第３章

主な事業の状況

本章では、３つのプロジェクト*1 ごとに、各施策の目標を示した*2 上で、重点取組ごとに主な
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。

夢・チャレンジプロジェクト (p.16 〜p.40)、元気プロジェクト (p.41 〜p.88)、チームスピリットプロジェクト (p.89〜p.104)
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。
*1
*2

- 13 -

第３章 主な事業の状況

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.３４を例に説明しています。

取組名

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

H30 当初予算 2,144 千円

生涯学習課

事業概要

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 年度の実績を
示しています。

平成 30 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。

施策 15 取組(2)にも
関連することを示し
ています。

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(実績)
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)
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)
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)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

事業名

①実行委員会開催１回
②「サイエンススクー
ル」(小・中・高)
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)
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)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)
22講座参加者408名
③「キャリア教育科学
・先端技術体験キャ
ンプ」(中・高)
12講座 参加者123名
④「キャリア教育しご
と体験キャンプ」
(中・高)６講座
参加者39名
⑤「教育ＣＳＲフォーラ
ム」実施１回
参加者36名

①実行委員会開催２回
②「サイエンススクー
ル」(小・中・高)
23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)８講座
⑤「教育ＣＳＲフォー
ラム」１回の実施

「子ども参観日｣キャンペーン<再掲>施策 15-取組(2) H30 当初予算 0 千円

生涯学習課

事業概要

・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。

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(実績)
３０
３１
① 企 業 団 体 へ の 依 頼 ① 企 業 団 体 へ の 依 頼 ①企業団体への依頼(訪 ① 企 業 団 体 へ の 依 頼
(訪問５カ所)、個別

(訪問５カ所)、個別

問５カ所)、個別の事

(訪問５カ所)、個別

の事業所への依頼

の事業所への依頼

業所への依頼

の事業所への依頼

(メール67件、電話67

(メール32件、
電話55

(メール90件、電話30

件)

件)

件)

②県内の25企業等で実 ②県内の26企業等で実 ②県内の28企業等で実
施 約800名参加(県

施 約830名参加(県

施 約820名参加(県庁

庁「子ども参観日」

庁「子ども参観日」

「子ども参観日」53

33名参加)
③実施事業所、活動内

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。

64名参加)

(７月に県庁「子ども
参観日」を実施)

名参加)

③実施事業所、活動内

③実施事業所、活動内容

容 の 紹 介 (Web サ イ

容の紹介(Webサイ

の紹介(Webサイト)

ト)

ト)

＜取組(３)の関連事業＞

②県内企業等で実施

③実施事業所、活動内
容 の 紹 介 (Web サ イ
ト)

小・中・高等学校のキャリア教育総合推進事業(p.32)
ジョブカフェちば事業(p.32)
ちば夢チャレンジ☆パスポート・プロジェクト(p.77)
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千葉県教育振興基本計画全体に係る事業

事業名

(仮称)｢千葉県の教育に関する懇話会｣設置事業

H30 当初予算 1,225 千円

教育政策課

事業概要

平成３１年度の第３期教育振興基本計画策定に向け、国の第３期教育振興基本計画を参酌するとともに、平成３０
年度から(仮称)｢千葉県の教育に関する懇話会｣を設置し、本県の当面する教育課題に関する論点を整理する。
２７(実績)

事業名

２８(実績)

２９(実績)
懇話会設置に向けた準備

３０
①(仮称)｢千葉県の教育に
関する懇話会｣開催５回

H30 当初予算
学校教育推進費 1,073 千円の一部
教職員研修費 12,545 千円の一部

新学習指導要領及び高大接続改革への対応

３１

学習指導課

事業概要

学習指導要領改訂及び高大接続改革について、趣旨や内容、移行措置等の周知徹底を図るとともに、各学校におい
て円滑かつ確実に移行できるような取組を推進していく。
２７(実績)

事業名

２８(実績)
２９(実績)
新学習指導要領及び高大接 ①小・中学校教育課程研究
続改革に向けた情報収集及
協議会での主旨説明等
び情報共有
②新教育課程説明会の実
施(８月２９日 全小・
中学校の管理職を対象)
③指導資料集の作成
(小学校学習指導要領移
行の手引き 中学校学習
指導要領移行の手引き
小・中学校新学習指導要
領Ｑ＆Ａ)
④「高等学校次期学習指導
要領」周知等に係る連絡
会議の開催
⑤大学入学共通テストの
試行調査(プレテスト)
の問題分析
⑥高大接続改革プロジェ
クトチームの設置

３０
①小・中学校教育課程研究
協議会での主旨説明等
②指導資料集の作成
「小・中学校 教育課程
編成の手引き」
③千葉県県立高等学校の教
育課程の編成方針の策定
④高等学校教育課程研究協
議会、教育課程連絡協議
会、地区別県立高等学校
教頭・副校長研修会、全
公立高等学校の校長を対
象とした新学習指導要領
説明会等を通じて、次期
学習指導要領についての
周知
⑤高等学校教育課程研究協
議会、進路指導研究協議
会、全公立高等学校管理
職を対象とした協議会、
研修会等を通じて、高大
接続改革についての周知
及び対応の協議

教育広報活動

H30 当初予算 5,000 千円

３１

教育政策課

事業概要

教育委員会の施策や各種事業、学校及び地域における特色ある取組等について情報発信することにより、学校・家
庭・地域社会との教育に関する情報の共有化を図る。
２７(実績)
①教育広報｢夢気球｣
年２回(６、11月)発行
②県教委ニュース
毎月発行(20回)
③Webサイトによる情報発
信
フォトニュース
年44回掲載

２８(実績)
２９(実績)
①教育広報｢夢気球｣
①教育広報｢夢気球｣
年２回(６、11月)発行
年２回(６、11月)発行
②県教委ニュース
②県教委ニュース
毎月発行(18回)
毎月発行(21回)
③ Web サイト による情報発 ③Web サイトによる情報発
信
信
フォトニュース
フォトニュース
年49回掲載
年40回掲載
④報道対応についての研修
会 年１回(６月)実施
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３０
①教育広報｢夢気球｣の作
成、配布
②県教委ニュース等によ
る情報発信
③ Webサイト による情報
発信
フォトニュース
④情報発信強化のための
研修会

３１

第３章

主な事業の状況

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。

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

施策５

道徳性を高める

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

I

実践的人間教育

夢・チャレンジ

の推進

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

施策３
施策４

生きる力の基本と

社会的・職業的に自立

なる健康・体力

し地域で活躍する人材

づくりの推進

の育成

夢・チャレンジプロジェクトの５つの施策
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プロジェクトⅠ

−

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 １ 社会を生き抜く力を育む主体的な学びの確立

• これからの時代を生き る子 どもたちに必要な資質 ・能 力の育成を重視する新 学習 指導要領の

趣旨を踏まえ、特色ある教育活動を展開する中で、知識及び技能の習得、思考力・判断力・表
現力等の育成、学びに向かう力・人間性等の涵養を偏りなく実現する。
• 児童生徒の主体的・対 話的 で深い学びの実現に向 けた 授業づくりを推進し、 「ち ばっ子『学
力向上』総合プラン（ファイブアクション）」等により、子どもたちの学力向上を図っていく。

取組（１）

読書活動や体験活動を通じた
学習意欲の向上

取組（２）

新学習指導要領を踏まえた、子どもた
ちの主体的な学びを支える取組の充実

取組（３）

授業力の向上による学びの深化

取組（４）

学力向上に係る取組の適切な評価・
改善の推進

施策１の４つの取組
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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)

H30 当初予算
｢学力向上｣プランの一部 17,553 千円 他

学習指導課

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(実績)

３０

３１

①確かな学びの早道｢読書｣ ①確かな学びの早道｢読書｣ ①確かな学びの早道｢読書｣ ①確かな学びの早道｢読書｣
事 業 実践 協力校の 取組

事業 実践協力校の取組

事業 実践協力校、推進

事業 実践協力校15校と

を実践記録集等で県内に

を実践記録集等で県内に

地域の取組を実践記録集

推進地域を指定、実践記

周知、指定校15校

周知、指定校15校

等で県内に周知、11月に

録集等で取組を県内に周

推進地域で研修会を実施

知、推進地域で研修会を

指定校15校

実施

②優良・優秀学校図書館の

②優良・優秀学校図書館の ②優良・優秀学校図書館の ②優良・優秀学校図書館の

認定(優良：新たに小学

認定(優良：新たに小学

認定(優良：新たに小学

認定(優良：新たに小学

校11校、中学校24校

校10校、中学校11校

校10校、中学校16校

校10校、中学校10校程

優秀：新たに小学校67校

優秀：新たに小学校38校

優秀：新たに小学校35

度、優秀：新たに小学校

中学校14校)

中学校９校)

校、中学校10校)

20校、中学校10校程度)

③｢小・中・高連携の特別

③｢小・中・高連携の特別

③｢小・中・高連携の特別

③｢小・中・高連携の特別

授業｣による体験学習の

授業｣による体験学習の

授業｣による体験学習の

授業｣による体験学習の

実施

実施

実施

実施

延べ 214 回

④特別非常勤講師配置事業

延べ255回

延べ222回

延べ250回程度

④特別非常勤講師配置事業 ④特別非常勤講師配置事業 ④特別非常勤講師配置事業

小学校323校、中学校54

小学校311校、中学校55

小学校322校、中学校47

学校の要望に応じた効果

校、合計377校で総時間

校、合計366校で総時間

校、合計369校で総時間

的・効率的な配置

5,069時間の配置(音楽指

5,121時間の配置(音楽指

5,089時間の配置(音楽指

小・中学校合計 380 校程

導、水泳指導、書写指導

導、水泳指導、書写指導

導、水泳指導、書写指

度で総時間 5,000 時間程

等)

等)

導、外国語指導等)

度(外国語指導、プログラ
ミング指導等)

⑤｢お兄さん、お姉さんと
学ぼう｣事業
指定

高校12校

延べ200日、570名

参加

学ぼう｣事業
指定

高校13校

延べ241日、1,235

名参加

⑥学びの｢総合力・体験力｣
コンテストの開催

⑤｢お兄さん、お姉さんと

128

点応募

＜取組(１)の関連事業＞

⑤｢お兄さん、お姉さんと
学ぼう｣事業
指定

高校13校

延べ223日、943名

⑤｢お兄さん、お姉さんと
学ぼう｣事業

新たに指

定校を増やす

参加

⑥学びの｢総合力・体験力｣ ⑥学びの｢総合力・体験力｣ ⑥学びの｢総合力・体験力｣
コンテストの開催
点応募

140

コンテストの開催
点応募

特別非常勤講師配置事業(p.53)
公共図書館等職員研修事業(p.73)
図書館管理事業(p.73)
博物館振興事業(p.81)
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109

コンテストの開催

プログラムⅠ − 施策１

社会を生き抜く力を育む主体的な学びの確立

取組(２) 新学習指導要領を踏まえた、子どもたちの主体的な学びを支える取組の充実
ちばっ子｢学力向上｣総合プラン
事業名

２

｢子どもたちの夢・チャレンジ｣サポートプラン
<再掲>

H30当初予算
｢学力向上｣プランの一部150,778千円 他

学習指導課

施策 1-取組(3)

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(実績)
①千葉県学習サポーター ①千葉県学習サポーター
①千葉県学習サポーター
を小・中学校へ派遣165
を小・中学校へ派遣180
を小・中学校へ派遣185
校
校、市町村教育委員会担
校、市町村教育委員会担
当者等との情報交換、効
当者等との情報交換、効
果的な活用について協議
果的な活用について協
議
② ｢ 家 庭 学習の す す め 中 ②｢家庭学習のすすめ小学 ②｢家庭学習のすすめ小学
学生版｣を作成し、県Web
生版｣及び｢中学生版｣に
生版｣及び｢中学生版｣に
サイト上へ掲載
各 種 資 料 を 20 件 追 加 掲
各種資料を15件追加掲
載、活用の促進、好事例
載、活用の促進
の追加掲載
③ ｢ ち ば っ子 チャ レ ン ジ ③ ｢ ち ば っ 子 チ ャ レ ン ジ ③ ｢ ち ば っ 子チ ャ レン ジ
100｣(小学校)作成委員
100｣(小学校)及び｢学び
100｣(小学校)及び｢学び
会５回実施、活用に対す
の 突 破 口ガ イ ド ｣( 小学
の突破口ガイド｣(小学
る広報実施
校)の活用に対する広報、 校)の活用の促進、好事
④｢学びの突破口ガイド｣
好事例の追加掲載
例の追加掲載、全国学
(小学校)の活用に対す
力・学習状況調査の結果
る広報実施
を踏まえた「算数」「理
科」の問題の配信
⑤｢ちばのやる気｣学習ガ ④｢ちばのやる気｣学習ガ ④｢ちばのやる気｣学習ガ
イド(中学校)の活用に
イド(中学校)の活用促進
イド(中学校)の活用促
対する広報実施、県共通
に向け、活用事例の広報
進に向け、活用事例の広
評価問題配信
を実施、県共通評価問題
報を実施、県共通評価問
を２回配信
題を２回、全国学力・学
習状況調査の結果を踏
まえた問題の配信・紹介
⑥ＳＳＨ運営指導協議会 ⑤ ＳＳＨ運営指導 協議 会 ⑤ＳＳＨ指定校を地域の
を指定校で年間２回実
を各指定校で実施、Ｗeb
拠点とした小・中・高等
施
サイトで情報発信
学校、大学、企業等との
連携による理数教育の
充実（千葉サイエンスス
クールフェスティバル
等）
⑥｢中高生科学研究実践活 ⑥｢中高生科学研究実践活
動プログラム｣の取組機
動プログラム｣の取組機
関として、県立高校４校
関となっている高等学
が活動を実施
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(29 チー ⑦ 科 学 の 甲 子 園 (27 チ ー ⑦ 科 学 の 甲 子 園 (24 チ ー
ム、211 名参加)・科学の
ム、202名参加)科学の甲
ム、175名参加)科学の甲
甲子園ジュニア(27 チー
子 園 ジ ュ ニ ア (35 チ ー
子 園 ジ ュ ニ ア (32 チ ー
ム、178 名参加)、大会の
ム、227名参加)、大会の
ム、228名参加)、大会の
実施(各県代表１チーム
実施(各県代表１チーム
実施(各県代表1チーム
選出)
選出)
選出)
⑧｢ＳＧＨ｣の活用による ⑧｢ＳＧＨ｣の活用による
グロ―バル教育の充実
先進的なグロ―バル教
育の実践(各校とも運営
指導協議会３回、研究発
表大会１回)
⑨子どもたちの学びを支 ⑨子どもたちの学びを支
える 英語教育 強 化推進
える英語教育強化推進
事業の実施
事業の実施
教 員 研 修 の 実 施 ( 小 180
教員研修の実施(小168
名、中350名、高150名実
名、中239名、高295名実
施)
施)
⑩進学指導重点校におけ ⑩進学指導重点校におけ
る 教 育 活動 の充実と成
る教育活動の充実と成
果の普及
果の普及(連絡協議会、
教育懇談会の開催)
＜取組(２)の関連事業＞

３０
①千葉県学習サポーター
の小・中・義務教育学校
への派遣190名に増員
市 町 村 教 育 委 員 会 担当
者等に、活動内容及び事
務について指導・助言
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15件追加掲
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)の活用促進、好事例
の追加掲載、全国学力・
学 習 状 況 調 査 の 結 果を
踏 ま え た 問 題 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、県共通評価問題の配
信、全国学力・学習状況
調 査 の 結 果 を 踏 ま えた
県共通評価問題の配信・
紹介
⑤ＳＳＨ指定校を地域拠
点とするＳＳＨ研究 開
発成果の普及、指定校の
研究協議会の実施

３１

⑦科学の甲子園・科学の甲
子園ジュニア大会の開
催 、県代表チームを選
出、全国大会に向けた強
化トレーニングの実施
⑧｢ＳＧＨ｣の活用による
先進的なグローバル 教
育の実践及び成果普及
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
小・中・高及び小学校英
語 専 科 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

子供の生活習慣改善事業(p.29)
地域とともに歩む学校づくり推進支援事業(地域学校協働本部・地域未来塾)(p.95)
放課後子供教室推進事業(p.95)
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第３章 主な事業の状況

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)

H30 当初予算
｢学力向上｣プランの一部 2,870 千円

学習指導課

7-(2)

事業概要

「主体的・対話的で深い学び」の実現に向けた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(実績)
３０
①「
『思考し、表現する力』 ①新たな学びに関する教員 ①｢ちばっ子の学び変革｣ ①｢ちばっ子の学び変革｣
を高める実践モデルプ
の資質能力向上のための
推 進 事 業 と し て 、主 体
推進事業として、主体
ログラム」をＷeb 配信
プロジェクトの推進と授
的・対話的で深い学びを
的・対話的で深い学びを
し、指導方法の改善、教
業実践研究の実施
実現するための授業改善
実現するための授業改
員の授業づくりを支援
に関する公開研究会
善に関する実践研究の
を ３ か所 で 開 催 、 セ ミ
推進、セミナーの開催
ナー１回開催
②ちば｢授業練磨の公開 ②ちば｢授業練磨の公開日｣ ② ち ば ｢ 授 業 練 磨 の 公 開 ② ち ば ｢ 授 業 練 磨 の 公 開
日｣として、すべての県
の参考情報を Web 配信、
日｣の参考情報を Web 配
日｣の各学校の公開日程
立高校で授業公開研究
相互授業参観を推進、す
信、相互授業参観を推進、 や参考情報を Web 配信、
を実施
べての学校で授業公開研
全ての学校で授業公開研
相互授業参観を推進、全
究を実施
究を実施
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 ③｢魅力ある授業づくりの ③｢魅力ある授業づくりの ③｢魅力ある授業づくりの
達人｣認定・活用事業の
達人｣認定86名、延べ996
達人｣認定 94 名、延べ
達人｣認定 100 名、活用
推進：75名認定、延べ992
回
1,513 回
事業の推進
回活動
④｢私の授業レシピ(秘訣・ ④｢私の授業レシピ(秘訣・ ④「私の授業レシピ(秘訣・ ④教科研究員により、｢私
秘伝)｣について、研修会
秘伝)｣について、初任者
秘伝)」について、初任者
の授業レシピ(秘訣・秘
等での広報及び活用の
研修等での広報及び活用
研修等での広報及び活用
伝)｣を作成予定、初任者
推進、新レシピを 25 名
の推進、新レシピを25名
の推進、新レシピを44名
研修等で広報を行い、よ
で作成
で作成
で作成
り効果的な活用を目指
す
⑤｢学力向上交流会｣を８ ⑤｢学力向上交流会｣を８会 ⑤｢ 学力向上交 流会｣８会 ⑤｢学力向上交流会｣８会
会場で開催 延べ 1,704
場で開催 延べ 1,904 名
場での開催 高等学校に
場での開催 県の学力
名参加
参加
ついては、ＳＳＨ校２校
向上施策の浸透と教員
⑥｢総合的な学習の時間の
が開催 延べ1,782名参
の授業力向上を図る
コーディネーター｣講座
加
４回実施、延べ326名参
児童生徒の学力向上に資
加(27年度までの事業)
するため、県の学力向上
⑦｢理科の観察・実験指導｣
施策の浸透と教員の授業
の推進：10回講座実施、
力向上を図った
延べ522名参加(27年度ま

３１

での事業)

事業名

情報教育の充実

<再掲>

施策 4-取組(1)

H30 当初予算

学習指導課

情報教育推進費 351,169 千円 他

教育政策課

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(実績)
３０
①教育情報ネットワーク ①教育情報ネットワーク事 ①教育情報ネットワーク事 ①教育情報ネットワーク事
事業の推進
業の推進
業の推進
業の推進
②校務用パソコン、ネッ ②校務用パソコン、ネットワ ②校務用パソコン、ネット ②校務用パソコン、ネットワ
トワーク環境の整備
ーク環境の整備
ワーク環境の整備 県立
ーク環境の整備 県立学
学校の教員一人一人にパ
校の教員一人一台パソコ
ソコンが行き渡るよう追
ンを活用した校務環境改
加配付し校務環境改善及
善及び授業力の向上を図
び授業力の向上を図った
る
③情報処理技術者派遣事 ③情報処理技術者派遣事業 ③情報処理技術者派遣事業 ③情報処理技術者派遣事業
業の推進(26校へ派遣)
の推進(28校へ派遣)
の推進(35校へ派遣)
の推進(35校へ派遣予定)
＜取組(３)の関連事業＞

３１

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.19)
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.21)
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プログラムⅠ − 施策１

社会を生き抜く力を育む主体的な学びの確立

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)

H30 当初予算
｢学力向上｣プランの一部 1,488 千円 他

学習指導課

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)

①全国学力・学習状況調 ①全国学力・学習状況調
査の結果分析をリーフ
査の結果分析をリーフ
レットや報告書にまと
レットや報告書にまと
め、1,500 部作成、各市
め、1,350 部作成、各市
町村・学校へ配付
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 ②結果分析ツールの活用
の促進(研修会の開
の促進(結果分析研修
催)：結果分析研修会と
会２回)、活用アンケー
併せ２回開催、活用ア
トの実施
ンケートの実施
③｢学力・学習状況｣検証 ③｢学力・学習状況｣検証
事業協力校15校指定、
事業協力校15校指定、
研修会１回実施、連絡
研修会１回、連絡協議
協議会２回実施
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 ④｢学力向上推進会議｣２
回実施、事業視察延べ
回、事業視察延べ16回
20回

事業名

２９(実績)

３０

３１

①全国学力・学習状況調 ①全国学力・学習状況調
査の結果分析をリーフ
査の結果分析をリーフ
レットや報告書にまと
レットや報告書にまと
め 、 1,350 部 を 各 市 町
め、各市町村・学校への
村・学校への配付、指導
配付、指導主事会議等
主事会議等で説明し各
で説明し各校での活用
校での活用を推進
を推進
②結果分析ツールの活用 ②結果分析ツールの活用
促進(結果分析研修会
促進(結果分析研修会
２回)、活用アンケート
２回)、活用アンケート
の実施
の実施
③｢学力・学習状況｣検証 ③｢学力・学習状況｣検証
事業協力校指定、研修
事業研修会、連絡協議
会、連絡協議会の実施、 会の実施、第２期検証
第１期検証協力校の総
事業の総括
括を第２期検証協力校
へ伝えた
④｢学力向上推進会議｣２ ④｢学力向上推進会議｣２
回、事業視察延べ 20 回
回、事業視察延べ 20 回
程度

公立高等学校入学者選抜の改善

H30 当初予算 408 千円

学習指導課

事業概要

本県の公立高等学校入学者選抜の在り方等について、学識経験者、企業関係者、公立中学校・高等学校や私立高等
学校の学校関係者、保護者等を委員とする千葉県公立高等学校改善方法等改善協議会の協議等を踏まえ、入学者選抜
の円滑な実施に向け点検、検討し改善を図る。
２７(実績)
①協議会(２回)の開催

②受検動向調査の実施
③専門学科等前期選抜枠
100%に拡大

＜取組(４)の関連事業＞

２８(実績)

２９(実績)

３０

３１

①協議会(２回)の開催

①協議会(３回)及び専門部 ① 協 議会 及 び専 門部 会 の
会(４回)の開催
開催
②入学者選抜の改善方針の ② 入 学者 選抜 の 改 善 方 針
決定
に沿った新たな入試制
②受検動向調査の実施
③受検意向調査の実施
度の実施に向けての検討
③公立高等学校入学者選 ④外国人の特別入学者選抜 ③ 入 試改 善の 周知 及び リ
抜入学許可候補者等受
の実施校拡大
ーフレットの配付
検番号Web掲載
⑤公立高等学校入学者選抜
前期選抜等における選
抜・評価方法の改善

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.20)
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第３章

主な事業の状況

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。

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

取組（２）

社会の一員として必要な力
を育む教育の推進

取組（３）

五感を通して学ぶ体験活動の推進

取組（４）

自他ともに尊重し命を大切
にする心の教育

施策２の４つの取組
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プロジェクトⅠ − 施策２ 道徳性を高める実践的人間教育の推進

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
道徳教育推進プロジェクト事業

事業名

H30 当初予算 32,502 千円

学習指導課
児童生徒課

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・中学校での道徳の教科化に対応し、「考え、議論する道徳」への授業改善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(実績)

３０

３１

①心の教育推進キャンペ ①心の教育推進キャンペ ①心の教育推進キャンペ ①心の教育推進キャンペ
ーンの実施、冊子の作

ーンの実施、冊子の作

成

成

ーン実施、冊子の作成

ーンの実施、冊子の作
成

②中学生用道徳映像教材 ②小学生用道徳映像教材 ②高等学校用道徳教材作 ②小・中・高等学校用指
作成

作成

成、高校道徳の充実

導用映像資料の作成

③道徳指導資料集作成
④千葉県道徳教育懇談会 ③千葉県道徳教育懇談会 ③千葉県道徳教育懇談会
の開催(11月18日)

の開催(11月11日)

の開催３回(５月29日、

③千葉県道徳教育懇談会
の開催

11月22日、１月18日)
⑤特色ある道徳教育推進 ④特色ある道徳教育推進 ④特色ある道徳教育推進 ④特色ある道徳教育推進
校における研究(20校)

校における研究(32 校)

校における研究(32校)

校における研究(32 校)

⑥道徳教育推進教師研修 ⑤道徳教育推進教師研修 ⑤道徳教育推進教師研修 ⑤道徳教育推進教師研修
会の実施(小学校7月、

会の実施(中学校７月、

会の実施、教科化に伴

会の実施(中学校５月

高等学校５月、10月)

高等学校５月、10月)

う 研 修 会 の 充 実 ( 小学

７月、８月、２月

校５月、７月、８月、２

等学校５月、11 月)

月

高

高等学校５月、10

月)
⑥情報モラル教育研修会 ⑥情報モラル教育研修会 ⑥情報モラル教育研修会
へ の 講 師 派 遣 ( 県 立高

への講師派遣(県立中・

への講師派遣事業の実

等学校16校・市町村立

高等学校・特別支援学

施

小中学校等40校)

校30校・市町村立小中
学校等50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、配付

＜取組(１)の関連事業＞

総合教育センター研修事業(p.51)

取組(２) 社会の一員として必要な力を育む教育の推進
高等学校におけるマナーキャンペーンの実施

事業名

<再掲>

H30 当初予算

0 千円

児童生徒課

施策 2-取組(4)

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(実績)

２９(実績)

３０

①２学期を中心に各学校 ①２学期を中心に各学校 ①２学期を中心に各学校 ①マナーキャンペーンの
の実情に合わせて実施

の実情に合わせて実施

の実情に合わせて実施
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実施

３１

第３章 主な事業の状況

中学生・高校生との交流会

事業名

H30 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(実績)

３０

３１

①教育事務所単位で交流 ①教育事務所単位で交流 ①教育事務所単位で交流 ①教育事務所単位で交流
会の実施、県内６会場

会の実施、県内６会場

会の実施、県内６会場

会の実施、県内６会場

で開催(北総は２会場)

で開催(北総は２会場)

で開催(北総は２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.86)

取組(３) 五感を通して学ぶ体験活動の推進
体験活動推進事業

事業名

H30 当初予算 458,775 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)

①県立青少年教育施設５ 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
・東金学寮

19,946名参加者

・ラート体験教室

（H30.１月末現在）

(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)

(君津亀山少年自然の家)

(鴨川青年の家)

シによる広報

(手賀の丘少年自然の家)

参加者のアンケートを分
析し、ニーズに合った事
業を展開

・爽快カヌーツーリング
(水郷小見川少年自然の家)

・森っこあそベンチャー
・竹灯り作り

等

② 県 の Web サイ トや チ ラ ② 県 の Web サ イト や チ ラ
シによる広報

・ラート体験教室

か所で事業実施

(君津亀山少年自然の家)

(東金青年の家)

等

① 県立 青少 年 教育 施 設５

30,151名参加

・シーカヤック体験教室 ・シーカヤック体験教室
(鴨川青年の家)

①県立青少年教育施設５
か所228事業実施

・竹灯り作り

(東金青年の家)

３０

か所161事業実施

・石窯をつくろう！

(君津亀山少年自然の家)

２９(実績)

(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
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②県のWebサイトやチラシ
による広報

３１

プロジェクトⅠ − 施策２ 道徳性を高める実践的人間教育の推進

通学合宿推進事業

事業名

H30 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(実績)

① 県 内 18市 町 で 38事 業

① 県 内 17市 町 で 36事 業

① 県 内 17市 町 で 37事 業

実施(986名参加)

実施(894名参加)

３０

３１

①県内市町村で実施

実施(854名参加)

②県立青少年教育施設４ ②県立青少年教育施設５ ②県立青少年教育施設５
か所で９事業実施(248

か所で７事業実施(176

か所で９事業実施(237

名参加)

名参加)

名参加)

③ 県 Web サイト や 各 種 会 ③ 県 Web サ イ トや 各種 会 ③県 Web サイトや各種会

②県立青少年教育施設で
事業実施
③ 県 Web サ イ ト や 各 種 会

議、研修会における広

議、研修会における広

議、研修会における広

議、研修会における広

報

報

報及び継続事例の紹介

報及び継続事例の紹介

④県内市町村と県立青少 ④県内市町村と県立青少 ④県内市町村と県立青少 ④県内市町村と県立青少
年施設における通学合

年施設における通学合

年施設における通学合

年施設における通学合

宿実施状況調査の実施

宿実施状況調査の実施

宿実施状況調査の実施

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

H30 当初予算

人権教育推進事業

人権教育推進費 3,198 千円の一部

児童生徒課

事業概要

幼稚園・認定こども園・小学校・中学校・義務教育学校・高等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(実績)

３０

①学校人権教育研究協議 ①学校人権教育研究協議会 ①学校人権教育研究協議会 ①学校人権教育研究協議会
会の開催

の開催

・全体協議会(62名)

の開催

・全体協議会(62名)

の開催

・全体協議会(59名)

・全体協議会

・地区別協議会(1,125名) ・地区別協議会(1,176名)

・地区別協議会(1,157名)

・地区別協議会

・担当指導主事協議会

・担当指導主事協議会

・担当指導主事協議会

・担当指導主事協議会

(49名)
・推進校協議会(95名)

(56名)
・推進校協議会(125名)

・高等学校協議会(137名) ・高等学校協議会(133名)

(53名)
・推進校協議会(123名)

・推進校協議会
・高等学校協議会

・高等学校協議会(256名)

②学校人権教育指導資料 ② 学 校 人 権 教 育 指 導 資 料 ② 学校 人権教 育指 導資 料 ② 学 校 人 権 教 育 指 導 資 料
45,000部作成、公立学校

45,000部の作成、公立学

45,000部の作成、公立学

45,000部の作成、公立学

教員へ配付、各種研修会

校教員へ配付、各種研修

校教員へ配付、各種研修

校教員へ配付、各種研修

で周知

会で周知

会で周知

会で周知

③県指定人権教育研究指 ③県指定人権教育研究指定 ③県指定人権教育研究指定 ③県指定人権教育研究指定
定校として県立柏中央

校として県立柏中央高等

校として県立成東高等学

校として県立成東高等学

高等学校を指定(２年指

学校を指定(２年指定)

校を指定(２年指定)

校を指定(２年指定)

定)
④人権教育研究指定校と ④人権教育研究指定校とし ④人権教育研究指定校とし ④人権教育研究指定校とし
して酒々井町立酒々井

て酒々井町立酒々井小学

て大網白里市立増穂中学

て大網白里市立増穂中学

小学校を指定(２年指

校を指定(２年指定)

校を指定(２年指定)

校を指定(２年指定)

定)
⑤１都10県人権教育行政 ⑤近県人権教育行政関係者
関係者連絡会の開催(54

連絡会の開催(千葉、群

名)

馬、栃木、茨城)(14名)
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３１

第３章 主な事業の状況

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

事業名

H30 当初予算 1,944 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(実績)

３０

３１

①｢若者のためのＤＶ予防 ①高校等での｢若者のため ①「若者のためのＤＶ予防 ①「若者のためのＤＶ予
セミナー」

のＤＶ予防セミナー」

セミナー」

防セミナー」

37校40セミナー実施

高校33校35セミナー、大

高校 29 校 30 セミナー、

50 セミナー開催

学４校５セミナー実施

大学 3 校 3 セミナー実施
(H30.2 月末現在)

②デートＤＶ相談カード ②デートＤＶ相談カード ②デートＤＶ相談カード
配付 60,000 枚

②デートＤＶ相談カード

を県内高校１年生に配

を県内高校１年生に配付

を県内高校１年生に配

付60,000枚

60,000 枚

付 60,000 枚

③デートＤＶ啓発リーフ ③デートＤＶ啓発リーフ

事業名

いのちを大切にするキャンペーン

レットを県内高校３年

レットを県内高校３年

生に配付 60,000 枚

生に配付 60,000 枚

<再掲> 施策 8-取組(1)

H30 当初予算

0 千円

児童生徒課

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)

①いのちを大切にするキ ①いのちを大切にするキ

２９(実績)

①いのちを大切にするキ ①いのちを大切にするキ

ャンペーンの実施率は

ャンペーンの実施率は

ャンペーンの実施率は

100％(公立小・中・高等

100％(公立小・中・高

100％(公立小・中・高等

学校)この内いじめをテ

等学校)この内いじめ

学校)この内いじめをテ

ーマにした学校

をテーマにした学校

ーマにした学校

91.8％(千葉市を除く)

94.8％(千葉市を除く)

91.9％(千葉市を除く)

３０
ャンペーンの実施

②実践発表会実施
(１月17日)

＜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.23)
豊かな人間関係づくり実践プログラムの活用推進(p.56)
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３１

プロジェクトⅠ

−

施策３

生きる力の基本となる健康・体力づくりの推進

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。

取組（１）

体力向上を主体的に目指す子ども
の育成

取組（２）

子どもの健康を守る学校保健の充実

取組（３）

食を通じた健康づくりの推進

施策３の３つの取組
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第３章 主な事業の状況

取組(１) 体力向上を主体的に目指す子どもの育成
いきいきちばっ子健康・体力づくり推進事業

事業名

H30 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(実績)

３０

３１

①いきいきちばっ子コン ①いきいきちばっ子コン ①いきいきちばっ子コン ①いきいきちばっ子コン
テスト「遊・友スポーツ

テスト「遊・友スポーツ

テスト「遊・友スポーツ

テスト「遊・友スポーツ

ランキングちば」の実

ランキングちば」の実

ランキングちば」の実

ランキングちば」の実

施

施

施

施

前期 131 校参加

前期 128 校参加

前期 110 校参加

中期 160 校参加

中期 147 校参加

中期 131 校参加

後期 230 校参加

後期 255 校参加

後期 218 校参加

年間合計 348 校

年間合計 303 校

②運動能力証を公立学校 ②運動能力証を公立学校 ②運動能力証を公立学校

②運動能力証を公立学校

(小中高)の児童・生徒

(小中高)の児童・生徒

(小中高)の児童・生徒

(小中高)の児童・生徒

94,797 名に交付

に交付

に交付

に交付

交付率 25.8%

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｣

事業名

交付率 25.5%

H30 当初予算 1,446 千円

体育課

<再掲> 施策 13-取組(1)

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(実績)

３０

①武道等指導推進委員会 ①武道等指導推進委員会 ①武道等指導推進委員会 ①武道等指導推進委員会
の開催２回

の開催２回

②外部指導者の派遣

②外部指導者の派遣

の開催 ２回
②外部指導者の派遣

中学校25校に対し23名

中学校22校に対し20名

中学校20校に対し20名

の派遣236回

の派遣254回

の派遣247回

＜取組(１)の関連事業＞

学校教育の推進(p.61)
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の開催 ２回
②外部指導者の派遣

３１

プロジェクトⅠ − 施策３ 生きる力の基本となる健康・体力づくりの推進

取組(２) 子どもの健康を守る学校保健の充実
子供の生活習慣改善事業

事業名

<再掲> 施策 1-取組(2)

3-(3)

H30 当初予算 39 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(実績)

３０

３１

① 平成 26年度優れ た｢ 早 ① 平 成 28 年 度 の 優 れ た ① 平 成 30 年 度 の 優 れ た ① 平 成 30 年 度 の 優 れ た
寝早起き朝ごはん｣運
｢早寝早起き朝ごはん｣
｢早寝早起き朝ごはん｣
｢早寝早起き朝ごはん｣
動の推進にかかる文部
運動の推進にかかる文
運動の推進にかかる文
運動の推進にかかる文
科学大臣表彰受賞校２
部科学大臣表彰に１活
部科学大臣表彰に向
部科学大臣表彰に２活
校による実践発表開
動を選定及び推薦
け、市町村の取組状況
動以上を選定及び推薦
催、参加者49名
の把握
②文部科学省作成の「早 ②Webサイト、チラシによ ② Web サ イ ト によ る啓 発 ② Web サ イ ト に よ る 啓 発
寝早起き朝ごはんで輝
る啓発活動の実施
活動の実施
活動の実施
く君の未来」をＷebサイ ③子供の生活習慣改善に ③子供の生活習慣改善研 ③子供の生活習慣改善研
トに掲載し、活用を促進
関する講演会の実施23
修会の実施39名参加
修 会 の 実 施 (11 月 ９ 日
名参加
開催)
④「睡眠チェックシート」 ④「睡眠チェックシート」
の活用について、小・
を活用した中学生の生
中・高等・特別支援学校
活習慣改善のための取
に依頼
組の実施(２中学校か
ら取組状況の報告)

事業名

学校保健指導事業

H30 当初予算 13,259 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。
子どもたちの健康・体力づくりの推進のためにコンクールを実施する。
２７(実績)

２８(実績)

２９(実績)

３０

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年経験者34名４日間

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

①現代的教育課題に沿っ
た養護教諭研修の実施
初任者32名12日間
５年経験者35名５日間
中堅教諭等資質向上研
修31名４日間
②薬物乱用防止教育研修
会の実施 1,362名参加
③現代的教育課題に沿っ
た性教育研修会の実施
1,180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
⑥いきいきちばっ子｢元気
アップ・プラン大作戦｣
コンクールの実施
参加57校525学級

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
中堅教諭等資質向上研
修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

②薬物乱用防止教育研修 ②薬物乱用防止教育研修
会の実施1,363名参加
会の実施1,360名参加
③ 性 教 育 研 修 会 の 実 施 ③現代的教育課題に沿っ
1,164名参加
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 ④エイズ教育用リーフレ
ットのWebサイト掲載
ットのWebサイト掲載
⑤感染症やアレルギー疾 ⑤感染症やアレルギー疾
患の情報収集及び提供
患の情報収集及び提供
⑥ い きい き ち ばっ子｢元 ⑥いきいきちばっ子｢元
気アップ・プラン大作
気アップ・プラン大作
戦｣コンクールの実施
戦｣コンクールの実施
参加42校334学級
参加40校334学級

＜取組(２)の関連事業＞

いきいきちばっ子食育推進事業(p.30)
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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
⑥いきいきちばっ子｢元気
アップ・プラン大作戦｣
コンクールの実施

３１

第３章 主な事業の状況

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)

H30 当初予算 2,200 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(実績)

３０

３１

①食に関する指導事業地 ①食に関する指導事業地 ①食に関する指導事業地 ①食に関する指導事業地
区別研究協議会を５つ

区別研究協議会を５つ

区別研究協議会を５つ

区別研究協議会を５つ

の教育事務所ごとに実

の教育事務所ごとに実

の教育事務所ごとに実

の教育事務所ごとに実

施

施

施

施

1,008 名参加

②食育指導推進拠点校

1,031 名参加

②食育指導推進拠点校

1,011 名参加

②食育指導推進拠点校

②食育指導推進拠点校

20校のうち、10校で授業

20校のうち、10校で授業

20校のうち、10校で授業

20校のうち、10校で授業

公開、授業研究協議会

公開、授業研究協議会

公開、授業研究協議会

公開を実施

(情報交換等含む)を実施

(情報交換等含む)を実施

(情報交換等含む)を実施

③高等学校と連携した食 ③高等学校と連携した食 ③高等学校と連携した食 ③高等学校と連携した食
育活動支援事業を県立

育活動支援事業を県立

育活動支援事業を県立

育活動支援事業を県立

高等学校２校、小・中学

高等学校２校、小・中学

高等学校２校、小・中学

高等学校２校、小・中学

校５校で実施

校４校で実施

校６校で実施

校６校で実施

事業名

ちば食育活動促進事業

H30 当初予算 5,700 千円

<再掲> 施策 13-取組(1)

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(実績)

３０

①啓発リーフレットの作 ①啓発リーフレットの作 ①啓発リーフレットの作 ①啓発リーフレットの作
成、配付100,000枚

成、配付８種100,000枚

成、配付９種128,000枚

成、配付８種110,000枚

②学校参加型食育プログ ②学校参加型食育プログ ②学校参加型食育プログ ②学校参加型食育プログ
ラムポスターの配付

ラムポスターの配付

ラムポスターの配付

ラムポスターの配付

2,000 枚

2,000 枚

2,000枚

2,000枚

③地域食育活動交換会の ③地域食育活動交換会の ③地域食育活動交換会の ③地域食育活動交換会の
開催10回

開催９回

開催10回

開催10回

④第３次千葉県食育推進
計画の策定・公表
④食育情報交換会の開催
１回

など

④食育推進大会(食育情報 ④食育推進大会の開催１
交換会からの変更)の開
催１回

＜取組(３)の関連事業＞

など

子供の生活習慣改善事業(p.29)
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回

など

３１

プロジェクトⅠ

−

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 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。

取組（１）

系統的なキャリア教育の推進

取組（２）

地域を支える人材の育成

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

取組（４）

子どもや若者の社会参加の促進

施策４の４つの取組
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第３章 主な事業の状況

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)

H30 当初予算
教職員研修費 12,545 千円の一部

学習指導課

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(実績)

３０

３１

①高等学校進路指導研究 ①高等学校進路指導研究 ①高等学校進路指導研究 ①高等学校進路指導研究
協議会を実施２回(外部

協議会を実施２回(外部

協議会を実施２回(外部

講師等による講演や発

講師等による講演や発

講師等による講演や発

表)

表)303 名参加

表)306 名参加

協議会を２回開催

②中学校キャリア教育・進 ②中学校キャリア教育・進 ②中学校キャリア教育・進 ②中学校キャリア教育・進
路指導研究協議会を各

路指導研究協議会を各

路指導研究協議会を各

路指導研究協議会を各

教育事務所において実

教育事務所において実

教育事務所において実

教育事務所において実

施５回 (外部講師等によ

施５回 (外部講師等によ

施５回 (外部講師等によ

施５回

る講演や研究協議)

る講演や発表)246名参加

る講演や発表)268 名参加

事業名

中学生の一日高校体験入学

H30 当初予算

0 千円

児童生徒課

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(実績)

３０

３１

①中学生の一日体験入学 ①中学生の一日体験入学 ①中学生の一日体験入学 ①中学生の一日体験入学
延べ実施回数 378 回、中

延べ実施回数 335 回、中

延べ実施回数 389 回、中

は、夏休みを中心に、各

学生の延べ参加人数

学生の延べ参加人数

学生の延べ参加人数

高等学校の実情に合わ

110,301 名、保護者の延

106,972 名、保護者の延

104,125 名、保護者の延

せて、生徒・保護者を対

べ参加人数 41,055 名

べ参加人数 43,037 名

べ参加人数 46,065 名

象に実施

(H30.１月末現在)

事業名

ジョブカフェちば事業

<再掲>

H30 当初予算 136,697 千円

施策 4-取組(3)

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(実績)

３０

①「ジョブカフェちば」

①「ジョブカフェちば」

①「ジョブカフェちば」

①「ジョブカフェちば」

総利用者数 27,287 名

総利用者数 22,122 名

総利用者数 17,236 名

の活用による、若者の

新規登録者数 4,678 名

新規登録者数 3,777 名

新規登録者数3,219名

就労支援及び中小企業

就職等進路決定者数

就職等進路決定者数

就職等進路決定者数

の採用支援

3,818 名

3,094 名

2,135名

３１

(H30.２月末現在)

＜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.18)
情報教育の充実(p.20)
工業高校企業等連携推進事業(p.44)
総合教育センター研修事業(p.51)
特別非常勤講師配置事業(p.53)
高等学校と大学の連携促進(p.98)
千葉県魅力ある建設事業推進協議会(p.99)
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プロジェクトⅠ − 施策４

社会的・職業的に自立して地域で活躍する人材の育成

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)

H30 当初予算 1,440 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(実績)

３０

３１

①農業高校等で就農推進 ①農業高校等で就農推進 ①農業高校等で就農推進 ①農業高校等で就農推進
講座の開催、就農につい

講座の開催、視察研修会

講座の開催、農家との交

講座の開催、視察研修

ての情報交換会、視察研

を開催

流会、視察研修会を開催

会を開催(10 地区)

修会を開催(10 地区、14

(10 地区、14 校、延べ参

(10 地区)

高校、延べ参加者数 769

加者数 425 名)

名)

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)

H30 当初予算 481 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(実績)

①水産業インターンシッ ①水産業インターンシッ ①水産業インターンシッ
プ開催４回

＜取組(２)の関連事業＞

プ開催４回

プ開催５回

３０

３１

①水産業インターンシッ
プ開催６回

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.18)
工業高校企業等連携推進事業(p.44)
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第３章 主な事業の状況

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

H30 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(実績)

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)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)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)
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)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)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)
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)22講座
参加者408名
③｢キャリア教育科学・先
端 技術 体験 キャン プ」
(中・高)12講座
参加者123名
④「キャリア教育しごと体
験キャンプ」(中・高)全
６講座 参加者39名
⑤｢教育ＣＳＲフォーラ
ム｣実施１回
参加者36名

①実行委員会開催２回
②｢サイエンススクール」
(小・中・高)23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)
８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)

H30 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(実績)

３０

３１

①企業団体への依頼(訪問 ①企業団体への依頼(訪
①企業団体への依頼(訪問 ①企業団体への依頼(訪問
５か所)、個別の事業所
問５か所)、個別の事業
５か所)、個別の事業所
５か所)、個別の事業所
へ依頼
所への依頼
への依頼
への依頼
(メール67件、電話67件)
(メール32件、電話55件)
(メール90件、電話30件)
②県内の25企業等で実施 ②県内の26企業等で実施 ②県内の28企業等で実施 ②県内企業等で実施
約800名参加(県庁「子ど
約830名参加(県庁「子ど
約820名参加(県庁「子ど
(７月に県庁「子ども参
も参観日」33名参加)
も参観日」64名参加)
も参観日」53名参加)
観日」を実施)
③実施事業所、活動内容の ③実施事業所、活動内容の ③実施事業所、活動内容の ③実施事業所、活動内容
紹介(Webサイト)
紹介(Webサイト)
紹介(Webサイト)
の紹介(Webサイト)

事業名

【新規】学校教育と連携した中小企業・小規模企業魅
力発信事業 <再掲> 施策 6-取組(4)

H30 当初予算 4,586 千円

経済政策課

事業概要

県内企業のうち、先進的な職場体験等を実施している企業の基本情報や学校との連携内容等を収集し、県のホーム
ページに掲載するとともに、教育庁と連携しながら学校現場に情報提供を行う。併せて、教育貢献活動を行っている
企業の紹介記事を、県教委ニュースに掲載する。
２７(実績)

＜取組(３)の関連事業＞

２８(実績)

２９(実績)

３０
①職場体験等の受入が可能
な県内企業の情報を収集
し、中学校・高校に必要
な情報を提供
②教育貢献活動を行ってい
る企業の紹介(県教委ニ
ュース等)

小・中・高等学校のキャリア教育総合推進事業(p.32)
ちば夢チャレンジ☆パスポート・プロジェクト(p.77)
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３１

ジョブカフェちば事業(p.32)

プロジェクトⅠ − 施策４

社会的・職業的に自立して地域で活躍する人材の育成

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)

H30 当初予算 649 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、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(実績)

①ボランティア活動及び ①ボランティア活動及び ①ボランティア活動及び
体験活動に関する情報
体験活動に関する情報
体験活動に関する情報
収集と提供(通年)
収集と提供(通年)
収集と提供(通年)
②ボランティア活動等に ②ボランティア活動等に ②ボランティア活動等に
関する相談(通年)
関する相談(通年)
関する相談(通年)
生涯学習相談295件
生涯学習相談428件
生涯学習相談259件
体験活動ボランティア
体験活動ボランティア
(H30.２月末現在)
活動支援センターにお
活動支援センターにお
体験活動ボランティア
ける相談380件
ける相談391件
活動支援センターにお
ける相談373件
(H30.２月末現在)
③ボランティア活動交流 ③ボランティア活動交流 ③ボランティア活動交流
会の実施(５講座)
会の実施(５講座)
会の実施(５講座)
・ヤングパワームーブメ ・ヤングパワームーブメ ・ヤングパワームーブメ
ント 参加者963名
ント 参加者1,452名
ント 参加者2,665名
・子どもチャレンジプロ ・子どもチャレンジプロ ・子どもチャレンジプロ
ジェクト 参加者1,562
ジェクト 参加者1,855
ジェクト参加者2,285名
名
名
・体験活動ボランティア ・体験活動ボランティア ・体験活動ボランティア
活動講座３講座
活動講座３講座
活動講座、入門編・実践
参加者45名
参加者32名
編・スキルアップ編 参
加者84名

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)

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

・体験活動ボランティア
活動入門講座
・体験活動ボランティア
活動実践講座
・教育支援NPO・ボランテ
ィア等実践研究交流会
④高校生のためのボラン ④高校生のためのボラン
ティア体験講座の実施
ティア体験講座の実施
(年６回)参加者 延べ （プラザ会場年６回、東
186名
金青年の家会場年３回）

さわやかちば県民プラザ学習・研修事業

事業名

H30 当初予算 1,623 千円

生涯学習課

<再掲> 施策 10-取組(4) 16-(2)(3)

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(実績)

３０

①２事業(まなびシステム ①２事業(まなびシステム ①２事業(まなびシステム ①２事業(まなびシステ
事業・図書コーナー事

事業・図書コーナー事

事 業・図 書 コー ナ ー 事

ム事業・図書コーナー

業)の実施

業)の実施

業)の実施

事業)の実施

②14講座の実施

②16講座の実施

②17講座の実施

②12講座の実施
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３１

第３章

主な事業の状況

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。

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

取組（２）

多様な文化を認め合う国際
社会の担い手の育成

取組（３）

外国語教育の充実

取組（４）

外国人児童生徒等の受入れ
体制の整備

施策５の４つの取組
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プロジェクトⅠ − 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

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

H30 当初予算

0 千円

学習指導課
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(実績)

①幼稚園等初任者研修で ①幼稚園等初任者研修で ①幼稚園等初任者研修で
活用の促進１回

の活用の促進１回

の活用の促進１回

② Web ペ ー ジ での 活用 の ② Web ペ ー ジ での 活 用 の ②Webページでの活用の
促進

事業名

促進

促進、県庁内での提示

道徳読み物教材等の活用推進

３０

３１

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、県庁内での提示

H30 当初予算 0 千円

学習指導課

事業概要

高等学校用道徳教育読み物教材等の活用を通じて、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(実績)

３０

３１

①｢明日への扉｣、｢明日へ ①｢明日への扉｣、｢明日へ ①「明日への扉」、
「明日へ ①「明日への扉」、
「明日へ
の扉Ⅱ｣について、研修

の扉Ⅱ｣について、研修

の扉Ⅱ」について、研修

の扉Ⅱ」及び｢明日への

会や指導主事訪問等に

会や指導主事訪問等に

会や指導主事訪問等に

扉Ⅲ｣について、研修会

よる活用推進

よる活用推進及び公開

よる活用推進及び公開

や指導主事訪問等によ

授業での活用

授業での活用

る活用推進及び公開授

②高等学校用道徳教材

業での活用

｢明日への扉Ⅲ｣に、伝
統文化についての内容
を収録

事業名

国旗・国歌の意義や大切さの理解を深める取組

H30 当初予算

0 千円

学習指導課

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(実績)

３０

①学習指導要領等に基づ ①学習指導要領等に基づ ①学習指導要領等に基づ ①学習指導要領等に基づ
く各校種での教育実践

く各校種での教育実践

く各校種での教育実践

く各校種での教育実践

②平成26年度卒業式及び ②平成27年度卒業式及び ②平成28年度卒業式及び ②平成29年度卒業式及び
平成27年度入学式での

平成28年度入学式での

平成29年度入学式での

平成30年度入学式での

国旗掲揚及び国歌斉唱

国旗掲揚及び国歌斉唱

国旗掲揚及び国歌斉唱

国旗掲揚及び国歌斉唱

に関する調査の実施

に関する調査の実施

に関する調査の実施

に関する調査の実施

県内公立学校100％実施

県内公立学校100％実施

県内公立学校100％実施

＜取組(１)の関連事業＞

グローバル人材プロジェクト(p.38)
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３１

第３章 主な事業の状況

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

H30 当初予算 17,000 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(実績)
３０
①教員等のマレーシア、台 ①教職員、高校生のアジア ①教職員、高校生のアジア ①教職員、高校生のアジア
湾への派遣
地域への派遣・交流
地域への派遣・交流
地域への派遣・交流(教
(マレーシア15名、台湾
(教職員９名、生徒29名)
(教職員８名、生徒28名)
職員６名、生徒30名程
14名)
度)
②教員等の台湾への派遣 ②教員等の台湾への派遣
②教職員、高校生の台湾へ
(12名)
(12名)
の派遣・交流(教職員10
③訪日教育旅行での学校 ③訪日教育旅行での学校
名、生徒10名程度)
交流を希望する学校リ
交流を希望する学校リ
ストの作成・配付
ストの配付

事業名

H30 当初予算 46,982 千円

学習指導課

(高校生等海外留学助成事業 15,600 千円を含む)

教育政策課

グローバル人材プロジェクト
<再掲>

施策 5-取組(1)(3)

３１

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(実績)

３０

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
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

①海外からの留学生との交流 ①海外からの留学生との交流 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
会及び海外理解促進のため
会及び海外理解促進のため
の講演会の開催(グローバ
の講演会の開催(グローバ
の講演会の開催
ル人材プロジェクト事業実
ル人材プロジェクト事業実
施校20校)
施校22校)
②グッドプラクティスの普及 ②グッドプラクティスの普及 ②グッドプラクティスの普及
啓発
啓発
啓発

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

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
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

175名、高100名参加)

③留学フェア１回開催 約110 ③留学フェア１回開催 約110
名参加
名参加
④高校生海外留学への助成
④高校生海外留学への助成
67名の申請
34名の申請
⑤スーパーグローバルハイス ⑤ＳＧＨ指定校としてグロー
クール(ＳＧＨ)の指定(佐
バル・リーダー育成に資す
倉高校)
るカリキュラムの研究開
発・実践・体制整備(各校と
も運営指導協議会３回、研
究発表大会１回)
⑥英語教育強化地域拠点事業 ⑥外国語教育強化地域拠点事
の推進(流山市の小・中・高
業 公開研究会実施(11月
等学校を研究指定)、運営指
６日実施)運営指導協議会
導協議会の実施３回
の実施３回
⑦外国語指導助手及び英語教 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
員の指導力向上研修(２日
(参加者 167 名)
間)を実施
⑧国が主催する中央研修への ⑧国が主催する中央研修への
派遣(小９名、中７名、高６名)
派遣(小９名、中７名、高５名)
⑨大学と連携した小・中・高の ⑨大学と連携した小・中・高の
英語担当教員の指導力向上
英語担当教員の指導力向上
研修を実施(小180名、中350
研修を学校種別に実施 (小
名、高150名参加)

③留学フェアの開催
④高校生等海外留学助成事業
を実施
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・成果普及

168名、中239名、高295名参

⑩指導と評価改善への研修を ⑩ 指 導 と 評 価 改 善 の 研 修
加)
中・高の推進リーダーに対し
(CAN-DOリスト活用研修会) ⑩ 英 検 IBA の 実 施 ( 県 内 公 立 ⑩英検 IBA の実施(県内公立
実施２回
の実施２回
中・義務教育・高等学校全学
中・義務教育・高等学校全学
年の生徒を対象に実施)
年の生徒を対象に実施)
⑪小学校英語教科化に向け、 ⑪小学校英語教科化に向け、
資質能力向上研修40講座分
資質能力向上研修を約50会
を21会場で実施
場で実施
⑫カリキュラム・マネジメン ⑫カリキュラム・マネジメン
ト調査研究事業 (検討協議会
ト調査研究事業 (検討協議会
３回、県外視察１回)の実施と
３回、研究実践校視察４回) の
リーフレットの作成
実施と研究の手引きの作成

＜取組(２)の関連事業＞

若手教員米国派遣交流事業(p.39)

ホストファミリーの推進(p.40)
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３１

プロジェクトⅠ − 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

取組(３) 外国語教育の充実
語学力のある教員の採用

事業名

H30 当初予算

<再掲> 施策 7-取組(1)

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(実績)

３０

①ＴＯＥＩＣの高得点者 ①ＴＯＥＩＣの高得点者 ①ＴＯＥＩＣの高得点者

３１

① Ｔ ＯＥ ＩＣ の 高得 点

等を特例選考により選

等を対象とした特例選

等を対象とした特例選

者等を特例選考によ

考し、語学力のある受

考に34名が志願し、語

考に39名が志願し、語学

り選考し、語学力のあ

験者を12名合格とした

学力のある受験者を13

力のある受験者を９名合

る教員の採用を推進

名合格とした

格とした

する

事業名

若手教員米国派遣交流事業

<再掲>

H30 当初予算

施策 5-取組(2)

0 千円

学習指導課

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)

①若手教員を米国の大学 ①若手教員の派遣

２９(実績)

３０

①若手教員を派遣

３１

①若手教員を推薦し、派

での研修へ派遣

５名を推薦、選考され

１名を推薦、選考された

遣

３名(県立高校２名、市

た２名を派遣(県立高校

１名を派遣（県立高校１

平成29年度の派遣者１

立中学校１名)

１名、市立中学校１名)

名）

名が県主催の研修で成

平成28年度の派遣者２名

果を広める

が県主催の研修で成果を
広めた

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)

H30 当初予算
国際化推進費
259,358 千円
グローバル人材プロジェクト事業 46,982 千円の一部

学習指導課

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)

①県立学校129校に配置

２９(実績)

３０

① 県立学校145校に配置 ①県立学校153校に配置 ①県立学校全校への配置を

直接雇用ＡＬＴ20名と

直接雇用ＡＬＴ20名と

直接雇用ＡＬＴ20名と

目指し、直接雇用ＡＬＴ及

業務委託ＡＬＴ32名

業務委託ＡＬＴ32名

労働者派遣契約ＡＬＴ

び労働者派遣契約ＡＬＴ

32名

を拡充

②ＡＬＴ及び日本人の指 ②ＡＬＴ及び日本人の指 ②ＡＬＴ及び日本人の指 ②ＡＬＴ及び日本人の指導
導力向上研修を実施

導力向上研修を実施

導力向上研修(２日間)

力向上研修(２日間)を実

(122名参加)

(167名参加)

を実施

施

＜取組(３)の関連事業＞

(175名参加)

グローバル人材プロジェクト(p.38)
国際化推進(外国人児童・生徒への支援)(p.40)
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３１

第３章 主な事業の状況

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

事業名

H30 当初予算
施策 5-取組(3)

国際化推進費 259,358 千円の一部

学習指導課

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(実績)

３０

３１

①外国人児童生徒等教育 ①外国人児童生徒等教育 ①外国人児童生徒等教育 ①外国人児童生徒等教育
に関する連絡協議会を

に関する連絡協議会を

に関する連絡協議会を

に関する連絡協議会を

実施１回

実施１回

実施３回

実施３回

②外国人児童生徒等教育 ②外国人児童生徒等教育 ②外国人児童生徒等教育 ②外国人児童生徒等教育
相談員の派遣

相談員の派遣

相談員の派遣

相談員の派遣

県立学校に44名

県立学校26校に43名

県立学校33校に60名

県立学校の要請に応じ
て派遣し、外国人生徒の
支援を行う

事業名

ホストファミリーの推進

<再掲>

H30 当初予算

施策 5-取組(2)

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(実績)

①ホストファミリーの促 ①ホストファミリーの普 ①ホストファミリーの普
高校生の家庭

及・啓発

高校生の家

３０
①ホストファミリーの普

進を目的とした、高校生

及・啓発

の家庭向けチラシの作

向けチラシ・手引きや

庭向けチラシ・手引き

庭向けチラシ・手引き

成・配付(180,000部)

Webページによるホスト

の配付やWebページに

の配付やWebページに

はじめてホストファミ

ファミリーとしての役

よるホストファミリー

よるホストファミリー

リーを行う家庭を対象

割紹介

の役割紹介

の役割紹介

に基本的な事項をまと ②ホームビジットの実施
めた「ホストファミリー

ユネスコ・アジア文化セ

の手引き」を作成(5,000

ンター実施「韓国教職員

部)

日本招へいプログラム」
に協力し、ホームビジッ
トを実施

＜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.39)
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及・啓発

高校生の家

３１

プロジェクトⅡ

プロジェクト II
—元気プロジェクト—
—ちばのポテンシャル (潜在能力) を生かした教育立県の土台づくり—
プロジェクトⅡでは、ちばのポテンシャル*4（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。

施策６
人間形成の場

施策 14
安全・安心な
学びの場づくり

としての活力
ある学校づくり
施策 7

の推進

教育現場の重視と
教員の質・教育力
の向上

施策 13
ちば文化の継承
と新たな創造

II
元気プロジェクト

施策８
いじめ防止対策

ちばのポテンシャルを生か

の推進

した教育立県の土台づくり

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

施策９

スポーツの推進

人格形成の基礎
を培う幼児教育
施策 11

の充実

読書県「ちば」

施策 10

の推進

一人一人の教育的
ニーズに応じた
特別支援教育の推進

元気プロジェクトの９つの施策
*4

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。
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第３章

主な事業の状況

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。

取組（１）

魅力ある高等学校づくり

取組（２）

私立学校の振興

取組（３）

公立学校と私立学校の連携の推進

取組（４）

地域に開かれた魅力ある学校づくり

取組（５）

豊かな学びを支える学校・学習環境
づくり

施策６の５つの取組

-

42
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プロジェクトⅡ − 施策６

人間形成の場としての活力ある学校づくり

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

H30 当初予算 1,438 千円

教育政策課

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(実績)

３０

３１

①実施プログラムの推進

①実施プログラムの推進

①実施プログラムの推進

①実施プログラムの推進

①実施プログラムの推進

・単位制の導入(安房)

・市原と鶴舞桜が丘を統合し、

・大原・岬・勝浦若潮高校を統 ・併設型中高一貫教育校の設置 ・福祉コースの設置(佐倉西)
合

(東葛飾中学校)

・地域連携アクティブスクール ・単位制の導入(成東)
の設置(船橋古和釜・流山北) ・理数工学科の設置(千葉工業)
・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)

・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
・評価結果とりまとめ
(柏井・松戸向陽)
・アンケート及び聴き取り(千

・国際理解コースの設置(匝瑳) ・教員養成コースの設置(我孫
・理数科の設置(木更津)

②実施プログラムの評価
・評価結果とりまとめ

・農業に関する学科の学科再編 ・保育基礎コースの設置(市川
(流山、成田西陵、下総、多古、

南)

旭農業、大網、茂原樟陽、鶴 ・福祉コースの設置(我孫子東)

狭・佐倉・銚子・鶴舞桜が丘)

舞桜が丘)

・アンケート及び聴き取り調査 ・工業に関する学科の学科再編
(成田国際、茂原樟陽、小見

(下総)

川、船橋古和釜、流山北、銚 ・商業に関する学科の学科再編
子商業、館山総合、大原)

葉工業、千葉女子、東葛飾、

③新たな具体計画を検討

②実施プログラムの評価

佐倉、銚子、長狭、安房、鶴

・単位制の導入(安房)

・評価結果とりまとめ

舞桜が丘)

・教員基礎コースの設置(我孫

③新たな具体計画を検討

・総合学科の設置(幕張総合)

(千葉女子・安房・東葛飾・長

・観光の学びの導入(館山総合)

(柏井・松戸向陽)

子、君津)

市原(仮称)を設置

子、君津)

・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

(千葉商業、流山、成田西陵、

③新たな具体計画を検討

下総、君津商業)

・医療コースの設置(成田北)

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

・保育基礎コースの設置(四街
道北)
・ものづくりコースの設置(姉

③新たな具体計画である、 ・福祉に関するコースの設置
・農業に関する学科の学科再編 ③新たな具体計画を検討
崎)
第３次実施プログラム
(佐倉西)
成(流山、成田西陵、下総、 ・市原と鶴舞桜が丘を統合し、 ・工業基礎コースの設置(天羽)
の決定
・国際理解コースの設置(匝瑳)
多古、旭農業、大網、茂原樟
市原（仮称）の設置
・福祉コースの設置(犢橋)
・理数科の設置(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

陽、鶴舞桜が丘)

・工業に関する学科の学科再編 ・保育基礎コースの設置(市川
成(下総)

(千葉工業、市川工業、木更

・保育基礎コースの設置(四街

津東)

・総合学科の設置(幕張総合)
南)

道北)
・ものづくりコースの設置(姉
崎)

陵、下総、君津商業)

④県立学校改革推進プラ ・君津と上総の統合
ンの一部改訂及び第４ ・船橋(定)と行徳(定)の統合
次実施プログラムの決
普通科を改編し総合学科設
定(平成 32 年度以降実
置
施予定)
・定時制高校の学科の再構成

南)

・福祉コースの設置(我孫子東) ・医療コースの設置(成田北)

(千葉工業、市川工業、木更

・防災の学びの導入(市原八幡) ・保育基礎コースの設置(四街

津東)

④広報の在り方を検討
(柏井、松戸向陽)

置

・医療コースの設置(成田北)

・防災の学びの導入(市原八幡) ・福祉コースの設置(犢橋)

・保育基礎コースの設置(市川

普通科を改編し総合学科設

陵、下総、君津商業)

成(千葉商業、流山、成田西

・総合学科の設置(幕張総合)

・船橋(定)と行徳(定)の統合

・防災の学びの導入(市原八幡) ・定時制高校の学科の再構成

・商業に関する学科の学科再編 ・福祉コースの設置(我孫子東) ・工業基礎コースの設置(天羽)

・市原と鶴舞桜が丘の統合

・君津と上総の統合

成(千葉商業、流山、成田西

・工業に関する学科の学科再編 ・保育基礎コースの設置(市川
成(下総)

南)

・商業に関する学科の学科再編 ・福祉コースの設置(我孫子東)

古、旭農業、大網、茂原樟陽、 ・市原と鶴舞桜が丘の統合
鶴舞桜が丘)

・総合学科の設置(幕張総合)

道北)

・三部制定時制高校の設置(佐

・ものづくりコースの設置(姉
崎)
・工業基礎コースの設置(天羽)
・福祉コースの設置(犢橋)
・君津と上総の統合
・船橋(定)と行徳(定)の統合
普通科を改編し総合学科設
置
・定時制高校の学科の再構成
(千葉工業、市川工業、木更
津東)
・三部制定時制高校の設置(佐
倉南)
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倉南)

・三部制定時制高校の設置(佐
倉南)

第３章 主な事業の状況

事業名

夜間定時制高等学校夕食費補助事業

H30 当初予算 2,1060 千円

学校安全保健課

事業概要

夜間定時制課程を置く高等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(実績)
①夜間定時制高校２校に
おいて夜間学校給食を
試行的に廃止し、給食
に代わる夕食の提供

事業名

２８(実績)
①夜間定時制高校５校に
おいて夜間学校給食を
試行的に廃止し、給食
に代わる夕食の提供

工業高校企業等連携推進事業

<再掲>

２９(実績)
①夜間定時制高校５校に
おいて夜間学校給食を
試行的に廃止し、給食
に代わる夕食の提供
②生活保護世帯・市町村
民税所得割非課税世帯
を対象に、夕食費の一
部を助成

施策 4-取組(1)(2)

３０
①夜間定時制高校全 17 校
の夜間学校給食を廃止
し、給食に代わる夕食
の提供
②生活保護世帯・市町村
民税所得割非課税世帯
を対象に、夕食費の一
部を助成

３１

H30 当初予算 3,384 千円

教育政策課

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(実績)
２９(実績)
３０
①総会２回、運営委員会４ ①総会２回、運営委員会１ ①総会２回、運営委員会２ ①総会、運営委員会、ワー
回開催
回の開催、ワーキンググ
回の開催、ワーキンググ
キンググループ等の開
ループ会議２回の開催
ループ会議３回の開催
催

３１

②企業見学会(教員研修) ②企業見学会(教員研修) ②教職員研修１回実施
②教職員研修の実施
３回開催
１回実施
③課題研究発表会２回開 ③課題研究発表会１回実 ③課題研究発表会１回実 ③課題研究発表会の実施
催
施
施
④コンソーシアム便りの ④コンソーシアム便りの ④コンソーシアム便りの ④コンソーシアム便りの
発行(４回)
発行(４回)
発行(４回)
発行

事業名

魅力ある県立学校づくり大賞

H30 当初予算

0 千円

教育政策課

事業概要

学校自らが企画・提案する魅力ある県立学校づくりにおいて、他の学校にとって参考となり、優れた成果があった
と認められる取組を実施している学校を表彰することにより、更なる魅力ある県立高等学校づくりを推進する。
２７(実績)
２８(実績)
２９(実績)
３０
①「魅力ある県立学校づく ①「魅力ある県立学校づく ①「魅力ある県立学校づく ①「魅力ある県立学校づく
り大賞」を選定委員会で
り大賞」を選定委員会で
り大賞」を選定委員会で
り大賞」の表彰校を選定
審査し表彰
審査し表彰
審査し表彰
委員会で審査し表彰
・教育長賞
・教育長賞
・教育長賞
銚子商業高校

・優秀賞
流山おおたかの森高校
成田国際高校
下総高校
旭農業高校
茂原樟陽高校

一宮商業高校

・優秀賞
松戸国際高校
松戸向陽高校
成田西陵高校
下総高校
大網高校

３１

館山総合高校

・優秀賞
千葉北高校
船橋東高校
流山高校
多古高校
夷隅特別支援学校

②「一校１キラッ！」学校 ②「一校１キラッ！」学校 ②「一校１キラッ！」学校
概要部門の表彰校を選
概要部門の表彰校を選
概要部門の表彰校を選
定委員会で審査し表彰
定委員会で審査し表彰
定委員会で審査し表彰
・優秀賞
・優秀賞
・優秀賞
千葉高校
船橋古和釜高校
船橋豊富高校
我孫子東高校
印旛明誠高校
館山総合高校
湖北特別支援学校

＜取組(１)の関連事業＞

生浜高校
船橋豊富高校
野田中央高校
佐原白楊高校
君津商業高校
桜が丘特別支援学校
夷隅特別支援学校

柏中央高校
流山北高校
大原高校
松戸南高校
印旛特別支援学校

県立高等学校再編事業(中高一貫教育校)(p.43)
地域連携アクティブスクールの充実(p.102)
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定時制高校・通信制高校の充実(p.102)

プロジェクトⅡ − 施策６

人間形成の場としての活力ある学校づくり

取組(２) 私立学校の振興

事業名

私立学校経常費補助

H30 当初予算 34,550,309 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(実績)

３０

①私立学校経常費の補助

①私立学校経常費の補助

①私立学校経常費の補助

①私立学校経常費の補助

高校(全日制)54校 他

高校(全日制)54校 他

高校(全日制)54校 他

高校(全日制)54校 他

(補助単価338,439円他)

(補助単価343,127円他)

(補助単価348,215円他)

(補助単価353,306円他)

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>

３１

H30 当初予算 5,818,561 千円

学事課

施策 17-取組(3)

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等で学び直す場合に、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(実績)

①私立高等学校等に通う ①私立高等学校等に通う ①私立高等学校等に通う

３０

３１

①私立高等学校等に通う

生徒に対し就学支援金

生徒に対し就学支援金

生徒に対し就学支援金

生徒に対し就学支援金

等を支給(66 校)

等を支給(66 校)

等を支給(65 校)

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>

H30 当初予算

施策 16-取組(5)

0 千円

学習指導課
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(実績)

３０

①高等学校教育課程研究 ①高等学校教育課程研究 ①高等学校教育課程研究 ①高等学校教育課程研究
協議会等の研修の実施、

協議会等の研修の実施、

協議会等の研修の実施、

協 議会 等の 研 修 を 各教

各教科１回

各教科１回 1,739名参

各教科１回

科ごとに実施 次期学習

加

加

1,726名参

指導要領の周知を図る

②スーパーサイエンスハ ②スーパーサイエンスハ ②スーパーサイエンスハ

②スーパーサイエンスハ

イスクール(ＳＳＨ)を

イスクール(ＳＳＨ)を

イスクール(ＳＳＨ)を

イスクール(ＳＳＨ)を

中心とした課題研究発

中心とした課題研究発

中心とした課題研究発

中 心と した 課 題研 究 発

表会等を通じた交流

表会等を通じた交流

表会等を通じた交流 (課

表会等を通じた交流

題研究発表会１回開催、千
葉工業大学にて)

③科学の甲子園千葉県大 ③科学の甲子園千葉県大 ③科学の甲子園千葉県大 ③科学の甲子園千葉県大
会 29チーム参加(公立

会 27チーム参加(公立

会24チーム参加(公立1

26チーム、私立３チー

22 チ ー ム 、 私 立 5 チ ー

７チーム、私立7チー

ム)、211人参加(公立189

ム)、202人参加(公立163

ム)175人参加(公立116

人、私立22人)

人、私立39人)

人、私立59人)

会を通じた交流

④県高体連・高野連主催の ④県高体連・高野連主催の ④県高体連・高野連主催の ④県高体連・高野連主催の
各種大会における交流

各種大会における交流

各種大会における交流
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各種大会における交流

３１

教職員課

第３章 主な事業の状況

事業名

私立学校派遣研修

<再掲>

施策 7-取組(2)

H30 当初予算

16-(5)

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(実績)

３０

３１

①公立学校と私立高校間で ①公立学校と私立高校間で ①公立学校と私立高校間で ①公立学校と私立高校間
４名の人事交流を実施

４名の人事交流を実施

・県立千葉女子高校→

・県立千葉南高校→

千葉黎明高校１名

千葉黎明高校１名

・八街市立八街中学校→

・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１名

・千葉黎明高校→

２名の人事交流を実施

で人事交流を実施

・県立千城台高校→
千葉黎明高校１名
・千葉黎明高校→
幕張総合高校１名

・千葉黎明高校→

県立柏井高校１名

県立小金高校１名

・千葉黎明高校→

・千葉黎明高校→

八街市立八街北中

八街市立八街中央中

学校１名

学校１名

②年度末に交流者の連絡協 ②年度末に交流者の連絡協 ②年度末に交流者の連絡協 ②年度末に交流者の連絡
議会を実施し、交流の成果

議会を開催し、交流の成

議会を開催し、交流の成果

協議会を実施し、交流の

報告、次年度交流予定者へ

果報告、次年度交流予定

報告、次年度交流予定者へ

成果報告、次年度交流予

のオリエンテーション等

者へのオリエンテーショ

のオリエンテーション等

定者へのオリエンテー

を実施

ン等を実施

を実施

ション等を実施

＜取組(３)の関連事業＞

学校教育の推進(p.61)
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.79)

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

H30 当初予算 4,775 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(実績)

３０

①各校で「開かれた学校づ ①各校で「開かれた学校づ ①各校で「開かれた学校づ ①各校で「開かれた学校づ
くり委員会」を開催(２

くり委員会」を開催(２

くり委員会」を開催(２

くり委員会」を開催(３

〜５回)

〜５回)

〜５回)

〜４回程度)

(H30.２月末現在)
②「開かれた学校づくり研 ②「開かれた学校づくり研 ②「開かれた学校づくり研 ②「開かれた学校づくり研
修会」を８月 25 日に開

修会」を８月 25 日に開

修会」を８月 24 日に開

修会」を８月 23 日に開

催(347 名参加)

催(269 名参加)

催(281 名参加)

催
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３１

プロジェクトⅡ − 施策６

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>

人間形成の場としての活力ある学校づくり

H30 当初予算

788 千円

生涯学習課

施策 16-取組(1)

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(実績)

３０

①コミュニティ・スクール ①コミュニティ・スクール
の設置(浦安高校)

３１

①コミュニティ・スクール

の設置(京葉高校)

の設置(九十九里高校)

②コミュニティ・スクール ②コミュニティ・スクール ①コミュニティ・スクール ②コミュニティ・スクール
(多古・長狭・浦安高校)

(多古・長狭・浦安・京葉

(多古・長狭・浦安・京葉

(多古・長狭・浦安・京

における学校運営協議

高校)における学校運営

高校)における学校運営

葉・九十九里高校)にお

会の開催(３〜４回)

協議会の開催(３〜４

協議会の開催(３〜４

ける学校運営協議会の

回)

回)

開催(３〜４回)

③地域との協働による学 ③挨拶運動の実施や地域 ②挨拶運動の実施や地域 ③挨拶運動の実施や地域
校及び地域の活性化を

行事へのボランティア

行事へのボランティア

行事へのボランティア

目指した教育活動の実

参加等、地域との協働に

参加等、地域との協働に

参加等、地域との協働に

施

よる学校及び地域の活

よる学校及び地域の活

よる学校及び地域の活

性化を目指した教育活

性化を目指した教育活

性化を目指した教育活

動の実施

動の実施

動の実施

③県立学校におけるコミ ④県立学校におけるコミ
ュニティ・スクールの更

ュニティ・スクールの更

なる導入について検討

なる導入について検討

学校を核とした県内 1000 か所ミニ集会

事業名

<再掲>

施策 8-取組(1)

H30 当初予算
14-(2)

15-(2)

100 千円

生涯学習課

16-(1)

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・義務教育学
校・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(実績)

３０

①ミニ集会を各学校にお ①ミニ集会を各学校にお ①ミニ集会を各学校にお ①ミニ集会を各学校にお
いて実施 実施率100％

いて実施 実施率100％

いて実施 実施率100％

いて実施

②教育庁職員等による参 ②教育庁職員等による参 ②教育庁職員等による参 ②教育庁職員等による参
観39校

観37校

③各学校・教育委員会へリ
ーフレットを配付

＜取組(４)の関連事業＞

観40校

観30校程度

③各学校・教育委員会へリ ③各学校・教育委員会へ
ーフレットを配付

リーフレットを配付

地域とともに歩む学校づくり推進支援事業(地域学校協働本部・地域未来塾)(p.95)
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３１

第３章 主な事業の状況

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)

H30 当初予算 272 千円

児童生徒課

17-(1)

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(実績)

３０

３１

①カウンセリングの考え ①カウンセリングの考え ①カウンセリングの考え ①カウンセリングの考え
方を活かして保護者と

方を活かして保護者と

方を活かして保護者と

方を活かして保護者と

の信頼関係を築くため

の信頼関係を築くため

の信頼関係を築くため

の信頼関係を築くため

のアプローチの仕方の

のアプローチの仕方の

のアプローチの仕方の

のアプローチの仕方の

研究計画作成及び実態

調査研究・発表、ハンド

調査研究の成果をWebサ

調査研究の成果をWebサ

調査とその考察、理論研

ブックを作成

イトで公開、研修等での

イトで公開、研修等での

活用

活用

究

②入学期の不適応を軽減 ②学校・関係機関等との連 ②チーム学校における教 ②チーム学校における教
するための学校間の連

携を考えた学校不適応

育相談機能の充実のた

育相談機能の充実のた

携の取組を調査研究・発

の子どもの支援の在り

めの研究計画の作成及

め、調査をもとに、教育

表

方の調査研究、アンケー

び調査とその分析

相談校内研修プランを

トを実施

③「学校不適応の子どもの

作成

支援の在り方〜不登校
対策推進校の支援教室
の効果的な運営を通し
て〜」の調査研究・発表

事業名

県立高等学校再編事業(中高一貫教育校)
<再掲>

H30 当初予算

0 千円

施策 6-取組(1)

教育政策課
教育施設課

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(実績)

①校名は東葛飾中学校に 東葛飾中学校４月開校
決定
②教育課程の決定

①グラウンド復旧工事

３０
整備事業は平成29年度で

①備品の整備

②備品の整備

③入学許可候補者の決定
④中学棟・体育館の建設
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終了

３１

プロジェクトⅡ

−

施策７

教育現場の重視と教員の質・教育力の向上

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 * 5 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。

取組（１）

熱意あふれる人間性豊かな教員
の採用

取組（２）

信頼される質の高い教員の育成

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

取組（４）

教職員の負担軽減と学校問題
解決のための支援

施策７の４つの取組

*5

Information and Communication Technology の略で、情報通信技術のこと。
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第３章 主な事業の状況

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

H30 当初予算
総合教育センター研修事業費 18,711 千円の一部

学習指導課

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(実績)

３０

３１

①研修生を現場で受入れ ①研修生を現場で受入れ ①研修生を現場で受入れ ①研修生を現場で受入れ
小学校817名、中学校214

小学校853名、中学校268

小学校775名、中学校379

小・中学校950名程度、

名、特別支援学校134名

名、特別支援学校152名

名、特別支援学校132名

特別支援学校150名程度

事業名

教員採用選考

H30 当初予算 12,813 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(実績)

３０

３１

①大学での積極的な広報 ①大学での広報活動を58 ①大学等での広報活動を ①大学等への積極的な広
活動の実施

大学で62回実施(志願者

63大学で67回実施(志願

数7,325名)

者数7,213名)

報活動の実施

②幅広い人材を採用する ②幅広い人材を採用する ②幅広い人材を採用する ②幅広い人材を採用する
ための選考の実施

ための選考の実施

・講師等特例選考

選考とするための改善

ための選考の実施

・小学校における英語教 ・小学校における英語教

・特定教科特別選考

育推進枠の新設

育推進枠の拡充

・中学校における複数教 ・県外会場の増設
科枠の新設
・特別支援教育枠の新設

・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

出前講座

事業名

③人物重視の選考を推進 ③人物重視の選考を推進 ③人物重視の選考の実施
するため２回の面接の

するため２回の面接の

・面接方法の改善

実施、模擬授業の工夫

実施、模擬授業の工夫

・模擬授業の充実

H30 当初予算 187 千円

<再掲> 施策 16-取組(4)

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、公立学校教員を志望する大学生、短期大学生及び大学院生
を対象に、｢千葉県の求める教員像｣の説明等を行う｢出前講座｣の充実を図る。
２７(実績)

２８(実績)

①｢出前講座｣の実施

①｢出前講座｣の実施

２９(実績)
①｢出前講座｣の実施

北海道、東北を含めた46

北海道、東北を含めた

北海道、東北を含め61大

大学・54講座の実施

54大学・61講座の実施

学・65講座の実施

＜取組(１)の関連事業＞

語学力のある教員の採用(p.39)
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３０
①｢出前講座｣の内容の工
夫、実施

３１

プロジェクトⅡ − 施策７

教育現場の重視と教員の質・教育力の向上

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

H30 当初予算

「教師力トップ」アクティブプラン

｢学力向上｣プランの一部 3,227 千円 他

学習指導課

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(実績)
３０
①｢千葉県教職員研修体 ①｢千葉県教職員研修体 ①｢千葉県教職員研修体 ①｢千 葉県教職員研修 体
系」に基づく研修６講座
系｣に基づく研修６講座
系」に基づく研修、新た
系」に基づく新たな教育
実施
(アクティブ・ラーニン
な教育課題に対応した
課 題に 対 応 した 研 修講
グ等)実施
講座(アクティブ・ラー
座実施
ニング、プログラミング
学習等)実施
②｢若手教員育成推進員｣ ②｢若手教員育成推進員｣ ②｢若手教員育成推進員｣ ②｢若手教員育成推進員｣
13名委嘱
15名委嘱
15名委嘱(若手教員のニ
15名委嘱
ーズに合わせて各教育
事務所ごとに実施)
③「千葉県・千葉市教員等 ③｢千葉県・千葉市教員等
育成指標｣の策定
育成指標｣を踏まえた、
新たな｢千葉県教職員研
修体系｣の策定

事業

総合教育センター研修事業

名

<再掲>

施策 2-取組(1)

H30 当初予算 18,711 千円
4-(1)

9-(1)

３１

学習指導課

10-(5)

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(実績)

３０

３１

① ｢ 千 葉 県 教 職 員 研 修 体 ① ｢ 千 葉 県教 職 員研修 体 ① ｢ 千 葉 県 教 職 員 研修 体 ① ｢ 千 葉 県 教 職 員 研 修 体
系｣に基づく研修の実施
系｣に基づく研修の実施
系｣に基づく研修の実施
系｣に基づく研修の実施
初任者研修、経験者研修
初任者研修、経験者研修
初任者研修、経験者研修 ②「研修履歴システム｣の
を含め175講座実施
を含め172講座実施
を含め175講座実施
構築

事業名

教職員研修(小・中・高等学校)

H30 当初予算
<再掲>

施策 9-取組(1)(2)

教職員研修費 12,545 千円の一部

学習指導課

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(実績)
３０
①小中教育課程研究協議 ①小 中教育課程研究協議 ①小中教育課程研究協議 ①小中教育課程研究協議
会 参加者数
会 参加者数
会 参加者数
会の開催
小学校4,507名
小学校3,783名
小学校4,533名
中学校2,698名
中学校2,359名
中学校2,769名
新教育課程説明会(管理
職対象)1,115名参加
②高 等学校教育課 程研究 ②高等学校教育課程研究 ②高等学校教育課程研究
協議会等の研修の実施、
協議会等の研修の実施、 協議会等の研修の実施、
各教科１回1,739名参加
各教科１回1,726名参加
各教科１回、地区別県立
高等学校教頭・副校長研
修会、全公立高等学校の
校長を対象とした新学
習指導要領説明会等の
開催
②教科指導員・教科研究員 ③教科指導員・教科研究員 ③教科指導員・教科研究員 ③教科指導員・教科研究員
連絡協議会 ５回開催
連絡協議会 ５回開催
連絡協議会 ５回開催
連絡協議会 ５回の開催
③高等学校進路指導研究 ④高 等学校進路指導研究 ④高等学校進路指導研究 ④高等学校進路指導研究
協議会 327名参加 中
協議会 ２回開催 303名
協議会 ２回開催 326名
協議会 ２回の開催 中
学校キャリア教育・進路
参 加 中 学 校 キ ャ リア
参加中学校キャリア教
学校キャリア教育・進路
指導研究協議会273名参
教育・進路指導研究協議
育・進路指導研究協議会
指導研究協議会５回の
加
会５回の開催246名参加
５回の開催268名参加
開催
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３１

第３章 主な事業の状況

事業名

子どもと親のサポートセンター研修事業
<再掲>

H30 当初予算 1,901 千円

施策 8-取組(1)

児童生徒課

17-(1)

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(実績)

３０

３１

①教職員や保護者を対象 ①教職員や保護者を対象 ①教職員や保護者を対象 ①教職員や保護者を対象
とする研修を実施

とする研修を実施

とする研修を実施

とする研修を実施

・教職員対象研修８講座 ・教職員対象研修10講座 ・教職員対象研修10講座 ・教職員対象研修10講座
464名参加

・県民を対象とした研修
２講座444名参加

＜取組(２)の関連事業＞

( いじめ 問 題対 策リ ー

(いじ め問 題 対策 リ ー

( い じめ 問題 対 策リ ー

ダー養成集中研修や生

ダー養成集中研修や生

ダー養成集中研修や管

徒指導主事を対象とし

徒指導主事を対象とし

理職を対象としたいじ

たいじめ防止、自殺予

たいじめ防止、自殺予

め防止、自殺予防研修

防研修を含む)1,964名

防研修を含む)2,082名

を含む)

参加

参加

・県民を対象とした研修 ・県民を対象とした研修 ・県民を対象とした研修
２講座536名参加

２講座225名参加

２講座

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.20)
私立学校派遣研修(p.46)
子どもと親のサポートセンター調査研究事業(p.48)

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

H30 当初予算 462,789 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(実績)

３０

①標 準 法 に よ る 小 １ の ①標 準 法 に よ る 小 １ の ① 標 準 法 に よ る 小 １ の ①少人数学級検討会議等に
３５人学級編制に加え、 ３５人学級編制に加え、 ３ ５ 人 学 級 編 制 に 加
おいて、少人数教育の拡
小２・中１の３５人学級
小２・中１の３５人学級
え、小２・小３・中１の
充について検討
選択制、その他の学年に
選択制、その他の学年に
３５人学級選択制、そ
おいて３８人学級選択
おいて３８人学級選択
の他の学年において
制の実施
制の実施
３８人学級選択制の実
施
②非常勤講師の配置
②非常勤講師の配置
②非常勤講師の配置
②非常勤講師の配置の適切
190名(小79名･中111名)
182名(小70名･中112名)
142名(小60名･中82名)
な配置
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３１

プロジェクトⅡ − 施策７

事業名

特別非常勤講師配置事業

<再掲> 施策 1-取組(1)

教育現場の重視と教員の質・教育力の向上

H30 当初予算 16,043 千円

4-(1)

学習指導課

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)

①特別非常勤講師の配置

①特別非常勤講師の配置

２９(実績)
①特別非常勤講師の配置

３０

３１

①特別非常勤講師の配置

小学校323校、中学校54校、

小学校310校、中学校55校、

小学校322校、中学校47校

学校の要望に応じた効

合計377校で総時間5,069

合 計 365 校 で総 時 間 5,059

合計369校で総時間5,089

果的・効率的な配置

時間の配置(音楽指導、水

時間の配置(音楽指導、水

時間の配置(音楽指導、水

小・中合計380校程度で

泳指導、書写指導等)

泳指導、書写指導等)

泳指導、書写指導、外国語

総 時 間 5,000 時 間 程 度

指導等)

(外国語指導、プログラ
ミング指導等)

＜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.18)

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

H30 当初予算 17,569 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(実績)

３０

①教職員メンタルヘルス研修 ①教職員メンタルヘルス研 ①教職員メンタルヘルス研 ①教職員メンタルヘルス
会３回開催447名参加、メン

修会３回開催449名参加、

修会３回開催419名参加、

研修会開催３回、県立

ター研修会１回開催168名

県立学校職員メンター研

県立学校職員メンター研

学校職員メンター研修

参加

修会１回開催165名参加

修会１回開催160名参加

会開催１回

②教職員メンタルヘルス推進 ②教職員メンタルヘルス推 ②教職員メンタルヘルス推
会議１回開催

進会議１回開催

進会議の開催１回

③メンタルヘルス啓発資料を ③メンタルヘルス啓発資料 ③メンタルヘルス啓発資料
配付43,300部
④傷害保険延べ83名の加入

の作成・配付43,400部

④職場リハビリテーション 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

の作成・配付43,550部

⑤相談事業の実施

傷害保険延べ85名加入
⑤相談事業の実施

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
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

・教職員こころリフレッシュ相談

・教職員こころリフレッシュ相談

・教職員こころリフレッシュ相談

・教職員悩み相談

・教職員悩み相談

・教職員悩み相談

・教職員悩み相談

・教職員こころの健康相談 など

・教職員こころの健康相談 など

・教職員こころの健康相談など

・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 ⑥ストレスチェック制度の
実施

円滑な実施

本庁等教育機関実施率89.9％

本庁等教育機関実施率80.4%

県立学校実施率93.9%

県立学校実施率94.1％
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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)

３１

第３章 主な事業の状況

事業名

学校の業務改善の推進

H30 当初予算 8,115 千円

教職員課
体育課

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(実績)

①多忙化対策検討会議５ ①多忙化対策検討会議５回 ①学校業務改善検討会議８
回実施
実施
回実施(拡大会議２回実
② パ ン フ レ ッ ト を 作 成 ②事例集やリーフレットを
施)
し、配付
作成し、配付
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
④学校事務支援員を配置す
る実践研究事業を実施
⑤｢教育職員の総労働時間
の短縮に関する指針｣の
改訂

事業名

【新規】教員の多忙化対策推進モデル事業

３０

３１

①働き方改革推進本部の
設置
②事例集やリーフレット
の配付
③県立学校の教員の出退
勤時刻の実態を踏ま
え、学校の業務改善の
対策を推進
④学校事務支援員を配置
する実践研究事業を実
施
⑤ ｢教育職員の総 労働 時
間の短縮に関する指
針｣に係る「行動計画」
を策定
⑥ ｢安全で充実し た運 動
部活動のためのガイド
ライン｣の改訂

H30 当初予算 25,483 千円

教職員課
体育課

事業概要

教員の長時間勤務の改善に向けて、学校への非常勤職員の配置等について検討するため、モデル事業を実施する。
２７(実績)

２８(実績)

２９(実績)

３０

３１

①スクール・サポート・ス
タッフの配置
小・中学校20名
特別支援学校２名
②部活動指導員配置に対
する助成
10市町村30名

事業名

学校問題解決支援対策事業

H30 当初予算 652 千円

児童生徒課

事業概要

法律・医療などの専門家及び関係課から成る｢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、教員の学校問題対応能力の向上を図る。
２７(実績)

２８(実績)

①会議の開催５回
①会議の開催４回
②研修会の実施１回、144名 ②研修会の実施１回、79
参加
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１件
③緊急の弁護士相談２件

＜取組(４)の関連事業＞

２９(実績)
①会議の開催４回
②研修会の実施１回、
148名参加

３０
①会議の開催７回程度
②希望研修の実施１回

③緊急の弁護士相談
５時間程度

いじめ防止対策推進事業①(p.56)
いじめ防止対策推進事業②(p.57)
スクール・サポーター制度(p.57)
地域とともに歩む学校づくり推進支援事業(地域学校協働本部・地域未来塾)(p.95)
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３１

プロジェクトⅡ

−

施策８

いじめ防止対策の推進

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。

取組（１）

いじめの予防や早期発見
のための取組の推進

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

取組（３）

いじめ防止等のための啓発活動
の推進

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

施策８の４つの取組
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第３章 主な事業の状況

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)

H30 当初予算
いじめ防止対策等推進事業 758,430 千円の一部

17-(1)

児童生徒課

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(実績)

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

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

①いじめ対策調査会開催
２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140名、中学校324
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

① いじ め対 策 調査 会開 催
４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150名、中学校324
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12校を含む配置
拠点校22校に22名配置
⑤いじめ問題対策リーダ ⑤いじめ問題対策リーダ ⑤いじめ問題対策リーダ ⑤ いじ め問 題 対策 リー ダ
ー養 成集中研 修の開催
ー養成集中研修の開催
ー養成集中研修の開催
ー養成集中研修の開催
239名の参加
234名参加
233名参加
⑥教育相談事業 (24時間子 ⑥教育相談事業 (24時間子 ⑥教育相談事業 (24時間子 ⑥教育相談事業 (24時間子
供 SOS ダイヤル)等の実施

供SOSダイヤル)等の実施

供 SOS ダイヤル)等の実施

豊かな人間関係づくり実践プログラムの活用推進

事業名

<再掲>

供 SOS ダイヤル)等の実施

H30 当初予算

0 千円

学習指導課

施策 2-取組(4)

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(実績)

①指導主事会議及び学校 ①指導主事会議及び学校 ①指導主事会議及び学校
訪問の際に活用につい
訪問の際に活用につい
訪問の際に活用につい
て指導・助言
て指導・助言
て指導・助言

②実施状況調査(実施率小 ②実施状況調査(実施率小 ②実施状況調査
92.1%、中76.1%)
91.5%、中73.3%)
③初任研講座の開催
④若手教員向け研修の実 ③若手教員向け研修の実 ③初任研でリーフレット
施(小66名・中46名の参
施(小58名、中47名の参
を配付
加)
加)

＜取組(１)の関連事業＞いのちを大切にするキャンペーン(p.26)

３０

３１

①指導主事会議及び学校
訪問の際に年間指導計
画における位置づけや
活用についての確認・指
導
②実施状況調査

学校を核とした県内 1000 か所ミニ集会(p.47)
子どもと親のサポートセンター調査研究事業(p.48) 子どもと親のサポートセンター研修事業(p.52)
いじめ防止対策推進事業②(p.57)
地域とともに歩む学校づくり推進事業(地域学校協働本部・地域未来塾)(p.95)
放課後子供教室推進事業(p.95)
不登校対策の推進(p.101)
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プロジェクトⅡ

− 施策８ いじめ防止対策の推進

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)

H30 当初予算
いじめ防止対策等推進事業 758,430 千円の一部

17-(1)

児童生徒課

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(実績)

３０

① スク ー ル カ ウ ン セラ ー

①ス クー ルカウ ンセラー

①スクールカウ ンセラー

①スクールカウンセラー

小70名、中326名(うち重

小105名、中326名(うち重

小140名、中324名(うち重

小150名、中324名(うち

点校５校)、高80名、教

点校５校)、高80名、教育

点校５校)、高80名、教育

重点校５校)、高80名、

育事務所等６か所に11名

事務所等６か所に11名配

事務所等６か所に11名配

教育事務所等６か所に

配置

置

置

11名配置

②スクールソーシャルワー

３１

②スクールソーシャルワー ②スクールソーシャルワー ②スクールソーシャルワ

カーを地区不登校等対策

カーを地区不登校対策拠

カーを地区不登校等対策

ーカーを地区不登校等

拠点校に５名配置

点校に８名配置

拠点校に12名配置

対策拠点校12校を含む
配置拠点校22校に22名
配置

③いじめ問題対策支援チー

③いじめ問題対策支援チー ③いじめ問題対策支援チー ③いじめ問題対策支援チ

ムを県立高等学校25校に

ムを派遣し、生徒指導に

ムを希望する県内高等学

ームは平成29年度で終

２回ずつ、市町村立小・

関する校内研修を実施

校及び市町村立小・中学

了、今後は千葉県子ど

校に派遣し、いじめや生

もと親のサポートセン

徒指導等に関する研修等

ター支援事業において

を実施

対応

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名参加
⑤いじめ防止対策研修会を

④いじめ問題対策リーダー ④いじめ問題対策リーダー ④いじめ問題対策リーダ
養成集中研修１回234名

養成集中研修１回233名

参加

参加

ー養成集中研修１回

⑤いじめ防止対策研修会を ⑤いじめ防止対策研修会を ⑤いじめ防止対策研修会

県内７会場で開催、管理

県内５会場で開催、生徒

県内６会場で開催 、 教育

を県内６会場で開催(教

職1,279名参加

指導主事1,064名参加

相談担 当教 員1,293 名参

育相談担当教員対象)

加

スクール・サポーター制度

事業名

<再掲>

施策 7-取組(4)

H30 当初予算 97,841 千円

警察本部少年課

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(実績)

３０

①中学校へスクール・サ

①中学校へスクール・サ

①中学校へスクール・サ

①学校からの要請に応じ

ポーターを派遣し、各

ポーターを派遣し、各

ポーターを派遣し、各

て、スクール・サポー

種支援活動を実施19校

種支援活動を実施15校

種支援活動を実施12校

ターを派遣して各種支
援活動を実施
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３１

第３章 主な事業の状況

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

H30 当初予算
教職員研修費 12,545 千円の一部

児童生徒課

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)
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

＜取組(２)の関連事業＞

２８(実績)

２９(実績)

３０

３１

①小中生徒指導推進研究 ①小中生徒指導推進研究 ①小中生徒指導推進研究
協議会を各教育事務所
協議会を各教育事務所
協 議会 ( 教育事 務 所ご
で開催、管理職等 1,132
で開催、生徒指導担当
とに管理職と生徒指導
名参加
等 1,141 名参加
担当を隔年で年１回実
施)
②生徒指導担当・専任指導 ②生徒指導担当・専任指 ②生徒指導担当・専任指
主事合同会議３回実施
導主事合同会議３回実
導 主事 合同 会 議( 年３
施
回実施)
③中高生徒指導推進研究 ③中高生徒指導推進研究 ③中高生徒指導推進研究
協議会を各教育事務所・
協議会を各教育事務
協 議会 ( 教育事 務 所ご
千葉市で開催、生徒指導
所・千葉市で開催、生徒
とに年１回実施)
主事等 623 名参加
指導主事等 610 名参加

いじめ防止対策推進事業①(p.56)

不登校対策の推進(p.101)

取組(３) いじめの防止等のための啓発活動の推進

事業名

H30 当初予算

いじめの防止等のための啓発活動の推進

いじめ防止対策等推進事業 758,430 千円の一部

児童生徒課

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(実績)

３０

①いじめ関連啓発資料の ①いじめ関連啓発資料の ①いじめ関連啓発資料の ①いじめ関連啓発資料の
作成・配付
作成・配付
作成・配付
作成・配付
いじめ防止啓発カード
いじめ防止啓発カード
いじめ防止啓発カード
いじめ防止啓発カード
744,000部
204,000部
201,000部
いじめ防止啓発リーフ
いじめ防止啓発リーフ
いじめ防止啓発リーフ
いじめ防止啓発リーフ
レット
レット272,000部
レット269,700部
レット268,000部
②県の広報紙(県民だより ②Webサイトによる啓発活 ②Webサイトによる啓発活 ②Webサイトによる啓発活
等)やWebサイトによる
動
動
動
啓発
③いじめ防止啓発強化月 ③いじめ防止啓発強化月 ③いじめ防止啓発強化月 ③いじめ防止啓発強化月
間の活動の充実
間(毎年４月)における
間(毎年４月)における
間(毎年４月)における
取組強化、Webサイトに
取組強化、Webサイトに
取組強化、Webサイトに
よる啓発
よる啓発
よる啓発
④教育相談事業 (24時間子 ④24時間子供SOSダイヤル ④24時間子供SOSダイヤル ④24時間子供SOSダイヤル
供SOSダイヤル)等の実施
等の相談機関の周知
等の相談機関の周知
等の相談機関の周知
⑤いのちを大切にするキ ⑤いのちを大切にするキ ⑤いのちを大切にするキ ⑤いのちを大切にするキ
ャンペーンの実施率
ャンペーンの実施率
ャンペーンの実施率
ャンペーンの実施
100％(千葉市を除く公
100％(千葉市を除く公
100％(千葉市を除く公
立小・中・高等学校)
立小・中・高等学校)
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)

＜取組(３)の関連事業＞

いじめ防止対策推進事業①(p.56)

いじめ防止対策推進事業②(p.57)
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３１

プロジェクトⅡ

− 施策８ いじめ防止対策の推進

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
青少年ネット被害防止対策事業

事業名

H30 当初予算 5,409 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(実績)

３０

３１

①ネットパトロールの実 ①ネットパトロールの実 ①ネットパトロールの実 ①ネットパトロールの実
施(642校)

施(1,328校)

施(1,175校)

施(650校程度)における

（H30.2月末現在）

各市町村や学校ネットパ
トロールの実施を推進

②インターネットの適正 ②インターネットの適正 ②インターネットの適正

②インターネットの適正

利用に係る講演等の実

利用に係る講演等の実

利用に係る講演等の実

利用に係る講演等の実

施(59回、16,958名)

施(70回、21,811名)

施(49回、17,235名)

施(100回程度)

（H30.2月末現在）

小学校の児童及びその保
護者を対象とした講演等

ネット安全教室等を通じた広報啓発活動の推進

事業名

H30 当初予算 234 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(実績)

①ネット安全教室の開催

①ネット安全教室の開催

①ネット安全教室の開催

695回(教職員及び学校

648回(教職員及び学校

856回(教職員及び学校

を対象としたものに限

を対象としたものに限

を対象としたものに限

る)

る)

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)

＜取組(４)の関連事業＞

(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)

３０
①ネット安全教室の開
催、講話内容の充実

(平成29年１月〜12月)
②非行防止教室等の開催
363回
(平成29年１月〜12月)

いじめ防止対策推進事業①(p.56)
いじめ防止対策推進事業②(p.57)
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②非行防止教室等の開催

３１

第３章

主な事業の状況

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。

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

取組（２）

小学校就学前教育から初等教育
への円滑な接続

施策９の２つの取組
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プロジェクトⅡ − 施策９ 人格形成の基礎を培う幼児教育の充実

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
H30 当初予算
事業名

学校教育の推進

<再掲> 施策 3-取組(1)

学校教育費

6-(3)

1,073 千円の一部

学習指導課

教職員研修費 12,545 千円の一部
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(実績)

３０

①学校教育指導の指針平 ①学校教育指導の指針平 ①学校教育指導の指針平
成28年度版作成

成29年度版の作成

②幼稚園教育指導資料集 ②平成28年度幼稚園教育

成30年度版作成

①学校教育指導の指針平
成31年度版作成

②接続期のカリキュラム

②接続期のカリキュラム

編集会議を２回開催、編

指導資料集編集会議を

千葉県モデルプランの

千葉県モデルプランの

集方針とテーマの決定、

４回実施

作成(幼稚園教育指導資料

作成、保育所、幼稚

集からの変更)に向け、

園、認定子ども園、小

具体的実践例を収集

学校等への配付

具体的実践例を収集
③喫緊の教育課題に基づ ③学習指導要領改訂の方

３１

③喫緊の教育課題に基づ

③喫緊の教育課題に基づ

く指導主事を対象とし

向性等、今日的な課題

く指導主事を対象とし

く指導主事を対象とし

た講演会２回

をテーマとした指導主

た講演会２回

た講演会２回

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

H30 当初予算 100,000 千円

<再掲> 施策 17-取組(1)

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(実績)

３０

①学校法人立幼稚園等に ①学校法人立幼稚園等に ①学校法人立幼稚園等に
対する補助 168園

事業名

対する補助 186園

教職員研修(幼稚園等)

対する補助 198園

３１

①学校法人立幼稚園等に
対する補助を実施

H30 当初予算｢教職員研修費｣
<再掲> 施策 9-取組(2)

12,545 千円の一部

学習指導課

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)

①幼稚園等初任者研修

①幼稚園等初任者研修

158名参加

202名参加

２９(実績)
①幼稚園等初任者研修
194名参加

②千葉県幼稚園教育課程 ②千葉県幼稚園教育課程 ②千葉県幼稚園教育課程
研究協議会の開催２回

研究協議会の開催２回

研究協議会(新教育要領

参加423名

参加367名

説明会)の開催２回

３０

３１

①幼稚園等初任者研修の
実施
②千葉県幼稚園教育課程
研究協議会の開催２回

329名参加

＜取組(１)の関連事業＞

総合教育センター研修事業(p.51)
保幼小の円滑な接続のための連携(p.62)
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教職員研修(小・中・高等学校)(p.51)
幼稚園における読書活動の推進(p.72)

第３章 主な事業の状況

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)

H30 当初予算

0 千円

学習指導課

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(実績)

①学校教育指導の指針平 ①学校教育指導の指針平 ①学校教育指導の指針平

３０
①学校教育指導の指針平

成27年度版を活用して、

成28年度版を活用して、

成29年度版を活用し、

成30年度版を活用し、

幼稚園教諭等へ保幼小

幼稚園教諭等へ保幼小

幼稚園教諭等へ保幼小

幼稚園教諭等へ保幼小

の連携の重要性・必要性

の連携の重要性・必要性

の連携の重要性・必要性

の連携の重要性・必要性

を意識付け

を意識付け

の意識付け

の意識付け

②指導主事会議において ②指導主事会議において ②指導主事会議において ②指導主事会議における
情報交換や共通理解

情報交換や共通理解

情報交換や共通理解

③幼稚園等への訪問時に ③幼稚園等への訪問時に 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＞

おける指導・助言

おける指導・助言

教職員研修(小・中・高等学校)(p.51)
教職員研修(幼稚園等)(p.61)
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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

３１

プロジェクトⅡ

−

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 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「第２次千葉県特別支援教育推進
基本計画」に基づき、共生社会の形成に向けた特別支援教育を推進する。
• 障害のある幼児児童生徒の自立や社会参加に向けて、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よう､連続性のある｢多様な学びの場｣を用意し、合理的配慮
の適切な提供について理解を進めるとともに､全ての学校において教育内容や指導方法の
改善・充実を図る。
• 障害のある幼児児童生徒に対する相談・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 による
障害特性に応じた様々な指導の改善を図る。
• 東京オリンピック・パラリンピック競技大会を契機とした障害者スポーツの普及など、
様々な取組を通して、｢心のバリアフリー｣の考え方を広め、障害についての理解の促進
に努める。
• 「第２次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。

取組（１）

早期からの教育相談と支援体制
の充実

取組（２）

連続性のある多様な学びの場
と支援の充実

取組（３）

特別支援学校の整備と機能の充実

取組（４）

卒業後の豊かな生活に向けた
支援の充実

取組（５）

特別支援教育に関する教員
の専門性向上

施策１０の５つの取組
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第３章 主な事業の状況

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)

H30 当初予算 5,766 千円

学習指導課

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)
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

事業名

２８(実績)
①来所相談133件
②出張相談12件
③電話相談639件
④メール相談24件
⑤嘱託医等による相談
41件

千葉県教育支援委員会

２９(実績)
①来所相談107件
②出張相談10件
③電話相談616件
④メール相談９件
⑤嘱託医等による相談
41件

３０

３１

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

H30 当初予算 902 千円

<再掲> 施策 17-取組(1)

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(実績)

３０

３１

①県教育支援委員会の開 ①県教育支援委員会の開 ①県教育支援委員会の開 ①県教育支援委員会の開
催５回
催５回
催５回
催５回
②市町村教育委員会から ②市町村教育委員会から ②市町村教育委員会から ②市町村教育委員会から
県 立特 別支援学 校への
県立特別支援学校への
県立特別支援学校への
県立特別支援学校への
就 学が 適当であ ると判
就学が適当であると判
就学が適当であると判
就学が適当であると判
断された391名の幼児児
断された386名の幼児児
断 さ れ た 400 名 の 幼 児
断された幼児児童生徒
童生徒について、調査報
童生徒について、調査報
児童生徒について、調
について、調査報告及び
告及び意見聴取を実施
告及び意見聴取を実施
査報告及び意見聴取を
意見聴取を実施
実施
③県立特別支援学校に就 ③県立特別支援学校に就 ③県立特別支援学校に就
学した児童生徒３名、県
学した児童生徒３名、
学した児童生徒、県立特
立特別支援学校から小
県立特別支援学校から
別支援学校から小中学
中学校へ転学した児童
小中学校へ転学した児
校へ転学した児童生徒
生徒２名のフォローア
童生徒２名のフォロー
のフォローアップを行
ップを５月と11月に行
アップを５月と11月に
う
った
行った

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)

H30 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(実績)

①柏市・市原市を推進地 ①文部科学省委託事業の終 ①柏市立柏第七小学校で
域として指定
了に伴い、平成28年度は
の研究を継続。取組の
②全４回中、２回の早期
県教育委員会指定とし
成果を特別支援教育実
相談支援チーム会議を
て、柏市立柏第七小学校
践発表会で周知
開催
で研究を継続。取組の成 ②研修会等で「保護者向
③実践発表会の開催(１
果を１月27日に特別支援
け早期相談支援Ｑ＆Ａ
月29日)
教育実践発表会で周知
①・②」を活用し、各
④「保護者向け早期相談 ②研修会等で早期・相談支
市町村における支援体
支援Ｑ＆Ａ②」の作成
援体制及び個別の支援計
制及び個別の教育支援
及び配付
画の作成・活用の充実及
計画の作成・活用の充
び促進
実及び促進
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３０

①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

３１

プロジェクトⅡ − 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

事業名

障害者差別解消法の周知・啓発

H30 当初予算 1,162 千円

教育総務課 教職員課 児童生徒課
特別支援教育課 障害者福祉推進課

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(実績)

３０

３１

①職員対応要領の作成
①職員対応要領の施行
①特別支援教育指導資料を ①高等学校における合理
②インクルーシブ教育シ ②インクルーシブ教育シ
改訂(障害者差別解消法
的配慮事例集の作成・配
ステムの構築のための
ステムの構築のための
の施行及び合理的配慮の
付
研修の実施 市町村指
研修(全公立学校長参
提供に関する記述)、配付
導主事・管理主事対象に
加)
２回(７月・11 月)
③事例集やパンフレット、 ②事例集の配付
③事例集やパンフレット
「マンガでわかる障害
の作成
者差別解消法」の配付
④周知・啓発のための研修 ③周知・啓発のための研修 ②周知・啓発のための研修
の実施、講師の派遣(県
の実施、講師の派遣(県
の実施、講師の派遣(県
民・教育庁職員・教職員・
民・教育庁職員・県新採
民・教育庁職員・教職員・
県新採職員)
職員・新任管理職職員)
県新採職員・新任管理職
職員)
⑤通常の学級に在籍する ④幼稚園・認定こども園特 ③合理的配慮事例集及び
発達障害の可能性のあ
別支援教育コーディネー
特別支援教育指導資料
る児童生徒への合理的
ター研修会等において、
の周知・活用
配慮事例集の作成及び
発達障害の可能性のある
配付
児童生徒への合理的配慮
事例集を活用した研修の
実施
⑥周知啓発活動(ＪＲ千葉 ⑤周知啓発活動(ＪＲ千葉
駅でのティッシュ配り)
駅でのティッシュ配り)
の実施(１回)
の実施(１回)

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)

H30 当初予算 61,681 千円

特別支援教育課

事業概要

公立の幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校及び幼保連携型認定こども園の要請に応じて、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(実績)

３０

３１

①各教育事務所に特別支 ①各教育事務所に特別支 ①各教育事務所に特別支 ①各教育事務所に特別支
援アドバイザー20名を
援アドバイザー20名を
援アドバイザー20名を
援アドバイザー21名を
配置、930件の派遣を実
配置し、990件の派遣を
配置し、551件の派遣を
配置し、派遣を実施
施
実施
実施
②アドバイザー連絡会の ②アドバイザー連絡会の ②アドバイザー連絡会の ②アドバイザー連絡会の
実施６回
実施６回
開催６回
開催６回

事業名

高等学校特別支援教育支援員配置事業

H30 当初予算 19,659 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(実績)

３０

①全日制支援員配置２名

①全日制支援員配置７名

①全日制支援員配置９名

①全日制支援員配置８名

②定時制支援員配置３名

②定時制支援員配置１名
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３１

第３章 主な事業の状況

特別支援学校のセンター的機能充実事業

事業名

<再掲>

施策 10-取組(3)

H30 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(実績)

３０

３１

①ネットワーク連携協議 ① 各 地 域 に お け る セ ン ① 各 地 域 に お け る セ ン ① 各 地 域 に お け る セ ン
会６回開催(葛南地区)

ター的機能のネット

ター的機能のネット

ター的機能のネット

②成果報告会を１月に開

ワークの構築としてWeb

ワークの構築、地域内の

ワークの構築、地域内の

サイトに実績を記載し、

小・中学校や高等学校等

小・中学校や高等学校等

理解と啓発促進を図る

を支援

を支援

催

ことにより、地域内の
小・中学校や高等学校等
を支援

高等学校における「通級による指導」の機能充実事業

事業名

H30 当初予算 348 千円

特別支援教育課

事業概要

高等学校で運用開始となる「通級による指導」の制度を円滑に実施するため、研究指定校及び実施校への指導・助
言等を行う。
２７(実績)

２８(実績)

２９(実績)

３０

３１

①文部科学省｢高等学校に ①文部科学省｢高等学校に ①高等学校における｢通級 ①県立高等学校２校で｢通
おける個々の能力・才能

おける個々の能力・才能

による指導｣の準備作業

級による指導｣を実施

を伸ばす特別支援教育

を伸ばす特別支援教育

のためのワーキングチ

②高等学校における｢通級

充実事業｣において県立

充実事業｣において県立

ーム会議を年間４回開

による指導｣連絡協議会

高等学校２校でモデル

高等学校２校でモデル

催

を年間４回開催

校として教育課程の研

校として｢自立活動｣の ②県立高等学校２校を県

究を実施

授業を行うなど、障害の

の研究指定校とし、校

究指定校とし、｢通級に

ある生徒に対する指導

内の体制づくり等、｢通

よる指導｣開始のための

について実践を深めた

級による指導｣開始のた

準備を実施

②運営指導委員会の開催 ②運営指導委員会の開催
年間４回

めの準備を実施

年間４回

【新規】特別支援学校を拠点とした障害者スポーツ振興
事業

事業名

③県立高等学校数校を研

H30 当初予算 12,000 千円

特別支援教育課

事業概要

東京オリンピック・パラリンピックを契機とし、特別支援学校を地域における障害者スポーツの振興の拠点と位置
付け、特別支援学校の児童生徒等にとって障害者スポーツを身近なものとする。また、共生社会の形成に向け、スポ
ーツを通した地域との交流を推進していくことにより、障害のある人の社会参加や障害に対する理解を深めていく。
２７(実績)

２８(実績)

２９(実績)

３０
①特別支援学校における
障害者スポーツの普及・
啓発
②地域の小・中学校等との
交流及び共同学習の実
施

＜取組(２)の関連事業＞

特別支援学校自立活動運営事業(p.68)
特別支援学級担任指導力向上研修(p.69)

- 66 -

３１

プロジェクトⅡ − 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

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

H30 当初予算 365,900 千円

教育施設課
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・過密状況に対応するため、県立学校の転用可能な校地・校舎な
ど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(実績)

３０

３１

①県立特別支援学校整備 ①県立特別支援学校整備 ①県立特別支援学校整備 ①県立特別支援学校整備
計画の推進

計画の推進

・湖北特別支援学校整備 ・大網白里特別支援学校
(備品整備)

整備(備品整備)

・大網白里特別支援学校

・矢切特別支援学校整備

開校、整備(備品整備)

(備品整備)

計画の推進

・栄特別支援学校開校、整 ・柏特別支援学校高等部
備(備品整備)
・市川特別支援学校作業
棟増築(設計)

・矢切特別支援学校開校、 ・栄特別支援学校の開校 ・君津特別支援学校作業
整備(改修工事、備品整

に向けた整備(工事、備

備)

品整備)

・船橋夏見特別支援学校

棟増築(設計)
・市原特別支援学校教室
棟増築(設計)

開校、整備(備品整備)

②第２次県立特別支援学

・飯高特別支援学校開校、

計画の推進

校整備計画の決定

整備(建築工事、備品整

分離による新設校整備
(設計)
・市川特別支援学校作業
棟増築(工事・備品整備)
・君津特別支援学校作業
棟増築(工事・備品整備)
・市原特別支援学校教室
棟増築(設計・工事)
・桜が丘特別支援学校教
室棟増築(設計)

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 ②君津特別支援学校分教
室開設に向けた整備(改

室設置

修工事、備品整備)

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)

H30 当初予算 435,174 千円

財務課

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(実績)

３０

①特別支援学校に通学す ①特別支援学校に通学す ①特別支援学校に通学す ①特別支援学校に通学す
る児童生徒の通学用ス
る児童生徒の通学用ス
る児童生徒の通学用ス
る児童生徒の通学用ス
クー ルバスの 運行業務
クールバスの運行業務
クールバスの運行業務
クールバスの運行業務
委託(車両・運転手)35校
委託35校中31校にスク
委託36校中32校にスク
委託
中 31 校 に ス ク ー ル バ ス
ー ル バ ス 102 台 を 配 置
ー ル バ ス 107 台 を 配 置
36校中32校にスクール
103台を配置(県保有61
(県保有57台、運行業務
(県有53台、運行業務委
バス110台を配置(県有
台、運行業務委託42台)
委託45台)
託54台)
49台、運行業務委託61
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.66)
特別支援学校自立活動運営事業(p.68)
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３１

第３章 主な事業の状況

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

H30 当初予算 63,422 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(実績)

３０

３１

①県立学校に嘱託職員を ①県立学校に嘱託職員を ①県立学校に嘱託職員を ①県立学校に嘱託職員を
雇用し、県障害者就業・
雇用し、県障害者就業・
雇用し、県障害者就業・
雇用し、県障害者就
生活支援センターと連
生活支援センターと連
生活支援センターと連
業・生活支援センター
携 44校に45名の嘱託
携 41校に42名の嘱託
携 35校に36名の嘱託
と連携 43 校に 44 人
職員を雇用
職員を雇用
職員を雇用
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

H30 当初予算 4,329 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(実績)

３０

３１

①県立特別支援学校24校で ①県立特別支援学校24校 ①県立特別支援学校27校 ①県立特別支援学校28校
58名の専門家を配置、活
で67名の専門家を配置、 で 61 名 の 専 門 家 を 配
で68名の専門家を配置
用
活用
置、活用

事業名

キャリア教育・就労支援等の充実事業

H30 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)
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

＜取組(４)の関連事業＞

２８(実績)

２９(実績)

３０

３１

①運営協議会３回開催
①研究成果報告書を活用 平成29年度で本事業終了
②職員研修会４回開催
し、各種会議等におい 各学校で研究成果報告書
③実践発表会１回開催
て研究成果を発信
等の活用、キャリア教育
④研究成果報告書(200 部)
の充実を図る
を作成し関係機関へ配付

さわやかちば県民プラザ学習・研修事業(p.35)

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)

H30 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(実績)

①医師、理学療法士等を講 ①専門家を招聘しての研 ①専門家を招聘しての研
師として招聘しての研
修会を県立特別支援学
修会を県立特別支援学
修会を県立特別支援学
校 33 校で実施
校 32 校で実施
校 25 校で実施
②児童生徒の眼科精密検 ②児童生徒の眼科精密検 ②児童生徒の眼科精密検
査や視覚機能訓練等を
査や視覚機能訓練等を
査や視覚機能訓練等を
千葉盲学校で実施
千葉盲学校で実施
千葉盲学校で実施
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３０
①専門家を招聘しての研
修会を県立特別支援学
校 35 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

３１

プロジェクトⅡ − 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

事業名

医療的ケア担当者の専門性向上研修事業

H30 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(実績)

① 特 別 非 常 勤 講 師 ( 看 護 ① 特 別 非 常 勤 講 師 ( 看 護 ①特別非常勤講師(看護
師)研修会２回開催

師)研修会２回開催

②基本研修２回開催

②基本研修２回開催

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 ③医療的ケア実施校連絡 ③医療的ケア実施校連絡
協議会３回開催

事業名

協議会３回開催

特別支援学級担任指導力向上研修

協議会３回開催

<再掲> 施策 10-取組(2)

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

H30 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(実績)

３０

①小学校の部と中学校の ①研修対象者を特別支援 平成28年度で事業終了
部に分けて研修会を各

学級経験８年未満の教 県総合教育センターの実 県総合教育センターの実

１回開催計２回実施、参

職員まで拡大し、各教育 施する希望研修等により、 施する特別支援学級担当

加者小学校48名、中学校

事務所推薦の小・中学校 継続して担任の専門性の 者専門性向上パッケージ

41名

各44名、計88名による研 充実を図った

や希望研修等により、継続

修を各１回計２回実施

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.51)
特別支援アドバイザー事業(p.65)
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３１

第３章

主な事業の状況

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。

取組（１）

家庭や地域における子どもの
読書活動の支援

取組（２）

学校等における読書活動の推進

取組（３）

図書館における読書活動の充実

施策１１の３つの取組
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プロジェクトⅡ − 施策１１ 読書県「ちば」の推進

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)

H30 当初予算 826 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(実績)

①子どもの読書活動啓発 ①子どもの読書活動啓発 ①子どもの読書活動啓発

３０

３１

①子どもの読書活動啓発

リーフレットの作成

リーフレットの作成

リーフレットの作成

リーフレットを使った

105,000部

105,000部

105,000部

啓発活動

②｢千葉県子ども読書の集 ②｢千葉県子ども読書の集 ②｢千葉県子ども読書の集 ② ｢千葉県 子ども読書 の
い｣の開催 参加者163名

い｣の開催 参加者156名

い｣の開催 参加者173名

集い｣の開催

③｢公立図書館と学校の連 ③｢公立図書館と学校の連 ③｢公立図書館と学校の連 ③ ｢公立図 書館と学校 の
携を図るための研修会｣

携を図るための研修会｣

携を図るための研修会｣

連携を図るための研修

の実施(参加者215名)

の実施 参加者231名

の実施 参加者182名

会｣の実施

④｢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

事業名

母子保健指導事業

H30 当初予算

<再掲> 施策 15-取組(1)

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(実績)

３０

①市町村母子保健担当者 ①市町村母子保健担当者 ①市町村母子保健担当者 ①市町村母子保健担当者
会議で読み聞かせの重

会議で読み聞かせの重

会議で読み聞かせの重

会議で読み聞かせの重

要性を伝える家庭教育

要性を伝える家庭教育

要性を伝える家庭教育

要性を伝える家庭教育

リーフレットの活用促

リーフレットの活用促

リーフレットの活用促

リーフレットの活用促

進

進

進

進

＜取組(１)の関連事業＞

さわやかちば県民プラザ交流事業(p.35)
｢親力アップいきいき子育て広場｣事業(p.92)
放課後子供教室推進事業(p.95)
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３１

第３章 主な事業の状況

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

H30 当初予算

0 千円

学習指導課

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(実績)

３０

３１

①推進地域(柏市)及び実 ①推進地域(白井市)及び ①推進地域(袖ケ浦市)及 ①推進地域及び実践協力
践協力校15校(小学校５

実践協力校15校(小学校

び実践協力校15校(小学

校15校を指定し、学校図

校、中学校５校、高等学

５校、中学校５校、高等

校５校、中学校５校、高

書館の有効な活用方法

校５校)を指定。指導主

学校５校)を指定、指導

等学校５校)を指定、指

等に関する実践的な調

事が15校全てを訪問

主事が15校全てを訪問

導主事が15校全てを訪

査研究の推進、推進地域

11月に推進地域を会場

11月に推進地域を会場

問、11月に推進地域を会

を会場に研修会を実施

に研修会を実施(参加

として研修会を実施(参

場に研修会を実施(参加

者：近隣小中学校28名，

加者：北総地区小中学校

者南房総地区小中学校

実践協力校17名，推進地

104名、実践協力校15名)

180名、実践協力校15名)

域63名)

事業名

優良・優秀学校図書館の認定等環境整備事業

H30 当初予算

0 千円

学習指導課

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(実績)

①優良学校図書館認定数 ①優良学校図書館認定数 ①優良学校図書館認定数

３０

３１

①小・中学校の学校図書館

新たに小学校11校、中学

新たに小学校10校、中学

小学校10校、中学校16

を優良又は優秀学校図

校24校

校11校

校

書館に認定(新たに優良

優秀学校図書館認定数

優秀学校図書館認定数

優秀学校図書館認定数

学校図書館小学校10校、

新たに小学校67校、中学

新たに小学校38校、中学

小学校20校、中学校10

中学校10校程度、優秀学

校14校

校９校

校

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)

H30 当初予算

0 千円

学習指導課

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(実績)

①初任者研修の県教育施 ①研修会や指導主事訪問 ①研修会や指導主事訪問

３０

３１

①研修会や指導主事訪問

策の説明の中で意義に

等を活用して、読書活動

等を活用して、読書活動

等を活用して、読書活動

ついて触れたり、保育参

や読書環境づくりを推

や読書環境づくりを推

や読書環境づくりを推

観の際に実践の参観を

進

進

進

行う等して実施

＜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.18)
子どもの読書活動推進事業(p.71)
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プロジェクトⅡ − 施策１１ 読書県「ちば」の推進

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>

H30 当初予算 197 千円

施策1-取組(1)

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)
①図書館長研究協議会
１回

２８(実績)

２９(実績)

①図書館長研究協議会

40名参加

１回

①図書館長研究協議会

45名参加

１回

40名参加

３０

３１

①図書館長研究協議会
１回

②公共図書館中堅職員研 ②公共図書館中堅職員研 ②公共図書館中堅職員研 ②公共図書館中堅職員研
修会１回

27名参加

修会１回 29名参加

修会１回

21名参加

修会１回
③公共図書館新任職員研
修会１回

③児童サービス基礎研修 ③児童サービス基礎研修 ③児童サービス基礎研修 ④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

会５回

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

延べ219名参加

２回
２回

延べ239名参加

④地域行政資料研修会

37名参加

２回

⑤レファレンス研修会

２回 83名参加

会５回

48名参加

⑤レファレンス研修会

61名参加

２回

59名参加

会４回
⑤地域行政資料研修会
１回
⑥レファレンス研修会
４回

⑥課題解決支援サービス ⑥課題解決支援サービス ⑥課題解決支援サービス ⑦課題解決支援サービス
研修会４回 109名参加

研修会４回 111名参加

研修会４回 103名参加

研修会４回

⑦障害者サービス研修会 ⑦障害者サービス研修会 ⑦障害者サービス研修会 ⑧障害者サービス研修会
２回 51名参加

事業名

２回

図書館管理事業

80名参加

<再掲> 施策 1-取組(1)

２回

13-(2)

49名参加

16-(3)

２回

H30 当初予算 332,347 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)

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

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
13,036 タイトル

③読み聞かせボランティ
ア入門講座２回 97 名
④障害者等への支援充実
として録音図書の貸出
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

２９(実績)

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 76 名
④障害者等への支援充実
として録音図書の貸出
11,050 タイトル
(H30.１月末現在)
⑤図書館ネットワークに ⑤図書館ネットワークに
よる県立図書館の機能
よる県立図書館の機能
の充実
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)
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３０
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

３１

第３章 主な事業の状況

事業名

【新規】新県立図書館基本計画策定事業

H30 当初予算 15,000 千円

生涯学習課

事業概要

知識や情報の収集・発信拠点として県民に良質な図書館サービスを提供するため、３館ある県立図書館を１館に
機能集約し、県内公立図書館の中核的な役割を担う新たな県立図書館を整備するため、今後の設計・工事を進める
うえで必要となる基本計画を策定する。
２７(実績)

２８(実績)

２９(実績)

３０

①県立図書館として求め

①新県立図書館の整備に

られる役割・機能、施
設整備の方向性などの
検討
②千葉県立図書館基本構
想の策定

＜取組(３)の関連事業＞

子どもの読書活動推進事業(p.71)
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係る基本計画の策定

３１

プロジェクトⅡ −

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 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、「第１２次千葉県体育・スポーツ推進計画」に基づき、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。

• 「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、東京オリンピック・パラリンピックを通じて、全ての県民が多面にわたる
スポーツの価値を共に感じながら、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」の一層の推進を目指す。

• 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クラブや選手と連携して、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。

取組（１）

東京オリンピック・パラリンピック開催
を契機とした、｢するスポーツ｣・｢みる
スポーツ｣・｢ささえるスポーツ｣の推進

取組（２）

人々に夢と感動を与える競技力
の向上

施策１２の２つの取組
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第３章 主な事業の状況

取組(１) 東京オリンピック・パラリンピック開催を契機とした、
｢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

H30 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(実績)

①千葉県社会体育公認 ①千葉県生涯スポーツ公認
指導員28名養成
指導員15名養成
②千葉県スポーツリー ②千葉県スポーツリーダー
ダー15名養成
７名養成

事業名

３０

３１

①千葉県生涯スポーツ公認 ①千葉県生涯スポーツ公認
指導員25名養成
指導員等養成講習会の開
催
②千葉県スポーツリーダー ②千葉県スポーツリーダー
15名養成
養成講習会等の開催

ちばアクアラインマラソン開催事業

<再掲>

施策 12-取組(2)

H30 当初予算 140,000 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２０１８」を平成３０年１０月２１日(日)に開催する。
２７(実績)

２８(実績)

２９(実績)

①大会要項の決
①ランナー募集の実施
①大会要項の決
定
フルマラソン 12,000 名
定
②ランナー募集
ハーフマラソン・車いすハーフマラ ②ランナー募集
要項の決定
ソン 5,000 名
要項の決定
③ ラ ン ナ ー 募 集 ②大会周知のための事前イベントの実 ③ＰＲイベント
イベントの実
施
の実施
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>

３０

３１

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大会周知等の事前イベントの実施
③ちばアクアラインマラソン２０１８
の開催(平成 30 年 10 月 21 日)

H30 当初予算

0 千円

体育課

施策 12-取組(2)

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当たって、新たに空調設備の整備を行う。
２７(実績)

２８(実績)

２９(実績)

３０

３１

①総合スポーツセンター ①総合スポーツセンター ①総合スポーツセンター 平成29年度で事業完了
武道館空調設備整備(実
武道館空調設備整備
武道館空調設備整備
施設計)
(１期工事)
(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>

H30 当初予算 381,800 千円

体育課

施策 12-取組(2)

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(実績)

３０

①総合スポーツセンター ①総合スポーツセンター ①総合スポーツセンター ①総合スポーツセンター
野球場耐震・大規模改修
野球場耐震・大規模改
野球場耐震・大規模改
野球場耐震・大規模改
(基本設計)
修(基本設計・実施設計)
修(実施設計及び工事発
修(工事)
注の準備)
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３１

プロジェクトⅡ − 施策１２

事業名

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

ちば夢チャレンジ☆パスポート・プロジェクト
<再掲>

H30 当初予算

0 千円

体育課

施策 4-取組(3)

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、スポーツにおける感動、厳しさ、フェアプレーなどに直接
触れ、その魅力を感じるとともに、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(実績)

３０

３１

①ロッテマリーンズ公式 ①ロッテマリーンズ公式戦 ①ロッテマリーンズ公式戦 ①ロッテマリーンズ公式戦
戦に約 20,000 組の小学
に約20,000組の小学生・
に約20,000組の小学生・
に約20,000組の小学生・
生・保護者を招待(８〜
保護者を招待(７〜９月)
保護者を招待(７〜９月)
保護者を招待(７〜９月)
９月)
②千葉ジェッツ公式戦に ②千葉ジェッツの公式戦に ②千葉ジェッツの公式戦に ②千葉ジェッツの公式戦に
約 4,500 組の小学生・保
約 5,000 組の小学生・保
約 6,000 組の小学生・保
約6,000組の小学生・保護
護者を招待(３〜４月)
護者を招待(１〜３月)
護者を招待(１〜４月)
者を招待(３〜４月)
③ジェフユナイテッド市原 ③ジェフユナイテッド市原
千葉の公式戦に約１,500
千葉の公式戦に約2,500
組の小学生・保護者を招
組の小学生・保護者を招
待(７〜８月)
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

H30 当初予算 37,600 千円

事前キャンプ・
大会競技支援課

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)
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)

２８(実績)

２９(実績)

３０

①本県開催競技の普及・ ①本県開催競技の普及・ ①本県開催競技の普及・振
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

振興イベントの実施
・県民の日中央行事、地域行
事

興イベントの実施
・県民の日中央、地域行事、オリ
パラ２年前イベント、パラスポ

・オリパラ３年前・1000日前
イベント

ーツフェスタちば、パラスポー
ツフォーラム in CHIBA 他

・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 ェ ス タち

・パラスポーツフォーラム

ば、パラスポーツフォーラ

in CHIBA(パラ1000日前イ

ム in CHIBA

ベントとして実施)他

② パ ラ 競技 普及の 担い ②パラ競技普及の担い

・競技団体と連携した普及事業
(学校訪問、市町村イベントと
の連携等)

②パラ競技普及の担い手

手育成に向けた研修

育成に向けた研修等

育成に向けた研修等の

等の実施

の実施

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

・障がい者スポーツ指導者協
議会や大学と連携した研修

・障がい者スポーツ指導者協議
会や大学と連携した研修会

会

②ＪＯＣオリンピック教 ③ ＪＯ Ｃオ リン ピ ッ ク ③ Ｊ Ｏ Ｃ オ リ ン ピ ック ③ＪＯＣオリンピック教
室の実施１校
教室の実施６校
教室の実施６校
室の実施６校
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３１

第３章 主な事業の状況

事業名

オリンピック・パラリンピックを活用した教育推進事業

H30 当初予算 9,000 千円

教育政策課

事業概要

東京オリンピック・パラリンピックを契機とした教育を推進し、スポーツの価値を共に感じながら、児童生徒に国
際感覚やスポーツの楽しさ、ボランティア精神、障害者への理解等を身に付けさせ、大会後も無形のレガシーとして
引き継ぐ。
２７(実績)

２８(実績)

２９(実績)

３０

３１

①オリンピック・パラリン ①｢千葉県オリンピック・
ピック教育の検討
パラリンピックを活用
した教育の取組方針｣の
策定
②推進校(30校)における
① 推 進 校 (60 校 ) に おけ
実践
る実践
③大学等との連携
②大学等との連携
④｢オリンピック・パラリ ③事業成果の普及
ンピック報告会｣の開催
(平成30年２月９日)

事業名

キャンプ・国際大会誘致・受入事業

H30 当初予算 5,500 千円

事前キャンプ・
大会競技支援課

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)

平成28年度から新規事業

＜取組(1)の関連事業＞

２９(実績)

３０

３１

①キャンプ・国際大会誘致 ①キャンプ・国際大会誘致 ①キャンプ・国際大会誘
活動
活動
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
②キャンプ地視察受入
②キャンプ地視察受入
・オランダオリンピック委 ・オランダオリンピック ・オランダオリンピック
員会及び競技団体の視察
委員会及び競技団体の
委員会及び競技団体
受入
視察受入
の視察受入
・各国 NOC/NPC 及び競技
団体の視察受入

千葉県競技力向上推進本部事業(p.79)
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.79)

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

H30 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)
①県民体育大会の開催
39競技、9,271名参加

２８(実績)
①県民体育大会の開催
39競技、9,283名参加

２９(実績)
①県民体育大会の開催
36競技、9,216名参加
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３０
①県民体育大会の開催
39競技、約9,300名参加

３１

プロジェクトⅡ − 施策１２

事業名

千葉県競技力向上推進本部事業

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

<再掲>

施策 12-取組(1)

H30 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(実績)

① 千葉県競技力向上推進 ①千葉県競技力向上推進 ①千葉県競技力向上推進
本部へ助成し、男女総

本部へ助成し、男女総合

本部へ助成し、男女総

合成績(天皇杯得点)７

成績(天皇杯得点)５位、

合成績(天皇杯得点)８

位、女子総合成績(皇后

女子総合成績(皇后杯得

位、女子総合成績(皇后

杯得点)６位入賞

点)７位入賞

杯得点)６位入賞

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>

３０

３１

①千葉県競技力向上推進本
部への助成

H30 当初予算 115,000 千円

施策 6-取組(3) 12-(1)

体育課
障害者福祉推進課

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(実績)

３０

①オリンピック…特別強 ①オリンピック…特別強 ①オリンピック…特別強 ①オリンピックについては、
化選手126名、基礎強化

化選手144名、基礎強化

化選手121名を指定し、

指定選手に対し、千葉県競

選手218名、13団体を指

選手148名、13団体を指

千葉県競技力向上推進

技力向上推進本部を通し

定し、遠征費や競技用具

定し、千葉県競技力向上

本部を通して、遠征費や

て、遠征費や競技用具費等

費等を助成

推進本部を通して、遠征

競技用具費等を助成

を助成

費や競技用具費等を助
成
②パラリンピック…特別 ②パラリンピック…特別

②パラリンピック…特別

②パラリンピックについて

指定選手40名、基礎強化

強化選手48名、基礎強

強化選手55名、基礎強

は、指定選手・団体に対し、

選手50名、３団体を指定

化選手44名、３団体を

化選手36名、2団体を指

千葉県障がい者スポーツ

し、遠征費や競技用用具

指定し、千葉県障がい

定し、千葉県障がい者

協会を通して遠征費や競

費等を助成

者スポーツ協会を通し

スポーツ協会を通して

技用具費等を助成

て遠征費や競技用具費

遠征費や競技用具費等

等を助成

を助成

③障がい者アスリート部 ③障がい者アスリート部
会３回実施

会１回実施

④パラ競技体験会10競技 ④パラ競技体験会13競技
実施

＜取組(２)の関連事業＞

実施

③障がい者アスリート部
会１回実施

③障がい者アスリート部会
の実施

④パラ競技体験会13競技 ④パラ競技体験会の実施
の実施

ちばアクアラインマラソン開催事業(p.76)
総合スポーツセンター武道館空調設備整備事業(p.76)
総合スポーツセンター野球場耐震・大規模改修事業(p.76)
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第３章

主な事業の状況

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。

取組（１）

文化にふれ親しむ環境づくり

取組（２）

文化財の保存・継承

施策１３の２つの取組
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プロジェクトⅡ

− 施策１３ ちば文化の継承と新たな創造

取組(１) 文化にふれ親しむ環境づくり
博物館振興事業

事業名

<再掲>

H30 当初予算 35,531 千円

施策 1-取組(1)

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(実績)

３０

３１

①美術館・博物館におけ ①美術館・博物館における ①美術館・博物館における ①美術館・博物館における
る展示、文化・芸術・自

展示、文化・芸術・自然

展示、文化・芸術・自然に

展示、文化・芸術・自然

然に親しむ講座・体験

に親しむ講座・体験等を

親しむ講座・体験等を含

に親しむ講座・体験等を

等を含む教育普及事業

含む教育普及事業等の

む教育普及事業等の実

含む教育普及事業等の

等の実施入館者数

実施

施、事業の周知・広報

実施、事業の周知・広報

975,893名

入館者数 982,197 名

入場者数 845,352 名
(H30.２月末現在)

②県立美術館特別展

②現代産業科学館特別展 ②県立美術館特別展

②県立中央博物館特別展

「香取神宮−神に奉げ

「出発進行〜もっと・ず

「立体造形の現在・過去・

「恐竜ミュージアム in

た美−」開催、入場者数

っと・ちばの鉄道〜」の

未来

ちば」の開催

8,604 名

開催、入場者数16,852名

in チバ−」の開催

−The フィギュア

入場者数 10,936 名
③県内全小・中・高等学校 ③県内全小・中・特別支援 ③県内全小・中・特別支援 ③県内全小・中・特別支援
新入生に無料招待券を

学校新入生に無料招待

学校新入生無料招待券を

学校新入生無料招待券

作成・配付119,117枚

券を作成・配付107,358枚

作成・配付 106,852 枚

の作成・配付

④博物館資料保険

④博物館資料保険

④博物館資料保険

④博物館資料保険

⑤公衆無線ＬＡＮスポッ ⑤公衆無線ＬＡＮスポット ⑤公衆無線ＬＡＮスポッ
トの設置及び館内案内

の運用開始(房総のむら)

トの運用(房総のむら)、

表示の多言語対応(房総

ホームページの多言語

のむら)

整備(中央博物館大多喜
城分館、関宿城博物館)
⑥県立美術館･博物館の在 ⑥県立美術館･博物館の在

事業名

り方検討(現状と課題を

り方検討(今後の方針を

整理)

策定)

伝統芸能・洋楽〜ふれあい体験事業

H30 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(実績)

３０

①伝統芸能…５教育事務所 ①伝統芸能…５教育事務所 ①伝統芸能…５教育事務所 ①伝統芸能…５教育事務所
管内のうち、１管内で２

管内のうち、１管内で２

管内のうち、１管内で２

管内のうち、１管内で２

校、４管内で４校、計18校

校、４管内で４校、計18校

校、４管内で４校、計18

校、４管内で４校、計18校

に演奏者を派遣

に演奏者を派遣

校に演奏者を派遣

に演奏者を派遣

②洋楽…２教育事務所管内 ②洋楽…２教育事務所管内 ②洋楽…２教育事務所管内 ②洋楽…２教育事務所管内
で各２校、計４校に、演奏

で各２校、計４校に、演奏

で各２校、計４校に、演

で各２校、計４校に、演奏

者を派遣

者を派遣

奏者を派遣

者を派遣
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事業名

日本遺産魅力発信推進事業

H30 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(実績)
３０
①平成28年度日本遺産申 ①｢北総四都市江戸紀行・ ①｢北総四都市江戸紀行・ ①｢北総四都市江戸紀行・
請｢北総四都市江戸紀
江戸を感じる北総の町並
江戸を感じる北総の町
江戸を感じる北総の町
行・江戸を感じる北総の
み」日本遺産認定、日本
並み」日本遺産魅力発信
並み」日本遺産魅力発信
町並み」
遺産魅力発信推進事業
推進事業の実施(インバ
推進事業の実施
の実施(多言語版パンフ
ウンド観光ツアー造成、
レット、ガイドマップ、プロ
児童向け副読本制作、観
モーションビデオの作
光PRイベント・メディア
成、シンポジウムの開催、
招請、SNS等を活用した
モニターツアー実施等)
PR広告ほか)
②平成30年度認定分の日
本遺産の申請

事業名

【新規】
「明治１５０年」関連事業

H30 当初予算 4,113 千円

３１

文化財課

事業概要

平成３０年(2018 年)が明治元年(1868 年)から満１５０年にあたることをきっかけとして、明治以降の歩みを次世代
に遺し、明治の精神に学び、日本の強みを再認識するため、
「明治時代の千葉」に関する展示等を実施する。
２７(実績)

＜取組(１)の関連事業＞

２８(実績)

２９(実績)
３０
①県立美術館アート・コ ①県立美術館アート・コレ
レクション｢近代洋画の
クション「近代洋画の先
先駆者・浅井忠｣の開催
駆者・浅井忠｣の開催
②関宿城博物館企画展
「文明開化の力｣の開催
③中央博物館の「千葉の鉄
道物語」の開催
④中央博物館大多喜城分
館の｢古文書講座｣の開
催
⑤現代産業博物館の「伝え
たい千葉の産業技術
100 選｣の選定

３１

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.28)
ちば食育活動促進事業(p.30)

取組(２) 文化財の保存・継承

事業名

郷土芸能公開普及事業

H30 当初予算 885 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(実績)
３０
①｢房総の郷土芸能2015」 ①｢房総の郷土芸能2016」 ①｢房総の郷土芸能2017」 ①｢房総の郷土芸能2018」
を市原市で開催700名参
を浦安市で開催
を佐倉市で開催
を君津市で開催925名参
加
加
②10月22日に宇都宮市で
②11月22日に水戸市で開
開催された関東ブロッ
催された関東ブロック民
ク民俗芸能大会に北之
俗芸能大会に「白間津の
幸谷の獅子舞（東金
オオマチ」(南房総市)を
市）を派遣
派遣
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３１

プロジェクトⅡ

事業名

出土文化財管理活用事業

− 施策１３ ちば文化の継承と新たな創造

H30 当初予算 8,086 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(実績)

①出土文化財の貸出、体験 ①出土文化財の貸出、体験 ①出土文化財の貸出、体験
学習指導等の実施99件

学習指導等の実施115件

学習指導等の実施117件

②アンケート調査を実施 ②必要な学校への学習キ ②必要な学校への学習キ

３０

３１

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

して、メンテナンスキッ

ットの追加配付及びメ

ットの追加配付及びメ

ットの追加配付及びメ

トを作成

ンテナンス

ンテナンス

ンテナンス

事業名

文化財探検隊事業

H30 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(実績)

①｢文化財探検隊」
①｢文化財探検隊」
我孫子市、印西市、銚子
佐倉市、松戸市、鋸南町
市原市、東金市におい
市において３回実施、参
において３回実施、参加
て計２回実施、参加者
加者87名
者108名
79名

①「文化財探検隊」

文化財保存整備助成事業

事業名

３０

３１

①｢文化財探検隊」
一宮町他の県内市町村
において年３回実施

H30 当初予算 42,600 千円

文化財課

事業概要

建造物・美術工芸品等有形文化財他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(実績)

３０

①国指定文化財４件に対し ①国指定文化財６件に対し ①国指定文化財７件に対し ①国指定文化財に対する
て助成

て助成

て助成

助成(無形民俗文化財を
含む)

②県指定文化財５件に対し ②県指定文化財８件に対し ②県指定文化財８件に対し ②県指定文化財に対する
て助成

て助成

て助成

③県指定無形民俗文化財 ③県指定無形民俗文化財 ③国・県指定無形民俗文化
伝承２団体に対して助成

伝承１団体に対して助成

助成(無形民俗文化財を
含む)

財伝承３団体に対して助 ※市原市田淵の地磁気逆
成

転地層(チバニアン)につ
いては、国の天然記念物
指定後の保存と活用に
向けた取組を実施

＜取組(２)の関連事業＞

図書館管理事業(p.73)
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３１

第３章

主な事業の状況

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。

取組（１）

校舎等の計画的な整備、
バリアフリー化の促進

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

施策１４の２つの取組
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プロジェクトⅡ − 施策１４

安全・安心な学びの場づくりの推進

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

県立学校における安全対策

H30 当初予算 2,184,600 千円

教育施設課

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)

①天井材等の落下防止対 ①天井材等の落下防止対
策の実施(工事４校４
策の実施(工事２校３
棟、設計２校３棟)
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)

２９(実績)

３０

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)

①天井材等の落下防止対
策の実施(工事25校25
棟、設計24校28棟)
②老朽化施設の整備
・京葉工業校舎建替(工
事)
・解体(設計４棟、設
計・工事１棟)

【新規】県立学校長寿命化対策事業

事業名

H30 当初予算 279,589 千円

３１

教育施設課

事業概要

県立学校施設の長寿命化対策を推進するため、「千葉県県有建物長寿命化計画」に基づき、大規模改修等を行う。
２７(実績)

２８(実績)

２９(実績)

３０

３１

①県立学校大規模改修
５校23棟(調査・基本設
計)

②県立学校外壁等改修
23棟(実施設計)

高等学校再編事業

事業名

H30 当初予算 168,300 千円

教育施設課
教育政策課

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)

①東葛飾高校への中学校 ①東葛飾高校への中学校
併設のための整備(中学
併設のための整備(工
棟・体育館建設工事、備
事、備品整備)
品整備)
②印旛明誠高校の単位制 ②印旛明誠高校の単位制
充実のための整備(設
充実のための整備(教室
計)
棟の建設工事)
③佐倉西高校の福祉コー
ス設置のための整備(設
計)
③大原・岬・勝浦若潮高校 ④大原・岬・勝浦若潮高
の統合及び、大原高校の
校の統合及び、大原高
総合学科設置のための
校の総合学科設置のた
整備(実習棟建設工事、
めの整備(工事、備品整
農業実習室の設計 他)
備)
④小金高校の総合学科設 ⑤小金高校の総合学科設
置のための整備(設計)
置のための整備(総合学
⑤小見川高校の福祉コー
科棟の建設工事、備品
ス設置のための整備(教
整備)
室改修工事)

２９(実績)

３０

①東葛飾高校への中学校 ①我孫子東高校の福祉コ
併設のための整備(備
ース設置のための整備
品整備)
(設計)
②市原八幡高校の防災の
②印旛明誠高校の単位制
学び導入のための整備
充実のための整備(工
(備品整備)
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 ③市原・鶴舞桜が丘高校
の統合のための整備
の統合のための整備(工
(教室棟改修の設計)
事、備品整備 他)
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３１

第３章 主な事業の状況

県立学校空調設備整備事業

事業名

H30 当初予算 112,129 千円

教育施設課

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(実績)

①特別支援学校の作業実 ①特別支援学校の作業実 ①特別支援学校の作業実
習室空調設備整備８校
習室空調設備整備５校
習室空調設備整備９校
②高等学校の職員室等管 ②高等学校の職員室等管 ②高等学校の職員室等管
理諸室空調設備リース
理諸室空調設備リース
理諸室空調設備リース
(整備４校、計12校)
(整備４校、計16校)
(整備４校、計20校)

事業名

県立施設トイレ改修事業

３０

３１

①特別支援学校の作業実
習室空調設備整備４校
②高等学校の職員室等管
理諸室空調設備リース

H30 当初予算 144,710 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(実績)
①房総のむらのトイレ改 ①房総のむらのトイレ改 ①現代産業科学館のトイ
修
修
レ改修
②さわやかちば県民プラ
ザのトイレ改修
③中央博物館のトイレ改
修
④総合スポーツセンター
のトイレ改修(実施設計)

②総合スポーツセンター
のトイレ改修

３０
①手賀の丘少年自然の家
のトイレ改修
②君津亀山少年自然の家
のトイレ改修
③鴨川青年の家のトイレ
改修
④関宿城博物館のトイレ
改修
⑤総合スポーツセンター
のトイレ改修

３１

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
高校生等防災教育基礎講座

事業名

<再掲>

施策 2-取組(2)

H30 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(実績)

①高校生防災教育基礎講 ①高校生等防災教育基礎 ①高校生等防災教育基礎
座を９校で実施

講座を12校で実施

講座を10校で実施

ＡＥＤ等普及促進事業

事業名

３０

３１

①高校生等防災教育基礎
講座を10校で実施

H30 当初予算 6,230 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(実績)

２８(実績)

２９(実績)
３０
①ＡＥＤトレーナー等の ①拠点校に配備したＡＥ
配置
Ｄトレーナー等を使用
全ての県立中学校及び
した実習の実施を促進
県立高等学校において
生徒の実習を行うため、
を拠点校24校５台ずつ
②啓発用ポスター及びリ ②啓発用ポスター及びリ
ーフレットの作成・配
ーフレットの作成・配
付及び啓発イベントの
付及び啓発イベントの
実施
実施
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３１

プロジェクトⅡ − 施策１４

事業名

交通安全教育の充実

安全・安心な学びの場づくりの推進

H30 当初予算 2,598 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(実績)
３０
①原動機付自転車通学等 ①原動機付自転車通学等 ①該当する学校の計画に ①該当する学校の計画に
許 可 生徒 に対す る 交通
許可生徒に対する交通
基づき、原動機付自転
基づき、原動機付自転
安全教室を延べ28校505
安全教室を延べ23校457
車通学等許可生徒に対
車通学等許可生徒に対
名に対して、各学校及び
名に対して各学校及び
する交通安全教室を延
する交通安全教室を該
県 免 許セ ンター に て実
県免許センターにて実
べ 28 校 429 名 に 対 して
当校で実施
施
施
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 ②小・中・高校生用交通安 ②小(小３以上)・中・高 ②小・中・高校生用交通
全啓発資料の作成・配付
全啓発資料の作成・配付
校生・一般用交通安全
安全啓発資料を作成・
小学生用12,700部
小学生用 13,000 部
啓発資料の作成・配付
学級数分配付
中学生用5,600部
中学生用 5,600 部
平成29年度の小(小３
高校生用2,954部
高校生用 2,955 部
以上)・中・高校生全
自転車損害賠償保険へ
員に配付
の加入を啓発する通知
平成30年度の小３児
文を各学校へ送付
童・新中１生徒に配付
小学生用 301,000部
中高一般用418,000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(平成29年度は「自
転車安全利用推進・教
育事業」で実施)
③ ４市町に対して延べ17 ③通学路安全推進委員会 ③通学路安全推進委員会 ③通学路安全推進委員会
名のアドバイザー派遣
を７月、２月に実施、市
を２回実施、市町村へ
を２回実施するととも
町村への交通安全対策
の交通安全対策アドバ
に、市町村への交通安
アドバイザーを派遣
イザーを派遣
全対策アドバイザーを
３市町延べ６名
２市町延べ６名
派遣

自転車安全利用推進・教育事業

事業名

H30 当初予算 9,761 千円

３１

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)
①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)

２８(実績)
２９(実績)
３０
①スケアード・ストレイ ①スケアード・ストレイト ①スケアード・ストレイト
ト教育技法による自
教育技法による自転車交
教育技法による自転車
転 車 交 通 安 全 教 室 11
通 安 全 教 室 14か所(中 2
交通安全教室14か所(高
か所 (中１校 、 高９
校、高11校、社会教育施
12校、中２校)
校、社会施設１ 中高
設１、9,475名)
8,230 名 、 社 会 施 設
300名)
②小(小3以上)・中・高校 ② 自転 車の 安 全利 用 に関
生・一般用交通安全啓発
する教育用リーフレッ
資料の作成・配付
トを平成31年度の新小３
（事業名｢交通安全教育
児童・新中１生徒・スケ
の充実｣②上段の再掲）
アード・ストレイト自転
②幼・小・特別支援学校で ②幼・小・特別支援学校 ③幼・小・特別支援学校で
車安全教室実施校の生徒
の交通安全教室
での交通安全教室
の交通安全教室
に配付
７か所(幼２園、小４校、 ７か所(幼２園、小４
７か所(幼２園、小４
新小３児童用 65,000部
特１校 1,542名)
校、特１校 1,513名)
校、特１校 975名)
新中１生徒用 80,000部
③中学校での交通安全教 ③ 中学 校での 交通安全 ④中学校での交通安全教室
室(10校 3,284名)
教室(10校 3,768名)
(10校 2,506名)
④ 千葉 県を舞 台とした ⑤千葉県を舞台としたアニ
アニメ「弱虫ペダル」
メ「弱虫ペダル」とのコ
とのコラボレーショ
ラボレーションによる
ンによるWebコンテン
Webコンテンツの制作(３
ツの 制 作 (６本)や交
本)や交通安全イベント
通安全イベントでの
での啓発活動の実施
啓発活動の実施
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３１

第３章 主な事業の状況

事業名

ちばっ子安全・安心推進事業

H30 当初予算 3,279 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(実績)

３０

３１

①地域防犯研修会を実施 ①地域防犯研修会を実施 ①地域防犯研修会を実施 ①地域防犯研修会を実施
(５会場)

(５会場)

(５会場)

(５会場)

②防災授業実践研修会を ②防災授業実践研修会を ②防災授業実践研修会を

②防災授業実践研修会を

実施

実施

実施

実施

管理職研修２日間で 301

管理職研修２日間で298

管理職研修２日間で303

管理職研修２日間、教

名、教員研修４日間で 88

名、教員研修３日間で88

名、教員研修３日間で88

員研修３日間

名参加

名

名

③防災教育を中心とした ③防災教育を中心とした ③防災教育を中心とした

③防災教育を中心とした

実践的安全教育総合支

実践的安全教育総合支

実践的安全教育総合支

実践的安全教育総合支

援事業としてモデル校

援事業としてモデル校

援事業としてモデル校

援事業としてモデル校

８校及びモデル地域１

８校及びモデル地域２

８校及びモデル地域１

８校及びモデル地域１

市で実施

市を指定し、防災避難訓

市を指定

市を指定

練及び公開事業を実施
④「地域安全マップ(防犯・ ④「地域安全マップ」づく ④各研修会においてモデ

④各研修会においてモデ

防災・交通安全)」づく

りの取組状況調査(４

ル校による「地域安全

ル校による「地域安全

りの推進及び取組状況

月)、
「学校安全教室」(東

マップ」づくりの研究発

マップ」づくりの研究

の調査

上総、南房総)にて「地

表を行い、「地域安全マ

発表を行い、「地域安全

域安全マップ(防犯)」の

ップ」づくりを推進

マップ」づくりを推進

実践報告及び重要性に 「安全主任地区別研究協 「安全主任地区別研究協
ついて説明(８月)

議会」(４月)

議会」(４月)

「地域防犯研修会」にて 「学校安全教室」(７、８ 「学校安全教室」(７、８
モデル校による「地域安

月)

月)

全マップ(防犯)」づくり 「地域防犯研修会」
の研究発表を実施(葛

(１、２月)

南)

＜取組(２)の関連事業＞

「地域防犯研修会」
(１、２月)
等

等

学校を核とした県内 1000 か所ミニ集会(p.47)
地域とともに歩む学校づくり推進事業(地域学校協働本部・地域未来塾)(p.95)
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プロジェクトⅢ

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。

施策 15
親の学びと家庭
教育への支援

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

施策 16
つながりや支え合いに

施策 17

よる地域コミュニティ

学びのセーフティ

の形成と生涯学習社会

ネットの構築

の実現

チームスピリットプロジェクトの３つの施策
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第３章

主な事業の状況

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。

取組（１）

人間形成の土台となる家庭教育
への支援

取組（２）

学校・家庭・地域が連携した
家庭教育の推進

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

施策１５の３つの取組
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プロジェクトⅢ

− 施策１５ 親の学びと家庭教育への支援

取組(１) 人間形成の土台となる家庭教育への支援
｢親の学びプログラム｣活用推進事業

事業名

H30 当初予算

0 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(実績)

①｢親の学びプログラム｣ ①スタート研修会…「親の ①各市町村において家庭

３０

３１

①｢親の学びプログラム｣

の概要と活用の仕方を

学びプログラム」の概要

教育に携わる関係者を

活用のためのチラシを

学ぶ研修会を実施(５教

と活用の仕方を学ぶ研

集め、３年計画で実施し

作成し、電子データで配

育事務所で各１回実施)

修会を実施(５教育事務

た本事業の成果を｢親の

付

受講者合計138名

所で各１回実施)受講者

学びプログラム｣の活用 ②ＰＴＡ連絡協議会等へ

合計 138 名

事例の発表を通して共

働きかけ、ＰＴＡ活動

有するための事例研修

等における活用を促進

②講座の企画、アレンジシ ②フォローアップ研修会
ート作成の研修会及び

…講座の企画・広報につ

会を開催(１回)受講者

広報資料作成のための

いて、具体的な活用につ

25 名

パソコン実技研修会を

いて学ぶ研修会を実施

実施(各３回実施)

(各２回実施)

受講者合計 45 名

受講者合計 50 名

市町村相談員等のための家庭教育研修講座

事業名

<再掲>

H30 当初予算 703 千円

生涯学習課

施策 17-取組(3)

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(実績)

３０

３１

①初級講座の開催(４回)

①講座Ⅰ【スタートコー

①講座Ⅰ【スタートコー

①講座Ⅰ【スタートコー

延べ受講者数 208 名

ス】(４回)延べ受講者

ス】(４回)延べ受講者

ス】(４回)

修了者数 49 名

数223名、修了者数51名

数272名、修了者数71名

者としての基礎的な知

相談担当

識・技能について
②中級講座の開催(４回)

②講座Ⅱ【スキルアップ

②講座Ⅱ【スキルアップ

延べ受講者数 235 名

コース】(４回)延べ受

コース】(４回)延べ受

コース】(４回)

修了者数 61 名

講者数213名、修了者数

講者数161名、修了者数

担当者としての実践的

52名

39名

な知識・技能について

家庭教育支援チーム設置推進事業

事業名

②講座Ⅱ【スキルアップ
相談

H30 当初予算 3,000 千円

生涯学習課

事業概要

少子化や核家族化、地域のつながりの希薄化などにより、子育て中の保護者が孤立することを防ぐため、市町村が
設置する「家庭教育支援チーム」の運営費に対して助成する。
２７(実績)

２８(実績)

２９(実績)

３０

①市町村が設置する｢家庭 ①市町村が設置する｢家庭
教育支援チーム｣の運営

教育支援チーム｣の運営

費に対する補助(４市

費に対する補助(６市町

町)

村)

②家庭教育推進委員会の
実施(４回)
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②家庭教育推進委員会の
実施(４回)

３１

第３章 主な事業の状況

事業名

｢親力アップいきいき子育て広場｣事業

<再掲>

H30 当初予算

施策 11-取組(1)

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(実績)
３０
①家庭教育支援のため、 ①家庭教育支援のため、 ①家庭教育支援のため、 ①家庭教育支援のため、
Webサイトの掲載内容を
Webサイトの掲載内容を
Webサイトの掲載内容を
Webサイトの掲載内容を
毎月確認し、随時更新
毎月確認し、随時更新
毎月確認し、随時更新
毎月確認し、随時更
②学校、市町村等のWebサ ②学校、市町村等のWebサ ②学校、市町村等のWeb
②学校、市町村等のWebサ
イトへのリンクと当サ
イトへのリンクと、家庭
サイトからの当サイト
イトからの当サイトへ
イトの周知
教育リーフレットやチ
へのリンク化の促進、
のリンク化の促進、家庭
［サイトへのアクセス
ラシによる当サイトの
家庭教育リーフレット
教育リーフレットやチ
数］28,186件(携帯4,467
周知
やチラシによる当サイ
ラシによる当サイトの
件・パソコン23,719件) ［ サ イ ト へ の ア ク セ ス
トの周知［サイトへの
周知
数］25,482件(携帯1,273
アクセス数］18,551件
件・パソコン24,209件)
(携帯533件・パソコン
18,018件)
(H30.２月末現在)

＜取組(１)の関連事業＞

３１

母子保健指導事業(p.71)

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

H30 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(実績)
①家庭教育支援講座３企 ①家庭教育支援講座２企 ①家庭教育支援講座５企
業開催
業開催
業開催

事業名

３０
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)

｢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

H30 当初予算 0 千円

３１

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(実績)
３０
①家庭教育支援資料につ ①Webサイト掲載資料に編 ①｢活用のためのチラシ｣ ① ｢ 活 用 の た め の ポ ス
いて、３種類の資料追加
集可能なワード版を追
を県内幼稚園・保育所・
ター｣を県内幼稚園・保
②「活用のためのチラシ」 加
認定こども園・小・中学
育所・認定こども園・小・
を県内幼稚園・保育所・ ②家庭教育支援資料集を
校にデータで配付
中・義務教育学校にデー
認定こども園・小・中学
効果的に利用するため
タで配付
校にデータで配付
の「活用のためのチラ ②県ＰＴＡ連絡協議会へ ②県ＰＴＡ連絡協議会へ
シ」を作成しデータで配
働きかけ、ＰＴＡ活動で
働きかけ、ＰＴＡ活動で
付
の活用促進
の活用促進を図る
③スマートフォンの使用
に関する資料を追加
＜取組(２)の関連事業＞

｢子ども参観日｣キャンペーン(p.34)

家庭教育リーフレット活用事業(p.93)
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３１

学校を核とした県内 1000 か所ミニ集会(p.47)

プロジェクトⅢ

− 施策１５ 親の学びと家庭教育への支援

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
家庭教育リーフレット活用事業

事業名

<再掲>

施策 15-取組(2)

H30 当初予算 995 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)
①リーフレット作成

２８(実績)
①リーフレット作成

２９(実績)
①リーフレット作成

３０

３１

①リーフレット作成

幼児版54,000部、小学生

幼児版51,000部、小学生版 幼児版50,000部、小学生版 幼児版51,000部程度、小

版 53,000部、 中学 生版

107,000部(小１：53,000

107,000部(小１:54,000

学 生 版 106,000 部 程 度

54,000部

部・小４：54,000部)、

部・小４:53,000部)、

(小１:52,000部程度・小

中学生版54,000部

中学生版54,000部

４:54,000部程度)、中学
生版52,000部程度

②３歳児健診、小・中学校 ②３歳児健診、小・中学

②３歳児健診、小・中学

②３歳児健診、小・中学校

の入学式や懇談会等で

校の入学式や懇談会等

校の入学式や懇談会等

の入学式や懇談会等で

の配付

での配付

での配付

の配付

異年齢交流の推進

事業名

H30 当初予算

0 千円

学習指導課

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)

①幼稚園・小学校の合同 ①保幼小の円滑な接続の
授業

２９(実績)

３０

①保幼小の円滑な接続の

①保幼小の円滑な接続の

推進のための研修会の

推進のために接続期の

推進のために接続期の

実施

カリキュラム千葉県モ

カリキュラム千葉県モ

デルの作成に係る活動

デルの作成に係る活動

実践

実践

②中学校における職場体 ②中学校における職場体 ②中学生の職場体験の実 ②中学生の職場体験の実
験の実施率98.5％

験の実施率97.2％

③公立高校(全日制)にお ③公立高校(全日制)にお
けるのインターンシッ

けるのインターンシッ

プの実施率88.1％

プの実施率88.9％

施状況調査
③高校生のインターンシ
ップの実施状況調査

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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３１

第３章

主な事業の状況

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。

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

取組（２）

生涯学習社会を目指した取組
の推進

取組（３）

社会教育推進体制の強化

取組（４）

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

施策１６の５つの取組
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プロジェクトⅢ − 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

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
地域とともに歩む学校づくり推進支援事業(地域学校協働本部・

事業名

地域未来塾)<再掲>

施策 1-取組(2)

6-(4) 7-(4)

8-(1)

14-(2)

16-(3)

H30 当初予算 54,240 千円

生涯学習課

17-(3)

事業概要

教育を核とした地域コミュニティの構築を図るため、授業補助や校内の環境整備、登下校の見守り等の地域と学校
が連携・協働して行う活動や学習が遅れがちな中学生等を対象とした原則無料の学習支援など、地域学校協働活動を
推進する。
２７(実績)

２８(実績)

２９(実績)

３０

①市町村が実施する学校
支援活動への補助
・学校支援地域本部
16市町、129本部
・地域未来塾
１市、２か所
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
14回延べ398名
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
・学校支援地域本部
16市町、133本部
・地域未来塾
３市町、６か所
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回延べ410名
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
・学校支援地域本部
16市町、143本部
・地域未来塾
４市町、12か所
②地域学校協働活動推進
委員会の実施３回

①市町村が実施する地域
学校協働活動への補助
16市町、161本部
②市町村が実施する地域
未来塾への補助
７市町26か所
③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回延べ473名
第１期188名参加
第２期172名参加
第３期113名参加

④地域学校協働活動推進
員(地域コーディネータ
ー)研修講座の実施12回

放課後子供教室推進事業

事業名

３１

H30 当初予算 120,065 千円
<再掲> 施策 1-取組(2)

8-(1)

11-(1)

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(実績)

①放課後子ども総合プラ ①放課後子ども総合プラ ①放課後子ども総合プラ
ン指導スタッフ等研修
ン指導スタッフ等研修
ン指導スタッフ等研修
会８月実施87名参加
会９月実施114名参加
会９月実施91名参加(放
放課後児童クラブスタ
(放課後児童クラブスタ
課後児童クラブスタッ
ッフ研修実施
ッフも参加)
フも参加)
②地域による学校支援活 ②地域による学校支援活 ②地域学校協働活動推進
動推進委員会３回実施
動推進委員会３回実施
委員会３回実施
③ 事 業 実 施 28 市 町 194 校 ③ 事 業 実 施 29 市 町 217 校 ③事業実施31市町234校
(174教室)へ事業の補助
(202教室)へ事業の補助 (214教室)へ事業の補助

ちば家庭・学校・地域応援企業等登録制度

事業名

３０

３１

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31市町227校
(241教室)へ事業の補助

H30 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(実績)

３０

①406企業・事業所が登録 ①415企業・事業所が登録 ①473 企業・事業所が登録 ①Webサイト等で応援企業
(平成27年度では11企業・
(H30.２月末現在)
等を募集、登録した企業
事業所増)
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.47)
学校を核とした県内 1000 か所ミニ集会(p.47)
- 95 -

３１

第３章 主な事業の状況

取組(２) 生涯学習社会を目指した取組の推進
メディア教材開発事業

事業名

H30 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(実績)

３０

３１

①千葉県メディアコンク ①千葉県メディアコンク ① 千葉県 メディ アコ ン ク ①千葉県メディアコンク
ールの実施 応募数16作

ールの実施 応募数17作

ールの実施 応募数27作

品

品

品

②千葉県メディアコンク ②千葉県メディアコンク ②千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を

ールの優秀作品のDVDを

ールの優秀作品のDVDを

ールの優秀作品のDVD

作成し、各市町村教育委

作成し、各市町村教育委

作成し、各市町村教育委

の作成・配付・貸出し

員会、視聴覚センター、

員会、視聴覚センター、

員会、視聴覚センター、

ライブラリーで貸出し

ライブラリーで貸出し

ライブラリーで貸出しを

を実施

を実施

実施

県立学校施設開放事業

事業名

H30 当初予算 2,268 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(実績)

３０

①県立高等学校７校(文化 ①県立高等学校７校(文化 ①県立高等学校７校(文化 ①県立高等学校７校(文化
施設５校、交流施設２

施設５校、交流施設２

施設５校、交流施設２

施設５校、交流施設２

校)を開放

校)を開放

校)を開放

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.35)
さわやかちば県民プラザ学習・研修事業(p.35)
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３１

プロジェクトⅢ − 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

取組(３) 社会教育推進体制の強化
千葉県社会教育関係団体補助金事業

事業名

H30 当初予算 562 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(実績)

①社会教育関係10団体に ①社会教育関係10団体に ①社会教育関係10団体に
補助金を交付

補助金を交付

補助金を交付

②活動内容等のヒアリン ②活動内容等のヒアリン ②活動内容等のヒアリン
グの実施

グの実施

グの実施

社会教育主事・指導者の養成

事業名

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

H30 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(実績)

①市町村等へ受講者を募 ①市町村等への受講者を ①市町村等への受講者を

３０
①市町村等へ受講者を募

集、取りまとめ、国へ推

募集し、取りまとめ、国

募集し、取りまとめ、

集し、取りまとめ、国

薦(年２回)

へ推薦(年２回)

国へ推薦(年２回)

へ推薦(年２回)

受講者数

受講者数

受講者数

Ａ講習13名

Ａ講習10名

Ａ講習13名

Ｂ講習16名

Ｂ講習13名

Ｂ講習20名

②地域社会教育指導者研 ②地域社会教育指導者研 ②地域社会教育指導者研 ②地域社会教育指導者研
修会(７月16日実施)

修会(７月14日実施)

修会(７月13日実施)

参加者数106名

参加者数114名

参加者数90名

＜取組(３)の関連事業＞

修会(年１回)

さわやかちば県民プラザ学習・研修事業(p.35)
図書館管理事業(p.73)
地域とともに歩む学校づくり推進事業(地域学校協働本部・地域未来塾)(p.95)
柏の葉アカデミア講座 (p.98)
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３１

第３章 主な事業の状況

取組(４) 高等教育機関との連携
高等学校と大学の連携促進

事業名

<再掲>

施策 4-取組(1)

H30 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(実績)

３０

３１

①県内大学・短期大学の高 ①県内大学・短期大学の高 ①県内大学・短期大学の高 ①県内大学・短期大学の高
大連携に関する取組内

大連携に関する取組内

大連携に関する取組内

大連携に関する取組内

容、担当窓口、連絡先等

容、担当窓口、連絡先等

容、担当窓口、連絡先等

容、担当窓口、連絡先等

をWebサイトに掲載

をWebサイトに掲載

をWebサイトに掲載

をWebサイトに掲載

②千葉大学教育学部教授 ②千葉大学教育学部教授 ②千葉大学教育学部教授

②千葉大学教育学部教授に

による夏季公開講座(県

による夏季公開講座(県

による夏季公開講座(県

よる夏季公開講座(県立高

立長生高校で１回実施

立長生高校で１回実施

立長生高校で１回実施

校で１回実施)

115名参加)

87名参加)

83名参加)

③千葉大学教育学部教授 ③千葉大学教育学部教授 ③千葉大学教育学部教授

③千葉大学教育学部教授に

による基礎教養講座(県

による基礎教養講座(県

による基礎教養講座(県

よる基礎教養講座(県立高

立千葉東高校、県立木更

立千葉東高校、県立木更

立千葉東高校、県立木更

校２校で実施)

津高校の２校で実施

津高校の２校で実施33

津高校の２校で実施33

19名参加)

名参加)

名参加)

柏の葉アカデミア講座(学習・研修事業の一部)

事業名

<再掲>

H30 当初予算 153 千円

生涯学習課

施策 16-取組(3)

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(実績)

３０

①講座の開催(年６回)

①講座の開催(年５回)

①講座の開催(年５回)

①講座の開催(年５回)

・東京理科大学

・東京理科大学

・聖徳大学

・東京大学

(受講者76名)

(受講者92名)

(募集者114名)

・麗澤大学

(受講者78名)
・東京大学柏の葉キャン
パス(受講者45名)

他
・千葉大学
(受講者93名)

・千葉大学
(受講者43名)

・東京大学柏の葉キャン ・東京大学柏の葉キャンパ
パス(受講者49名)

ス(受講者16名)

・県立中央博物館

・県立中央博物館

・県立中央博物館

(受講者35名)

(受講者93名)

(受講者40名)

・政策大学院
(受講者39名)

＜取組(４)の関連事業＞

・中央学院大学
・国立がんセンター東病院

(受講者75名)
・千葉大学

３１

・大山自治会
(受講者40名)

・大山自治会
(受講者23名)

出前講座(p.50)
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プロジェクトⅢ − 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

取組(５) 県教育委員会と市町村、私学等との連携強化
県教育委員会と市町村教育委員会の連携・協力体制の

事業名

強化

H30 当初予算

0 千円

教育総務課
学習指導課
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(実績)

３０

３１

①教育委員による学校等 ①教育委員による学校等 ①教育委員による学校等
①教育委員による学校等
への視察及び教職員と
への視察(18カ所)及び
への視察(16カ所)及び教
への視察及び教職員等
の意見交換の実施43回
教職員等との意見交換
職員等との意見交換(11
との意見交換を実施
(18回)の実施
回)を実施
②各教育事務所による学 ②各教育事務所による学 ②各教育事務所による学
②各教育事務所による学
校訪問の実施
校訪問の実施(所長・次
校訪問の実施(所長・次長
校訪問の実施(所長・次
(所長・次長訪問、指導
長訪問、指導室訪問、要
訪問、指導室訪問、要請訪
長訪問、指導室訪問、
室訪問、要請訪問等)
請訪問等)
問等)
要請訪問等)
③各教育事務所と各市町 ③各教育事務所と各市町 ③各教育事務所と各市町
③各教育事務所と各市町
村教育員会の指導行政
村教育委員会の指導行
村教育委員会の指導行
村教育委員会の指導行
連絡会議等の開催
政連絡会議等の開催
政連絡会議等の開催
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>

H30 当初予算 384 千円

建設・不動産業課

施策 4-取組(1)

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(実績)

３０

３１

①建設業経営者との意見 ①建設業経営者との意見 ①建設業経営者との意見 ①建設業経営者との意見
交換会(工業系高校５
交換会(工業系高校４
交換会(工業系高校５
交換会(工業系高校５
校)
校、業界６団体)
校、業界６団体)
校、業界６団体)
②出前講座(工業系高校６ ②出前講座(工業系高校４ ②出前講座(工業系高校５ ②出前講座(工業系高校６
校)
校、延べ５校)
校、延べ６校)
校)
③キャリア・防災教育プロ ③キャリア・防災教育プロ ③キャリア・防災教育プ ③キャリア・防災教育プロ
グラム及び教材の開発・
グラム及び教材の開発・
ログラム及び教材の開
グラム及び教材の開発・
普及(小・中学校 14 校)
普及(小・中学校 12 校)
発・普及(小・中学校
普及(小・中学校 10 校)
11 校)
④教員への建設業に関す ④教員への建設業に関す
る実務研修費用等の助
る実務研修費用等の助
成
成

事業名

千葉市教育委員会との連携強化

H30 当初予算

0 千円

教育総務課

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(実績)
３０
①千葉市教育委員会との ①千葉市教育委員会との ①千葉県と千葉市の教育 ①千葉県と千葉市の教育
移譲に向けた協議
移譲に向けた協議
委員会連絡協議会を実
委員会連絡協議会を実
施
施
②(仮称)県市連絡協議会 ・「名称」「協議テーマ」「事
開催準備
務局」の確認
・「新学習指導要領への対
応」「学校現場における業
務改善に向けた取組」につ
いて協議
・本年度のまとめ及び次年
度に向けて

＜取組(５)の関連事業＞

公立学校と私立学校の連携(p.45)

私立学校派遣研修(p.46)
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３１

第３章

主な事業の状況

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。

取組（１）

不登校対策など、子どもや家庭に
対する相談支援体制の充実

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

取組（３）

経済的・家庭的理由など様々な
困難への支援

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

施策１７の４つの取組
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プロジェクトⅢ −

施策１７ 学びのセーフティネットの構築

取組(１) 不登校対策など、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

<再掲>

施策 8-取組(1)(2)

H30 当初予算

児童生徒課

いじめ防止対策等推進事業 758,430 千円の一部

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)
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訪問相談担当教員の配
置12校12名
④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
⑤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

２８(実績)
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
③訪問相談担当教員の配
置12校12名
④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

２９(実績)
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訪問相談担当教員の配
置12校12名
④スクールカウンセラー
小学校140名、中学校324
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

３０
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訪問相談担当教員の配
置12校12名
④スクールカウンセラー
小学校150名、中学校324
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

３１

⑤スクールソー シャルワ ⑤スクールソーシャルワ ⑤スクールソーシャルワ
ー カ ー を地区 不登校等
ーカーを地区不登校等
ーカーを地区不登校等
対策拠点校に８名配置
対策拠点校に12名配置
対策拠点校12校を含む
配置拠点校22校に22名
配置
⑥子どもと親のサポート ⑥子どもと親の サポー ト ⑥子どもと親のサポート ⑥子どもと親のサポート
センターにおける教育
セ ン ター におけ る教 育
センターにおける教育
センターにおける教育
相談事業の実施
相談事業の実施
相談事業の実施
相談事業の実施
⑦教育支援セン ターの在 ⑦教育支援センターの整 ⑦教育支援センターの整
り 方 など に関す る調 査
備促進等に関する調査
備促進等に関する調査
研究(いすみ市・白井市)
研究(いすみ市・白井市)
研究
⑧千葉県版不登校対策指 ⑧千葉県版不登校対策指
導資料集の作成、県内全
導資料集の周知及びそ
ての学校に配付
の活用による研修等の
実施
⑨【新規】不登校対策支援
チームの設置(１チー
ム、子どもと親のサポー
トセンターを予定)

事業名

子ども・若者育成支援推進事業

<再掲>

施策 17-取組(3)

H30 当初予算 16,290 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(実績)
３０
①千葉県子ども・若者支援 ①千葉県子ども・若者支援 ①千葉県子ども・若者支援 ①千葉県子ども・若者支
協議会(委員会等含む)
協議会(委員会等含む)
協議会の開催(３回)・人
援協議会の開催(４
の開催(５回)・人材育成
の開催(４回)・人材育成
材育成研修会の実施(１
回)・人材育成研修会の
講習会の実施(２回)
研修会の実施(２回)
回)
実施(２回)
②千葉県子ども・若者総合 ②千葉県子ども・若者総合 ②千葉県子ども・若者総合 ②千葉県子ども・若者総
相談センター「ライトハ
相談センター「ライトハ
相談センター「ライトハ
合相談センター「ライ
ウスちば」の運営
ウスちば」の運営
ウスちば」の運営
トハウスちば」の運営
新たに面談を開始
③リーフレット・ポスター
③リーフレット・ポスター ③リーフレット・ポスター
作成・配付
作成・配付
作成・配付

３１

＜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.48) 子どもと親のサポートセンター研修事業(p.52)

いじめ防止対策推進事業①(p.56)
子育て支援活動推進事業(p.61)
千葉県教育支援委員会(p.64)

いじめ防止対策推進事業②(p.57)
総合教育センター教育相談事業(p.64)
早期からの教育相談・支援体制の構築(p.64)
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第３章 主な事業の状況

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)

H30 当初予算

0 千円

教育政策課
財務課

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(実績)

３０

３１

①通信制協力校２校(銚子 ①通信制協力校２校(銚子 ①通信制協力校２校(銚子 ①通信制協力校２校(銚子
商業・館山総合)にて通
商業・館山総合)にて通
商業・館山総合)にて通
商業高校・館山総合高
信制の定期考査実施
信制の定期考査実施
信制の定期考査実施
校)にて通信制の定期考
査実施
②通信制協力校制度検討 ②通信制協力校制度検討 ②通信制協力校制度
②通信制協力校制度
会議を５回実施
会議を５回実施
館山総合高校水産校舎
館山総合高校水産校舎
にて千葉大宮高校の面
にて千葉大宮高校の面
接指導を平成29年度入
接指導を２年次以下の
学者を対象に16回実施
生徒を対象に実施
③通信制協力校運営会議 ③通信制協力校運営会議
を５回開催
(年５回程度)の開催
③千葉大宮高校の「出前学 ③千葉大宮高校の「出前学 ④千葉大宮高校の「出前 ④千葉大宮高校の「出前学
校説明会」を７ヶ所で実
校説明会」を11ヶ所で実
学校説明会」を10ヶ所で
校説明会」の実施
施
施
実施
④定時制特別委員会に２ ④定時制特別委員会に２ ⑤定時制特別委員会に２ ⑤定時制特別委員会に参
回参加・助言
回参加・助言
回参加・助言
加・助言
⑥子どもと親のサポート ⑥子どもと親のサポート
センター主催の不登校
センター主催の不登校
サポートセミナー(県内
サポートセミナーへ定
7か所)に定時制高校・通
時制高校・通信制高校が
信制高校が参加し教育
参加し、教育内容等の広
内容等の広報を実施
報を実施
⑦安房地区公立高等学校 ⑦安房地区公立高等学校
合同説明会に出席(1回)
合同説明会に出席し、館
館山総合高校を会場と
山総合高校を会場とす
する通信制協力校制度
る通信制協力校制度に
について広報を実施
ついて広報を実施
⑤定時制及び通信制課程 ⑧定時制及び通信制課程 ⑧定時制及び通信制課程
の就学支援金受給者の
の就学支援金受給者の
の就学支援金受給者の
年間30単位、通算74単位
年間30単位、通算74単位
年間30単位、通算74単位
を超える授業料の不徴
を超える授業料の不徴
を超える授業料の不徴
収
収
収

事業名

地域連携アクティブスクールの充実

H30 当初予算 10,508 千円
<再掲>

施策 6-取組(1)

教育政策課
児童生徒課

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(実績)

①自立した社会人の育成 ①地域連携アクティブス ①地域連携アクティブス
に係る連絡会議を２回
クール連絡会議を２回
クール連絡会議を２回
開催
開催
開催
②キャリア教育支援コー ②キャリア教育支援コー ②キャリア教育支援コー
ディネーターの配置４
ディネーターの配置４
ディネーターの配置２
名、連絡会議開催１回
名
名
③スクールソーシャルワ ③スクールソーシャルワ ③スクールソーシャルワ
ーカーの配置２名、連絡
ーカーの配置４名
ーカーの配置４名
会議開催１回
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３０
①地域連携アクティブス
クール連絡会議を開催
②キャリア教育支援コー
ディネーターの配置
③スクールソーシャルワ
ーカーの配置

３１

プロジェクトⅢ −

施策１７ 学びのセーフティネットの構築

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

H30 当初予算 9,610,000 千円
学び直し支援金

2,610 千円

財務課

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)
①支援金の支給
約58,100名対象

２８(実績)
①支援金の支給
約85,500名対象

２９(実績)
①支援金の支給
約84,700名対象

３０

３１

①支援金の支給
約83,900名対象

②就学支援金は、第１・２ ②就学支援金、学び直し支 ②就学支援金、学び直し支 ②就学支援金、学び直し支
学年が対象(学年進行)

援金ともに全学年が対

援金ともに全学年が対

援金ともに全学年が対

学び直し支援金は、全学

象

象

象

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

H30 当初予算 1,077,085 千円

財務課

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(実績)

３０

①給付金の支給8,410名

①給付金の支給11,828名

①給付金の支給11,085名

①給付金の支給12,159名

②第１・２学年が対象

②第１〜３学年が対象

②全学年が対象

②全学年が対象

(学年進行)

(学年進行)

③通信制課程の給付内容 ③市町村民税所得割非課
を拡充

事業名

３１

③市町村民税所得割非課 ③道府県民税所得割・市町

税世帯の第１子の給付

税世帯の第１子の給付 村民税所得割非課税世帯

額を増額

額を増額

千葉県奨学資金貸付事業

の第１子の給付額を増額

H30 当初予算 724,679 千円

財務課

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)
①学資の貸付け1,897名

２８(実績)
①学資の貸付け1,767名

２９(実績)
①学資の貸付け1,576名

３０
①学資の貸付け
貸付可能者約2,200名

②返還金を納期限以内に
納入しない場合に徴収
する延滞利息の利率を
改正(年14.5%→5%)
※平成30年４月１日施行
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３１

第３章 主な事業の状況

被災児童生徒就学支援等事業

事業名

H30 当初予算 12,236 千円

財務課
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(実績)

①私立学校等における就 ①私立学校等における就 ①私立学校等における就

３０
①私立学校等における就

学支援(授業料等の減免

学支援(授業料等の減免

学支援(授業料等の減免

学支援として授業料等

５名)

５名)

１名)

の減免の実施

②被災幼児就園支援事業 ②被災幼児就園支援事業 ②被災幼児就園支援事業
(入園料、保育料)16名

(入園料、保育料)16名

(入園料、保育料)

③被災児童生徒就学援助 ③被災児童生徒就学援助 ③被災児童生徒就学援助

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、

事業(学用品等、医療費、

事業(学用品等、医療費、

事業(学用品等、医療費・

学校給食費)128名

学校給食費)132名

学校給食費)

学校給食費)

④被災児童生徒等特別支 ④被災児童生徒等特別支 ④被災児童生徒等特別支

④被災児童生徒等特別支

援教育就学奨励事業(教

援教育就学奨励事業(教

援教育就学奨励事業(教

援教育就学奨励事業(教

科書購入費、通学費、学

科書購入費、通学費、学

科書購入費、通学費、学

科書購入費、通学費、学

用品購入費等)６名

用品購入費等)６名

用品購入費等)

用品購入費等)

＜取組(３)の関連事業＞

３１

私立高等学校等就学支援事業・学び直し支援事業(p.45)
特別支援学校スクールバス運行事業委託(p.67)
市町村相談員等のための家庭教育研修講座(p.91)
地域とともに歩む学校づくり推進事業(地域学校協働本部・地域未来塾)(p.95)
子ども・若者育成支援推進事業(p.101)

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

H30 当初予算 778 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(実績)

①１歳半健診と就学時健 ①１歳半健診と就学時健 ①１歳半健診と就学時健

３０
①１歳半健診と就学時健

診時の際、対象児童の保

診時の際、対象児童の保

診時の際、対象児童の

診時の際、対象児童の

護者に120,000部配付

護者に120,000部配付

保護者に120,000部配付

保護者に120,000部配付

事業名

子ども家庭１１０番事業

３１

H30 当初予算 17,678 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(実績)

３０

①子ども・家庭110番の設 ①子ども・家庭110番の設 ①子ども家庭110番の設置 ①子ども家庭110番の設置
置(24時間365日対応)

置(24時間365日対応)

(24時間365日対応)

電話相談2,599件

電話相談2,450件

電話相談2,263件
(H30.２月末現在)

- 104 -

(24時間365日対応)

３１

