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５ 教育委員会の点検・評価に関する有識者からの意見 

  

教育委員会の自己点検・評価に関して、法令に基づき、４名の有識者の方々

から意見をいただき、下記のとおりまとめたところである。この意見について

は、今後の教育委員会活動、教育委員会所管施策に生かしていくこととしたい。 

 

大南 英明（全国特別支援教育推進連盟 理事長）  

 

１ 教育委員会活動について 

 （１）教育委員の意見の施策への反映 

   ①東日本大震災への対応 ②スクールカウンセラー・スーパーバイザー

との懇談 ③防災体制及び防災教育 ④教科用図書採択にかかる委員勉強

会 など、教育委員の意見が施策に反映されることは重要なことで、今後

も継続されますことを求めます。 

 （２）県民との意見交換 教育関連施設の視察について 

   県民の意見を直接聴取すること、施設等を視察し委員の目で直接確かめ

ることは必要であり、今後も継続されますことを望みます。 

 （３）積極的な情報発信について 

   ホームページを活用すること、コンピュータによらない情報公開を併せ

て、今後も県民が情報を得やすいように発信してほしいと思います。 

 

２ 教育委員会所管施策について 

 （１）特別支援学校の児童生徒の増加に伴う教室不足ついて 

   過密解消、教室不足の解消について、２６年度、２７年度までの進捗状

況について説明を受けました。 

   ５年後（２０１７年）、１０年後（２０２３年）の改善の状況は、どのよ

うに考えられていますか。ある自治体では、知的障害特別支援学校の普通

教室の不足は、１０年後でも解消できないという計画があります。 

   過密解消、普通教室不足の解消にとどまるのではなく、特別教室の充実

など「基礎的環境整備」が推進されることを望みます。 
（「教育委員会の点検・評価」平成２４年Ｐ．２２） 

 （２）学校図書館の整備について 

   「中学校の図書館整備の遅れていることが課題です。」といわれています

が、２０１２年７月１５日（日）朝日新聞の記事によりますと“公立学校

図書館担当職員がいる学校の割合”は、千葉県は小学校６７．６％、中学

校７３．６％となっています。 

   中学校の数値は、山梨、長野、群馬についで高いものです。 

   担当職員の配置の数値の意味は何でしょうか。 

   数値が高いにもかかわらず、図書館整備が遅れているといわざるを得な

いのは、何故でしょうか。 

   中学校が小学校より図書館整備が遅れていることに対して、県教育委員
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会は市町村教育委員会へ適切な指導をすべきであると考えます。 

（「点検・評価」Ｐ．４１） 

 （３）道徳性、規範意識の育成など道徳性を高める実践的人間教育の推進に

ついて 

   「道徳性、規範意識の育成など道徳性を高める実践的人間教育を推進す

る。」とあります。 

 

   校長を含めた教職員の道徳性、規範意識は児童生徒を指導できるレベル

にあるのでしょうか。 

   一部の教員ですが、携帯電話の使い方、自家用車の運転、生徒指導への

姿勢、学級経営への取り組み、学校運営における危機管理意識などに課題

が認められます。 

   これらのことについては、研修等を通じて周知を図り、すべての教職員

の道徳性、規範意識を高める必要があります。（「点検・評価」Ｐ．４７） 

 （４）優れた教員の確保について 

   「人間性豊かで幅広い教養と学習指導の専門性を身に付けた優れた教員

を確保する」とあります。そして、教員採用の時点で何を指標に面接を  

行っているかについて、説明を受けました。 

   小・中学校、特別支援学校の授業を観ている中で、気になることがいく

つかあります。（年間３０～４０校） 

  ○児童生徒を理解していない、できない 

  ○指導計画、指導案に基づいて授業を進めているが、児童生徒の学習の状

況、理解の状態を把握していない、できない 

  ○児童生徒中心の授業、主体性を重んじる授業といいながら、講義、説明

で終始している授業をしている。（特に、中学校） 
  これらのことから、「優れた教員」の最大の要素は、児童生徒が理解できる

こと、児童生徒を中心とした授業ができること、児童生徒が「考える」こ

とができる授業、活動を具体化した授業ができること、と考えます。 

   教員採用時にぜひ、ベテラン教員の目で確かめられる場を設定すること

を検討してほしいと思います。（「点検・評価」Ｐ．４６） 

 （５）安全・安心な教育環境の整備－校舎等の耐震化－ 

   安全・安心な教育環境の整備の第一は、校舎等の耐震化を早期に進める

ことであり、千葉県教育委員会として、危機意識をもって取り組まれるよ

う強く要望します。 

（「点検・評価」Ｐ．６０） 

   ① 小・中学校の耐震化 

先般公表された文部科学省の調査によりますと、千葉県の小・中学校

の耐震化率は、全国で４０位となっており、残念に思います。学校数

や棟数が多いことは分かりますが、規模的に同じ程度の埼玉県が対前

年比で８．５％増と大きく伸ばしているのに対し、千葉県は４．４％

の増にとどまっています。これは、全国平均の伸び率４．８％よりも
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低い数字です。 

   ② 高等学校の耐震化 

     県教育委員会が直接責任を有する高等学校の耐震化率も全国平均が

８２．４％であるのに対し、千葉県は７４．６％と大きな差があります。  

 

 

 

古賀 正一（学校法人市川学園学園長） 

 

１ 教育委員会活動について 

教育委員会各種会議、交流、視察など教育委員各位が積極的に活動されてお

り、又施策立案段階から委員の知見を生かした議論が行われている。特に２３

年度は、いち早く委員長提案で東日本大震災の状況把握、その後の対策、防災、

危機管理、節電などにつき議論をし、教育行政に反映していることは、そのス

ピード感を含め評価できる。また千葉県の一翼を担う私学代表者との懇談会を

実現したことは、一歩前進であり、毎年の継続を希望する。 

その上で委員の活動の特筆項目につき、下記を指摘しておきたい。 

１）スクールカウンセラー・スーパーバイザーとの懇談； 

現状の人数では少なく、カウンセラーの予算増額は重要だが、学内の担任・

学年主任、保健養護教員、生徒指導、カウンセラーによる情報共有と連携、小

さな個別問題を見逃さないなどのしくみ、校長他幹部のリーダシップと理解が

重要であろう。そのための施策・指示を打つべきで、犯罪、いじめ、不登校な

どについてもスピーディに報告連絡相談が必要である。 

２）現場の視察； 

現場を精力的に視察されているのは非常によいとことと思う。教育上の真の

課題や改善の芽は、説明資料だけでなく全て現場にあり。委員視察を通じで、

現場の校長以下教員からの課題と意見に耳をかたむけ、重要なものを発掘しマ

クロな方針施策に役立てて欲しい。その際重要なことは、現場がありのままに

見せ報告する風土である。 

３）いじめ・教職員不祥事； 

今問題になっているいじめ（というより犯罪行為）や教員の不祥事に対して、

委員会として実態把握と改善指示／再発防止対策を強力に打つべきである。 

４）重要テーマについて； 

所管の重要政策については、個別の施策と別に教育委員会での大局的俯瞰的

議論が欲しい。施策を横断的大ぐくりでまとめた『グローバル人材の育成』と

『ちばっ子学力総合プラン』は格好のテーマである。この２つの土台となる『日

本人としての徳育・人間教育の推進』は不可欠（元気ＰＪ施策４；道徳性を高
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める人間教育など）。大きな政策課題を教育委員がフォロウし、施策の計数評価

（アウトプット）のみでなく、真の成果（アウトカム）を評価する仕組みが必

要ではないか。 

５）私学への目配り；  

昨年も申したが教育立県として千葉県全体の教育向上のため、特に私学への

目配りをお願いしたい。直接所管部署でなくとも、教育専門部局の教育委員会

として私学を含めた県全体の教育向上の視点をもってほしい。特に公立中高一

貫校を含む高校再編計画、中高一貫校中学入試の試験の方法、試験日発表日、

高校公私収容割合などは十分私学との事前対話と配慮が必要である。委員長以

下教育委員と私学トップとの率直な意見交換の場が出来たことは多としたい。

公私の千葉県教育資源のフル活用・活性化が教育立県ちばに不可欠である。公

立は、地域にあまねく良い教育（ユニバーサル・サービス）が基本で、恵まれ

ぬ地域こそ良い校長、良い教員を当てるべきである。校長の任期は、少なくと

も３年、理想は５年であろう。 

６）点検評価の有識者会議について；  

地方教育行政の組織運営に関する法律２７条―１項の教育委員会の点検評価

に対して、２項の教育に関し学識経験を有するものの知見の活用が義務付けら

れている。この趣旨を十分に生かし、教育委員会を更に意義付けるためには、

現在の有識者会議のあり方でよいのか、十分検討し改善すべきではないか。特

に教育委員との対話時間が短いのが問題。有識者の事前に検討した意見（文書）

の説明に対し、教育委員からの簡単な質問意見に終わらず、有識者からの教育

委員への質問、確認、意見交換をする時間を十分とるべきと思う。 

 

２ 教育委員会所管の施策について 

１）教育振興基本項目の目標達成状況；  

特にＰＪ（プロジェクト）Ⅰの指標である学習指導満足度について、昨年も

指摘したが改善度が思わしくない。（Ｈ２１年度７９．２，Ｈ２２年度７９．３，

Ｈ２３年度８０．０）又残り３年で目標８５．０への達成へ分析と具体的改善

策が必要。成り行きではよくならぬ。学校種だけみても、小学校の改善度がマ

イナス。学校種別目標も必要。高校なども地域別または学校別目標必要。２６

年度には満足度目標を達成しようという意志が必要。（政策立案部門と現場が遠

いことの障害を乗り越える。） 

２）ＰＪⅠ施策１チャレンジ人材；  

小中共に算数、数学が好きの割合が前年度より下がっているのは、今後の科

学・技術時代時代に向け問題。分析と改善策が必要。高校は指標には出ていな

いが、高校生の理科嫌い数学嫌いも対策を打ち改善すべきである。（ＳＳＨの活

用、数学コンテストなど）直近の全国学力テストでも、中学の理科は全国平均
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を下回っている。 

３）ＰＪⅠ施策３国際人育成；  

グローバル人材はまさにいまや社会のニーズ。生徒が活躍する２０年後はさ

らにグローバル化が進む。２４年度以降のグローバル人材育成の横断事業推進

に期待。テーマや事業が総花的でもっと集中と選択も必要。通じる英語力、外

国体験や交流（特にハングリーなアジア各国）、異質の文化理解、日本文化理解、

外国留学への支援（既にやっているが小規模）、英語教師の実力向上、英語討論

大会など英語イベントの拡大など。私学との交流、大学連携、私学と共同イベ

ントなども重要。（ＳＳＨのごとき英語千葉版） 

４）ＰＪⅡの規範意識指標；  

規範意識や協調性がＨ２６年度目標をすでに達成しているが、本当の成果あ

りや。道徳規範意識は、教育振興基本計画作成時の知事要請の課題でもある。

目標を再設定すべき。個々の施策目標では、種々問題あり。 

５）ＰＪⅡ施策１読書県ちば；  

中学生の読書好きが伸びないのは心配。公立図書館の児童貸し出し冊数は漸

減。始業前の学校図書館開館や、読書好きをつくる図書館イベント、朝の１０

分間読書運動の再興など。 

６）ＰＪⅡ施策３現場重視、教職員の質と教育力でトップ；  

志とことばは高いが、リアリティある施策が必要。校内研修７回以上の学校

は漸減。高校も目標要。教科別研修大会など更に活発化必要。校内授業公開は

常にやるべきであろう。基本は各校校内の学び、授業のたゆまぬ改善である。 

７）ＰＪⅡ施策４道徳性；  

挨拶運動は全校で徹底しては如何。明るく、いつも、先に、続けてが重要。

家庭での取り組みも大切。校長が朝校門に立つのも重要。道徳映像教材活用率

１００％なるも、成果は？ 道徳教育の教本（東京都あり）も検討の価値はあ

るが、作成だけでなく各校の取り組みが大切。道徳教育達成の指標は、もう少

し総合的なものが考えられないか。（近所に挨拶と教材活用率では実態表さず） 

８）ＰＪⅢ施策２ 国公立教育と私学教育ネットワーク；   

特に高校は、公私切磋琢磨と協力が必要。私学が参加できるプロジェクトを

多くつくって欲しい。対等条件（イコールフィッティング）ではない私学は弱

い立場、よく配慮すべき。私学の声や課題に教育委員も耳を傾けて欲しい。私

学は公立教師の定年後の受け皿にもなっている。スポーツなどはまさに公私切

磋琢磨している。 
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近藤 一夫（弁護士）  

 

１ はじめに 

  まず、教育委員会の点検・評価は、教育委員会の権限に属する事務の管理

及び執行の状況について点検及び評価を行い、もって、「効果的な教育行政を

推進し、地域住民への説明責任を果たす」ものであります。そこで、以下に

おいては、かかる観点をも踏まえつつ、教育委員会の点検・評価に関する意

見を述べたいと存じます。 

 

２ 教育委員会活動について 

（１） 教育委員の意見の施策への反映について 

 全般的に、①乃至⑮の各論点についての教育委員の意見がコンパクトに

まとめられ、これらの教育行政への反映が整理して述べられている点は評

価できます。ただし、地域住民への説明責任を果たすという観点からすれ

ば、教育行政への反映の記載内容として不十分ではないかと思われる点が

散見されました。これらにつきましては、今後の改善をご検討ください。

⑨、⑩の各学校視察については、各学校の意見がある程度具体的に報告さ

れている点は評価できます。 

 

（２） 県民との意見交換・教育関連施設の視察等 

 ア ①意見交換については、委員会の名前が列記されているだけであるため、

一体どのような意見交換がなされたのか分かりません。せめて議題くらい

は掲載したほうがよいと思います。 

 イ ②視察については、カッコ書きとしてではありますが、視察の内容を簡

単に記載しているので、前述の①意見交換よりは評価できます。 

 

３ 教育委員会所管施策について 

（１）全体について 

全体として、各施策における各事業については、名称が 

記載されているだけで事業の内容が全く不明であるものが目立ちました。

そのため、個々の事業についての意見は差し控えさせていただきます。 

なお、前述の地域住民への説明責任を果たすという観点 

からすれば、各事業の記載方法について改善を要すると思われますので、

ご検討ください。 

（２）プロジェクト１について 

 ア 施策１について 

   勉強が好きと答えた児童生徒の割合について、算数と数学で下降してい

る点が気になるところです。その対策として、「学びの突破口ガイド」にお

いても、算数に比重を置く必要があると思われます。 

イ 施策２について 

   今住んでいる地域の行事に参加している生徒の割合が３７．１％に留ま
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っているとはいえ、平成２２年度と比べて８．１％増加したことは評価で

きます。この８．１％増化の要因について分析するとともに、その分析結

果を踏まえつつ現在の施策を更に推進されるよう大いに期待したいところ

です。 

ウ 施策３について 

   高校生の留学者数（３か月以上）を指標に用いることには賛成です。更

に、外国人児童生徒数も指標に用いることも検討したいところです。 

   また、ベトナムとの相互交流事業は、東アジアにおけるベトナムの将来

性に鑑みれば、より一層の推進を期待したいところです。 

（３）プロジェクト２について 

 ア 施策１について 

   読書の重要性は言うまでもなく、読書が好きと答えた児童生徒の割合が

平成２２年度と比べて更に上昇したことは非常に評価できます。 

 イ 施策３について 

   教職員の質の向上も重要であり、とりわけ、若手教員の育成は急務であ

ります。かかる意味において、「学力向上交流会」、「若手教員育成推進委員」

活用事業、ちば「授業練磨の公開日」、「私の授業レシピ」活用事業の４つ

の新規事業には大いに期待したいところです。 

 ウ 施策４について 

   挨拶の重要性は言うまでもないところであり、近所の人に会ったときは

あいさつをしている生徒児童の割合が小学校（８９．８％）よりも中学校

（８２．９％）のほうが低いことが気になります。その原因について検討

する必要があると思われます。 

   また、「２３年度作成の道徳教育映像教材を活用した授業公開を実施しま

す。」とあり、効果的な教育行政の観点から、実施状況及び児童生徒のアン

ケート結果についての報告をすべきであると思料します。 

 エ 施策８について 

   県立学校校舎等の耐震化率が平成２３年度の目標を上回ったとはいえ、

未だ８０％に留まっていることは、安全・安心な教育環境の整備の観点か

らは極めて問題のあるところであり、平成２７年度耐震化推進化事業完了

の前倒しをご検討願いたいと存じます。 

 

（４）プロジェクト３について 

 ア 施策１について 

   学校の出来事について話をしている生徒の割合が平成２２年度から  

７．９％も上昇したことは、家庭は教育の原点であり、学校と家庭との連

携の重要性に鑑み、非常に評価できます。今後より一層の上昇を期待した

いところであります。 

 イ 施策２について 

   学校を核とした県内１０００か所ミニ集会を地域とともに企画運営して

いる学校の割合が平成２２年度から１４．５％上昇したことは、非常に評



 - 108 - 

価できます。 

 ウ 施策３について 

   近時のいじめを苦とした自殺報道等に鑑み、「いじめや不登校に対する相

談体制の充実」は喫緊の課題であります。近時の報道等からすれば、いじ

めを発見できなかったという理由だけで訴訟リスクがあると言わざるを得

ず、いじめ発見とその解決には全力で取り組んでもらいたいと思料します。 

 

 

 

大室 宏子（保護者 県立千葉高等学校 PTA 副会長） 

 

１ 教育委員会活動について 

（１） 教育委員会会議、委員協議会、勉強会などに加え、教育現場の視察が非

常に多く実施されたことがわかる。また東日本大震災への対応について

も様々な角度から検討され、教育行政に反映されていることは評価でき

る。 
（２） 県民との意見交換も昨年同様、積極的に行われているようだが、県民に

開かれた教育委員会をめざし、継続的な情報発信を期待したい。 
 

２ 教育委員会所管施策について 

・教育振興基本計画における目標の達成状況について 

 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るが、この結果に政

令指定都市である千葉市が含まれていない。千葉市も県の一部として、資料

に反映できないか。また、アンケートの実施者総数を知りたい。 

（１） 志を持って、失敗を恐れずチャレンジする人材を育てる（I-1） 

『勉強がすき』と答えた児童の割合で、算数と数学の下降が気になった。

楽しんで考え、解くという学習意欲を向上させる取組みに期待したい。 

（２） 歴史と伝統文化に親しみ、郷土と国を愛する心を育てる（I-2） 

   『今住んでいる地域の行事に参加している』生徒の割合が 37％というの

はかなり低い値だと思う。今の子供たちの周りには、行事より楽しいこ

とが溢れている。学校で呼びかけ、友達や家族と参加したくなる行事に

しなければ、もっと減少していくのではないか。 

（３）道徳性を高める実践的人間教育を推進する（Ⅱ-4） 

   『近所の人に会ったときは、あいさつをしている』児童生徒の割合で、

中学生になると割合が減少している。あいさつの基本は、成長してもし

っかり身につけていけるよう学校・家庭・地域で取り組んでいく必要が

あると思う。 

（４）フェアプレーの精神を育てるスポーツ、健康・体力づくりと食育を推進

する（Ⅱ-5） 

成人の週１回以上のスポーツ実施率が 36.8％と、昨年よりも減少し、非

常に低い値である。子供の頃からスポーツへの関心を高めることが大切
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だと思う。成人した時にスポーツに親しむことができる次世代を育てる

ために、環境・設備の充実を図ってほしい。 
（５）安全・安心な教育環境の整備（Ⅱ-8） 

『県立学校校舎等の耐震化』がようやく 80％になったが、100％達成に

はまだ 4年もかかる状況。なんとか少しでも早く耐震化を進めてほしい。 
（６）様々な困難を抱えている子どもとその家族を支援する取組を強化し、教

育のセイフティネットを確保する（Ⅲ-3） 

『公立高校における不登校・中途退学生徒の割合』は 2.5％、1.6％と割

合としては少ないように感じる。これは割合より、実数を示した方がわ

かりやすいのではないか。 
様々な困難をかかえている子どもとその家族を支援強化に対し、改善

すべき施策が整えられていることは評価できる。このような子どもや家

族を出さないための、チームスピリットプロジェクト、親学家庭教育の

推進（施策１）に重点をおき、深刻な状況にならないようにする温かい

取組みが行われるよう期待したい。 
（７） ちばっ子「学力向上」総合プラン（６） 

全体を通じての課題として、事業数が多く、各学校がすべての事業に関

わるのは難しい、とされている。理想ばかりが先走り、机上の空論に  

なってしまわないように、各学校の児童・生徒の実態に合わせ、学校毎

に重点事業を選び、確実に学力向上が図られることを期待したい。 
 


