付録Ａ

ちばっ子「学力向上」総合プラン
(ファイブ・アクション)

「新 みんなで取り組む『教育立県ちば』プラン」の実現を目指し、「読書活動や体験学習を通じた
学習意欲の向上」の視点、
「子どもたちの主体的な学びを支える取組の充実」の視点、
「授業力の向上
による学びの深化」の視点、
「学力向上に係る取組の適切な評価・改善の推進」の視点と、
「信頼され
る質の高い教員の育成」の視点を含め、5 つの柱による、ちばっ子「学力向上」総合プランの各事業
を展開することにより、学力向上を図ることとしました。
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付録Ａ ちばっ子「学力向上」総合プラン

平成３１年度ちばっ子「学力向上」総合プラン
（ファイブ・アクション）
千葉県教育庁教育振興部学習指導課
「新 みんなで取り組む『教育立県ちば』プラン」の実現を目指し、「読書活動や体験学習を
通じた学習意欲の向上」
「子どもたちの主体的な学びを支える取組の充実」
「授業力の向上による学
びの深化」
「学力向上に係る取組の適切な評価・改善の推進」
「信頼される質の高い教員の育成」の
５つの視点による、ちばっ子「学力向上」総合プランの各事業を展開することにより、学力向上を
図っていきます。

Ａｃｔ．１

興味ワクワク「読書・体験学習」チャレンジプラン
（「読書活動や体験活動を通じた学習意欲の向上」の視点）

○読書活動や児童生徒の体験学習の推進
学校図書館の活用を図るとともに、児童生徒の体験学習等を推進し、学びに対する興味・関心を
高め、学習意欲の向上を図ります。
＜主な取組＞
□学校図書館の活用による学習意欲の向上
◇確かな学びの早道「読書」事業の推進
◇優良・優秀学校図書館認定事業の実施
□校種を超えた授業の実施
◇「小･中･高連携の特別授業」による体験学習の促進 ◇特別非常勤講師配置事業の実施
□児童生徒の体験学習等の推進
◇「お兄さん、お姉さんと学ぼう」事業の推進
◇学びの「総合力・体験力」コンテストの開催

Ａｃｔ．２

「子どもたちの夢・チャレンジ」サポートプラン
（「子どもたちの主体的な学びを支える取組の充実」の視点）

○子どもたちの主体的な学びを支える取組の推進
児童生徒の学校や家庭での学習環境を整備し、言語活動を重視したちばっ子の主体的な学びを
支える取組を推進します。
＜主な取組＞
□子どもたちの学びを支える取組の推進
◇千葉県学習サポーター派遣事業の充実
◇「家庭学習のすすめ」サイトの活用促進
□県独自の小・中学校に対する学習ガイドの活用
◇「ちばっ子チャレンジ１００」及び「学びの突破口ガイド」の活用（小学校）
◇「ちばのやる気」学習ガイドの活用（中学校）
□子どもたちの理科、算数・数学に関する興味・関心と知的探究心を高める取組の推進
◇「ＳＳＨ」などの活用による理数教育の充実
◇科学の甲子園・科学の甲子園ジュニア大会の開催
□社会のグローバル化に対応した教育活動の推進
◇「ＳGＨ」の活用によるグローバル教育の充実
◇子どもたちの学びを支える英語教育強化推進事業の実施
□進学指導重点校における取組の推進
◇進学指導重点校における教育活動の充実と普及
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ファイブ・アクション

組を推進していきます。

Ａｃｔ．３

子どもいきいき「授業力アップ」プラン
（「授業力の向上による学びの深化」の視点）

○授業力向上のための取組の推進
授業づくりを支援するための教員研修の基盤を整備したり、教員相互の授業参観を実施したり
するなど、教員の授業力の向上を図ります。
＜主な取組＞
□新しい時代に必要な資質・能力を育成するための授業力の向上
◇「ちばっ子の学び変革」推進事業の実施
◇「
『思考し、表現する力』を高める実践モデルプログラム」の活用促進
□授業公開等による授業力の向上
◇ちば「授業練磨の公開日」の実施 ◇「魅力ある授業づくりの達人」認定・活用事業の推進
◇「学力向上交流会」の開催
◇「私の授業レシピ（秘訣・秘伝）
」活用事業の推進

Act.4 興味ワクワク「体験学習」推進プラン（体験学習による意欲向上の視点）
「評価・改善」アクティブプラン
Ａｃｔ．４
（「学力向上に係る取組の適切な評価・改善の推進」の視点）
体験学習による意欲向上の視点から

○学力向上に向けた取組の評価・改善
全国学力・学習状況調査のデータを活用した検証を行うとともに、学力向上に係る事業評価を
行い、学力向上事業のさらなる改善を推進します。
＜主な取組＞
□全国学力・学習状況調査のデータを活用した取組の推進
◇「全国学力・学習状況調査」のデータ及び分析ツールの活用促進
◇「学力・学習状況」検証事業の推進
□学力向上に向けた施策の検証・改善
◇「学力向上推進会議」の開催
◇「高校生の基礎学力の定着」の推進

「教師力トップ」アクティブプラン

Ａｃｔ．５
（「信頼される質の高い教員の育成」の視点）
Act.5「学力向上」検証プラン（「PDCA」の視点）
「PDCA」の視点から

◇「学力向上推進会議
○信頼される質の高い教員の育成を目指した研修の推進

「千葉県教職員研修体系」に基づき、今日的な教育課題や実践的指導力の向上等に応じた研修を
行うなど、社会の変化に適切に対応できる信頼される質の高い教員の育成を図ります。
＜主な取組＞
□社会状況の変化等を踏まえた教職員研修の推進
◇「千葉県教職員研修体系」に基づく研修事業の充実・推進
◇「若手教員育成推進員」活用事業の推進
◇「教職員の資質能力向上事業」の推進
◇「指導主事等専門研修」の実施
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付録Ａ ちばっ子「学力向上」総合プラン

平成３１年度ちばっ子「学力向上」総合プラン（ファイブ・アクション）
各事業の説明
Ａｃｔ．１

興味ワクワク「読書・体験学習」チャレンジプラン

○読書活動や児童生徒の体験学習の推進
◇確かな学びの早道「読書」事業の推進
学校図書館を有効に活用した実践協力校の取組を、リーフレット等で県内に広める。
◇優良・優秀学校図書館認定事業の実施
優良・優秀学校図書館の認定や優れた事例の情報提供などを通して、一層の学校図書館の活用を図る。
◇「小･中･高連携の特別授業」による体験学習の促進
高校の教員が、小・中・義務教育・高・特別支援学校で、理科実験や社会科フィールドワークなど、様々な教科において
体験的な活動内容の授業を実施することにより、子どもたちの興味関心を高め、学習意欲の向上を図る。
◇特別非常勤講師配置事業の実施
各分野において優れた知識・技能を持つ人材を特別非常勤講師として配置し、教科の領域や総合的な学習の時間の
一部、クラブ活動等で、興味関心や多様化に応じた授業を行うことにより、児童生徒の学習意欲の向上を図る。
◇「お兄さん、お姉さんと学ぼう」事業の推進
高校生（教職希望等）が、近隣小・中学校等に出向き、キャリア教育の一環として授業支援等を行うことにより、進路意識及び
学習意欲の向上を図る。また、身近な「お兄さん、お姉さん」からの支援を受けて学習を行うことにより、児童生徒の学習意欲の
向上を図る。
◇学びの「総合力・体験力」コンテストの開催
小・中・義務教育学校の各教科等での様々な体験学習・調べ学習等の成果について収集し、コンテストを開催し、優れた取
組を実践した教職員を表彰するとともに、県内に広く紹介することにより、体験学習の推進を図る。

Ａｃｔ．２

「子どもたちの夢・チャレンジ」サポートプラン

○子どもたちの主体的な学びを支える取組の推進
◇千葉県学習サポーター派遣事業の充実
市町村立小・中・義務教育学校に、授業中の学習支援、学校教育活動の一環として行われる放課後等における児童生徒へ
の学習支援、家庭学習の充実に向けた支援等を行う退職教員等の多様な地域人材を学習サポーターとして派遣し、児童生徒
の学力向上を図る。
◇「家庭学習のすすめ」サイトの活用促進
家庭学習教材等の内容を充実させ、活用促進を図ることで、家庭学習への支援をする。また、小中学生の保護者向けリーフ
レットや家庭学習の指導事例を情報発信することにより、児童生徒の家庭学習の習慣化を図り、教員や保護者に家庭学習へ
の取組の理解を図る。
◇「ちばっ子チャレンジ１００」及び「学びの突破口ガイド」の活用（小学校）
小学校の学習教材（低学年：国語・算数、中・高学年：国語・算数・理科）の活用の促進を図るとともに、基礎・基本や、思考
力・判断力を高める問題、全国学力・学習状況調査の結果を踏まえた問題を配信し、児童のつまずきの克服を図る。
◇「ちばのやる気」学習ガイドの活用（中学校）
既存の問題冊子の適切な活用を促すとともに、県の中学生の実態を踏まえた問題冊子の改訂及び配付・公表をとおして、
生徒の知識及び技能の更なる定着や思考力、判断力、表現力等の育成を図り、県内の中学生の学力向上を図る。
◇「ＳＳＨ」などの活用による理数教育の充実
ＳＳＨ（スーパーサイエンスハイスクール）による先進的な理数教育の実践を行うとともに、ＳＳＨを核として学校種を越えた
ネットワーク体制の構築を図り、児童生徒の科学に対する興味関心を高める取組を充実させる。
◇科学の甲子園・科学の甲子園ジュニア大会の開催
科学の甲子園（ジュニア、高校）大会を開催し、理科や数学に関する競技に協働して取り組むことを通じて、理数に対する
興味関心や知的探究心を高める。
◇「ＳＧＨ」の活用によるグローバル教育の充実
ＳＧＨ（スーパーグローバルハイスクール）による先進的な教育活動や、生徒の社会課題に対する興味関心と知的探究心を
高める取組を充実させる。
◇子どもたちの学びを支える英語教育強化推進事業の実施
教員や ALT（外国語指導助手）の指導力向上のための取組等を推進し、小・中・高等学校等の各段階を通じて英語教育を
充実し、児童生徒の英語力の向上を図る。
◇進学指導重点校における教育活動の充実と普及
進学指導重点校（１０校）を指定し、主体的な学びを支える取組の推進や進学指導に重点をおいた教育活動の充実を図る
とともに、その成果の他の県立高校への普及に努める。
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Ａｃｔ．３

子どもいきいき「授業力アップ」プラン

○授業力向上のための取組の推進
◇「ちばっ子の学び変革」推進事業の実施
新学習指導要領の趣旨を踏まえ、県内の児童生徒に求められる資質・能力の育成のために「主体的・対話的で深い学び」
の実現に向けた授業改善を推進する。また、研究指定校の授業研究を進めるとともに、その成果の公表及び普及を目的とし
た公開研究会及び研修会を開催することで、教員の授業力向上を図る。
◇「『思考し、表現する力』を高める実践モデルプログラム」の活用促進
「主体的・対話的で深い学び」の実現に向けた授業改善のために、「『思考し、表現する力』を高める実践モデルプログラム」
の活用を推進するとともに、「『思考し、表現する力』を高める実践モデルプログラム」を活用した授業実践資料等について広く
公表することで、教員の授業力向上を図る。
◇ちば「授業練磨の公開日」の実施
「学力向上月間」を中心に、県内全ての学校で授業公開研究を実施し、教員の授業力向上を図る。
◇「魅力ある授業づくりの達人」認定・活用事業の推進
小学校の国語・算数・社会・理科・音楽・図工・ＩＣＴ活用等の達人を認定し、「主体的・対話的で深い学び」の実現に向けた
授業改善等、地域の教員の授業力向上のための活用を図る。
◇「学力向上交流会」の開催
「魅力ある授業づくりの達人」等の優れた授業実践や推進実践校における研究成果など、指導技術や教材を紹介し合い、
学力向上について協議し、「ちばっ子『学力向上』総合プラン」の施策の進捗状況を確認するとともに、その普及を図る。
◇「私の授業レシピ（秘訣・秘伝）」活用事業の推進
公立高校で学習指導を工夫するなど、特に優れた授業を実践している教員の指導技術等をまとめた資料や指導案等を
データベース化して提供することにより、教師力・授業力の向上を図る。

Ａｃｔ．４

「評価・改善」アクティブプラン

○学力向上に向けた取組の評価・改善
◇「全国学力・学習状況調査」のデータ及び分析ツールの活用促進
全国学力・学習状況調査のデータ活用を促進するため、県独自の分析ツールを作成・配付し、各学校での結果分析を
支援し、学校内での情報共有や改善取組の実現を図る。また、県全体の分析結果をリーフレットや報告書にまとめ、各学校の
指導改善等を促進する。
◇「学力・学習状況」検証事業の推進
検証協力校(１５校)と連携し、全国学力・学習状況調査のデータ等を活用しながら、学力向上に向けた取組や各学校に
おける継続的な検証改善サイクルを確立し、その成果の普及を図る。
◇「学力向上推進会議」の開催
「学力向上プロジェクトチーム会議」（庁内関係課により設置）での「総合プラン各事業評価」に対し、「学力向上推進会議」
において評価を行うとともに、教育施策・事業に対する幅広い意見を聴取し、学力向上事業のさらなる改善を図る。
◇「高校生の基礎学力の定着」の推進
基礎学力の定着に向けて、授業や自学などのＰＤＣＡサイクルを確立し、その成果の普及を図る。

Ａｃｔ．５

「教師力トップ」アクティブプラン

○信頼される質の高い教員の育成を目指した研修の推進
◇「千葉県教職員研修体系」に基づく研修事業の充実・推進
教職キャリアステージに応じた能動的な研修や地域に根ざした研修、経験年数に応じた「初任者研修」や「中堅教
諭等資質向上研修」等により、信頼される質の高い教職員の育成を図る。
◇「若手教員育成推進員」活用事業の推進
豊かな教職経験を有する者を「若手教員育成推進員」に委嘱し、地域に根ざした研修会を展開し、若手教員の育成を図
る。
◇「教職員の資質能力向上事業」の推進
教育公務員特例法の改正に伴い策定した教員等の育成に係る指標と、当該指標を踏まえた「千葉県教職員研修体系」を
周知し、教職員の資質能力向上を図る。
◇「指導主事等専門研修」の実施
小中学校国語科、算数数学科担当指導主事等の資質能力の向上を目的とした研修会を開催し、指導主事等の学校訪問
等における指導、助言の充実を図り、教員の授業力向上を推進する。

千葉県教育庁教育振興部学習指導課
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付録Ｂ

総合教育会議のまとめ

【平成３０年度千葉県総合教育会議 実施状況】
テーマ

グローバル化に対応できる人づくりに向けて

（開催日時）
第１回会議

平成３０年７月１８日（水）
午後１時から２時
・意見交換
「２０２０東京オリンピック・パラリンピック」に
向けた教育的取組について
・テーマ設定 「グローバル化に対応できる人づくりに向けて」

第２回会議

平成３１年１月９日（水）
午後２時から３時
・意見交換
「グローバル化に対応できる人づくりに向けて」

（会議構成員）
知

事

森田

健作

教育委員会 教育長

澤川

和宏

教育委員会 委 員
（教育長職務代理者）

金本

正武

教育委員会 委

員

京谷

和幸

教育委員会 委

員

佐藤

眞理

教育委員会 委

員

井出

元

教育委員会 委

員

岡本

毅
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総合教育会議のまとめ

「グローバル化に対応できる人づくりに向けて」
平成３１年３月１４日
千 葉 県 総 合 教 育 会 議

今年度の総合教育会議では、「グローバル化に対応できる人づくりに向けて」
をテーマに協議を行ったところ、以下の３つの視点に基づいて、子どもたちに
向けた教育的取組を行うことで意見の一致をみた。

（１）子どもたちの「思いやり」や「おもてなし」の心を育成する教育の推進
（２）子どもたちが多様な価値観や文化を尊重し、外国人と主体的に
コミュニケーションを図ることができる教育の推進
（３）子どもたちがスポーツの魅力に触れ、言語や障害の壁を越えて交流する
ことができる教育の推進

取組の詳細については、次ページ以降に掲載する。

なお、
・

上記（１）～（３）の視点については、子どもたちだけではなく、

教職員や保護者など、全世代について必要なものである
・

取組の効果をさらに高めていくためにも、今後、子どもたちの育成を

図っていく中で、その他の世代への取組も検討し、進めていく
ことがあわせて合意された。
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（１）子どもたちの「思いやり」や「おもてなし」の心を育成する教育の推進
・ 千葉県を訪れる方を「おもてなし」の心で温かく迎え入れることが
できる子どもたちの育成
・ 困っている方や障害者の気持ちを思いやった行動ができる子どもたち
の育成
etc.
＜主な取組＞
ア 「思いやり」や「おもてなし」の心を育成する道徳教育の推進
第３期千葉県教育振興基本計画の策定を視野に入れつつ、学習指導要領の改
訂及び「特別の教科 道徳」の趣旨を踏まえ、千葉県道徳教育の基本方針を改
訂する。
また、これからの社会において真の国際人として活躍できる人材の育成を
めざし、これまで培ってきた道徳性を土台として、オリンピック・パラリンピ
ック教育と連動しながら、教材を作成・配付し、社会参画、思いやり、国際親
善や郷土愛に寄与する心情や態度を育成する。

イ

子どもたちのボランティア精神や共生の心を育む教育の充実
地域のスポーツ大会に運営スタッフとして参加したり、障害者スポーツの体
験などを通じて、子どもたちのボランティア精神や他者を理解する心を育成す
ることができるような教育を拡充する。

ウ

子どもたちのボランティア体験機会の充実
年齢制限などにより東京２０２０大会の都市ボランティアとして活動でき
ない子どもたちが、ボランティアに参加・体験できる機会の充実を図る。

エ

特別支援教育における交流及び共同学習などの充実
特別支援学校に在籍する子どもたちが、居住地の学校の学習や行事に
参加したり、特別支援学校と近隣の学校が共に行事に取り組むなど、子どもた
ちが障害の有無に関わらず互いに理解し合い、共に支え合う心を育む機会の充
実を図る。

オ

子どもたちの福祉活動への支援
地域ボランティア活動、高齢者や障害者との交流活動等を積極的に行う「福
祉教育推進校」を指定し、子どもたちの他者を思いやる意識の向上や、福祉教
育の普及・促進を図る。
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（２）子どもたちが多様な価値観や文化を尊重し、外国人と主体的にコミュニ
ケーションを図ることができる教育の推進
・ 自国や自分が住んでいる地域の歴史や伝統・文化の魅力について理解
するとともに、自分とは異なる価値観や文化を尊重し、それを受け入れる
ことができる子どもたちの育成
・ グローバルな視点で外国人と主体的にコミュニケーションを図ること
ができる子どもたちの育成
etc.
＜主な取組＞
ア 自国や他国の歴史や伝統文化についての理解を深める教育の充実
子どもたちが自国と他国の関係に目を向けて、歴史や伝統文化について
理解を深めることができるような教育として、茶道や華道の作法を学習し
たり、外国人に対して郷土の伝統行事を紹介したりすることを充実する。

イ

県内を訪れた海外の学校と県内学校との交流
子どもたちの国際感覚や異文化理解を醸成するため、訪日教育旅行で千葉
県を訪れた海外の学校と、千葉県内の学校との交流機会を拡充する。

ウ

高校生と外国人研修生との交流
県内の高校生の外国への理解を深めるため、ジェトロ・アジア経済研究所
の外国人研修生が、県内の高校で自国の文化等について、英語で特別講義を
行う。

エ

千葉の文化的魅力に触れる機会の充実
千葉県の文化的魅力を次世代に継承していくために、
「ちば文化資産」を
活用して、子どもたちをはじめとした多くの県民が千葉の文化的魅力に触
れることができる機会を充実する。

オ

千葉の子どもたちの英語力を向上させるための学習法開発や研修等の充実
第３期千葉県教育振興基本計画の策定並びに新学習指導要領の全面実施
を視野に、小中高一貫した千葉県英語教育推進プラン（仮称）を策定し、英
語を使って自己の考え等を主体的に発信する力のある児童生徒の育成や英
語科教員の英語力強化を図る。

カ

外国語教育及び国際理解教育の充実
グローバル化に対応した学校教育を一層推進するため、県立学校及び私立
学校における外国語指導助手（ＡＬＴ）の増員を図る。
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（３）子どもたちがスポーツの魅力に触れ、言語や障害の壁を越えて交流する
ことができる教育の推進
・ スポーツを介して、自分とは異なる人々とふれあい、つながることので
きる子どもたちの育成
・ 言語や国籍、障害といった様々な壁を越えた交流を可能にするスポーツ
の魅力を理解できる子どもたちの育成
etc.

＜主な取組＞
ア 国際大会観戦・応援機会の支援
小・中・特別支援学校の児童・生徒等を対象に、東京２０２０大会の県内
開催競技への理解・関心を深め、更なる機運醸成を図るため、各種国際大会
の観戦実施及び事前・事後の学習を支援する。

イ

スポーツを通じて様々な人との交流を図る教育の充実
授業の中で車椅子スポーツを体験したり、国際パラリンピック委員会公認
教材を活用した学習をしたりする等、子どもたちがスポーツの魅力に触れ、
スポーツを通して言語や国籍、障害といった様々な壁を越えた交流ができる
ような学習を充実する。

ウ

特別支援学校を拠点とした障害者スポーツ振興の充実
特別支援学校を拠点として、地域の小・中学生等と一緒にアスリートによ
る講演や模範プレーを見たり、交流試合を行ったりする等、特別支援学校と
地域の学校、スポーツ団体等の関係機関と連携を図りながら、障害について
の理解を深めるとともに、障害者スポーツを振興・普及する。

エ

オリンピアン、パラリンピアン等による特別授業等の実施
関係機関との連携等により、オリンピアン、パラリンピアン等が子どもた
ちにオリンピックやパラリンピックの価値等を伝える特別授業等を実施す
る。

オ

県内開催競技団体との連携による競技の普及
子どもたちの県内開催競技に対する理解・関心を高め、大会に向けた機運
を醸成するため、競技団体と連携して、学校訪問を実施する。

カ

障害者スポーツの魅力を伝えるイベントの実施
障害者スポーツの魅力を伝えるとともに、障害への理解を深める契機と
するため、県内開催競技の紹介や、アスリートとの交流事業、体験会等を実
施する。
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付録Ｃ

教育委員会の組織

教育委員会は、平成３１年 4 月 1 日現在で、本庁 2 部 1３課、5 教育事務所、県立中学校 2 校、
県立高等学校 12２校、県立特別支援学校 36 校、学校以外の県立教育機関 10 機関*1 に改編し、そ
の詳細は次ページのとおりです。

*1

指定管理者制度導入施設を除く。

- 117 -

平成31年度教育委員会組織図
教育総務課
総務班
委員会室
人事給与室
文書・情報室

企
画
管
理
部

葛南教育事務所
東葛飾教育事務所
北総教育事務所
東上総教育事務所
南房総教育事務所

県立学校
中学校
高等学校
特別支援学校

2校
122校
36校

教育政策課
教育立県推進室
高校改革推進室
教育広報室
財務課
予算班
育英班
財務指導室
教育施設課
企画調整班
施設・管理班
建築班
土木班
設備班

教
育

福利課
経理・貸付班
年金班
給付班
厚生班

委
員
（

会
教
育

教
育
次
長

生涯学習課
総務班
学校・家庭・地域連携室
社会教育振興室

長
・
委
）

員

教
育
振
興
（

部

）

学
校
危
機
管
理
監

学習指導課
学力向上室
教育課程室

総合教育センター

児童生徒課
生徒指導・いじめ対策室
人権教育班

子どもと親のサポートセンター

特別支援教育課
教育支援室
教育課程指導室
特別支援学校整備室
教職員課
管理室
免許班
人事室
任用室
学校安全保健課
安全室
保健班
給食班

附属機関
生涯学習審議会（生涯学習課）
社会教育委員（生涯学習課）
産業教育審議会（学習指導課）
教科用図書選定審議会（学習指導課）
いじめ対策調査会（児童生徒課）
公立学校職員健康審査会
（学校安全保健課）
文化財保護審議会（文化財課）
スポーツ推進審議会（体育課）
図書館協議会(中央図書館）
博物館協議会（中央博物館）

さわやかちば県民プラザ
中央図書館
西部図書館
東部図書館
※手賀の丘少年自然の家
※水郷小見川少年自然の家
※君津亀山少年自然の家
※東金青年の家
※鴨川青年の家

美術館
中央博物館
現代産業科学館
関宿城博物館
※房総のむら

文化財課
学芸振興室
指定文化財班
埋蔵文化財班
文化財普及・管理班
発掘調査班
四街道分室
森宮分室
柏の葉分室
体育課
施設・調整班
学校体育班
スポーツ推進室
ちばアクアラインマラソン準備室
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大利根分館
大多喜城分館
分館海の博物館

※総合スポーツセンター
※国際総合水泳場

※は指定管理者制度による

索 引
※ 斜体数字 のページには、事業の詳細が記載されています。
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