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２ 平成２５年度 教育委員会の点検・評価総括 

 

（１） 教育委員会活動 

教育委員会会議における審議のほか、重要事項の決定等に当たり、立案等の段階から調査・

研究のための委員協議・委員勉強会を実施するなど、教育に関する事務の管理及び執行に誠

実に取り組みました。 

また、教育委員会として教育行政に対する多様なニーズを把握するため、県民との意見交

換、県立学校その他の教育機関等の視察や卒業式への臨場等各種行事への参加を積極的に行

うとともに、全国都道府県教育委員会連合会等の外部団体との連携を深めました。 

さらに、教育委員会会議の開催の予告・審議案件の通告を、県教育委員会ホームページを通

じて行ったほか、教育委員会会議の翌日には審議結果を公開するなど、迅速な情報発信を積極

的に実施しました。併せて、学校等の視察や各種研修会等についても情報発信を継続しました。 
 
（２） 教育委員会所管施策  

【教育振興基本計画における目標の達成状況】 

プロジ

ェクト 

項目 （学校評価における保護者アンケートを
基礎資料としています） 

基準年度 
(H20年度) 

目標 
(Ｈ26年) 

達成状況 
（H25年度） 

Ⅰ 

学校評価における保護者アンケートにおいて、
「学習指導」に関する項目について「満足」 
「おおむね満足」と回答をした保護者の割合 

79.0% 85.0％ 80.9% 

Ⅱ 

学校評価における保護者アンケートにおいて、
「子どもの様子（規範意識や協調性）」に関す
る項目について「満足」「おおむね満足」と  
回答をした保護者の割合 

84.1％ 85.0％ 87.2% 

Ⅲ 
学校評価における保護者アンケートにおいて、
「学校・家庭・地域が連携して子どもを育てる
環境が整っている」と回答した保護者の割合 

82.0％ 85.0％ 85.4% 

 

各プロジェクトのタイトル 

プロジェクトⅠ 過去と未来をつなぎ世界にはばたく人材を育てる  ～夢・チャレンジプロジェクト～ 

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

～元気プロジェクト～ 

プロジェクトⅢ 教育の原点としての家庭の力を高め、人づくりのために力をつなげる 

～チームスピリットプロジェクト～ 

①  プロジェクトⅠでは、最終指標が80.9%となり、平成２４年度比0.1ポイントの減となっ

ています。最終指標の目標値85.0%と比べ、実績値にはやや隔たりがあります。今後、基礎

学力の底上げや学習意欲の向上を図るなど、県教委として児童生徒の学力向上施策の更なる

充実に努める必要があります。なお、各施策の指標については前年度と比べ、８指標中   

４指標が上昇し、参考指標として掲げた｢学習指導｣に関する項目についても｢満足｣   

｢おおむね満足｣と回答した生徒の割合（高等学校）が上昇しています。 
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②  プロジェクトⅡについては、最終指標が平成２４年度の 87.1%から 87.2%となり、平成 

２２年度から4年連続で目標である85.0%を超えています。各施策の指標では、前年度と比

較すると、22指標中17指標において上昇又は同水準を示しているほか、事業も円滑に進捗

していることから、「おおむね順調にすすんでいる」と評価しています。(１指標は現時点で

は数値が判明していません) 
 
③  プロジェクトⅢでは、最終指標が平成２４年度の 84.6%から 85.4％となり、目標数値の

85.0％を超えています。加えて、参考指標として掲げた学校評価における保護者等に対する

アンケートにおいて、『学校運営』に関する項目に対して肯定的な回答をした保護者の割合

は平成２４年度の87.3%から87.7％に上昇しています。また、各施策の指標では、前年度と

比較すると、現在、結果が判明している4指標全てにおいて上昇しているほか、事業も円滑

に進捗していることから、「順調にすすんでいる」と評価しています。(２指標は現時点では

数値が判明していません) 
 
④  県教育委員会では、平成２３年度から、千葉県教育振興基本計画に基づき、学力向上を目

指した取組を充実させるため、「横断的取組その１」として関連施策をパッケージにまとめ

た「ちばっ子『学力向上』総合プラン」をスタートさせました。年度を通じて総括した達成

度については、新たに9月から、学習サポーターを小・中学校165校に配置して放課後等の

補習学習や授業中の学習支援を行い学力の底上げを図るなど、全体的に進展が図られている

といえます。今後も、学力向上推進会議による関係者評価を踏まえ、事業改善・評価方法の

改善を図るなど、学力向上事業の改善を図りながら推進していきます。 

なお、本プランの具体的評価については、89ページから掲載しています。 

 

⑤  グローバル人材の育成は、国を挙げて取り組むべき重要な課題となっています。県教育委

員会では、グローバル化に対応するための施策の更なる充実が必要であるとの認識から、平

成２４年度にグローバル人材育成に係る事業パッケージ（「横断的取組その２」）を策定し

ました。高校生の留学費用の助成や、英語力強化のための実践研究、海外からの留学生との

交流会の開催など、生徒たちがグローバル人材を目指すことの一助となる事業の実施により、

年度を通じて総括した達成度については、全体的に進展が図られているといえます。なお、

本プランの具体的評価については、103ページから掲載しています。 

 

⑥  東日本大震災からの復旧・復興への取組（「横断的取組その３」）については、平成２４年

２月に県教育委員会が策定した「復興の指針等を踏まえた教育委員会としての取組について」

に基づき推進しました。平成２５年度は「房総のむら」の復旧工事が終了し、対象となる全

ての県立美術館・博物館の復旧工事が完了するなど、着実に進捗してきたものと評価します。

県立学校施設の耐震化については、耐震化率が5.3ポイント進捗したものの、89.2％にとど

まっているため、平成２７年度までに完了するよう引き続き取り組みます。なお、本取組の

概要については、111ページから掲載しています。 
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                               (別記様式第１号) 
３ 平成２５年度の教育委員の活動実績 

                         
 
（１） 教育委員の意見の施策への反映 

  平成２５年度は、臨時会を含めた教育委員会会議を１３回開催し、議案等１２６件の審

議を行った。また、これら議案を含めた重要事項の調査・研究のため、委員協議会を５回

開催し７項目を協議・検討し、委員勉強会を３８回開催し１７０項目を協議・検討するな

ど、施策の計画や課題の対応について教育委員が積極的に関わった。さらに、学校や教育

機関等３２箇所を視察・訪問して、現状や課題の把握に努めた。 

  以下は、委員協議会や勉強会をとおして、教育行政の改善を図ってきた例である。 
 

① 平成２５年度学校教育指導の指針の策定について 

（経緯） 
１１月の委員勉強会において、毎年策定される学校教育指導の指針の策定の基本

方針について担当課と協議し、意見を述べた。１２月の委員勉強会において、この   
意見をもとに作成された具体案を受け、構成、表記等の詳細について再度意見を  
述べるなど、最終検討を行い、１月の教育委員会会議で議決した。 

 
（委員の意見） 
（例）・表紙下部の「あすを拓く『ちばっ子』の明るい未来のために、教職員として

の自覚と使命感を持って取り組みましょう。」の文言こそが指針であるから、

より強調するべきである。 
・表紙の文章のみ敬体文となっているが、伝達なのですべて常体文にするべきで 
ある。     

・各学校に配布する際に、不祥事、体罰、学力等のデータも一緒に配布すること

はできないか。 
・「研究と修養」の中に「社会の変化」という文言がある。今後、研修などで指

針の説明が行われることを踏まえ、「社会の変化」について例示できるとよい。 
・「社会の変化」を受け身で捉えるのではなく、変化を先取りするくらいの勢い

が教育には必要だと言われている。制度化されるのは数年後であっても、試行

で今すぐやるといった例が随分ある。その精神を解説に織り込み、いつでも対

応できるような体制を整えていってほしい。 
・学校教育指導の指針は、ともすると、各現場での教育方法、教育指導の在り方

に傾斜する可能性があるが、一番大事なことは、教員一人ひとりの意欲と自覚

である。その中にこの構造図がしっかりと位置付いていくかどうか。つまり、

上からこうしなさいではなく、教員一人ひとりがこれを自覚し、理解しようと

努め自らを高め、成長し続けるような気持ちで、学校教育の現場でこれを活用
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できるようにしていくことが大事だ。各学校で、校長始め管理職の指導の下に、

しっかりと学校の教育力を高めていただきたい。 

     ・次年度に向けて、幼稚園版の指針ついて、教育要領ではなく、幼稚園教育要領

が正式な名称であるので、略した言い方を、ここで使わない方が良い。 
 
（教育行政への反映） 

○委員の意見を踏まえ、表紙下部の「あすを拓く『ちばっ子』の明るい未来のた

めに、教職員としての自覚と使命感を持って取り組みましょう。」の文言を、「千

葉県教育委員会」の上に移動し、文字の大きさや色の工夫をして帯状で示すこ

とで、強調して掲載する等修正したうえで、１月の教育委員会会議で議決した。 
○「社会の変化」については、説明資料に解説を加えることで対応する。 
○配布するだけではなく、各教育事務所の指導主事や各市町村教委の指導主事に、

説明会等で趣旨をしっかりと説明する。学校訪問などで指導する際にも活用し

たりするように指示し、県教委として趣旨の周知徹底を図っていく。 
 

② 県立高等学校入学者選抜方法の改善について 

（経緯） 
５月の教育委員会会議において、２月から３月にかけて実施された千葉県公立高

等学校入学者選抜制度のアンケート結果について報告があり、今後、入学者選抜方

法等改善協議会の意見等を踏まえながら、平成２８年度以降の選抜方法の改善につ

いて検討していくこととなった。１２月の教育委員会会議では、２５年度に４回開

催された改善協での議論の内容が報告された。３月には委員協議会を行い、事務局

の改善案について協議した。 
 
（委員の意見） 
（例）・中学校の調査書の算式「Ｘ＋α－ｍ」について、こういう方法で入試を実施し

ているということ、中学校での普段の学習が非常に大事であることを、千葉

県民にも保護者にも周知させることが大切だ。 
・高校改革推進プラン等に基づき、特色ある学科やコースを設置し、学校の魅力

を今後伸ばそうとしているところなので、それにふさわしい入学者選抜制度と

いうものを工夫していかなければならない。 
・前後期に分けている入試を継続していくのか、または一本化するのかというこ

とは、生徒・保護者の方を重視する立場をとるのか、アドミッション・ポリシ

ーをしっかりと打ち出している受け入れる側の学校づくりの立場をとるのか、

どちらを重視するのかということが問われているように思う。 
・改善案の選抜枠について、各学校はそれぞれの特色を生かし、自分の学校への

入学を強く希望する生徒を、前期選抜で１００％とるということは良いことで

あると思うが、２回の入試を維持することと矛盾が生じるとも思う。県民は、
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単純には納得できないだろう。どのように整合性をつけるのか、しっかりと説

明して了解を得る努力をしないと混乱するのではないか。 
・志願理由書の提出について、各学校の裁量とすることについては賛成である。 
・志願理由書については、指導する中学校の先生方は大変だとは思うが、生徒が

自分自身を見つめ直し書類にまとめていくという行為は、生徒の成長を促す効

果もあるのではないか。 
・受検することを真剣に生徒自身が考えるためのステップとして志願理由書があ

るならば、意味がある。しかし、先生に書かされて、ただ単に提出しているだ

けなら意味がない。 
・入学確約書について、入学者数を確認するという目的で提出させているのなら、

保護者の押印のみで十分である。 
・アンケートを毎年行い協議会で検討するとなると、入試の在り方が揺らいでし

まう。例えば３年実施してからというように、ある程度のスパンを置くことは

大事だ。一度決めたことを、よりスムーズに行えるように、教育委員会が主体

性を持って入試制度を考えていけるようにしていきたい。  
 
 （教育行政への反映） 

○算式については説明会等の場を活用して、さらに理解が深まるようにしていくこ

ととした。 
○前後期の２回を維持しつつ、一部の学校において前期で１００％合格できること

については、その趣旨の十分な周知を徹底することとした。 
○平成２６年４月の教育委員会会議において、①検査日の日程、②選抜枠、③提出

書類の簡素化等の改善案を、議案として提出することとした。 
 

③ 「県立学校改革推進プラン・第２次実施プログラム」等、高校の再編について 

   （経緯） 

１０月に委員協議会を開催し、事務局のプログラム（案）について協議した。１１

月の教育委員会会議において、プログラム（案）が担当課より報告された。その後、

パブリックコメントを実施し、広く県民の意見を募集した後、３月の教育委員会会議

において最終案が議案として提出され、議決された。 

 
   （委員の意見） 

（例）・高校進学を目指す中学生には、ガイダンスをしっかりと行ってほしい。 
・多様な学びを高校側が設置しても、中学校での準備が必要である。学力だけで

なく、中学校でのキャリアガイダンスの一層の充実が求められる。 
・「第２次実施プログラム」について、郡部の人口推計をグラフ化した記載が   

あるが、都市部の推計も記載し、県全体の推計を示してから説明した方が    

分かりやすい。 
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・理数科の設置については、全県的な配置バランスを考えてほしい。 
・総合学科の設置について、「総合」自体の意味を理解している人が少ない。    

プログラムでも施策と方法論の記述があるが、ミッションを述べていない。総

合学科でどういう人間を育てたいかについて、設置するこのタイミングで教育

委員会全体で共通理解を作っていきたい。 
・総合学科の設置にともない指導可能な教員を育成してほしい。多様な学びを総

合的に指導できる教員が必要である。 
・総合学科については、学びの幅が広がるが、単純に学びの専門性が深化すると

いうだけではなく、道徳観、倫理観が根底にある教育が進められることを期待

する。 
・鶴舞桜が丘高校に緑地管理コースを設置するというプランについて、芝管理 
の学びをサッカー場の芝管理にも応用できる可能性がある。 

・ゴルフ場の乱立から農薬による被害の問題が過去にあるので、県の施策を踏ま

えた上で、環境問題にまで踏み込んだ学びになると良い。 
・成田国際高校に限らず、新しい学科やコースの設置など県教委の意図が、高大 

連携の視点からも、大学側にもしっかりと伝わるようにしていくことが大事だ。 
・福祉コースの設置について、福祉教育は全県的に推進するべきである。専門教 
 育機関との人事交流など、学校に対する支援をしてほしい。 
・千葉県は普通科以外の特色ある学科やコースを設置する割合が、他府県と比べ 

ると低いとよく言われるが、比較論ではなく、本当に千葉県の子どもたちのた 
めに、千葉県という土地柄を生かした教育を推進していってほしい。 

 
  （教育行政への反映） 

○総合学科の在り方については、本県の現状を踏まえ、より魅力ある学科となるよ

う、引き続き検討を深めていくこととした。 
○小学校、中学校の教育の上に高等学校があるので、高校を魅力ある学校にするた

めにも、小学校、中学校の教育を一層充実することが肝要であると考えている。

市町村教育委員会とも密接に連携を取りながら、教育の充実に努めていくことと

した。 
○多様なコースの設置について、ホームページを充実させたり、定期的に紙ベース

で情報を提供したり、いろいろな会議を活用して広報に努めていくこととした。 
   
 

④  県立中学校の教科書採択について 

（経緯） 
１２月の委員勉強会において、本県の教科書採択の仕組みや他県の様子などを確

認し、１月の委員勉強会において、今後の方針について担当課と協議し意見を述べ
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た。その後、２月に委員協議会を開催し、詳細について再度意見を述べるなど、最

終検討を行った。 
 

（委員の意見） 
（例）・教科書採択に当たっては、議決にしても、教育長専決にしても、県の教育方針 

を反映させていくことが一番大事なことである。 
     ・教科書は公正に選ばれているかどうかが非常に重要である。 
     ・教科書採択を教育委員会会議での議決事項とし、責任の所在を明確にすること

には賛成である。そのための規則改正は、必要なことである。 
     ・歴史認識や領土問題などについて、これからはしっかりと意思表示することが

必要になってくる。国の検定基準だけでは決められない内容を、県としてどう

判断していくかが求められる。教育委員会が前面に立たなくてはならず、相当

な覚悟が必要だろう。 
      

（教育行政への反映） 
○３月の教育委員会会議で千葉県教育委員会行政組織規則の改正案を議決し、県立

中学校の教科書採択を、現行の教育長専決から、教育委員会会議の議決事項と改

めた。 
○委員が教科書採択にどのように関わっていくのかについては、今後の検討事項と

した。 
 

⑤  学校安全の取組について 

（経緯） 
      ５月２８日に茂原樟陽高校のグラウンドにおいてサッカーゴールの転倒事故が起

きた。この事故を受けて、翌日に緊急の委員勉強会を開催し、委員に事故について

の経過が詳細に報告された。その後、２回の委員勉強会を行い、教育委員会として

の対応について事務局担当者と協議した。６月の教育委員会会議では担当課長より

事故の経緯について報告を受けた。１２月の委員勉強会では、損害賠償の額及び和

解の原案について担当課から詳細に報告された。前年度に起きたボート転覆事故に

も触れて、安全な学校における教育活動及び事故再発防止について、早急に策を講

じるよう委員から指示が出された。 
 
（委員の意見） 
（例）・二度とこのような事故が起きないように、学校における安全な教育活動及び事 

故再発防止について、早急に策を講じていただきたい。 
     ・学校の施設設備の点検、また、それを使う学校関係者の意識喚起を最重要視し

ていただきたい。 
・スクールカウンセラーを派遣し、生徒の心のケアや教職員に対する助言・援助
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を行っていただきたい。 
・備品台帳に載っていない備品は、使用するべきではない。 

 
（教育行政への反映） 

○スクールカウンセラー、スーパーバイザーを派遣し、生徒や教職員の相談にのる

など、ケアにあたった。 
○各県立学校、各市町村教育委員会、学校関係団体、競技団体宛に「学校施設・設

備の安全管理の徹底及び緊急安全点検の実施について」を通知した。各学校に緊

急総点検を指示し、学校保健安全法に定められた学校安全計画の策定及び、安全

点検表に基づく定期的な安全点検を確実に実施するなど、事故防止に万全を期す

よう指導した。 
 
⑥ いじめ問題について 

（経緯） 
 ６月２１日にいじめ防止対策推進法が成立したことを踏まえて、同月の委員勉強

会において、この法が成立した背景や法の概要、千葉県の現状等が委員に報告され

た。１２月には文教常任委員との意見交換会を行い、いじめ問題について、意見交

換を行った。また県議会において、２月に千葉県いじめ防止対策推進条例が制定さ

れたことを受けて、教育委員会の附属機関として千葉県いじめ対策調査会を発足さ

せることとなり、その在り方や規則の制定について、３月の委員勉強会で協議され

た。いじめ問題については、年間を通じて、委員が積極的に関わってきた。 
 
（委員の意見） 
（例）・いじめられた子どもにもプライドがあり、なかなか親に言えないことが多い。

そういうときに、スクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカー等の専

門性のある外部組織の関わりが必要である。ぜひ予算化してほしい。 
・いじめに視点を当ててみると、また子どもを取り巻く世界は、今も昔も変わっ

ていないと思う。ただ、現在はいじめの手法が過激になって、ダメージが大き

いのではないか。 
・今は教師が忙しすぎて、子どもと接するべきところでコミュニケーションがと

れていないのではないか。そういうところで、スクールカウンセラーの必要性

が出てくる。教師だけでなく、組織で対応すべき課題である。 
・その時その時で、真剣に子どものことを考え、親と議論し、地域と学校が力を

合わせて社会づくりをしていかなければならない。どちらかのせいにしていて

はいけない。もしかすると子どもは大人の被害者ではないか。一人っ子で家庭

では相談する人がいないと、学校しかない。子どもの悩みを我々はもっと知ら

なければならない。１件１件の事例に本気で対応できる教育委員会でありたい

と思っている。 
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・いじめ対策調査会の委員について、学識経験者なども入ってくると思うのだが、

その中に例えばいじめを経験した方や、逆にいじめをしてしまった方を入れて

はいかがか。学校現場の方やいじめについて研究された有識者の方も、もちろ

ん大切だと思うが、いじめを経験された方々から出てくる言葉や体験なども、

大きな力になるのではないか。今までと違った角度から物事が見えてくるかも

しれない。 
・いじめ対策調査会ができることは、ある意味で残念なことである。新しく制定

された条例や調査会が、必要なくなることが理想である。対症療法的な整備で

解決することについては、少し残念だと感じる。 
・迅速にいじめ問題や子どもの問題に対応できるように、確かに県の権限の範囲

というものがあるだろうが、県として市町村との連携をさらに強め、指導・助

言も含めて対応をしていただきたい。 
 
（教育行政への反映） 

○平成２６年度については、スクールカウンセラー及びスクールソーシャルワー 
カーの配置時間を拡大するとともに、スクールカウンセラーを小学校へ新たに

配置するなど、教育相談体制の充実のために必要な経費を予算に反映した。     
○いじめ対策調査会においては、必要に応じて関係者等から意見聴取等ができる 

よう規則を制定した。 
      別途ヒアリングを設けるという方法など検討することとした。 

○３月の教育委員会会議において、千葉県いじめ対策調査会規則が制定された。 
調査会の委員の人選の検討にも教育委員が関わった。 

○３月の教育委員会会議において、千葉県教育委員会行政組織規則の一部が改正 
され、指導課の生徒指導室を、生徒指導・いじめ対策室に改めた。 
 

⑦ 体罰問題について 

（経緯） 
平成２５年２月２６日付けで、県教委は各学校に対し「体罰アンケート」の実施

について依頼の通知を出した。これを受け、各学校でアンケートが実施され、その

結果が４月の教育委員会会議で報告された。 
 
（委員の意見） 
（例）・体罰を受けた生徒の精神的な被害に対する、フォローアップや見守りが必要で 

ある。 
・アンケートの質問として、具体的にどうしてそういうことが起きたのか、その 
原因を生徒側に聞くことも必要である。 

・小学校低学年でも体罰が報告されており、平成２５年度の調査では、小学校    
 低学年への調査方法についても研究し調査を行う必要がある。 
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・体罰について児童生徒や保護者側と、教員側の両方の問題をきちんと確認する

のであれば、第三者機関のようなものを組織することも必要だ。いつでもチー

ムとして対応できる体制が必要である。 
・今回の調査では対象外となった小学校低学年や高校３年生も、他県では調査対

象としているところが多いそうだ。次回の調査では、検討するべきである。・ 
・「体罰の根絶」と言うが、最も大切なことは、体罰が消滅する、必要がなくな

ることではないか。そのためには一層の道徳教育の充実、日常の教育の充実が

大事である。 
 

（教育行政への反映） 
○次回の調査では、高校３年生も含めての実施を検討する。また、小学校低学年・

中学年については、他県ではどのような点に配慮しながら調査しているのか研究

していく。 
○スポーツ団体等との連携を強化し、コーチングによる手法を学ぶための研修の実

施を検討することとした。 
 

⑧ 教職員の不祥事防止に向けて 

   （経緯） 
不祥事防止リーフレットを作成し、平成２４年６月に県内全教職員に配布したが、

その後も不祥事が絶えず、ほぼ毎月のように教育委員会会議の議題として、学校職

員の懲戒処分があがってきている。委員勉強会等においても、不祥事の根絶につい

て、度々議論されてきた。 
 

   （委員の意見） 
（例）・教員が感情をコントロールすることが必要である。そのような研修を実施して 
    いただきたい。 

・生徒の言動に対して、適切に対応するよう教員を指導する必要がある。 
   ・通知票や調査書の元になるデータをしっかり管理するよう意識喚起する通知

を、県内の各学校に出すべきである。 
・成績を管理するＰＣがネットと直接つながっていると、ウィルスによる感染

やデータの流出が心配である。しっかりとした対策を講じるべきである。ま

た、紙ベースの資料の保管についても、金庫等で保管することを徹底するべ

きだ。 
・不祥事が起きた学校では、生徒によってはフォローアップしていく必要があ

る。県教委としても対策を講じていただきたい。 
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（教育行政への反映）                            
○アンガーコントロール、アンガーマネージメント研修の実施を検討する。 
○これらの意見をもとに、１２月１８日付けで各学校に対して「綱紀の粛正につ 

いて」通知するとともに、１月９日付けで「不祥事根絶パンフレット改訂版」

を、県内すべての学校に配布した。その上で、パンフレットを活用した校内研

修を年度末までに実施することを求め、教職員の意識改革を図っていく。 
     ○１月１０日の県立学校長会議及び１６日の教育事務所管理課合同会議におい 
      て、研修の強化、指導の徹底を指示することとした。 
     ○不祥事が起きた学校に対して、スクールカウンセラーを配置するなど、対策を

検討していくこととした。 
 

（２） 県民との意見交換及び教育関連施設等の視察 

  教育委員として県民の多様なニーズを教育行政に反映させるため、様々な立場の方との

意見交換や視察を実施した。 
特に、市町村の教育委員との交流については、「千葉県市町村教育委員研修会」の助言 

者として、教育委員が参加した。午前の部は、委員長がパネルディスカッションのコーデ

ィネーターとして市町村教育委員会委員の代表者からなるパネラーをまとめ、午後の部は、

各委員が分科会の助言者として参加した。 
また、１都９県教育委員会全委員協議会をはじめ、都道府県教育委員会連合会における

会議等の中で、各都県との意見交換を行ってきた。特に平成２５年度は、本県において１

都９県教育委員会委員長協議会が開催され、協議題の設定段階から委員が積極的に関わり、

協議会当日は委員長の進行のもと、活発な議論を行った。 
 

① 意見交換 

ア 市町村教育委員会 
・千葉県市町村教育委員研修会 
 （全体会） 
パネルディスカッション 
「絆づくりと活力あるコミュニティの形成 ～社会が人を育み、人が社会をつくる好循環～ 」 
（分科会） 
「小学校の外国語活動について」 

 「実践、実習、現場体験に重点をおいたキャリア教育の推進について」 
 「いじめや不登校に対する取組や対応について」 

○県内各市町村から２２７人の教育委員が参加した。午前は委員長の挨拶の後、教育３団体の 
 各代表と委員長によるパネルディスカッションが行われ、各市町から、コミュニティスクー 
 ルやサタデースクール等の取組が紹介され、活発な議論が行われた。午後は３つの分科会に 
 分かれ、それぞれのテーマについて意見交換が行われた後、県教育委員が総括として指導・ 
 助言をした。 
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イ 都道府県教育委員会 

・１都９県教育委員会全委員協議会「いじめ・体罰への対応について」（神奈川県） 
     ○文部科学省による行政説明の後、いじめ・体罰への対応について協議を行った。 

・１都９県教育委員会委員長協議会「道徳教育の推進について」（本県開催） 
     ○委員長の司会進行のもと、道徳教育の推進について協議を行った。 

・全国都道府県教育委員会連合会委員長協議会（愛知県） 
「今後の教育委員会制度改革について」「若手教員の育成について」 

・全国都道府県教育委員会連合会委員長協議会（東京都） 
「今後の地方教育行政の在り方について」 

・全国都道府県教育委員会連合会理事会（東京都） 
「今後の教育委員会制度改革について」 

 
ウ その他 

・教育委員会の点検・評価に係る有識者会議「教育委員会の点検・評価」 
・公安委員会委員との懇談会 
「警察と学校の連携について ～スクール・サポーターの活動について～」 

     ○警察本部少年課長よりスクール・サポーター活動の概要説明があった後、現職のスクール・
サポーターを交えて意見交換を行った。公安委員会と教育委員会が今後、より強固に連携し
ていく必要性を確認した。 

 
 
② 視察及び懇談等 

 

ア 県立学校 
・茂原高等学校（中高生との交流会、校長・教員との懇談） 
 ○中高生による「魅力ある学校」「部活動」「高校進学」「身のまわりにある諸問題」をテーマと 

したディスカッションの様子を視察した。 
・印旛明誠高等学校（中高生との交流会、校長・教員との懇談） 
 ○前身の印旛高校を木下地区から現在の千葉ニュータウン地区に移転し、新校舎を建て、新たな校

名で平成２２年度から２学期制の単位制高校としてスタートした同校の実情を視察した。また、

中高生による「いじめ」「学校生活を充実させるには」等をテーマとしたディスカッションの様

子を視察した。 
・木更津高等学校（中高生との交流会、校長・教員との懇談） 
・幕張総合高等学校（教員採用選考視察） 
 ○個別面接、模擬授業、音楽及び技術・家庭科の実技テストの様子を視察した。  

   ・一宮商業高等学校（学校を核とした 1000 か所ミニ集会） 
・野田特別支援学校（授業参観、校長・教員との懇談） 
・特別支援学校流山高等学園（授業参観、校長・教員との懇談）（卒業式） 
・千葉工業高等学校（卒業式） 
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・千葉商業高等学校（卒業式） 
・松戸南高等学校（全日制閉課程式典） 
・千葉聾学校（卒業式） 
・千葉中学校（卒業式） 
・桜が丘特別支援学校（卒業式） 
 

  イ 小・中学校 
    ・佐倉市立佐倉中学校（授業参観） 

○授業を参観し、教職員の日頃の教育活動の実際を聴取した。また、北総教育事務所の指導業 
 務の実際について視察した。 

・浦安市立明海中学校（学力向上交流会） 
    ・浦安市立見明川中学校（学校を核とした県内 1000 か所ミニ集会） 

○地域住民・学校医・ＰＴＡなどが参加する学校保健委員会や、中学３年生対象の薬物乱用防 
 止教室の様子を視察した。 

 ・香取市立栗源小学校（授業参観、職員との懇談等） 
○平成２１年４月の統合後の学校の状況等について説明を受け、コミュニティ･スクールの取

組や教育活動の実際について懇談した。 
 ・香取市立新島中学校（授業参観、職員との懇談等） 

○東日本大震災で受けた甚大な被害について説明を受けた後、平成２５年８月に完成したばか
りの新校舎を視察し、教育活動の実際について懇談した。              

・山武市立成東小学校（学力向上交流会） 
・酒々井町立酒々井小学校（学力向上交流会） 

    ・茂原市立西陵中学校（授業参観、職員との懇談等） 
○「授業練磨の公開日」の取組を視察した後、職員と教育活動の実際について懇談した。             

  
ウ 教育機関 

・県立中央図書館（館長・職員との懇談、施設等視察） 
・千葉市立美術館（館長・職員との懇談、施設等視察） 
 ○事業内容等について説明を受けた後、県教委指定の有形文化財及び、企画展「仏像半島～房総の 

  美しき仏たち～」を視察した。 
・房総のむら（職員との懇談、施設等視察） 
 ○事業内容等について説明を受け、体験型博物館の実際を視察した。 
・さわやかちば県民プラザ（学力向上交流会） 
・総合教育センター（人事管理研修会講話）（教員採用選考研修会視察） 
 （県教委・千教連共催教育委員研修会）（管理職候補者選考視察）         
・南房総教育事務所（所長、管理主事との懇談） 
 ○教育事務所の事業内容について説明を受けた後、管理主事から見た学校現場の現状と課題につい 
  て報告を受け、情報交換を行った。 
・スポーツ科学センター（県民体育大会開会式及び県体育協会表彰式） 
・中央博物館大多喜城分館（館長・職員との懇談、施設等視察） 
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 ○事業内容等について説明を受けた後、県教委指定の重要文化財・有形文化財及び、企画展「上総 

  の仏教美術Ⅱ～長生・山武～」を視察した。 
・東上総教育事務所（所長、管理主事との懇談） 
 ○１０月の台風による被害の様子を視察した。また、教育事務所の事業内容について説明を受け、 

  情報交換を行った。 
・総合スポーツセンター（職員との懇談、施設等視察） 
 ○築４０年以上を経過した施設の現状を視察した後、事業内容について説明を受け、情報交換を行 
  った。 
・現代産業科学館（館長・職員との懇談、施設等視察） 
 ○事業内容等について説明を受け、体験型科学館の実際を視察した。 

 
オ その他 

・県文化会館（平成２５年度初任者研修開講式委員長挨拶） 
・浦安市文化会館（平成２５年度千葉県市町村教育委員会連絡協議会定期総会） 
 ○委員長が「千葉県教育の課題 ～教育委員会として、今、何をしなければならないか～」をテー 

マに、特別講演を行った。 
・ホテルポートプラザちば（保護司選考会）（１都９県教育委員会委員長協議会） 
（教育功労者表彰式）（国体対策委員会総会）（文教常任委員との懇談会） 

・ＱＶＣマリンフィールド（高等学校野球選手権大会閉会式） 
・株式会社オリエンタルランド（１都９県教育委員会委員長協議会研修） 
 ○株式会社オリエンタルランドのキャスト教育についての研修を受講した。 
・県教育会館（国体千葉県選手団結団式）（合祀慰霊祭） 
・千葉県警察本部（公安委員との懇談会） 
・味の素スタジアム（国体開会式） 
・県議会（文化の日表彰） 
・文部科学省（平成２５年度都道府県指定都市新任教育委員研究協議会） 
 ○午前は「政府における教育改革の方向性」、「初等中等教育をめぐる重要課題の動向」、「教育委 
  員会制度の在り方」等についての行政説明を受けた。午後には「学力向上について」、「グロー 
  バル人材の育成について」、「いじめ対策について」、「教育委員に期待される役割について」の 
  ４つの分科会に分かれ、各県、各市の委員と討論した。 
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（実 績） 
 

＊ 教育委員会会議 １３回（定例会１２回、臨時会１回） 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

活       動 回 数 
 

調査・研究・情報 
収集のための会議 

委員協議会    ５ 
（７項目） 

委員勉強会 ３８ 
（１７０項目） 

視  察 

学校・教育機関等の視察 １９ 
学校・教育機関等の職員との懇談会 ２０ 
中高生との交流会    ４ 
学校を核とした県内 1,000 か所ミニ集会    ２ 

行事参加 

卒業式への臨場    ７ 
国民体育大会関係行事（結団式・開会式等）    ４ 
表彰式（高校野球県予選・文化の日表彰等）    ３ 
合祀慰霊祭 １  

外部団体との連携 
全国都道府県教育委員会連合会関係行事 １３  
その他（市町村教育委員会連絡協議会での講演等）  ８ 
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  県教育委員会のホームページを通じ、教育委員会会議の開催１週間前には開催予告を、

２日前には審議案件の通告を行い広く周知してきたため、教育委員会会議には４９名の傍

聴があった。 
また、教育委員会会議翌日には審議結果を、承認後には教育委員会会議の会議録を公開

し、加えて県教委ニュース等を通じて委員の活動等を紹介するなど、速やかな情報発信を

行い、教育委員会の活動を広く県民に周知することを目指してきた。  
  これらに加え、小・中学校や高等学校の視察及び各種研修会等でも、本県の教育施策や

地域に開かれた学校づくり等について、情報発信を継続して実施した。 
  なお、県文書館では県民の要求により、委員会会議で配布した資料が常時公開できるよ

うにしている。 
 
（４） 総括 

  平成２５年度は、千葉県教育振興基本計画「みんなで取り組む『教育立県ちば』プラン」

の実行４年目を迎えた。これまでの実績を踏まえつつ、計画目標の達成に努めるとともに、

次期計画策定に向けた取組も進めてきた。 

  特に、教育委員会の更なる活性化を目指し、教育委員会としての意思決定を迅速かつ 

的確に行うことに優先して取り組んだ。具体的には、必要な情報を積極的に収集し、調査・

研究を行うとともに、学校等の視察や生徒・教員との意見交換を行うなど教育の現状や課

題、県民ニーズの把握に努めた。今後、新しい教育委員会制度に向けて、関係各所と連携

を深めながら、円滑な対応をしていこうと考えている。 
  今年度は結果として、千葉県教育振興基本計画の各プロジェクトについては、おおむね

順調に進捗が図られるなど、教育行政は適正に運営されてきたものと評価している。 
  もちろん、千葉県においても、学力向上、いじめ、道徳教育、教員の資質向上など、様々

な教育上の課題がある。これらの課題の克服に向けて、教育行政が的確に機能していくよ

う、教育委員会として知事をはじめ関係機関との緊密な連携の下、着実に歩を進めてまい

りたい。 
 
 
 
 
 
 
 
 

※ 教育委員会の概要（「教育委員会会議について」や「教育委員の活動」など）を知りたい方は、   

次の県教育委員会ホームページを御覧ください。 
 

       http://www.pref.chiba.lg.jp/kyouiku-bunka/kyouiku/iinkai/iinkai-gaiyou/index.html 

http://www.pref.chiba.lg.jp/kyouiku-bunka/kyouiku/iinkai/iinkai-gaiyou/index.html

