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プロジェクト II 
—元気プロジェクト— 

—千葉のポテンシャル (潜在能力) を生かした教育立県の土台づくり— 
 
 
  プロジェクトⅡでは、ちばのポテンシャル*5（潜在能力）を最大限に活用しながら、「教育立県ち 

ば」の土台となる、よりよい教育環境づくり、教育基盤づくりとして、教員の質・教育力の向上のほ 
か、いじめ防止や幼児教育の充実、特別支援教育の推進など、９つの施策に取り組んでいきます。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
  

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 
元気プロジェクトの９つの施策 

 
 

*5  千葉県は首都圏に位置し、豊かな自然やバランスのとれた産業、技術や人材の集積、一流アスリートと触れ合う機会な
ど、人づくりの環境に恵まれており、こうしたことが千葉県のポテンシャルとして挙げられます。

 

施策６ 

人間形成の場 

としての活力 

ある学校づくり 

施策 7 

教育現場の重視と

教員の質・教育力 

の向上 

施策８ 

いじめ防止対策 

の推進 

施策９ 

人格形成の基礎 

を培う幼児教育 

の充実 

施策 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 

施策 11 

読書県「ちば」 

の推進 

施策 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 

施策 13 

ちば文化の継承 

と新たな創造 

施策 14 

安全・安心な 

学びの場づくり 

の推進 

 II 
元気プロジェクト 

 
ちばのポテンシャルを生か  

した教育立県の土台づくり 
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施策 ６ 人間形成の場としての活力ある学校づくり 

 
 
 

• 学校・家庭・地域の協働体制を築き、地域に開かれた学校づくりを進め、学校運営協議会 

の設置 (コミュニティ・スクールの導入) など、保護者や地域住民が学校運営に参画す 

る機会を拡大する。 

• 不登校やいわゆる小 1 プロブレム、中 1 ギャップ、少子化の進行などの課題に対応する 

ためには、幼稚園等から小学校、小学校から中学校、中学校から高等学校への接続を円滑 

化し、児童生徒が多様な教職員、児童生徒と関わる機会を増やしていく。 

• 幼稚園児の 9 割、高校生の 3 割が通っている私立学校は、公立学校とともに公教育の一 

翼を担い、県民の学校選択の自由を確保する重要な役割を果たしていることから、建学の 

精神に基づく教育の振興を図るとともに、公立学校との連携を促進することにより、県 

全体の教育の充実を図る。 

• 特に、高校教育においては、今後の生徒数の推移、高校の設置状況などを踏まえ、公私 

が協調・共存して更なる充実に努める。 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        施策６の５つの取組 

 

 
取組（１） 

 
魅力ある高等学校づくり 

  
取組（２） 私立学校の振興 

 
公立学校と私立学校の連携の推進 

 
地域に開かれた魅力ある学校づくり 

 
豊かな学びを支える学校・学習環境 
づくり 

 
取組（５） 

 
取組（３） 

 
取組（４） 



第３章 主要事業の実施状況                                          

- 40 - 
 

取組(１) 魅力ある高等学校づくり 

 

事業名 県立高等学校再編事業 H29 当初予算 2,000 千円 県立学校改革推進課 

事業概要 

平成２４年３月に策定した県立学校改革推進プランに基づき、これまで公表した実施プログラムの着実な推進に努

めるとともに、評価を行い、新たな具体計画の策定について検討し、魅力ある県立学校づくりを推進する。 

２７（実績） ２８（実績） ２９ ３０ ３１ 

①実施プログラムの推進 

・大原・岬・勝浦若潮高校

を統合 

・地域連携アクティブス 

クールの設置(船橋古和

釜・流山北) 

・グロ―バルスクールの

設置(成田国際） 

・福祉コースの設置(小見

川） 

・海洋環境コースの設置

(銚子商業） 

・栽培環境コースの設置

(館山総合） 

・観光の学びの導入(館山

総合) 

②実施プログラムの評価

(柏井・松戸向陽） 

③新たな具体計画である、

第３次実施プログラム

の決定 

①実施プログラムの推進 

・併設型中高一貫教育校 

 の設置(東葛飾中学校） 

・単位制の導入(成東) 

・理数工学科の設置(千葉 

工業） 

・総合学科の設置(小金) 

・グローバル化に関する 

学びの導入(松尾） 

②実施プログラムの評価 

 （千葉工業、千葉女子、 

東葛飾、佐倉、銚子、長 

狭、安房、鶴舞桜が丘） 

③新たな具体計画を検討 

・福祉に関するコースの

設置（佐倉西） 

・国際に関するコースの

設置（匝瑳） 

・理数に関する学科の設

置（木更津） 

・単位制の導入（安房） 

・教員基礎コースの設置

（我孫子、君津） 

・農業に関する学科の学

科再編成（流山、成田西

陵、下総、多古、旭農業、

大網、茂原樟陽、鶴舞桜

が丘） 

・工業に関する学科の学

科再編成（下総） 

・商業に関する学科の学

科再編成（千葉商業、流

山、成田西陵、下総、君

津商業） 

・市原と鶴舞桜が丘を統

合 

・総合学科の設置（幕張総 

合） 

・保育基礎コースの設置

（市川南） 

・福祉コースの設置（我孫 

子東） 

・防災の学びの導入（市原 

八幡） 

④広報の在り方を検討（柏 

井、松戸向陽） 

①実施プログラムの推進 

・福祉に関するコースの

設置(佐倉西） 

・国際に関するコースの

設置(匝瑳） 

・理数に関する学科の設

置(木更津) 

②実施プログラムの評価 

・平成27年度に実施した

再編内容に関する評価 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①実施プログラムの推進 

・単位制の導入(安房） 

・教員基礎コースの設置

(我孫子、君津） 

・農業に関する学科の学

科再構成（流山、成田

西陵、下総、多古、旭

農業、大網、茂原樟

陽、鶴舞桜が丘） 

・工業に関する学科の学

科再構成(下総) 

・商業に関する学科の学

科再構成(千葉商業、流

山、成田西陵、下総、

君津商業） 

②実施プログラムの評価 

・平成28年度に実施した

再編内容に関する評価 

 

 

 

 

 

①実施プログラムの推進 

・市原と鶴舞桜が丘を統 

合 

・総合学科の設置(幕張総

合) 

・保育基礎コースの設置 

 (市川南) 

・福祉コースの設置（我孫

子東） 

・防災の学びの導入（市原

八幡） 

②実施プログラムの評価 

・平成29年度に実施した

再編内容に関する評価 
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事業名 新規夜間定時制高等学校夕食費補助事業 H29 当初予算 8,100 千円 学校保健安全課 

事業概要 

夜間定時制課程を置く高等学校のうち、給食を試行的に廃止している学校に在籍する生活保護受給世帯、市町村民

税所得割非課税世帯の生徒が喫食する給食に代わる夕食の費用の負担軽減を図るため、その一部を助成する。 

２７ ２８ ２９ ３０ ３１ 

  ①夜間学校給食を試行的 

に廃止する５校におい 

て、試行の中で具体的

に支援を実施 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業名 工業高校企業等連携推進事業 <再掲> 施策 4-取組(1)(2) H29 当初予算 3,384 千円 県立学校改革推進課 

事業概要 

工業教育の充実を図るため、企業・大学・関係機関等との連携を推進する｢工業系高校人材育成コンソーシアム千

葉｣を運営し、キャリア教育の推進や今後の地域産業を支える人材の育成を図る。 

２７（実績） ２８（実施） ２９ ３０ ３１ 

①総会２回、運営委員会４

回開催 

②企業見学会（教員研修）

３回開催 

③課題研究発表会２回開

催 

④コンソーシアム便りの

発行（４回） 

①総会２回、運営委員会１

回の開催、ワーキンググ

ループ会議２回の開催 

②企業・大学等との連携事

業の推進 

 

③コンソーシアム便りの

発行（４回） 

①総会、運営委員会等の

開催 

 

②企業・大学等との連携

事業の推進 

 

③コンソーシアム便りの 

発行 

 

 

 

 

 
  ※工業系高校人材コンソーシアム千葉・・・県立学校改革推進プランに基づき、工業教育の質を高め、ものづくりの実践力を育成するため、工業科を設置する 

高等学校と企業・大学・研究機関・現代産業科学館・行政機関等との連携を一層推進する組織 

 

＜取組(１)の関連事業＞ 県立高等学校再編事業(中高一貫教育校)(p.45) 

            定時制高校・通信制高校の充実(p.95) 

            地域連携アクティブスクールの更なる充実(p.95) 
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取組(２) 私立学校の振興 

 

事業名 私立学校経常費補助 H29 当初予算 11,985,709 千円 学事課 

事業概要 

私立学校の振興を図り、私立学校の健全な経営と私立学校に在学する児童、生徒及び幼児に係る修学上の経済的負

担の軽減に資するため、学校法人が教育を行うために要する経常的経費について、補助する。 

２７（実績） ２８（実績） ２９ ３０ ３１ 

①私立学校経常費の補助 

 高校(全日制）54校 他 

 （補助単価338,439円他） 

①私立学校経常費の補助 

  高校（全日制）54校 他 

（補助単価343,127円他） 

①私立学校経常費の補助 

 

 

 

 

 

 
 
 

事業名 
私立高等学校等就学支援事業・学び直し支援事業 

<再掲> 施策 17-取組(3) 
H29 当初予算 5,865,386 千円 学事課 

事業概要 

全ての就学の意欲のある高校生等が安心して勉学に打ち込める社会をつくるため、就学支援金を支給する。また、

高等学校等を中途退学した者が再び千葉県内の私立高等学校で学び直す場合に、就学支援金支給期間経過後も継続し

て授業料の支援を行う。 

２７（実績） ２８（実績） ２９ ３０ ３１ 

①私立高等学校等に通う

生徒に対し就学支援金

等を支給(66 校） 

①私立高等学校等に通う

生徒に対し就学支援金

等を支給(66 校） 

①私立高等学校等に通う

生徒に対し就学支援金

等を支給 

 

 

 

 

 

 

 

取組(３) 公立学校と私立学校の連携の推進 

 

事業名 公立学校と私立学校の連携 <再掲> 施策 16-取組(5) H29 当初予算 0 千円 指導課 教職員課 体育課 

事業概要 

研修、各種の競技大会、学校間交流等により公私が連携を深め、県全体の教育力を高める。 

２７（実績） ２８（実績） ２９ ３０ ３１ 

①高校教育課程研究協議

会等の研修の実施、各教

科１回 

②スーパーサイエンスハ

イスクール(ＳＳＨ)を

中心とした課題研究発

表会等を通じた交流 

③科学の甲子園千葉県大

会：29チーム参加（公立

26チーム、私立３チー

ム）、211人参加（公立189

人、私立22人） 

④県高体連・高野連主催の

各種大会における交流 

①高校教育課程研究協議

会等の研修の実施、各教

科１回 

②スーパーサイエンスハ

イスクール(ＳＳＨ)を

中心とした課題研究発

表会等を通じた交流 

③科学の甲子園千葉県大 

会 27 チーム参加（公立

22 チーム、私立 5 チー

ム）、202 人参加（公立

163 人、私立 39 人） 

④県高体連・高野連主催の

各種大会における交流 

①高校教育課程研究協議

会等の研修の実施、各

教科１回 

②スーパーサイエンスハ

イスクール(ＳＳＨ)を

中心とした課題研究発

表会等を通じた交流 

③科学の甲子園千葉県大

会を通じた交流 

 

 

④県高体連・高野連主催

の各種大会における交

流 
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事業名 私立学校派遣研修 <再掲> 施策 7-取組(2) 16-(5) H29 当初予算 0 千円 教職員課 

事業概要 

公立学校と私立学校の教員がお互いの良い面を学び合い、切磋琢磨することによって、広い視野と多様な経験を培

い、学校運営の活性化と教員の資質向上を図る。 

２７（実績） ２８（実績） ２９ ３０ ３１ 

①公立学校と私立高校間

で４名の人事交流を実

施 

・県立千葉女子高校→ 

千葉黎明高校 1名 

・八街市立八街中学校→ 

千葉黎明高校 1名 

・千葉黎明高校→ 

県立柏井高校 1名 

・千葉黎明高校→ 

八街市立八街北中学

校 1名 

②年度末に交流者の連絡

協議会を実施し、交流の

成果報告、次年度交流予

定者へのオリエンテー

ション等を実施 

①公立学校と私立高校間 

で４名の人事交流を実 

施 

・県立千葉南高校→ 

千葉黎明高校 1名 

・八街市立八街中央中学校 

→千葉黎明高校 1名 

・千葉黎明高校→ 

  県立小金高校１名 

・千葉黎明高校→ 

  八街市立八街中央中学

校１名 

②年度末に交流者の連絡協

議会を開催し、交流の成

果報告、次年度交流予定

者へのオリエンテーショ

ン等を実施 

①公立学校と私立高校 

間で人事交流を実施 

・千葉県私立中学高等

学校協会を通じて、

相互交流を希望する

私立学校を募り、希

望のあった私立学校

と協定書を交わし、

１年間の人事交流を

実施 

 

 

②年度末に交流者の連

絡協議会を開催し、

交流の成果報告、次

年度交流予定者への

オリエンテーション

等を実施 

 

 

 

 

 
 

＜取組(３)の関連事業＞ 学校教育の推進(p.58) 

            東京オリンピック・パラリンピックアスリート強化・支援事業(p.73) 

 

取組(４) 地域に開かれた魅力ある学校づくり 

 

事業名 県立学校における｢開かれた学校づくり委員会｣設置事業 H29 当初予算 4,929 千円 生涯学習課 

事業概要 

地域の住民や保護者などを委員とした｢開かれた学校づくり委員会｣を県立学校に設置し、学校の自己評価をもとに

学校関係者評価を行い、学校運営上の課題を解決する方策等を検討するなど、地域に開かれた学校づくりを推進す

る。 

２７（実績） ２８（実績） ２９ ３０ ３１ 

①各校で「開かれた学校づ

くり委員会」を開催(２

～５回） 

②「開かれた学校づくり研

修会」を８月 25 日に開

催(347 名参加） 

①各校で「開かれた学校づ

くり委員会」を開催(２

～５回） 

②「開かれた学校づくり研

修会」を８月 25 日に開

催（269 名参加） 

①各校で「開かれた学校

づくり委員会」を開催 

（３～４回程度） 

②「開かれた学校づくり

研修会」の開催 
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事業名 
県立学校における｢コミュニティ・スクール｣設置事業 

<再掲> 施策 16-取組(1) 

H29 当初予算 629 千円 生涯学習課 

事業概要 

保護者や地域住民などが、学校運営協議会を通じて、一定の権限と責任を持って学校運営に参画し、より良い教育

の実現とともに、地域に貢献し地域ネットワークの核となる学校づくりを目指す。 

２７（実績） ２８（実績） ２９ ３０ ３１ 

①コミュニティ・スクール

の設置(浦安高校） 

②コミュニティ・スクール

(多古・長狭・浦安高校）

における学校運営協議

会の開催(３～４回） 

③地域との協働による学

校及び地域の活性化を

目指した教育活動の実

施 

①コミュニティ・スクール

の設置(京葉高校） 

②コミュニティ・スクール

(多古・長狭・浦安・京葉

高校）における学校運営

協議会の開催(３回） 

③挨拶運動の実施や地域

行事へのボランティア

参加等、地域との協働に

よる学校及び地域の活

性化を目指した教育活

動の実施 

①コミュニティ・スクー

ル(多古・長狭・浦安・

京葉高校）における学

校運営協議会の開催(３

～４回） 

 

②地域との協働による学 

校及び地域の活性化を 

目指した教育活動の実 

施 

 

 

 

 

 

 
※コミュニティ・スクール・・・「学校運営協議会」が設置され、教育委員会から任命された保護者や地域住民などが、一定の権限と責任を持って学校運営 

に参画する仕組み 

  

 

事業名 
学校を核とした県内 1000 か所ミニ集会 

<再掲> 施策 8-取組(1) 14-(2) 15-(2) 16-(1) 

H29 当初予算 0 千円 生涯学習課 

事業概要 

地域住民の声を学校運営に生かすとともに、地域コミュニティの構築に資するため、公立小・中・高・特別支援学

校を会場に、教職員・保護者・地域住民が様々な教育課題について語り合う。 

２７（実績） ２８（実績） ２９ ３０ ３１ 

①各校においてミニ集会

を実施 実施率 100％ 

②各学校・教育委員会へリ

ーフレットを配付 

③教育庁職員等による参

観 39 校 

①各校においてミニ集会

を実施  

 

 

②教育庁職員等による参

観 37 校 

①各校におけるミニ集会 

の実施 

②各学校・教育委員会へ

リーフレットを配付 

③教育庁職員等による参

観 40 校程度 

 

 

 

 

 
 

＜取組(４)の関連事業＞ 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) 
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取組(５) 豊かな学びを支える学校・学習環境づくり 

 

事業名 
子どもと親のサポートセンター調査研究事業 

<再掲> 施策 7-取組(2) 8-(1) 17-(1) 

H29 当初予算 261 千円 指導課 

事業概要 

不登校や不適応等の問題について、教育相談の視点から効果的な連携や取組の調査研究事業を行う。 

２７（実績） ２８（実績） ２９ ３０ ３１ 

①カウンセリングの考え

方を活かして保護者と

の信頼関係を築くため

のアプローチの仕方の

研究計画作成及び実態

調査とその考察、理論研

究 

②入学期の不適応を軽減

するための学校間の連

携の取組を調査研究・発

表 

①カウンセリングの考え

方を活かして保護者と

の信頼関係を築くため

のアプローチの仕方の

調査研究・発表、ハンド

ブックを作成 

 

②学校・関係機関等との連

携を考えた学校不適応

の子どもの支援の在り

方の調査研究、アンケー

トを実施 

①カウンセリングの考え

方を活かして保護者と

の信頼関係を築くため

のアプローチの仕方の

調査研究の成果を Web

サイトで公開、研修等で

の活用 

②学校・関係機関等との

連携を考えた学校不適

応の子どもの支援の在

り方の調査研究、アン

ケートを実施 

③チーム学校における教 

育相談機能の充実に関 

する研究（平成30年度発

表予定） 

 

 

 

 

 

 

 

事業名 
県立高等学校再編事業(中高一貫教育校) 

<再掲> 施策 6-取組(1) 
H29 当初予算 11,300 千円 

県立学校改革推進課 

財務施設課 

事業概要 

 県立学校改革推進プラン・第１次実施プログラムに基づき、高等学校卒業までの６年間を通して、きめ細かな指導

を行うことで、生徒の新たな能力の発見やその伸長を目指し、平成２８年度東葛飾高校を併設型中高一貫教育校と

し、県立東葛飾中学校を設置した。 

２７（実績） ２８（実績） ２９ ３０ ３１ 

①校名は東葛飾中学校に

決定 

②教育課程の決定 

③入学許可候補者の決定 

④中学棟・体育館の建設 

東葛飾中学校４月開校 

①グラウンド復旧工事 

②備品の整備 

 

 

①備品の整備 
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施策 ７ 教育現場の重視と教員の質・教育力の向上 

 
 
 
 

• 教員自らが児童生徒の模範であるという使命感や責任感を持つとともに、課題探求型の 

学習、主体的・協働的な学習などの新たな学びを展開するための実践的指導力、高度な 

専門的知識など、指導力の向上に取り組む。 

• いじめ・不登校等生徒指導上の諸課題への対応、特別支援教育の充実、外国人児童生徒 

への対応、ICT*6 活用等に優れた指導技術をもつ教員を「魅力ある授業づくりの達人」 

に認定し、地域の教職員の授業力向上のため活用を図るなど、複雑かつ多様な課題に対応 

できるよう、教職員の研修体制の充実により教員の質と教育力の向上を図る。 

• 確固たる教育観と具体的な方針を有する校長のリーダーシップの下、教職員だけでな  

く、多様な専門性を有した人材等も含めた｢チーム学校｣を確立し、教員が互いに切磋琢磨 

していく環境づくりを進める。 

• 高等教育機関と連携した人材の育成、幅広い人間性を有する教員の採用を可能とする  

教員採用選考の取組を推進する。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施策７の４つの取組  
 
 
 
 
 

*6  Information and Communication Technology の略で、情報通信技術のこと。 

 
信頼される質の高い教員の育成 

 
子どもの多様化に対応した 
きめ細かい教育の推進 

 
教職員の負担軽減と学校問題

解決のための支援 

 
熱意あふれる人間性豊かな教員 
の採用 

 
取組（１） 

 
取組（２） 

 
取組（３） 

 
取組（４） 
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取組(１) 熱意あふれる人間性豊かな教員の採用 

 

事業名 ちば！教職たまごプロジェクト H29 当初予算 627 千円 指導課 

事業概要 

公立学校教員を志望する学生を対象として、年間を通して現場研修を実施することにより、教職への理解の深化と

教職に必要な資質・意欲の向上を図る。 

２７（実績） ２８（実績） ２９ ３０ ３１ 

①小学校817名、中学校214

名、特別支援学校134名

の研修生を現場で受入

れ 

①小学校853名、中学校268

名、特別支援学校152名

の研修生を現場で受入

れ 

①小・中学校950名程度、

特別支援学校150名程度

受入れ 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業名 教員採用選考 H29 当初予算 12,850 千円 教職員課 

事業概要 

子どもの気持ちを理解し、その目線に立って行動する態度を有するとともに、高度な専門知識や豊かな生活体験な

どを踏まえた幅広い人間性を有する教員の採用を推進する。 

また、新しい教育課程や今日的な教育課題への対応のための選考枠を設けるなどして、子どもたちへの愛情と熱意

にあふれた質の高い教員の採用に取り組む。 

２７（実績） ２８（実績） ２９ ３０ ３１ 

①大学への積極的な広報

活動の実施 

 

②幅広い人材を採用する

ための選考の実施 

・講師等特例選考 

・特定教科特別選考 

 

 

 

③人物重視の選考の実施 

①大学への広報活動を 58

大学で 62 回実施（志願

者数 7,325 名） 

②幅広い人材を採用する

ための選考の実施 

・小学校における英語教   

育推進枠の新設 

・中学校における複数教

科枠の新設 

・特別支援教育枠の新設 

③人物重視の選考を推進

するため２回の面接の

実施、模擬授業の工夫 

①大学への積極的な広報 

活動の実施 

 

②幅広い人材を採用する 

ための選考の実施 

・県外会場の新設 

・特定教科特別選考にお

ける「情報」の実施 

・年齢要件の拡大 

 

③人物重視の選考の実施 

・面接方法の改善 

・模擬授業の充実 

 

 

 

 

 

 

 

事業名 出前講座 <再掲> 施策 16-取組(4) H29 当初予算 150 千円 教職員課 

事業概要 

熱意ある優秀な教員を養成するため、大学等に出向き、公立学校を志望する大学生、短期大学生及び大学院生を対

象に、｢千葉県の求める教師像｣の説明等を行う｢出前講座｣の充実を図る。 

２７（実績） ２８（実績） ２９ ３０ ３１ 

①｢出前講座｣の実施 

北海道、東北を含めた

46 大学・54 講座の実施 

①｢出前講座｣の実施 

北海道、東北を含めた 

54大学・61講座の実施 

①｢出前講座｣の内容の工 

夫、実施 

 

 

 

 

 

 
 

＜取組(１)の関連事業＞ 語学力のある教員の採用(p.36) 
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取組(２) 信頼される質の高い教員の育成 

 

事業名 
ちばっ子「学力向上」総合プラン ５ 

 「教師力トップ」アクティブプラン 

H29 当初予算 ｢学力向上｣プランの一部 

   2,715 千円 他 
指導課 

事業概要 

｢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る。 

２７（実績） ２８（実績） ２９ ３０ ３１ 

①｢千葉県教職員研修体

系」に基づく研修６講座

実施 

 

 

②「若手教員育成推進員」

13 名委嘱 

①｢千葉県教職員研修体

系｣に基づく研修事業６

講座（アクティブ・ラー

ニング等）実施 

 

②｢若手教員育成推進員｣

15 名委嘱 

①｢千葉県教職員研修体

系」に基づく新たな教

育課題に対応した研修

講座（プログラミング

学習等）実施 

②「若手教員育成推進

員」15 名委嘱 

 

 

 

 

 

事業名 
総合教育センター研修事業 

<再掲> 施策 2-取組(1) 4-(1) 9-(1) 10-(5) 

H29 当初予算 総合教育センター研修事業 

18,960 千円 
指導課 

事業概要 

｢千葉県教職員研修体系｣に基づく研修事業の充実・推進、能動的な研修や地域に根ざした研修、経験年数に応じた研

修等により、信頼される質の高い教職員の育成を図る。また、「英語担当教員の指導力向上事業」等の研修を含め、学

習指導要領の内容に対応した授業力向上を図る。教職関係職員の資質能力の向上を図るため専門的、実践的な研修を行

う。 

２７（実績） ２８（実績） ２９ ３０ ３１ 

①｢千葉県教職員研修体

系｣に基づく研修事業の

実施 

初任者研修、経験者研修

を含め175講座実施 

①｢千葉県教職員研修体

系｣に基づく研修事業の

実施 

初任者研修、経験者研修

を含め172講座実施 

①「千葉県教職員研修体

系」に基づく研修事業 

175講座実施 

 

 

 

 

 

 

事業名 教職員研修(小・中・高等学校) <再掲> 施策 9-取組(1)(2) 
｢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 

学習指導要領の趣旨に基づき、教育課程の適切な編成および効果的な推進のため、研究・協議を行う。また、各教科等

における指導上の諸問題について、研究・協議を行い、教育の改善および充実を図る。 

２７（実績） ２８（実績） ２９ ３０ ３１ 

①小中教育課程研究協議

会参加者数 

小学校 4,507 名         

中学校 2,698 名 

②教科指導員・教科研究員

連絡協議会の開催５回 

③高等学校進路指導研究

協議会327名参加 

中学校キャリア教育・進

路指導研究協議会273名

参加 

①小中学校教育課程研究

協議会参加者数 

小学校 3,783 名         

中学校 2,359 名 

②教科指導員・教科研究員

連絡協議会５回の開催 

③高等学校進路指導研究

協議会２回の開催 303

名参加 

中学校キャリア教育、進

路指導研究協議会５回

の開催 246 名参加 

①小中教育課程研究協議 

会の開催、新教育課程

説明会（管理職対象）

の開催 

②教科指導員・教科研究

員連絡協議会５回の開

催 

③高等学校進路指導研究 

協議会２回の開催、中

学校キャリア教育、進

路指導研究協議会５回

の開催 
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事業名 
子どもと親のサポートセンター研修事業 

                <再掲> 施策 8-取組(1) 17-(1) 

H28 当初予算 2,118 千円 指導課 

事業概要 

生徒指導・教育相談・いじめ問題・自殺予防対策等に関する研修等を充実させることにより、教職員が子どもを

取り巻く様々な課題に、主体的に取り組む能力及び資質を身に付ける。 

また、県民を対象とした研修を実施し、不登校や子どもの発達に対する知識や理解を深めることで、県民が日々

の子どもの教育に役立てる能力を身に付けられるようにする。 

２７（実績） ２８（実績） ２９ ３０ ３１ 

①教職員や保護者を対象

とする研修を実施 

・教職員対象研修８講座

464 名参加 

・県民を対象とした研修 

２講座 444 名参加 

①教職員や保護者を対象

とする研修を実施 

・教職員対象研修 10 講座

（いじめ問題対策リーダ 

ー養成集中研修や生徒 

指導主事を対象とした 

いじめ防止、自殺予防 

研修を含む） 

1,964 名参加 

・県民を対象とした研修

２講座 536 名参加 

①教職員や保護者を対象 

とする研修を実施 

・教職員対象研修 10 講

座（いじめ問題対策リ

ーダー養成集中研修や

生徒指導主事を対象と

したいじめ防止、自殺

予防研修を含む） 

・県民を対象とした研修 

２講座 

 

 

 

 

 
  
＜取組(２)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) 

            私立学校派遣研修(p.43) 

            子どもと親のサポートセンター調査研究事業(p.45) 

 

 

取組(３) 子どもの多様化に対応したきめ細かい教育の推進 

 

事業名 少人数教育の推進 H29 当初予算 462,588 千円 教職員課 

事業概要 

児童生徒の発達段階に応じてきめ細かな指導を必要とする学年から段階的に少人数学級を進めるとともに、教科等

の学習において習熟度別やティーム・ティーチングなどの指導を可能とする少人数指導の充実を図ることで、バラン

スのとれた少人数教育を推進する。 

また、小・中学校に非常勤講師を派遣し、少人数学級や少人数指導など個に応じたきめ細かな指導の拡大、児童生

徒の学力向上や生徒指導体制の強化、学校マネジメント機能の充実を図る。 

２７（実績） ２８（実績） ２９ ３０ ３１ 

①標準法による小１の 

３５人学級編制に加え、

小２・中１の３５人学級

選択制、その他の学年に

おいて３８人学級選択

制の実施 

②非常勤講師の配置 

190 名 

(小 79 名・中 111 名） 

①標準法による小１の 

３５人学級編制に加え、

小２・中１の３５人学級

選択制、その他の学年に

おいて３８人学級選択

制の実施 

②非常勤講師の配置 

190 名程度 

①標準法による小１の 

３５人学級編制に加え、小

２・小３・中１の３５人学

級選択制、その他の学年に

おいて３８人学級選択制

の実施 

②非常勤講師の配置 

昨年度並みに配置 
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事業名 特別非常勤講師配置事業 <再掲> 施策 1-取組(1) 4-(1) H29 当初予算 16,043 千円 指導課 

事業概要 

各分野において優れた知識・技能を持つ人材を教科の領域・総合的な学習の時間の一部、クラブ活動等で特別非常勤

講師として配置し、学校教育の多様化への対応とその活性化を図る。 

２７（実績） ２８（実績） ２９ ３０ ３１ 

①特別非常勤講師配置 
 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） 

①特別非常勤講師配置 

 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（音楽指導，水

泳指導、書写指導等） 

①学校の要望に応じた効果

的・効率的な特別非常勤

講師の配置 

小・中合計 380 校程度

(総時間 5,000 時間程度) 

 

 

 

 

 

 

＜取組(３)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) 

 

 

取組(４) 教職員の負担軽減と学校問題解決のための支援 

 

事業名 教職員メンタルヘルス対策事業 H29 当初予算 19,200 千円   
学校安全保健課 

福利課 

事業概要 

｢千葉県メンタルヘルスプラン｣に基づき、神経・精神性疾患の教職員に対する対応の仕方や予防・早期発見等につ

いての研修を行なうとともに、予防のための啓発等により教職員の心の健康管理と円滑な学校運営の充実を図る。 

また、メンタルヘルス対策の第一歩は、教職員が心の不調に陥る前に、それぞれが抱える不安や悩みを解消するこ

とが必要であることから、公立学校共済組合と連携しながら、より気軽に相談できる環境づくりを推進する。 

２７（実績） ２８（実績） ２９ ３０ ３１ 

①教職員メンタルヘルス研修会

の開催３回 447 名参加、メン

ター研修会１回開催 168 名参

加 

②教職員メンタルヘルス推進会

議の開催１回 

③メンタルヘルス啓発資料を配

付43,300部 

④傷害保険に、延べ83名加入 

 

⑤相談事業の実施 

・教職員こころリフレッシュ相談 

・教職員悩み相談 

・教職員こころの健康相談 など 

 

①教職員メンタルヘルス研修会の

開催３回449名参加、県立学校職

員メンター研修会の開催１回

165名参加 

②教職員メンタルヘルス推進会議

の開催１回 

③メンタルヘルス啓発資料の作

成・配付43,400部 

④職場リハビリテーション傷害保

険延べ 87 名の加入 

⑤相談事業の実施 

・教職員こころリフレッシュ相談（相談日の拡充） 

・教職員悩み相談 

・教職員こころの健康相談 など 

⑥ストレスチェック制度の実施 

（本庁等教育機関実施率 89.9％、県立学校実施率 

93.9%） 

①教職員メンタルヘルス研修 

会開催３回、県立学校職員 

メンター研修会開催１回 

 

②教職員メンタルヘルス推進 

会議の開催１回 

③メンタルヘルス啓発資料の 

作成・配付 43,400 部予定 

④職場リハビリテーション傷 

害保険加入 

⑤相談事業の実施 

・教職員こころリフレッシュ相談 

・教職員悩み相談 

・教職員こころの健康相談など 

⑥ストレスチェック制度の円 

滑な実施 

（本庁等教育機関、県立学校） 
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事業名 学校の業務改善の推進 H29 当初予算 0 千円 教職員課 

事業概要 

教職員の負担軽減に向けた取組を進めることにより、教職員が子どもと向き合う時間を確保するとともに、教職員

の心身にわたる健康の保持を図る。 

２７（実績） ２８（実績） ２９ ３０ ３１ 

①多忙化対策検討会議５回実施 

②パンフレットを作成し、配付 

①多忙化対策検討会議５回実施 

②事例集やリーフレットを作成

し、配付 

①多忙化対策検討会議の開 

催（年６回程度） 

②事例集やリーフレットの 

配付 

③県立学校の教員に一人一台整

備される予定のパソコンを活

用し、業務改善を推進 

 

 

 

 

 

 

 

事業名 学校問題解決支援対策事業  H29 当初予算 652 千円 教育政策課 

事業概要 

法律・医療などの専門家及び教育庁関係課から成る｢学校問題解決支援チーム｣会議の開催等を通じて、学校等だけ

では解決困難な問題の解決に向けた助言等を行うことにより、教職員の負担軽減を図る。加えて、校内研修用資料の

活用推進や、若手教員向けの研修の実施により、教員の学校問題解決能力の向上を図る。 

２７（実績） ２８（実績） ２９ ３０ ３１ 

①会議の開催５回 

②研修会の開催１回、144 名参加 

 

 

③緊急の弁護士相談１件 

①会議の開催３回 

②希望研修の実施１回、79

名参加、学校職員研修会

への派遣１回 

③緊急の弁護士相談２件 

①会議の開催７回程度 

②研修会の開催１回 

 

③緊急の弁護士相談５時間 

程度 

 

 

 

 

 

 

＜取組(４)の関連事業＞ いじめ防止対策推進事業①(p.53) いじめ防止対策推進事業②(p.54) 

            スクール・サポーター制度（p.54) 

            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) 
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施策 ８ いじめ防止対策の推進 

 
 
 
 

•「千葉県いじめ防止基本方針」の下、いじめの早期発見、相談及び情報収集体制の充実、 

学校の教職員をはじめとした人材の確保及び資質の向上等の施策を進め、管理職を中心 

とした組織的、統合的な取組や、自尊と敬愛の心を育てる教育を充実する。 

• いじめ防止に向けた広報・啓発活動、特にインターネット等の適切な利用方法の 

周知等、ネットいじめの防止に資する教育及び啓発活動を推進する。 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施策８の４つの取組 

 いじめの防止等のための人材 
の確保と資質の向上 

 

 いじめ防止等のための啓発活動 
の推進 

 
インターネットを通じて行われる

いじめへの対策の推進 

 
いじめの予防や早期発見 
のための取組の推進 

 
取組（１） 

 
取組（２） 

 
取組（３） 

 
取組（４） 
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取組(１) いじめの予防や早期発見のための取組の推進 

 

事業名 
いじめ防止対策推進事業①  

 <再掲> 施策 7-取組(4) 8-(2)(3)(4) 17-(1) 

｢いじめ対策推進事業｣H29当初予算 

 715,374 千円の一部 
指導課 

事業概要 

いじめの根絶を目指し、未然防止・早期発見・早期対応に向けた取組を推進する。全ての児童・生徒が安心して学

校生活を送ることのできる体制づくりを推進する。 

２７（実績） ２８（実績） ２９ ３０ ３１ 

①いじめ対策調査会開催

１回 

 

②いじめ問題対策連絡協

議会開催１回 

(専門部会３回) 

③スクールカウンセラー 

小学校70名、中学校326

名(うち重点校５校)、高

等学校80名、教育事務所

等６か所に11名配置 

 

④スクールソーシャルワ

ーカーを地区不登校等

対策拠点校に５名配置 

⑤いじめ問題対策リーダ

ー養成集中研修239名の

参加 

⑥教育相談事業(24時間子

供 SOS ダイヤル)等の実

施 

①いじめ対策調査会開催

１回 

 

②いじめ問題対策連絡協

議会１回 

(専門部会３回) 

③スクールカウンセラー 

 小学校105名、中学校326

名(うち重点校５校)、高

等学校80名、教育事務所

等６か所に11名配置 

 

④スクールソーシャルワ

ーカーを地区不登校等

対策拠点校に８名配置 

⑤いじめ問題対策リーダ

ー養成集中研修の開催

234名参加 

⑥教育相談事業(24時間子

供SOSダイヤル)等の実

施 

①いじめ対策調査会開催 

４回(重大事態の調査を 

行った場合を含む) 

②いじめ問題対策連絡協 

議会１回 

(専門部会３回) 

③スクールカウンセラー 

小学校 140 名、中学校 

326 名(うち重点校５ 

校)、高等学校 80 名、

教育事務所等６か所に

11 名配置 

④スクールソーシャルワ 

ーカーを地区不登校等 

対策拠点校に12名配置 

⑤いじめ問題対策リーダ 

ー養成集中研修の開催 

 

⑥教育相談事業(24 時間子 

供 SOS ダイヤル)等の実 

施 

 

 

 

 

 

事業名 
豊かな人間関係づくり実践プログラムの活用推進 

<再掲> 施策 2-取組(4) 

H29 当初予算 0 千円 
指導課 

教育政策課 

事業概要 

「豊かな人間関係づくり実践プログラム」を各学校の実態に応じて発展させながら、教育課程に位置づけて実施で

きるように、学校訪問を通じた指導・助言により支援を行うとともに、教職員の指導力の向上を図るための研修を

行う。 

２７（実績） ２８（実績） ２９ ３０ ３１ 

①指導主事会議及び学校

訪問の際に活用につい

て指導・助言 

②実施状況調査（実施率：

小92.1%、中76.1%） 

③初任研講座の開催 

④若手教員向け研修の実

施(小 66 名・中 46 名の

参加) 

①指導主事会議及び学校

訪問の際に活用につい

て指導・助言 

②実施状況調査 

 

 

③若手教員向け研修の実

施（小58名、中47名の参

加） 

①指導主事会議及び学校 

訪問の際に活用につい 

て指導・助言 

②実施状況調査 

 

③初任研でリーフレット 

を配付 

 

 

 

 

 

 
＜取組(１)の関連事業＞いのちを大切にするキャンペーン(p.23)  学校を核とした県内 1000 か所ミニ集会(p.44) 

          子どもと親のサポートセンター調査研究事業(p.45)子どもと親のサポートセンター研修事業(p.49) 
          いじめ防止対策推進事業②(p.54) 地域とともに歩む学校づくり推進事業(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(２) いじめの防止等のための人材の確保と資質の向上 

 

事業名 
いじめ防止対策推進事業②  

<再掲> 施策 7-取組(4) 8-(1)(3)(4) 17-(1) 

｢いじめ対策推進事業｣H29 当初予算 

715,374 千円の一部 
指導課 

事業概要 

公立小・中・高等学校へのスクールカウンセラー等の配置の充実を図るとともに、いじめ問題に機動的に対応でき

るチームの派遣や教員の指導力向上のための研修の充実を推進することで、児童生徒が安心して学校生活が送れるよ

うに取り組む。 

２７（実績） ２８（実績） ２９ ３０ ３１ 

①スクールカウンセラー 

小学校70名、中学校326

名(うち重点校５校）、高

等学校80名、教育事務所

等６か所に11名配置 

 

②スクールソーシャルワー

カーを地区不登校等対策

拠点校に５名配置 

③いじめ問題対策支援チー

ムを県立高等学校 25 校

に２回ずつ、市町村立

小・中学校 25 校に１回

の派遣 

 

④いじめ問題対策リーダー

養成集中研修 239 名の参

加 

⑤いじめ防止対策研修会を

県内７会場で開催、管理

職 1,279 名が参加 

①スクールカウンセラー小

学校105名、中学校326名

(うち重点校５校）、高等

学校80名、教育事務所等

６か所に11名配置 

 

②スクールソーシャルワー

カーを地区不登校対策拠

点校に８名配置 

③いじめ問題対策支援チー

ムを派遣し、生徒指導に

関する校内研修を実施 

 

 

 

④いじめ問題対策リーダー

養成集中研修開催１回

234 名参加 

⑤いじめ防止対策研修会を

県内５会場で開催、生徒

指導主事 1,064 名参加 

⑥官民共営型教育支援セン

ターの在り方などに関す

る調査研究（いすみ市・白

井市で実施） 

①スクールカウンセラー小 

学校 140 名、中学校 326 

名（うち重点校５校）、

高等学校 80 名、教育事

務所等６か所に 11 名配

置 

②スクールソーシャルワー 

カーを地区不登校等対策 

拠点校に 12 名配置 

③いじめ問題対策支援チー 

ムを希望する県内高等学 

校及び市町村立小・中学 

校に派遣し、いじめや生 

徒指導等に関する研修等 

を実施 

④いじめ問題対策リーダー 

養成集中研修開催１回 

 

⑤いじめ防止対策研修会を 

県内６会場で開催(教育 

相談担当教員対象) 

⑥教育支援センターの整備 

促進等に関する調査研究 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業名 スクール・サポーター制度 <再掲> 施策 7-取組(4) H29 当初予算 96,695 千円 
警察本部少年課 

    警務課 

事業概要 

スクール・サポーターは、元警察官からなる嘱託職員であり、問題行動生徒への対応に苦慮する学校への支援を

はじめ、非行防止、健全育成及び学校の安全対策に関する各種支援活動を行う。 

２７（実績） ２８（実績） ２９ ３０ ３１ 

①中学校へスクール・サ

ポーターを派遣し、各

種支援活動を実施 19

校 

①中学校へスクール・サ

ポーターを派遣し、各

種支援活動を実施 10

校 

①学校からの要請に応じ 

て、スクール・サポー 

ターを派遣して各種支 

援活動を実施 
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事業名 

小中生徒指導推進研究協議会 

生徒指導担当・専任指導主事合同会議 

中高生徒指導推進研究協議会 

「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 

県内の小・中・高等学校生徒指導担当教員や管理職、教育事務所の生徒指導担当指導主事を対象に、児童生徒を取

り巻く生徒指導上の諸問題について共通理解を図る。 

２７（実績） ２８（実績） ２９ ３０ ３１ 

①小中生徒指導推進研究

協議会を各教育事務所

で開催、1,130 名参加 

 

②生徒指導担当・専任指

導主事合同会議３回実

施 

③中高生徒指導推進研究

協議会を各教育事務

所・千葉市での開催、

715 名参加 

①小中生徒指導推進研究

協議会を各教育事務所

で開催、管理職等 1,132

名参加 

 

②生徒指導担当・専任指導

主事合同会議３回実施 

③中高生徒指導推進研究

協議会を各教育事務所・

千葉市で開催、生徒指導

主事等 623 名参加 

①小中生徒指導推進研究 

協議会（教育事務所ご 

とに管理職と生徒指導 

担当を隔年で年１回実 

施） 

②生徒指導担当・専任指 

導主事合同会議（年３ 

回実施） 

③中高生徒指導推進研究 

協議会（教育事務所ご 

とに年１回実施） 

 

 

 

 

 
＜取組(２)の関連事業＞ いじめ防止対策推進事業①(p.53) 

 

取組(３) いじめの防止等のための啓発活動の推進 

 

事業名 いじめの防止等のための啓発活動の推進 
｢いじめ対策推進事業｣H29 当初予算 

715,374 千円の一部 
指導課 

事業概要 

県が発行する広報紙やＷｅｂサイトによる周知のほか、児童生徒・保護者向けの資料の作成・配付など、いじめ防

止が学校、家庭、地域にとって極めて重要な課題であることを啓発するための活動を推進する。 

２７（実績） ２８（実績） ２９ ３０ ３１ 

①いじめ関連啓発資料の

作成・配付 

いじめ防止啓発カード

744,000部 

いじめ防止啓発リーフ

レット272,000部 

②県の広報紙（県民だより

等）やWebサイトによる

啓発 

③いじめ防止啓発強化月

間の活動の充実 

④教育相談事業（24時間子

供SOSダイヤル）等の実

施 

⑤いのちを大切にするキ

ャンペーンの実施率

100％（千葉市を除く公

立小・中・高等学校） 

⑥自殺予防対策啓発資料

作成・配付(1,700部) 

①いじめ関連啓発資料の

作成・配付 

いじめ防止啓発カード

204,000部 

いじめ防止啓発リーフ

レット269,700部 

②Webサイトによる啓発活

動 

③いじめ防止啓発強化月

間（毎年４月）における

取組強化、Web サイトに

よる啓発 

④24時間子供SOSダイヤル

等の相談機関の周知 

⑤いのちを大切にするキ

ャンペーンの実施率

100％（千葉市を除く公

立小・中・高等学校） 

 

①いじめ関連啓発資料の 

作成・配付 

いじめ防止啓発カード 

201,000 部 

いじめ防止啓発リーフ 

レット 268,000 部 

②Web サイトによる啓発 

活動 

③いじめ防止啓発強化月 

間（毎年４月）におけ

る取組強化、Web サイ

トによる啓発 

④24時間子供SOSダイヤル

等の相談機関の周知 

⑤いのちを大切にするキ 

ャンペーンの実施 

 

 

 

 

 

 

＜取組(３)の関連事業＞ いじめ防止対策推進事業①(p.53) いじめ防止対策推進事業②(p.54)        
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取組(４) インターネットを通じて行われるいじめへの対策の推進   

 

事業名 青少年ネット被害防止対策事業 H29 当初予算 5,496 千円 県民生活・文化課 

事業概要 

青少年をインターネット上のトラブルや犯罪被害から守るため、ネットパトロールを実施し、各関係機関へ情報を

提供するとともに、インターネットの適正利用に関する啓発活動を行う。 

２７（実績） ２８（実績） ２９ ３０ ３１ 

①ネットパトロールの実

施（642校） 

②インターネットの適正

利用に係る講演等の実

施（59回、16,958名） 

①ネットパトロールの実

施(1,130 校) 

②インターネットの適正

利用に係る講演等の実

施（62 回、19,597 名） 

①ネットパトロールの実 

施（650 校程度） 

②インターネットの適正 

利用に係る講演等の実 

施（100 回程度） 

 

 

 

 

 

 

 

事業名 ネット安全教室等を通じた広報啓発活動の推進 H29当初予算 292千円 県警本部少年課 サイバー犯罪対策課 

事業概要 

学校等と連携して少年補導専門員や、サイバー犯罪対策課で運用している情報セキュリティーアドバイザー等を学

校に派遣し、インターネットを利用する上での規範意識の向上を図る。 

２７（実績） ２８（実績） ２９ ３０ ３１ 

①ネット安全教室の開催 

695回（教職員及び学校

を対象としたものに限

る。） 

（平成27年１月～12月） 

②非行防止教室等の開催 

436回 

（平成27年１月～12月） 

①ネット安全教室の開催 

648回（教職員及び学校

を対象としたものに限

る。） 

（平成28年１月～12月） 

②非行防止教室等の開催 

394 回 

（平成28年１月～12月） 

①ネット安全教室の開

催、講話内容の充実 

 

 

 

②非行防止教室等の開催 

 

 

 

 

 

 

 
 
＜取組(４)の関連事業＞ いじめ防止対策推進事業①(p.53) いじめ防止対策推進事業②(p.54) 
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施策 ９ 人格形成の基礎を培う幼児教育の充実 

 
 
 
 

• 子ども・子育て支援法等に基づく新たな制度が開始され、質の高い幼児教育・保育の 
総合的な提供が進められる中、幼児期の子ども一人一人の発達の状況に即した指導を適切 

に行うための環境整備や、子育て支援活動・預かり保育の充実を図る。 

• 教職員に対する研修機会の充実、地域の高等教育機関と連携した人材育成に向けた取組 

などを通じて、幼児教育に携わる教職員の専門性の向上を図る。 

• 幼児教育から小学校教育への移行は急激な教育環境の変化をもたらすものであること  

から、幼稚園、保育所、認定こども園と小学校が連携した取組を促進し、幼児教育から 

小学校教育への円滑な移行に資する取組を進める。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

施策９の２つの取組 

 
教職員の専門性の向上をはじめ 
とした幼児教育の質の向上 

 
小学校就学前教育から初等教育 
への円滑な接続 

 
取組（１） 

 
取組（２） 
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取組(１) 教職員の専門性の向上をはじめとした幼児教育の質の向上 

 

事業名 学校教育の推進 <再掲> 施策 3-取組(1) 6-(3) 
｢学校教育推進費｣ 

H29 当初予算 1,017 千円の一部 
指導課 

事業概要 

学校教育を充実させるため、学校教育指導の指針や幼稚園教育指導資料を作成する。また、指導主事の専門的資質・

能力の向上のため指導主事研修会を開催する。 

２７（実績） ２８（実績） ２９ ３０ ３１ 

①学校教育指導の指針平

成28年度版作成 

②幼稚園教育指導資料集

編集会議を２回開催、編

集方針とテーマの決定、

具体的実践例を収集 

 

 

 

③喫緊の教育課題に基づ

く指導主事を対象とし

た講演会２回 

①学校教育指導の指針平

成29年度版の作成 

②平成28年度幼稚園教育

指導資料集編集会議を

４回実施 

 

 

 

 

③学習指導要領改訂の方

向性等、今日的な課題

をテーマとした指導主

事を対象とした講演会

を実施２回 

①学校教育指導の指針平 

成30年度版作成  

②アプローチカリキュラ 

ム・スタートカリキュ

ラム千葉県モデルプラ

ンの作成（幼稚園教育

指導資料集からの変

更）に向け、具体的実

践例を収集 

③喫緊の教育課題に基づ 

く指導主事を対象とし 

た講演会２回 

 

 

 

 

 

 

事業名 子育て支援活動推進事業 <再掲> 施策 17-取組(1) H29 当初予算 100,000 千円 学事課 

事業概要 

保護者に対する教育相談事業、幼児教育に関する各種講座の開催及び地域の子どもたちを対象に遊びの場を提供す

るなど、幼稚園の施設や教育機能を積極的に地域に開放する学校法人立幼稚園等に対し助成を行う。 

２７（実績） ２８（実績） ２９ ３０ ３１ 

①学校法人立幼稚園等に

対する補助 168 園 

①学校法人立幼稚園等に

対する補助 186 園 

①学校法人立幼稚園等に 

対する補助を実施 

 

 

 

 

 

 

事業名 教職員研修(幼稚園等) <再掲> 施策 9-取組(2) 
｢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 

幼稚園教育要領の趣旨に基づき、教育課程の適切な編成および効果的な推進のため、研究・協議を行い、教育の改善およ

び充実を図る。 

２７（実績） ２８（実績） ２９ ３０ ３１ 

①幼稚園等初任者研修 

158 名参加 

②千葉県幼稚園教育課程

研究協議会の開催２回 

参加 423 名 

①幼稚園等初任者研修 

 202 名参加 

②千葉県幼稚園教育課程

研究協議会の開催２回 

参加 367 名 

①幼稚園等初任者研修の 

実施 

②千葉県幼稚園教育課程 

研究協議会（新教育要

領説明会）の開催 

 

 

 

 

 
 
＜取組(１)の関連事業＞ 総合教育センター研修事業(p.48)        教職員研修(小・中・高等学校)(p.48) 
            保幼小の円滑な接続のための連携(p.59)      幼稚園における読書活動の推進(p.68) 
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取組(２) 小学校就学前教育から初等教育への円滑な接続 

 

事業名 保幼小の円滑な接続のための連携  <再掲> 施策 9-取組(1) H29 当初予算 0 千円 指導課 

事業概要 

幼児教育から小学校教育への連続性や一貫性を確保し、学校段階間の円滑な移行を図るため、保育所、幼稚園、認定

子ども園と小学校の合同研究会議や相互交流の開催、幼児と児童との様々な交流活動の実施などを通じて、小学校での

新しい生活に慣れるための取組を推進する。 

２７（実績） ２８（実績） ２９ ３０ ３１ 

①学校教育指導の指針平

成27年度版を活用して、

幼稚園教諭等へ保幼小

の連携の重要性・必要性

を意識付け 

②指導主事会議における

情報交換 

③幼稚園等への訪問によ

る指導・助言 

①学校教育指導の指針平

成28年度版を活用して、

幼稚園教諭等へ保幼小

の連携の重要性・必要性

を意識付け 

②指導主事会議において、

情報交換や共通理解 

③幼稚園等への訪問時に

おける指導・助言 

①学校教育指導の指針平 

成 29 年度版を活用し、 

幼稚園教諭等へ保幼小 

の連携の重要性・必要

性の意識付け 

②指導主事会議における 

情報交換や共通理解 

③幼稚園等への訪問時に 

おける指導・助言 

 

 

 

 

 
 
＜取組(２)の関連事業＞ 教職員研修(小・中・高等学校)(p.48)  

            教職員研修(幼稚園等)(p.58) 
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施策 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 

 
 
 
 

• 本県の特別支援教育に関する総合的な基本計画である「千葉県特別支援教育推進基本計 

画*7 」に基づき、障害のある幼児児童生徒の自立や社会参加に向けて、乳幼児期から卒業 

後までの生涯にわたる一人一人のライフステージに応じて、適切な支援を行う。 

• 個別の教育的ニーズのある幼児・児童・生徒に対して、自立と社会参加を見据えて、 

その時点で教育的ニーズに最も的確に応える指導を提供できる、多様で柔軟な仕組みを 

整備し、連続性のある「多様な学びの場」を用意したインクルーシブ教育システムの構築 

を目指し、教育内容や指導方法の改善・充実を図る。 

• 障害のある子どもに対する相談・支援体制の充実や、特別支援教育に関わる教職員の 

専門性の向上を図るとともに、外部人材をはじめとする地域の教育資源の活用や障害  

特性に応じた様々な指導の改善を図る。 

•「県立特別支援学校整備計画」に基づき特別支援学校の過密対策を進めるとともに、 

安全で適切な教育環境の整備、充実を促進する。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

施策１０の５つの取組 
 
 

*7
平成 29 年度中に、次期「千葉県特別支援教育推進基本計画」の策定を予定しています。 

 連続性のある多様な学びの場 
と支援の充実 

 
特別支援教育に関する教員

の専門性向上 

 
取組（５） 

 
早期からの教育相談と支援体制

の充実 

 
特別支援学校の整備と機能の充実 

 
卒業後の豊かな生活に向けた

支援の充実 

 
取組（１） 

 
取組（３） 

 
取組（２） 

 
取組（４） 
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取組(１) 早期からの教育相談と支援体制の充実 

 

事業名 総合教育センター教育相談事業 <再掲> 施策 17-取組(1)  H29 当初予算  5,766 千円 指導課 

事業概要 

特別な教育的支援を必要とする幼児、児童、生徒、保護者及び教員等に対して、専門的な立場から養育や教育につ

いて相談を実施して支援・助言を行う。また、学校等から依頼があった場合は、所員が学校等に出向き、支援の方法

等についての相談に応じる。 

２７（実績） ２８（実績） ２９ ３０ ３１ 

①来所相談123件 

②出張相談９件 

③電話相談746件 

④メール相談19件 

⑤嘱託医等による相談 

35件 

①来所相談 105 件 

②出張相談６件 

③電話相談 459 件 

④メール相談 15 件 

⑤嘱託医等による相談 

25件 

①来所相談の実施 

②出張相談の実施 

③電話相談の実施 

④メール相談の実施 

⑤嘱託医等による相談の 

実施 

 

 

 

 

 

事業名 千葉県教育支援委員会 <再掲> 施策 17-取組(1) H29 当初予算 902 千円 特別支援教育課 

事業概要 

障害のある幼児児童生徒への適切な就学指導・支援及び、就学後のフォローアップを行う。 

２７（実績） ２８（実績） ２９ ３０ ３１ 

①教育支援委員会の開催５回 

②市町村教育委員会から県立特

別支援学校への就学が適当で

あると判断された391名の幼

児児童生徒について、調査報

告及び意見聴取を行った 

①教育支援委員会の開催５回 

②市町村教育委員会から県立特

別支援学校への就学が適当で

あると判断された386名の幼

児児童生徒について、調査報

告及び意見聴取を行った 

③県立特別支援学校に就学した

児童生徒２名、県立特別支援

学校から小中学校へ転学した

児童生徒２名のフォローアッ

プを５月と１１月に行った 

①県教育支援委員会の開催５回 

②市町村教育委員会から県立特 

別支援学校への就学が適当で 

あると判断された幼児児童生 

徒について、調査報告及び意

見聴取を行う 

③県立特別支援学校に就学した 

児童生徒、県立特別支援学校

から小中学校へ転学した児童

生徒のフォローアップを行う 

  

 

事業名 早期からの教育相談・支援体制の構築 <再掲>施策 17-取組(1) H29 当初予算 0 千円 特別支援教育課 

事業概要 

早期からの教育相談・支援体制づくりのため、推進地域を指定して、関係部局との連携や保護者に対する相談支援

の在り方について実践研究を行う。 

２７（実績） ２８（実績） ２９ ３０ ３１ 

①柏市・市原市を推進地域とし

て指定 

②全４回中、２回の早期相談支

援チーム会議を開催 

③１月29日に実践発表会の開催 

④「保護者向け早期相談支援Ｑ

＆Ａ②」の作成及び配付 

①文部科学省委託事業の終了に

伴い、平成28年度は県教育委

員会指定として、柏市立柏第

七小学校で研究を継続。取組

の成果を１月27日に特別支援

教育実践発表会で周知 

②研修会等で早期・相談支援体

制及び個別の支援計画の作

成・活用の充実及び促進 

①柏市立柏第七小学校での

研究を継続。取組の成果

を特別支援教育実践発表

会で周知 

②研修会等で「保護者向け

早期相談支援Ｑ＆Ａ①・

②」を活用し、各市町村

における支援体制及び個

別の教育支援計画の作

成・活用の充実及び促進 
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事業名 障害者差別解消法の周知・啓発  H29 当初予算 274 千円 
教育総務課 教職員課 指導課 

特別支援教育課 障害福祉課 

事業概要 

障害者差別解消法の周知・啓発を図ることにより、障害のある人もない人も共に生きる社会をつくることを目指

す。 

２７（実績） ２８（実績） ２９ ３０ ３１ 

①職員対応要領の作成 

②インクルーシブ教育シ

ステムの構築のための

研修の実施 

市町村指導主事・管理主

事対象に２回（７月・11

月） 

③事例集やパンフレット

の作成 

 

①職員対応要領の施行 

②インクルーシブ教育シ

ステムの構築のための

研修(全公立学校長参

加) 

 

③事例集やパンフレット、

「マンガでわかる障害

者差別解消法」の配付 

④周知・啓発のための研修

の実施、講師の派遣(県

民・教育庁職員・教職員) 

⑤通常の学級に在籍する

発達障害の可能性のあ

る児童生徒への合理的

配慮事例集の作成及び

配付 

①職員対応要領の運用 

②特別支援教育指導資料を

改訂（障害者差別解消法

の施行及び合理的配慮の

提供に関する記述）、配

付 

③事例集やパンフレット、

「マンガでわかる障害者

差別解消法」の配付 

④周知・啓発のための研修 

の実施、講師の派遣（教 

育庁職員、県民） 

⑤幼稚園・認定こども園特

別支援教育コーディネー

ター研修会等において、

発達障害の可能性のある

児童生徒への合理的配慮

事例集を活用した研修の

実施 

 

 

 

 

 

 

取組(２) 連続性のある多様な学びの場と支援の充実 

 

事業名 特別支援アドバイザー事業 <再掲> 施策 10-取組(5) H29 当初予算 59,286 千円 特別支援教育課 

事業概要 

公立の幼稚園、小中学校、高等学校の要請に応じて各学校を訪問し、幼児児童生徒一人一人の教育的ニーズに応じ

た指導・支援の在り方等について、派遣先の教員、特別支援教育支援員、ボランティア等に対し、助言や援助を行う

特別支援アドバイザーを各教育事務所に配置する。 

２７（実績） ２８（実績） ２９ ３０ ３１ 

①各教育事務所に特別支

援アドバイザー20名を

配置、930件の派遣を実

施 

②アドバイザー連絡会の

実施６回 

①各教育事務所に特別支

援アドバイザー20名を

配置し、734件(12月末現

在)の派遣を実施 

②アドバイザー連絡会の

実施６回 

①各教育事務所に特別支 

援アドバイザー20 名を 

配置し、派遣を実施 

②アドバイザー連絡会の 

開催６回 

 

 

 

 

 

 

事業名 高等学校特別支援教育支援員配置事業 H28 当初予算 14,757 千円 特別支援教育課 

事業概要 

県立高等学校に、介護福祉士、看護師、臨床心理士等の資格取得者、もしくはそれに準ずる者を、特別支援教育支

援員として配置し、生活全般の介助を必要とする生徒への適切な支援を行う。 

２７（実績） ２８（実績） ２９ ３０ ３１ 

①全日制支援員配置２名 

②定時制支援員配置３名 

①全日制支援員配置７名 

②定時制支援員配置 1名 

①全日制支援員配置６名 

(平成29年２月１日現在) 
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事業名 特別支援学校のセンター的機能充実事業 <再掲> 施策 10-取組(3) H29 当初予算 0 千円 特別支援教育課 

事業概要 

指定した推進地域内の特別支援学校に、心理学の専門家等の専門性の高い外部人材を配置し、教員の専門性を高め

るとともに、地域内の小・中学校等に対するセンター的機能の充実に取り組む。 

２７（実績） ２８（実績） ２９ ３０ ３１ 

①ネットワーク連携協議

会６回開催（葛南地区） 

②１月に成果報告会を開

催 

①各地域におけるセンタ

ー的機能のネットワー

クの構築として Web サ

イトに実績を記載し、

理解と啓発促進を図る

ことにより、地域内の

小・中学校や高等学校

等を支援 

①各地域におけるセンタ 

ー的機能のネットワー 

クの構築、地域内の

小・中学校や高等学校

等を支援 

 

 

 

 

 

 

＜取組(２)の関連事業＞ 特別支援学校自立活動運営事業(p.65) 

            特別支援学級担任指導力向上研修(p.65) 
 

 

取組(３) 特別支援学校の整備と機能の充実 

 

事業名 特別支援学校整備事業 H29 当初予算 12,450 千円 

財務施設課 

県立学校改革推進課 

特別支援教育課 

事業概要 

特別支援学校の児童生徒数の増加に伴う教室不足・過密化に対応するため、高等学校等の使用しなくなった校舎等

を活用した新設校等の整備を行う。 

また、障害のある児童生徒等が、将来の自立や社会参加に向けて、適切な環境で学習することができるよう、障害

特性に配慮した施設・設備、学習環境の計画的な整備を行う。 

２７（実績） ２８（実績） ２９ ３０ ３１ 

①県立特別支援学校整備

計画の推進 

・湖北特別支援学校整備

(備品整備） 

・大網白里特別支援学校 

開校、整備(備品整備) 

・矢切特別支援学校開校、 

整備(改修工事、備品整

備) 

・船橋夏見特別支援学校 

開校、整備(備品整備) 

・飯高特別支援学校開校、

整備(建築工事、備品整

備) 

・習志野特別支援学校開

校、整備(備品整備) 

・(仮称)栄特別支援学校 

開校に向けた整備(設

計) 

②君津特別支援学校分教

室開設に向けた整備（改

修工事、備品整備） 

①県立特別支援学校整備

計画の推進 

・大網白里特別支援学校 

整備(備品整備) 

・矢切特別支援学校整備 

(備品整備) 

・栄特別支援学校の開校

に向けた整備(工事、備

品整備） 

 

 

 

 

 

 

 

 

②君津特別支援学校分教 

室設置 

①県立特別支援学校整備

計画の推進 

・栄特別支援学校開校、整

備（備品整備） 
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事業名 特別支援学校スクールバス運行業務委託 <再掲> 施策 17-取組(3) H29 当初予算 398,000 千円 財務施設課 

事業概要 

特別支援学校の児童生徒の通学負担を軽減するため、通学用スクールバスの運行を行う。 

２７（実績） ２８（実績） ２９ ３０ ３１ 

①特別支援学校に通学す

る児童生徒の通学用スク

ールバスの運行業務委託

(車両・運転手)35校中31

校にスクールバス103台を

配置。（県保有61台、運

行委託42台） 

①特別支援学校に通学す

る児童生徒の通学用ス

クールバスの運行業務

委託、35校中31校にスク

ールバス102台を配置 

(県保有57台、運行委託

45台） 

①特別支援学校に通学す 

る児童生徒の通学用ス 

クールバスの運行業務 

委託36校中32校にスク

ールバス107台を配置

（県有53台、運行業務

委託54台） 

 

 

 

 

 

 

＜取組(３)の関連事業＞ 特別支援学校のセンター的機能充実事業(p.63)   特別支援学校自立活動運営事業(p.65) 
 

 

取組(４) 卒業後の豊かな生活に向けた支援の充実 

 

事業名 県立学校での障害者の雇用  H29 当初予算 72,820 千円 教職員課 

事業概要 

障害のある人を県立学校の学校技能員、調理員等の業務に係る嘱託職員として雇用し、一般企業等への就労に向け

たキャリアアップの推進を図る。また、この取組の成果を県内に発信し、市町村への普及を図る。 

２７（実績） ２８（実績） ２９ ３０ ３１ 

①県立学校に嘱託職員を

雇用し、県障害者就業・

生活支援センターと連

携。44校に45名の嘱託職

員を雇用 

①県立学校に嘱託職員を

雇用し、県障害者就業・

生活支援センターと連

携。41校に42名の嘱託職

員を雇用 

①県立学校に嘱託職員を 

雇用し、県障害者就

業・生活支援センター

と連携。43校に44名の

嘱託職員を雇用 

 

 

 

 

 

事業名 特別支援学校職業指導委嘱講師配置事業 H29 当初予算 4,746 千円 特別支援教育課 

事業概要 

特別支援学校における職業教育の充実を図るため、農業、園芸、窯業、木工等様々な職種の専門家を委嘱講師とし

て活用し、職業に係る専門的知識・技能の習得を図る。 

２７（実績） ２８（実績） ２９ ３０ ３１ 

①県立特別支援学校24校で

58名の専門家を配置、活用 

①県立特別支援学校24校で

67名の専門家を配置、活用 

①各特別支援学校の希望 

を調整し配置予定 

  

 

事業名 キャリア教育・就労支援等の充実事業 H29 当初予算 0 千円 特別支援教育課 

事業概要 

研究指定校１校を指定し、高等学校における発達障害やその可能性のある生徒の職業的自立に向けたキャリア教育

の充実についての実践研究を行う。 

２７（実績） ２８（実績） ２９ ３０ ３１ 

①運営協議会３回開催 

②キャリア講演会２回実施 

③職員研修会３回開催 

④実践発表会１回開催 

①運営協議会２回開催 

②職員研修会４回開催 

③実践発表会１回開催 

④研究成果報告書（200 部）

を作成し、関係機関へ配

付 

①研究成果報告書を活

用し、各種会議等に

おいて研究成果を発

信する 

 

 

 

 

 

＜取組(４)の関連事業＞ さわやかちば県民プラザ学習・研修事業(p.32) 
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取組(５) 特別支援教育に関する教員の専門性の向上 

 

事業名 特別支援学校自立活動運営事業 <再掲> 施策 10-取組(2)(3) H29 当初予算 1,656 千円 特別支援教育課 

事業概要 

特別支援学校の児童生徒の視覚、聴覚、認知、行動、運動障害の改善を目指し、専門の医師及びその他の専門家の

指導助言を受ける中で、教員が児童生徒の特性に合わせたより専門的な指導・支援ができるようにする。 

２７（実績） ２８（実績） ２９ ３０ ３１ 

①医師、理学療法士等を講

師として招聘し、県立特

別支援学校 25 校で研修

会を実施 

②児童生徒の眼科精密検

査や視覚機能訓練等を

千葉盲学校で実施 

①専門家を招聘しての研

修会を県立特別支援学

校 33 校で実施 

 

②児童生徒の眼科精密検

査や視覚機能訓練等を

千葉盲学校で実施 

①専門家を招聘しての研 

修会を県立特別支援学 

校 36 校で実施予定 

 

②児童生徒の眼科精密検 

査や視覚機能訓練等を 

千葉盲学校で実施予定 

 

 

 

 

 

 

 

事業名 医療的ケア担当者の専門性向上研修事業 H29 当初予算 802 千円 特別支援教育課 

事業概要 

特別支援学校が安全で確実な医療的ケアを実施できるように、医療的ケアを担当する教員及び特別非常勤講師（看

護師）に対し、基本的な知識・技術及び援助の方法について、医師等を講師にして研修会を実施する。 

２７（実績） ２８（実績） ２９ ３０ ３１ 

①特別非常勤講師(看護

師)研修会２回開催 

②基本研修２回開催 

③医療的ケア実施校連絡

協議会３回開催 

①特別非常勤講師(看護

師)研修会２回開催 

②基本研修２回開催 

③医療的ケア実施校連絡

協議会３回開催 

①特別非常勤講師(看護師) 

研修会２回開催 

②基本研修２回開催 

③医療的ケア実施校連絡協 

議会３回開催 

 

 

 

 

 

 

 

事業名 特別支援学級担任指導力向上研修 <再掲> 施策 10-取組(2) H29 当初予算 0 千円 特別支援教育課 

事業概要 

特別支援学級の担任教員に対し、教育課程の編成の仕方や学級経営等についての研修を行い、指導力の向上を図

る。 

２７（実績） ２８（実績） ２９ ３０ ３１ 

①小学校の部と中学校の

部に分けて研修会を各

１回開催計２回実施、参

加者小学校48名、中学校

41名 

①研修対象者を特別支援

学級経験８年未満の教

職員まで拡大し、各教育

事務所推薦の小・中学校

各44名、計88名による研

修を各１回計２回実施 

①本事業は終了 

県総合教育センターの

実施する希望研修等に

より、継続して担任の

専門性の充実を図る 

 

 

 

 

 
 
＜取組(５)の関連事業＞ 総合教育センター研修事業(p.48) 

            特別支援アドバイザー事業(p.62) 
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施策 １１ 読書県「ちば」の推進 

 
 
 

• 第三次の｢子どもの読書活動推進計画｣に基づき、読書県｢ちば｣を推進し、学校や家庭、 

図書館、ボランティア等が連携し、乳幼児期から読書に親しむ機会の充実、子どもが  

自主的に読書に親しむことができる環境の整備、子どもの読書活動の普及啓発を行う。 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        施策１１の３つの取組 

 
学校等における読書活動の推進 

 
図書館における読書活動の充実 

 家庭や地域における子どもの 
読書活動の支援 

 
取組（１） 

 
取組（２） 

 
取組（３） 
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取組(１) 家庭や地域における子どもの読書活動の支援 

 

事業名 子どもの読書活動推進事業 <再掲> 施策 11-取組(2)(3) H29 当初予算 832 千円 生涯学習課 

事業概要 

子どもの不読率の改善や、市町村の｢子どもの読書活動推進計画｣策定率向上等の課題解決に向け、｢子どもと本をつ

なぐ・子どもの本でつながる 読書県『ちば』の推進｣を基本理念に、子どもの読書活動の更なる推進を図る。 

２７（実績） ２８（実績） ２９ ３０ ３１ 

①子どもの読書活動啓発

リーフレットの作成

105,000部 

②「千葉県子ども読書の集

い」の開催(参加者163

名) 

③「千葉県子どもの読書活

動推進計画(第三次)」

(概要版)の作成5,000部 

④「公立図書館と学校の連

携を図るための研修会」

の実施（参加者215名） 

①子どもの読書活動啓発

リーフレットの作成 

 105,000 部 

②「千葉県子ども読書の集

い」の開催(参加者156

名) 

 

 

 

③「公立図書館と学校の連

携を図るための研修会」

の実施(参加者 231 名) 

①子どもの読書活動啓発 

リーフレットを使った 

啓発活動 

②「千葉県子ども読書の

集い」の開催(1 回) 

 

 

 

 

③「公立図書館と学校の

連携を図るための研修

会」の実施（1回） 

 

 

 

 

 

 

 

事業名 母子保健指導事業 <再掲> 施策 15-取組(1) H29 当初予算 0 千円 
児童家庭課 

生涯学習課 

事業概要 

地域の子育て支援を担う、市町村の母子保健事業従事者や母子保健推進員を通じて、家庭における読み聞かせや読

書の大切さについて理解を促す。 

２７（実績） ２８（実績） ２９ ３０ ３１ 

①市町村母子保健担当者

会議で読み聞かせの重

要性を伝える家庭教育

リーフレットの活用促

進を図った 

①市町村母子保健担当者

会議で読み聞かせの重

要性を伝える家庭教育

リーフレットの活用促

進を図った 

①市町村母子保健担当者

会議で読み聞かせの重

要性を伝える家庭教育

リーフレットの活用促

進を図る 

 

 

 

 

 

 

＜取組(１)の関連事業＞ さわやかちば県民プラザ交流事業(p.32) 

            ｢親力アップいきいき子育て広場｣事業(p.86) 

            放課後子供教室推進事業(p.89) 
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取組(２) 学校等における読書活動の推進 

 

事業名 学校図書館の有効な活用方法に関する調査研究  H29 当初予算 0 千円 指導課 

事業概要 

「ちばっ子『学力向上』総合プラン 興味ワクワク『読書・体験学習』チャレンジプラン」の一部として、学校図書館

の機能の充実を図り、児童生徒の自発的・主体的な学習活動の促進や教員のサポート機能の強化等、学校図書館の有効

な活用方法等に関する実践的な調査研究を進め、その成果を県内に周知する。 

２７（実績） ２８（実績） ２９ ３０ ３１ 

①推進地域(柏市)及び実

践協力校15校(小学校５

校、中学校５校、高等学

校５校)を指定。指導主

事が15校全てを訪問 

11月に推進地域を会場

に研修会を実施(参加

者：近隣小中学校28名，

実践協力校17名，推進地

域63名) 

①推進地域(白井市)及び

実践協力校15校（小学校

５校、中学校５校、高等

学校５校）を指定、指導

主事が15校全てを訪問

11月に推進地域を会場

として研修会を実施（参

加者：北総地区小中学校

104名、実践協力校15名） 

①推進地域及び実践協力 

校 15 校を指定し、学校 

図書館の有効な活用方 

法等に関する実践的な 

調査研究を推進 

11 月に推進地域を会場 

として研修会を実施 

 

 

 

 

 

 

 

事業名 優良・優秀学校図書館の認定等環境整備事業 H29 当初予算 0 千円 指導課 

事業概要 

「ちばっ子『学力向上』総合プラン 興味ワクワク『読書・体験学習』チャレンジプラン」の一部として、県独自の学

校図書館自己点検表を活用して、小・中学校の学校図書館の整備(物的・人的環境、活用状況、外部との連携等)状況に

ついて調査し、基準を超えた学校図書館を優良又は優秀学校図書館に認定する。 

２７（実績） ２８（実績） ２９ ３０ ３１ 

①優良学校図書館認定数

は、新たに小学校11校、

中学校24校 

優秀学校図書館認定数

は、新たに小学校67校、

中学校14校 

①優良学校図書館認定数

は、新たに小学校10校、

中学校11校 

優秀学校図書館認定数 

は、新たに小学校38校、 

中学校９校 

①小・中学校の学校図書

館を優良又は優秀学校

図書館に認定(新たに優

良学校図書館小学校 10 

校、中学校 10 校程度、 

優秀学校図書館小学校 

20 校、中学校 10 校程

度認定)  

 

 

 

 

 

 

事業名 幼稚園における読書活動の推進 <再掲> 施策 9-取組(1) H29 当初予算 0 千円 指導課 

事業概要 

幼稚園において、幼児に対する読み聞かせの大切さについての理解を図る。 

２７（実績） ２８（実績） ２９ ３０ ３１ 

①初任者研修の県教育施

策の説明の中で意義に

ついて触れたり、保育参

観の際に実践の参観を

行う等して実施 

①研修会や指導主事訪問

等を活用して、読書活動

や読書環境づくりを推

進した 

①研修会や指導主事訪問 

等を活用して、読書活

動や読書環境づくりを

推進 

 

 

 

 

 

 
＜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) 

          子どもの読書活動推進事業(p.67) 
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取組(３) 図書館における読書活動の充実 

 

事業名 公共図書館等職員研修事業 <再掲> 施策1-取組(1) H29 当初予算 197 千円 生涯学習課 

事業概要 

多様化・高度化する県民の学習要求に応えるため、公共図書館等職員を対象に専門分野別等に分けた研修を実施し

て、専門的知識や技術の向上を図る。 

２７（実績） ２８（実績） ２９ ３０ ３１ 

①図書館長研究協議会 

１回 40名参加 

②公共図書館中堅職員研

修会１回 27名参加 

③児童サービス基礎研修

会４回 延べ240名参加 

④地域行政資料研修会 

１回 23名参加 

⑤レファレンス研修会 

２回 83名参加 

⑥課題解決支援サービス

研修会４回 109名参加 

⑦障害者サービス研修会 

２回 51名参加 

①図書館長研究協議会 

１回 45名参加 

②公共図書館中堅職員研

修会１回 29名参加 

③児童サービス基礎研修

会５回 延べ219名参加 

④地域行政資料研修会 

２回 37名参加 

⑤レファレンス研修会 

２回 61名参加 

⑥課題解決支援サービス

研修会４回 111名参加 

⑦障害者サービス研修会

２回 80名参加 

①図書館長研究協議会  

１回 

②公共図書館中堅職員研 

修会 １回 

③児童サービス基礎研修 

会 ５回 

④地域行政資料研修会  

２回 

⑤レファレンス研修会 ２ 

 回 

⑥課題解決支援サービス  

研修会 ４回 

⑦障害者サービス研修会  

２回 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業名 図書館管理事業 <再掲> 施策 1-取組(1) 13-(2) 16-(3) H29当初予算339,130千円 生涯学習課 

事業概要 

県立図書館は、県内の中核的な図書館としての役割を強化するとともに、県民に身近な市町村立図書館サービスや

学校図書館ネットワークを様々な形で支援し、県内全体の読書活動の充実に努める。また、県立図書館による、学校

図書館の運営上の相談や司書等の派遣、児童や生徒に役立つ資料・情報の蓄積・提供を通して、子どもの読書活動の

充実を支援する。 

２７（実績） ２８（実績） ２９ ３０ ３１ 

①千葉県資料や県民の役

に立つ資料受入冊数

18,487 冊 

②子どもの読書活動推進

センター機能の充実 

 

 

③読み聞かせボランティ

ア入門講座２回 97 名 

④録音図書の貸出 11,262

タイトル 

⑤図書館ネットワークに

よる資料貸出冊数 

      205,528 冊 

 

①千葉県資料や県民の役

に立つ資料・情報の蓄

積・提供 

②子どもの読書活動推進

センター機能の充実及

び市町村立図書館の支

援強化 

③読み聞かせボランティ

ア入門講座２回 59 名 

④障害者等への支援充実

として録音図書の貸出 

⑤図書館ネットワークに

よる県立図書館の機能

の充実 

⑥中央図書館施設の安全

対策:レイアウトの変更

（５月９日～６月 30 日） 

①千葉県資料や県民の役 

に立つ資料・情報の蓄 

積・提供 

②子どもの読書活動推進 

センター機能の充実及 

び市町村立図書館の支 

援強化 

③読み聞かせボランティ 

ア入門講座２回 

④障害者等への支援充実 

として録音図書の貸出 

⑤図書館ネットワークに 

よる県立図書館の機能

の充実 

 

 

 

 

 

 

＜取組(３)の関連事業＞ 子どもの読書活動推進事業(p.67) 
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施策 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 
 
 
 
 

•「千葉県体育・スポーツ振興条例」において示された体育・スポーツの施策に関する  

基本的な理念と施策の方向性の下、計画的・継続的にスポーツの振興に関する様々な取組 

を推進する*8 。 

•「するスポーツ」、「みるスポーツ」、「ささえるスポーツ」といった優れたスポーツ環境を 

引き継ぎつつ、全ての県民がスポーツに親しみ、スポーツの楽しさや感動を分かち合い 

ながら、健康で活力ある生活を送り、互いに支え合う「スポーツ立県ちば」の実現を  

目指す。 

• 子どもたちがスポーツに主体的に取り組む態度、フェアプレーの精神や克己心などを 

養うとともに、スポーツ環境の整備や東京オリンピック・パラリンピック等を見据えた 

選手の育成、指導者の養成など、競技力向上のための取組を推進する。 

• 県内に多数あるプロ、アマチュアのスポーツチームや選手と連携して、子どもたち 

がトップアスリートと交流する機会を充実させるなど、スポーツへの意識向上に向けた  

取組を実施する。 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    施策１２の２つの取組 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*8  「スポーツ基本法」の趣旨や「千葉県体育・スポーツ推進振興条例」に基づき、施策を体系的、計画的・継続的に推進する
ため、第 12 次「千葉県体育・スポーツ推進計画」を平成 2９年度に策定します。 

 
取組（１） 

 
「するスポーツ」・「みるスポーツ」・ 
「ささえるスポーツ」の推進 

 
人々と夢を感動を与える競技力 
の向上 

 
取組（２） 
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取組(１) ｢するスポーツ｣・｢みるスポーツ｣・｢ささえるスポーツ｣の推進 

 

事業名 生涯スポーツ指導者養成・活用事業 H29 当初予算 910 千円 体育課 

事業概要 

スポーツ指導者の養成やスポーツ指導者の資質向上のため、講習会等を開催する。 

２７（実績） ２８（実績） ２９ ３０ ３１ 

①千葉県社会体育公認

指導員28名養成 

②千葉県スポーツリー

ダー15名養成 

①千葉県生涯スポーツ公

認指導員 15 名養成 

②千葉県スポーツリーダ

ー７名養成 

①千葉県生涯スポーツ指導員

等養成講習会の開催 

②千葉県スポーツリーダー養

成講習会等の開催 

 

 

 

 

 

 

 

事業名 ちばアクアラインマラソン開催事業 <再掲> 施策 12-取組(2) H29 当初予算 0 千円 体育課 

事業概要 

スポーツを通じた健康増進や体力向上の促進と、千葉県が有する様々な魅力の発信のために、東京湾アクアライン

を活用した｢ちばアクアラインマラソン２０１６｣を平成 28 年 10 月 23 日（日）に開催した。 

２７（実績） ２８(実績) ２９ ３０ ３１ 

①大会要項の決定 

②ランナー募集要項

の決定 

③ランナー募集イベ

ントの実施 

①ランナー募集の実施 

フルマラソン 12,000 名 

ハーフマラソン・車いすハーフマラソン 5,000 名 

②大会周知のための事前イベントの実施 

③ちばアクアラインマラソン２０１６の開催(平成28年10月23日) 

・大会の国際化（外国人ランナー480名参加、台湾とのマラソン交流） 

・完走率の向上 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

事業名 
総合スポーツセンター武道館空調設備整備事業 

<再掲> 施策 12-取組(2) 
H29 当初予算 150,000 千円 体育課 

事業概要 

東京オリンピック・パラリンピックのキャンプ誘致を進めるにあたって、新たに空調設備の整備を行う。 

２７（実績） ２８（実績） ２９ ３０ ３１ 

①総合スポーツセンター

武道館空調設備整備 

（実施設計） 

①総合スポーツセンター

武道館空調設備整備 

 (１期工事) 

①総合スポーツセンター

武道館空調整備整備 

 (２期工事) 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

事業名 
総合スポーツセンター野球場耐震・大規模改修事業  

<再掲> 施策 12-取組(2) 
H29 当初予算 70,000 千円 体育課 

事業概要 

老朽化し、耐震性の不足する総合スポーツセンター野球場について、耐震改修等を行うとともに、施設機能を充実

させるために必要な改修を行う。 

２７（実績） ２８（実績） ２９ ３０ ３１ 

①総合スポーツセンター

野球場耐震・大規模改修

(基本設計) 

①総合スポーツセンター野球場

耐震・大規模改修（基本設計・

実施設計） 

①総合スポーツセンター野球場耐

震・大規模改修（実施設計及び

工事発注の準備） 

 

 

(工事) 

 

 

（工事） 
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事業名 ちば夢チャレンジ☆パスポート・プロジェクト <再掲> 施策 4-取組(3) H29 当初予算 0 千円 体育課 

事業概要 

トップアスリートの卓越したパフォーマンスを観戦し、スポーツの魅力に触れてもらうことに加え、練習見学、ダ

ンス発表、スタッフ体験などを通じたキャリア体験の場を提供する。 

２７（実績） ２８（実績） ２９ ３０ ３１ 

①ロッテマリーンズ公式戦

に約 20,000 組の小学生・

保護者を招待(８～９月) 

②千葉ジェッツ公式戦に約

4,500 組の小学生・保護者

を招待(３～４月) 

①ロッテマリーンズ公式戦

に約20,000組の小学生・

保護者を招待(７～９月) 

②千葉ジェッツの公式戦に

約 5,000 組の小学生・保

護者を招待(１～３月) 

①ロッテマリーンズ公式戦

に約20,000組の小学生・

保護者を招待(７～９月) 

②千葉ジェッツの公式戦に

約 5,000 組の小学生・保

護者を招待(３～４月) 

③ジェフユナイテッド市原

千葉の公式戦に約１,500

組の小学生・保護者を招

待（７～８月） 

 

 

 

 

 

 

 

事業名 オリンピック・パラリンピック普及・教育推進事業 H29 当初予算 17,000 千円 
東京オリンピック・パラリンピック推進課 

教育政策課 

事業概要 

本県で開催されるオリンピック・パラリンピック競技について、県民の競技に対する理解を深めるとともに、競技

人口の増加を図るため、県内の競技団体の協力をもとに、体験イベント等を実施するとともに、県内公立中学校にお

いて、中学２年生対象のＪＯＣオリンピック教室を実施する。 

２７（実績） ２８（実績) ２９ ３０ ３１ 

平成27年度9月より「オリ

ンピック・パラリンピック

競技の普及・振興事業」 

①本県開催競技の普及・振

興イベントの実施（レス

リング、フェンシング、

テコンドー） 

 

 

②ＪＯＣオリンピック教

室の実施１校 

①本県開催競技の普及・振興イベ

ントの実施 

・県民の日中央行事 

・フェンシング、車いすフェンシン

グ体験イベント 

・テコンドー体験イベント 

・レスリング教室 

・パラスポーツフェスタちば、パラ

スポーツフォーラム inＣhiba 

②パラ競技普及の担い手育成に向

けた研修等の実施 

・高等学校初任者研修 

・地域総合型スポーツクラブや大

学と連携した体験会 

③ＪＯＣオリンピック教室の実施

６校 

④オリ・パラ教育の検討 

①本県開催競技の普及・振興イベントの実施 

・県民の日中央行事、地域行事 

・フェンシング・車いすフェンシング体験イ

ベント 

・テコンドー体験イベント 

・レスリング普及イベント 

 

 

 

 

 

 

 

 

②ＪＯＣオリンピック教室の実施 

③オリ・パラ教育の実施方針策定と周知及び

推進 

 

 

 

 

 

事業名 キャンプ・国際大会誘致・受入事業  H29 当初予算 5,500 千円 東京オリンピック・パラリンピック推進課 

事業概要 

東京オリンピック・パラリンピックにおける事前キャンプ、国際大会を本県により多く誘致するため、市町村、競

技団体との連携によりプロモーション活動を実施するとともに、事前キャンプの決定した国、競技団体の受入に向け

た準備を行う。 

２７（実績） ２８（実績） ２９ ３０ ３１ 

平成28年度より

新規事業 

①キャンプ・国際大会誘致活動 

・アメリカ陸上チームと合意 

・オランダオリンピック委員会と合意 

②キャンプ地視察受入 

・オランダオリンピック委員会及び競技団体

の施設受入 

①キャンプ・国際大会誘

致活動 

 

②キャンプ地視察受入 

 

 

 

 

 

＜取組(1)の関連事業＞ 千葉県競技力向上推進本部事業(p.73) 

            東京オリンピック・パラリンピックアスリート強化・支援事業(p.73) 
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取組(２) 人々に夢と感動を与える競技力の向上 

 

事業名 県民体育大会開催事業 H29 当初予算 6,300 千円 体育課 

事業概要 

県民の健康増進と体力の向上を図りながら県内各地に振興し、地域文化の発展に寄与するとともに、県民生活を明

るく豊かなものにする。 

２７（実績） ２８（実績） ２９ ３０ ３１ 

①県民体育大会開催 

39競技、9,271名参加 

①県民体育大会の開催 

 39競技、9,283名参加 

①県民体育大会の開催 

 39 競技、約 9,300 名参加 

 

 

 

 

 

 

 

事業名 千葉県競技力向上推進本部事業 <再掲> 施策 12-取組(1) H29 当初予算 200,000 千円 体育課 

事業概要 

本県選手の育成・強化を図り、スポーツを通じた活力ある地域づくりを目指す。 

２７（実績） ２８（実績） ２９ ３０ ３１ 

①千葉県競技力向上推進

本部へ助成し、男女総

合成績(天皇杯得点）７

位、女子総合成績(皇后

杯得点）６位入賞 

①千葉県競技力向上推進

本部へ助成し、男女総合

成績(天皇杯得点）５位、

女子総合成績(皇后杯得

点）７位入賞 

①千葉県競技力向上推進

本部への助成 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業名 
東京オリンピック・パラリンピックアスリート強化・支援事業 

<再掲> 施策 6-取組(3) 12-(1) 

H29 当初予算 115,000 千円 
体育課 

障害福祉課 

事業概要 

東京オリンピック・パラリンピックに千葉県出身選手を１人でも多く輩出するため、ジュニア世代の選抜選手と障

害者スポーツ選手の競技力を強化する取組等に助成する。 

２７（実績） ２８（実績） ２９ ３０ ３１ 

①オリンピック…特別強化選

手126名、基礎強化選手218

名、13団体を指定し、遠征

費や競技用具費等を助成 

 

②パラリンピック…特別指定

選手40名、基礎強化選手50

名、３団体を指定し、遠征

費や競技用用具費等を助成 

 

③障がい者アスリート部会３

回実施 

④パラ競技体験会10競技実施 

①オリンピック…特別強化選手144

名、基礎強化選手148名、13団体を

指定し、千葉県競技力向上推進本

部を通して、遠征費や競技用具費

等を助成 

②パラリンピック…特別強化選手 48

名、基礎強化選手 44 名、３団体

を指定し、千葉県障がい者スポー

ツ協会を通して、遠征費や競技用

具費等を助成 

③障がい者アスリート部会１回実施 

 

④パラ競技体験会の 14 競技実施 

①オリンピックについては、指定

選手に対し、千葉県競技力向上

推進本部を通して、遠征費や競

技用具費等を助成 

 

②パラリンピックについては、指

定選手・団体に対し、千葉県障

がい者スポーツ協会を通して、

遠征費や競技用具費等を助成 

 

③障がい者アスリート部会の実施 

 

④パラ競技体験会の実施 

 

 

 

 

 

 

＜取組(２)の関連事業＞ ちばアクアラインマラソン開催事業(p.71) 

      総合スポーツセンター武道館空調設備整備事業（p.71） 

            総合スポーツセンター野球場耐震・大規模改修事業（p.71） 
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施策 １３ ちば文化の継承と新たな創造 

 
 
 
 

• 県民が質の高い文化芸術や、日本の伝統文化に触れ、親しむ機会の充実に向けた環境  
づくりを進める。 

• 学校における地域の伝統文化等についての学習活動の充実に向けた支援や、地域の文化財 

について理解を促す取組を通じて、文化財の適切な保存・継承を行う。 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        施策１３の２つの取組 

 
文化にふれ親しむ環境づくり 

 
文化財の保存・継承 
 

 
取組（１） 

 
取組（２） 
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取組(１) 文化にふれ親しむ環境づくり 

 

事業名 博物館振興事業 <再掲> 施策 1-取組(1) H29当初予算 33,065千円 文化財課 

事業概要 

県立美術館・博物館について、文化に親しむ環境や魅力発信に資する整備を行うとともに、展覧会や参加型の教育

普及事業を進め、県民が郷土に愛着と誇りを持ち、ちば文化の振興と継承を図る。 

２７（実績） ２８（実績） ２９ ３０ ３１ 

①美術館・博物館におけ

る展示、文化・芸術・自

然に親しむ講座・体験

等を含む教育普及事業

等の実施 

入館者数 975,893 名 

②県立美術館特別展 

「香取神宮－神に奉げた

美－」開催、入場者数

8,604 名 

③県内全小・中・高等学校

新入生に無料招待券を

作成・配付 119,117 枚 

④博物館資料保険 

 

①美術館・博物館における 

展示、文化・芸術・自然に

親しむ講座・体験等を含

む教育普及事業等の実施 

入館者数 793,590 名(12

月末現在) 

②現代産業科学館特別展

「出発進行～もっと・ず

っと・ちばの鉄道～」の

開催、入場者数 16,852 名 

③県内全小・中・特別支援

学校新入生に無料招待券

を作成・配付 107,358 枚 

④博物館資料保険 

⑤公衆無線ＬＡＮスポット

の設置及び館内案内表示

の多言語対応（房総のむ

ら） 

①美術館・博物館におけ

る展示、文化・芸術・

自然に親しむ講座・体

験等を含む教育普及事

業等の実施、事業の周

知・広報 

②県立美術館特別展 

「立体造形の現在過去未

来－The フィギュア in

チバ－」（仮称）の開

催 

③新入生無料招待券の作

成・配付 

④博物館資料保険 

⑤公衆無線ＬＡＮスポッ

トの運用開始（房総の

むら） 

 

 

 

 

 

 

 

事業名 伝統芸能・洋楽～ふれあい体験事業 H29 当初予算 2,708 千円 県民生活・文化課 

事業概要 

県内の小・中学校の児童・生徒を対象に、伝統芸能・洋楽のプロの演奏者を学校に派遣して伝統芸能・洋楽につい

ての一層の理解及び普及・振興等を図る。 

２７（実績） ２８（実績） ２９ ３０ ３１ 

①伝統芸能:５教育事務所

管内のうち、１管内で２

校、４管内で４校、計 18

校に演奏者を派遣 

②洋楽:２教育事務所管内

で各２校、計４校に、演

奏者を派遣 

①伝統芸能：５教育事務所

管内のうち、１管内で２

校、４管内で４校、計 18

校に演奏者を派遣 

②洋楽:２教育事務所管内

で各２校、計４校に、演

奏者を派遣 

①伝統芸能:５教育事務所

管内のうち、１管内で２

校、４管内で４校、計 18

校に演奏者を派遣 

②洋楽:２教育事務所管内

で各２校、計４校に、演

奏者を派遣 
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事業名 日本遺産魅力発信推進事業 H29 当初予算 0 千円 文化財課 

事業概要 

文化財や伝統文化を通じて地域の活性化を図るため、認定された日本遺産（構成文化財でもある「佐原の山車行
事」は、ユネスコ無形文化遺産）を活用し、情報発信や人材育成・伝承、環境整備などの取組を効果的に進める。 

２７（実績） ２８（実績） ２９ ３０ ３１ 

①平成28年度日本遺産申

請「北総四都市江戸紀

行・江戸を感じる北総の

町並み」 

①「北総四都市江戸紀行・

江戸を感じる北総の町並

み」日本遺産認定、日本

遺産魅力発信推進事業

の実施（多言語版パンフ

レット、ガイドマップ、プロ

モ ー シ ョ ン ビ デ オ の 作

成、シンポジウムの開催、

モニターツアー実施等） 

②平成29年度日本遺産申

請「房総の『海の幸』の文

化」 

①「北総四都市江戸紀

行・江戸を感じる北総

の町並み」日本遺産魅

力発信推進事業の実施 

 

 

 

 

 

 

＜取組(１)の関連事業＞ 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｣(p.25) 

            ちば食育活動促進事業(p.27) 

 

 

取組(２) 文化財の保存・継承 

 

事業名 郷土芸能公開普及事業 H29 当初予算 1,457 千円 文化財課 

事業概要 

年１回郷土芸能大会を開催し、また隔年で関東ブロック民俗芸能大会に千葉県代表団体を派遣して、民俗芸能を主

体とする無形民俗文化財の公開・活用を積極的に行うことにより、文化財に対する県民の理解を促進するとともに、

保存継承への支援とする。 

２７（実績） ２８（実績） ２９ ３０ ３１ 

①「房総の郷土芸能2015」

を君津市で開催925名参

加 

②11月22日に水戸市で開

催された関東ブロック民

俗芸能大会に「白間津の

オオマチ」（南房総市）を

派遣 

①｢房総の郷土芸能 2016」

を市原市で開催 700 名

参加 

 

 

①｢房総の郷土芸能2017」

を浦安市で開催 

 

②10 月 22 日に宇都宮市

で開催される関東ブロ

ック民俗芸能大会に千

葉県代表団体を派遣 
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事業名 出土文化財管理活用事業 H29 当初予算 7,470 千円 文化財課 

事業概要 

千葉県の歴史や文化に対する関心や理解を促すため、遺跡から出土した出土品等を活用し、学校や社会教育施設等

での出張展示・解説・貸出・体験学習指導等を実施するととともに、出土品を利用した学習キットを作成し、小学校

への配付を拡充する。 

２７（実績） ２８（実績） ２９ ３０ ３１ 

①出土文化財の貸出、体験

学習指導等の実施99件 

②アンケート調査を実施

して、メンテナンスキッ

トを作成 

①出土文化財の貸出、体験

学習指導等の実施109件 

②必要な学校への学習キ

ットの追加配付及びメ

ンテナンス 

①出土文化財の貸出、体

験学習指導等の実施 

②必要な学校への学習キ 

ットの追加配付及びメ 

ンテナンス 

 

 

 

 

 

 

 

事業名 文化財探検隊事業 H29 当初予算 0 千円 文化財課 

事業概要 

地域の文化財や文化資源等を巡ることにより、郷土の自然、歴史、文化等に関して理解を深めるとともに、文化財

保護の推進、郷土愛の育成を図る。 

２７（実績） ２８（実績） ２９ ３０ ３１ 

①佐倉市、松戸市、鋸南町

において「文化財探検隊」

を３回実施、参加者 108

名 

①｢文化財探検隊｣を県内

市町村において３回実

施、５月に我孫子市（42

名参加）、12 月に印西市

（18 名参加）、２月に銚

子市（27 名参加） 

①「文化財探検隊」を県

内市町村において年３

回実施 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

＜取組(２)の関連事業＞ 図書館管理事業(p.69) 

 

事業名 文化財保存整備助成事業 H29 当初予算 42,845 千円 文化財課 

事業概要 

  建造物・美術工芸品等有形文化財の保存修理や記念物の環境整備など指定文化財等の保存・活用のため、所有者や管理

団体が行う保存整備事業について助成し、貴重な文化財の保護促進を図る。 

２７（実績） ２８（実績） ２９ ３０ ３１ 

①国指定文化財４件に対

する助成 

②県指定文化財５件に対

する助成 

③県指定無形民俗文化財

伝承２団体に対する助成 

①国指定文化財６件に対す

る助成 

②県指定文化財８件に対す

る助成 

③県指定無形民俗文化財

伝承１団体に対する助成 

①国指定文化財に対する 

助成 

②県指定文化財に対する

助成 

③県指定無形民俗文化財

伝承に対する助成 
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施策 １４ 安全・安心な学びの場づくりの推進 

 
 
 
 

• 学校は、子どもたちの学習や生活の場として重要な役割を担っているだけでなく、 
震災・豪雨等の大規模災害発生時には緊急避難場所等として活用される場合も多いこと 

から、施設の耐震化・老朽化対策や防災機能の強化等を計画的に推進し、安全・安心な 

場とする。 

• 学校安全の三つの領域である、交通安全・生活安全・災害安全を通じて、子どもたちが 

想定にとらわれず冷静に状況を判断し、自らの生命を守るための能力を身に付けさせる 

ための教育を、地域や保護者と連携して進める。 

• 学校における危機管理体制の日常的な点検や、教職員の危機管理意識を醸成する。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

       施策１４の２つの取組 

 
校舎等の計画的な整備、 
バリアフリー化の促進 

 東日本大震災を教訓とした 
防災教育と安全教育の推進 
 

 
取組（２） 

 
取組（１） 
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取組(１) 校舎等の計画的な整備、バリアフリー化の促進 

 

事業名 県立学校耐震化推進事業 H29 当初予算 0 千円 財務施設課 

事業概要  

｢県有建築物の耐震化整備プログラム｣に基づき、県立学校の校舎・体育館等の耐震化について整備を行う。 

２７（実績） ２８（実績） ２９ ３０ ３１ 

①県立学校の校舎・体育

館等の耐震化工事を実

施 

※入札不調による平成

27年度末までの耐震化

工事未完了施設８校９

棟は平成28年度に実施 

①県立学校の校舎・体育

館等の耐震化工事の実

施(耐震化率 100％達

成） 

 ８校９棟の耐震化工事

（９月末完了） 

 

 

 

 

 

 

 

事業名 県立学校における安全対策 H29 当初予算 1,496,000 千円 財務施設課 

事業概要 

県立学校施設の安全を確保するため、屋内運動場等の天井の落下防止対策を行うとともに、老朽化の著しい施設の

整備を行う。 

２７（実績） ２８（実績） ２９ ３０ ３１ 

①天井材等の落下防止対

策の実施（工事４校４

棟、設計２校３棟） 

 

①天井材等の落下防止対

策の実施（工事２校３

棟、設計20校20棟） 

②老朽化施設の整備(京

葉工業高校実習棟改

築) 

①天井材等の落下防止対

策の実施（工事20校20

棟、設計25校25棟） 

②老朽化施設の整備（京

葉工業高校実習棟改

築） 

  

 

事業名 高等学校再編事業 H29 当初予算 602,500 千円 
財務施設課 

県立学校改革推進課 

事業概要 

県立学校改革推進プランの実施に伴い、必要となる施設整備を行う。 

２７（実績） ２８（実績） ２９ ３０ ３１ 

①東葛飾高校への中学校

併設のための整備（中学

棟・体育館建設工事、備

品整備） 

②大原・岬・勝浦若潮高校

の統合及び、大原高校の

総合学科設置のための

整備(実習棟建設工事、

農業実習室の設計 他) 

③小金高校の総合学科設

置のための整備(設計) 

④印旛明誠高校の単位制

充実のための整備(設

計) 

⑤小見川高校の福祉コー

ス設置のための整備（教

室改修工事） 

①東葛飾高校への中学校

併設のための整備（工

事、備品整備） 

②大原・岬・勝浦若潮高

校の統合及び、大原高

校の総合学科設置のた

めの整備（工事、備品

整備） 

③小金高校の総合学科設

置のための整備（総合

学科棟の建設工事、備

品整備） 

④印旛明誠高校の単位制

充実のための整備（教

室棟の建設工事） 

⑤佐倉西高校の福祉コー

ス設置のための整備

（設計） 

①東葛飾高校への中学校

併設のための整備（備

品整備） 

②印旛明誠高校の単位制

充実のための整備（工

事・備品整備） 

③佐倉西高校の福祉コー

ス設置のための整備（教

室改修工事・備品整備） 

④市原・鶴舞桜が丘高校の

統合のための整備（教室

棟改修の設計） 

①市原・鶴舞桜が丘高校

の統合のための整備

（工事、備品整備 

他） 

②我孫子東高校の福祉コ

ース設置のための整備

（設計） 

③安房高校の単位制導入

のための整備（教室改

修の設計、工事、備品

整備） 

④市原八幡高校の防災の

学び導入のための整備

（備品整備） 

 

①市原・鶴舞桜が丘高校

の統合のための整備

（物品移動 他） 

 

②我孫子東高校の福祉コ

ース設置のための整備

（教室改修工事、備品

整備） 

③市川南高校の保育基礎

コース設置のための整

備（備品整備） 
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事業名 県立学校空調設備整備事業 H29当初予算144,000千円 財務施設課 

事業概要 

疾病や障害等により体温調整が困難な児童生徒のために、特別支援学校の工芸室などの作業実習室に空調設備を整

備する。また、教職員の執務環境の改善を図るため、県立高校の職員室等管理諸室に空調設備を整備する。 

２７（実績） ２８（実績） ２９ ３０ ３１ 

①特別支援学校の作業実

習室空調設備整備８校 

②高等学校の職員室等管

理諸室空調設備リース

(整備４校、計12校) 

①特別支援学校の作業実

習室空調設備整備５校 

②高等学校の職員室等管

理諸室空調設備リース

(整備４校、計 16 校） 

①特別支援学校の作業実 

習室空調設備整備９校 

②高等学校の職員室等管 

理諸室空調設備リース 

(整備４校、計 20 校） 

 

 

 

 

 

事業名 県立施設トイレ改修事業 H29 当初予算 3,240 千円 生涯学習課 文化財課 体育課 

事業概要 

県立施設のトイレについて、施設の魅力向上を図るために、改修工事を行う。 

２７（実績） ２８（実績） ２９ ３０ ３１ 

①房総のむらのトイレ改

修 

 

①さわやかちば県民プラ

ザのトイレ改修 

②中央博物館のトイレ改

修 

①現代産業科学館のトイ 

レ改修 

②総合スポーツセンター 

のトイレ改修 

 

 

 

 

 

 

取組(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 

 

事業名 高校生等防災教育基礎講座 <再掲> 施策 2-取組(2) H29 当初予算 650 千円 防災政策課 

事業概要 

高校生が、防災講演会等を通して、命の大切さ、災害の実情、災害時の心得などを学び、災害時には、地域の力と

なり、適切な行動がとれるような能力を育成する。 

２７（実績） ２８（実績） ２９ ３０ ３１ 

①高校生防災教育基礎講

座９校実施 

①高校生等防災教育基礎

講座 12 校で実施 

①高校生等防災教育基礎 

講座を 10 校で実施 

  

 

事業名 新規ＡＥＤ等普及促進事業 H29 当初予算 10,000 千円 
医療整備課 

学校安全保健課 

事業概要 

千葉県ＡＥＤ条例の制定に伴い、県民に対するＡＥＤの使用及び心肺蘇生法の実施の普及促進を図る。また、県立

中学校及び県立高等学校は、生徒に対し、心肺蘇生法の実施又はＡＥＤの使用に関する実習を行うものとされている

ことから、心肺蘇生法訓練用人形及びＡＥＤトレーナーを配置する。 

２７ ２８ ２９ ３０ ３１ 

  ①全ての県立中学校及び 

県立高等学校において 

生徒の実習を行うため、

ＡＥＤトレーナー等を 

拠点校 24校に５台ずつ 

配置 

②啓発用ポスター及びリ

ーフレットの作成・配

付 
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事業名 交通安全教育の充実 H29 当初予算 4,786 千円 学校安全保健課 

事業概要 

原付通学等許可者に対する交通安全教室の開催や、交通安全啓発資料を活用した指導等により、交通事故防止の徹

底を図る。 

２７（実績） ２８（実績） ２９ ３０ ３１ 

①原動機付自転車通学等許可

生徒に対する交通安全教室

を述べ28校505名に対して、

各学校及び県免許センター

にて実施 

②小・中・高校生用交通安全啓

発資料の作成・配付 

 小学生用12,700部 

 中学生用5,600部 

 高校生用2,954部 

 

 

③４市町に対して延べ17名の

アドバイザー派遣 

①原動機付自転車通学等許可

生徒に対する交通安全教室

を延べ23校164名に対して各

学校及び県免許センターに

て実施 

②小・中・高校生用交通安全啓

発資料の作成・配付 

小学生用 13,000 部 

中学生用 5,600 部 

高校生用 2,955 部 

自転車損害賠償保険への加

入を啓発する通知文を各学

校へ送付 

③７月、２月に通学路安全推進

委員会を実施するとともに

市町村への交通安全対策ア

ドバイザーを派遣 ３市町延

べ６名 

①該当する学校の計画に基づ 

き、原動機付自転車通学等 

許可生徒に対する交通安全 

教室を 24 校実施 

 

②４～５月に小・中・高校生 

用交通安全啓発資料を作

成・配付（平成 29 年度は

「自転車安全利用推進・教

育事業」で実施）  

 

 

③通学路安全推進委員会を２ 

回実施するとともに、市町 

村への交通安全対策アドバ 

イザーを派遣 

 

 

 

 

 

事業名 自転車安全利用推進・教育事業 H29 当初予算 35,500 千円 
くらし安全推進課 

学校安全保健課 

事業概要 

交通安全教室の実施や中高生をターゲットにした自転車の安全利用の啓発等を行うとともに、千葉県自転車の安全

で適正な利用の促進に関する条例の制定を踏まえ、交通安全や自転車損害賠償保険加入等の啓発資料の作成・配付を

行い、自転車の安全で適正な利用の促進を図る。 

２７（実績） ２８（実績） ２９ ３０ ３１ 

①幼・小・特別支援学校で

の交通安全教室   

７か所（幼２園、小４校、  

特１校 1,542 名） 

②中学校での交通安全教

室（10校 3,284名） 

③スケアード・ストレイ

ト教育技法による自転

車交通安全教室10校

(中２校、高８校 

7,118名) 

 

①幼・小・特別支援学校

での交通安全教室 

７か所（幼２園、小４

校、特１校  1,506 名） 

②中学校での交通安全

教室（10校 3,482名） 

③スケアード・ストレイ

ト教育技法による自

転車交通安全教室11

か所(中１校、 高９

校、社会施設１ 中高 

7,808 名、社会施設 

300名） 

④千葉県を舞台とした

アニメ「弱虫ペダル」

とのコラボレーショ

ンによるWebコンテン

ツの制作（６本）や交

通安全イベントでの

啓発活動の実施 

①幼・小・特別支援学校での

交通安全教室  

７か所（幼２園、小４校、     

特１校）  

②中学校での交通安全教室         

（10校） 

③スケアード・ストレイト教 

育技法による自転車交通安

全教室14か所(中１校、高９

校、社会施設１、その他３） 

④千葉県を舞台としたアニメ

「弱虫ペダル」とのコラボ

レーションによるWebコン

テンツの制作（３本）や交通

安全イベントでの啓発活動

の実施 

⑤小（小３以上）・中・高校

生・一般用交通安全啓発資

料を作成・配付 

 小学生用249,000部         

中高一般用362,000部 

自転車損害賠償保険等への

加入促進に向け、各学校へ

保護者に対する啓発資料を

作成・配付  

  

 
※スケアード・ストレイト教育技法による自転車交通安全教室・・・スタントマンによるリアルな交通事故再現を取り入れた自転車交通安全教室 

怖い思い、ヒヤッとする体験を通じて啓発効果を高めるもの 
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事業名 ちばっ子安全・安心推進事業 H29 当初予算 3,958 千円 学校安全保健課 

事業概要 

公立小中学校の安全主任や学校安全ボランティア等を対象にした防犯に関する研修会、防災教育授業や合同防災訓

練の公開を行う。また、児童生徒の危険予測・危機回避能力を高めるため｢地域安全マップ｣の作成を推進し、地域と

連携した防犯活動や防災活動の活性化を図る。 

２７（実績） ２８（実績） ２９ ３０ ３１ 

①地域防犯研修会の実施

(５会場) 

②防災授業実践研修会 

管理職研修２日間で 301

名、教員研修４日間で 88

名参加 

 

③防災教育を中心とした

実践的安全教育総合支

援事業としてモデル校

８校及びモデル地域１

市で実施 

 

④「地域安全マップ（防犯・

防災・交通安全）」づく

りの推進及び取組状況

の調査 

①１、２月に地域防犯研修

会を実施(５会場) 

②７、８月に防災授業実践

研修会を実施 

管理職研修２日間で 298

名、教員研修３日間で 88

名 

③防災教育を中心とした

実践的安全教育総合支

援事業としてモデル校

８校及びモデル地域２

市を指定し、防災避難訓

練及び公開事業を実施 

④「地域安全マップ」づく

りの取組状況調査（４

月）、「学校安全教室」（東

上総、南房総）にて「地

域安全マップ（防犯）」

の実践報告及び重要性

について説明（８月） 

「地域防犯研修会」にて

モデル校による「地域安

全マップ（防犯）」づくり

の研究発表を実施（葛

南） 

①地域防犯研修会を実施

(５会場) 

②防災授業実践研修会を 

実施 

管理職研修２日間、教

員研修３日間 

 

③防災教育を中心とした 

実践的安全教育総合支 

援事業としてモデル校 

８校及びモデル地域２ 

市を指定 

 

④各研修会においてモデ 

ル校による「地域安全 

マップ」づくりの研究

発表を行い、「地域安全

マップ」づくりを推進  

「安全主任地区別研究協

議会」（４月） 

「学校安全教室」（８月） 

「地域防犯研修会」 

（１、２月）    

      等 

 

 

 

 

 
 
＜取組(２)の関連事業＞ 学校を核とした県内 1000 か所ミニ集会(p.44) 

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

 


