
千葉県教育振興基本計画関係者会議関係団体からの
「千葉県教育振興基本計画」（素案）に対する意見

第１章　計画策定の基本的な考え方

　第１節　計画策定の趣旨
意見・要望要旨

計画全体の中で生涯学習についてあまり触れられていないので、生涯学習との関係をもっ
と盛り込んでもらいたい。

「教育立県ちば」の実現とあるので、是非なんのための人づくりなのかという点を更に深
めて記載してほしい。

以前の「計画の性格」では生涯学習の理念が掲載されていました。今回はその言葉があり
ません。なぜでしょうか。文科省の第２期計画では触れられていますが。社会教育に関す
る記載が増えていたので、この計画は「生涯学習推進計画」も含むことが分かりました。
第１期の継続であるとのことですが、冒頭に生涯学習の理念に関する記載は必要だと思い
ます。

生涯学習社会の実現を目指す必要性が「地域コミュニティの形成」の中で説明されている
のに違和感を覚えます。

第２章　千葉県教育の目指す姿

　第１節　千葉県教育をめぐる現状
意見・要望要旨

社会のグローバル化→グローバル化の進展
※社会のグローバル化という表現に違和感
グローバル化は経済、金融、教育など

「ＩＣＴを活用して指導できる教員の割合」の５つのグラフのうち４つから、千葉県は全
国に比べて能力が低いことがわかる。その原因分析により取り組む方向性は変わってく
る。「物」の普及が遅れているのか、「人」の技能が劣っているのか、分析結果にふれる
とよい。

「教育者やその後の就業の状況などとあいまって、格差の再生産・固定化が進行し、」と
あるが、格差の再生産という表現には違和感を感じる。

第３章　施策の方向と５年間に実施する重点的な取組
意見・要望要旨

第３章について、他の項目とのつながりが分かるように、体系図を入れてほしい。
【目標の設定】の表に「現状（基準年）」がある。その左欄に新たに、「Ⅰ期当初の状
況」を設けてはどうか。５年間の成果が「現状（基準年）」としてわかるし、それによ
り、「目標（Ｈ31年）」の達成度が見える。
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Ⅰ　志を持ち、失敗を恐れずチャレンジする人材を育てる

　１　社会を生き抜く力を育む主体的な学びの確立
意見・要望要旨

【目標の設定】
「高校において、何らかの教科でプレゼンテーションを行う授業を取り入れる」
目標を「すべての学校」とする

　　(1)読書活動や体験活動を通じた学習意欲の向上
意見・要望要旨

「教員をはじめとするサポート機能の強化」の具体的なイメージがつかめません。
「朝読書」の時間をどう確保していくか。毎朝、一定時間を確保し、「朝読書」を実践し
ている学校は多いが、授業時数を確保するため、学力向上のため等を目的に、かつての朝
自習のような形で、基礎基本としての計算や漢字等のドリルタイムに戻した学校もある。
これから、小学校の英語教育等でさらに授業時数の増加が示唆されている中で、どのよう
に「朝読書」の時間を確保していくのかの工夫策があるとよい。

「○校種を超えた授業の実施」に、特別支援学校も加えられないか。居住地交流として、
特に、特別支援学校と小・中学校が近くにある場合等、校種を超えて共に学ぶことは意義
あることと考える。インクルーシブ教育の観点から検討いただきたい。(プロジェクトⅡ施
策５「一人一人の教育的ニーズに応じた特別支援教育の推進」においても同様）

　　(2)子どもたちの主体的な学びを支える取組の充実
意見・要望要旨

「放課後や土曜日等に行う学習活動を支援するため」を「放課後の学習活動や土曜日等の
教育活動を支援するため」に変えたらどうか。他のページでは「土曜日等の教育活動」と
表記しているため。

  これまでの基本計画には、小学校への理科支援員の配置について記載されていたが、さ
らに充実させていただきたい。（中学校についても）
　また、さらに理科だけではなく、小学校高学年の教科担任制の導入を推進して欲しい。
　このための人員については、再任用教員を当てるなど、再任用職員の職務内容について
拡大を図ることと併せて、検討していただけるとありがたい。

「放課後等の補習学習の支援・・・」にかかわり、「『ノー部活動デー』を推進したり」
という文言を挿入できないか。たとえ小学校においても、放課後は部活動で、子どもたち
も教職員も補習学習の時間が確保できないということが多いことから、時間の確保という
点から、文言挿入していただきたい。「学習サポーター」はとてもよい手段。しかし、任
せっぱなしはよくないと考える。

　　(3)授業力の向上による学びの深化
意見・要望要旨

文部科学省では2019年までにすべての高校生にタブレットを配布するようなことを言って
いるが、その準備が必要なのではないか。
タブレットを活用した授業の開発

「達人」や「マイスター」はよいと考えるが、これまでの効果をどうとらえているのかの
表記がほしい。また、「教員研修」にかかわり、例えば「ｅ-ラーニング」の導入を検討す
る等の言葉は入れられないか。研修の中でも、多くに伝達することが目的となる内容であ
れば、代表者を研修会場に集めてから、その後の伝達研修を各学校で設けなくても、各学
校の校内研修時に、一回で確実な伝達ができる。生まれた時間は子どもたちと向き合う時
間に使える。
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　　２　道徳性を高める実践的人間教育の推進

　　(1)豊かな人間性を育む千葉ならではの道徳教育の展開
意見・要望要旨

道徳教育は重要である。教える教員がまずよく勉強するために研修などを更に推進するべ
きである。

千葉県ならではの道徳教育の展開とありますが、どこが千葉県ならではなのか、すぐにつ
かめません。
「千葉県らしい道徳教育」もどこが「千葉県らしい」のか分かりません。

○道徳教育に関する研究の推進
「指導方法や教材、今後の在り方等について研究」　→　まだこの段階か？
「先進的な取組を普及する」「データベース化する」などにしてはどうか

「○県立高等学校における「道徳」を学ぶ時間の着実な実施」は削除してください。前項
「学校の教育活動全体を通じた道徳教育の推進」で十分です。

　　(2)社会の一員として必要な力を育む教育の推進
意見・要望要旨

通貨の仕組みなど社会のルールに関する…法律や通貨の仕組みが社会のルールなのでしょ
うか。「通貨の仕組みなどの社会のルール」

就労３年未満の退職者が多い。就学支援等で返済しない例も増えていると聞く。したがっ
て、金銭や経済に関する記述を明確にしてほしい。

〇社会人として必要な資質・態度を育成する教育の推進
項目名から想像する事柄と具体的な内容が合わない気がします。

　　(3)五感を通して学ぶ体験活動の推進
意見・要望要旨

プレゼンテーション能力、コミュニケーション能力など、学生の能力が低下している。解
決策として、幼児教育・グローバル教育に社交ダンスを取り入れてほしい。

異年齢集団が活動できる学校づくりや、祖父母との生活の体験が減っているなか、地域活
動の中で子どもと高齢者が触れ合う体験などを進めてほしい。

　　(4)自他ともに尊重し命を大切にする心の教育の推進
意見・要望要旨

〇犯罪被害者等の視点に立った命を大切にする心の教育の推進
「命の大切さを教育するため」…「教育」に違和感を覚えます。「命の大切さを実感させ
るため」

「性に関する教育」については、「子どもの健康を守る学校保健の充実」（施策３　生き
る力の基本となる健康・体力づくりの推進）に記載はあるが、生命の尊重にもつながるこ
となので、「自他ともに尊重し命を大切にする心の教育の推進にも記述してほしい。

　　３　生きる力の基本となる健康・体力づくりの推進
意見・要望要旨

「・・望ましい生活習慣を身につけさせる・・」は、他の表記に合わせて「・・望ましい
生活習慣を身に付けさせる・・」が適当か。

「・・・栄養教諭を中核に学校・家庭・地域が連携し・・・」の内容はすばらしい。た
だ、共同調理場勤務の場合など、複数校を担当する栄養教諭が、各小中学校の「家庭・地
域」に対して、食育を推進する動きをつくることは難しい。「栄養教諭と連携し・・・」
を直前に挿入等、できないか。もしくは、まずは「自校給食」を実施している学校をモデ
ルに・・・等、実現可能な段階を示せないか。
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「子どもたち」と「児童生徒」の表記が数ヶ所混在しているので、「子どもたち」に統一
するのが適当か。

学力や道徳と併せて、体力向上は生きる力の基本となり、規範意識や道徳性の育成にも結
びつくものなので、是非取組を推進してほしい。

　　(1)体力向上を主体的に目指す子どもの育成
意見・要望要旨

外部人材や地域人材の活用などについても触れてほしい。
「○外部人材の派遣による体育授業や運動部活動の充実」について、体育課が実施してい
る「スポーツエキスパート活用事業」に関する文言を加えてはいかがか。＜例＞「・・県
立学校の運動部活動において、スポーツエキスパート活用事業を拡充するなど専門的な指
導力を備えた指導者の派遣を促進させ、・・」
※高等学校現場において好評であった「スポーツエキスパート活用事業」は、東日本大震
災復興予算確保のため、平成23年度から大きく規模縮小となってしまいました。

「○外部人材の派遣による体育授業や運動部活動の充実」の中で県立学校の運動部活動に
ついてふれられていますが、この中に次の内容を追加してください。＊部活動指導をめぐ
る教職員の負担が大きな問題となっています。部活動の在り方、教職員の負担軽減策につ
いて検討します。

　　(2)子どもの健康を守る学校保健の充実
意見・要望要旨

働き掛け←「働きかけ」の方が

　　(3)食を通じた健康づくりの推進
意見・要望要旨

「朝食欠食や偏食等の食生活の乱れなどに視点を置いた取組を通じて」
「○生活全体を自律的に管理する力の育成」の中で、「家庭においても「しっかり運動
早ね　早おき　朝ごはん」などの取組を促進し」とありますが、この取組は家庭教育への
侵害であるばかりか、貧困と経済格差の中で苦しむ家庭の実態から大きくかけ離れたもの
です。

次の内容を追加してください。「夜間定時制の学校給食について、自校調理方式も含めた
完全給食の充実に努めます。」

子どもの約３割は味覚に問題があると聞いている。食育の中に、味覚を正しくする取組も
盛り込んでほしい。

「また、学校における食育を推進するために、研究校を指定し、効果的な・・・」におい
て、「研究校を指定し」という部分が他に比べて具体的すぎる。なくてよいと考える。敢
えて「研究校を指定し」の言葉を入れるならば、「学校における食育」ではなく、「○地
域の優れた食文化や食習慣の継承と地域における食育の推進」にあるような「栄養教諭
が、各地域の食に関する指導の推進役となれるよう・・・」のように、地域における取組
を推進のための指定の方が、意味があるのではないか。

（順序を入れ替えたらどうでしょうか）　食に関する正しい知識や望ましい食習慣を身に
つけさせるために、保護者を対象とした学校給食試食会の実施など
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　　４　社会的・職業的に自立し地域で活躍する人材の育成
意見・要望要旨

【現状と課題】で、非正規雇用の増大や一部大企業を除いては賃金が上昇せず長時間労働
が強いられているなど厳しい労働実態についてふれてください。また、高校生の「勤労
観・職業観の未熟さ」を問題にするキャリア教育ではなく、労働基本法をはじめとした働
くルールについての学習、厳しい労働環境、不安定な社会の中で働き、人間らしく生活
し、地域社会の主体ととして生きていくことを考えさせる学習、労働についての学習が必
要であることを述べてください。

　　(4)子どもや若者の社会参加の促進
意見・要望要旨

２０２０年の「おもてなし」等を記載

　　５　郷土と国を愛する心と世界を舞台に活躍する能力の育成
意見・要望要旨

目標設定
すべての県立学校をユネスコスクールとする
※海外の高校等との交流が東南アジアを中心に拡大する中で、ユネスコスクールを県全体
でスタンダード化してはいかがか
５年間で１００校を目指したらどうか　先進的な取組を評価した上で

　　(1)郷土や国の歴史や伝統文化等について学ぶ教育の推進
意見・要望要旨

国歌（君が代）の歌詞はすばらしい。ぜひ学校で教えてほしい。

　　(2)多様な文化を認め合う国際社会の担い手の育成
意見・要望要旨

高校生等の国際交流の促進
例えば、姉妹校交流の促進とか姉妹校交流締結の促進とかの表現を入れたい。スポンサー
は保護者であるので、引率する教員の旅費をきちんと出してほしい。ニーズは高い。県や
市町村の国際交流協会との連携。国際奉仕団などとの連携。

グローバル人材育成で、東京都は留学金全額補助対象を１００名、埼玉県はハーバード大
学に５０名を留学させるといった取組をしている。千葉県も何かできないのか。

留学の補助制度を確立していく上では、私立も対象としてほしい。

　　(4)外国人児童生徒等の受入れ体制の整備
意見・要望要旨

「外国人の」という表記を「外国にルーツのある」または「日本語を母語としない」に変
えてください。また、「日本語指導」を「日本語による学習支援」に変えてください。
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Ⅱ　ちばのポテンシャル（潜在能力）を生かした教育立県の土台づくり

　　６　人間形成の場としての活力ある学校づくり
意見・要望要旨

第１期計画では６３頁の【課題と施策の方向】の中で『特に、高校教育においては、今後
１０年間の生徒数の推移、交通アクセスの整備状況、高校の設置状況が地域によって大き
く異なることなどを踏まえ、公私が協調・共存して高校教育の充実に努めることを基本と
しつつ、中長期的な展望に立って、学校規模や配置の適正化を計画的に進めます。』とし
ている。しかし、少子化の影響は甚だ大きく第１期計画の目標年次である平成２６年度で
は私立高等学校の約半数が募集定員割れの状況であり、第２期の案では前述の「公私協
調・共存、学校規模や適正配置」の部分が欠如されている。また、私立学校に対する「中
長期的な展望」に立った行政の施策や計画が未だ示されていない現状がある。前述の記載
事項は残し、示されている「私立学校の振興」が名実共に確立されることをお願いしま
す。

不登校やいわゆる中１ギャップ
「小１プロブレム」は入れられないでしょうか

高校生の数が減少している中、行事やイベントは高校生が最も多かった平成元年ごろと同
じくらいの数や規模で実施されている。行事を見直し、サイズの縮小等も必要。

少子化により学校統廃合は避けて通れない問題だが、統廃合にともない生じる課題にも県
の支援がほしい。通学費の負担増の改善や学校を核としてのコミュニティの形成に対する
支援をしてほしい。

　　(1)魅力ある高等学校づくり
意見・要望要旨

特色ある学校づくりを推進するため、「地域協議会」は必要で、推進すべき。

　　(3)公立学校と私立学校の連携の推進
意見・要望要旨

公立学校・私立学校合同で研修する。具体的な中身を提示できないか。
※スポーツや文化などでは実施されている実態を踏まえて

　　(4)地域に開かれた魅力ある学校づくり
意見・要望要旨

「地域活性化への貢献」具体的な例示が上げられないか。

　　(5)豊かな学びを支える学校・学習環境づくり
意見・要望要旨

○学校間連携や一貫教育の検討
「検討します」で終わるのではなく、検討していく方法まで言及してほしい。
「地域協議会」

　　７　教育現場の重視と教員の質・教育力の向上
意見・要望要旨

【目標の設定】の表の「目標項目」の１つ目、「授業研究を伴う校内研修を年間７回以上
実施した学校の割合」を載せる意味がわからない。学校規模により変わってくる。大事な
のは、１人が何回、年間に授業研究をしたかではないのか。「現状」と「目標」を記入す
る意味はないと考える。
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【現状と課題】で、学校現場で長時間労働を強いられている教職員の労働実態についてふ
れ、負担軽減策の検討の必要性について述べてください。また、「教員」という表記は
「教職員」と変えてください。

教員の世代間格差が進行している中で、課題をまとめて早急に対応していく時期に来てい
る。

　　(1)熱意あふれる人間性豊かな教員の採用
意見・要望要旨

素案に対しての意見ではありませんが、「熱意あふれる人間性豊かな教員の採用」につい
ての取組がさらに充実することを望みます。そのことにより、部活動の質的向上や競技力
の向上につながるだけでなく、学校現場の活性化や県内教育水準の向上が期待できるもの
と考えます。

教員を目指す学生へのインターンシップ…
※高校生の段階から、今までの取組およびこれからの取組を含めて

「○教育愛と使命感に満ちた教員の確保」における「教職経験者」にかかわって、６５歳
までの「臨時的任用職員」導入を検討することを入れられないか。現状は「再任用」、
「非常勤講師」は６５歳までの採用はある。

　　(2)信頼される質の高い教員の育成
意見・要望要旨

子どもたちに将来の夢を抱かすことのできる教員の育成を目指してほしい。
教員の育成の見地から、土曜日に実施する外部講師による授業などを教員にも受講しても
らいたい。

「教職員に対する研修体制の充実」にかかわり、「研修履歴」を導入したり、「達人」や
「マイスター」、「長研生」等を活用したりする研修を検討できないか。また、「大学等
と連携し・・・」という言葉があるように、「大学」や「総セ」の講座（研修）、「市町
村」による研修、「校内研修」、地域の各教科部会等の研修、等も視野に入れら、採用か
ら退職までの長期にわたる研修体系を履歴と合わせ示せるような体系はつくれないか。

教職員の意欲を高める視点から…研修体制の充実や評価・処遇、顕彰
「また、教職員の意欲を高める視点から、・・・評価・処遇の在り方について総合的に検
討します。」は削除してください。学校現場は教職員同士の協力・協働が求められます。
「評価・処遇」は教職員の意欲にはつながらないばかりか、この協力・協働を壊します。

　　(3)子どもの多様化に対応したきめ細かい教育の推進

意見・要望要旨

「・・・少人数学級や少人数指導、ティーム・ティーチングだけでなく、課題探求型の学
習・・・」
意見①　上記を下線部について、以下（下線部）のように変更してください。→「・・・
高校30人学級を含む少人数学級を進めます。また、課題探求型の学習・・・」
【理由】　素案では「…だけでなく」としていますが、前期計画では少人数学級はほとん
ど進んでいません。きめ細かい教育を進める前提条件としてまず措置すべきは、小中高校
にわたる少人数学級の推進です。今日の高校は、①学習歴や生活歴の異なる多様な生徒が
入学し、個に応じたきめ細かい学習指導が求められています。②厳しい家庭環境を抱えた
生徒が多く、それぞれの事情に応じたきめ細かい生活指導や修学支援が必要となってきて
います。きめ細かい教育を進めるためには、現行の１学級40人では著しく困難であり、生
徒個々の学びのニーズに応えきれません。一律の高校少人数学級導入が難しい場合は、職
業系専門学科、定時制、生徒減少地域の高校などを中心にした30人学級の先行実施も含
め、早急に検討してください。
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「○きめ細かな指導体制の整備」
「・・・国から措置された定数や非常勤講師により、きめ細かな指導体制の整備を図りま
す。」
意見②　この文の後に、次の２つの内容を追加してください。「国に対し、第7次高等学校
教職員定数改善計画の策定を要求します。また、県として必要な教職員の加配を実施しま
す。」「非常勤講師の担う教育活動に見合うよう賃金改善を進めます。」

「○きめ細かな指導体制の整備」「また、教頭・主幹教諭等の配置の充実や、学校司
書、・・・の配置について検討します。」
意見③　　上記の下線部（教頭・主幹教諭等の配置の充実や、）を削除してください。
【理由】　きめ細かい教育活動の推進、子どもと向き合う時間の確保のために必要なの
は、教頭・主幹教諭の配置ではなく教職員の増員です。また、主幹教諭の配置は教職員の
協力・協働の関係を壊します。

　　(4)教職員の負担軽減と学校問題解決のための支援
意見・要望要旨

中程から下にかけての「また、学校における問題解決の解決に向けて・・・」は「解決」
が続くので、「また、学校における問題解決に向けて・・・」とする。

下方の「○スクールカウンセラー等の人材の確保」について、「確保に努めます」の表記
は「拡充に努めます」とはならないか。「人を増やす」ことと、「時間を増やす」こと、
当然、「確保」という意味も込めて・・・。（施策８　いじめ防止対策の推進の関連項目
も同様）

「教職員の負担軽減のため、学校における業務を見直し・・・人材の配置等を進めま
す。」について
意見④　　学校における業務を見直すため、小中学校、高等学校、特別支援学校それぞれ
について、教職員の多忙化、負担の原因となっている業務を洗い出し、どう見直すか具体
的な作業が必要です。特に、部活動の在り方、顧問教職員の負担軽減について検討を進め
る必要があります。

「教職員の負担軽減のため、学校における業務を見直し・・・人材の配置等を進めま
す。」について
意見⑤　「人材の配置」とありますが、まず教職員の増員（定数改善・加配）を進めるべ
きです。「教職員の健康の保持」のためにも、まず教職員の増員を実施すべきです。

「『学校問題解決支援チーム』を活用し・・・」とあるが、現状では、どのぐらい活用し
ているのかが見えない。成果等に触れながら、さらにどうしていくのかが見えるようにす
るとよい。

　８　いじめ防止対策の推進
意見・要望要旨

目標設定に「アンケート調査の実施率」は30年前の感覚

　　(1)いじめの予防や早期発見のための取組の推進
意見・要望要旨

「○一人一人の子どもへの直接的な働きかけを通じた、いじめの防止に向けた取組の推
進」、「○相談及び情報収集体制の充実」の文章は異質な印象。学術書？
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　９　人格形成の基礎を培う幼児教育の充実
意見・要望要旨

認定こども園の整備については、量の検討が主にされているように感じる。児童家庭部局
が行っていることは分かっているが、職員の質の向上等内容の検討がほしい。また、市町
村への支援方策をもっと増やしてほしい。

「幼児教育の無償化」についての記述をしてほしい。それは、幼児教育の充実、さらには
私学の振興につながる。

幼稚園については、学校教育法第１条の規定でも、第１に規定されており、それだけ幼児
教育は基本であり重要なものである。プロジェクトⅡの施策は幼児教育からスタートすべ
きではないか。

保育園と幼稚園の比較は難しいが、保護者の育児力低下という点では、保育所の保護者の
方が顕著である。計画で保育所とあるのは、「幼児教育」のところだけであり、「保育」
の取組についての記載の充実を求めたい。

　１０　一人一人の教育的ニーズに応じた特別支援教育の推進
意見・要望要旨

【現状と課題】の中に、この間の大きな動きである障害者基本条約の批准により文科省も
インクルーシブ教育の構築を政策に掲げたこと、「障害者基本法」を改正し、「可能な限
り障害者である児童及び生徒が障害者でない児童生徒と共に教育を受けられるよう配慮」
と記載したことなどについてふれてください。また、高等学校も含めた希望する学校への
本人・保護者の意向尊重、学校生活での合理的配慮の検討が必要であることを記述してく
ださい。

特別支援教育において、インクルーシブ教育の考えがあるが、もっと障害のある子どもと
ない子どもが一緒にいられる時間を増やす取組を検討してほしい。

　　(2)連続性のある多様な学びの場と支援の充実
意見・要望要旨

○高等学校における特別支援教育の充実
「その才能を伸ばす」とか「職業自立だけでなく生活、学習支援」
船橋、柏、幕張総合などで障害がある生徒が大きく羽ばたこうとしている。

障害のある子どもの、県立学校と市町村立学校間の居住地交流について、当初は教員が帯
同してくれたが、今は保護者が帯同しないと交流に参加できない。このような状況を踏ま
えて取組の推進をお願いしたい。

　　(3)特別支援学校の整備と機能の充実
意見・要望要旨

過密化解消の事業の成果を検証した記載が必要
分校や分教室の結果、高校側にも良い影響が出てきている。その上で、次の作戦を。

特別支援教育について、環境整備や過密化の解消等の取組を充実してもらいたい。
過密化の解消に取り組んでいただいているが、子どもたちの新たな環境への適応やスクー
ルバス等、新たに対応が必要な状況があるため、配慮いただきたい。

特別支援学校の過密化解消策が述べられていますが、現在進められている特別支援学校の
分校の開設は、新設とは名ばかりで旧校舎の転用であり、過密化解消とはなっていませ
ん。新校舎建築による十分な空間と施設を伴う学びの環境を整備してください。
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　　(4)卒業後の豊かな生活に向けた支援の充実
意見・要望要旨

卒業後の豊かな生活など、昨年教育委員会に出した要望書の内容が反映されていることに
感謝する。

障害のある子どもが多く認知されるようになったが、学校卒業後の進路について様々な問
題が生じている。子どもの進路決定に向けた支援を充実してほしい。

　　１１　読書県「ちば」の推進
意見・要望要旨

読書県「ちば」の推進の【現状と課題】のところは、課題と読める記載がないような…

　　(2)学校等における読書活動の推進
意見・要望要旨

「一斉読書などの読書機会の設定」は削除してください。読書は子ども人ひとりが自由に
思い思いに行うものです。大学生等の読書離れが指摘されていますが、一斉読書がかえっ
て読書から遠ざけてしまっている面も深刻に受け止めるべきです。

「○司書教諭の適正配置の促進と研修の実施」を「○学校図書館の人的配置の促進」と改
め、内容を以下のように改めてください。
（素案）「公立図書館司書、・・・開催します。また、司書教諭の・・・配置するよう努
め、学校図書館の充実を図ります。」
「また」を取り、「努め、」を「努めます。」とします。その後に次の内容を追加しま
す。「また、学校図書館担当職員（いわゆる学校司書）の配置に努め、学校図書館の充実
を図ります。」

　　１２　フェアプレーの精神を育て、楽しさや感動を分かち合うスポーツの推進
意見・要望要旨

（１）本計画に盛り込むには財政的に困難であると推察しますが、「スポーツ環境の整
備」、「競技力向上のための環境整備」と記載されています。
　他都県の多くの施設・設備と本県を比較すると、お世辞にも充実しているとは言い難い
現状があります。優秀な選手や指導者は多数いると自負していますが、施設・設備のいわ
ゆる箱物がお粗末では、体育・スポーツの推進ましてや国際スポーツ大会の誘致に限界を
感じざるを得ません。
　すべてとは言いませんが、千葉県が、全国や世界に誇れる施設・設備の設置を早急に企
画していく必要があると考えます。
（２）日本のスポーツは、学校における運動部活動を中心に振興・推進している状況で
す。県教委からの補助金・負担金等が徐々に減額され、将来的に生徒減から収入減が予想
されることから、学校体育関係団体の育成にさらなる御支援をお願い致します。

「優れた環境を引き継ぎつつ」が少々わかりにくいか。

　　(1)「するスポーツ」・「みるスポーツ」・「ささえるスポーツ」の推進
意見・要望要旨

基本計画、【実施する取組】の障害のある人のスポーツ推進、競技力向上等の実施に期待
します。また、選手２０２０東京パラリンピックの決定もあり、学校から障害者スポーツ
選手等の話を聞きたい、体験したい等の声が寄せられています。福祉教育等をとおして、
「する」「みる」「ささえる」の障がい者スポーツの理解と促進につながることを期待し
ます。
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「（１）するスポーツ・みるスポーツ・ささえるスポーツの推進」について、本素案が平
成２７～３１年度を計画期間としていることを踏まえ、「・・東京オリンピック・パラリ
ンピックの開催を契機に・・」の表記では、平成３２年度以降の計画と誤った解釈をする
方がでてくる可能性があり、「・・東京オリンピック・パラリンピックの開催決定を契機
に・・」としたほうが適当か。

2020年のキャンプ地の誘致も入れた方がよい
○スポーツのすそ野を広げる取組
千葉県にある様々なプロスポーツチームを活用し、・・・の、「プロスポーツチーム」を
「プロスポーツチーム等」としてください。【現状と課題】には、県内に多数あるプロ、
アマチュアスポーツチームや選手と連携して・・・と記載されています。障害者スポーツ
の裾野を広げる取組においては、「等」の記載が必要になります。

指導者の養成という表現が複数箇所に見られるが、指導者の養成は日本体育協会が主導し
ている現状を踏まえて、「関係団体との連携」の視点をもっと強調してほしい。

○障害のある人のスポーツ推進
近県では、障害者専用のスポーツ施設の整備を進めるなどしている。施設整備など一層の
充実をしてほしい。

高校の茶道、書道、華道などの文化部等が日頃の練習の成果を
おもてなしとして活動している例→　成田国際　幕張総合の「おもてなし隊」

　　(2)人々に夢と感動を与える競技力の向上
意見・要望要旨

【実施する主な取組】障害者スポーツ選手の選抜、強化についての記載はあるが、発掘に
関する取組についても記述してください。

　１３　ちば文化の継承と新たな創造
意見・要望要旨

ページ数の制約があるとは思うが、歴史、文化（文化財）、芸術関連の項目には「写真」
を何枚か入れるべきではないか。

具体的な施設名を入れるなどすると、より分かりやすいものとなるのではないか。
若い世代には、伝統文化への関心が薄い傾向があるので、伝統文化の継承についての環境
づくりを充実させてほしい。

　　(1)文化にふれ親しむ環境づくり
意見・要望要旨

同好会を含めて、約４万人の高校生が日々文化活動に参加している事実があります。この
ことを踏まえて、次期教育振興基本計画の「文化にふれ親しむ環境づくり」の取組に「文
化に触れる教育の推進」のような項目を設けていただくことを希望します。

「（１）文化にふれ親しむ環境づくり」に関して、児童生徒が伝統文化等に直接触れるこ
とができる施設として「体験博物館　県立房総のむら」（栄町）がある。公立博物館とし
ては全国的にも珍しい施設であり注目されているので、県の施策の一環として、もう少し
大きく取り上げて活用をアピールして頂きたい。
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　１４　安全・安心な学びの場づくりの推進

　　(1)校舎等の計画的な整備、バリアフリー化の促進
意見・要望要旨

計画を策定して着実に推進するという表現を前面に出してほしい。上の３行は言い訳がま
しい。（老朽化対策の推進）

「防災機能の強化等」にかかわり、「洋式トイレ化」を推進する等の言葉を入れられない
か。災害時に地域住民の応急避難場所となる中で、足腰の悪い方や小さい子どもたちのこ
とを考えると、「空調設備」よりもまずは「洋式トイレ」ではないか。

施設の整備は透明化し、どこを着手するのか、どこができないのかを明確に説明していく
ことが必要。

公私の別があっても子供達の命の重みは変わらず次の世代を担う掛け替えのない子供達な
のである。県立・市町村立の耐震化等の促進に係る記載があるが、私立学校は学校負担の
大きく残る施設の耐震化はそれぞれの学校が苦慮しているのが現状であることを理解して
ほしい。そして子供達の命を預かる私立学校としての行政の施策や計画を示してほしい。

空調設備はほとんど保護者持ちで、規制しているのは県。管理諸室といわれる場所にも順
次入れるという表現を入れてほしい。

「・・・県立学校のバリアフリー化や空調設備の整備を進めます。」について
意見⑥　「空調設備の整備を進めます。」の後に以下の内容を追加してください。　→
「職員室等の空調設備を整備するとともに、高等学校普通教室の空調設備の整備を県費負
担で進めます。」
【理由】　職員室等の空調整備については、「（校舎の耐震化と）併せて、夏季における
職場環境の改善を図る」とした教育長挨拶（12年3月8日県議会）にもかかわらず、現在16
校（うち8校は設計段階）にとどまっています。また、現在、普通教室に空調設備のない県
立高校が38校あります。空調設備のある学校についても、そのほとんどが保護者負担によ
るものです。

市町村の小中学校の耐震化、さらにはトイレ等の改修について取組の充実を求める。

　　(2)東日本大震災を教訓とした防災教育と安全教育の推進
意見・要望要旨

○高校生の防災活動への参加促進
中学生も有事の際、活躍している現状を踏まえて、「中高生」といった表現にしてほし
い。

Ⅲ　教育の原点としての家庭の力を高め、人づくりのために力をつなげる

　　１５　親の学びと家庭教育への支援
意見・要望要旨

子どもが幼稚園・保育所に入る前の親を対象に、「親学」を必修化してほしい。
「親学」の実施については、議会で議決されているはずなので是非確認の上、実施してほ
しい。

　　１６　つながりや支えあいによる地域コミュニティの形成と生涯学習社会の実現
意見・要望要旨

「地域とともに歩む」から「地域とともにある」に変更となっています。具体的にどのよ
うに変わるのでしょう。
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　　(1)学校を核とした地域コミュニティの構築と子どもの学びへの支援
意見・要望要旨

学童保育は、県内各地で満杯状態である一方で、学校には空き教室も多い。市町村でどう
取り組むかが重要。市町村との連携について記載するべき。

　　(2)生涯学習社会を目指した取組の推進
意見・要望要旨

社会教育施設、例えば「青年の家」等で実施する主な施策をもう少し具体的に示しておく
べきではないか。

　　(3)社会教育推進体制の強化
意見・要望要旨

○社会教育主事・指導者の養成
「社会教育主事の職務」を追記した方が読み手に養成の必要性が伝わると思います。

１２月１０日の関係者会議における県Ｐ連会長の発言を反映するならば、「○社会教育関
係団体の育成」膨らませることになりますが、難しいでしょうか。

○社会教育関係団体の育成
「社会教育関係団体の求めに応じて」とあるが、ＰＴＡから声をあげてくることは考えづ
らいので、学校から家庭への声掛けを積極的に行ってほしい。各学校に、地域連携に係る
コーディネーターを配置してほしい。

○社会教育関係団体の育成
園児数が少なくＰＴＡ組織から抜けたいという園がある状況の中、ＰＴＡ活動の重要性を
周知することが大切。例えば親の学びを進めるなど保護者も子育てを楽しめる取組を充実
させるべき。

　　(4)高等教育機関との連携
意見・要望要旨

高大連携は新たなステージに入ってきている。先進的な事例も含めて書き込んでほしい。
千葉大のサイエンス発表など。放送大学の取組も調査してほしい。

　　１７　学びのセーフティネットの構築
意見・要望要旨

課題のある児童生徒の対応で大事なのは、小中高特間の情報の共有

　　(2)学び直しなどの再チャレンジに対する支援の充実
意見・要望要旨

○定時制高校・通信制高校の充実
現状、千葉県知事認可の通信制私立高等学校８校が教育活動を実施している。学び直しな
どの再チャレンジに対する支援を考える場合、通信制私立高等学校の活用を強く望む。
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　　(3)経済的・家庭的理由など様々な困難への支援
意見・要望要旨

経済的・家庭的理由など様々な困難への支援について、手続きの簡素化や相談窓口の充実
などを進めて支援が生き届くようにしてほしい。

「さらに、就学支援金の支給や授業料減免事業への助成などの支援を通じて、高等学校等
の生徒に係る教育費負担の軽減を図ります。」
意見⑦　　この内容について、以下の文へ差し替えてください。→　所得制限を伴わない
すべての生徒を対象とした高等学校等授業料無償化の実施を国に求めます。当面「就学支
援金」について、対象となるすべての生徒が受給できるよう、また定時制・通信制課程の
生徒に授業料の自己負担が生じないよう県が措置します。さらに、給付型奨学金制度や授
業料減免事業への助成などの支援を通じて、高等学校等の生徒に係る教育費負担の軽減を
図ります。
【理由】　就学支援金が支給されるためには、保護者等に申請書や課税証明書等の提出が
求められますが、こうした書類が提出できずに、本来支給されるはずの生徒が支給対象か
ら漏れてしまったという事例が各校で起こっています。また、各校の事務室は保護者への
連絡に追われ、連日夜遅くまで残業を強いられています。保護者の中には外国籍で日本語
が分からない方もあり、なかなか連絡が取れない実態もあります。この１年高校現場は就
学支援金制度をめぐり大きく混乱しています。従前の授業料無償化制度の復活を求めま
す。当面、就学支援金制度については、手続きを簡略化し、支援が必要な生徒全員が支給
対象となるよう求めます。

「○　学ぶ意欲のある生徒に対する修学の支援」について「全ての意志ある生徒が安心し
て教育を受けられるよう、支援が必要とされる高校生等に授業料相分として就学支援金の
支給や、経済的理由で修学困難な高校生等に対する、・・・を行います。」
意見⑧　　この内容について、下線部を追加し、以下の文に差し替えてください。→　学
ぶ意志のある全ての生徒が安心して教育を受けられるよう、支援が必要とされる高校生等
に授業料相当分の就学支援金を支給します。定時制・通信制の課程について、卒業に必要
な74単位を超えて履修する場合も生徒の自己負担とならないよう県が措置します。経済的
理由で修学困難な高校生等に・・・を行います。」
【理由】　千葉県の定時制・通信制高校は単位制をとっているため、就学支援金は卒業に
必要な74単位分しか支給されません。一方で、教育委員会は76単位以上の履修を義務づけ
ており、その結果この２単位以上の授業料は自己負担となります。文科省は自己負担のな
いよう指導していますが、千葉県は措置していません。

意見⑨「○　学ぶ意欲のある生徒に対する修学の支援」の後に「○定時制通信制教育への
援助」の項目を設け、以下の内容を記載してください。→　「定通教育振興法の趣旨に則
り、教科書無償給与、夜食費補助、定通修学支援金制度を実施します。
【理由】　教科書無償や夜食費補助は定通教育振興法に則って各都道府県で実施している
ものです。しかし、千葉県は2009年度よりこの支援制度を廃止してしまいました。制度そ
のものを廃止したのは全国で千葉県のみです。このため、給食費（月額5千円）が払えず給
食がない生徒が続出するなど深刻な事態が生じています。

　　(4)虐待など不適切な養育から子どもを守る取組の充実・強化
意見・要望要旨

社会福祉審議会の下部組織の検証委員会では「地域協議会」と共に「個別支援会議」の大
切さが語られています。実施主体は児童福祉担当部署だが、学校も参加します。どこかに
盛り込むことはできないでしょうか。
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第４章　計画の推進に当たって

　　第１節　県民一体となって取り組む体制づくり
意見・要望要旨

千葉県の未来を考えるための計画という位置づけで、教育委員会のみならず県全体で策定
に取り組んでほしい。

実務者（子どもと接する者）がプロジェクトの理念を意識しながらアクションプランを実
行することが大切であると感じます。

今後の研究課題として、ご検討いただけたら幸いです。
１　教育を、県政の最重点事項とすることが分かる指標等の明示をご検討いただきたい。
　人口減少により、働き手の確保が重要な課題であり、子どもの教育環境は、若い世代を
千葉県に定着させ、呼び込む上でとても大切な要素と考えます。
　計画素案に基づき、種々の施策を行い、教育環境を向上していくことは理解できます
が、特に重要な事項については、先進的な他自治体（できれば世界の水準）に比べ、今は
どういう状況で、現状を計画期間までに（できれば最終的に）どの水準まで持っていく
か、をお示しいただければ、千葉県の教育行政に対する期待・評価も高まると思いますの
で、ご検討いただきたい。
２　また、予算についても、重点施策については、先進自治体に比べ、どのような状況
で、これをベストにするためには、どの程度必要で、計画期間中はここまで確保するとい
うことを県民に示し、予算確保に努めていただきたい。

計画の推進にあたって、部局を超えて連携しながら組織化して取り組んでほしい。

　第２節　計画の進行管理

意見・要望要旨
第１期を受け、継続・発展のスタンスでの計画をとてもよいと考える。ただ、限られた教
育課程の中で、盛りだくさんのことを、どう盛り込んでいくかの工夫策も見えるとよい。
新しいことを導入するには、質的転換、内容充実の観点はよいが、基本的には何かを削ら
なければおさまらない。「ハリ」ばかりではなく、「メリ」と「ハリ」が効く基本計画と
なるような工夫があるとさらによいと考える。

全体的に網羅された計画となっているため、一つ一つの取組の状況が見えずらい。優先順
位を設けるなどしてはどうか。達成状況についてもわかりづらい。

各施策にある量的目標である目標設定はわかりやすいが、一方で質的目標をどうするか。
量的目標が達成されていても、施策には満足いくものでないといったこともあるのではな
いか。両面からの評価を検討すべきである。

必要な教育予算を確保して、計画を着実に実施し、「教育立県ちば」を実現していただき
たい。
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