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プロジェクト III 

—チームスピリットプロジェクト— 
—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— 

 
 
  プロジェクトⅢでは、教育の原点としての家庭の力を高め、人づくりのために、学校・家庭・地域   
 が連携して、家庭教育への支援や学校を核とした地域コミュニティの構築に取り組むほか、学びのセ
ーフティネットとして、学び直しや経済的・家庭的理由など様々な困難への支援など、３つの施策に
取り組んでいきます。 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
III  

チームスピリット 

プロジェクト 
 

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 

 
 
 
 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
チームスピリットプロジェクトの３つの施策 

施策 17 

学びのセーフティ 

ネットの構築 

施策 15 

親の学びと家庭 

教育への支援 

施策 16 

つながりや支え合いに 

よる地域コミュニティ 

の形成と生涯学習社会 

の実現 
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施策 １５ 親の学びと家庭教育への支援 

 
 
 
 

• 全ての親が家庭教育を安心して行えるよう、家庭教育の自主性を尊重しつつ、親の学び 

の機会や発達段階に応じた子育てなどについての情報提供とともに、家庭教育が困難な 

状況にある家庭に対しての相談対応の充実を図るなど、地域社会が一体となって支援を 

行う。 

• 家庭教育の支援を行う上では、学校、家庭、地域がそれぞれ相互に協力・協働して、 

子どもの発達にとって必要な取組を工夫し、実践していく。 

• 思春期の児童生徒やその保護者が、思春期特有の課題に適切に対応するための支援 

の充実を図る。 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施策１５の３つの取組 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    【総合教育会議の協議結果との関連】 

 

•               

•              方向性①「子育て中の保護者に対する社会的支援」（p.107 参照） 

 

 方向性②「親の学びや親子の絆を深める機会の 

提供などによる家庭教育の支援」（p.107 参照）                                

                 方向性③「子どもたちに向けた親の役割等を学ぶ教育の推進」（p.108 参照） 

 

 

 
学校・家庭・地域が連携した 
家庭教育の推進 

 人間形成の土台となる家庭教育

への支援 

 親となってかけがえのない子育て

を行うための教育の推進 

 
取組（１） 

 
取組（２） 

 
取組（３） 

本施策については、

平成２８年度総合

教育会議における

協議された以下の

３つの方向性の趣

旨を踏まえ、推進を

図ってまいります。 
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取組(１) 人間形成の土台となる家庭教育への支援 

 

事業名 ｢親の学びプログラム｣活用推進事業 H29 当初予算 43 千円 生涯学習課 

事業概要 

市町村の家庭教育支援の取組を支援するため、親としての役割や子どもの発達の段階に応じた関わり方等を、親が

主体的に学べるプログラムの展開例や、市町村の担当者等が活用できる効果的な広報の仕方についてまとめた｢親の

学びプログラム｣の活用を推進する。 

２７（実績） ２８（実績） ２９ ３０ ３１ 

①「親の学びプログラム」

の概要と活用の仕方を

学ぶ研修会を実施(５教

育事務所で各１回実施)

受講者合計138名 

②講座の企画、アレンジシ

ート作成の研修会及び

広報資料作成のための

パソコン実技研修会を

実施（各３回実施） 

受講者合計 45 名 

①スタート研修会：「親の

学びプログラム」の概

要と活用の仕方を学ぶ

研修会を実施（５教育

事務所で各１回実施）

受講者合計 138 名 

②フォローアップ研修

会：講座の企画・広報

について、具体的な活

用について学ぶ研修会

を実施（各２回実施） 

 受講者合計 50 名 

①各市町村において家庭 

教育に携わる関係者を 

集め、３年計画で実施

した本事業の成果を

「親の学びプログラ

ム」の活用事例の発表

を通して共有するため

の事例研修会を開催

（１回） 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業名 市町村相談員等のための家庭教育研修講座 <再掲> 施策 17-取組(3) H29 当初予算 713 千円 生涯学習課 

事業概要 

市町村相談担当者等に対し、研修(講義と演習)を実施する。そしてそれぞれの培った相談担当者としてのノウハウ

を地域の相談活動に生かしたり、地域の相談業務を推進していくべきリーダー的人材を育成したりする。 

２７（実績） ２８（実績） ２９ ３０ ３１ 

①初級講座の開催(４回） 

延べ受講者数 208 名 

修了者数 49 名 

 

 

②中級講座の開催(４回） 

 延べ受講者数 235 名 

修了者数 61 名 

①講座Ⅰ【スタートコー

ス(４回)延べ受講者数

223名、修了者数55名 

 

 

②講座Ⅱ【スキルアップ

コース】（４回)延べ受

講者数213名、修了者数

52名 

①講座Ⅰ【スタートコー 

ス】（４回） 

 相談担当者としての基

礎的な知識・技能につ

いて 

②講座Ⅱ【スキルアップ

コース】（４回） 

 相談担当者としての実

践的な知識・技能につ

いて 
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事業名 ｢親力アップいきいき子育て広場｣事業 <再掲> 施策 11-取組(1) H29 当初予算 0 千円 生涯学習課 

事業概要 

子育てに関する手立てや知識を提供するＷｅｂサイト｢親力アップいきいき子育て広場｣を活用し、乳幼児期から家

庭において読み聞かせを行うことや、思春期までに自主的に読書を行う習慣を子どもが身に付けることができるよう

支援することの大切さについて理解を促す。 

２７（実績） ２８（実績） ２９ ３０ ３１ 

①家庭教育支援のため、 

Webサイトの掲載内容を

毎月確認し、随時更新 

②学校、市町村等の Web サ

イトへのリンクと当サ

イトの周知 

［サイトへのアクセス数］ 

28,186 件（携帯 4,467

件・パソコン 23,719 件) 

①家庭教育支援のため、 

Webサイトの掲載内容を

毎月確認し、随時更新 

②学校、市町村等の Web サ

イトへのリンクと、家庭

教育リーフレットやチ

ラシによる当サイトの

周知 

［サイトへのアクセス数］

16,709 件（携帯 916 件・

パソコン 15,793 件） 

（12 月末実績） 

①家庭教育支援のため、 

Webサイトの掲載内容を

毎月確認し、随時更新 

②学校、市町村等の Web 

サイトからの当サイト 

へのリンク化の促進、 

家庭教育リーフレット 

やチラシによる当サイ 

トの周知 

 

 

 

 

 

＜取組(１)の関連事業＞ 母子保健指導事業(p.67) 

 

取組(２) 学校・家庭・地域が連携した家庭教育の推進 

 

事業名 企業における家庭教育支援講座 H29 当初予算  75 千円 生涯学習課 

事業概要 

家庭教育について学ぶ時間がない働く父親・母親に対する家庭教育支援のため、県内企業の協力を得て、社員研修

の機会を活用した「家庭教育支援講座」を開催する。 

２７（実績） ２８（実績） ２９ ３０ ３１ 

①家庭教育支援講座３企

業開催 

①家庭教育支援講座２企

業開催 

①家庭教育支援講座５企 

業開催（企業が講座を

企画しやすいように例

年より早い時期に登録

企業に周知する） 

 

 

 

 

 

事業名 ｢学校から発信する家庭教育支援プログラム｣活用推進事業 H29 当初予算 0 千円 生涯学習課 

事業概要 

全ての家庭の教育力向上を図るために、保護者向けの啓発資料編と教員が保護者に働きかけるための指導プログラ

ム編で構成する家庭教育支援資料集について、学校等での活用を推進する。 

２７（実績） ２８（実績） ２９ ３０ ３１ 

①家庭教育支援資料につ

いて、３種類の資料追加 

②「活用のためのチラシ」

を県内幼稚園・保育所・

認定こども園・小・中学

校にデータで配付 

①Webサイト掲載資料に編

集可能なワード版を追

加 

②家庭教育支援資料集を

効果的に利用するため

の「活用のためのチラ

シ」を作成しデータで配

付 

①「活用のためのチラシ」

を県内幼稚園・保育所・

認定こども園・小・中学

校にデータで配付 

②県ＰＴＡ連絡協議会へ働

きかけ、ＰＴＡ活動での

活用促進を図る 

 

 

 

 

 

＜取組(２)の関連事業＞ ｢子ども参観日｣キャンペーン(p.31)   学校を核とした県内 1000 か所ミニ集会(p.44) 

            家庭教育リーフレット活用事業(p.85) 
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取組(３) 親となってかけがえのない子育てを行うための教育の推進 

 

事業名 家庭教育リーフレット活用事業 <再掲> 施策 15-取組(2) H29 当初予算  980 千円 生涯学習課 

事業概要 

基本的な生活習慣や親子のコミュニケーションなど家庭教育のポイントをまとめたリーフレットを、３歳児、小学

１年生、小学４年生及び中学１年生の子どもを持つ保護者を対象に作成・配付し、全ての家庭の教育力向上を図る。 

２７（実績） ２８（実績） ２９ ３０ ３１ 

①幼児版 54,000 部、小学

生版 53,000 部、中学生

版 54,000 部のリーフレ

ットを作成 

 

 

②３歳児健診、小・中学校

の入学式や懇談会等で

の配付 

①幼児版 51,000 部、小学

生版 107,000 部(小１：

53,000 部・小４：54,000

部）、中学生版 54,000 部

のリーフレットを作成 

 

②３歳児健診、小・中学校

の入学式や懇談会等で

の配付 

①幼児版 51,000 部程度、小

学生版 106,000 部程度(小

１ :53,000 部 程 度 ・ 小

４:53,000 部程度）、中学生

版 54,000 部程度のリーフ

レットを作成 

②３歳児健診、小・中学校の

入学式や懇談会等での配

付 

 

 

 

 

 

 

 

事業名 異年齢交流の推進    H29 当初予算 0 千円 指導課 

事業概要 

幼稚園・小学校の合同授業や中学校の職場体験活動、高等学校のインターンシップ等を通して、小・中・高校生が

幼稚園や保育所の乳幼児に読み聞かせなどを行う取組を進める。 

２７（実績） ２８（実績） ２９ ３０ ３１ 

①幼稚園・小学校の合同

授業 

 

 

 

 

②中学校における職場体

験の実施率 98.5％ 

③公立高校（全日制）にお

けるのインターンシッ

プの実施率 88.1％ 

①保幼小の円滑な接続の

推進のための研修会の

実施 

 

 

 

②中学校における職場体

験の実施状況調査 

③公立高校（全日制）にお 

けるのインターンシッ 

プの実施状況調査 

①保幼小の円滑な接続の 

推進のためにアプロー 

チカリキュラム・スタ

ートカリキュラム千葉

県モデルの作成に係る

授業実践 

②中学生の職場体験の実

施 

③高校生のインターンシ 

ップの実施(県庁関係・ 

企業等） 
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施策 １６ つながりや支え合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 

 
• 学校の教育活動への様々な人材の活用を推進するとともに、学校と地域を結ぶ人材を引 

き続き育成していく。 

• 県民が、生涯のいつでもどこでも、自由に学習機会を選択し学習することができ、 

また、その成果が適切に評価される生涯学習社会を構築するため、学校や公民館、生涯  

学習センター等を拠点に、関係機関が連携・協働して、住民が必要としている情報を適宜 

提供できる体制づくりを推進する。 

• 教育政策と他の政策分野との整合性を図りつつ、市町村や私立学校、大学等の高等教育 

機関、民間団体等との連携を密にして、地域の教育力の向上につなげる。 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施策１６の５つの取組 

 

 

    【総合教育会議の協議結果との関連】 

 

•               

•                          方向性④「学校における地域の教育力の活用」（p.108 参照） 

 

 方向性⑤「地域を舞台とした子どもたち向けの支援」（p.109 参照） 

                                

                 方向性⑥「子どもたちの成長に関わる人材の育成と活用」（p.110 参照） 

 

 

 
取組（２） 

 
取組（４） 

 
取組（３） 

 
生涯学習社会を目指した取組 
の推進 

 
社会教育推進体制の強化 

 
取組（１） 

 
高等教育機関との連携 

 
取組（５） 

 
県教育委員会と市町村、私学

等との連携強化 
 

 
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 

本施策については、

平成２８年度総合

教育会議における

協議された以下の

３つの方向性の趣

旨を踏まえ、推進を

図ってまいります。 
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取組(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 

 

事業名 
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) 

<再掲> 施策 1-取組(2)  6-(4)  7-(4)  8-(1)  14-(2)  16-(3)  17-(3) 

H29 当初予算 

35,408 千円 
生涯学習課 

事業概要 

地域全体で子どもたちを育む体制づくりの実現に向けて、学校と地域を結ぶコーディネーターを配置して、学校と

地域の連携のもと、市町村教育委員会、ＰＴＡ、地元企業等とも協力しながら、学習支援や環境整備、登下校時の見

守りなど、学校を支援する取組を推進する。 

２７（実績） ２８（実績） ２９ ３０ ３１ 

①市町村が実施する学校

支援活動への補助 

16市町、129本部 

②地域による学校支援活

動推進委員会実施３回 

 

③学校支援コーディネー

ター研修講座の実施 

14回 

第１期170名参加 

第２期128名参加 

第３期100名参加 

①市町村が実施する学校

支援活動への補助 

16 市町、133 本部 

②地域による学校支援活

動推進委員会の実施 

３回 

③学校支援コーディネー

ター研修講座の実施 

13回 

第１期156名参加 

第２期148名参加 

第３期106名参加 

①市町村が実施する学校 

支援活動への補助 

16 市町、145 本部 

②地域学校協働活動推進 

委員会の実施３回 

 

③地域学校協働活動コー 

ディネーター研修講座 

の実施 12 回 

 

 

 

 

 

事業名 放課後子供教室推進事業 <再掲> 施策 1-取組(2) 8-(1) 11-(1) 
H29 当初予算 110,875 千円 

研修会費用として 91 千円 
生涯学習課 

事業概要 

子どもたちの安全・安心な活動拠点(居場所)づくりのため、小学校の余裕教室等を活用し、地域の方々の参画を得

て、勉強やスポーツ・文化活動、地域住民との交流活動等の取組を実施する。本事業は留守家庭児童を対象とする｢放

課後児童健全育成事業｣と一体的あるいは連携した総合的な放課後対策(放課後子ども総合プラン)として推進する。 

２７（実績） ２８（実績） ２９ ３０ ３１ 

①放課後子ども総合プラ

ン指導スタッフ等研修

会８月実施 87 名参加 

放課後児童クラブスタ

ッフ研修実施 

②地域による学校支援活

動推進委員会３回実施 

③事業実施28市町194校

(174教室)へ事業の補助 

①放課後子ども総合プラ

ン指導スタッフ等研修

会９月実施 114 名参加 

(放課後児童クラブスタ 

ッフも参加) 

②地域による学校支援活

動推進委員会３回実施 

③事業実施29市町217校

(202教室）へ事業の補助 

①放課後子ども総合プラ 

ン指導スタッフ等研修 

会実施（放課後児童ク

ラブスタッフも参加） 

②地域学校協働活動推進 

委員会３回 

③事業実施 30 市町 224 校 

(210 教室）へ事業の補 

助 

 

 

 

 

 

事業名 ちば家庭・学校・地域応援企業等登録制度 H29 当初予算 0 千円 生涯学習課 

事業概要 

教育分野での社会貢献活動に取り組む企業と連携し、その取組を Web サイトで紹介し、家庭・学校・地域が一体と

なって、子どもたちを育てる環境づくりを推進する。 

２７（実績） ２８（実績） ２９ ３０ ３１ 

①406企業・事業所が登録 

（平成27年度では11企業・

事業所増） 

①410企業・事業所が登録 

(平成29年１月13日現在） 

①Webサイト等で応援企業

等を募集、登録した企業

や子ども参観日の取組

等を紹介 

 

 

 

 

 
＜取組(１)の関連事業＞ 県立学校における｢コミュニティ・スクール｣設置事業(p.44) 

            学校を核とした県内 1000 か所ミニ集会(p.44) 
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取組(２) 生涯学習社会を目指した取組の推進 

 

事業名 メディア教材開発事業 H29 当初予算  112 千円 生涯学習課 

事業概要 

生涯学習の推進や学校教育の活性化の観点から、社会教育や学校教育に関する各種メディア教材の開発作品を県民

から募集し、学習成果の発表の機会を設ける。更に、各種の生涯学習講座・研修会や授業での積極的な活用を図っ

て、千葉県における視聴覚教育の振興を目指す。 

２７（実績） ２８（実績） ２９ ３０ ３１ 

①千葉県メディアコンク

ールの実施 応募数 16

作品 

②千葉県メディアコンク

ールの優秀作品 DVD を

作成し、各市町村教育委

員会、視聴覚センター、

ライブラリーで貸し出

しを実施 

①千葉県メディアコンク

ールの実施 応募数 17

作品 

②千葉県メディアコンク

ールの優秀作品の DVD

を作成し、各市町村教育

委員会、視聴覚センタ

ー、ライブラリーで貸し

出しを実施 

①千葉県メディアコンク

ールの実施  

 

②千葉県メディアコンク

ールの優秀作品の DVD

作成・配付・貸し出し 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業名 県立学校施設開放事業 H29 当初予算 2,334 千円 生涯学習課 

事業概要 

県民ニーズに応じた生涯学習機会の提供のために、地域の生涯学習関連団体等に対して学校教育に支障のない範囲

で県立学校の文化施設や地域交流施設の開放を行い、生涯学習の推進に資する。 

２７（実績） ２８（実績） ２９ ３０ ３１ 

①県立高等学校７校（文化

施設５校、交流施設２

校）を開放 

①県立高等学校７校（文化

施設５校、交流施設２

校）を開放 

①県立高等学校７校（文

化施設５校、交流施設

２校）を開放 

 

 

 

 

 
 
＜取組(２)の関連事業＞ さわやかちば県民プラザ交流事業(p.32) 

            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(３) 社会教育推進体制の強化 

 

事業名 千葉県社会教育関係団体補助金事業 H29 当初予算 806 千円 生涯学習課 

事業概要 

県内の社会教育の振興発展に資することを目的として、青少年教育関係団体をはじめ、社会教育関係団体が行う社

会公共的に意義のある事業に対して必要な経費を補助する。 

２７（実績） ２８（実績） ２９ ３０ ３１ 

①社会教育関係10団体に

補助金を交付 

②活動内容等のヒアリン

グの実施 

①社会教育関係 10 団体に

補助金を交付 

②活動内容等のヒアリン

グの実施 

①社会教育関係 10 団体に

補助金を交付 

②活動内容等のヒアリン

グの実施 

 

 

 

 

 

 

 

事業名 社会教育主事・指導者の養成 H29 当初予算  0 千円 生涯学習課 

事業概要 

国等で実施される社会教育主事講習への受講を推進するなど、社会教育専門職員である社会教育主事の養成に努め

る。また、地域の社会教育関係者の資質向上を図るため、地域社会教育指導者研修会等を実施する。 

２７（実績） ２８（実績） ２９ ３０ ３１ 

①市町村等へ受講者を募

集、取りまとめ、国へ推

薦（年２回） 

受講者数 

 Ａ講習 13 名 

 Ｂ講習 16 名 

②地域社会教育指導者研

修会(７月 16 日実施) 

 参加者数 106 名 

①市町村等への受講者を

募集し、取りまとめ、国

へ推薦（年２回） 

受講者数 

 Ａ講習 10 名 

 Ｂ講習 13 名 

②地域社会教育指導者研

修会（７月 14 日実施） 

 参加者数 114 名 

①市町村等への受講者を

募集し、取りまとめ、

国へ推薦（年２回） 

 

 

 

②地域社会教育指導者研

修会（年１回） 

 

 

 

 

 

 
 
＜取組(３)の関連事業＞ さわやかちば県民プラザ学習・研修事業(p.32)  図書館管理事業(p.69) 

            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) 

            柏の葉アカデミア講座 (p.92) 
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取組(４) 高等教育機関との連携 

 

事業名 高等学校と大学の連携促進 <再掲> 施策 4-取組(1) H29 当初予算 0 千円 生涯学習課 

事業概要 

大学教員の高等学校での出張講義、高校生の大学での講義受講、大学の研究施設等を利用した実験・実習など、高

等学校と大学との連携を支援する。 

２７（実績） ２８（実績） ２９ ３０ ３１ 

①県内大学・短期大学の高

大連携に関する取組内

容、担当窓口、連絡先等

をWebサイトに掲載 

②千葉大学教育学部教授

による夏季公開講座（県

立長生高校で1回実施

115名参加） 

③千葉大学教育学部教授

による基礎教養講座（県

立千葉東高校、県立木更

津高校の２校で実施 

19 名参加） 

①県内大学・短期大学の

高大連携に関する取組

内容、担当窓口、連絡

先等をWebサイトに掲載 

②千葉大学教育学部教授

による夏季公開講座

（県立長生高校で１回

実施 87 名参加） 

③千葉大学教育学部教授

による基礎教養講座

（県立千葉東高校、県

立木更津高校の２校で

実施 33 名参加） 

①県内大学・短期大学の

高大連携に関する取組

内容、担当窓口、連絡

先等をWebサイトに掲載 

②千葉大学教育学部教授 

による夏季公開講座

（県立高校で１回実施） 

 

③千葉大学教育学部教授 

による基礎教養講座

（県立高校２校で実施） 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業名 
柏の葉アカデミア講座(学習・研修事業の一部) 

<再掲> 施策 16-取組(3) 

H29 当初予算 144 千円 生涯学習課 

事業概要 

県民に最先端科学技術・経済・文化・環境・健康・食生活等の情報を提供するために、県内外の国立研究機関・大

学・文化施設・病院等と連携しながら、さわやかちば県民プラザの施設を活用し、講座を開講する。 

２７（実績） ２８（実績） ２９ ３０ ３１ 

①講座の開催（年６回） 

・東京理科大学 

（受講者 76 名） 

・麗澤大学 

（受講者 75 名） 

・千葉大学 

（受講者 78 名） 

・東京大学柏の葉キャン 

パス（受講者 45 名） 

・県立中央博物館 

（受講者 35 名） 

・政策大学院 

（受講者 39 名） 

①講座の開催（年５回） 

・東京理科大学 

（受講者 92 名） 

 

 

・千葉大学 

（受講者 93 名） 

・東京大学柏の葉キャン

パス（受講者 49 名） 

・県立中央博物館 

（受講者 93 名） 

・大山自治会 

（受講者 40 名） 

①講座の開催（年５回） 

・聖徳大学 

 

 

 

・千葉大学 

 

・東京大学柏の葉キャンパ   

 ス 

・県立中央博物館 

 

・大山自治会 

  

 

 

＜取組(４)の関連事業＞ 出前講座(p.47) 
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取組(５) 県教育委員会と市町村、私学等との連携強化 

事業名 
県教育委員会と市町村教育委員会の連携・ 

協力体制の強化   
H29 当初予算 0 千円 教育総務課 指導課 教職員課 

事業概要 

教育委員が学校等を視察することにより、学校教育等の状況の把握を行う。また、教職員や市町村教育委員会委員

等との教育に関する意見交換等を通して、相互理解と連携の強化を図る。 

教育庁職員による学校訪問、学習指導、生徒指導、進路指導等に関する市町村教育委員会との協議、研修等を実施

し、各学校の教育の条件整備と教育内容の充実を図る。 

２７（実績） ２８（実績） ２９ ３０ ３１ 

①教育委員による学校等

への視察及び教職員と

の意見交換の実施 43回 

 

②各教育事務所による学

校訪問の実施 

（所長・次長訪問、指導室

訪問、要請訪問等） 

③各教育事務所と各市町

村教育員会の指導行政

連絡会議等の開催 

①教育委員による学校等

への視察（18 カ所）及

び教職員等との意見交

換の実施（18 回） 

②各教育事務所による学

校訪問の実施（所長・次

長訪問、指導室訪問、要

請訪問等） 

③各教育事務所と各市町

村教育委員会の指導行

政連絡会議等の開催 

①教育委員による学校等 

への視察及び教職員等 

との意見交換を実施 

 

②各教育事務所による学 

校訪問の実施 

 

 

③各教育事務所と各市町 

村教育委員会の指導行 

政連絡会議等の開催 

 

 

 

 

 

事業名 
千葉県魅力ある建設事業推進協議会(後継者育成事業) 

<再掲> 施策 4-取組(1) 

H29 当初予算 

384 千円 
建設・不動産業課 

事業概要 

建設業の活性化を目的とする産・学・官連携の任意団体である｢千葉県魅力ある建設事業推進協議会｣の事務局とし

て｢後継者育成事業｣を実施するなかで、県立高校と地域の建設業経営者との意見交換会、高校への出前講座、教員へ

の建設業に関する研修費用等の助成、小・中学校向けキャリア・防災教育プログラム及び教材の開発・普及等を行

う。 

２７（実績） ２８（実績） ２９ ３０ ３１ 

①建設業経営者との意見

交換会（工業系高校５

校） 

②出前講座（工業系高校６

校） 

③キャリア・防災教育プロ

グラム及び教材の開発・

普及(小・中学校 14 校） 

①建設業経営者との意見交換

会（工業系高校５校、業界６

団体） 

 

 

②キャリア・防災教育プログ

ラム及び教材の開発・普及

(小・中学校 12 校） 

①建設業経営者との意見交換会

（工業系高校５校） 

②出前講座（工業系高校６校） 

③キャリア・防災教育プログラム

及び教材の開発・普及（小・中

学校 10 校） 

④教員への建設業に関する実務研

修費用等の助成 

 

 

 

 

 

事業名 千葉市教育委員会との連携強化 H29 当初予算 0 千円 教育総務課 教育政策課 

事業概要 

第４次地方分権一括法に基づき、平成２９年４月から千葉市立小中学校等に係る教職員定数及び学級編制基準の決

定に係る権限等が県から千葉市に移譲されることから、十分な連絡調整を図り、移譲後も緊密な連携を継続できる体

制を構築する。 

２７（実績） ２８（実績） ２９ ３０ ３１ 

①千葉市教育委員会との移譲

に向けた協議 

①千葉市教育委員会との移譲

に向けた協議 

②（仮称）県市連絡協議会開催

準備 

事務・権限の移譲 

①（仮称）県市連絡協議会開催 

 

 

 

 

 

＜取組(５)の関連事業＞ 公立学校と私立学校の連携(p.42) 
            私立学校派遣研修(p.43) 
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施策 １７ 学びのセーフティネットの構築 

 
 
 
 

• 自らの能力を伸長し、将来、社会においてその能力を発揮するための教育を受ける機会 

は、経済的・社会的な事情に関わらず等しく与えられるべきもので、子どもたちの社会  

参画・自立に向けて、安全・安心で充実した教育機会を提供すること、すなわち｢学び 

のセーフティネット｣を構築する。 

• 各学校段階の継続性を生かした支援や、いじめ、不登校や障害等に関する教育相談体制 

の充実、全ての子どもたちが安心して教育を受けることのできる環境の確保など、困難 

を抱えている子どもや家庭への支援を推進する。 

• 関係部局や機関と連携しながら、学習環境、家庭環境や社会生活に困難を有する子ども 

たちへ学び直しの機会の提供等の教育支援を進めるとともに、児童虐待の防止等の対策 

を充実させる。 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        施策１７の４つの取組 

 
取組（２） 

 
取組（４） 

 
取組（３） 

 
学び直しなどの再チャレンジ 
に対する支援の充実 

 
取組（１） 

 
子どもや家庭に対する 
相談支援体制の充実 
 

 
経済的・家庭的理由など様々な 
困難への支援 

 
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 
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取組(１) 子どもや家庭に対する相談支援体制の充実 

 

事業名 不登校対策の推進   H29 当初予算 2,172 千円 指導課 教職員課 

事業概要 

学校に校内不登校児童生徒支援教室を設置し、実践的な活動等を通して、不登校及び不登校傾向にある児童生徒に

対する適切な支援を行う。また、不登校及び不登校傾向にある児童生徒に対する支援を行うために指定する不登校対

策推進校に対して、教員を加配する。更に、不登校児童生徒の減少に向けた内容をまとめた教職員向けの指導資料集

を作成、配付し、不登校対策の取組の充実や教職員の指導力の向上を図る。 

２７（実績） ２８（実績） ２９ ３０ ３１ 

①不登校対策推進校の指

定、校内不登校児童生徒

支援教室を開設 

②不登校対策推進校への

教員の加配125校125名 

 

①不登校対策推進校の指  

定、校内不登校児童生徒

支援教室を開催 

②不登校対策推進校への

教員の加配125校125名 

 

①不登校対策推進校の指

定、校内不登校児童生

徒支援教室を開設 

②不登校対策推進校への 

教員の加配125校125名 

③【新規】不登校対策指

導資料集の作成 

 

 

 

 

 

 

 

事業名 子ども・若者育成支援推進事業 <再掲> 施策 17-取組(3) H29 当初予算 15,880 千円 県民生活・文化課 

事業概要 

ニート・ひきこもり・不登校など、社会生活を円滑に営む上での困難を抱えている子ども・若者の支援のため、子

ども・若者支援協議会の開催や、人材育成のための研修等を実施する。また、総合相談窓口を設置し、専門の相談員

による電話相談や面接相談を実施することにより、適切な専門機関の紹介を行う。 

２７（実績） ２８（実績） ２９ ３０ ３１ 

①千葉県子ども・若者支援

協議会(委員会等含む）

の開催(５回）・人材育成

講習会の実施(２回） 

 

②千葉県子ども・若者総合

相談センター「ライトハ

ウスちば」の運営 

③リーフレット・ポスター

作成・配付 

①千葉県子ども・若者支援

協議会（委員会等含む）

の開催（４回）・人材育

成研修の実施（２回） 

 

②千葉県子ども・若者総合

相談センター「ライトハ

ウスちば」の運営 

 

①千葉県子ども・若者支

援協議会(委員会等含

む）の開催(４回）・人

材育成研修の実施(２

回） 

②千葉県子ども・若者総

合相談センター「ライ

トハウスちば」の運営 

③リーフレット・ポスタ

ー作成・配付 

 

 

 

 

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

            子育て支援活動推進事業(p.58)      総合教育センター教育相談事業(p.61) 

            千葉県教育支援委員会(p.61)       早期からの教育相談・支援体制の構築(p.61) 
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取組(２) 学び直しなどの再チャレンジに対する支援の充実 

 

事業名 定時制高校・通信制高校の充実 <再掲> 施策 6-取組(1) H29 当初予算 0 千円 
県立学校改革推進課 

財務施設課 

事業概要 

通信制高校の定期考査を、通信制協力校２校を会場に実施することにより、希望する生徒の協力校での受験を可能

とし、定期考査期間中における長距離通学の負担の軽減を図る。また、通信制協力校の拡充や IＣＴを活用した学習

支援の充実について検討するとともに、通信制高校に関する情報提供の充実に努める。 

２７（実績） ２８（実績） ２９ ３０ ３１ 

①通信制協力校２校（銚子

商業・館山総合）にて通

信制の定期考査実施 

 

 

②通信制協力校制度検討

会議を５回実施 

 

 

 

 

③千葉大宮高校の「出前学

校説明会」を７ヶ所で実

施 

④定時制特別委員会に２

回参加・助言 

①通信制協力校２校（銚子

商業・館山総合）にて通

信制の定期考査実施 

 

 

②通信制協力校制度検討

会議の実施 

 

 

 

 

③千葉大宮高校の「出前学

校説明会」の実施 

④定時制特別委員会に参

加・助言 

⑤定時制及び通信制課程

の就学支援金受給者の

通算74単位を超える授

業料の不徴収 

①館山総合高校水産校舎 

にて、千葉大宮高校の

面接指導を平成 29 年度

入学者を対象に実施

（通信制協力校制度） 

②通信制協力校２校（銚

子商業・館山総合）に

て通信制の定期考査実

施 

③通信制協力校運営会議 

（年５回程度）の開催 

④千葉大宮高校の「出前 

学校説明会」の実施 

⑤定時制特別委員会に参 

加・助言 

⑥定時制及び通信制課程

の就学支援金受給者の

通算74単位を超える授

業料の不徴収 

 

 

 

 

 

 

 

事業名 
地域連携アクティブスクールの更なる充実  

<再掲> 施策 6-取組(1) 

H29 当初予算 10,508 千円 県立学校改革推進課 

事業概要 

地域との協同により、一人一人の生徒に応じた｢学び直し｣や｢実践的なキャリア教育｣を行い、生徒の能力を引き出

し、コミュニケーション能力や倫理観等を身に付け、地域とともに生きる自立した社会人の育成を目指す『地域連携

アクティブスクール』の更なる充実を図る。 

２７（実績） ２８（実績） ２９ ３０ ３１ 

①自立した社会人の育成

に係る連絡会議を２回

開催  

②キャリア教育支援コー

ディネーターの配置４

名、連絡会議開催１回 

③スクールソーシャルワ

ーカーの配置２名、連絡

会議開催１回 

①地域連携アクティブス

クール連絡会議を２回

開催 

②キャリア教育支援コー

ディネーターの配置４

名 

③スクールソーシャルワ

ーカーの配置４名 

 

①地域連携アクティブス 

クール連絡会議を２回 

開催 

②キャリア教育支援コー 

ディネーターの配置２ 

名 

③スクールソーシャルワ 

ーカーの配置４名 

 

 

 

 

 
 ※地域連携アクティブスクール・・・中学校で十分力を発揮しきれなかったけれど、高校では頑張ろうという意欲を持った生徒に、企業や大学など 
                  地域の教育力を活用しながら、「学び直し」や「実践的なキャリア教育」を行い、自立した社会人を育てる、 

新たなタイプの学校 
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取組(３) 経済的・家庭的理由など様々な困難への支援 

 

事業名 公立高等学校等就学支援金・学び直し支援金 
H29 当初予算 9,698,000 千円 

（学び直し支援金 1,000 千円） 
財務施設課 

事業概要 

公立高等学校における教育に係る経済的負担の軽減を図り、もって教育の機会均等に寄与するため、支援を必要と

する生徒に対して高等学校等就学支援金の支給を行う。また、高等学校等を中途退学した後、再び千葉県の公立高等

学校で学び直す者に対して学び直し支援金の支給を行う。 

２７（実績） ２８（実績） ２９ ３０ ３１ 

①支援金の支給約58,100

名対象 

②就学支援金は、第１・２

学年が対象（学年進行）

学び直し支援金は、全学

年が対象 

①支援金の支給 85,500 名

対象 

②就学支援金、学び直し支

援金ともに全学年が対

象 

①支援金の支給 約84,700 

名 

②就学支援金、学び直し

支援金ともに全学年が

対象 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業名 公立高等学校等奨学のための給付金事業 
H29 当初予算 

1,125,000 千円 
財務施設課 

事業概要 

公立高等学校等に在学する低所得世帯の生徒等の保護者の教育費負担を軽減し、生徒等の修学を支援するため、奨

学のための給付金を支給する。 

２７（実績） ２８（実績） ２９ ３０ ３１ 

①給付金の支給 8,410 名 

 

②第１・２学年が対象 

（学年進行） 

③通信制課程の給付内容

を拡充 

①給付金の支給 11,811 名 

 

②第１～３学年が対象 

（学年進行） 

③市町村民税所得割非課

税世帯の第１子の給付

額を増額 

①給付金の支給         

約 12,700 名 

②全学年が対象 

 

③市町村民税所得割非課

税世帯の第１子の給付

額を増額 

  

 

 

 

事業名 千葉県奨学資金貸付事業 H29当初予算807,748千円 財務施設課 

事業概要 

高等学校、中等教育学校後期課程、特別支援学校高等部及び専修学校高等課程の在学者で経済的理由により修学が

困難な生徒の修学を支援するため、学資の貸付けを行う。 

２７（実績） ２８(実績) ２９ ３０ ３１ 

①学資の貸付け 1,897 名 ①学資の貸付け 1,765 名 ①学資の貸付け 

貸付可能者約 2,500 名 
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事業名 被災児童生徒就学支援等事業 H29 当初予算 15,214 千円 財務施設課 学校安全保健課 学事課 

事業概要 

被災により就学が困難となった幼児児童生徒の学費を支援するため、国の交付金を活用し、私立学校等における授

業料等減免事業や市町村が実施する就園・就学支援事業に助成する。 

２７（実績） ２８（実績） ２９ ３０ ３１ 

①私立学校等における就

学支援(授業料等の減免

５名） 

②被災幼児就園支援事業

(入園料、保育料）16名 

③被災児童生徒就学援助

事業(学用品等、医療費、

給食費）128名 

④被災児童生徒等特別支

援教育就学奨励事業(教

科書購入費、通学費、学

用品購入費等）６名 

①私立学校等における就

学支援（授業料等の減免

７名） 

②被災幼児就園支援事業

(入園料、保育料）16 名 

③被災児童生徒就学援助

事業(学用品等、医療費、

給食費）132 名 

④被災児童生徒等特別支

援教育就学奨励事業(教

科書購入費、通学費、学

用品購入費等）６名 

①私立学校等における就 

学支援として授業料等 

の減免の実施 

②被災幼児就園支援事業 

（入園料、保育料） 

③被災児童生徒就学援助 

事業（学用品等、医療費、 

給食費） 

④被災児童生徒等特別支 

援教育就学奨励事業（教 

科書購入費、通学費、学 

用品購入費等） 

 

 

 

 

 
 
＜取組(３)の関連事業＞ 私立高等学校等就学支援事業・学び直し支援事業(p.42) 

            特別支援学校スクールバス運行事業委託(p.64) 

            市町村相談員等のための家庭教育研修講座(p.85) 

            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) 

            子ども・若者育成支援推進事業(p.94) 
 
 

取組(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 

 

事業名 家庭における暴力防止啓発パンフレットの作成 H29 当初予算 972 千円 男女共同参画課 

事業概要 

ＤＶを子どもが目撃するのは児童虐待にあたり、その後の子どもの人格形成や成長過程に深刻な影響を与えること

から、家庭における暴力防止への理解促進を図るため、保護者を対象としたＤＶ防止啓発パンフレットを作成・配付

する。 

２７（実績） ２８（実績） ２９ ３０ ３１ 

①１歳半健診と就学時健

診時の際、対象児童の保

護者に120,000部配付 

①１歳半健診と就学時健

診時の際、対象児童の保

護者に120,000部配付 

①１歳半健診と就学時健

診時の際、対象児童の

保護者に120,000部配付 

 

 

 

 

 

事業名 子ども家庭１１０番事業 H29 当初予算 17,603 千円 児童家庭課 

事業概要 

児童虐待やいじめ、子育ての不安など、子どもに関わる様々な相談に応じるため、｢子ども家庭１１０番｣を中央児

童相談所に設置し、専門の電話相談員が夜間、土日、祝日の相談にも応じる。 

２７（実績） ２８（実績） ２９ ３０ ３１ 

①子ども・家庭110番の設

置(24時間365日対応） 

電話相談 2,599 件 

①子ども・家庭 110 番の設

置(24 時間 365 日対応） 

 電話相談 1,774 件 

①子ども家庭110番の設置

（24時間365日対応） 

 

 

 

 

 

 


