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■千葉市教育行政年表 

年 学校教育関係 生涯学習関係その他 

明治６年 ・16 小学校開校 新宿小学校、本町小学校、寒川小学

校、登戸小学校、蘇我小学校、都小学校、検見川小学

校、稲毛小学校、畑小学校、犢橋小学校、幕張小学校、

生浜小学校、椎名小学校、白井小学校、更科小学校、

土気小学校 

 

 

明治７年 ・４小学校開校 都賀小学校、園生小学校、横戸小 

学校、誉田小学校 

 

 

明治10年 ・１小学校開校 千城小学校  

明治14年 ・１小学校開校 長作小学校  

明治17年 ・１小学校開校 若松小学校  

昭和３年 ・１小学校開校 院内小学校  

昭和11年 ・千葉工業学校創立  

昭和14年 ・千葉工業学校を県立移管  

昭和16年 ・国民学校令が公布 

・各小学校を国民学校と改称 

・千葉高等女学校創立 

 

 

昭和22年 ・教育基本法、学校教育法が公布・施行 

・国民学校を小学校として設置 

・13中学校開校 加曽利中学校、末広中学校、葛城中学 

校、緑町中学校、小中台中学校、花園中学校、犢橋中学 

校、幕張中学校、生浜中学校、誉田中学校、白井中学 

校、更科中学校、土気中学校 

 

 

昭和23年 ・１中学校開校 椿森中学校 

・商業高等学校、女子高等学校を設置（改称） 

・教育委員会法が公布・施行 

・市教育委員会を設置 

昭和24年  ・千葉公園スポーツ施設（野球場）を開設 

昭和25年 ・商業高等学校、女子高等学校(現千葉東高等学校)が県

立移管 

 

 

昭和26年 ・３小学校開校 大森小学校、稲丘小学校、坂月小学校 ・千葉市ＰＴＡ連絡協議会が結成 

昭和27年 ・２中学校開校 新宿中学校、蘇我中学校  

昭和28年 ・２小学校開校 弥生小学校、花園小学校  

昭和29年 ・特殊学級（特別支援学級）を大森小学校、末広中学校 

に設置（以降、必要校に順次設置） 

・小学校音楽発表会を開始 

・幕張公民館、花園公民館、犢橋公民館を設置 

・児童会館（中央区通町公園内）に児童図書を設置 

昭和30年 ・文集「ともしび」を創刊 ・千葉市青少年問題協議会を設置 

昭和31年 ・１小学校開校 轟町小学校 

・養護学級を新宿小学校に設置 

・地方教育行政の組織及び運営に関する法律が 

公布・施行（教育委員会法が廃止） 

・千葉公園スポーツ施設（体育館）を開設 

昭和33年 ・２小学校開校 鶴沢小学校、平山小学校 

・総合展を開始 

・千葉市子ども会連絡会が結成 

昭和34年 ・１小学校開校 松ケ丘小学校 

・１高等学校開校 千葉高等学校 

・言語治療教室を院内小学校に開設 

・巡回文庫を開始 

・青少年育成委員会結成(葛城中学区、幕張中学区） 

昭和35年  ・松ケ丘公民館、検見川公民館を設置 

・千葉公園スポーツ施設（水泳プール）を開設 

昭和36年 ・１中学校開校 轟町中学校 ・轟公民館を設置 

昭和37年 ・１中学校開校 松ケ丘中学校 ・移動図書館車巡回を開始 

昭和38年  ・小中台公民館、更科公民館を設置 
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年 学校教育関係 生涯学習関係その他 

昭和39年 ・４小学校開校 宮崎小学校、緑町小学校、川戸小学校 

、山王小学校 

・１特別支援学校開校 養護学校 

・読書感想文集を創刊 

・南部児童文化センターを設置 

・武道館、犢橋公園野球場を開設 

昭和40年 ・２小学校開校 小中台小学校、大宮小学校 

・「わたしたちの千葉市」を創刊 

・稲毛公民館を設置 

・青少年補導センターを開設 

・社会センターが開館 

昭和41年 ・１幼稚園開園 土気幼稚園 

・４小学校開校 小倉小学校、千草台小学校、 

稲毛第二小学校、あやめ台小学校 

・３中学校開校 川戸中学校、稲毛中学校、千草台中学 

 校 

・市教育研究会が発足 

・加曽利貝塚博物館が開館 

昭和42年 ・１小学校開校 星久喜小学校 

・新港学校給食センターを開設（市内全中学校の完全給

食実施） 

・郷土館が開館、生浜公民館を設置 

昭和43年 ・３小学校開校 幕張東小学校、花見川第一小学校、 

花見川第二小学校 

・１中学校開校 花見川第一中学校 

・誉田公民館を設置 

昭和44年 ・２小学校開校 幸町第一小学校、幸町第二小学校 

・１中学校開校 幸町第一中学校 

・子ども詩集「ともしび」を創刊 

・中学校音楽発表会を開始 

・神明公民館、椎名公民館、土気公民館を設置 

・幸町公園水泳プールを開設 

昭和45年 ・４小学校開校 弁天小学校、桜木小学校、千城台北小 

学校、千城台西小学校 

・１中学校開校 千城台西中学校 

・千葉高等学校に「理数科」設置 

・市立図書館網計画を策定 

昭和46年 ・１小学校開校 宮野木小学校 

・１中学校開校 星久喜中学校 

・葛城公民館、宮崎公民館を設置 

昭和47年 ・８小学校開校 生浜西小学校、仁戸名小学校、  

こてはし台小学校、花見川第三小学校、西小中台小学 

校、さつきが丘東小学校、さつきが丘西小学校、 

高洲第一小学校 

・３中学校開校 こてはし台中学校、さつきが丘中学校

、高洲第一中学校 

・教育研究所が開所 

・塩田学校給食センターを開設 

・千城台公民館を設置  

・高洲市民プール（体育館、水泳プール）を開設 

・青少年補導センター西分室を開設 

・稲毛図書館（旧北部図書館）が開館 

・千葉市立図書館協議会が発足 

・国際図書年記念昭和 47年度全国図書館大会が本市

で開催 

昭和48年 ・11小学校開校 高洲第二小学校、北貝塚小学校、 

大巌寺小学校、幕張西小学校、大宮台小学校、 

草野小学校、柏台小学校、花見川第四小学校、 

千城台東小学校、真砂第一小学校、真砂第二小学校 

・３中学校開校 大宮中学校、草野中学校、真砂第一中学

校 

・末広公民館、白井公民館を設置 

・南部青少年センターを開設 

・みやこ図書館白旗分館（旧南部図書館）が開館 

・高原千葉村がオープン 

昭和49年 ・６小学校開校 千城台南小学校、小中台南小学校、 

幸町第三小学校、真砂第三小学校、真砂第四小学校、

高洲第三小学校 

・２中学校開校 真砂第二中学校、幕張西中学校 

・市教育委員会三部制(教育総務・学校教育・社会教

育)設置 

・椿森公民館、川戸公民館を設置 

・若葉図書館(旧東部図書館)、緑図書館土気図書室

が開館（室） 
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年 学校教育関係 生涯学習関係その他 

昭和50年 ・４小学校開校 千草台東小学校、高洲第四小学校、 

真砂第五小学校、高浜第一小学校 

・３中学校開校 都賀中学校、千城台南中学校、 

高洲第二中学校 

・花見川公民館を設置 

・みつわ台第２公園スポーツ施設（野球場、庭球場、

水泳プール）を開設 

・高原千葉村に「青少年自然の家」完成 

昭和51年 ・４小学校開校 稲浜小学校、作新小学校、花見川第五 

小学校、みつわ台北小学校 

・加曽利公民館を設置 

昭和52年 ・４小学校開校 誉田東小学校、幸町第四小学校、大木戸

小学校、千城台旭小学校 

・１中学校開校 みつわ台中学校 

・こてはし学校給食センターを開設 

・星久喜公民館を設置 

昭和53年 ・２小学校開校 柏井小学校、みつわ台南小学校 

・２中学校開校 緑が丘中学校、花見川第二中学校 

・１特別支援学校開校 第二養護学校 

・大宮公民館を設置 

・稲毛海浜公園スポーツ施設（庭球場）を開設 

・花見川図書館（旧こてはし図書館）が開館 

昭和54年 ・５小学校開校 若松台小学校、幕張南小学校、高浜第二 

小学校、都賀の台小学校、磯辺第一小学校 

・３中学校開校 天戸中学校、若松中学校、高浜中学校 

・１高等学校開校 稲毛高等学校 

・千草台公民館を設置 

・古市場公園スポーツ施設(水泳プール)、稲毛海浜

公園スポーツ施設（野球場）を開設 

・花見川図書館花見川団地分館（旧こてはし図書館

花見川分館）が開館 

昭和55年 ・１小学校開校 磯辺第二小学校 

・２中学校開校 幸町第二中学校、磯辺第一中学校 

・さつきが丘公民館、こてはし台公民館を設置 

・稲毛海浜公園スポーツ施設(高浜庭球場)、北谷津

温水プールを開設 

・若葉図書館西都賀分館、美浜図書館（旧高洲図書

館）が開館 

昭和56年 ・２小学校開校 上の台小学校、磯辺第三小学校 

・１中学校開校 山王中学校 

・草野公民館、幕張西公民館を設置 

・みつわ台第２公園スポーツ施設(体育館)、古市場

公園スポーツ施設（野球場）を開設 

昭和57年 ・４小学校開校 源小学校、越智小学校、高浜第三小学

校、磯辺第四小学校 

・１中学校開校 稲浜中学校 

・若葉給食センターを開設 

・みつわ台公民館を設置 

・古市場公園スポーツ施設（庭球場）、稲毛ヨットハ

ーバーを開設 

昭和58年 ・１小学校開校 朝日ケ丘小学校 

・１中学校開校 朝日ケ丘中学校 

・郷土館が郷土博物館と名称変更し、博物館として登録 

・長作公民館、若松公民館を設置 

昭和59年 ・２小学校開校 生浜東小学校、泉谷小学校 

・４中学校開校 貝塚中学校、越智中学校、磯辺第二中 

 学校、泉谷中学校 

・教育センター庁舎が竣工・開所 

・山王公民館、磯辺公民館を設置 

昭和60年 ・２小学校開校 土気南小学校、西の谷小学校 ・都賀公民館、緑が丘公民館を設置 

・補導センター南分室を開設 

・埋蔵文化財調査センターを開設 

昭和61年 ・ＣＡＩシステムを設置 ・稲浜公民館を設置 

昭和62年 ・ＡＬＴの派遣を開始 

・教室改善対策事業開始 

・朝日ケ丘公民館、幸町公民館を設置 

・千葉公園スポーツ施設(球技場、庭球場)、青葉の

森スポーツプラザを開設 

昭和63年 ・１中学校開校 幕張本郷中学校 

・教育相談指導教室を緑町中学校に設置 

・高浜公民館を設置 

・有吉公園スポーツ施設(野球場、庭球場、水泳プー

ル)を開設 

・図書館コンピュータシステムの導入・オンライン

化（平成 11年まで） 
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平成元年  

 

・越智公民館を設置 

・宮野木スポーツセンター(体育館、野球場、庭球場) 

 を開設 

・補導センター東分室を開設 

・みやこ図書館が開館 

・文化振興財団発足 

平成２年 ・外国人児童生徒指導協力員派遣を開始 

・稲毛高等学校に「国際教養科」を設置 

 

 

平成３年 ・１小学校開校 小谷小学校 

・１中学校開校 土気南中学校 

・中学校全体にコンピュータシステム配備に着手 

・千葉ポートアリーナを開設 

・スポーツ振興財団発足 

平成４年 ・学校週５日制がスタート ・古市場公園スポーツ施設(体育館、多目的広場） 

を開設 

平成５年 ・２小学校開校 大椎小学校、有吉小学校 

・地域ぐるみ教育推進事業を開始 

・教育委員会社会教育部を生涯学習部に改称 

・千葉市生涯学習審議会を条例設置 

・稲毛海浜公園スポーツ施設（屋内運動場）を開設 

・緑図書館あすみが丘分館が開館 

・教育広報紙「教育だより ちば」を創刊 

・「ふれあいパスポート」を配布開始 

平成６年 ・｢輝けわたしたちの学校」発刊 ・幕張本郷公民館を設置 

平成７年 ・１小学校開校 打瀬小学校 

・１中学校開校 打瀬中学校 

・学校週５日制により、月２回土曜休業 

・美術館開館 

平成８年 ・スクールカウンセラーを配置 

・養護教育センターが開所 

・生涯学習推進計画（第１次）を策定（３月） 

・桜木公民館を設置 

・古市場公園スポーツ施設（相撲場）を開設 

・補導センター北分室を開設 

・旧生浜町役場庁舎一般公開 

平成９年 ・３小学校開校 金沢小学校、あすみが丘小学校、扇田

小学校 

・１中学校開校 有吉中学校 

・千葉市教育史「資料編」（全４巻）を刊行 

・千葉市ゆかりの家・いなげ一般公開 

平成10年 ・１小学校開校 瑞穂小学校 

・１中学校開校 大椎中学校 

・心の教室相談員を配置（平成 16年まで） 

 

平成11年 ・学校における教育情報ネットワーク（Cabinet） 

の拠点を整備し、運用を開始 

・こてはし温水プールを開設 

平成12年 ・学校図書館指導員を全小学校に配置 

・千葉市教育史｢通史編｣(全２巻)、｢写真編｣を刊行 

・千葉市学校教育改革会議（～平成 14年３月） 

・緑図書館が開館 

平成13年 ・１小学校開校 海浜打瀬小学校 

・農山村留学（長野県）を開始 

・生涯学習推進計画（第２次）を策定（３月） 

・生涯学習センターが開館 

・花島公園スポーツ施設（庭球場）を開設 

・中央図書館が開館 

平成14年 ・学校完全週５日制により、土曜休業 

・小学校英語活動を開始（６学年） 

・打瀬公民館を設置 

・稲毛海浜公園スポーツ施設（球技場）を開設 

・美浜図書館打瀬分館が開館 

・子育て情報紙「いきいき子育て」を創刊 

平成15年 ・学校・家庭・地域連携まちづくり推進事業を開始 

・適応指導教室（ライトポート花見川）が開所 

・中田スポーツセンター(球技場､多目的運動場)、花

島公園スポーツ施設（球技場）を開設 
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平成16年 ・学校２学期制を実施 

・市学力状況調査を開始 

・適応指導教室（ライトポート若葉）が開所 

・特別支援教育指導員配置事業を開始 

・神明公民館を名称変更及び移転改築し、新宿公民

館を設置 

・青少年サポート事業を開始 

・子ども読書活動推進計画を策定（３月） 

・白井公民館・若葉図書館泉分館新設 

平成17年 ・１幼稚園閉園（３月） 土気幼稚園 

・１小学校開校 おゆみ野南小学校 

・学校セーフティウォッチ事業を開始 

・農山村留学（６学年)、移動教室（５学年)、長柄げん

きキャンプを開始 

・スクールカウンセラーを全中学校に配置 

・新港学校給食センターを休止、塩田学校給食センター

を廃止（３月） 

・大宮学校給食センターを開設 

・花島公園スポーツ施設(体育館、弓道場)、千葉ア

イススケート場（アクアリンクちば）を開設 

・千葉市少年自然の家を設置 

・白井公民館・若葉図書館泉分館新築 

平成18年 ・２小学校閉校（３月） 花見川第四小学校、 

花見川第五小学校 

・２小学校開校 花島小学校（花見川第四小学校と 

花見川第五小学校の統合校)、美浜打瀬小学校 

・フレンドリーチューターを配置 

・小学校英語活動を拡充（５・６学年） 

・中学校校内ＬＡＮの運用を開始 

・適応指導教室（ライトポート中央）が開所 

・幼児教育支援センターの運営を開始 

・教育基本法が改正され、公布・施行 

・生涯学習推進計画（第３次）を策定（３月） 

・おゆみ野公民館を設置 

・中田スポーツセンター（野球場、グラウンドゴル

フ場、庭球場）を開設 

・若葉図書館泉分館が開館 

平成19年 ・１中学校開校 稲毛高等学校附属中学校(中高一貫教

育の実施） 

・千葉高等学校「単位制」を導入 

・教育相談ダイヤル 24を開始 

・理科支援員等を配置 

・スーパーバイザーを配置 

・学校教育法（一部改正）の施行により特別支援教育へ

転換 

・｢千葉市学校教育推進計画｣懇話会を設置(～20年) 

・全国学力・学習状況調査開始 

・図書館システムを更新（インターネット予約サー

ビスの提供など） 

・科学館（Qiball）が開館 

・千葉市放課後子どもプラン推進委員会設置、全小

学校で、放課後子ども教室推進事業の開始 

平成20年 ・千葉高等学校改築（小中台校舎へ） 

・教職員へルシーシステムを整備 

・青少年育成行動計画を策定（３月） 

・千葉市民ゴルフ場を開設 

・「青少年の日」及び「家庭・地域の日」を制定 

平成21年 ・千葉市学校教育推進計画を策定（３月） 

・教員免許更新制の導入 

・適応指導教室（ライトポート美浜）が開所 

・全小・中・特別支援学校の図書室にエアコンを設置 

・打瀬中学校第二グラウンド整備 

・桜木公民館図書室開室（４月） 

・生涯学習センター入館者 1000万人達成（４月） 

平成22年 ・地上デジタル対応テレビを全普通教室に設置 

・電子黒板を全校に設置 

・こてはし学校給食センターを休止（10月） 

・新港学校給食センターを開設（10月） 

・アクアリンクちば入場者 100万人達成（２月） 

・こども未来局の創設決定（３月）、青少年課移管 
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年 学校教育関係 生涯学習関係その他 

平成23年 ・６小学校閉校(３月) 高洲第一小学校、高洲第二小学 

校、真砂第一小学校、真砂第二小学校、真砂第三小学 

校、真砂第四小学校 

・２中学校閉校(３月) 真砂第一中学校、真砂第二中学校 

・３小学校開校 高洲小学校(高洲第一小学校と高洲第二

小学校の統合校)、真砂東小学校（真砂第一小学校と

真砂第四小学校の統合校)、真砂西小学校（真砂第二

小学校と真砂第三小学校の統合校) 

・２中学校開校 真砂中学校（真砂第一中学校と真砂第二 

中学校の統合校)、おゆみ野南中学校 

・適応指導教室(ライトポート緑)が開所（10月） 

・新学習指導要領を小学校で全面実施 

・生涯学習推進計画（第４次）を策定（３月） 

・スポーツ振興計画を策定（３月） 

・子ども読書活動推進計画(第２次)を策定（３月） 

 

平成24年 ・２小学校閉校（３月） 高浜第二小学校、高浜第三小 

学校 

・１小学校開校 高浜海浜小学校（高浜第二小学校と 

高浜第三小学校の統合校） 

・新学習指導要領を中学校で全面実施 

・市民局生活文化スポーツ部創設（３月）、社会体育 

課移管 

平成25年 ・４小学校閉校（３月） 磯辺第一小学校、磯辺第二小 

学校、磯辺第四小学校、幸町第四小学校 

・２中学校閉校(３月) 磯辺第一中学校、磯辺第二中学校 

・１小学校開校 磯辺小学校（磯辺第一小学校と 

磯辺第二小学校、磯辺第四小学校の統合校） 

・幸町第一小学校と幸町第四小学校が統合（平成 27年度 

に幸町第二小学校と統合予定） 

・１中学校開校 磯辺中学校（磯辺第一中学校と磯辺第二 

中学校の統合校) 

・１特別支援学校開校 高等特別支援学校（旧真砂第二

小学校の一部を活用） 

 ※養護学校真砂分校も併設 

・スクールソーシャルワーカーの設置 

・教育みらい夢基金創設（３月） 

 

※ 学校教育法（昭和 22 年法律第 26 号）施行時点に設置されていた学校及び法施行以降設置された学校を掲載している。また、法施行以前

の学校（尋常小学校等）を前身とする学校については、基本的にその前身の学校の創立年を表記している。なお、開校時と現在の学校名が

異なる学校があるほか、町村合併等に事由により本市の学校となった学校があるが、現在の学校名で表記している。 
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