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第３章 
 

主要事業の実施状況 
 
 
 
 
 
 

本章では、３つのプロジェクトごとに節を設け*1 、小節において各施策の目標を示した*2 上で、

重点取組ごとに主要な事業を整理しました。 

それぞれの事業は事業整理票*3 を用いて、事業名や予算額、事業の概要、担当課などを、わか

りやすく示すことを心がけました。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*1  夢・チャレンジプロジェクト (p.13～p.37)、元気プロジェクト (p.38～p.82)、チームスピリットプロジェクト (p.83～p.98)。 
*2  枠で囲んで、箇条書きで示しています。 
*3  事業整理票の見方については、次ページを参照してください。 
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事業整理票の見方 

ここでは、事業整理票の見方について、ｐ.３１を例に説明しています。 
 
 
 
 
 
 

取組(３) 企業や大学・研究機関等との連携による職場体験等の充実 
 

事業名 夢チャレンジ体験スクール  H29 当初予算 2,144 千円 生涯学習課 

事業概要 

県内の多様な産業や大学等と連携を図り、子どもたちが、様々な職種における就業体験や科学・技術

体験、大学講義の受講等の機会を通して、職業に必要な資質や能力等について学ぶとともに、将来の職

業に対する夢をはぐくむことを目的として、小・中学生、高校生を対象にキャリア教育などに関するプ

ログラムを夏休みに実施する。 

２７（実績） ２８（実績） ２９ ３０ ３１ 
①実行委員会開催１回 
②「サイエンススクー 
ル（小・中・高）全 
19 講座参加者 335 名 

③「キャリア教育科学 
・先端技術体験キャ 
ンプ」（中・高）全 
13講座 参加者127名 

④「キャリア教育しご 
と 体験 キャ ンプ 」
（中・高）全７講座  
参加者 37 名 

⑤「教育ＣＳＲフォー 
ラム」実施１回  
参加者 58 名 

①実行委員会開催１回 
②「サイエンススクー 

ル」（小・中・高）全
21講座参加者 392名 

③「キャリア教育科学 
・先端技術体験キャ 
ンプ」（中・高）全 
12講座 参加者113名 

④「キャリア教育しご 
と 体験 キャン プ」
（中・高）全７講座 
参加者 35 名 

⑤「教育ＣＳＲフォー
ラム」実施１回 

 参加者 46 名 

①実行委員会開催２回 
②「サイエンススクー 
ル」（小・中・高）21 
講座 

③「キャリア教育科学 
・先端技術体験キャ 
ンプ」（中・高） 
12 講座 

④「キャリア教育しご 
と 体 験 キ ャ ン プ 」
（中・高）全７講座 

 
⑤「教育ＣＳＲフォーラ 
ム」１回の実施 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業名 「子ども参観日｣キャンペーン<再掲>施策 15-取組(2) H29当初予算 0千円 生涯学習課 

事業概要 

子どもたちが親の働く姿に接することができるよう、企業等に｢子ども参観日｣の実施を働きかけると

ともに、実施した企業をＷｅｂサイト上で紹介するなど、企業等の参加を促進する。 
２７（実績） ２８（実績） ２９ ３０ ３１ 

①企業団体への協力依

頼（訪問５か所）個

別の企業への協力依

頼（メール 67 件、 

電話 67 件） 

②県内の25企業等で実

施。約800名参加（県

庁「子ども参観日」

33名参加） 

③実施事業所、活動内 

容の紹介(Webサイ

ト) 

①企業団体への協力依

頼（訪問５か所） 

個別の企業への協力

依頼（メール 32 件、

電話 55 件） 

②県内の26企業等で実

施 約830名参加（県

庁「子ども参観日」

64名参加） 

③実施事業所、活動内

容の紹介(Web サイ

ト) 

①企業団体への依頼（訪

問５か所）、個別の事業

所への依頼（メール、電

話） 

 

②県内企業等で実施 

（７月に県庁「子ども

参観日」を実施） 

 

③実施事業所、活動内容 

の紹介(Web サイト) 

 

 

 

 

 
＜取組（３）の関連事業＞ 小・中・高等学校のキャリア教育総合推進事業(P.29)    

ジョブカフェちば事業(P.29) 

  ちば夢チャレンジ☆パスポート・プロジェクト（P.72） 

 

取組名 

 

施策 15 取組(2)にも
関連することを示し
ています。 

・本事業の内容が継続
して展開していく
ことを示していま
す。 

 
・実施内容について、 
社会の変化や進捗状
況を踏まえ、毎年度
ごとに展開していき
ます。 

本取組に関連する事
業について、事業名
と記載ページを示し
ています。 

平成 27年度の実績を
示しています。 

平成28年度の実績を
示しています。 

 

平成29年度に実施予
定となっている具体
的な内容を示してい
ます。 



                                       プロジェクトⅠ 
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プロジェクト I 
—夢・チャレンジプロジェクト— 

—志を持ち、失敗を恐れずチャレンジする人材を育てる— 
 
 
  プロジェクトⅠでは、子どもたちに育てたい資質・能力を「学力向上」、「道徳教育」、「健康・ 
体力づくり」、「キャリア教育」、「グローバル化への対応」の５つの施策として整理しました。 
 自らの生き方を考え、志を持ち、失敗を恐れずにチャレンジする人材の育成に向け、５つの施策に
取り組んでいきます。 

 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
I  

夢・チャレンジ 

プロジェクト 

志を持ち、失敗を恐れず  

チャレンジする人材を育てる 

 
 
 
 

 
 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
夢・チャレンジプロジェクトの５つの施策 

 
 

施策１ 

社会を生き抜く 

力を育む主体的 

な学びの確立 

施策２ 

道徳性を高める

実践的人間教育   

の推進 

施策４ 

社会的・職業的に自立

し地域で活躍する人材 

の育成 

施策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 

施策３ 

生きる力の基本と

なる健康・体力 

づくりの推進 
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施策 １ 社会を生き抜く力を育む主体的な学びの確立 

 
 
 
 

•「確かな学力」を育成するために、繰り返しや習慣化を重視して基礎的・基本的な知識・ 

技能を習得させ、読書活動や体験活動を通して、思考力・判断力・表現力等を育む。課題 

解決型の授業を展開し、「ちばっ子『学力向上』総合プラン(ファイブアクション)*4」  

等により、子どもたちの学力向上を図っていく。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        施策１の４つの取組 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*4 ちばっ子の学力向上を図るため、平成 23 年度から策定しているプラン。平成 28 年度、第 2 期教育振興基本計画を踏まえ  

内容について見直しを行い、取組の再編成を行いました。平成 29 年度、新教育課程に向けた取組を加えました。 
（p.99～p.103 参照） 

 

 
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 

 
読書活動や体験活動を通じた 
学習意欲の向上 

 
取組（１） 

 
取組（２） 

 
取組（３） 

 
取組（４） 
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取組(１) 読書活動や体験活動を通じた学習意欲の向上 

 

事業名 

ちばっ子｢学力向上｣総合プラン １  

 興味ワクワク｢読書・体験学習」チャレンジプラン 

             <再掲> 施策 4-取組(1)(2) 7-(3) 11-(2) 

H29 当初予算 ｢学力向上｣プランの一部

17,529 千円  他 
指導課 

事業概要 

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

向上を図る。 

２７（実績） ２８（実績） ２９ ３０ ３１ 

①確かな学びの早道｢読書｣

事業として実践協力校の

取組を実践記録集等で県

内に周知、指定校15校 

 

②優良・優秀学校図書館の

認定(優良：新たに小学校

11校、中学校24校 

優秀：新たに小学校67校

中学校14校） 

③｢小・中・高連携の特別授

業｣による体験学習を延べ

214 回実施 

 

④特別非常勤講師配置事業 

小学校323校、中学校54校、

合計377校で総時間5,069

時間の配置(音楽指導、水

泳指導、書写指導等) 

 

⑤｢お兄さん、お姉さんと学

ぼう｣事業の推進：高校12

校指定 

 延べ200日、570名参加 

⑥学びの｢総合力・体験力｣ 

コンテストの開催：128 点

応募 

①確かな学びの早道｢読書｣

事業として実践協力校の

取組を実践記録集等で県

内に周知、指定校15校 

 

②優良・優秀学校図書館の

認定(優良：新たに小学校

10校、中学校11校  

優秀：新たに小学校38校

中学校９校） 

③｢小・中・高連携の特別授

業｣による体験学習の実

施。時期を早めることで延

べ、250回程度 

④特別非常勤講師配置事業 

小学校311校、中学校55校、

合計366校で総時間5,121

時間の配置 

 

 

⑤｢お兄さん、お姉さんと学

ぼう｣事業の推進：高校13

校指定 

⑥学びの｢総合力・体験力｣ 

コンテストの開催：140 点

応募 

①確かな学びの早道｢読書｣

事業として実践協力校の

取組を実践記録集等で県

内に周知、指定校15校、

研修会の実施 

②優良・優秀学校図書館の

認定(優良：新たに小学校

10校、中学校10校程度、

優秀：新たに小学校20校

中学校10校程度） 

③｢小・中・高連携の特別授

業｣による体験学習の実

施。時期を早めることで

延べ、250回程度予定 

④特別非常勤講師配置事業

小・中合計380校程度(総

時間5,000時間程度) 

各市町村からのヒアリン

グ及び学校の要望に応じ

た人材の確保 

⑤｢お兄さん、お姉さんと学

ぼう｣事業指定校として高

校13校 

⑥学びの｢総合力・体験力｣

コンテストを校種別（小

学校・中学校）に開催予

定 

 

 

 

 

 

 

＜取組(１)の関連事業＞ 特別非常勤講師配置事業(p.50)         公共図書館等職員研修事業(p.69) 

図書館管理事業(p.69)         博物館振興事業(p.75) 
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取組(２) 子どもたちの主体的な学びを支える取組の充実 

 

事業名 

ちばっ子｢学力向上｣総合プラン ２  

 ｢子どもたちの夢・チャレンジ｣サポートプラン 

<再掲> 施策 1-取組(3) 

H29当初予算 ｢学力向上｣プランの一部 

        149,789千円   他 
指導課 

事業概要 

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す

る。 

２７（実績） ２８（実績） ２９ ３０ ３１ 

①千葉県学習サポーターを小・

中学校へ派遣 165 校 

 

 

②｢家庭学習のすすめ中学生

版｣を作成し、県 Web サイト

上へ掲載 

 

③｢ちばっ子チャレンジ 100｣

(小学校)作成委員会５回実

施、活用に対する広報実施 

④｢学びの突破口ガイド｣(小学

校)の活用に対する広報実施 

⑤「ちばのやる気」学習ガイド

（中学校）の活用に対する広

報実施、県共通評価問題配信 

⑥ＳＳＨ運営指導協議会を指

定校で年間２回実施 

 

 

 

 

 

⑦科学の甲子園(29チーム、211

名参加)・科学の甲子園ジュ

ニア(27 チーム、178 名参

加)、大会の実施（各県代表１

チーム選出） 

①千葉県学習サポーターを小・中

学校へ派遣180校程度、市町村教

育委員会担当者等との情報交

換、効果的な活用について協議 

②｢家庭学習のすすめ小学生版｣及

び「中学生版｣に各種資料を20件

程度追加掲載、活用の促進、好

事例の追加掲載 

③｢ちばっ子チャレンジ 100｣(小学

校)及び｢学びの突破口ガイド｣

(小学校)の活用に対する広報、

好事例の追加掲載 

④｢ちばのやる気｣学習ガイド(中学

校)の活用促進に向け、活用事例

の広報を実施、県共通評価問題

を２回配信 

⑤ＳＳＨ運営指導協議会を各指定

校で実施、Ｗeb サイトで情報発

信 

⑥｢中高生科学研究実践活動プログ

ラム｣の取組機関として、県立高

校４校が活動を実施 

 

⑦科学の甲子園(27チーム、202名参

加）科学の甲子園ジュニア(35チ

ーム、227名参加)、大会の実施（各

県代表１チーム選出） 

⑧｢ＳＧＨ｣の活用によるグロ―バ

ル教育の充実 

⑨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(教員研

修：小 180 名、中 350 名、高 150

名実施） 

⑩進学指導重点校における教育活

動の充実と成果の普及 

①千葉県学習サポーターの小・中

学校への派遣185校程度、市町

村教育委員会担当者等に対し、

活動内容及び事務について指

導・助言を行う 

②｢家庭学習のすすめ小学生版｣

及び｢中学生版｣に各種資料を

10 件程度追加掲載、活用の促

進、好事例の追加掲載 

③｢ちばっ子チャレンジ 100」及び

「学びの突破口ガイド」（小学校）

の活用の促進 

④「ちばのやる気」学習ガイド（中

学校）の活用促進、県共通評価

問題の配信 

⑤ＳＳＨ指定校を地域の拠点とし

た小・中・高等学校、大学、企業

等との連携による理数教育の充

実 

⑥｢中高生科学研究実践プログラ

ム｣の取組機関となっている高等

学校での持続可能な科学研究

実践活動を推進 

⑦科学の甲子園・科学の甲子園ジ

ュニア大会を開催し、各県代表１

チームを選出 

 

⑧｢ＳＧＨ｣の活用による先進的

なグロ―バル教育の実践 

⑨子どもたちの学びを支える英

語教育強化事業（小・中・高の教

員指導力向上研修を実施） 

 

⑩進学指導重点校における教育

活動の充実と成果の普及 

 

 

 

 

 
※ＳＳＨ・・・国際的な科学技術系人材の育成を目指し、理数教育に重点を置いた研究開発の行うため、文部科学省が高等学校等を指定する制度 

   ※ＳＧＨ・・・国際的に活躍できるグローバル・リーダーを育成するため、グローバルな社会課題を発見・解決できる人材や、グローバルなビジネス 
で活躍できる人材の育成に関する研究開発を行うため、文部科学省が高等学校等を指定する制度 

 

 

＜取組(２)の関連事業＞ 子供の生活習慣改善事業(p.26) 

           地域とともに歩む学校づくり推進支援事業(学校支援地域本部)(p.89) 

           放課後子供教室推進事業(p.89) 
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取組(３) 授業力の向上による学びの深化 

 

事業名 

ちばっ子｢学力向上｣総合プラン ３  

 子どもいきいき｢授業力アップ｣チャレンジプラン 

<再掲> 施策 1-取組(4) 7-(2) 

H29 当初予算 ｢学力向上｣プランの一部 

1,870 千円   他 
指導課 

事業概要 

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

授業力向上を図る。 

２７（実績） ２８（実績） ２９ ３０ ３１ 

①「『思考し、表現する力』を高め

る実践モデルプログラム」を 

Ｗeb配信し、指導方法の改善、

教員の授業づくりを支援 

②ちば｢授業練磨の公開日｣と

して、すべての県立高校で授業

公開研究を実施 

③｢魅力ある授業づくりの達人｣

認定・活用事業の推進：75名認

定、延べ992回活動 

④｢私の授業レシピ（秘訣・秘

伝）｣について、研修会等での

広報及び活用の推進、新レシピ

を25名で作成 

⑤｢学力向上交流会｣を８会場で

開催し、延べ1,704名参加 

⑥｢総合的な学習の時間のコーデ

ィネーター｣講座４回実施、延

べ326名参加（27年度までの事業） 

⑦｢理科の観察・実験指導｣の推

進：10回講座実施、延べ522名

参加（27年度までの事業） 

①新たな学びに関する教員の

資質能力向上のためのプロ

ジェクトの推進と授業実践

研究の実施 

 

 

②ちば｢授業練磨の公開日｣の

参考情報を Web 配信、相互

授業参観を推進、すべての

学校で授業公開研究を実施 

③｢魅力ある授業づくりの達

人｣認定 86 名、活用事業の

推進 

④｢私の授業レシピ(秘訣・秘

伝)｣について、初任者研修

等での広報及び活用の推

進、新レシピを 25 名で作成 

 

⑤｢学力向上交流会｣を８会場

で開催し、延べ 1,904 名参

加 

①｢ちばっ子の学び変革｣推進

事業として、主体的・対話

的で深い学びを実現するた

めの授業改善に関する実践

研究の推進、セミナーの開

催 

②ちば｢授業練磨の公開日｣の

参考情報を Web 配信，相互

授業参観を推進，すべての

学校で授業公開研究を実施 

③｢魅力ある授業づくりの達

人｣認定・活用事業の推進 

 

④平成29～30年度教科研究員

全員で｢私の授業レシピ（秘

訣・秘伝）｣を作成予定、掲

載数を増やし、より効果的

な事業を目指す 

⑤｢学力向上交流会｣８会場での

開催 

 児童生徒の学力向上に資する

ため、県の学力向上施策の浸

透と教員の授業力向上を図る 

 

 

 

 

 

事業名 情報教育の充実  <再掲> 施策 4-取組(1) 「情報教育推進費」H29 当初予算 485,660 千円 
指導課 

教育総務課 

事業概要 

学校から安全にインターネットに接続できる環境を整備し、提供しているサービスの充実を図る。また、コンピュータ

を利用した授業のあり方について研究を進め、情報教育を推進する。校務におけるパソコンの活用は、業務の軽減と効

率化、教材の作成や共有、成績処理等をスムーズに進めることが可能になり、教育活動の質の改善を行う上で有効で

あることから、県立学校の教員一人一人にパソコンが行き渡るよう追加配付し、校務環境改善及び授業力の向上を図

る。 

２７（実績） ２８（実績） ２９ ３０ ３１ 

①教育情報ネットワーク事業の

推進 

②校務用パソコン、ネットワー

ク環境の整備 

 

 

 

②情報処理技術者派遣事業の推

進(26校へ派遣） 

①教育情報ネットワーク事業の

推進 

②校務用パソコン、ネットワー

ク環境の整備 

 

 

 

②情報処理技術者派遣事業の推

進(28校へ派遣) 

①教育情報ネットワーク事業

の推進 

②校務用パソコンの整備 

 県立学校の教員一人一人に

パソコンが行き渡るよう追

加配付し、校務環境改善及

び授業力の向上を図る 

③情報処理技術者派遣事業の

推進(35 校へ派遣予定) 

 

 

 

 

 

＜取組(３)の関連事業＞  ちばっ子｢学力向上｣総合プラン２ ｢子どもたちの夢・チャレンジ｣サポートプラン(p.16) 

ちばっ子｢学力向上｣総合プラン４ ｢評価・改善｣アクティブプラン(p.18) 
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取組(４) 学力向上に係る取組の適切な評価・改善の推進 

 

事業名 
ちばっ子｢学力向上｣総合プラン ４  

 ｢評価・改善｣アクティブプラン <再掲> 施策 1-取組(3) 

H29 当初予算 ｢学力向上｣プランの一部 

856 千円   他 
指導課 

事業概要 

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する。 

２７（実績） ２８（実績） ２９ ３０ ３１ 

①全国学力・学習状況調

査の結果分析をリーフ

レットや報告書にまと

め、1,500 部作成、各市

町村・学校へ配付  

②結果分析ツールの活用

の促進 (研修会の開

催）：結果分析研修会と

併せ２回開催、活用ア

ンケートの実施 

 

③｢学力・学習状況｣検証

事業協力校15校指定、

研修会１回実施、連絡

協議会２回実施 

 

 

④｢学力向上推進会議｣２

回実施、事業視察は延

べ20回 

①全国学力・学習状況調

査の結果分析をリーフ

レットや報告書にまと

め、1,350 部作成、各市

町村・学校へ配付、指導

主事会議等で説明し各

校で指導を推進 

②結果分析ツールの活用

の促進（結果分析研修

会２回）、活用アンケー

トの実施 

③｢学力・学習状況｣検証

事業協力校15校指定、

研修会１回、連絡協議

会２回、担当者会議１

回、第１期検証協力校

の成果と課題の総括 

④｢学力向上推進会議｣２

回、事業視察は延べ16

回 

①全国学力・学習状況調

査の結果分析をリーフ

レットや報告書にまと

め，各市町村・学校へ

の配付、指導主事会議

等で説明し各校での指

導を推進 

②結果分析ツールの活用

促進、活用アンケート

の実施 

 

③｢学力・学習状況｣検証

事業協力校指定，研修

会、連絡協議会の実

施、第１期検証協力校

の総括を第２期へ伝え

る 

④｢学力向上推進会議｣２

回、事業視察は延べ 20

回程度 

 

 

 

 

 

 

＜取組(４)の関連事業＞ ちばっ子｢学力向上｣総合プラン３ 子どもいきいき｢授業力アップ｣チャレンジプラン(p.17) 
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施策 ２ 道徳性を高める実践的人間教育の推進 

 
 
 
 

• 子どもたちに人間としての在り方を考えさせ、人生をよりよく生きるための基盤となる 

道徳性や道徳的実践力を育成する。 

• 学校の教育活動全体を通じて、子どもの豊かな情操や規範意識、自他の生命の尊重、自尊 

感情、他者への思いやり、人間関係を築く力、社会性、公共の精神、自然を大切にし、環境  

を守ろうとする姿勢などを育てる。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

施策２の４つの取組 

 
社会の一員として必要な力 
を育む教育の推進 

 
自他ともに尊重し命を大切 
にする心の教育 

 
五感を通して学ぶ体験活動の推進 

 豊かな人間性を育む千葉 
ならではの道徳教育の展開 

 
取組（１） 

 
取組（２） 

 
取組（３） 

 
取組（４） 



第３章 主要事業の実施状況                                           

- 20 - 
 

取組(１) 豊かな人間性を育む千葉ならではの道徳教育の展開 

 

事業名 道徳教育推進プロジェクト事業 H29当初予算 32,444千円 指導課 

事業概要 

小・中・高等学校の各学校段階に応じてより効果的な指導を行うため、｢『いのち』のつながりと輝き｣をテーマ

に、小・中学校用映像資料の内容や高等学校における道徳の充実方策など、今後の道徳教育の在り方について検討

し、千葉県らしい道徳教育を推進する。 

２７（実績） ２８（実績） ２９ ３０ ３１ 

①心の教育推進キャンペ

ーンの実施、冊子の作

成 

②中学生用道徳映像教材

作成 

 

③千葉県道徳教育懇談会

の開催(11月18日津田

沼高校にて実施） 

④特色ある道徳教育推進

校における研究(20校) 

 

⑤道徳教育推進教師研修

会の実施(小学校7月、

高等学校５月、10月） 

 

 

 

 

 

 

 

⑥道徳指導資料集作成 

①心の教育推進キャンペ

ーンの実施、冊子の作

成 

②小学生用道徳映像教材

作成 

 

③千葉県道徳教育懇談会

の開催（11 月 11 日栄中

学校で実施） 

④特色ある道徳教育推進

校における研究(32 校) 

 

⑤道徳教育推進教師研修

会の実施（中学校 7月、

高等学校５月、10 月） 

 

 

 

⑥情報モラル教育研修会

への講師派遣（県立高

等学校 16 校・市町村立

小中学校等 40 校） 

①心の教育推進キャンペ

ーンの実施、冊子の作

成 

②【新規】高等学校用道

徳読み物教材作成、高

校道徳の充実 

③千葉県道徳教育懇談会

の開催 

 

④特色ある道徳教育推進

校における研究（32

校） 

⑤道徳教育推進教師研修

会の実施、教科化に伴

う研修会の充実（小学

校５月，７月，８月，

２月 高等学校５月、

10 月） 

⑥情報モラル教育研修会

への講師派遣（県立

中・高等学校・特別支

援学校 30 校・市町村

立小中学校等 40 校） 

⑦道徳の教科化に伴う指

導資料集（道徳教育の

手引き）の改訂 

 

 

 

 

 

 

＜取組(１)の関連事業＞ 総合教育センター研修事業(p.48) 
 
 
 

取組(２) 社会の一員として必要な力を育む教育の推進 

 

事業名 高等学校におけるマナーキャンペーンの実施 <再掲> 施策 2-取組(4) H29 当初予算 0 千円 指導課 

事業概要 

各学校がそれぞれの学校の状況や、地域性を踏まえ、公衆道徳・マナー・思いやりの心等についての話し合い、   

ボランティア活動、挨拶運動等を実施する。 

２７（実績） ２８（実施） ２９ ３０ ３１ 

①２学期を中心に各学校

の実情に合わせて実施 

①２学期を中心に各学校

の実情に合わせて実施 

①マナーキャンペーンの 

実施 
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事業名 中学生・高校生との交流会 H29 当初予算 0 千円 教育政策課 

事業概要 

各教育事務所の所管する地域を単位として、中学生・高校生が日頃学校や日常生活等の中で考えている教育に関す

る事柄や問題について、中学生・高校生や教育庁職員などと意見交換を行う交流会を開催し、本県における教育行政

の振興に資する。 

２７（実績） ２８（実績） ２９ ３０ ３１ 

①教育事務所単位で交流

会の実施、県内６会場

で開催（北総は２会場） 

①各教育事務所単位で、

県内６会場で開催（北

総は２会場） 

①各教育事務所単位で、

県内６会場で開催（北

総は２会場） 

  

 
 
＜取組(２)の関連事業＞ 高校生等防災教育基礎講座(p.80) 

 

取組(３) 五感を通して学ぶ体験活動の推進 

 

事業名 体験活動推進事業 H29 当初予算 458,882 千円 生涯学習課 

事業概要 

青少年教育施設の豊かな自然環境を活用した宿泊を伴う自然体験や生活体験などを通して、学校では体験すること

のできない失敗体験や成功体験を積み重ねながら対人関係能力を育成する。また、各施設における利用団体の安全・

安心を確保するとともに、立地条件や機能を生かした体験プログラムを通して、主体的に判断・行動できる実践的能

力を育成する。 

２７（実績） ２８（実績） ２９ ３０ ３１ 

①県立青少年教育施設５

か所で約 220 事業実施 

・ラート体験教室(手賀の

丘少年自然の家) 

・爽快カヌーツーリング 

（水郷小見川少年自然の

家） 

・100 人 de スーパー芝滑

り（君津亀山少年自然の

家） 

・東金学寮(東金青年の

家) 

・シーカヤック体験教室

（鴨川青年の家）  等 

②県のWebサイトやチラ

シによる広報 

①県立青少年教育施設５

か所で175事業実施

（18,236名参加 12月

末まで） 

 

②県のWebサイトやチラ

シによる広報 

①県立青少年教育施設５

か所で事業実施、参加

者アンケートの分析、

ニーズに合った事業の

展開 

②県のWebサイトやチラ

シによる広報 
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事業名 通学合宿推進事業 H29 当初予算 0 千円 生涯学習課 

事業概要 

子どもたちが親元を離れ、地域の公民館や青少年教育施設等に宿泊しながら通学する通学合宿を推進し、団体生活

の中で日常生活の基本を学ばせるとともに、子どもたちの社会性、自主性、協調性を育む。また、通学合宿の運営に

地域住民の参画を促進することにより、地域ぐるみで子どもたちを育てる機運の醸成と地域コミュニティの活性化を

図る。 

２７（実績） ２８（実績） ２９ ３０ ３１ 

①県内18市町村で38事業

実施（986名参加） 

②県立青少年教育施設４

か所で９事業実施（248

名参加） 

 

③県Webサイトや各種会

議、研修会における広報 

 

④県内市町村と県立青少

年施設における通学合

宿実施状況調査の実施 

①県内17市町村で36事業

実施（894名参加） 

②県立青少年教育施設５

か所で 7 事業実施(168

名参加 １月末まで) 

 

③県Webサイトや各種会

議、研修会における広

報 

④県内市町村と県立青少

年施設における通学合

宿実施状況調査の実施 

①県内市町村で実施予定 

 

 

②県立青少年教育施設５ 

か所で事業実施予定 

 

③県Webサイトや各種会 

議、研修会における広  

報及び継続事例の紹介 

④県内市町村と県立青少

年施設における通学合

宿実施状況調査の実施 

  

 

 

取組(４) 自他ともに尊重し命を大切にする心の教育の推進 

 

事業名 人権教育推進事業 
「人権教育推進費」 

H29 当初予算 3,260 千円の一部 
指導課 

事業概要 

幼稚園・認定こども園・小学校・中学校・高等学校・特別支援学校における人権教育推進のため、研究協議会の開

催や指導資料の作成を行う。 

２７（実績） ２８（実績） ２９ ３０ ３１ 

①学校人権教育研究協議

会の開催 

・全体協議会(62 名） 

・地区別協議会(1,125 名） 

・担当指導主事協議会 

(49 名） 

・推進校協議会(95 名） 

・高等学校協議会(137 名） 

②学校人権教育指導資料

45,000部作成、公立学校

教員へ配付し、各種研修

会で活用 

③県指定人権教育研究指

定校として県立柏中央

高等学校を指定(２年指

定） 

④人権教育研究指定校と

して酒々井町立酒々井

小学校を指定(２年指

定) 

⑤１都10県人権教育行政

関係者連絡会の開催(54

名） 

①学校人権教育研究協議会

の開催 

・全体協議会（62 名） 

・地区別協議会(1,176 名) 

・担当指導主事協議会 

（56 名） 

・推進校協議会（125 名） 

・高等学校協議会（133 名） 

②学校人権教育指導資料

45,000部の作成、公立学

校教職員へ配付、各種研

修会で周知 

 

③県指定人権教育研究指定

校として県立柏中央高等

学校を指定(２年指定) 

④人権教育研究指定校とし

て酒々井町立酒々井小学

校を指定(２年指定) 

⑤近県人権教育行政関係者

連絡会の開催(千葉、群

馬、栃木、茨城）（14 名） 

①学校人権教育研究協議会

の開催 

・全体協議会 

・地区別協議会 

・担当指導主事協議会 

・推進校協議会 

・高等学校協議会 

 

②学校人権教育指導資料

（教職員の人権感覚の向上 

を図り、喫緊の人権課題 

に対応）45,000 部の作  

成 

③県指定人権教育研究指定  

 校（県立成東高等学校） 

 

④人権教育研究指定校 

（大網白里市立増穂中学校

を文部科学省へ推薦中） 
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事業名 
若者のためのＤＶ予防セミナー 

デートＤＶ相談カードの作成・配付 
H29 当初予算  1,648 千円 男女共同参画課 

事業概要 

ＤＶ予防教育の一環として、若者が自分自身の問題としてＤＶについて考えることにより、将来にわたり｢互いに尊

重できるパートナーシップのあり方｣を学ぶことを目的に、高等学校等に外部の講師を派遣し、ＤＶ予防に関するセミ

ナーを実施する。また、デートＤＶへの理解及び相談窓口への周知を図るため、県内の高等学校に在籍する生徒を対

象とした、デートＤＶ相談カードを作成・配付する。 

２７（実績） ２８（実績） ２９ ３０ ３１ 

①｢若者のためのＤＶ予防

セミナー」37校40セミナ

ー実施 

 

②デートＤＶ相談カード

配付 60,000 枚 

①高校等での｢若者のため

のＤＶ予防セミナー」高

校33校35セミナー、大学

４校５セミナー実施 

②デートＤＶ相談カード

を県内高校１年生に配

付60,000枚 

①「若者のためのＤＶ予防 

セミナー」40 セミナー 

開催 

 

②デートＤＶ相談カード

を県内高校１年生に配

付 60,000 枚 

 

 

 

 

 

 

事業名 いのちを大切にするキャンペーン <再掲> 施策 8-取組(1) H29 当初予算 0 千円 指導課 

事業概要 

児童生徒の主体的な活動や、保護者・地域住民等との連携による取組をとおして、児童生徒の生きる力や自分と他

者との命を大切にする心をはぐくむとともに、「いじめや暴力行為等人権侵害は許されない行為である。」という意識

を高める。 

２７（実績） ２８（実績） ２９ ３０ ３１ 

①いのちを大切にするキ

ャンペーンの実施率は

100％(公立小・中・高等

学校)この内いじめをテ

ーマにした学校91.9％

(千葉市を除く) 

①いのちを大切にするキャ

ン ペ ー ン の 実 施 率 は

100％（公立小・中・高等

学校）この内いじめをテ

ーマにした学校91.8％ 

(千葉市を除く) 

②実践発表会実施（１月） 

①いのちを大切にするキャ 

ンペーンの実施、実践発 

表会の内容を紹介、より 

一層の充実 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

＜取組(４)の関連事業＞ 高等学校におけるマナーキャンペーンの実施(p.20)  

            豊かな人間関係づくり実践プログラムの活用推進(p.53) 
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施策 ３ 生きる力の基本となる健康・体力づくりの推進 

 
 
 
 

• 健康や体力は｢生きる力｣の基本であり、子どもたちに｢健やかな体｣を育む。 

• 運動をしない子どもをゼロにするとともに、生涯を通してスポーツに親しむための土台 

づくりである学校体育の更なる充実を図る。 

• 子どもたちに健康で安全な生活を営むために必要な身体能力、知識、望ましい生活習慣 

を身に付けさせるための保健教育の充実を図る。 

• 生涯にわたり心も体も健康な生活を送ることができる子どもたちの育成に向け、栄養教 

諭を中核に学校・家庭・地域が連携し、｢ちばの恵み｣を取り入れた食育を推進する。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施策３の３つの取組 

 

 
食を通じた健康づくりの推進 

 
子どもの健康を守る学校保健の充実 
 

 
取組（１） 

 体力向上を主体的に目指す子ども

の育成 

 
取組（２） 

 
取組（３） 
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取組(１) 体力向上を主体的に目指す子どもの育成 

 

事業名 いきいきちばっ子健康・体力づくり推進事業 H29 当初予算 892 千円 体育課 

事業概要 

低下傾向にある子どもの体力・運動能力を上昇傾向に転じるため、各種取組を実施する。 

２７（実績） ２８（実績） ２９ ３０ ３１ 

①いきいきちばっ子コン

テスト「遊・友スポーツ

ランキングちば」の実

施 

前期 131 校参加 

中期 160 校参加 

後期 230 校参加 

②運動能力証を公立学校

(小中高)の児童・生徒

94,797 名に交付 

①いきいきちばっ子コン

テスト「遊・友スポーツ

ランキングちば」の実

施 

前期 128 校参加 

中期 147 校参加 

後期 201 校参加 

②運動能力証を公立学校

(小中高)の児童・生徒

93,107 名に交付 

①いきいきちばっ子コン 

テスト「遊・友スポー

ツランキングちば」の

実施  

 

 

 

②運動能力証を公立学校

（小中高）の児童・生徒  

に交付 

 

 

 

 

 

 

 

事業名 
学校体育実技指導協力者派遣事業 

｢武道等指導充実・資質向上支援事業｣ <再掲> 施策 13-取組(1)  
H29 当初予算 1,446 千円 体育課 

事業概要 

体育授業の充実のため、外部指導者を中学校へ派遣し、体育の武道の授業で実技指導や安全指導を行う。また、教

員の指導力の向上を図るため、教員研修会での指導助言を行う。 

２７（実績） ２８（実績） ２９ ３０ ３１ 

①武道等指導推進委員会

の開催２回 

②外部指導者の派遣 

中学校25校に対し23名

の派遣236回 

①武道等指導推進委員会

の開催２回 

②外部指導者の派遣 

中学校22校に対し20名

の派遣264回 

①武道等指導推進委員会 

の開催 ２回 

 

②外部指導者の派遣 

300 回程度 

 

 

 

 

 

 

 

＜取組(１)の関連事業＞ 学校教育の推進(p.58) 
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取組(２) 子どもの健康を守る学校保健の充実 

 

事業名 子供の生活習慣改善事業 <再掲> 施策 1-取組(2) 3-(3)   H29 当初予算 40 千円 生涯学習課 

事業概要 

乱れがちになっている子供の生活習慣を改善するために、各地域や関係各課の生活習慣改善のための事業や取組を

紹介し｢早寝早起き朝ごはん｣をスローガンに、関係機関・団体と連携して継続的に啓発活動に取り組む。 

２７（実績） ２８（実績） ２９ ３０ ３１ 

①平成26年度優れた｢早

寝早起き朝ごはん」運

動の推進にかかる文部

科学大臣表彰受賞校２

校による実践発表開

催、参加者49名 

②文部科学省作成の「早

寝早起き朝ごはんで輝

く君の未来」をＷeb サ

イトに掲載し、活用を促

進 

①平成28年度優れた｢早

寝早起き朝ごはん」運

動の推進にかかる文部

科学大臣表彰に向け、

候補団体の選定及び推

薦 

②Web サイト、ポスター、

チラシによる啓発活動

の実施 

③子供の生活習慣改善に

関する講演会の実施 23

名参加 

④睡眠チェックシートを

活用した中高生の生活

習慣改善事業の実施 

①平成30年度の優れた「早

寝早起き朝ごはん」運動

の推進にかかる文部科学

大臣表彰に向け、市町村

の取組状況の把握        

 

②Web サイトによる啓発活 

動の実施     

 

③子供の生活習慣改善に関 

する講演会の実施 

 

④睡眠チェックシートを活 

用した中高生の生活習慣 

改善事業の実施 

 

 

 

 

 

 

 

事業

名 
学校保健指導事業 H29 当初予算 13,154 千円 学校安全保健課 

事業概要 

教職員等を対象とする各種研修会・講習会を実施し、学校保健指導に関する資質の向上を図る。 

２７（実績） ２８（実績） ２９ ３０ ３１ 

①養護教員研修の実施 

新規採用者33名12日間 

５年経験者32名５日間 

10経験者34名４日間 

②薬物乱用防止教育研修

会の実施1,363名参加 

③性教育研修会の実施、

1,164名参加 

④エイズ教育用リーフレ 

ットのＷeb サイト掲載 

⑤感染症やアレルギー疾

患の情報収集及び提供 

①現代的教育課題に沿っ 

た養護教諭研修の実施 

 初任者 35 名 12 日間 

 ５年経験者 32 名５日間 

 10 年経験者 40 名４日間 

②薬物乱用防止教育研修会

の実施 1,360 名参加 

③現代的教育課題に沿った 

性教育研修会の実施 

1,193 名参加 

④エイズ教育用リーフレッ

トの Web サイト掲載 

⑤感染症やアレルギー疾患

の情報収集及び提供 

①現代的教育課題に沿っ 

た養護教諭研修の実施 

 初任者 12 日間 

 ５年経験者５日間 

 10 年経験者４日間 

②薬物乱用防止教育研修会

の開催１回 

③現代的教育課題に沿った 

性教育研修会の開催１回 

 

④エイズ教育用リーフレッ

トの Web サイト掲載 

⑤感染症やアレルギー疾患 

の情報収集及び提供 

 

 

 

 

 

 

＜取組(２)の関連事業＞ いきいきちばっ子食育推進事業(p.27) 
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取組(３) 食を通じた健康づくりの推進 

 

事業名 いきいきちばっ子食育推進事業 <再掲> 施策 3-取組(2) H29 当初予算 2,900 千円 学校安全保健課 

事業概要 

学校給食や食育指導推進のための実践研究を行い、その成果を学校・家庭・地域に広く普及することにより、食育

を推進する。 

２７（実績） ２８(実績) ２９ ３０ ３１ 

①５つの教育事務所ごと

に食に関する指導事業

地区別研究協議会を実

施、1,008 名参加 

 

②食育指導推進拠点校 

20校のうち、10校で授業

公開を実施 

 

 

③県立高等学校２校、小・

中学校５校で連携事業

を実施 

①５つの教育事務所ごと

に食に関する指導事業

地区別研究協議会を実

施 

 1,031 名参加 

②食育指導推進拠点校 

20校のうち、10校で授業

公開、授業研究協議会

（情報交換等含む）を実

施 

③高等学校と連携した食

育活動支援事業を、県立

高等学校２校、小・中学

校４校で実施 

①５つの教育事務所ごと 

に食に関する指導事業 

地区別研究協議会を実 

施 

 

②食育指導推進拠点校 

20校のうち、10校で授業

公開、授業研究協議会を

実施 

 

③高等学校と連携した食育 

活動支援事業を、県立高 

等学校２校、小・中学校 

６校で実施 

 

 

 

 

 

 

 

事業名 ちば食育活動促進事業  <再掲> 施策 13-取組(1) H29 当初予算 4,703 千円 安全農業推進課 

事業概要 

県民が、生涯にわたり健全な食生活を実践して、健康な体と豊かな心を維持するため、企業・ボランティア、関係   

団体、市町村等との連携・協働による広報、啓発活動や体験活動等による食育推進運動の展開を図る。 

２７（実績） ２８（実績） ２９ ３０ ３１ 

①啓発リーフレットの作

成、配付100,000枚 

②学校参加型食育プログ

ラムポスタ－の配付

2,000 枚 

③地域食育活動交換会の

開催10回   

④食育情報交換会の開催 

 １回  など 

①啓発リーフレットの作

成、配付94,100枚 

②学校参加型食育プログ

ラムポスタ－の配付

2,000 枚 

③地域食育活動交換会の

開催８回  など 

①啓発リーフレットの作 

成、配付 105,000 枚 

②学校参加型食育プログ 

ラムポスターの配付 

2,000 枚 

③地域食育活動交換会の

開催 10 回 

④食育推進大会（食育情 

報交換会からの変更） 

の開催１回  など 

 

 

 

 

 
 
＜取組(３)の関連事業＞ 子供の生活習慣改善事業(p.26) 
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施策 ４ 社会的・職業的に自立し地域で活躍する人材の育成 

 
 
 
 

• 子どもたちが社会に目を向けながら、学校での教科等の学びと将来の職業との関係に 

意義を見いだして、学ぶ意欲を持ち、日々学んでいることを将来社会で役立てられるよう、 

しっかりと身に付けさせる。 

• 子どもたちの発達の段階に応じた体系的・系統的な一貫性のあるキャリア教育を学校の  

教育活動全体を通じて推進し、子どもの社会的・職業的自立に向けて必要となる能力や  

態度を育成する。 

• 子どもたちの勤労観・職業観を高めるとともに、地域の要請に応え、千葉県を愛し、千葉 

県を誇りに思い、地域を支える人材を育てるため、千葉県の多様な自然、産業、人材など  

を生かし、企業や大学、研究機関等と連携・協働した職場体験活動等を推進し、特に高等 

学校段階においては、様々な職業分野において必要とされる専門知識・実践力を身に付け 

るための教育の充実を図る。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       施策４の４つの取組 

 
子どもや若者の社会参加の促進 

 
企業や大学・研究機関等との 
連携による職場体験等の充実 

 
地域を支える人材の育成 

 
系統的なキャリア教育の推進 

 
取組（１） 

 
取組（２） 

 
取組（３） 

 
取組（４） 
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取組(１) 系統的なキャリア教育の推進 

 

事業名 
小・中・高等学校のキャリア教育総合推進事業 

<再掲> 施策 4-取組(3) 

教職員研修費 

H29 当初予算 13,793 千円の一部 
指導課 

事業概要 

 ｢キャリア教育の手引き｣(小・中・高等学校の教員を中心とした研究委員会が作成)を活用することや、児童生徒を対象

とする講演会、職場体験、インターンシップ等で活躍する人材を登録し活用することにより、小学校から高校につながる

継続的なキャリア教育の推進を図る。 

２７（実績） ２８（実績） ２９ ３０ ３１ 

①高等学校進路指導研究

協議会を実施２回(外部

講師等による講演や発

表） 

②中学校キャリア教育・進

路指導研究協議会を各

教育事務所において実

施５回（外部講師等によ

る講演や研究協議） 

①高等学校進路指導研究

協議会を実施２回(外部

講師等による講演や発

表）303 名参加 

②中学校キャリア教育・進

路指導研究協議会を各

教育事務所において実

施５回(外部講師等によ

る講演や発表）246 名参

加 

①高等学校進路指導研究 

協議会を２回開催 

 

 

②中学校キャリア教育・

進路指導研究協議会を

各教育事務所において

５回実施 

 

 

 

 

 

 

 

事業名 中学生の一日高校体験入学    H29 当初予算 0 千円 指導課 

事業概要 

高等学校が自校の施設を公開して情報提供を行い、中学生が充実した高校生活を通して自己実現を果たすための主

体的な進路選択を支援する。 

２７（実績） ２８（実績） ２９ ３０ ３１ 

①中学生の一日体験入学

延べ実施回数 378 回、

中学生の延べ参加人数

110,301 名、保護者の

延べ参加人数 41,055 名 

①中学生の一日体験入学

延べ実施回数 335 回、中

学生の延べ参加人数

106,972 名、保護者の延

べ参加人数 43,037 名 

①中学生の一日体験入学 

は、夏休みを中心に、

各高等学校の実情に合

わせて、生徒・保護者

を対象に実施 

 

 

 

 

 

 

事業名 ジョブカフェちば事業 <再掲> 施策 4-取組(3) H29 当初予算 139,082 千円 雇用労働課 

事業概要 

就職を希望する若者を対象に、キャリアカウンセラーによる個別相談や就職に役立つ各種セミナーなど、総合的な

就職支援サービスをワンストップで提供するとともに、企業と若者との交流イベントなどを開催し、県内企業の人材

確保を支援する。 

２７（実績） ２８（実績） ２９ ３０ ３１ 

①「ジョブカフェちば」総

利用者数：27,287 名 

新規登録者数：4,678 名 

就職等進路決定者数：

3,818 名 

①「ジョブカフェちば」総

利用者数：18,037 名 

新規登録者数：2,961 名 

就職等進路決定者数： 

2,386 名(１月末時点) 

①「ジョブカフェちば」の

活用による、若者の就労

支援及び中小企業の採

用支援 

 

 

 

 

 

 
＜取組(１)の関連事業＞ ちばっ子｢学力向上｣総合プラン１ 興味ワクワク｢読書・体験学習｣チャレンジプラン(p.15) 

           情報教育の充実(p.17)           工業高校企業等連携推進事業(p.41) 

           総合教育センター研修事業(p.48)     特別非常勤講師配置事業(p.50) 

           高等学校と大学の連携促進(p.92)     千葉県魅力ある建設事業推進協議会(p.93) 
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取組(２) 地域を支える人材の育成 

 

事業名 ちば新農業人サポート事業(農家後継ぎ等就農促進) H29 当初予算 1,540 千円 担い手支援課 

事業概要 

県内の高校生等を対象に、地域における先進的な農業経営事例を紹介するとともに、先輩農家と交流することによ

り、農業の魅力をＰＲする。 

２７（実績） ２８（実績） ２９ ３０ ３１ 

①農業高校等で就農推進

講座の開催、就農につい

ての情報交換会、視察研

修会を開催 

(10 地区、14 高校、延べ

参加者数 769 名） 

①農業高校等で就農推進

講座の開催、視察研修会

を開催(10 地区、14 校、

延べ参加者数 426 名） 

 

①農業高校等で就農推進 

講座の開催、生産者と

の交流会、視察研修会

を開催（10 地区） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業名 新規漁業者確保定着支援事業(水産業インターンシップ) H29 当初予算 653 千円 水産課 

事業概要 

高校生を対象に、漁業者等と連携して２～５日間の水産業インターンシップ(乗船実習、陸上作業等)を実施し、地

域で必要とされる人材育成のための職業教育を行う。 

２７（実績） ２８（実績） ２９ ３０ ３１ 

①水産業インターンシッ

プ開催４回 

①水産業インターンシッ

プの開催４回 

①水産業インターンシッ

プの開催９回 

 

 

 

 

 
 
＜取組(２)の関連事業＞ ちばっ子｢学力向上｣総合プラン１ 興味ワクワク｢読書・体験学習｣チャレンジプラン(p.15) 

            工業高校企業等連携推進事業(p.41)   
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取組(３) 企業や大学・研究機関等との連携による職場体験等の充実 

 

事業名 夢チャレンジ体験スクール  H29 当初予算 2,144 千円 生涯学習課 

事業概要 

県内の多様な産業や大学等と連携を図り、子どもたちが、様々な職種における就業体験や科学・技術体験、大学講義

の受講等の機会を通して、職業に必要な資質や能力等について学ぶとともに、将来の職業に対する夢を育むことを目的

として、小・中学生、高校生を対象にキャリア教育などに関するプログラムを夏休みに実施する。 

２７（実績） ２８（実績） ２９ ３０ ３１ 

①実行委員会開催１回 

②「サイエンススクール」

（小・中・高）全19講座

参加者335名 

③「キャリア教育科学・先

端技術体験キャンプ」

（中・高）全13講座 

参加者127名 

④「キャリア教育しごと体

験キャンプ」（中・高） 

全７講座 参加者 37 名 

⑤「教育ＣＳＲフォーラ

ム」実施１回  

参加者 58 名 

①実行委員会開催２回 

②「サイエンススクール」

（小・中・高）全 21 講座 

 参加者 392 名 

③「キャリア教育科学・先

端技術体験キャンプ」

（中・高）全 12 講座 

 参加者 113 名 

④「キャリア教育しごと体

験キャンプ」（中・高） 

全７講座 参加者 38 名 

⑤「教育ＣＳＲフォーラ

ム」実施１回  

参加者 46 名 

①実行委員会開催２回 

②「サイエンススクール」

（小・中・高）21 講座 

 

③「キャリア教育科学・ 

先端技術体験キャンプ」

（中・高）12 講座 

 

④「キャリア教育しごと体

験キャンプ」（中・高）

全７講座 

⑤「教育ＣＳＲフォーラ 

ム」１回の実施 

 

 

 

 

 

※教育ＣＳＲ（corporate social responsibility）・・・教育に関する企業の社会的責任 

 

 

事業名 ｢子ども参観日｣キャンペーン <再掲> 施策 15-取組(2) H29 当初予算 0 千円 生涯学習課 

事業概要 

子どもたちが親の働く姿に接することができるよう、企業等に｢子ども参観日｣の実施を働きかけるとともに、実施

した企業をＷebサイト上で紹介するなど、企業等の参加を促進する。 

２７（実績） ２８（実績） ２９ ３０ ３１ 

①企業団体へ協力依頼

(訪問５か所） 

個別の企業へ協力依頼

(メール67件、電話67件) 

②県内の25企業等で実施

約800名参加 

（県庁「子ども参観日」 

33名参加） 

③実施事業所、活動内容

の紹介（Web サイト） 

①企業団体への依頼（訪問

５か所） 

個別の事業所への依頼 

（メール 32 件、電話 55 件） 

②県内の 26 企業等で実施 

 約 830 名参加 

（県庁「子ども参観日」 

64名参加） 

③実施事業所、活動内容の

紹介（Web サイト） 

①企業団体への依頼（訪問

５か所）、個別の事業所

への依頼（メール、電話） 

 

②県内企業等で実施 

（７月に県庁「子ども参観

日」を実施） 

 

③実施事業所、活動内容の 

紹介（Web サイト） 

 

 

 

 

 
 
＜取組(３)の関連事業＞ 小・中・高等学校のキャリア教育総合推進事業(p.29)  

            ジョブカフェちば事業(p.29)  

            ちば夢チャレンジ☆パスポート・プロジェクト(p.72) 
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取組(４) 子どもや若者の社会参加の促進 

 

事業名 さわやかちば県民プラザ交流事業 <再掲> 施策 11-取組(1) 16-(2) H29 当初予算 596 千円 生涯学習課 

事業概要 

互いに支え合い、安心して暮らせる地域社会づくりの推進のためにボランティア活動に参加し、地域に関わるボラ

ンティア活動や体験活動に資する講座の実施及びボランティア情報の収集と提供を行う。 

２７（実績） ２８（実績） ２９ ３０ ３１ 

①ボランティア活動及び

体験活動に関する情報

収集と提供(通年） 

②ボランティア活動等に

関する相談(通年） 

生涯学習相談 295 件 

体験活動ボランティア

活動支援センターにお

ける相談 380 件 

 

 

③ボランティア活動交流

会の実施(５講座) 

・ヤングパワームーブメ

ント 参加者 963 名 

・子どもチャレンジプロ

ジェクトイベント 

参加者 1,562 名 

・体験活動ボランティア

活動講座３講座 

参加者 45 名 

①ボランティア活動及び

体験活動に関する情報

収集と提供(通年） 

②ボランティア活動等に

関する相談(通年） 

生涯学習相談 324 件 

(12 月末まで) 

体験活動ボランティア

活動支援センターにお

ける相談 294 件 

（12 月末まで） 

③ボランティア活動交流

会の実施(５講座） 

・ヤングパワームーブメ

ント 参加者 1,452 名 

・子どもチャレンジプロ

ジェクトイベント 

   参加者 1,855 名 

・体験活動ボランティア 

活動講座３講座 

 参加者 21 名 

①ボランティア活動及び 

体験活動に関する情報 

収集と提供（通年） 

②ボランティア活動等に 

関する相談（通年） 

 

 

 

 

 

 

③ボランティア活動交流 

会の実施（５講座） 

・ヤングパワームーブメ

ント 

・子どもチャレンジプロ

ジェクトイベント 

・体験活動ボランティア

活動講座、入門編・実

践編・スキルアップ編 

④高校生のためのボラン

ティア体験講座の実施

（年６回） 

 

 

 

 

 

 

 

事業名 さわやかちば県民プラザ学習・研修事業<再掲> 施策 10-取組(4) 16-(2)(3) H29 当初予算 1,361 千円 生涯学習課 

事業概要 

県民の生涯学習を適切に支援するために、県・市町村行政職員をはじめ、教職員、生涯学習団体のリーダー等を対

象にした研修を実施する。また、県民の学習ニーズに対応した学習機会を提供するとともに現代的課題や広域的な学

習環境の整備を図るための各種事業を実施する。 

２７（実績） ２８（実績） ２９ ３０ ３１ 

①２事業（まなびシステム

事業・図書コーナー事

業）の実施 

②14 講座の実施 

①２事業（まなびシステム

事業・図書コーナー事

業）の実施 

②14 講座の実施 

①２事業（まなびシステム

事業・図書コーナー事

業）の実施 

②13 講座の実施 
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施策 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 

 
 
 
 

• 日本人としての自覚とアイデンティティを確立しつつ、広い視野に立って培われる教養 

と専門性、豊かな語学力、異なる言語、文化、価値を乗り越えて関係を構築するための 

能力と協調性、異文化理解の精神、新しい価値を創造する能力、次世代までも視野に入 

れた社会貢献の意識、チャレンジ精神、主体的に発信し行動する力などを持った人材を 

育成する。 

• 伝統と文化を尊重し、それらを育んできた我が国と郷土を愛する心を育てるための教育 

活動を推進するとともに、子どもたちがグローバル化に対応できる環境の整備や機会の 

提供、豊かな語学力・コミュニケーション能力などの育成を進める。 

• 外国人児童生徒に対して、各学校における日本語指導の充実や各地域における交流の 

促進など、受入れ体制の整備を進める。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        施策５の４つの取組 

 
多様な文化を認め合う国際 
社会の担い手の育成 

 
外国語教育の充実 

 
外国人児童生徒等の受入れ 
体制の整備 

 
郷土と国の歴史や伝統文化等 
について学ぶ教育の推進 

 
取組（１） 

 
取組（２） 

 
取組（３） 

 
取組（４） 
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取組(１) 郷土と国の歴史や伝統文化等について学ぶ教育の推進 

 

事業名 ｢チーバくん、ふるさと・ことばかるた｣の活用促進 H29 当初予算 0 千円 指導課 教育政策課 

事業概要 

かるたの作成や活用を通して、就学前児童が家族や友達、動植物を慈しむ心、ルールやマナーを守る心、ふるさと

意識などを育てるとともに、美しい日本語に触れ、日本語の理解を深める教育の推進を図る。 

２７（実績） ２８（実績） ２９ ３０ ３１ 

①幼稚園等初任者研修 

１回 

②Webページでの活用の

促進 

①幼稚園等初任者研修で

の活用の促進１回 

②Webページでの活用の

促進 

①幼稚園等初任者研修で

の活用の促進１回 

②Web ページでの活用の

促進 

 

 

 

 

 

 

 

事業名 道徳読み物教材｢明日への扉｣・｢明日への扉Ⅱ｣の活用推進 H29 当初予算 0 千円 指導課 

事業概要 

道徳教育読み物教材｢明日への扉｣や｢明日への扉Ⅱ｣の活用を通じて、郷土の歴史や伝統文化等について学ぶ教育を

推進する。 

２７（実績） ２８（実績） ２９ ３０ ３１ 

①｢明日への扉｣、｢明日へ

の扉Ⅱ｣について、研修

会や指導主事訪問等に

よる活用推進 

①｢明日への扉｣、｢明日

への扉Ⅱ｣について、

研修会や指導主事訪問

等による活用推進及び

公開授業での活用 

①｢明日への扉｣、｢明日

への扉Ⅱ｣について、

研修会や指導主事訪問

等による活用推進及び

公開授業での活用 

 

 

 

 

 

 

 

事業名 国旗・国歌の意義や大切さの理解を深める取組 H29 当初予算 0 千円 指導課 

事業概要 

幼稚園、小・中学校、高等学校、特別支援学校の学習指導要領に示されている国旗及び国歌の取扱いに基づき、児

童生徒に国旗と国歌の意義を理解させ、これを尊重する態度を育てるとともに、諸外国の国旗と国歌も同様に尊重す

る態度を育てる。 

２７（実績） ２８（実績） ２９ ３０ ３１ 

①学習指導要領に基づく

各校種での教育実践 

②平成26年度卒業式及び

平成27年度入学式での

国旗掲揚及び国歌斉唱

に関する調査の実施：県

内公立学校100％実施 

①学習指導要領に基づく

各校種での教育実践 

②平成27年度卒業式及び

平成28年度入学式での

国旗掲揚及び国歌斉唱

に関する調査の実施:

県内公立学校100％実

施 

①学習指導要領に基づく

各校種での教育実践 

②平成28年度卒業式及び

平成29年度入学式での

国旗掲揚及び国歌斉唱

に関する調査の実施 

 

 

 

 

 

 

 

＜取組(１)の関連事業＞ グローバル人材プロジェクト(p.35) 
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取組(２) 多様な文化を認め合う国際社会の担い手の育成 

 

事業名 国際教育交流推進事業 H29 当初予算 16,000 千円 教育政策課 

事業概要 

新たな地域文化の創造や地域の活性化に必要なグローバル人材の育成に向け、若者の国際感覚や異文化理解を醸成

することを目的に、教育面での相互交流を展開する。 

２７（実績） ２８（実績） ２９ ３０ ３１ 

①教員等のマレーシア、台

湾への派遣 

（マレーシア 15 名、台湾

14 名） 

 

①教職員、高校生のアジア

地域への派遣・交流 

（教職員７名、生徒 29 名） 

②教員等の台湾への派遣

（12 名） 

③訪日教育旅行での学校

交流を希望する学校リ

ストの作成 

①教職員、高校生のアジア地

域への派遣・交流（教職員

６名、生徒 30 名程度） 

②教員等の台湾への派遣（12

名程度） 

③訪日教育旅行での学校交

流を希望する学校リスト

による情報提供 

 

 

 

 

 

 

事業名 グローバル人材プロジェクト 
  <再掲> 施策 5-取組(1)(3) 

H29 当初予算 47,045 千円 

（高校生等海外留学助成事業 15,000 千円を含む） 
指導課 教育政策課 

事業概要 

グローバル人材を育成するために、児童生徒や教職員を対象とする各種事業を実施し、児童生徒が海外に目を向け

自らが成長するきっかけを提供するとともに、本県の次代を担う子どもたちの成長に貢献する。 

２７（実績） ２８（実績） ２９ ３０ ３１ 

①海外からの留学生との交流会及

び海外理解促進のための講演会

の開催(グローバル人材プロジェ

クト事業実施校 20 校） 

②グッドプラクティス(グローバル

成果発表会）開催（１回 20 校） 

③留学フェア１回開催、約 100 名参

加  

 

④高校生海外留学事業で長期14名、

短期75名の申請 

⑤スーパーグローバルハイスクー

ル(ＳＧＨ）の指定(成田国際高

校、松尾高校） 

⑥運営指導協議会の実施３回 

 

 

⑦外国語指導助手及び英語教員の

指導力向上研修を実施、122名参

加 

 

 

⑧国が主催する中央研修への派遣

(小９名、中７名、高３名) 

⑨大学と連携した小・中・高の英語

教育担当教員の指導力向上研修

を実施(小180名、中175名、高100

名参加） 

⑩指導と評価改善への研修を中・高

の推進リーダーに対し実施２回 

①海外からの留学生との交流会

及び海外理解促進のための講

演会の開催（グローバル人材

プロジェクト事業実施校20

校） 

②グッドプラクティスの普及啓

発 

③留学フェアの開催１回 約100

名参加 

④高校生海外留学への助成67名

の申請 

⑤スーパーグローバルハイスク

ール(ＳＧＨ)の指定（佐倉高

校） 

 

⑥英語教育強化地域拠点事業の

推進(流山市の小・中・高等学

校を研究指定）、運営指導協議

会３回 

⑦外国語指導助手及び英語教員

の指導力向上研修を実施（参

加者 167 名） 

⑧国が主催する中央研修への派

遣(小９名、中７名、高６名) 

⑨大学と連携した小・中・高の英

語担当教員の指導力向上研修

を実施(小180名、中350名、高

150名参加） 

⑩指導と評価改善の研修(CAN-

DO リスト活用研修会)の開催

２回 

①海外からの留学生との交流会

及び海外理解促進のための講

演会の開催 

 

 

②グッドプラクティスの普及啓

発 

③留学フェアの開催 

④高校生海外留学への助成 150

名程度 

 

⑤ＳＧＨ指定校としてグローバ 

ル・リーダー育成に資するカ

リキュラムの研究開発・実

践・体制整備 

⑥英語教育強化地域拠点事業公 

開研究会実施 11 月６日予定 

 

 

⑦外国語指導助手及び英語教員 

の指導力向上研修（２日間）を 

実施 

⑧国が主催する中央研修への派

遣（小９名、中７名、高５名） 

⑨大学と連携した小・中・高の 

英語担当教員の指導力向上研 

修を学校種別に実施 

⑩小学校英語教科化に向け、資 

質能力向上研修を実施 

⑪英検 IBA の実施 

 

 

 

 

 

＜取組(２)の関連事業＞ 若手教員米国派遣交流事業(p.36) 

    ホストファミリーの推進(p.37)                             
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取組(３) 外国語教育の充実 

 

事業名 語学力のある教員の採用 <再掲> 施策 7-取組(1) H29 当初予算 0 千円 教職員課 

事業概要 

教員採用選考において、ＴＯＥＩＣ等の高得点者等を特例試験により選考し、語学力のある教員の採用を進めるこ

とにより、学校における英語教育の質の向上を図る。 

２７（実績） ２８（実績） ２９ ３０ ３１ 

①ＴＯＥＩＣの高得点者

等を特例選考により選

考し、語学力のある受験

者を 12 名合格とした 

①ＴＯＥＩＣの高得点者

等を対象とした特例選

考に 34 名が志願し、語

学力のある受験者を 13

名合格とした 

①ＴＯＥＩＣの高得点者 

等を対象とした特別選

考により選考し、語学

力のある教員の採用を

推進する 

 

 

 

 

 

 

 

事業名 若手教員米国派遣交流事業 <再掲> 施策 5-取組(2) H29 当初予算 0 千円 指導課 

事業概要 

英語を理解する若手教員を米国に派遣し、交流の機会をもつことで、米国理解及び異文化理解を促進する。 

２７（実績） ２８（実績） ２９ ３０ ３１ 

①若手教員を米国の大学

での研修へ派遣、３名 

(県立高校２名、市立中

学校１名） 

①若手教員の派遣５名を

推薦、選考された２名

を派遣（県立高校１名

市立中学校１名） 

①若手教員の派遣１名を推

薦し、派遣予定 

 帰国後、県主催の研修で

伝達し、成果を広める 

 

 

 

 

                        

 

 

事業名 語学指導等を行う外国青年招致事業 
<再掲> 施策 5-取組(4) 

国際化推進費 H29 当初予算 226,473 千円 

グローバル人材プロジェクト事業 

H29当初予算47,045千円の一部 

指導課 

事業概要 

国際化に対応した学校教育推進の一環として、外国語指導助手(ＡＬＴ)を活用し、外国語教育及び国際教育を充実させ

る。また、学習指導要領の確実な定着を図るため、より多くの県立学校へ外国語指導助手を配置する。 

２７（実績） ２８（実績） ２９ ３０ ３１ 

①直接雇用ＡＬＴ20名と

業務委託ＡＬＴ32名を

県立学校129校に配置 

 

②ＡＬＴ及び日本人の指

導力向上研修を実施

（122名参加） 

①直接雇用ＡＬＴ20名と

業務委託ＡＬＴ32名を

県立学校145校に配置 

 

②ＡＬＴ及び日本人の指

導力向上研修を実施

（167名参加） 

①直接雇用ＡＬＴ20名と 

業務委託ＡＬＴ32名程 

度を県立学校約 140 校 

以上に配置 

②ＡＬＴ及び日本人の指 

導力向上研修(２日間）

を実施 

 

 

 

 

 
 
＜取組(３)の関連事業＞ グローバル人材プロジェクト(p.35) 

            国際化推進(外国人児童・生徒への支援)(p.37) 
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取組(４) 外国人児童生徒等の受入れ体制の整備 

 

事業名 国際化推進(外国人児童生徒への支援)<再掲> 施策 5-取組(3) 
国際化推進費 

H29 当初予算 226,473 千円の一部 
指導課 

事業概要 

外国人児童生徒等に対する適応指導や、日本語指導の充実を図るための協議を行うとともに、県立学校において、

日本語指導を必要とする外国人児童生徒に対して、母国語のわかる相談員を派遣し、支援の充実を図る。 

２７（実績） ２８(実績) ２９ ３０ ３１ 

①外国人児童生徒等教育

に関する連絡協議会を

実施１回 

②外国人児童生徒等教育

相談員を県立学校に 44

名派遣し、外国人生徒

の支援を行った 

①外国人児童生徒等教育

に関する連絡協議会を

実施１回 

②外国人児童生徒等教育

相談員を県立学校に 43

名派遣し、外国人生徒

の支援を行った 

①外国人児童生徒等教育

に関する連絡協議会を

実施１回 

②外国人児童生徒等教育 

相談員を県立学校の要 

請に応じて平成28年度

と同程度派遣 

 

 

 

 

 

 

 

事業名 ホストファミリーの推進  <再掲> 施策 5-取組(2) H29 当初予算 0 千円 教育政策課 

事業概要 

グローバル人材の育成に向け、異文化理解や国際交流を促進する仕組みをより一層充実させていくため、ホームス

テイやホームビジットの受入家庭を掘り起こし、訪日教育旅行等でのホームステイなどによる交流を促進する。 

２７（実績） ２８（実績） ２９ ３０ ３１ 

①ホストファミリーの促

進を目的とした、高校生

の家庭向けチラシの作

成・配付(180,000 部） 

はじめてホストファミ

リーを行う家庭を対象

に基本的な事項をまと

めた「ホストファミリー

の手引き」を作成（5,000

部） 

①ホストファミリーの普

及・啓発 

高校生の家庭向けチラ

シ・手引きやＷebページ

によるホストファミリ

ーとしての役割紹介 

②ホームビジットの実施 

 ユネスコ・アジア文化セ 

ンター実施「韓国教職員 

日本招へいプログラム」 

に協力し、ホームビジッ 

トを実施 

①ホストファミリーの普 

及・啓発 

高校生の家庭向けチラ 

シ・手引きの配付や 

Ｗeb ページによるホス 

トファミリーの役割紹 

介 

 

 

 

 

 

 
 
＜取組(４)の関連事業＞ 語学指導等を行う外国青年招致事業(p.36) 

 

 


