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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名の有識者の方々

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（放送大学客員教授）  

 

１ 教育委員会活動について 

 (1) 教育委員各位が①教育的に恵まれない子供や青年の存在、②子どもがよ

い先生とめぐり合うこと、③教育委員会の活性化の３点の問題意識をもた

れて発言、行動されたことに敬意を表する。 

    今後もこれらの視点を念頭においた発言・行動を続けられることを切望

する。 

 (2) 特に教育委員会の活性化に向け、９項目にわたって教育行政の改善、 

教育課題の解決に尽力されたことは、資料からも読みとれ評価する。 

 (3) 「地域の教育的ニーズにこたえる教育委員会」、「県民に、より開かれた

教育委員会」として１ランクアップさせるため、教育関係者、県民の意見

を的確に把握し、施策に反映させるよう努められることを願うものである。 

 

２ 教育委員会所管施策について 

 (1) 千葉県オリジナルな施策①夢・チャレンジプロジェクト－「ちばのやる

気」ガイド等－、②元気プロジェクト－読書県「ちば」等－、③チーム   

スピリットプロジェクト－学校評価等－を継続して推進し、目標値に近づ

ける（達成する）ように学校を指導・支援する。 

 (2) 施策間の融合・連携を図る。例えば、夢・チャレンジプロジェクトの施

策２と施策３の内容を再構築し、効果的な指導を工夫する。（自国（郷土）

の歴史・文化の特色を的確に他国（他地域）の人に説明できるようにする。） 

 (3) 公立学校と私立学校との連携について検討する。－文化系・運動系・  

進路等－ 特に、市町村における就学相談において、教育委員会と私立の

幼稚園、保育所等との間で、情報交換がスムーズにできるようにする体制

づくりを県教育委員会が、支援、援助する。 

 (4) 特別支援学校の整備については、高等部が中心で高等学校の跡地、余裕

教室等の活用が図られている。インクルーシブ教育システム構築の観点 

から、市町村教育委員会と連携・協力し、小学部・中学部の分校、分教室

を小学校、中学校に設置することを検討する。 
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古賀 正一（学校法人市川学園学園長） 

 

１ 教育委員会活動について 

(1) 教育委員会会議、協議会、勉強会など年間４１回行われ、また県行政機

関、市町村委員会との交流、教育現場視察、国民体育大会視察など教育委

員各位が積極的に活動されていることが分かる。また日常の議決と共に、

施策の立案段階から委員の知見を生かした議論が行われていることもＨＰ

の委員会議事録から拝察される。その上で、千葉県を卓越した教育立県に

するため、教育振興基本計画実現推進に関し、委員の更なるチャレンジと

教育長以下執行部の積極的レスポンスを期待したい。又教育委員からの改

革的または基本方針的な検討依頼項目に対し、執行部の前向きな解決策の

立案実現が重要と思う。委員会の一層の改革推進型ガバナンスと執行部の

改革型マネージメントを期待したい。 

(2) 私学への目配り； 教育立県として千葉県全体の教育向上のため、特に

私学への目配りをお願いしたい。直接所管部署でなくとも、教育専門部局

の教育委員会として私学を含めた県全体の教育向上の視点をもっていただ

きたい。特に公立中高一貫校を含む高校再編計画、中高一貫校中学入試の

試験の方法、試験日発表日、高校公私収容割合などは十分私学との事前対

話と配慮が必要である。教育基本法第８条に、『国県は私学の自主性を尊重

しつつ私学教育の振興に努めねばならない』と規定されている。千葉県で

は全学生・生徒・園児のうち幼稚園８９％、高校３１％、専修学校９３％、

短大・大学９０％以上を私学が受け持つ。千葉県教育振興基本計画にも、

公立、私立の連携が各所に明記されている。公立と私学は対立軸ではない。

今後千葉県私学関係代表者（幼稚園、中学校、高等学校など）と委員長以

下教育委員の率直な意見交換の場をつくることを、教育委員活動の一環に

位置づけて欲しい。公私の千葉県教育資源のフル活用・活性化が教育立県

に不可欠である。（昨年も申し述べたが実現せず） 

(3) 教育行政改善９項目は評価できる。その上で個別コメントは次の通り。 

① 道徳教育推進・・・小中は勿論、高校での道徳教育も重要。総合的学

習だけでなくロング・ホームルーム、学年集会など様々な場と角度から

の指導が肝要である。（内容、手法、事例）それ以上に日常の教育活動や

クラブ活動での人間教育としつけが重要である。基本の挨拶、清掃、約

束・ルールを守る、人に迷惑をかけないなど、基本的人間教育を地道に

生活指導として実施する仕組みをつくってほしい。（模範校にならうこと

も一案）校長始め教員の率先垂範がＫＦＳ（成功の鍵）である。また小

さな善行を表彰することも大切。単にＤＶＤをつくるだけでなく活用の

フォローも大切である。 
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② 教員の不祥事への対応・・・積極的に議論されている。再発防止の対

策が重要。校長のリ－ダーシップと校長支援が鍵。生徒へのカウンセリ

ングも大切。 

③ 東日本大震災対応・・・適切である。今後の危機管理マニュアル改善

整備、放射線量情報（ガイドライン）、防災教育・訓練改善なども必要で

あろう。 

(4) 学校運営や学力など教育上重要項目は、他県との比較（ベンチマーク）、

他県や私学、他国を含め項目毎のベストプラクテイス（最良事例）を常に

学び研究することも大切である。 

 

２ 教育委員会所管の施策について 

(1) 総論； 教育振興基本計画をベースに、３つのプロジェクト、１４施策、

５３個別取組（事業）の階層ごとに、目標、工程表がつくられ、それに基

づき２２年度の各施策の実施状況、予算額、担当課も明記され、形式の進

歩と努力は大いに評価したい。 

(2) プロジェクトの最終指標、各施策の目標は大切； 目標の妥当性、点検

自己評価の妥当性、未達成の項目に対しての改善対策が大切である。目標

として不十分なものは追加・補助目標を入れるべきであろう。目標との乖

離の大きいもの、前年度に比し改善未達成施策には、積極的な対策を打つ

こと。計画、実行、評価、改善（ＰＤＣＡ）サイクルを意欲的にまわすこ

とが改革成功と進歩の鍵である。 

(3) ３つのプロジェクトの最終指標は、学校評価における保護者アンケート

での満足・ほぼ満足の保護者数の割合をとっている。これを学校種別、地

域別、学校別までわけ、満足度％の高低を分析し、マクロでなく学校ごと

のミクロの対策（満足度の低い学校の真の原因の分析と対策）をうつべき

と思う。結果を、各校にフィードバックし、満足度を改善する施策を当該

学校で立案し実行させることが重要。（個別評価結果のフィードバックと改

善はどのようになされているかが見えぬ）改革推進は、将に校長のマネー

ジメント力である。 

(4)① プロジェクトⅠ 

学習指導の最終指標は、満足保護者の割合８５％、実績７９．３％で

昨年度に続き改善見られず。毎年未達成は対策急務であろう。地域また

は個別学校に厳しいチャレンジと具体的改善施策を求めるべき。 

② プロジェクトⅡ 

規範意識・協調性の最終指標は、すでに達成。（初年度から８５．２で

達成）評価書のとおり、中学・高校が課題。やはり地域、学校ごと細か

い施策チャレンジと校長の具体的施策重要。 
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③ プロジェクトⅢ 

学校・家庭・地域連携の環境の整備の指標は重要指標で、評価書の通

り中学、高校の学校運営と情報発信重要。やはりここも学校ごとの施策

対応が重要。 

(5) 個別施策の課題 

① プロジェクトⅠ施策３真の国際人を育てる 

指標が、小学校の外国人の英語活動、外国人との交流する小学校割合

だけでは不十分。中・高校の別の指標も入れるべき。１０の事業が行わ

れているが、語学指導等の外国青年招致事業のみ多額投資。中高教員の

語学力向上、英語での授業、英語の弁論大会、語学教育モデル校の移転

と波及、海外交流の活性化などを促進させる事業の充実が必要である。 

② プロジェクトⅡの施策１読書県ちば推進・・・２つの指標ともに向上

していない。１０の事業があるが、読書向上には、生徒に読書習慣をつ

けること。朝の１０分間読書の再活性化、学校図書室を生徒会、地域、

教職員の協力で朝７時からあける、図書館イベント活性化、司書教諭大

会、生徒読書会奨励など読書啓蒙活動のしかけが重要。子供時代に本に

親しまなかった大人の実に４０％が月に一冊も本を読まないとのこと。

（２０１０年毎日新聞） 

③ プロジェクトⅡの施策３教育現場重視と教職員の質と教育力の高さで

トップをめざす・・・達成指標で校内研修、外部講師の招聘ともに低い

のは問題である。（小中） 高校も同様な指標必要。これらは校長のリー

ダーシップで改善すべきであり、校長の管理目標に入れさせるべきであ

る。研修内容も吟味すべき。 

④ プロジェクトⅡの施策４道徳性を高める人間教育・・・指標に、近所

のひとに挨拶をしている児童の割合１００％をあげているのは適切。 

但し小中共に横ばい。高校をふくめ全校で挨拶運動、挨拶指導など本気

で実行しないと、このままでは実があがらない。教職員が率先して校門

に立ち挨拶すべき。挨拶は、明るく、いつも、先に、続けて がコツ。 

⑤ プロジェクトⅡの施策７学校づくり・・・県立学校改革推進プランに

は私学との協調・協力・調和は不可欠である。目標記述に『高校教育に

おいて公私が協調・共存して教育の充実に努める』と明確に記述されて

いる。 

魅力ある学校大賞には、私学も交えれば活性化する。（ＳＳＨなど国の

施策は公私あわせて実施） 

⑥ プロジェクトⅢの施策２教育のネットワーク・・施策や教育委員の活

動に、公私連携、私学の記述が殆どないのは残念。２３年度以降、魅力

ある学校づくりプランに対し私学との調整を十分に入れて欲しい。公私
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の連携は、ＳＳＨ、校長会、教員交流、公立退職教員の私学受け入れ、

中学卒業生急増（千葉、東葛地区）収容対策、千葉中の入試日の調整な

ど、少しずつ前進しているが互いの信頼感が大切であろう。そのために

も公私トップ対話は不可欠。 

 

３ その他 

(1) 本来点検・評価は、事前点検である計画Ｐの段階で意見をのべ、その後

実績評価Ｃ（事後評価）で意見を述べるのが妥当である。 

(2) 各取組事業は、アウトプットの達成可否で評価できるが、上位の施策目

標やプロジェクト目標は、単に記述の目標達成にとどまらず、テーマの真

の成果（アウトカム）を追求しフォロウして行くべきであろう。 

 

 

 

 

近藤 一夫（弁護士）  

 

１ 総論 

  まず、総体的には、教育委員会所管施策の各プロジェクトについて肯定的

な回答が増加傾向にあり、現状（平成２０年度）から目標（平成２６年度）

に向けて「みんなで取り組む『教育立県ちば』プラン」の実現に貢献してい

るものと認められる。 

  但し、次年度以降の事業等にあたっては、以下の点について十分ご留意願

いたい。 

 

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 
５ページ冒頭で、ご指摘の３点の問題意識についてはいずれも重要であ

り、かかる問題意識を持っての発言及び行動は積極的に評価できる。ただ

し、プロジェクト全体の中における優先順位として、何故この３点の問題

意識を特に優先させるべきなのかについて、必ずしも明確に語られておら

ず、この点について積極的に述べるべきであると思われる。いずれのプロ

ジェクト及び各取組も「まったなし。」として実施されるべき筈のものであ

るからである。 
個別的には、東日本大震災にかかる対応については積極的に評価したい

と思う。すなわち、すぐに現場視察をしたうえで震災への対応について  

共通に理解を図る必要から委員勉強会を開催するなど危機管理意識に基づ

いた迅速かつ柔軟な対応がなされており、今後もかかる積極的な対応を大

いに期待する。 
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(2) 県民等の意見交換等について 

リーマンショック後の急激な経済不況及び社会構造の変化のもとでは、

県民の行政に対するニーズは多様化しており、教育の場においても県民の

多様なニーズにこたえる必要性がある。かかる観点から、県民の様々な  

ニーズを適切に反映させるための様々な県民との意見交換はとくに重要で

ある。 

ただ、実施された内容をみると、前記（１）記載の３つの問題意識の   

１つに掲げられた「教育的に恵まれない子どもや青年の存在」とこれに基

づく「県立特別支援学級整備計画」に着目した特別支援学校の視察並びに

これらの教育関係者及び保護者との意見交換が実施されていないように見

受けられ、惜しまれるところである。今後の実施に期待する。 

 

３ 教育委員会所管施策について 

【プロジェクトⅠ】について 

(1) 施策１（志を持って、失敗を恐れずにチャレンジする人材を育てる）

について 

確かな学力の向上では、まず基本的な国語の力の定着が基本に据えられ

ており、かかる観点から、小学校６年生及び中学３年生の国語のポイント

が若干上昇したことは評価すべきであり、今後も更なる上昇を目指した事

業展開を期待する。 

(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）       

について 

住んでいる地域の行事に参加していると答えた生徒（中学生）の割合が

５パーセント減少したことを踏まえ、今後の課題と対応記載の施策２のほ

か、地域の行事の参加状況及び行事の内容等について具体的な調査をすべ

き必要性を感じる。かかる調査の結果を施策２記載の事業その他に反映さ

せることはできないだろうか。かかる減少傾向は、子どもたちの地域コミ

ュニティー等近隣関係の希薄化が進んでいることのあらわれの１つかもし

れず、あるいは、地域住民や企業等も受け身な立場にとどまることなく「す

べての大人が子どもたちの育成にかかる」という自覚の希薄化かもしれな

い。この問題はプロジェクトⅢにもかかわる問題の一面を有しており、こ

の面からの検討も必要であろう。 

(3) 今後の課題と対応について 

施策１記載の私の授業レシピ活用事業及びちばのやる気学習ガイド・学

びの突破口ガイドについては、積極的に期待したいところであり、その成

果を数的に実証ないしは検証できる体制づくりを併せて実施してもらい

たい。とりわけ、算数において「つまづきの克服」が肝要ではないかと思

われ、小学６年生の算数の減少傾向を改善できるかどうかに着目したいと

ころである。 
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【プロジェクトⅡについて】 

 (1) 施策１（読書県「ちば」を推進する）について 

読書の重要性については言うまでもないところであり、「読書が好き」に

ついて中学生で増減無しの７４パーセントに留まったことを踏まえて、今

後の課題と対応施策１記載の「確かな学びの早道『読書』事業」、「子ども

の読書活動推進事業」における読書指導の在り方についての内容を是非と

も充実したものにしてもらいたい。その際、学校と家庭の連携という観点

から、前記事業には家庭における読書指導の在り方についても触れるきめ

細かな指導が望ましいと思われる。 

(2) 施策３（教育現場を重視し、教職員の質と教育力の高さでトップを目指

す）について 

「地域の人材を外部講師として招いて授業を行った学校の割合」の減少

については、まず、特に、平成２１年度はこれを実施していたのに平成  

２２年度はこれを止めた学校からその原因について調査すべきではないか

と思われる。その調査結果を、今後の課題と対応記載の施策３優れた知識･

技能を持つ社会人の活用を図る「特別非常勤講師配置事業」等の実施にお

いて生かすべきであると思う。 

(3) 施策４（道徳性を高める実践的人間教育を推進する）について 

「道徳の映像教材」の作成に続き、この教材活用について実施していた

だきたいと思う。この活用事業についても、事後的な検証に資するため、

実施状況並びに教師及び生徒の感想等の調査を検討されてはいかがか。 

(4) 施策８（安全・安心な教育環境の整備）について 

東日本大震災を踏まえ、校舎等の耐震化は、「安全・安心な教育環境の整

備」におけける喫緊の課題として取り組む必要性がある。 

 

 【プロジェクトⅢについて】 

 (1) 施策１（「親学」の導入）について 

「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３．６％上昇したことは一応の評価はできるが、そもそもこの目

標が６５％というのは目標設定として少々低すぎるのではないだろうか。 

すなわち、家庭は教育の原点であり、「学校・家庭・地域が連携して子ど

もを育てる」という視点に立脚するならば、まさに学校と家庭との連携は

不可欠であり、そのためには親と子が学校の出来事について話をすること

はこの連携の大前提となるべきものなので、より高い目標設定をすべきで

ある。 

そのためにも、「親力アップいきいき子育て広場」事業、市町村家庭教育

支援事業、その他の事業等を通じて、学校の出来事について話すことの啓

蒙活動を更に一層心がけるべきではないかと思われる。 
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(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）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」は目標よりもかなり低率の２０％台に留まっている。

この数値からすると、かかる事業は、現場では積極的に受け容れられてい

ないように思われる。この原因について、現場からの聴取等の調査をする

必要性を感じた。 

(3) 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）について  

「公立高等学校における不登校・中途退学生徒の割合」で不登校及び中

途退学が、基準年から減少したことは評価できる。不登校対策事業の成果

として減少傾向がみられたものと思われるので、この事業で得られた成果

（例えば、不登校に関する多様な体験談・情報提供。「不登校からの進路」

の資料など。）を今後の事業展開に生かすことにより、更なる減少を期待で

きるのではないかと思われる。 

 

 

 

 

大室 宏子（保護者 県立千葉高等学校 PTA 副会長） 

 

今回、初めて会議に参加することとなったが、中学・高校生の一保護者にすぎ

ず、教育の専門家ではないので、保護者の視点で意見を述べたい。 

１ 教育委員会活動について 

教育委員会が、県民との意見交換を積極的に行っていることは評価したい

が、私自身、「みんなで取り組む『教育立県ちば』プラン」を今回初めて知っ

た。また、周りの多くの保護者に聞いても、誰一人知らなかった。まだ一般

には、このプロジェクトが浸透していないのではないかと言わざるをえない。 

ホームページ等で情報発信を進めているようだが、より多くの県民に広く

情報がいきわたるよう、積極的な情報発信をお願いしたい。 

 

２ 教育委員会所管施策について 

 (1) 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(Ⅰ－３) 

この目標に対しての指標として、「外国人等の協力により英語活動を実施

した小学校の割合」と「外国人との交流活動を行っている小学校の割合」

が示されている。 

これは、適切な指標だろうか。データが小学校に限られている点も適切

とは思われない。また外国人との交流活動を行っている小学校の割合 5%を

8%にしても、「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」目 

標にはほど遠い。より現実的かつ適切な指標を示してほしい。 
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(2) 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(Ⅱ‐5) 

成人の週１回以上のスポーツ実施率が、昨年度は 37.5%しかなく、また

目標値も 60.0%と、全国の目標値 66％に対して、かなり低く設定されてい

る。千葉県は他県に比べ、自然環境にも恵まれており、天台の総合スポー

ツセンター等、施設の充実・整備をすすめ、生涯スポーツの分野での環境

づくりに努めてほしい。 

(3) 豊かな学びを支える学校づくり（Ⅱ‐7） 

「地域に開かれた県立学校の促進」のための施策として、県立学校に「開

かれた学校づくり委員会」を設置している。実際に、委員会に出席してい

る委員からは、年 2回程度の開催では、なかなか地域との交流を深めるの

は難しいとの意見もある。 

しかし、地道な活動の結果、高校生が部活動で地域の催しに参加したり

する機会もできてきたようだ。今後も、地域に開かれた学校づくりを積極

的に推進してほしい。 

(4) 豊かな学びを支える学校づくり（Ⅱ‐7） 

平成 20 年度に千葉県初の県立中高一貫校がスタートした。昨年度末、

第一期生が中学を卒業し高校生となっている。初の県立中学校では、時間

をかけて準備されてきたカリキュラムのもと、他校では経験できない、魅

力ある教育を受けることができていると思う。大学受験のための先取り学

習はせず、社会に出てからの「生きる力」をつける教育に注力している。

これはひとえに、能力の優れた質の高い教師陣に恵まれていることが最大

の要因であると思われる。 

この中高一貫校の成果は、決して 3年後の大学進学実績などで計れるも

のではなく、長期的視点で評価されるべきである。これからの卒業生たち

の、社会での活躍を期待しつつ、県のこの中高一貫校の試みを継続して見

守っていきたい。 

(5) 安全・安心な教育環境の整備 

「県立学校校舎等の耐震化」は、平成 21 年度より 3.2%上昇し、76.0%とな

っているが、東日本大震災を経験した今、校舎の耐震化は緊急の課題だと

思われる。 

全ての学校の耐震化促進に努めてほしい。 
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＜資料＞ 

震災対応に係る教育委員会としての当面の取組 

平 成２３年 ５月２４日 

千 葉 県 教 育 委 員 会 

１ 被害の状況 

(1)施設被害 

   県立学校の７５％、市町村立学校の４７％で被害を受けており、被害施設数は県立中学・

高校１３０校中１０３校、県立特別支援学校３４校中２０校、市町村立学校１，２４２校

中５８７校、県民向け教育機関２１施設中１７施設となっている。 

  （県立学校の主な被害状況） 

    校舎・体育館被害１０７校 給排水設備被害５６校  

液状化被害２３校     グラウンド被害１９校 

(2) 臨時休校・休館 

   ３月１４日（月）には県立学校１４１校、市町村立小中学校（千葉市立除く）１４５校

が臨時休校したほか、その後も多くの学校や県民向け教育機関が臨時休校・休館せざるを

得なかった。 

(3) 授業への影響 

①県立浦安南高校 

      地盤沈下など大きな被害があり、安全な教育活動を続けるのが困難なため、４月から、 

     旧県立船橋旭高校に一時移転して授業を実施している。 

  ②香取市立新島中学校 

   校舎が使用できないため近隣の香取市立新島小学校の校舎を使用している。 

 

２ 取組における基本的考え方 

(1) 復旧・復興に向けた施策を提示 

東日本大震災による災害復旧・復興に向け、全庁で定めた「千葉県震災復旧及び復興に 

係る指針（骨子）」を踏まえ、復旧から復興に向けての取組を、教育委員会として円滑に

実施していくため、基本的考え方を提示する。 

 (2) 基本的考え方 

  ①地域のマンパワーの結集と共助による事業推進 

   ・市町村、県、国だけでなく、多様な主体が連携して事業を推進する。 

   ・他県への支援事業を推進する。 

  ②地域の核としての、安全・安心な学校づくり 

   ・地域住民の避難場所ともなる、災害に強い学校づくりを推進する。 
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  ③教育全般にわたり復興・防災の視点から施策を点検 

   ・今回の震災を契機として、従来の教育委員会の施策を見直す。 

(3) 事業について、年度内に実施する事業を、次の視点から整理し、提示する。 

 ①時間軸による整理 

    緊急性が高く、既に実施している事業、速やかな実施を予定している事業、細目 

の検討後に実施していく事業の３区分とした。 

  ②支援対象による整理 

    県民への支援または県外被災者への支援の２区分とした。 

 

３ 取組の推進 

 (1) 県内市町村教委等と連携 

 (2) １都３県教育委員会と連携（東京・神奈川・埼玉・千葉） 

 (3) １都９県教育委員会と連携（全国教育委員会連合会関東ブロック） 

 (4) 県外被災県教育委員会と連携 

 (5) 国に対しても支援措置を随時要望 

 

４ 主な取組 

 別 表 



別表

県民への支援 県外被災者への支援

①地域のマンパワーの結集と共助による事業推進 ①地域のマンパワーの結集と共助による事業推進

被災後の児童生徒等への心のケア 被災した生徒の入学料免除

停電及び節電に対応した弾力的な学校運営

図書館等の社会教育施設での節電対策

教職員等の放射能に対する研修等による啓発

②地域の核としての、安全・安心な学校づくり 他県からの避難者の教職員住宅での受入れ

被災した生徒の入学料免除 被災後の児童生徒及び教職員への心のケア

震災被害時における奨学資金貸付金の対応 被災地域の生徒等の県立高等学校への受入れ

①地域のマンパワーの結集と共助による事業推進 ①地域のマンパワーの結集と共助による事業推進

県立学校開放講座等の節電への対応

被災者や風評被害を斟酌した道徳教育の推進

被災県への教員の派遣

各種団体を活用した要望活動の充実

非常時に対応した給食メニュー等の提供事業

各種団体を活用した要望活動の充実

②地域の核としての、安全・安心な学校づくり

公立（市町村）学校施設の早期の耐震化促進

震災被害に遭った県立学校施設の早期復旧

震災被害に遭った社会教育施設の早期復旧

県立美術館・博物館の復旧

体育施設の復旧

被災文化財（住宅・店舗等）再建支援事業

災害時教育庁広報マニュアルの見直し

防災教育・安全教育のより一層の充実

①地域のマンパワーの結集と共助による事業推進 ①地域のマンパワーの結集と共助による事業推進

被災地区児童生徒の支援のための教員の配置

教育施設における節電対策の一層の推進

主　　　な　　　取　　　組

実
　
　
　
施
　
　
　
予
　
　
　
定

実
施
に
向
け
て

検
討
中

社会教育施設への一時避難場所としての県外被災
者の受入れ

③教育全般にわたり復興・防災の視点から施策を
点検

震災後の障害のある児童生徒の心の教育に関す
る取組

被災県からの障害のある児童生徒の受入れに関す
る取組

大震災発生時における職員、保護者等との連絡体
制の見直しと整備

学校、保護者及び教育機関等に対する放射線に関
する情報提供

他県からの受入れ児童生徒等に対する医療的ケア
の実施

市町村との連携を密にした防災体制の在り方の見
直し

実
　
施
　
中

県立高等学校で、他県から受け入れた被災生徒に
対する教科書等の支給事業

被災地区児童生徒受入れのための指導体制の整
備

校舎被害による暫定校利用に係る被害生徒の通学
費増額負担分補助

他県から受け入れた被災生徒に対する奨学資金貸
付金の対応
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