
重点
方策

番号 事業名 担当課 意見
委員名
(敬称略)

Ⅰ-1-1 1 道徳教育推進プロジェクト 指導課教育課程室
たとえば、道徳教育推進教師を中心に、学年で同じ資料に取り組む、ほ
かの学校と合同で授業をおこなうなど、一定の指針を示すと、よりよ
かったのではないか。より独自性を出したい。

諸富

Ⅰ-1-1 1 道徳教育推進プロジェクト 指導課教育課程室
道徳教育推進教師を対象とした研修会の開催回数、参加校数はどれくら
いですか。

鈴木(國)

Ⅰ-1-1 1 道徳教育推進プロジェクト 指導課教育課程室
具体的にどの程度活用されているのかは、把握されているのでしょう
か。（定量的把握）

富山

Ⅰ-1-1 2 学校人権教育の推進 指導課人権教育室 ネットパトロールで発見した事例の活用をしても良いと思う。 富山

Ⅰ-1-1 3
ちばっ子「学力向上」総合プ
ラン

指導課学力向上室
昨年文科省が実施した学力テストで千葉県は平均を上回り、基礎力向上
取り組みに成果と報ぜられ、事業の一つの成果だと思います。
引き続いての向上を期待します。

鈴木(國)

Ⅰ-1-1 3
ちばっ子「学力向上」総合プ
ラン

指導課学力向上室 とても素晴らしい施策だと思う。 富山

Ⅰ-1-1 4
いきいきちばっ子コンテスト
「遊・友スポーツランキング
ちば」の実施

体育課学校体育班

運動をする機会が減り、その楽しさを体験する機会も減少している今、
個人の努力が集団の力となり、学校同士で競い合う機会ができる貴重な
事業だと思います。結果をホームページ以外でも公表し、子ども達の
「ヤル気」を引き出し、参加校が増えることを期待します。

有馬

Ⅰ-1-1 4
いきいきちばっ子コンテスト
「遊・友スポーツランキング
ちば」の実施

体育課学校体育班
ランキング結果をさらに広報するなど参加意欲を高めては如何でしょう
か。

鈴木(國)

Ⅰ-1-1 4
いきいきちばっ子コンテスト
「遊・友スポーツランキング
ちば」の実施

体育課学校体育班
遊び感覚で体力づくりをすることは良いことだと思う。特に冬は効果的
だと思う。もっと取組みを強化してはどうか。実施校の体力向上を示し
て。

富山

Ⅰ-1-1 5
千葉県競技力向上推進本部事
業

体育課競技力向上班
オリンピック東京開催と一部種目千葉県開催を一つのモチベーションに
しては如何でしょうか。

鈴木(國)

Ⅰ-1-1 5
千葉県競技力向上推進本部事
業

体育課競技力向上班
良い施策だと思う。スポーツは、一流選手のプレーは夢を与える。
継続して実施して欲しい。

富山

Ⅰ-1-1 6 千葉の食文化まるごと体験 文化財課学芸振興室
「青少年の健全育成にはつながっていない」が前年度の課題・問題点で
したが、当年度は如何だったでしょうか。

鈴木(國)

事業の目的等は理解できるが具体的な「体験」としては子ども・若者が
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Ⅰ-1-1 6 千葉の食文化まるごと体験 文化財課学芸振興室
事業の目的等は理解できるが具体的な「体験」としては子ども・若者が
興味をもって参加しにくいものである。
今どきの若者が参加したくなるプログラムの検討をお願いしたい。

有馬

Ⅰ-1-1 6 千葉の食文化まるごと体験 文化財課学芸振興室
多くの地域で実施して欲しいと思う。それぞれの地域に特産品があるの
だから。

富山

Ⅰ-1-1 7
千葉フィールドミュージアム
事業

文化財課学芸振興室
それぞれの地域に自然と親しむ、自然を観察する場所は、たくさんある
と思う。場所を限定しない方が良いと思う。
　EX.谷津干潟、手賀沼野鳥観察公園　etc.

富山

Ⅰ-1-1 8
放課後子供教室推進事業の子
供の居場所づくり

生涯学習課
学校・家庭・地域連携室

子どもにとって最も危険な時間帯に対する重要な事業です。予算の確保
頑張って下さい。

鈴木(國)

Ⅰ-1-1 8
放課後子供教室推進事業の子
供の居場所づくり

生涯学習課
学校・家庭・地域連携室

放課後の子供の居場所づくりとしては、小学校には学童保育施設があり
ます。そこで、色々な人に協力していただいて、勉強やスポーツに取り
組んでいると聞いています。

富山

Ⅰ-1-1 8
放課後子供教室推進事業の子
供の居場所づくり

生涯学習課
学校・家庭・地域連携室

子どもの育ちの場所として、居場所として大切な事業である。
予算の獲得と人材の育成は喫緊の課題。国の動静も見据えながら「千葉
県らしい」事業に育てて行かれることに期待したい。

有馬

Ⅰ-1-1 9 週末ふれあい推進事業
生涯学習課
社会教育振興室

有意義な事業ですので、さらに広報を拡大していって下さい。 鈴木(國)

Ⅰ-1-1 9 週末ふれあい推進事業
生涯学習課
社会教育振興室

親父の会が中心になって、やっている。 富山

Ⅰ-1-1 10 青少年教育施設の運営
生涯学習課
社会教育振興室

青少年教育施設が少なくなっています、県立施設として、最低限この５
施設は維持・確保できるよう願います。

鈴木(國)

Ⅰ-1-1 10 青少年教育施設の運営
生涯学習課
社会教育振興室

指定管理を受けた団体も様々に新規プログラム等の工夫を試みている
が、スタッフ、そのものへのグローカルな視点を持った、持続可能な地
域社会の担い手養成等も含めた、教養研修も必要ではないか。

重

Ⅰ-1-1 11 子どもの読書活動推進事業
生涯学習課
社会教育振興室

読書は、子どもにとって基礎学力向上につながり、大変重要なことです
ので、本事業の充実・推進を望みます。

鈴木(國)

Ⅰ-1-1 12 通学合宿推進事業
生涯学習課
社会教育振興室

とても、効果的な事業故に、内容、スタッフの研修を含めた準備が必
要。本事業予算の記載がないが？

重

Ⅰ-1-1 14
学童期からの生活習慣病予防
事業

健康づくり支援課
食と歯・口腔健康班

自然豊かな千葉県民の野菜摂取量が全国平均を下回っているとは理解し
がたいです。No.16の事業とも合わせて推進していくことが望まれます。

鈴木(國)

Ⅰ-1-1 18
男女共同参画センター「男女
共同参画講座等」の開催

男女共同参画課
企画調整班

男女共同参画社会の実現には相当の年月と根気強い啓発活動が必要。
義務教育の時期からの活動の検討も期待したい。

有馬

Ⅰ-1-1 18
男女共同参画センター「男女
共同参画講座等」の開催

男女共同参画課
企画調整班

結婚、恋愛など、男女で共同に人生をつくっていく、若者の関心の高い
セミナーをおこなってはどうか。婚活セミナーでもよいと思う。

諸富
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Ⅱ-3-5 44-1
子ども・若者育成支援推進事
業

県民生活・文化課
子ども・若者育成支援室

ひきこもり問題は当事者にとっても家族にとっても難題である。しかし
適切に支援できる組織や人材は乏しく急ぎ推進していただきたい事業で
ある。
県がリードして組織づくりや人材の育成に更なる努力をお願いしたい。

有馬

Ⅱ-3-5 44-2
子ども・若者育成支援推進事
業

県民生活・文化課
子ども・若者育成支援室

ホームページアクセス件数も増えて、ライトハウスちばの活動は素晴ら
しいと思います。

鈴木(國)

Ⅱ-3-5 52 特別支援アドバイザー事業
特別支援教育課
教育支援室

障がいのある幼児児童生徒が孤立せず、集団で学べ、成長できるように
するには多くの人材と時間が必要。そのニーズに応えることができない
現状であるが問題は予算と人材であるが毎年せめて１０％でもアップで
きるよう関係者の方々には頑張っていただきたい。

有馬

Ⅱ-4-7 62 青少年非行防止対策事業
県民生活・文化課
子ども・若者育成支援室

特に保護者に対してアピールすることが大事だと思います。 鈴木(國)

Ⅱ-4-7 62 青少年非行防止対策事業
県民生活・文化課
子ども・若者育成支援室

ネットパトロールの役割も大きいと思う。 富山

Ⅱ-4-7 63 学校警察連絡制度 警察本部少年課 具体的な連携の事例、ルール、成果も明示して欲しい。 富山

Ⅱ-4-7 64 スクール・サポーター制度 警察本部少年課 費用は発生しないのですか。 富山

Ⅱ-4-7 65
少年に手を差し伸べる立ち直
り支援活動

警察本部少年課 事業の実施結果も定量的に明示して頂けたら分かり易いと思う。 富山

Ⅱ-4-7 66 少年サポート活動 警察本部少年課
今年６月に施行された、改正道路交通法に伴う指導・支援についても触
れて欲しい。

富山

Ⅱ-4-7 67 少年補導員活動 警察本部少年課 青少年健全育成団体との連携についても触れて頂けたらありがたい。 富山

Ⅱ-4-7 68 タッチヤング活動 警察本部少年課 参加チームが少ないように思う。もっとＰＲをしてはどうかと思う。 富山

Ⅱ-4-7 69
自転車盗難対策推進モデル校
事業

警察本部生活安全総務課
犯罪抑止推進室

若者と自転車は切り離せない関係にあるが、その維持管理、正しい乗り
方等については家庭教育も充分ではないのが現状。
モデル校を増加して子ども達の意識の向上に更に力を入れて頂きたい事
業。

有馬

Ⅱ-4-7 69
自転車盗難対策推進モデル校
事業

警察本部生活安全総務課
犯罪抑止推進室

（※直接本事業に関係なく既に対策事業化がなされているかと思います
が。）
「自転車」に関係して自転車事故について、青少年が加害者になるケー

鈴木(國)Ⅱ-4-7 69
事業 犯罪抑止推進室 「自転車」に関係して自転車事故について、青少年が加害者になるケー

スもあり、対策事業が必要です。

鈴木(國)

Ⅱ-4-7 69
自転車盗難対策推進モデル校
事業

警察本部生活安全総務課
犯罪抑止推進室

学生・生徒に参加して頂くことは、とても効果があると思う。
ある程度、定量的に活動状況をのせて頂けたら分かり易い。

富山

Ⅱ-4-7 70 薬物乱用防止対策事業
薬務課
麻薬指導班

小・中学校の授業でも扱って欲しい。 富山
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Ⅲ-5-10 89 青少年育成団体への活動支援
生涯学習課
社会教育振興室

２１世紀を担う青少年の育成こそ今に生きる大人の役割。その役割をボ
ランティアで担っている青少年団体に対する支援は、会員の減少化に対
しての対策のみならず、関連してのプログラムの開発・充実化や指導者
の養成・訓練など幅広く支援が必要であります。それぞれの団体の実
情・実態に応じて支援していくことも重要です。

鈴木(國)

Ⅲ-5-10 89 青少年育成団体への活動支援
生涯学習課
社会教育振興室

県内主要な青少年育成団体へのヒヤリング・補助金助成事業は意義のあ
る事業ではある。県として年々のヒヤリング等から得られた課題に対し
て共に寄り添って解決の手立ては誰が、どの様に行っているのか、ヒヤ
リングが年度の事業報告で済ませるのではなく、事前に報告項目・ヒヤ
リング内容等を知らせて、コミュニケーションを図ることも必要ではな
いか。

重

Ⅲ-5-10 90
千葉県地域コミュニティ活性
化支援事業

県民生活・文化課
県民活動推進班

具体的取り組みを教えて欲しい。 富山

Ⅲ-5-10 90
千葉県地域コミュニティ活性
化支援事業

県民生活・文化課
県民活動推進班

本事業は、地域で協働して地域活性化に取り組もうとすることを奨励、
支援することから、市民としての公益性や、公共性を育てる事につなが
る意義のある事である。この事業に関わった人材・活動を蓄積するな
ど、別のつながりのある展開も面白いのではないか。

重

Ⅲ-5-10 91 学校とNPOとの連携促進事業
県民生活・文化課
県民活動推進班

例えば文科省の人材育成コンソーシアムや環境省のＥＳＤ環境教育モデ
ル事業の実証事例を基に、どの様なアプローチ留意が必要か、等も研修
できればもっと具体的な活動に移し易いのではないか。

重

Ⅲ-5-10 92 千葉県青少年協会助成事業
県民生活・文化課
子ども・若者育成支援室

青少年協会は千葉県青少年育成運動の推進役の柱として、活動を望みま
す。

鈴木(國)

Ⅲ-5-10 92 千葉県青少年協会助成事業
県民生活・文化課
子ども・若者育成支援室

青少年協会の事業が、「中学生の主張」だけしかやっていないのです
か。

富山

Ⅲ-5-10 92 千葉県青少年協会助成事業
県民生活・文化課
子ども・若者育成支援室

青少年育成市町村民会議の全市町村設置に向けて設置促進に取り組んで
いくことは意義深い事ではあるが、各市町村で関わる大人の青少年の参
画の意義に対する理解と意識改革の方策が先ず、最優先ではないか。
１８歳選挙権も目前にし、青少年が自ら地域をつくっていく主体となっ
ていくための成人の意識改革は重要なポイントに思える。

重

Ⅲ-5-10 93 青少年相談員設置事業
県民生活・文化課
子ども・若者育成支援室

地域の青少年健全育成の推進役として、青少年育成関係団体とも連携す
るなど青少年相談員活動を期待いたします。

鈴木(國)

Ⅲ-5-10 94 青少年補導センター事業
県民生活・文化課
子ども・若者育成支援室

青少年の非行を未然に防ぐ役割を担う重要な任務、青少年補導員として
の活動を期待します。

鈴木(國)

Ⅲ-5-10 94 青少年補導センター事業
県民生活・文化課

青少年補導員の活動は、昼夜のパトロールによる「愛の一声」による非
行防止、健全育成にある。スマートフォンやインターネットの普及によ

富山Ⅲ-5-10 94 青少年補導センター事業
県民生活・文化課
子ども・若者育成支援室

行防止、健全育成にある。スマートフォンやインターネットの普及によ
る多くの問題、改正道路交通法の施行の対応など、ますます役割は大き
くなっている。

富山

Ⅲ-6-11 95 自主防犯意識の醸成促進事業 生活安全課
私の住んでいる警察署は、地域の関係団体と連携し、防犯活動に取り組
んでいる。また、交番連絡会を開催し、地域の意見を取り上げ、対処し
ている。

富山

Ⅲ-6-11 100-1 ちばっ子安全・安心推進事業
学校安全保健課
安全室

子どもの登下校、特に下校時の事故で多くの痛ましい犯罪が報ぜられて
います、事業の成果を期待します。

鈴木(國)

Ⅲ-6-11 100-2 ちばっ子安全・安心推進事業
警察本部
子ども女性安全対策課

子どもの登下校、特に下校時の事故で多くの痛ましい犯罪が報ぜられて
います、事業の成果を期待します。

鈴木(國)

Ⅲ-6-11 101 青少年の社会環境づくり事業
県民生活・文化課
子ども・若者育成支援室

情報機器販売者などへの指導を強化するなど必要です。 鈴木(國)

Ⅲ-6-11 102
青少年ネット被害防止対策事
業

県民生活・文化課
子ども・若者育成支援室

ネットパトロールに基づく指導はとても効果的で、良い施策だと思う。
また、実態に即した講演は、説得力があり、効果的である。

富山

Ⅲ-6-11 102
青少年ネット被害防止対策事
業

県民生活・文化課
子ども・若者育成支援室

是非継続実施すべき事業です。実態を講習会等を通じて広く知ってもら
うことも是非継続していただきたい。

鈴木(國)
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