
新「千葉県総合計画」原案に対する意見と県の考え方 

 

 

1 

※県民の皆様からの意見については、取りまとめの上、趣旨をそこなわない範囲で意見を要約させて

いただきました。 

 

第３章 重点的な施策・取組（実施計画編） 

第２節 施策の内容 

第Ⅱ項 千葉の未来を担う子どもの育成 

施策項目Ⅱ－１ 子どもと子育て世代への強力サポート体制づくり 

意見・要望要旨 県の考え方 

待機児童や子育てにおいては、短期大学の保育系の教育

と密接な連携を獲る必要がある。 

第３章第２節「Ⅱ-１-②-２保育人材の確保と資質の向上」

の施策として、県内就業の促進に積極的に取り組む指定保育

士養成施設に対する助成等を行っており、保育士確保・定着

に向け引き続き連携してまいります。 

少子化対策等を重点的に進めていくことは人口減少等

にも関係するため良いと思うが、そのために、たとえば産

婦人科病院をどのように設置（誘致）していくか等、より

具体的な考え方が示されると良いと思う。 

分娩リスクの高い妊娠や高度な新生児医療等に対応でき

る医療施設について、二次医療圏を基本として周産期母子医

療センターを指定・認定するとともに、二次医療圏で完結で

きない場合について母体搬送ネットワーク体制を整備して

まいります。 

子育て支援と女性の雇用の支援を分けて書くと分かり

にくいと思う。縦で考えるのではなく、横に考えて書いた

方が分かりやすいと思う。近い部分のところはまとめて書

いて、パッと見てすぐわかるようにした方が良い。 

御指摘のとおり、妊娠・出産・子育てと女性の活躍推進は、

密接に結びついております。 

しかし、本計画では、「千葉の未来を担う子どもの育成」

という視点からの「安心して妊娠・出産・子育てができる環

境づくり」、「経済の活性化と交流基盤の整備」という視点か

らの「女性の活躍推進」として記載し、整理しております。 

なお、第３章第２節「Ⅱ-１-①安心して妊娠・出産・子育

てができる環境づくり」において、ひとり親家庭への安定的

な就業を促進するための支援について記載するなど、女性の

雇用支援についても関連した記述をしております。 

Ⅱ-１子どもと子育て世代への協力サポート体制づくり 

「子どもを安心して生み育てられる社会を…」の「生み」

を削除して、「子どもを安心して育てられる社会」と修正し

ていただきたい。 

理由：子どもを生むことが心理的圧力となってはいけな

いと考える。子育てはもちろん重要であるが。 

「安心して子どもを産み育てられる」とは、第３章第２節

「Ⅱ-１-①安心して妊娠・出産・子育てができる環境づくり」

の【目標】に記載のとおり、親の妊娠・出産・子育てに対す

る不安や負担が解消され、安心して子どもを産み育てられる

社会を目指しているものであり、個々人の決定に特定の価値

観を押し付けたり、プレッシャーを与えるものではないと考

えております。 

①安心して妊娠・出産・子育てができる環境づくり 

一連の支援について網羅されているが一つ提案したい。

安心して妊娠・出産・子育てをする土壌づくりとして、子

ども達に義務教育の過程において妊娠可能期間や不妊の

原因などを知る機会を与える取組が必要と思われる。 

第３章第２節「Ⅱ-２-①-３生きる力の基本となる健康・

体力づくりの推進」に「学校保健の充実」について記載して

おり、具体的には保健体育の授業等で引き続き指導してまい

ります。 

また、子どもたちに、妊娠・出産・不妊に関する正しい知

識を伝えることは重要と考えており、健康福祉センターにお

いて、高校生等に講演会を実施しております。今後とも、正

しい知識の普及啓発を行ってまいります。 

①安心して妊娠・出産・子育てができる環境づくり 

【取組の基本方向】の「育児に参加するための情報提供」

とは具体的にどのようなものがあるのか。 

男性の育児参加や女性が活躍しやすい環境づくりなど、

女性目線、男性目線、また、子ども目線など、子育てサポ

ートの枠の中でも分けて書かれていると、わかりやすいと

県では、県民だよりやチラシの配布やホームページによる

情報提供の他、第３章第２節「Ⅱ-１-①-１結婚や妊娠・出

産の希望をかなえるための支援」の具体的な事業として、無

料のスマートフォンアプリ「ちばマイスタイルダイアリー」

による情報提供を引き続き行ってまいります。 

第３章第２節「Ⅱ-１子どもと子育て世代への強力サポー
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思う。 ト体制づくり」の施策等により、親や子どもの目線を踏まえ

た、地域社会全体で子育てを支援する体制づくりを進めてま

いります。 

①安心して妊娠・出産・子育てができる環境づくり 

「妊娠・出産・」を削除して、「安心して子育てができる

環境づくり」と修正していただきたい。 

理由：子どもを生むことが心理的圧力となってはいけな

いと考える。子育てはもちろん重要であるが。 

「安心して妊娠・出産・子育てができる環境づくり」とは、

【目標】に記載のとおり、親の妊娠・出産・子育てに対する

不安や負担が解消され、安心して子どもを産み育てられる社

会を目指しているものであり、個々人の決定に特定の価値観

を押し付けたり、プレッシャーを与えるものではないと考え

ております。 

①安心して妊娠・出産・子育てができる環境づくり 

【現状と課題】「全ての子どもが心身ともに健康に生ま

れ育つためには…」の「生まれ」を削除して、「すべての子

どもが心身ともに健康に育つためには…」と修正していた

だきたい。 

理由：健康に「生まれ」という表現はそぐわないと思う。 

御意見を踏まえ、第３章第２節「Ⅱ-１-①安心して妊娠・

出産・子育てができる環境づくり」の「全ての子どもが心身

ともに健康に生まれ育つためには」を「全ての子どもが心身

ともに健やかに生まれ育つためには」と修正します。 

①-１結婚や妊娠・出産の希望をかなえるための支援 

結婚の前段としての出会いの場を設ける支援は行わな

いのか。あるのであれば、その旨を記載すべきだと思

う。 

県では、県民の結婚や妊娠・出産の希望をかなえるため、

各ライフステージに応じた切れ目のない支援として、無料の

スマートフォンアプリを使用した、市町村の婚活情報の提供

や、若い世代が人生設計について考えるきっかけとなるセミ

ナーを開催し、若い世代の意識の醸成を図っているところで

す。 

また、国の交付金を活用し、市町村が実施する婚活事業等

の取組を支援しています。 

県としては、まずは、現在実施している取組をしっかりと

行ってまいりたいと考えています。 

①-２健康で安心な子育て環境づくりと経済的負担の軽減 

私学に在籍する児童の支援よりも公立学校に通う子ど

もの修学支援にもっと力を入れ、塾に行けない子どもの放

課後学習や居場所の提供などにより「収入による学習格差

解消」に力をいれてほしい。 

第３章第２節「Ⅱ-２-③-３学びのサポートネットワーク

の構築」に具体的な事業として「経済的・家庭的理由など様々

な困難への支援」を記載し、奨学のための給付金の支給及び

奨学資金の貸付け等の取組で修学の支援を図ります。 

また、第３章第２節「Ⅱ-２-③-２子どもを育む学校・家

庭・地域の連携」に具体的な事業として「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」を記載し、

「放課後子供教室」及び原則無料で学習支援が受けられる

「地域未来塾」の取組を推進してまいります。 

①-２健康で安心な子育て環境づくりと経済的負担の軽減 

「健康で」を削除して、「安心な子育て環境づくりと経済

的負担の軽減」と修正していただきたい。 

理由：「健康で安心な」という表現はそぐわない。また、

語句のつながりからいっておかしいと思う。 

「健康で安心な子育て環境づくり」とは、母子ともに健康

で、安心して子育てを行うことを意味しております。 

 

①-２健康で安心な子育て環境づくりと経済的負担の軽減 

「…修学が困難な生徒に対しては、学費の減免等による

支援を行います。」の「学費の減免等」を「学費の減免や就

学支援等」に修正していただきたい。 

理由：高校生の場合、授業料のほかに教科書代、教材費、

制服代、修学旅行積立、部活動費などがかかる。奨学資金

の貸付等の制度は返済義務があるため実際は利用しにく

い。給付型奨学金の拡充が必要である。また、2008年度ま

で定時制通信教育振興法に基づき、千葉県で実施されてき

た定通教科書無償給与や夜食費補助の再開を求める。 

第３章第２節「Ⅱ-２-③-３学びのサポートネットワーク

の構築」に「高等学校等の生徒に係る教育費負担の軽減を図

ります。」と記載しています。また、個別具体の事業につい

ては今回の計画文案には記載せず、原案のとおりとしていま

す。 

①-２健康で安心な子育て環境づくりと経済的負担の軽減 

「…修学が困難な生徒に対しては、学費の減免等による
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支援を行います。」の後に次の文を追加していただきたい。 

「所得制限を伴わないすべての生徒を対象とした高等

学校等授業料無償制度の実施を国に求めます。当面「高等

学校等就学支援金」について、支援が必要な生徒全員に支

給できるようにします。また、基準修業年限（全日制 3年、

定時制・通信制 4年）を超えた生徒も支給対象とします。

奨学のために給付金など高校生の修学支援を拡充しま

す。」 

理由：就学支援金が支給されるためには、保護者等に申

請書や課税証明書等の提出が求められるが、こうした書類

が提出できずに、本来支給されるはずの生徒が支給対象か

ら漏れてしまう事例が各校で起こっている。 

①-３働きながら生み育てやすい環境づくり 

安心して生み育てやすい社会の構築のため、「企業や働

く人々の意識改革」とあるが、どのように意識を改革して

いくのかが記載されていない。意識を変えていくためにど

ういった施策をしていくのか具体的に示す必要があると

思う。 

「①-３働きながら生み育てやすい環境づくり」において、

企業や働く人々の意識改革に取り組む旨記載しており、具体

的には、「働き方改革」推進事業、労働教育講座等を行って

まいります。 

①-３働きながら生み育てやすい環境づくり 

「女性が活躍しやすい環境づくり」や「男女が共に」な

ど書いてあるが、もっと具体的に女性目線で書いていただ

くと女性が安心できるのではないかと思う。 

御意見を踏まえ、修正しました。 

なお、第３章第２節「Ⅲ-３-①-１女性が個性と能力を発

揮できる環境づくり」において、女性が安心して働き続ける

ことができるような環境づくりに取り組む旨記載しており、

「働き方改革」推進事業等を実施してまいります。 

②地域による子育て支援の充実 

保育士について、東京では 4万円の補助だが千葉は 2万

円なので待機児童が多い東京に近い地域では保育士が集

まらないでもっと待機児童が増えると思う。補助を東京都

以上にするか、給料以外の面で千葉で保育士になることの

メリットを用意する必要がある。 

保育士の処遇については、東京都に隣接する市では既に 2

～3万円の上乗せを行っており、県の処遇改善事業によりさ

らに 1～2万円の上乗せを行うことで東京都と遜色ない額に

なると認識しています。このほか、修学資金の貸付や基準を

超える保育士の配置に対する助成などにより、市町村と連携

して保育士の県内就業・定着促進に努めてまいります。 

②地域による子育て支援の充実 

潜在保育士の雇用促進等に取り組む、という点につい

て、具体的な方法や対策について詳しく書かれているとと

りわかりやすいと思う。 

第３章第２節「Ⅱ-１-②-２保育人材の確保と資質の向上」

の施策として、ちば保育士・保育所支援センターの活用によ

る潜在保育士の就職支援を行っており、具体的な施策や事業

の記載で対応してまいります。 

②-１待機児童の解消に向けた保育所整備等の促進 

内閣府において、新たに制度を創設した「企業主導型保

育事業」などに対する県としての取組（企業と連携した保

育所の設置方策）などを記載することが考えられる。 

企業主導型保育事業は事業所内保育の一つと捉えること

ができますが、「②-１待機児童の解消に向けた保育所整備等

の促進」の具体的な事業として、事業所内保育の促進を掲げ、

事業所内保育の促進に努めてまいります。 

また、「企業主導型保育事業」の平成 30年度以降の国の動

向や県内のニーズ等を今後注視してまいります。 

 

施策項目Ⅱ－２ 世界に通じ未来支える人づくり 

意見・要望要旨 県の考え方 

地域人材育成の視点が弱いように感じる。グローバル化

に対する教育はもちろん重要だが、その教育課程のゴール

の一つとして、地域の視点・千葉県の活性化につながるよ

うな人材が必要だと思う。文科省・千葉大学の COC+事業に

も関連するが、地域での PBL（課題解決型学習）等を児童

教育～高等教育でも取り入れ、課題意識や地域活性化の視

点を持った人材の活躍を期待する。 

第３章第２節「Ⅱ-２-①-４社会的・職業的に自立し地域

で活躍する人材の育成」に「地域を支える人材の育成」につ

いて記載しており、具体的には地元企業等と連携した取組に

より地域人材の育成を図ってまいります。 



新「千葉県総合計画」原案に対する意見と県の考え方 

 

 

4 

東京オリンピック・パラリンピックの県内開催を契機と

して、学校教育を通じて共生社会の実現や国際的人材の育

成に繋げることが大切だと思うので、この政策分野の中に

も東京オリンピック・パラリンピックを活かした教育施策

について記載するべきである。 

第３章第２節「Ⅰ-４-②-５東京オリンピック・パラリン

ピックを契機としたスポーツの推進」に具体的な事業として

「オリンピック・パラリンピック教育の推進」を記載しまし

た。 

千葉県民のアイデンティティーは、東京に近い地域の住

民は職場や学校が東京なので千葉県民ということを意識

していないので、子供のころから自分は千葉県民だと実感

する取組が必要である。群馬県では上毛かるたに小学生の

ころから慣れ親しみ大会まであると聞く。子供のころから

千葉県民であることを実感するには、千葉でも県内すべて

の学校で必修にして全員が同じように継続して千葉の伝

統や文化などに取り組んだり慣れ親しむようにする必要

がある。 

第３章第２節「Ⅱ-２-①-５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」に「郷土と国の歴史や伝統文化

等について学ぶ教育の推進」について記載しています。具体

的には「ちば・ふるさとの学び」テキスト配信や出土文化財

管理活用事業などにより郷土を愛する心の育成を図ってま

いります。 

①-１人生を主体的に切り拓くための学びの確立 

子どもが育っていく上で、学校教育の及ぼす力は非常に

大きいと有難く感じている。 

また、子どもが学校で習ってきたことをきっかけに、親

もその内容に興味を持ったり、子供と学校を通じて知るこ

と、教えられることはたくさんあるように思う。 

千葉県には自然や文化をはじめとしたたくさんの資源

があるが、あることが当たり前すぎて価値を感じずにいる

こと、知らずにいることも多い。目の前のものの価値に気

付くための教育を学校で行ってもらえたら、大人への普及

啓発にも必ずつながっていくと思う。 

優れた研究成果を出している千葉県立中央博物館をは

じめ、きぼーるなど素晴らしい施設がたくさんあるので、

訪ねて行ったり、可能であれば出前授業の実施をしていた

だくなど、学校教育の中で大いに活用していく機会があれ

ば有り難いと思う。 

「①-１人生を主体的に切り拓くための学びの確立」に「千

葉県の多様な自然、産業、人材などを生かした体験的な学習」

について記載しており、具体的には県立博物館を活用した体

験学習や環境学習を促進してまいります。 

①-５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 

学校教育として「地域づくり教育」を位置付ける。館山

市では「歴史副読本 さとみ物語」を作成し全小学校で学

習している。千葉市でも千葉氏紹介本を作成し小中学校図

書室での閲覧を行うほか小学校6年生の社会科で活用して

いる。全国でも沖縄県や宮崎県など複数の自治体で実施し

ている。郷土愛の醸成は地域の子どもから。それを学校や

地域で大人も一緒になって学ぶことが重要である。地域の

お年寄りが先生になってもよい。 

「①-５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」に「郷土と国の歴史や伝統文化等について学ぶ教育

の推進」について記載しており、具体的には「ちば・ふるさ

との学び」テキスト配信や出土文化財管理活用事業などによ

り郷土を愛する心の育成を図ります。 

②-２教育現場の重視と教職員の質・教育力の向上 

「教育現場の重視と教職員の質・教育力の向上」を「学

校現場の多忙化解消と教職員増、教職員の負担軽減」に修

正していただきたい。 

第３章第２節「Ⅱ-２-②-２教育現場の重視と教職員の質・

教育力の向上」の本文中に「教職員の負担軽減のため、学校

における業務の見直しや、人材の配置等を進めるとともに、

学校における問題解決に向けて、学校を支援する体制の充実

を図ります。」と記載しています。「学校現場の多忙化解消と

教職員増、教職員の負担軽減」以外の事業も含めて【主な取

組】としたので修正せず、原案のとおりとしています。 

②-２教育現場の重視と教職員の質・教育力の向上 

「…業務の見直しや、人材の配置等を…」の「人材の配

置」を「教職員増、必要な教職員の配置」に修正していた

だきたい。 

教職員定数は国が措置することが基本であることから修

正せず、原案のとおりとしています。引き続き、教職員の負

担軽減のため、学校における業務の見直しや、人材の配置等

を進めてまいります。 

②-６読書県「ちば」の推進 「②-６読書県「ちば」の推進」に「家庭や地域における
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読書活動については教育機関での促進だけでなく、家庭

での読書環境も重要と考える。現状、千葉県内 10 自治体

以上が図書館未設置となっており、居住地域における蔵書

やサービス内容の県内格差があるといえる。読書県となる

には、全自治体での図書館設置のほか、専門職である司書

の配置による環境整備も重要である。 

読書活動及び読書環境の充実」及び「市町村立図書館への支

援」について記載しており、具体的には乳幼児期からの家庭

における読み聞かせや読書習慣の大切さについて啓発する

とともに、身近な図書館等で他の図書館等の資料を利用でき

るよう巡回による資料運搬を行ってまいります。 

また、御意見を踏まえ、県立図書館の具体的な中核として

の役割と市町村立図書館への支援について記載しました。 

 


