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市教育委員会では、教育方針を実現するため後期基本計画に基づき様々な施策に
取り組んでいます。
中でも、通学路の安全対策については、ＰＴＡの協力のもと、関係各課と横断的

な連携を図り、通学路の安全点検・確保を行っています。
不登校対策では、市内全小中学校で「Ｑ-Ｕ」テストを実施し、新たに、教育相

談員が家庭訪問や学校訪問に出向く体制を整えました。
また、個に応じたきめ細かな教育を行うため、補助教員や介助員を配置していま

す。
生涯学習の分野では、市内の６２の文化団体が加盟した「文化団体協議会」が設

立し、市の文化芸術活動を支え振興を図る基盤ができました。さらに、スポーツ推
進委員が中心となり設立した、障害児者のための「しろいチャレンジド・スポーツ
クラブ」は、県内初の取り組みとして注目されており、このように、市民の自主的
な活動の裾野が着実に広がっています。
さて、今日の我が国においては、子ども達を取り巻く社会情勢や教育環境はめま

ぐるしく変化し、国会では、いじめ防止対策推進法の施行や教育委員会制度の改革
が検討され、教育をめぐる環境はますます多様化しています。
このような中、本市の第４次総合計画が来年度で終了するため、次の１０カ年に

向けた新たな計画づくりがスタートします。ともすれば変化を求められる時代です
が、教育の普遍的な理念を継承しつつ、時代のニーズに対応した教育施策を推進し
ていきたいと思います。

教育長あいさつ



教育総務課
総務班

教育委員会議、教育資金利子補給、
教育号運行管理

施設班

教
育
委
員
会

学校給食共同調理場 献立、調理、配送、給食費徴収、施設維持管理

教
育
委
員
会
事
務
局

学校施設維持管理、学校教材備品整備

スポーツ活動支援、学校体育施設開放、
スポーツ施設維持管理

文化班
文化センター維持管理、文化芸術振興、
文化財保護、市史編さん

教職員研修、教育相談、適応指導教室、国際理解教育、
青少年国際交流、教育情報提供、読書活動推進

生涯学習課

教育センター室

社会教育団体の育成、事業の企画運営

教
　
育
　
部

教
　
育
　
長

学習等供用施設

文化課

教
育
機
関

学校教育課
学務班

転入転出手続き、学級編成、通学区域、
教職員の任免・服務

指導班
学校教育の指導・助言、学校保健、
交通安全、学校給食

文化センター 文化会館、図書館、プラネタリウム館、郷土資料館

社会教育班 生涯学習・社会教育推進、青少年健全育成

スポーツ振興班

安全で安心に学べる教育環境の整備・充実を図り、子どもの確かな学力と豊かな心
と体を育む「生きる力」を育てる教育を推進します。
また 市民が元気に活躍できるように 生涯にわたる学習活動やスポ ツ活動 文

教育委員会の組織と主な事務

教 育 方 針

また、市民が元気に活躍できるように、生涯にわたる学習活動やスポーツ活動、文
化・芸術活動を支援します。

1 学校教育の充実 2 生涯にわたる学習活動の支援

具 体 的 な 教 育 基 本 方 針
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4 文化・芸術活動の支援3 スポーツ活動の支援

5 青少年の健全育成



事業、教育情報提供事業

●心の教育の充実

●幼児教育の推進

教育相談事業、適応指導教室事業

１．学校教育の充実
教育内容の充実を図ることで子どもの確かな学力と豊かな心と体を育むとともに、

子どもが安全で安心に学べるよう施設を整備します。また、地域に根ざした教育環境
を目指し、地域に開かれた学校づくりを推進します。

●教育・指導内容の充実

化推進事業、特別支援教育事業、学校運営支援事業、ＡＬＴ招致・配置事業、

子どもの実態把握のための調査研究事業、推進モデル校指定事業、教職員研修

【具体的事業】 補助教員配置事業、特色ある学校づくり支援事業、教育の情報

【具体的事業】

●学校施設の整備・安全対策の推進

事業、桜台小中学校給食運営事業、学校給食共同調理場老朽化対策事業

【具体的事業】 学校安全対策事業、小中学校施設改修事業、小中学校校舎増築

具体的な施策
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●開かれた学校づくりの推進

【具体的事業】

●疾病予防対策の充実

【具体的事業】 学校保健推進事業

青少年国際交流事業

●幼児教育の推進

【具体的事業】 小中学生の栄養指導事業

●食育の推進

【具体的事業】

●国際理解教育の推進

【具体的事業】

開かれた学校づくり事業

幼稚園・保育園・小学校連携事業
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地域スポーツクラブ支援事業

４．文化・芸術活動の支援
市民による文化活動を支援し 多様な文化・芸術に親しめるようにします

３．スポーツ活動の支援
より多くの市民に、スポーツに親しめる機会を提供するとともに、スポーツ技術の向

上を図ります。また、趣味や自己実現、自らの健康づくりのためだけでなく、スポーツ
を通じた地域コミュニティへの貢献を目指します。

●スポーツ活動の支援

【具体的事業】 各種大会開催事業、スポーツ指導者の養成･活用事業、総合型

●スポーツ環境の充実

【具体的事業】 学校体育施設開放事業、社会体育施設管理運営事業、白井運動

公園管理運営事業、市民プール管理運営事業

館運営事業、プラネタリウム館営繕事業

２．生涯にわたる学習活動の支援
様々な年代にわたる市民の多様なニーズに応え、生涯にわたる学習活動を支援すると

ともに、学習した成果を市民生活や市民活動などに生かせるきっかけづくりや橋渡しを
行います。
　また、学習活動をしている団体が活動しやすい環境づくりを行います。

●生涯学習活動の支援

【具体的事業】 白井市民大学校事業、公民館管理、運営事業、図書館サービス

推進事業、図書館資料整備事業、図書館電算システム運用事業、プラネタリウム

●青少年の健全育成の推進
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パク大会事業、青少年相談員活動支援事業、放課後子どもプラン事業、青少年

女性センター管理運営事業

　市民による文化活動を支援し、多様な文化・芸術に親しめるようにします。
また、郷土の歴史や文化遺産の調査・保存を推進するとともに、市民と協働しながら

文化財の保護活動を行います。

●文化・芸術活動の支援

【具体的事業】 文化を支える人材育成支援事業、市民文化祭開催事業、文化

会館自主事業運営事業

●歴史・文化財の保存と活用

【具体的事業】 市史編さん事業、文化財ガイド作成事業、文化財保存･周知

事業、郷土資料館展示･教育普及事業

事業、埋蔵文化財･文化財の記録･保護事業、市民学芸スタッフ古文書修補活動

【具体的事業】 立春式事業、青少年野外活動事業、成人式事業、子どもワン

学習機会の提供など、青少年の社会参加や活動を支援することで、青少年の健全育成
を推進します。

●子育て支援の推進

【具体的事業】 家庭教育事業、教育資金利子補給事業

５．青少年の健全育成



**************************************************************************************

■その他の教育費（特別会計）■一般会計における教育費の割合

■教育費の内訳

その他
16億3,277万6千円

（9.1％）

総務費
24億1,988万7千円

（13.4％）

民生費
52億7,080万7千円

（29.3％）

衛生費
18億5,746万5千円

（10.3％）

土木費
10億7,026万6千円

（5.9％）

消防費
11億8,979万5千円

教育費
31億4,973万6千円

（17.5％）

公債費
14億371万9千円

（7.8％）

一般会計総額

179億9,445万1千円

学校給食共同

調理場事業費

5億1,653万2千円

教 育 費
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目的別内訳 性質別内訳

予備費（給食）
300万円

（0.1％）教育総務費
5億6,019万4千円

（15.3％）

小学校費
15億2,803万8千円

（41.7％）

中学校費
2億4,080万5千円

（6.6％）

社会教育費
5億6,161万5千円

（15.3％）

保健体育費
2億5,908万4千円

（7.1％）

給食会計
5億1,653万2千円

（14.1％） 人件費
6億1,156万1千円

（16.7％）

物件費
13億6,845万9千円

（37.3％）

扶助費
2,856万9千円

（0.8％）

補助費等
4,606万3千円

（1.3％）

普通建設事業費
16億861万6千円

（43.9％）

教育費総額

36億6,626万8千円

教育費総額

36億6,626万8千円
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各年度5月1日現在

●面積：35.41平方㌔㍍
●市域：東西8.7㌔㍍、南北7.7㌔㍍、
　　　　周囲34.8㌔㍍
●市役所の位置：東経140度3分、北緯35度47分
●人口：62,512人（平成26年4月末日現在）
●世帯：24,107戸（平成26年4月末日現在）

千葉県白井市
（ちばけんしろいし）

　白井市は千葉県北西部、都心から約30㌔㍍の距離にあります。
　市の特産品は梨で、全国でも有数の産地として知られ、栽培面積と収穫量は千葉県内
で1位です。自然と都市の調和がとれた生活都市として「住んでよかった」「住み続け
たい」と言ってもらえるまちづくりに取り組んでいます。

児童生徒数の推移

白井市について

各年度5月1日現在

●小学校　児童数 ●中学校　生徒数
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3,753人

3,917人

4,068人

4,170人
4,208人

1,658人

1,684人

1,714人
1,703人

1,768人



創立年度
①児童生徒数
②学級数（うち個別支援学級数）
③県費負担教職員数

昭和10年創立 ①264 ②14(2) ③19

昭和10年創立 ①109 ②8(2) ③14

昭和53年創立 ①689 ②25(3) ③32

昭和54年創立 ①778 ②27(3) ③35

昭和54年創立 ①438 ②16(2) ③23

昭和54年創立 ①545 ②19(2) ③26

学　校　名
わ　が　校　の　特　色

小
学
校

■白井第一小学校 ｢ふるさと白井を担う、心豊かで確かな学力を身につけた子どもの育成｣を
目指しています。学力向上のために月例テストを実施したり、地域に根ざ
した環境教育に取り組んでいます。

■白井第二小学校 本校では、子どもたちの個性や自主性をのばすために和太鼓演奏・箏演
奏・朝の読書等、様々な教育活動を取り入れています。本年度は、食育の
充実とユニバーサルデザインを取り入れた授業に力をいれています。

■白井第三小学校 「One for all,All for one.」を合い言葉に、笑顔で元気な挨拶が溢れる温
かい学校づくりを進めています。子どもたちが「わかった！できた！」と
目を輝かせる授業づくりに取り組んでいます。

■大山口小学校 自己決定、自己存在感、共感的な人間関係の場をつくり、子どものやる気
スイッチを入れます。また、国語とピア・サポートを中心に、コミュニ
ケーション能力を向上させ、思いやりの共同体を目指します。

■清水口小学校 「夢を持ち自ら伸びる心豊かな子ども」の育成を目指し、－夢・こころ・
汗－というキャッチフレーズで二学期制を実施しています。また、知・
徳・体の調和のとれた教育活動に取り組んでいます。

■南山小学校 「希望の登校・満足の下校」を合言葉に、学習面、あいさつや返事等の生
活面の指導に力を入れています。今年度より「わかった」「できた」が感
じられる体育科学習」をテーマに研究を進めていきます。

学 校 紹 介

昭和60年創立 ①601 ②22(2) ③31

平成 2年創立 ①354 ②14(2) ③20

平成 6年創立 ①430 ②17(2) ③22

昭和22年創立 ①158 ②8(2) ③16

昭和54年創立 ①651 ②20(1) ③33

昭和56年創立 ①332 ②12(2) ③24

昭和59年創立 ①349 ②13(2) ③26

平成 6年創立 ①278 ②11(2) ③22
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中
学
校

■白井中学校 社会的自立を支える力を学力ととらえ、全教科でわかる授業を追究すると
ともに、ひとりひとりの人権意識を高め、認め合う集団づくりをめざしま
す。地域の支援を受け工夫した教育活動を提供します。

■大山口中学校 自他を大切にできる生徒の育成をめざしています。子どもたちひとりひと
りにとって居心地の良い学校にしていきます。ピア・サポートプログラム
の継続、実践をしています。

■南山中学校
お互いの違いや立場を尊重し、支え合い、大切にし合うことを忘れない、
そんな共生の精神がしみわたった学校づくりをしています。

■七次台中学校 ｢笑顔・感動そして思いやり～今日一日を真剣に生きる～｣をスローガンに
掲げ、自己実現を目指してたくましく生きる、人間性豊かな生徒を育成し
ていきます。

■桜台中学校 「夢を持ち自ら伸びる心豊かな生徒の育成」―夢・こころ・汗―の実現に
向けて、次の重点目標を掲げて取り組みます。「中学校生活の更なる質の
向上・読書教育の充実・学力の向上」に努めます。

■七次台小学校 「学力向上・読書・あいさつ」を重点目標にあげ「未来に夢をもつ」児童
の育成に努力しています。校舎改築も終了し、校舎内が整備されました。
児童数の増加にともない、人間関係づくりにも力を入れていきます。

■池の上小学校 「やる気みなぎる明るく楽しい学校」を目指し，二学期制による学習指導
の充実，外部講師活用の環境教育，即興、演劇指導を通した表現力の向
上，異学年交流によるｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ能力の向上に取り組んでいます。

■桜台小学校 「ふるさと桜台から輝く子どもたちを国際社会へ」をスローガンに掲げ、
教育活動に取り組んでいます。夏休みの公開講座(スペシャルスタディ)、
幼保・中・地域との交流などを通して幅広い体験をしています。
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指定 種別 名称 所在

国 建造物 滝田家住宅 平塚

建造物 延命寺観音堂 平塚

小金原のしし狩り資料 根

小金牧の牧士資料 富塚

記念物 清戸の泉 清戸

施設名 問い合わせ先

文化会館
(文化センター内)

492-1121

図書館
(文化センター内)

492-1122

郷土資料館
(文化センター内)

492-1124

プラネタリウム館
(文化センター内）

492-1125

学習等供用施設 446 1911
研修室、図書室、調理実習室、

冨士239 2

大ホール802席、
中ホール300席　他

復1148-8

最大収容冊数
500,000冊

展示室、収蔵庫

86席、ドーム直径12ｍ

市 建造物他
来迎寺の木造阿弥陀如来立像、印西牧場之真景図、今井の
水塚、中野牧野馬除土手、富塚鳥見神社本殿 他 計30件

施設の概要 所在地

指定年月日

昭和４４年　６月２０日

県

平成１４年　３月２９日

歴史資料
昭和４２年　３月　７日

昭和５０年１２月１２日

昭和４２年　３月　７日

国・県・市指定文化財

社会教育施設

学習等供用施設
(冨士センター）

446-1911

西白井公民館
(西白井複合センター内)

492-1011

白井駅前公民館
(白井駅前センター内）

497-1151

桜台公民館
(桜台センター内）

491-7111

青少年女性センター
(老人福祉センター内)

492-2022

白井運動公園 497-0222

市民プール 492-3113

中木戸公園

南山公園

七次第一公園

十余一公園

野口多目的広場 テニスコート(オムニ2面) 野口1583-1

8

流水、幼児、スライダー、
25Ｍプール

神々廻1701-1

競技広場、
テニスコート(オムニ2面）

大山口1-26

492-1111

競技広場、
テニスコート(ハード3面)

南山1-4

テニスコート(クレー2面) 清水口2-2

テニスコート(ハード2面) 桜台2-18

研修室、図書室、調理実習室、
レクホール他

桜台2-14

会議室、レクホール他 清戸766-1

陸上競技場、多目的広場、
テニスコート(オムニ6面)

神々廻1728-1

研修室、図書室、調理実習室、
レクホール他

冨士239-2

研修室、図書室、調理実習室、
レクホール他

清水口1-2-1

研修室、図書室、調理実習室、
レクホール他

堀込1-2-2
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