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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名の点検評価委員の方々から意見を

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 委員（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）教育委員の意見交換、視察の機会を多く作っていただいたことに感謝します。２５年度も

継続して実施されていることに好感をもちます。特に、教育事務所指導主事、総合教育センタ

ー特別支援教育相談員との懇談は意義深いことです。 

 

（２）教育委員と教育行政との垣根が低くなってきたということは、大変結構なことで、今後も

教育委員勉強会等を継続的に実施し、さらに垣根が低くなることを期待します。 

 

２ 教育委員会所管施策について 

（１）教育振興基本計画における目標の達成状況が全体的に向上している事については、関係者

の努力の結果であり敬意を表します。とくに「子どもの様子や協調性」については、87.1％と    

保護者が高く評価しています。また、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が 84.6％で

あり、更に高い評価が続くように関係者の努力に期待しています。 

 

（２）県立特別支援学校の耐震化率が１００％であることについて、関係者の努力に敬意を表し

ます。県立学校全体の耐震化がさらに推進されることを願っています。 

 

（３）特別支援学校の防災対応資料「防災セルフチェック」を作成し、各校に配布したことは    

特筆に値します。他都道府県に先んじています。 

 

  

近藤 一夫 委員（弁護士） 

 

１ はじめに 

  平成２２年３月に策定した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」の基本理念は「ふれる」「かかわる」そして「つながる」です。 

この基本理念には、家庭と学校を車の両輪としてこれを支える地域社会の大人たちが子どもた

ちの育成に関わることで生まれる大きな教育力を通じて、子どもたちを郷土と国に誇りを持った

国際人に育てるという思いが込められているものと思われます。 

もとより、現代社会においては、子どもたち一人一人の個性と社会の多様性を尊重すべきこと

は言うまでもないないところであり、それぞれの強みを生かして、助け、助けられ、協働するこ

とでともに高め合い、更なる価値の創造にチャレンジしていくという活力のある国際社会人へと

成長する手助けとなるよう取り組まれることを大いに期待するところです。 

かかる観点から、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。 
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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 

ア ②学校防災体制の見直し、③交通安全の取組、④いじめ問題、⑤体罰問題、⑥教職員の不

祥事防止に向けては、いずれも社会的に関心の高い問題であり、これらについて教育委員の意

見を施策に反映させ、教育行政の改善を図ることは極めて重要です。 

 

イ とりわけ、④のいじめの問題は、「ふれる」「かかわる」そして「つながる」の基本理念の

根幹にかかわる重要問題ですので、教育委員の意見を教育行政に反映させることの重要性は言

うまでもありません。 

その中で、教育委員の「どんな対策をもってしても、どんなにいいクラス運営をしていても、

「いじめ」は必ず起こるとの前提に立って対応する必要がある。」との意見は、いじめ問題の

根の深さとその危険性を端的に表しています。 

また、いじめ問題の解決にあたって「教員が、一人で抱え込まず、組織的に指導に当たる体

制を構築していく必要がある。」という意見も非常に重要な視点です。 

これらの意見を反映させたいじめ問題解消の具体的施策を期待します。 

 

３ 教育委員会所管施策について 

（１） 全体について 

   家庭と学校を車の両輪としてこれを支える地域社会の大人たちが子どもたちの育成にかか

わるには、家庭及び地域社会の大人たち（地域住民）への説明責任を果たすことが何よりも

肝要であることに鑑みれば、各事業の記載方法についても、家庭を含む地域住民から見てわ

かりやすい記載について検討してください。 

  

（２） 教育振興基本計画における目標の達成状況について 

保護者アンケートの結果をもとに、プロジェクトⅠ・Ⅱ・Ⅲともに、概ね順調に進んでい           

るものと評価します。 

 

（３） プロジェクトⅠについて 

ア 施策１について 

  子どもたちが勉強を好きになることは、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」における「ふれる」「かかわる」そして「つながる」の基本理念のもと、

子どもたちを郷土と国に誇りを持った国際人に育てるための土台となるべきものです。 

  かかる意味において、勉強が好きと答えた児童生徒の割合が全ての項目で上昇している点は

積極的に評価したいと思います。 

 

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平成 23 年度と比べ 5.1 ポイント下降

したことがやや気になりますが、平成 23 年度とのアンケートの手法の違いもあることから、

今後の経過について慎重に見守る必要があります。 

 

ウ 施策３について 

  高校生の留学者数（3 か月以上）について、平成 23 年度と比較して 17 名増加して 41 名に

なったことは、近時危機意識を持って指摘されている日本人留学生の減少傾向について、その

改善に資するものであり、異文化を理解し、国際的コミュニケーション力のある真の国際人を

育てる施策の具体化として積極的に評価したいところです。 
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（４） プロジェクトⅡ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、「ふれる」「かかわる」そして「つながる」の基本理念は、

読書を通じての「ふれる」「かかわる」そして「つながる」ことにも当てはまります。すなわ

ち、読書は、志やチャレンジ精神はもとよりのこと、歴史と伝統文化、更には異文化にも「ふ

れる」「かかわる」そして「つながる」ものであり、まさにプロジェクト全体を横断的に機能

させるものです。 

   かかる意味において、読書が好きと答えた児童の割合が平成 23 年度に比べて 5.7 ポイント

減少したことは大変気になるところですが、平成 23 年度とのアンケートの手法の違いもある

ことから、今後の経過について慎重に見守りたいところです。 

 

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 つの新規事業には従前より大いに期待していたところです。

その中において、平成 24 年度においては、ちば「授業練磨の公開日」において、千葉県内の

公立学校で授業公開を実施し、95％以上の学校で教員の授業力向上に成果があったとの回答が

大いに注目されます。 

また、「私の授業レシピ」活用事業について、教科研究員にレシピを作成依頼したことによ

り、中身の濃い資料が収集できましたが、その数がまだ少ないことが課題とのことですので、

今後、より一層のレシピ作成に取り組まれるようお願いします。 

 

ウ 施策４について 

  あいさつは、「ふれる」「かかわる」そして「つながる」の基本理念の原点ともいうべきもの

であり、家庭と学校を車の両輪としてこれを支える地域社会の大人たちが子どもたちの育成に

かかわる上でも極めて重要な役割を果たすものです。 

かかる意味において、近所の人にあった時はあいさつをしている児童生徒の割合がともに 

増加している点は積極的に評価すべきであり、今後、より一層の充実を期待します。 

  また、県が作成した道徳教育映像教材の活用率が 100％であることも積極的に評価します。

今後はこの教材活用の効果を測るべく、児童生徒、更には保護者の感想についての調査の実施

を検討してください。 

 

エ 施策８について 

  県立学校校舎等の耐震化率が未だ 83.9％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す。予算等の問題があるところは重々承知してい

るところではありますが、関係各所との御協議の上、平成 27 年度耐震化推進工事完了の前倒

しについて御検討願います。 

 

（５） プロジェクトⅢ 

ア  施策１について 

  家庭は、「ふれる」「かかわる」そして「つながる」の基本理念のもと、子どもたちの育成

のために学校とともに車の両輪としての機能が期待されます。 

  かかる意味において、児童生徒が家の人と学校の出来事について話をすることは、「ふれる」

「かかわる」そして「つながる」の基本理念の実践として極めて重要であり、その割合が    
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下降していることは大変気になるところですが、平成 23 年度とのアンケートの手法の違いも

あることから、今後の経過について慎重に見守りたいところです。 

 

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

23 年度から 13.4％上昇したことは、「ふれる」「かかわる」そして「つながる」の基本理念の

もと、家庭と学校を車の両輪としてこれを支える地域社会の大人たちが子どもたちの育成にか

かわるという意味において、積極的に評価します。 

 

ウ 施策３について 

  前記２（１）イの教育委員の意見の教育行政への反映で述べたとおり、近時のいじめを苦と

した自殺報道等に鑑み、いじめ問題解消は喫緊の課題です。現代のいじめは、「どうしたら相

手がいちばん傷つくか、自尊心を失わせるかについて知恵を絞った結果」、無視、仲間はずれ

などを最も有効な手段として実行されているといわれています。 

  幼児と違っていて知恵を持っていて、時には全力で大人に対抗しようとする年頃の子どもに

対して、「相手がどんなに辛いか、かわいそうか、と情緒的に子どもに訴える教育」では役に

は立ちません。 

むしろ、①理詰めに、いじめが非礼であり、非行や犯罪的な行為を仕掛けることと同義であ

ることを認識させ、②また、そうした行為に「子どもだから」という言い訳は成り立たず、     

社会的処罰を受けるのに十分な行為なのだと知らせるなど、きちんとした市民教育が行われる

必要があります。 

このような観点から前述のいじめの実態調査を踏まえてのいじめ解消への取組をお願いし

ます。 

 

酒井 邦弥 委員（神田外語大学 学長） 

 

１ 教育委員会活動 

「みんなで取り組む『教育立県ちば』プラン」という千葉県教育振興基本計画に沿って、これ

までの実績を踏まえ、知・徳・体のバランスのとれた取組を推進された結果、各プロジェクト

について、概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とするご評価は

妥当なものと思料します。教育委員各位のご努力に深甚なる敬意を表したいと思います。 

以下、私自身感じた点につきコメントしたいと思います。 

・「自ら学び、思考し、表現する力」をつけるための教育は、不透明な時代にあって、その重

要性を増してきています。本学においても「教えて育てる」だけでなく、「自ら学んで育つ」

力を身につけさせるべく努力しているところです。 

・登下校時に、交通安全のために、地域の高齢者のボランティアに協力を得ることは、とても

効果があると思います。 

・「いじめ」は、人間関係の煮詰まり感が問題であり、常に外に視野を広げることが大切です。

社会全体で人間の知恵を結集して考える重大な問題であり、引き続き、その根絶にご努力く

ださい。 
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２ 教育委員会所管施策 

  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」 

    保護者アンケートにおいて肯定的な回答をした割合が全校種で上昇しており、「ほぼ順調に

すすんでいる」とのご評価は妥当と思います。 

   プロジェクトⅠの各施策は、これからのグローバル時代に求められる日本の若者のあるべき

姿をあらわしています。成田空港、ディズニーリゾート、幕張メッセといった日本を代表する

国際的な施設を有する千葉県は、育てる責務があると思います。日本人として自国の文化にプ

ライドを持ちつつ、他国の言葉と文化を尊敬できるのが真のグローバル人材だと思います。  

チャレンジングに世界に羽ばたく若者を応援したいと思います。 

  留学は、このような人材育成にはとても有効です。経費面の問題を考えるとマレーシアや  

フィリッピン等アジアの国々での英語研修を検討されてはいかがでしょうか。 

 

 プロジェクトⅡ「ちばのポテンシャルを生かした教育立県の土台作り」 

  達成状況や各施策の指標も上昇しており、「順調にすすんでいる」とのご評価は妥当と考え

ます。施策１から８は、いずれも知・徳・体のバランスがとれた元気な人材を育てる教育環境

を整備するために不可欠だと思います。 

  特に、読書県「ちば」の推進は極めて重要です。「自ら学び、思考し、表現する力」は読書

から始まるものと思います。図書館や図書室に行かせたり本を読ませるための仕掛けが大切だ

と思います。体験活動については、留学と同じように「子供たちの宇宙」を拡げる効果があり

ます。私は、体験活動のようなことが、いじめ問題の解決にもつながるのだと思います。 

 

 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」 

  保護者アンケートや各指標において、上昇ないし目標値を上回る数値を示しており、「順調

にすすんでいる」とのご評価は妥当と考えます。  

  「親学」「親力」という考え方は素晴らしいと思います。これに関連して、日本に来る留学

生を受け入れる「ホストファミリー」を幅広く募集してはいかがでしょうか。日本人留学生も

海外のホストファミリーに世話になっているのですから。 

産・学・官の提携、地域との交流、高大連携はとても大切です。基本的に「産も地域も大」

も連携を望んでいます。具体的にもっと進められたら良いと思います。「様々な困難を抱えて

いる子供たちへの対応」については、公の役割が大きくなりますが、我々がもっと出来ること

が明確になればと考えます。 

 

  最後に、地道にご努力されている教育委員会の皆様に、心からの敬意を表したいと思います。

「いじめ」や「体罰」等についてのメディアからの批判を真摯に受けとめ、国民を教育委員会

の真のサポーターとすべく、引き続き適切な情報発信を期待しております。 
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鳥井 みゆき 委員（保護者 千葉県ＰＴＡ連絡協議会副会長） 

 

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 
「いじめ問題について」「体罰問題について」「教職員の不祥事防止に向けて」の 3 つの施策

は子どもたちの為にもとても重要な施策であると考えます。教育委員の皆様の意見を反映さ

せ、教育行政の改善を図ってきたことは、とても評価できます。今後も現状の把握、教育委

員の皆様の意見を反映させた施策の継続を期待します。 
（2） 県民との意見交換・教育関連施設の視察等について 

意見交換に関しては、聴聞した意見を行政に反映していくことに期待しています。視察等に

関しては、視察の目的、視察するかどうかの基準がわかりづらいのが気になります。 
（3） 積極的な情報発信について 

様々な情報を発信していることはとても評価できます。特に教育相談窓口のサイトとして「親

力アップいきいき子育て広場」がありますが、内容的にもとても参考になるサイトなので、

更なる周知をお願いします。 
 

２ 教育委員会所管施策について 

（1） プロジェクトⅠ 
① 施策 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 

「国語」「算数」の勉強が好きと答えた児童生徒の割合が、小中学生ともポイントが上昇し

ているところは評価できます。「学びの突破口ガイド」をどのぐらいの割合で使用している

かアンケート等の実施をお願いします。 
② 施策 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 

「今住んでいる地域の行事に参加している」と答えた生徒の割合のポイントの下降がとても

気になります。参加しない理由も気になります。地域との連携が大事といわれているなか、

重要視しなければならない施策の１つではないでしょうか。今後は参加しない理由も調査し、

それを基に参加意欲が高まるよう検討をお願いします。 
（2） プロジェクトⅡ 

① 施策 1 読書県「ちば」を推進する 
「公立図書館等の児童書貸出冊数」は 23 万冊増であるのに対し、「読書が好き」と答えた

児童生徒の割合のポイントが下降しているという矛盾した状況のように思います。公立図書

館等施設と連携し、どのような内容の本の貸出冊数が多いのか等の調査も実施したほうが良

いと思います。 
② 施策 4 道徳性を高める実践的人間教育を推進する 

「近所の人に会ったときは、あいさつをしている」と答えた児童生徒の割合が、小・中学校

とも上昇している所は大変評価できます。また、県が作成した道徳教材の使用率が、小・中・

高等学校とも 100％というのも、素晴らしいと思います。今後も引き続き教材内容の充実を
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期待します。 
（3） プロジェクトⅢ 

① 施策 1 「親学」の導入など、家庭教育を支援する 
「家の人と学校の出来事について話をしている」と答えた生徒（中学生）の割合が下降して

いるのが気になりますし、とても残念な結果です。私達、保護者にも責任があるような気が

してなりません。関わり方に悩む保護者も少なくありません。親としての役割や子どもの発

達段階に応じた関わり方等を学べるプログラムの早急な作成に期待します。 
② 施策 2 学校教育と社会教育、国公立教育と私学教育、産・学・官、公と民などのネットワ

ークを構築する 
「学校を核とした県内 1000 か所ミニ集会」は家庭・学校・地域の連携が取れる、大事な事

業だと思います。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、昨年度に比べ増

加していることはとても評価できます。引き続き周知をお願いしたいと思います。また、実

施の手引きやリーフレットをホームページから閲覧・ダウンロードが出来るようになるとい

いと思います。 
③ 施策 3 様々な困難を抱えているこどもとその家族を支援する取組を強化し、教育のセーフ

ティネットを確保する 
この施策の指標が「公立高等学校における不登校・中途退学生徒の割合」となっています。

「問題を抱える子ども等の自立支援に関する調査研究」を実施していくのであれば、今後は

「小中学生の不登校の割合」を調査し、その割合の数値も指標としたほうがいいと思います。

各事業内容は是非とも継続して頂きたい内容だと思います。 
 

 


