
策定の経緯策定の経緯
　地方教育行政法の改正に伴い、平成27年度から、すべての地方公共団体が「総合教育会議」（※１）を設置するとともに、首長が「教育に関する
『大綱』」（※２）を策定することとされました。千葉県では、知事と教育委員会を構成員とする千葉県総合教育会議での議論を踏まえて、平成27年
10月に策定されました。
Following the revision of Act on the Organization and Operation of Local Educational Administration, every local government is required to establish ‘General Education Council (※1)’  
from 2015, while the governor is to develop “Outline for the Promotion of Education(※2)” . In case of Chiba Prefecture, the Outline was developed in October 2015 based on the 
discussion in the Chiba Prefectural General Education Council, which consists of the Governor and the Board of Education,  

(*1) ‘General Education Council’ is where the members (the Governor and the Board of Education) discuss “Outline for the Promotion of Education” and various priority measures for 
       education etc.
(*2) “The Outline for the Promotion of Education” , that is to be decided by the Governor, includes goals of education and basic plans for executing necessary measures,

（※ 場るす議協ていつに等策施点重の育教や」』綱大『るす関に育教「、てしと員成構を会員委育教と長首、はと」議会育教合総「）１
針方な的本根の策施や標目の育教、たれさととこるす定策が長首、はと」』綱大『るす関に育教「）２※（

私たちは、千葉県、そして日本の未来を担う君たちに、「強く美しく元気な心」を育んでもらいたいと思います。

次に掲げるのは、千葉県の宝である君たちへの私たちからのメッセージです。

　君たちを熱意を持って支えてくださる先生方や、御家族、地域の方々とともに、君たちが立派な

大人となり、素晴らしい人生を歩むことができるよう、私たちは全力で応援していきます。

　　平成２７年１０月
千葉県知事　森 田 健 作
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千葉の未来を担う子どもたちへ


