人当たりの台数 

1 台 1 台 － － 1 台 

校務支援システムの

代表的な機能の中で

80%以上の教員が、業

務が軽減できたと答

えた機能の割合 

70.3% 77.8％ － － 75% 

様々な相談について

の要請訪問の実施率 
100% 100％ － － 100% 

 

分析 

千葉県教育委員会が策定した「学校における働き方改革推進プラン」に基づき、学校の業務

改善、教職員の労働時間の短縮をより一層推進するための行動計画として、令和元年 4月に「船

橋市立学校における働き方改革推進計画」を策定し、推進状況に合わせて計画の見直しを行っ

ている。この計画に基づき、勤務時間に関する意識改革と時間外勤務の抑制を目的として、令

和元年度から学校閉庁日を夏季休業期間に 3日設定し、同年より実施した。令和 4 年度からは

学校閉庁日を夏季休業期間に 4日、冬季休業期間に 1日の合計 5日を設定し、実施する予定で

ある。また、教職員の勤務時間を客観的に把握し集計するため、令和元年 12月より ICカード

による勤怠管理システムの運用を開始した。令和 3 年度からは学校における留守番電話が本格

的に導入され、勤務時間外における教職員の業務負担軽減の効果が見られた。 

千葉県教育委員会が全ての県立学校及び市町村教育委員会を対象として実施した、令和 3

年度第 2 回「教員等の出退勤時刻実態調査」の結果によると、月当たりの時間外在校等時間が

基本方針 6 教職員の力量を高め指導力を発揮できる環境をつくります 

推進目標 3 教員が子供に向き合う体制の整備  

（学務課・指導課・総合教育センター） 
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45 時間を超える教職員の割合は令和 2年度と比べ増加している。また、令和 3年度「教職員

の働き方改革に係る意識等調査」の結果によると、子供と向き合う時間を確保できている教職

員の割合、勤務時間を意識して勤務することができている教職員の割合共に、令和 2年度と比

べ減少している。このような数値悪化の背景にはコロナ禍で縮小していた教育活動が、少しず

つ元の状況へ戻ってきたことで業務量が増えたことが考えられる。本市においては、月当たり

の時間外在校等時間が 45時間を超えていない教職員の割合は 52.3％であり、未だ約半数の教

職員が目標を達成できていない状況である。各校において積極的に取組が進められるよう、引

き続き指導、啓発に努めていく。 

教職員の増加が見込まれた中でも、校務に活用できるコンピュータの台数は確保することが

できた。校務支援システムは、平成 29 年告示の学習指導要領実施に伴い、指導要録や通知表

の作成など仕様を変更し、各課と連携して教職員の支援体制を整えるように努めている。シス

テム導入から 6 年が経過し、その間に紙媒体で保管していた文書や帳票の多くが電子保管にな

ったことが業務の軽減化につながった。また、新型コロナウイルス感染症対策として、この 1、

2 年の間に自宅からの校務支援システム利用者数が増加した。活用機会が増えたことで、見通

しを持って校務を進められたことが教員の負担軽減につながったと考えられる。 

各教科の授業や研究実践を深化し、教職員の教育力の向上を図るため、学校の要請に応じて

訪問し、指導主事が指導・助言を実施した。 

いじめ、不登校や事故等の問題が多様化・深刻化する中、教職員が対応に苦慮するケースが

増加傾向にあることから、スクールロイヤー活用事業による教職員支援体制の一層の充実を図

っている。令和 3年度はスクールロイヤーが 30件（学校…26 件 市教委…4件）の相談に対

応した。いじめや SNS の危険等について未然防止の観点から、児童生徒向け講演会として 24

校延べ 26回実施した。その他に、新任校長研修会や校内研修会でもスクールロイヤーを講師

として、教職員向けの研修を実施し、教職員が法的な側面からの対応及び相談ができる支援体

制を整えた。 

 

≪その他参考とすべき数値≫（千葉県全体） 

○令和 3 年度 第 2回教員等の出退勤時刻実態調査 

月当たりの時間外在校等時間が 45時間を超える教職員の割合 

調査時期 小学校 中学校 高等学校 特別支援学校 

R2年 11月 47.3％ 60.6％ 35.8％ 9.9％ 

R3年 11月 50.9％ 63.8％ 31.1％ 10.2％ 

 

〇令和 3 年度 教職員の働き方改革に係る意識等調査 

・「子供と向き合う時間を確保でき 

ている」と回答した教職員の割合 

R 元年 12 月 66％ 

R2年 12月 71％ 

R3年 12月 64％ 

 

・「勤務時間を意識して勤務することが 

できている」と回答した教職員の割合 

R 元年 12 月 75％ 

R2年 12月 84％ 

R3年 12月 79％ 
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○令和 3 年度 校務支援システムの活用状況（令和 2年度分）調査 

質問事項：「軽減化や改善が図られたと感じられた業務」 

選択肢 ：「図られた」「やや図られた」 

出席簿の処理 92％ 個人フォルダの活用 80％ 

指導要録の作成 89％ 各種名簿の作成 81％ 

後期通知表の作成 87％ 市内共有フォルダの活用 79％ 

前期通知表の作成 87％ ＲＩＳＵメールの活用 64％ 

学校フォルダの活用 83％   

          ※回答者数：2,195人（「使用していない」回答を除く） 

 

○R3年度スクールロイヤー活用事業の実績について 

  相談業務・・・30 件（学校…26 件 市教委…4件） 

  児童・生徒向け講演会 24校 延べ 26回（小 18校 延べ 20 回、中 6校 6回） 

  教職員向け校内研修会講師 2校  保護者説明会 1 校  新任校長研修会講師 1回 

 

２．新型コロナウイルスの影響 

新型コロナウイルス感染拡大以降は、校務支援システムのリモート接続利用の件数が増加し

た。 

新型コロナウイルスの状況により訪問を実施できない時期もあったが、令和2年度と比べる

と従来に近い形で、学校を訪問し、指導・助言をすることができた。 

スクールロイヤーは 9月末までは校内からオンラインで各教室の児童生徒へ授業を行った学

校が多かったが、10月以降は体育館等での授業を多く実施できた。 

 

３．今後の方向性 

「船橋市立学校における働き方改革推進計画」に基づき、教職員が心身ともに健康を保つこと

ができる勤務環境を整備していく。また、各校において業務の精選、効率化が図られるよう、

各種会議、研修会等で指導、啓発に努めていく。さらに、業務の情報化を進め、情報セキュリ

ティを確保しつつ、教職員の業務軽減を図っていく。 

校務支援システムは、今までのデータが蓄積されているため、市内共有フォルダ、学校フォ

ルダの残り容量が少なくなっている。教職員が快適に利用できるよう過去データの定期的な削

除と整理を促していく。今回のリプレースで成績処理や指導記録機能等、新たに追加された機

能がある。マニュアルや研修用動画を充実させて、教職員が必要なときに基本的な操作等を何

度でも確認できる環境を整えていく。 

教職員の教育力の向上を図るため、引き続き、学校の要請に応じて訪問し、指導主事が指導・

助言を行う。スクールロイヤーは、いじめやＳＮＳのトラブルに関する予防教育のため、出張

授業をより充実させていきたい。なお、出張授業を検討する際には、児童生徒が主体的に参加

できるように配慮するとともに、業務の効率化の面から、ＩＣＴの積極的な活用を進めていき

たい。また、学校が対応に苦慮する事案に対する法的助言や負担軽減のため、より一層、相談

業務について周知を図り、相談しやすい体制づくりに努めたい。 
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 障害のある子供については、障害の状態に応じて一人一人が適切な教育的支援を受けら

れる多様で柔軟な仕組みを整備することが重要であり、小・中学校における通常の学級、

通級による指導、特別支援学級、特別支援学校といった連続性のある「多様な学びの場」

を充実させます。 

 

１．現状の分析 

 成果指標 R2 R3 R4 R5 目標(R6) 

就学相談アンケート

における満足度 
98% 99％ － － 100% 

設置校数 

①言語障害通級指導

教室 

②発達障害通級指導

教室 

③難聴通級指導教室 

①5校 

②8校 

③0校 

①5校 

②9校 

③0校 

－ － 

①6校 

②14校 

③1校 

配置数 

①臨床心理士 

②言語聴覚士 

①3人 

②1人 

①3人 

②1人 
－ － 

①3人 

②1人 

特別支援学級の設置

校数 

①知的障害 

②自閉症・情緒障害 

①38校 

②17校 

①38校 

②19校 
－ － 

①41校 

②24校 

特別支援教育に関す

る研修におけるアン

ケートの満足度 

100% 99％ － － 100% 

教職員育成のための

巡回相談等実施校数 
全校 全校 － － 

全校 

(小・中・特) 

 

分析 

市内の保育園、幼稚園、児童発達支援施設等に通う特別な教育的ニーズのある幼児の就学を

援助するため、令和 3年度は就学相談を 225件（令和 2 年度は 194 件）、就学相談会 72 回（令

和 2年度は 51回）実施した。就学相談の件数が増加しているため、就学相談会の回数を昨年

度よりも更に増やして対応した。相談者に対するアンケート調査の満足度は 99％と例年通り

基本方針 7 ニーズに応じた支援の充実を図ります 

推進目標 1 特別支援教育の推進  

（総合教育センター） 
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高水準で、適切な就学相談に努めた。また、就学指導委員会を 9回開催し、新小学校 1年生

148件の当委員会の答申に基づき、就学相談を行った。 

通級指導教室の設置については、塚田南小学校に発達障害通級指導教室を開設した。また、

通学の利便性を考慮し、発達障害通級指導教室の兼務校を古和釜小学校、若松小学校、三田中

学校に、言語障害通級指導教室の兼務校を宮本小学校、小栗原小学校、三山東小学校、坪井小

学校、豊富小学校に設置した。 

特別支援学級の設置については、支援学級の過密状況や保護者のニーズを考慮し、設置しよ

うとする学校の施設及び通常の学級の児童生徒数の推移等を調査し、新たに葛飾小学校、習志

野台第一小学校に自閉症情緒障害特別支援学級を開設した。 

市立船橋特別支援学校のセンター的機能を生かした地域への支援については、要請に応じて

支援学校の特別支援教育コーディネーターや支援学校に配置している臨床心理士、言語聴覚士

が出張相談や研修会の講師として支援の充実に努めた。 

特別支援教育に関する研修については、新任特別支援教育コーディネーター研修を 1回、特

別支援教育コーディネーター研修を 4回計画した。新型コロナウイルスの影響により、Web会

議システムによる研修や代替研修となったが、満足度は引き続き高かった。 

校内支援体制の充実を図るため、今年度も巡回相談員による巡回相談を 24校に対し 6回実

施した。総合教育センター指導主事も全ての学校を訪問して配慮が必要な児童生徒の支援につ

いて指導した。 

 

２．新型コロナウイルスの影響 

Web会議システムでの研修が定着し、感染症の状況に応じて対応した。就学相談の事前申し

込みをオンラインでできるようにしたことで、就学相談の申込みがしやすくなった。 

 

３．今後の方向性 

障害のある幼児・児童生徒や保護者の意向に寄り添いながら、引き続き教育的ニーズに合っ

た学びの場を検討していく。令和 4 年度は知的障害特別支援学級を海神南小学校、飯山満南小

学校、三田中学校の 3校に、情緒障害特別支援学級を行田東小学校、市場小学校の 2校に設置

を計画し、引き続きニーズを把握しながら目標値を上回る計画で設置していく。通級指導教室

の新規開設については、通学の利便性を考慮し在籍する児童生徒の状況を把握したうえで、教

員が指導場所を兼務する兼務校を年度ごとに見直し設置していく。 

配慮を必要とする児童生徒一人一人が適切な支援を受けられるように、引き続き支援学校の

センター的機能、巡回相談、指導主事により学校訪問を充実し、「個別の教育支援計画」や「個

別の指導計画」の活用や教職員特別支援教育に関する教職員の育成を目指す。 
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 本市の不登校率は小・中学校共に増加傾向にあり、低年齢化の兆しがみられること、要

因や背景が複雑であることも継続的な課題となっています。不登校や学校不適応について

は、問題行動に対応する学校内外における相談体制の充実を図るとともに、不登校の子供

等の教育機会について支援を図ります。 

 

１．現状の分析 

 成果指標 R2 R3 R4 R5 目標(R6) 

教育相談体制の肯定

的評価が 80%以上の

学校の割合（P.44 再

掲） 

81.5% 79％ － － 80% 

市内不登校児童生徒

のうち、適応指導教室

「ひまわり」へ通室し

た児童生徒の割合 

5.9% 8.7％ － － 10% 

 

分析 

令和 3年度の不登校の小学生は 388 人、中学生は 633人であった。令和 2 年度と比較すると

小学生、中学生共に増えており、不登校児童生徒の増加は継続的な課題である。 

青少年センターでは、来所・訪問相談は 1,320件、電話相談は 2,334 件（令和 2年度は来所・

訪問相談は 1,955件、電話相談は 3,442件）となり、令和 2年度と比較すると来所・訪問相談、

電話相談共に件数は減少した。そのうち、不登校による来所・訪問相談は 881 件、電話相談は

1,363 件と総相談件数の半数以上を占めており、不登校児童生徒への支援に努めた。傾向とし

ては小学生の相談の割合が増加している。 

適応指導教室「ひまわり」では、集団生活への適応、情緒の安定、基礎学力の補充、基本的

生活習慣の改善のための相談・指導を行うことで通室していた児童生徒 89人のうち 6人が完

全復帰、35人が部分復帰することができた。安心して学習できる場所として適応指導教室「ひ

まわり」への通室を選択する児童・生徒の割合が増えた。学校の相談体制の充実により、適応

指導教室の利用までに至らないこともあると考えられる。 

教育相談体制の肯定的評価は 79％であり、多くの小・中学校で相談しやすい体制を整えて

いる。引き続きスクールカウンセラーの相談日や担任等の教育相談日について学校便りや学年

だより、ホームページ等で周知の方法について工夫するよう指導していく。 

 

基本方針 7 ニーズに応じた支援の充実を図ります 

推進目標 2 不登校児童生徒への支援の充実  

（総合教育センター・青少年センター） 
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≪その他参考とすべき数値≫ 

○本市における不登校児童・生徒の割合 

  R2 年度 R3 年度 

不登校 

児童生徒数 

全児童生徒数

に対する割合 

不登校 

児童生徒数 

全児童生徒数

に対する割合 

小学校 300人 0.89％ 388人 1.16％ 

中学校 485人 3.18％ 633人 4.07％ 

 

２．新型コロナウイルスの影響 

特になし 

 

３．今後の方向性 

年々増加傾向にある不登校や学校不適応等については、様々な特性を持つ児童生徒が増えて

いる。多様化する児童生徒の実態に対応するために学校や他の関係機関との連携を図るととも

に、生徒の心に寄り添いながら相談・支援活動を充実させていく。また、不登校や学校不適応

児童生徒を見逃すことがないように、学校及び他機関との情報交換・情報共有を行い、児童生

徒・保護者・学校を支えていく。 

さらに、令和 4年度にスクールソーシャルワーカーを 8 人から 9人に増員を行うことにより

相談体制を強化していく。今後は、勤務日数を 2日から 3日への増加、もしくは増員を進めて

いきたい。 

また、適応指導教室の利用者数の増加により、新たな適応指導教室の開設を検討している。 
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 年々、外国人児童生徒の就学は増加傾向にあり、その児童生徒の国籍や母語も多様化し

ています。一人一人の日本語能力や学習意欲に応じた個別指導の工夫や日本語指導員等の

派遣等を通じて、海外から帰国する児童生徒への支援や外国人児童生徒等の受入体制の整

備や指導の推進を図ります。 

 

１．現状の分析 

 成果指標 R2 R3 R4 R5 目標(R6) 

日本語指導員・日本語

指導協力員派遣割合 
99% 99％ － － 100% 

 

分析 

帰国・外国人児童生徒の就学は増加傾向にあり、令和 3 年度の帰国・外国人児童生徒数につ

いては令和 2年度と比べ 22 人増加し、日本語の指導が必要な児童生徒については 5人の増と

なった。 

日本語指導員・日本語指導協力員派遣割合は 99％となり、日本語指導協力員 46人も要望の

あったほぼすべての学校に配置し、指導することができた。日本語指導を要する児童生徒に、

きめ細かく日本語指導をすることができた。 

また、翻訳機を導入し、日本語指導が必要な児童生徒に貸与し、家庭学習を含めた学習支援

体制を整えた。翻訳機の貸出実績は、児童生徒用翻訳機 119台、学校用翻訳機 86台で合計 205

台となった。このように日本語指導員や日本語指導協力員の指導と翻訳機の活用を組み合わ

せ、学校の中での支援だけではなく、学校外での支援を行うことにより、支援体制の充実を図

っている。 

なお、令和 3 年度の高根台中学校ワールドルームオンライン授業参加児童生徒数は、小学生

9 人、中学生 3人の合計 12人（令和 2年度は小学生 4人、中学生 3人）であった。以前は、

通級教室として日本語指導をしていたが、新型コロナウイルスを鑑み、オンラインでの日本語

指導を行った結果、受講児童生徒数が増えた。 

 

 

 

 

 

 

 

基本方針 7 ニーズに応じた支援の充実を図ります 

推進目標 3 帰国・外国人児童生徒への支援の充実  

（指導課） 
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≪その他参考とすべき数値≫ 

○R3年度 帰国・外国人児童生徒 在籍状況 合計 1,332 人(+22) 

日本語の指導が必要な児童生徒合計  226人(+5) 

 帰国児童 帰国生徒 合計 

在 籍 428 157 585 

要日本語指導 27 18 45 

 

 

 

 

 

２．新型コロナウイルスの影響 

新型コロナウイルスによる緊急事態宣言やまん延防止等重点措置などの急な学校行事の延

期や中止、制限等の際に、日本語指導を必要とする児童生徒及び保護者は、学校からの連絡内

容を理解することが困難であった。 

高根台中学校ワールドルームでは、オンラインでの日本語指導教室を実施。オンラインでの

実践により、参加する児童生徒が増えた。 

 

３．今後の方向性 

 日本語指導を要する児童生徒は、年々増加傾向にある。また、中国からの編入傾向が多いが、

その他多くの国からの編入によって、日本語指導できる言語外の国籍が増えているのが現状で

ある。今後も千葉県国際協力センター等とも連携を深めながら、日本語指導を要する児童生徒

が日本での学校生活を安心して送れるよう支援体制を更に構築していくことで課題解決に向

かっていく。 

 引き続き、高根台中学校ワールドルームからの日本語指導をオンラインで実施し、日本語指

導を要する帰国・外国人児童生徒のうち、それぞれ学年や習得状況に合わせて、参加希望を募

る。小学生と中学生の指導日時を分け、日本語の指導や基礎的な学習の指導、日本の学校生活

への適応指導等を行っていく。 

 

 外国人児童 外国人生徒 合計 

在 籍 574 173 747 

要日本語指導 143 38 181 
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子供の貧困など社会経済的な課題が顕在化している現在、義務教育の円滑な実施を進め

るため、経済的理由により就学が困難な児童又は生徒の保護者に対し、学校と密に連携し、

学用品費などの援助を行うことにより、困窮により学校への通学ができない児童生徒が生

じることがないよう取り組みます。 

なお、就学援助制度は経済的に困窮する児童生徒への支援であり、様々な方法で幅広く

制度を周知することで、支援が必要な世帯が、適切に制度の利用ができることを目標とす

る。それにより、認定者数の伸びを目指すものではないため、「就学援助制度周知に向け

た広報機会の数」を成果指標としている。 

 

１．現状の分析 

 成果指標 R2 R3 R4 R5 目標(R6) 

就学援助制度周知に

向けた広報機会の数 

8 媒体 

12 機会 

9 媒体 

13 機会 
－ － 

7 媒体 

10 機会 

 

分析 

近年、就学援助の認定者数は、全国的にも減少しており、本市でも平成 6年度をピークに年々

減少している。しかし、新型コロナウイルスの影響により、令和 2、3年度は認定者数が増加

している。令和元年度の認定者数が 4,111 人であるのに対し、令和 2年度は 4,239 人、令和 3

年度は 4,289人となっている。 

令和 3年度の就学援助制度の周知に向けた広報機会の数は 9媒体 13機会となっており、こ

れまでも実施している学校からのお知らせの配付や学校だよりへの掲載といった周知方法に

加え、新たに Twitter による周知を行うなど、就学援助制度の周知に努めた。 

また、令和 2年度に引き続き、新型コロナウイルスの影響等により、家計が急変した世帯に

ついては、昨年中の収入によらず、現状の収入状況にて認定を行ったことが認定者の増加に繋

がったと考えられる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

基本方針 7 ニーズに応じた支援の充実を図ります 

推進目標 4 保護者の経済的負担軽減策の実施 

（学務課・保健体育課） 
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２．新型コロナウイルスの影響 

新型コロナウイルスの影響により、就学援助の認定者数が増加傾向にある。 

成果指標の就学援助とは別になるが、生理用品がないことで困っている児童生徒が、生理用

品を今まで以上に受け取りやすくするための支援として、学校のトイレに生理用品がもらえる

カードの設置を、市内小中学校で行った。生理用品は、今まで通り保健室や職員室など全ての

職員からもらうことができる。受け取った生理用品の返却は求めていない。生理用品が必要な

児童生徒は、他にも個別支援が必要なことが多いことから、トイレに生理用品を置くことはせ

ずに、児童生徒の支援につなげる現在の対応を継続していく。 

 

３．今後の方向性 

新型コロナウイルスの影響等により、今後も経済的理由により就学が困難な児童生徒が発生

することが考えられる。困窮により学校へ通学ができない児童生徒を生じさせないために、全

児童生徒の保護者への案内配付、学校メール配信等の既存の周知方法を維持しながら、デジタ

ルサイネージを活用した動画配信や Twitterによる周知等の新たな取組を実施し、支援が必要

な児童生徒へ援助が届くように、さらなる周知を図っていく。 

また、令和 3年度から、就学援助の申請の簡素化を図り、原則として申請に添付する書類は

支給口座を確認するための通帳の写しのみとし、保護者の負担軽減を図ったところであるが、

令和 4年度からは、前年度から継続して申請をする保護者については、通帳の写しも添付不要

とすることで、更なる負担軽減を図っている。申請の簡素化により、申請者が増加するものと

考えられる。 
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学校施設は、老朽化が進んでおり、安全面や機能面において改善を図ることが喫緊の課

題です。船橋市公共建築物保全計画に基づき、老朽化対策等を効果的・効率的に進めます。

また、社会教育施設においても、同計画に基づき、修繕、改修等を行い、安全・安心な環

境づくりを目指します。 

 

１．現状の分析 

 成果指標 R2 R3 R4 R5 目標(R6) 

小・中・特別支援学

校における非構造部

材の落下防止対策率 

87% 99% － － 100% 

小・中・特別支援学

校における外壁・屋

上の防水改修率 

99% 100% － － 100% 

社会教育施設におい

て計画に基づき令和

2 年度以降に行う修

繕・改修工事の実施

率 

65% 54％ － － 100% 

 

分析 

市立小・中・特別支援学校における体育館天井照明等の落下防止対策は、令和 3年度時点で、

99%の施設で対策を行うことができた。計画では令和 6 年度に完了となる予定であったが、順

調に進んでいるため、令和 4 年度の完了を目指し計画的に改修を進めている。 

また、外壁・屋上防水の改修については、20年程度毎の周期的な改修が必要となり、前回

改修後 20年を超える小学校、特別支援学校の改修は令和 2年度に完了し、中学校は令和 3年

度に完了した。今後は、船橋市公共建築物保全計画に基づく計画となる。 

小中学校の校舎トイレ改修については、令和 3年度に予定通り完了した。 

社会教育施設については、船橋市公共建築物保全計画に基づき、海神公民館空調設備改修工

事設計委託を行ったが、建物の老朽化により修繕が必要となった建物が増えたことから、指標

が下がっている。 

 

２．新型コロナウイルスの影響 

 特になし 

基本方針 8 質の高い教育環境を整備します 

推進目標 1 安全・安心・快適な施設づくりの推進 

（施設課・社会教育課） 
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３．今後の方向性 

 学校施設及び社会教育施設については、今後も船橋市公共建築物保全計画等に基づき修繕、

改修等の老朽化対策を計画的に進める。 
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 学校や通学路等において、児童生徒の事故防止及び安全体制を確立し、子供たちが安全

に過ごせるよう、学校と地域のボランティアや関係機関との連携により、地域ぐるみで子

供の安全を守る環境の整備や、子供自らが安全な行動をとることができるようにするため

の安全教育の充実を図ります。 

 

１．現状の分析 

 成果指標 R2 R3 R4 R5 目標(R6) 

学校安全対策委員会

の実施率(年 2回) 
50% 0％ － － 100% 

各学校で作成してい

る「震災時対応マニュ

アル」に基づく防災訓

練や立地等に応じた

防災訓練の実施率 

①防災訓練

実施率 96% 

②津波防災

訓練実施率  

76% 

①防災訓練

実施 100％ 

②津波防災

訓練実施率

100％ 

－ － 

①防災訓練

実施率 100% 

②津波防災

訓練実施率

100% 

学校安全計画の見直

しを行った学校数 
全校 全校 － － 

全校 

(小・中・

高・特) 

船橋市児童・生徒防犯

対策連絡協議会の参

加率 

書面開催 書面開催 － － 100% 

スクールガード連絡

調整会議の実施回数 
1 回 33 回 － － 

各校年間 

3 回 

(小) 

 

分析 

学校安全対策委員会については、開催期日がまん延防止等重点措置期間と重なり、一堂に会

しての会議を実施することができなかった。急遽リモートでの実施も検討したが、参加予定者

の職種が様々であることから急な対応ができなかった。今後は事前にリモートでの実施も視野

に入れて計画したい。 

防災訓練については、令和 2 年度は新型コロナウイルス感染拡大に伴い実施を見合わせる学

校が見られたが、令和 3 年度は全校で震災時対応マニュアルに基づく防災訓練や立地等に応じ

た津波防災訓練を実施することができた。 

学校安全計画の見直しについては、市内の土砂災害警戒区域が増えたことや近年、台風等の

基本方針 8 質の高い教育環境を整備します 

推進目標 2 安全を確保する体制づくり 

（保健体育課） 
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風水害の被害が多くみられることから、全校において見直しを行った。 

スクールガード連絡調整会議については、新型コロナウイルス感染症対策を講じながら、実

施する学校が増えてきた。しかし、まだ目標回数に届かないことから、新型コロナウイルスの

状況を見ながら、引き続き各校 3回の実施を目指していく。 

交通安全教室（小学校…歩行・自転車交通安全教室、中学校…スケアード・ストレイト自転

車交通安全教室(※)）については、小学校では新型コロナウイルスの影響により 5 校で中止と

なったが、中学校では令和 2 年度に新型コロナウイルスの影響により中止した 6校を含めた全

15 校で実施できたことから、新型コロナウイルスの影響下でできる限りの対応が取れた。な

お、中止した小学校については、資料配付による指導を行った。 

通学路については、船橋市通学路交通安全プログラムに基づく定期合同点検を実施した。ま

た、令和 3 年 6 月に八街市において発生した交通事故を受け、市立小学校全校（55 校）で緊

急一斉点検を実施した。緊急一斉点検では、261 箇所（うち通学路 213 箇所、通学路以外 48

箇所）について点検し、安全対策が必要な通学路 134箇所で路面標示やカラー舗装等の対策を

決定した。令和 4年 3月末時点において、安全対策が必要な通学路 134箇所のうち 129箇所に

ついては実施済である。残り 5箇所のうち 4箇所は令和 4年度中に実施予定である。なお、残

りの 1箇所については設計等が必要なことから、対策完了までに数年を要する見込みである。 

船橋市児童・生徒防犯対策連絡協議会については、書面開催することにより、防犯情報や防

犯活動に関する委員間の情報共有を図ることができた。 

以上のことから、新型コロナウイルスの影響がある中で、可能な限り安全を確保する体制づ

くりに努めることができたと考える。 

※スケアード・ストレイト自転車交通安全教室：スタントマンによるリアルな交通事故再現を

取り入れた自転車交通安全教室 

 

≪その他参考とすべき数値≫ 

○不審者情報件数 

 R 元年度 R2 年度 R3 年度 

小学校 36 33 35 

中学校 16 22 20 

その他 1 0 0 

合計 53 55 55 

 

○学校事故件数（独立行政法人日本スポーツ振興センター扱い） 

 R 元年度 R2 年度 R3 年度 

小学校 1,445 1,048 1,100 

中学校 1,023 773 845 

高等学校 210 152 173 

合計 2,678 1,973 2,118 
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○交通事故件数 

 R 元年度 R2 年度 R3 年度 

小学校 22 20 16 

中学校 9 5 5 

合計 31 25 21 

 

○通学路緊急一斉点検結果 

点検箇所数   

安全対策が必

要な通学路の

対策箇所数 

 

 通学路 通学路以外  
対策済 

※R4.3末時点 

261箇所 213箇所 48 箇所 134箇所 129箇所 

 

２．新型コロナウイルスの影響 

新型コロナウイルス感染症対策のため、小学校の交通安全教室など、一部中止となった事業

があった。しかしながら、このような状況の中でも、交通安全教室が中止となった小学校は資

料による指導を、船橋市児童・生徒防犯対策連絡協議会は書面による開催を、また、スケアー

ド・ストレイト自転車交通安全教室は令和 2年度に中止となった学校について令和 3年度に実

施をする等、最大限の対応ができたものと考える。 

 

３．今後の方向性 

学校安全対策委員会等、目標に達しなかった事業は、新型コロナウイルスの影響を考慮しな

がら目標達成を目指す。 

防災訓練については、自然災害はいつ起こるかわからないことを学校に強く認識させ、引き

続き確実な実施を依頼していく。また、学校安全計画についても、年度当初に行う学校安全主

任研修会で見直しの必要性を伝え、確実な見直しをしてもらう。 

交通安全教室は、密を避ける、除菌を行う等、引き続き新型コロナウイルス感染症対策を行

った上で、予定どおり実施できるよう学校と調整していく。 

スクールガード連絡調整会議については、年3回実施するよう、引き続き学校に求めていく。 

今後も、これら様々な事業を推進し、安全を確保する体制づくりに努めていく。 
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 子供たちがより充実した教育環境の中で学ぶことができるよう、ICT環境の整備に努め

るとともに、学校規模・学校配置の適正化に取り組みます。また、就学前後の円滑な接続

を推進するため、地域や子供の実態に応じた小中連携・小中一貫教育の在り方について、

引き続き研究していきます。 

 

１．現状の分析 

 成果指標 R2 R3 R4 R5 目標(R6) 

①授業中に ICT を活

用して指導する能力 

②児童生徒の ICT 活

用を指導する能力 

① 69.5% 

② 70.5% 

【確定値】 

① 72.2% 

② 73.6% 

【速報値】 

－ － 
① 80% 

② 67% 

研究校の授業研究会

の実施回数 
年 2回 年 5回 － － 年 3回以上 

研修会参加率 

コロナ禍に

より研修会

は中止 

77.5% － － 80% 

適正化に向けた取組

を行った学校数 
3 校 4 校 － － 4 校 

 

分析 

GIGAスクール構想の実現に向け、令和 2年度中に、児童生徒へ 1人 1 台の端末と高速大容

量の通信ネットワークの整備を行った。令和 3 年度は本格的な実施初年度となったが、文部科

学省の「学校における教育の情報化の実態に関する調査」で「できる」と回答した教員の割合

は、①「授業中に ICTを活用して指導する能力」は 72.2%、②「児童生徒の ICT活用を指導す

る能力」は 73.6％であり、①、②ともに昨年度よりポイントが上昇した。これは、児童生徒

に 1人 1 台端末が貸与されたことで教員や児童生徒が時間や場所を選ばずに、ICT を活用する

機会が増えたことが要因と考える。また、教員の ICT活用指導力の育成のために、研究校が授

業研究会を行っており、令和 3年度は 5回実施された。 

幼児期の教育と小学校教育の円滑な接続の推進については、幼稚園・保育所等及び小学校の

教職員による合同研修会を実施し、幼保小接続の在り方について研修を行っている。令和 2

年度はコロナ禍により研修会は中止となってしまったが、令和 3年度は実施し、参加率は

77.5％であった。 

学校規模・学校配置の適正化については、大型マンション等の大規模開発による本市西部地

基本方針 8 質の高い教育環境を整備します 

推進目標 3 充実した教育環境の整備 

（指導課・総合教育センター・教育総務課） 
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区の児童生徒の増加に対応するべく準備を進めてきた新設小学校（塚田南小学校）が令和 3

年 4月 1 日に開校した。一方で、塚田小学校の教室不足が今後懸念されるため、その対応とし

て、学校教育部と連携し、塚田小学校の学区の一部地域から塚田南小学校への指定校変更を認

める通学区域の弾力的運用により、教室等施設に余裕のある塚田南小学校で児童を受け入れ

た。 

中学校については、平成 29年度に行田国家公務員宿舎跡地を新設中学校用地として購入し、

令和 8年度の中学校の新設に備えていた。学校の新設には、設計で 2年、工事で 3 年の期間必

要であるが、10.8ha の面積を持つ日本建鐵跡地の動向が未定であり、仮に最短のスケジュー

ルで開発が行われたとしても、推計上、令和 9年度の時点で行田中学校の教室不足は見込まれ

ないことから、令和 4年度の設計着手の予算要求を見送り、引き続き情報収集及び検討を継続

した。 

令和 5年度に御滝中学校と統合する金杉台中学校については、具体的な諸課題を整理し統合

を円滑に進めるため、学校関係者や保護者代表を会員とした統合準備会を設置している。統合

準備会は令和 3 年 6月、11月、令和 4年 2 月の 3 回開催し、金杉台中学校の生徒が統合時に

御滝中学校へ移る際の学習面・生活面などの両校の調整を検討したほか、統合時に学校間で引

き継ぐ文書等の準備を進めた。なお、市議会で中学校設置条例の改正議案が可決され、令和 5

年 4月の統合が正式に決定した。 

八栄小学校は、児童数の増加に伴い令和 5 年度から教室不足かつ過大規模校化が進展すると

見込まれたことから、学校教育部と連携し、周辺校のうち受け入れが可能である市場小学校、

夏見台小学校への学区変更に着手した。令和 3 年度は地域説明会を 2 回開催し、保護者や地域

住民の意見を聞きながら通学区域の見直し案の検討を進めた。 

これらの取組を通じて現在の児童生徒だけでなく、将来の児童生徒もより充実した教育環境

の中で学ぶことができるような体制を作ることができた。 

 

２．新型コロナウイルスの影響 

1 人 1 台端末が整備されたことで臨時休業もしくは学年・学級閉鎖になった児童生徒や感染

不安で登校できない児童生徒にオンライン授業を行ったことで、教員の ICT活用指導能力が高

まった。 

金杉台中学校・御滝中学校統合準備会は、3回実施したが、その内 1 回は書面会議にて行っ

た。 

 

３．今後の方向性 

令和 3年度より ICT活用における学校、教員間の差が広がりつつある。令和 4年度は、ICT

支援員が 5校に 1人から 4校に 1人配置される。各校の教員の ICT活用指導能力を適切に把握

し、訪問の機会を増やすなどの手立てを施していく。 

令和 4年度は小学 1・2年生の全学級に電子黒板を整備する。また、インターネット環境の

ない家庭へモバイルルーターを貸出するなど、教育環境が充実するように引き続き取り組んで

いく。 

幼児期の教育と小学校教育の円滑な接続の在り方研究協力者会議等で本事業について検討
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し事業の改善を図る。また研修会の内容や講師を充実させる。 

塚田小学校及び塚田南小学校については、今後の推計を見ながら、両校の教育環境に支障が

ない範囲で一部、通学指定校変更許可地域を設け、児童数及び学級数の調整を図る。 

新設中学校建設予定地のある地区は、日本建鐵跡地以外にもまだ宅地開発される可能性があ

ることから、推計等を注視しつつ、学校建設の必要性について綿密に検討していく。 

金杉台中学校の令和 3、4年度の新入学生は 0人であった。在校生の学校生活を担保しつつ、

令和 5年度の統合に向けた準備として、金杉台中学校の中にある備品等の引継、有効活用、処

分のための予算要求の取りまとめ等に取り組み、統合を円滑に進める。 

八栄小学校の教室不足等への対応としては、通学区域の見直しに関して地域の理解を得られ

るよう、第 3回地域説明会を令和 4 年 5月に開催し、これまでに寄せられた意見・質問等に回

答した。その結果をふまえ、令和 5年度から学区を変更する規則改正を行った。新たな通学先

となる市場小学校、夏見台小学校の見学会を行うなど、学区変更に向け対応を進める。 
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 今後の社会は、技術革新が急速にすすんでいくと予想されています。激動の時代を豊か

に生き、未来を開拓する多様な人材を育成するために、新しい学校体制づくりを推進し、

児童生徒一人一人が生涯にわたって心身ともに豊かな生活を送ることができるように学

習の機会を提供します。 

 

１．現状の分析 

 成果指標 R2 R3 R4 R5 目標(R6) 

学校評価に基づく学

校運営の改善率 
86.7% 93.9% － － 100% 

研究指定校の児童生

徒の中一ギャップに

関する解消率 

95% 90% － － 90% 

高大連携教育で単位

認定を受けた生徒数 
0 人 0 人 － － 80 人 

 

分析 

 学校評価は、平成 14 年 4 月に施行された小学校設置基準等において、自己評価の実施とそ

の結果の公表に努めることとされ、平成 19年 6月に学校教育法、同年 10月に学校教育法施行

規則の改正により、自己評価・学校関係者評価の実施・公表、評価結果の設置者への報告に関

する規定が新たに設けられた。現在、自己評価の実施と公表が義務化され、学校関係者評価の

実施と公表は努力義務とされているが、本市では、平成 26 年度より自己評価と学校関係者評

価の実施と結果の公表を全校で実施している。 

今回、全ての学校で、昨年度の学校評価の結果を分析し、運営に生かそうとした結果、約

93.9％（83校中 78校、塚田南小学校は除く）の学校で学校運営の改善を行うことができたと

いう回答であったが、新型コロナウイルス感染症対策のため、児童生徒のペア学習、グループ

学習、外部講師による授業、学校行事等が制限され、昨年度の課題を改善することができなか

ったと回答した学校もあった。 

中学校への進学に当たり、学習内容や人間関係の変化によって、中学校生活になじめず、不

適応や不登校などの問題が生じる中一ギャップという現象が発生している。中一ギャップ解消

のために、豊富小学校・豊富中学校で作成している「豊富スタンダード」（学校生活の決まり、

学習の決まり等を明記した保護者・児童生徒への配付物のこと。小学校・中学校で熟議を重ね

て共通の形式で作成し、保護者等へ配付したり、教室で掲示したりした。）が、小学校から中

基本方針 8 質の高い教育環境を整備します 

推進目標 4 新しい学校体制づくりの推進 

（指導課・市立船橋） 
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学校へ進級する６年生の児童・保護者の学校生活に対する不安を緩和させたり、小中での学習

の進め方が大きく変化しないことを理解させたりする上で中一ギャップの解消の一助になり

得ることがアンケート調査を通して明らかになっている。解消率は令和２年度よりやや低下し

ているものの、小中一貫教育の取組が中一ギャップの解消につなげられる上で一定の成果をあ

げているものと考える。 

また、多くの中学校では中一ギャップの解消の取組として、小学６年生を対象とした「新入

生説明会」や「新入生体験入学」を実施している。こうした取組は、小学６年生に中学校入学

前に中学校生活のイメージをもたせること、少しでも中学校生活への不安を軽減させること等

を目的としている。小学校６年生にとっては、中学校生活に関して中学生に直接質問できるこ

とから、中学校生活への不安を解消する貴重な機会となっている。 

高大連携教育に関しては、令和 3年度より協定締結先の大学において科目聴講生の受入れが

再開され、2人の生徒が聴講した。単位認定を受けた生徒数は 0人となっているが、本校での

単位認定が生徒からの申請によることや、単位認定の申請期限が在学期間中あることなどが理

由と思われる。 

 

２．新型コロナウイルスの影響 

児童生徒のペア学習、グループ学習、外部講師による授業、学校行事、保護者との連携等が

制限され、改善に生かすことができなかったと回答した学校が約 6.1％（83 校中 5 校）あった。 

高大連携教育においては、聴講を希望する生徒の人数に影響があったと思われる。 

 

３．今後の方向性 

学校評価については、学校評価結果に基づいて、学校運営の改善を図り、家庭・地域の連携

協力による「より開かれた学校づくり」に取り組み、学校の活力を一層高められるよう、引き

続き各学校へ呼びかけを行い、取組を推進していく。 

中一ギャップの解消に向けて、小中学校間の教職員での交流や連携を増やすことで、早期に

新入生に関する情報交換を図ることにつなげ、中学校での学級編制に慎重に取り組む等、学校

や地域の実態に応じた取組に努めている。 

本市においては、学校運営協議会制度（コミュニティー・スクール）を順次拡大していき、

令和６年度には全校に設置することを予定している。新型コロナウイルス感染症拡大防止のた

め、思うように進んでいない現状もあるが、学校支援地域本部事業が実施されている学校では、

地域と学校との連携が概ね取れていると考える。今後は、学校と家庭、地域との連携も更に強

くなっていくことが見込まれる。 

今後は、学校・家庭・地域の連携をより強化し、中一ギャップ解消への重厚かつ多様な取り

組みを推進していく。 

高大連携教育については、学ぶ意欲を高め学力向上を図るために、社会情勢を注視しつつ、

引き続き施策を推進する。 
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Ⅴ 学識経験者による講評 

 

 本市教育委員会では、教育に関し学識経験を有する外部有識者からご意見を頂

き、知見の活用を図りながら点検及び評価を行いました。 

 

１．報告書全体を通した講評  

【大野先生】 

・８つの基本方針に対する個々の推進目標について、成果指標を数値化するとともに経年変化

を示すほか、参考となる数値も掲載し、全体としてわかりやすく、ポイントを押さえた報告書

となっている。 

・分析については、数値だけでは表現できない部分を補いながら、客観的視点で書かれており、

目標を達成するために行ったこと、そこから出てきた課題、今後の方向性を見出すプロセス等

が示され、事務の管理、執行の状況が簡潔にまとめられている。 

・新型コロナウイルスの影響を受けながらも目標に向かい努力する姿勢が報告書の随所から感

じ取れると同時に、着実に成果を上げてきていることがわかる。計画の２年目を終了したとこ

ろであり、今後、この２年間で挙がってきた課題をいかに解決していくのか、その取組にも期

待するところである。 

 

【草野先生】 

・８つの基本方針、２６の推進目標について、①現状の分析、②新型コロナウイルスの影響、

③今後の方向性、という３つの点から、具体的な成果指標、具体的な数値を示しながら大変丁

寧に詳しく分析・検討・評価がなされている。文章の記述も具体的で丁寧であり、わかりやす

く説得力がある。 

・評価対象となった令和３年度は、新型コロナウイルスによる影響が２年目に入り、それまで

縮小していた活動が少しずつ正常な状態をとりもどし、回復へと歩みつつある時期である。

様々な工夫・努力をこらして、学びや活動を広げていく様子がよくわかる。目標の実現に向け

て、困難を乗り越えていく行政の取組は大いに評価できる。 

・点検と評価を行う上では、教育や学びの当事者である市民・子ども・教師等の意見や声をを

十分に聴き取り、報告書に反映していくべきである。本報告書では、アンケート調査等により、

その様な現場からの声が反映されているが、より詳しく当事者の意見・声を聴き取る工夫も重

要であり、今後に期待する。 

 

２．個々の推進目標や施策についての講評 

〇基本方針１―推進目標１「生涯学習推進体制の整備・充実」（p.8） 

・Society5.0を見据え、報告書にもある「市民がデジタル化のメリットを享受できる」よう、

今後も人気のある講座、サービス等の拡大とともに、デジタルデバイドの解消に努めていただ

きたい。なお、デジタル化に対する不安要素の一つであるセキリュティー対策、防犯対策につ
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いても重点をおいていただきたい。【大野先生】 

 

〇基本方針１―推進目標２「生涯スポーツの推進」（p.10） 

・新型コロナウイルス感染症の拡大による外出自粛や行動制限等による、運動不足、体重やス

トレスの増加などは、短期的な身体、精神への悪影響のみならず、中長期的な健康問題を引き

起こす要因となりうるものである。児童生徒に対する学校教育とともに生涯教育の場において

も対応を検討していくことが必要である。【大野先生】 

（関連：基本的方針５―推進目標２「健康教育の推進」） 

 

・総合型地域スポーツクラブは、スポーツに気軽に親しむ場として重要であり、今後こうした

市民の交流の場をどう増やしていくか、そして、どうまちづくりへと繋げていくか、その見通

しを持って取り組んでいくことが重要である。【草野先生】 

 

〇基本方針１―推進目標３「文化の振興」（p.14） 

・たとえオンライン開催になったとしても、市民を中心とした実行委員会が蓄積したノウハウ

を活かすなど、市民が参画意識や達成感をもてる運営形態を求めていく姿勢に敬意を表したい。

【大野先生】 

 

・コロナ禍が長引く中で困難に陥った、船橋市の音楽を中心とした文化振興の取組を復活、再

生していこうという粘り強い取組が行われていることがよく理解できた。 

さらに、学校教育との連携により将来の文化の担い手を育てるという視点は非常に重要であ

る。アーティストによる学校訪問とワークショップ、生徒の作品の展示、学校部活動との連携

事業の実施など、多彩な取組がみられ、今後、更に発展させていくことが期待される。【草野

先生】 

 

〇基本方針１―推進目標４「読書活動の推進」（p.19） 

・読書を通じた交流や人間関係づくりは生涯学習という視点から見て、とても重要である。ま

た、図書館が青少年にとっての「居場所」としての機能をもつことも重要である。その点から、

ＹＡ（ヤングアダルト）コーナーを活用した交流事業はとても期待できる取組である。今後、

更に発展してくことが望まれる。【草野先生】 

 

〇基本方針１―推進目標５「生涯活躍できる環境の充実」（p.21） 

・新型コロナウイルス感染症の長期化による生涯学習への影響、高齢化による事業の担い手の

世代交代の問題、これまで行ってきた文化イベントや事業の縮小など困難な課題に直面しつつ

も、それを乗り越えていこうとする取組や今後の見通しが示されており、将来への明るい希望

を感じることができる。 

市民大学校は、参加年代層の大幅な拡大、そして新たな学科を新設して、生涯学習の発展を

目指す試みを進めて行くということで、今後の更なる発展が期待される。【草野先生】 
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〇基本方針２―推進目標１「学校、家庭、地域の連携を強化し、地域の子供を地域で守り育て

る体制の構築」（p.24） 

・学校支援地域本部を設置している中学校区が目標までもう少しのところまで来ている。今後

は、地域とともにある学校の実現とともに、内容の充実について検討を深めていくことが重要

である。【大野先生】 

 

〇基本方針２―推進目標２「子育て支援と家庭の教育力の向上」（p.27） 

・平時においても子育てに不安を抱える保護者は少なくないなか、コロナ禍における子育てに

おいては更に不安の種が多くなることからも、家庭教育セミナーの役割、期待には大きなもの

がある。開催形態の工夫をはじめ、更なる充実を期待する。【大野先生】 

 

・報告書の冒頭にも述べられているように、多くの家庭が子育てに悩みや不安を抱えており、

その内容にも、発達に関わる問題をはじめ、学力問題、不登校やいじめ、ネット問題等多岐に

渡っている。また、そうした悩みや不安を日常的に交流し合えるような人間関係が希薄化し、

孤立化している家族も多くなっている。こうした点からみて、家庭教育や子育てに関わる学習

と交流の場が求められており、学校や公民館の取組は重要になっている。今後、こうした取組

がきっかけとなり、親同士、家庭相互間の交流を深め、支え合えるような人間関係作りへのサ

ポートをしていくことが行政にも求められている。【草野先生】 

 

〇基本方針３―推進目標１「学習指導の改善による学力の向上」（p.29） 

・全国学力・学習状況調査において船橋市の児童生徒の平均正答率は高い結果が出ているが、

この結果に一喜一憂することなく、学力の更なる向上に向け、今船橋の学校においては何をど

うしていくことが必要なのか、同調査結果の更なる分析と検討をすすめ、たゆまぬ指導方法等

の工夫、改善、実践を望む。【大野先生】 

 

〇基本方針３―推進目標２「今日的な教育課題に対応する教育の推進」（p.32） 

・成人年齢が 18 歳に引き下げられたこともあり、これまでにも増して「主権者教育」の意義

が注目されてきており、学校教育においても「主権者意識」の形成をはかることが求められて

いる。こうした課題に対して、学校現場ではどのような実践的な取組が展開されているのか、

また今後この課題についてどう取り組んでいくか、見通しをもって取り組んでいくことが必要

である。【草野先生】 

 

・気候変動問題が、人類と地球の未来に関わる重要な問題としてクローズアップされている中

で、環境教育の重要性が、かつてなく高まっている。身近な地域の環境問題を通じて、世界的

な環境問題への理解と行動を促していくような環境学習を今後進めて行くことが期待される。

【草野先生】 

 

〇基本方針４―推進目標３「生徒指導の機能の向上」（p.44） 

・スマホなど個人が携帯する通信機器が普及し、小学生でもスマホをもつようになってきた近
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年においては、ＳＮＳ等の利用に伴うトラブルも低年齢化してきている。学校では教員の世代

交代が進み、生徒理解、生徒指導のスキルアップは喫緊の課題の一つである。そのためにも幅

広い教員への支援・協力体制を充実させる必要がある。【大野先生】 

 

〇基本方針４―推進目標４「情操教育の充実」（p.47） 

・コロナ禍の中でも、音楽教育の取組が素晴らしい成果を上げていること、関係者の努力に敬

服したい。今後も、これまでの蓄積を大事にしながら、更に一層の発展を期待したい。こうし

た音楽をはじめとする学校現場での文化芸術の部活動は、教師をはじめとする関係者の多大な

努力に負うところが大きいのではないか。こうした指導者の負担を軽減していくことが必要で

ある。【草野先生】 

 

〇基本方針６―推進目標１「教職員の指導力の向上」（p.55） 

・若年層教員の資質や力量の向上が大きな課題として指摘されているが、それに関連して教員

経験が浅い若手教員同士の交流を深め、気軽に相談できる関係作りを進めて行くことが重要に

なっている。力量形成についての悩みを相談したり、それぞれの実践を紹介交流して学び合っ

ていくような「学び合い高め合う関係作り」を進めていくことが必要である。【草野先生】 

 

〇基本方針６―推進目標３「教員が子供に向き合う体制の整備」（p.59） 

・校務支援システムの導入、定着が業務の軽減化に着実につながっていることが数字となって

表れている。今後、データの整理やシステムの改善等の課題もあるようなので、セキュリティ

対策を万全にしながら、更なる改善に取り組むと同時に、学校の慣習（前例）の点検、見直し

にも取り組んでいってほしい。【大野先生】 

 

〇基本方針８―推進目標４「新しい学校体制づくりの推進」（p.78） 

・「地域に開かれた学校」から更に進んだ「地域とともにある学校」への足掛かりとなるコミ

ュニティ・スクールの導入に期待している。【大野先生】 
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