
【施策４】道徳性を高める実践的人間教育を
　　　　　推進する
　Measure 4: We will increase the level of morality by promoting 

practical human education.

道徳教育推進プロジェクト

　「『いのち』のつながりと輝き」をテーマに、千葉県らしい道徳教育を推進します。
いじめを題材としたＤＶＤ教材を作成し、各学校に配付します。

【施策５】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
　Measure 5: We will promote sports which foster a spirit of fair 

play, encourage people to be healthy and strong, 
and teach children about the importance of 
healthy eating.

スポーツ立県ちばの推進（第11次千葉県体育・スポーツ推進計画）

　すべての県民がスポーツに親しみ、スポーツの楽しさや感動を分かち合いながら、
健康で活力ある生活を送り互いに支え合う「スポーツ立県ちば」の実現を目指します。
毎年10月を「スポーツ立県ちば推進月間」に設定して、スポーツに参加する場所、機
会、情報を提供するなどスポーツ活動を推進していきます。

【施策６】一人一人の特性に目を向けた
　　　　　特別支援教育を推進する
　Measure 6: We will promote special needs education 

which focuses on the special qualities of 
individual people.

県立特別支援学校整備計画の推進

　児童生徒の著しい増加に対応するため、新設校や分校等を整備し、特に高等部にお
いては職業教育の充実を図ります。

高等学校特別支援教育支援員配置事業

　県立高等学校で、生活全般の介助を必要とする生徒への適切な支援を行うため特別
支援教育支援員を配置します。

いきいきちばっ子食育推進事業

　千葉県産の食材を使った学校給食を充実するとともに、子どもたちが望ましい食習
慣を身につけられるよう、「食に関する学習ノートいきいきちばっ子」（小学生用）
を活用するなど、食に関する指導を充実します。

【施策７】 豊かな学びを支える学校づくり
　Measure 7: We will develop schools that provide rich 

learning opportunities.

魅力ある高等学校づくり

　これからの千葉県を支える人材を育成するために、普通科・専門学科・総合学科そ
れぞれの特性を生かし、社会の変化に対応し、活力があり、生徒それぞれの豊かな学
びを支え、地域のニーズにこたえる、魅力ある県立高等学校づくりを進めています。

【施策８】 安全・安心な教育環境の整備
　Measure 8: We will develop safe and secure educational 

environments.

学校施設の耐震化の推進

　県立学校については、緊急性の高いものから順次耐震化を進め、平成27年度までに
完了します。市町村立学校についても、市町村に対し、できるだけ早期の耐震化の完
了を働きかけています。

チームスピリットプロジェクト　Team spirit Project
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【3つの施策】 We will focus on ‘families’ as a base of children's education in order to develop human resources.<3 measures>

【施策１】「親学」の導入など、
　　　　　家庭教育を支援する
　Measure 1: We will introduce “Parenting classes” to 

support education at home.

家庭教育リーフレット

　親子の絆を深め、子どもが充実した学校生活を送ることがでるよ
う、小中学校へ入学する子どもの保護者に対し、家庭教育のポイン
トをまとめたリーフレットを作成・配布しています。
　幼児の保護者向けについても、新たに作成・配布を行います。

【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
　Measure 2: We will build networks between school and social 

education, government and private schools, the public 
and private sector and between industry, academia and 
government.

学校を核とした県内1000か所ミニ集会

　県内公立小・中・高等学校・特別支援学校を会場に、保護者、地域住民、学
校職員が、学校、家庭、地域の様々な教育課題について本音で語り合います。

【施策３】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、
　　　　　教育のセーフティネットを確保する
　Measure 3: We will provide a social safety net for education by 

strengthening the support system for children with 
various difficulties and for their families.

いじめや不登校に対する相談体制の充実

　いじめについては、24時間体制で電話対応するとともに、不登校児童生徒、保護
者等に対し適切な情報提供をするなどの支援を行います。
　また、いじめ・不登校・暴力行為など、早期発見・解決のため、スクールカウン
セラーを配置し、児童生徒・保護者・教員を支援しています。

Project for promoting moral education in students

Promoting “Sports-Focused prefecture ‘Chiba’ “ ( 11th Chiba Promotion Plan for Physical Training and Sports)

Program for promoting dietary education in children “IKI-IKI (Active) Children in Chiba”

Promoting the plan for designing prefectural school facilities for special needs education

Program for placing special needs teachers in prefectural high schools

Creating attractive prefectural high schools

Promoting earthquake-resistant school facilities

Leaflet about Parenting

Mini-meetings in 1000 different schools in Chiba prefecture

Strengthening support system by providing counseling sessions to students, 
parents and teachers to deal with school bullying and truancy


