
Ⅸ 資 料
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１ 組織と主な業務 教 育 委 員 会 の 組 織

企 教育総務課 教育事務所（葛南，東葛飾，北総，東上総，南房総）

画 教育政策課

管 財務課

教 教
理 教育施設課

部 福利課

育 育
生涯学習課

長 庁 教
学習指導課

育
児童生徒課

振
特別支援教育課

興
教職員課

部
学校安全保健課

文化財課

体育課

教 育 機 関 さわやかちば県民プラザ，県立図書館（中央，西部，東部）

総合教育センター，子どもと親のサポートセンター，

総合スポーツセンター，国際総合水泳場，美術館，現代産業科学館，

中央博物館，大利根分館，大多喜城分館，分館海の博物館，

関宿城博物館，房総のむら，手賀の丘少年自然の家，

水郷小見川少年自然の家，君津亀山少年自然の家，東金青年の家，

鴨川青年の家

生涯学習課の組織と主な業務

総務班

学校・家庭・地域連携室

学校を核とした県内 1000か所ミニ集会，放課後子供教室推進事業
地域とともに歩む学校づくり推進支援事業，地域コーディネーター研修講座

コミュニティ・スクール，県立学校における「開かれた学校づくり委員会」

県立学校の開放，市町村家庭教育担当者の研修，家庭教育支援チームの設置推進

課 長 親の学びプログラム活用推進，学校を通じた家庭教育支援，子育て情報の提供

副課長 企業と連携した家庭教育支援，ちば家庭・学校・地域応援企業等登録制度

夢チャレンジ体験スクール，「子ども参観日」キャンペーン

高等学校と大学との連携促進

社会教育振興室

社会教育班

生涯学習審議会・社会教育委員会議，叙勲・表彰，社会教育関係団体

千葉県社会教育調査，社会教育担当者の研修，ユネスコ

子供の読書活動の推進，社会教育主事講習及び資格認定

高等学校卒業程度認定試験，人権教育(社会人権教育），教育放送・視聴覚教育

社会教育施設班

青少年教育施設の運営，図書館の運営，さわやかちば県民プラザの運営

社会教育施設の在り方検討，指定管理者の管理運営状況の評価

自然体験活動指導者養成事業，青少年の自然体験活動
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３　平成３０年度生涯学習課関係事業の予算

（単位：百万円）

増減額 伸び率

当初 ① 構成比 6月補正後 ② 構成比 ①－②＝③ ③/②

一 般 会 計 1,728,881 100.0% 1,726,161 100.0% 2,720 0.2%

教 育 費 378,186 21.9% 377,722 21.9% 464 0.1%

生涯学習課関係 1,253 0.1% 1,171 0.1% 82 7.0%

（単位：千円）
平成30年度 平成29年度
当初予算 6月補正後予算

① ② ①－②

1,253,092 1,170,929 82,163

395,271 355,312 39,959

4,545 4,774 △ 229

4,545 4,774 △ 229

1,749 2,030 △ 281

・ 1,187 1,224 △ 37

922 959 △ 37

265 265 0

・ 562 806 △ 244

562 806 △ 244

1,193 832 361

・ 1,193 832 361

826 832 △ 6

367 367

13,527 13,008 519

・ 5,009 5,030 △ 21

2,009 2,030 △ 21

3,000 3,000 0

・ 8,518 7,978 540

374,257 334,668 39,589

・ 185,016 157,252 27,764

2,268 2,334 △ 66

2,374 2,374 0

4,875 4,929 △ 54

174,396 146,374 28,022

788 629 159

315 612 △ 297

・ 189,241 177,416 11,825

949 955 △ 6

320 326 △ 6

・ 100 100 0

・ 220 226 △ 6

629 629 0

・ 544 544 0

・ 85 85 0

509,525 469,832 39,693

509,525 469,832 39,693

347,347 344,830 2,517

347,347 344,830 2,517

・ 176,815 175,010 1,805

・ 72,723 74,849 △ 2,126

・ 79,684 80,706 △ 1,022

・ 18,125 14,265 3,860

1,253,092 1,170,929 82,163

さわやかちば県民プラザ費

県立学校における「コミュニティ･スクー
ル」設置事業

コミュニティ･スクール実践研究事業

事業名

家庭教育指導研修費

成人教育指導研修費

生涯学習推進費

生涯学習推進体制整備費

内容

社会人権教育指導研修事業、千葉県人権教育促進事
業、県立学校開放講座

生涯学習課運営費

千葉県社会教育委員会議

社会教育調査研修費

千葉県社会教育関係団体補助金

子どもの読書活動推進事業

県立教育施設指定管理者評価委員会

家庭教育支援事業

運営費

社会教育指導研修助成費

社会教育指導研修費

社会教育団体助成費

青少年教育指導研修助成費

青少年教育調査指導費

施設管理費、施設整備事業

視聴覚教育指導者研修事業、メディア教材開発事業

社会教育専門講座、公共図書館等職員研修事業

施設整備事業、新県立図書館基本計画策定事業

学校・家庭・地域連携協力推進事業から事業名を変更

第6項 社会教育費 計

第1目 社会教育振興費 計

第2目 視聴覚教育費 計

視聴覚教育指導研修助成費

総合教育センター視聴覚教育運営費

第3目 青少年教育施設費 計

青少年教育施設管理費

第4目 図書館費 計

図書館管理費

中央図書館費

西部図書館費

東部図書館費

管理運営費、事業費、施設整備事業

図書館施設整備費

生涯学習課 合計

平成30年度 平成29年度
区分

増減

視聴覚教材充実整備費

視聴覚教育調査研修費

運営費

研修研究費

成人教育指導研修助成費

家庭教育支援チーム設置推進事業

県立学校施設開放事業

キャリア教育推進事業

「開かれた学校づくり」を推進する事業

地域学校協働活動推進事業
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４  千葉県子どもの読書活動推進計画（第三次）概要 

 

１  計画の性格 

（１）子どもの読書活動を全県的に推進するための手引 

（２）「読書県『ちば』」を目指す設計図 

２  計画期間   平成２７年度からおおむね５か年 

３  基本理念 

 

４  基本方針 

（１）読書に親しむ機会の充実 

（２）読書環境の整備 

（３）普及啓発活動の推進 

５  特色 

（１）「家庭・地域」「学校等」「図書館等」「行政」のそれぞれの役割と必

要な取組の明確にした。 

（２）  子どもや読書に関わる大人が計画を共有し，協働することが必要であ

るため，読 

書の意義の啓発・普及を意識するとともに，分かりやすい表現に努めた。 

６  主な取組と指標 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

目  標 評価指標 現状(Ｈ２５) 目標(Ｈ３１) 

子どもの読書活動の現状

(読書離れ)を改善する。 

読書の好きな子どもの割合 

小６ 72.6% 80% 

中３ 75.3% 80% 

高２※３ 77.8% 80% 

不読率（１か月に１冊も本を

読まない児童・生徒)の割合 

小６ 11.5% 3% 

中３ 18.6% 12% 

高２※３ 40.5% 25% 

市町村における子どもの

読書活動推進体制の整

備を支援し、地域格差を

是正する。 

市町村の子ども読書活動推

進計画策定率 

市 70.3% 100% 

町村  17.6% 70% 

図書館等、学校図書館の

機能及び連携・協力の強

化を図る。 

学校図書館図書標準を達

成している学校の割合※１ 
47.1% 55% 

図書館等と連携している学

校の割合※２ 
67.0% 100% 

乳幼児期における子ども

の読書活動を一層推進す

る。 

ブックスタート実施市町村の

割合 
88.9% 100% 

子どもと本をつなぐネット

ワーク活動を構築する。 

市町村立図書館等における

ボランティアの登録者数 
2,076 人 2,500 人 

ボランティアと連携・協力し

ている学校の割合※２ 
56.9% 68% 

図書館等と連携している学

校の割合※２【再掲】 
67.0% 100% 

図書館あるいは教育委員

会が加わり、学校関係者と

子どもの読書の推進につい

て協議する機会がある市町

村の割合※３ 

42.6% 50% 

     ※１ 対象：公立小学校・中学校     (平成２４年度調査) 

      ※２ 対象：公立小学校・中学校・高等学校・特別支援学校 (平成２４年度調査) 

     ※３ 平成２６年度千葉県生涯学習課調査      

子どもと本をつなぐ・子どもの本でつながる 読書県「ちば」の推進 

      主 な 取 組 

（１）家庭読書の推進 

（２）地域における「本のある街」の推進 

（３）図書館等との連携による学校図書館の 

機能強化及び学校における読書活動の

充実 

（４）公立図書館の「子どもの読書活動推進 

センター」機能の充実 

（５）市町村の「子どもの読書活動推進計画」 

策定の促進 

（６）子どもの読書活動推進の担い手の育成 

（７）子どもと本をつなぐネットワーク活動

の構築 
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７  具体的な方策 

 １ 読書に親しむ機会の充実 ２ 読書環境の整備 ３ 普及啓発活動の推進 

家
庭
・
地
域
に
お
け
る
取
組 

家庭では 
ア 本の読み聞かせ 

イ 家庭読書の推進 

ア 大人が本に親しむ 

 

 

地域では 

ア 地域文庫・家庭文庫、ボランティア

団体等の取組への参加 

イ 子どもが本に触れる機会の提供 

ア 「本のある街」の推進 

イ 子どもの読書活動に関わる人材の 

育成 

ア 地域活動・地域行事における広報・

啓発 

学
校
等
に
お
け
る
取
組 

幼稚園・保育所・認定こども園では 

ア 本の読み聞かせ ア 本のあるスペースの設置 

イ 子どもや保護者への図書の貸出 

ア 行事や「おたより」の利用 

小学校・中学校・中等教育学校・高等学校・特別支援学校では 

ア 「朝の読書」等、読書機会の設定  

イ 読書意欲を高める取組 

ウ 図書資料を活用した授業の展開 

エ 児童生徒による読書支援 

オ 障害のある児童生徒への読書活動の

支援 

カ  学校図書館の活動計画の作成 

ア 「人のいる学校図書館」の推進 

イ 図書館等との連携 

ウ 図書資料の充実 

エ 学校図書館の自己評価 

オ 学校図書館の情報化推進 

 

ア 読書啓発リーフレット等の活用 

イ 1000 か所ミニ集会・ＰＴＡ行事等を

利用した広報・啓発 

 

図
書
館
等
に
お
け
る
取
組 

 

ア 読書活動に関する情報提供 

イ 読み聞かせの普及 

ウ 子ども向けの事業の実施 

エ 子育て支援サービスの推進 

オ ヤングアダルト（ティーンズ）サー

ビスの充実 

カ 子どもの読書活動推進の担い手支援 

キ 学校図書館との連携協力と支援 

ク 公立図書館等の取組への支援 

ア 公立図書館の整備 

イ 「子どもの読書活動推進センター」

機能の充実 

ウ 学校図書館との連携協力と支援 

エ 市町村教育委員会との連携強化 

オ 民間団体の支援・ボランティア活動 

の推進 

カ 多様な支援を必要とする子どものた

めの諸条件の整備 

キ 運営の状況に関する評価等の実施 

ク 公立図書館等の取組への支援 

ア 「子どもの読書活動推進センター」

としての啓発・普及 

イ 学校との連携    

ウ 子どものための郷土資料の充実と情

報発信 

エ 市町村立図書館等の取組への支援  

 

行
政
に
お
け
る
取
組 

県では 

ア 子どもが本に親しむ機会の提供  

 

ア 公立義務教育諸学校及び県立学校へ

の人的配置 

イ 学校図書館のさらなる活性化を図る

ための研修会等の実施 

ウ 「千葉県子どもの読書活動推進計画」

の点検・評価 

エ 市町村の「子どもの読書活動推進計画」策定支援 

オ 子どもの読書活動の実態調査や取組事例の調査 

カ 民間団体の活動支援、子どもの読書活動推進の担い手育成 

市町村では 

ア ブックスタート事業の推進 

イ 民間団体等と連携した機会の提供 

ウ 関連事業における読書機会の提供 

 

ア 「子どもの読書活動推進計画」の 

策定 

イ 民間団体等の活動支援、子どもの 

読書活動に関わる人材の充実 

ウ 学校司書の配置促進 

エ 子どもの読書活動推進に関わる連携会議の開催 

オ 子どもの読書活動の実態調査や取組事例の調査 

カ 「子どもの読書活動推進計画」の点検・評価 

「子ども読書の日」「こどもの読書週間」

等を中心とした取組 

 

ア 検診や親子で参加する行事での 

広報・啓発 

イ 子育て支援事業の場における啓発 

ア 子どもの読書活動啓発リーフレッ

トの作成・配布 

イ 家庭読書の推奨 

ウ 「本のある街」の推進 

エ 地域において子育て支援に従事す

る指導員等への啓発 
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５ 社会教育関係団体                              （平成３０年７月１日現在） 

県全域で活動する主な社会教育関係団体は，次のとおりである。 

団体名（結成年） 千葉県社会教育委員連絡協議会            （昭和３９年） 

事務局連絡先 

 

〒260-8662 千葉市中央区市場町1-1 県教育庁教育振興部生涯学習課内 

TEL 043(223)4072 FAX 043(222)3565 
主な活動 理事会（年３回），代議員会，県社会教育振興大会，機関紙発行 

 

団体名（結成年） 千葉県公民館連絡協議会               （昭和２６年） 

事務局連絡先 

 

〒299-1152 君津市久保2-13-2 君津市生涯学習交流センター内 

TEL 0439(50)3980 FAX 0439(54) 9888 
主な活動 役員会・定期総会，県公民館研究大会，各種研修，機関誌発行 

 

団体名（結成年） 千葉県公共図書館協会                                （昭和３２年） 

事務局連絡先 

 

〒260-8660  千葉市中央区市場町11-1 千葉県立中央図書館内 

TEL 043(224)0300 FAX 043(225)8355 
主な活動 

 

調査研究並びに設置促進，図書館活動の広報宣伝，読書普及活動の推進 

図書館等の職員の研修，機関誌・その他刊行物の発行 

 

団体名（結成年） 千葉県青年団協議会                                  （昭和３２年） 

事務局連絡先 個人宅 

主な活動 全国青年大会 

 

団体名（結成年） 日本ボーイスカウト千葉県連盟                        （昭和２４年） 

事務局連絡先 

 

〒263-0016 千葉市稲毛区天台6-5-2 千葉県青少年女性会館内 

TEL 043(287)1755 FAX 043(287)1786 
主な活動 青少年のための健全育成事業 

 

団体名（結成年） 一般社団法人ガールスカウト千葉県連盟                  （昭和４５年） 

事務局連絡先 

 

〒263-0016  千葉市稲毛区天台6-5-2 千葉県青少年女性会館内 

TEL 043(284)0707 FAX 043(284)0707 
主な活動 

 

チャレンジブラウニー，指導者養成講習会，６年生のつどい 

ふれあいの日活動，支部ギャザリング，各地区研修会 

 

団体名（結成年） 一般社団法人千葉県子ども会育成連合会                  （昭和４１年） 

事務局連絡先 

 

〒263-0016  千葉市稲毛区天台6-5-2 千葉県青少年女性会館内 

TEL 043(255)0557 FAX 043(255)0516 
主な活動 

 

育成研究協議会中央大会，ジュニアリーダー研修会，育成者講習会 

集団指導者認定講習会，房総子どもかるた県大会 

 

団体名（結成年） 日本海洋少年団千葉県連盟                            （昭和４２年） 

事務局連絡先 個人宅 

主な活動 指導者研修会，海の日行事，全国大会，キャンプ，夜行軍 
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団体名（結成年） 千葉県連合婦人会                                    （昭和２３年） 

事務局連絡先 個人宅 

主な活動 

 

理事会，総会，千葉県生活者大会 

県民生活課消費生活の安定及び向上に向けた県民提案事業 

 

団体名（結成年） 千葉県ＰＴＡ連絡協議会                              （昭和２６年） 

事務局連絡先 

 

〒260-0013 千葉市中央区中央4-13-10 千葉県教育会館内 

TEL 043(221)1100 FAX 043(221)1153 
主な活動 

 

定期総会，県ＰＴＡ研究大会，「県Ｐ連ちば」の発行，広報紙コンクール 

健全育成標語・｢我が家の家庭教育｣作文コンクール 

 

団体名（結成年） 千葉県高等学校ＰＴＡ連合会                          （昭和４０年） 

事務局連絡先 

 

〒263-0011 千葉市稲毛区天台町285 千葉県総合スポーツセンター内 

TEL 043(255)0687 FAX 043(255)0681  
主な活動 

 

定期総会及び講演会，地区別研究集会，「ちば高Ｐ連だより」の発行 

関東･全国大会への参加，県高等学校PTA研究集会 

 

団体名（結成年） 千葉県特別支援学校ＰＴＡ連合会                      （昭和５２年） 

事務局連絡先 

 

〒276-0040 八千代市緑が丘西5-24 千葉県立八千代特別支援学校内 

TEL 047(450)6321 FAX 047(450)1459 
主な活動 

 

理事会，総会，就学啓発推進会議，要望活動 

ＰＴＡ指導者研修会，県Ｐ連研究大会，「県Ｐ連会報」発行 

 

団体名（結成年） 千葉県国公立幼稚園・こども園ＰＴＡ連絡協議会          （昭和３６年） 

事務局連絡先 

 

〒272-0832  市川市曽谷6-10-1 市川市立百合台幼稚園内 

TEL 047(373)8937 FAX 047(373)8937 
主な活動 理事会，定期総会，全国大会への参加 

 

団体名（結成年） 千葉県ユネスコ連絡協議会                          （昭和５２年） 

事務局連絡先 個人宅  

主な活動 

 

千葉県ユネスコ活動研究会，世界寺子屋運動，世界遺産・地域遺産活動 

青少年育成活動，ユネスコスクールの推進，会報発行 

 

団体名（結成年） 千葉県視聴覚ライブラリー連絡協議会                  （昭和３１年） 

事務局連絡先 

 

〒283-8505 東金市東岩崎1-17  山武郡市視聴覚教材センター 

TEL 0475(54)0254 FAX 0475(52)1652 
主な活動 

 

理事会（総会），常任理事会，視聴覚センターライブラリー担当者研修 

千葉県メディアコンクール，千葉県視聴覚教育メディア研究大会 
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６ 千葉県生涯学習審議会委員・千葉県社会教育委員名簿 

 

                    [任期：平成２９年１１月１９日～平成３１年１１月１８日］ 

 氏  名 所  属  等 

１ 大田 紀子  千葉県ＰＴＡ連絡協議会会長 

２ 重栖 聡司  千葉大学教育学部教授 

３ 久留島 浩  国立歴史民俗博物館長 

４ 高田 悦子 特定非営利活動法人子どもネット八千代理事 

５ 高橋 みち子 八街市立図書館長 

６ 田村 悦智子 ２０２０年東京オリンピック・パラリンピックＣＨＩＢＡ

推進会議委員 

７ 福田 正明 千葉テレビ放送株式会社顧問 

８ 二村 好美  匝瑳市教育委員会教育長 

９ 三輪 睦子  松戸市立中部小学校長 

10 望戸 千恵美 千葉県立習志野特別支援学校長 

所属：平成３０年７月１８日現在【五十音順】  

 

 

＜千葉県生涯学習審議会＞ 

  設置根拠  ・生涯学習の振興のための施策の推進体制等の整備に関する法律 

         第１０条第１項 

              ・千葉県生涯学習審議会条例 

 

＜千葉県社会教育委員＞ 

  設置根拠  ・社会教育法第１５条第１項 

              ・千葉県社会教育委員条例
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７ 千葉県図書館協議会委員名簿 

 

                      [任期：平成２９年７月２２日～平成３１年７月２１日] 

    氏  名     所  属  等 

1 内田 志乃 前千葉県特別支援学校PTA連合会会長 

2 大久保 一 
富里市立富里北中学校教頭 

（千葉県教育研究会学校図書館教育部会副会長） 

3 小泉 卓史 
学校法人市川学園 市川中学校・市川高等学校 

前第三教育部長・第三教育センター長 

4 佐藤 宗子 千葉大学教育学部教授 

5 髙石 卓 
元千葉県立中央図書館長 

（千葉信用金庫理事） 

6 竹内 比呂也 
千葉大学副学長・附属図書館長 

（千葉大学大学院人文科学研究院教授） 

7 鳥井 みゆき 前千葉県PTA連絡協議会副会長 

8 牧野 千恵 
おはなしの会「絵本の森」会員 

保育士 

9 三木 信夫 
千葉県立船橋二和高等学校校長 

（千葉県高等学校教育研究会学校図書館部会会長） 

10 山田 利雄 
千葉市生涯学習振興課長 

（前千葉県公民館連絡協議会副会長） 

所属：平成３０年７月２６日現在【五十音順】  

 

 

＜千葉県図書館協議会＞ 

  設置根拠  ・図書館法第１４条第１項 

              ・教育機関設置条例 
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８ 千葉県生涯学習審議会の審議内容 

 

             （第１期：平成 ３年 ９月２５日～平成 ５年 ９月２４日） 

             （第２期：平成 ７年 ２月 ７日～平成 ９年 ２月 ６日） 

             （第３期：平成１０年 ３月１９日～平成１２年 ３月１８日） 

             （第４期：平成１３年 ３月１６日～平成１５年 ３月１５日） 

                      （第５期：平成１５年 ８月２８日～平成１７年 ８月２７日） 

             （第６期：平成１７年 ８月２８日～平成１９年 ８月２７日） 

             （第７期：平成１９年１１月１５日～平成２１年１１月１４日） 

             （第８期：平成２１年１１月１９日～平成２３年１１月１８日） 

             （第９期：平成２３年１１月１９日～平成２５年１１月１８日） 

             （第１０期：平成２５年１１月１９日～平成２７年１１月１８日） 

                          （第１１期：平成２７年１１月１９日～平成２９年１１月１８日） 
             （第１２期：平成２９年１１月１９日～平成３１年１１月１８日） 

開 催 期 日 議         題 

【第１期】 

第１回 ３年 ９月２５日 

 

第２回 ４年 １月２８日 

 

第３回 ４年 ５月２１日 

 

第４回 ４年 ７月 

第５回 ４年  ９月１８日 

第６回 ５年  ３月２３日 

 

 

諮問「千葉県における生涯学習振興のための基本的な方策の在り方 

   について」 

議題「生涯学習推進体制の整備について」 

議題「生涯学習関連施設の整備充実について」 

議題「生涯学習関連施設の整備充実について」 

議題「生涯学習機会の拡充について」 

議題「生涯学習機会の拡充について」 

議題「答申文案について」 

議題「千葉県生涯学習推進基本構想」及び「千葉県生涯学習推進計画 
について」 

【第２期】 

第１回 ７年 ２月 ７日 

第２回 ７年 ７月２６日 

第３回 ７年１１月１７日 

第４回 ８年 ２月  ２日 

第５回 ８年  ９月 ４日 

 

第６回 ９年  １月２３日 

 

 

議題「生涯学習推進方策について」 

議題「千葉県生涯学習推進計画について」 

議題「千葉県生涯学習推進計画素案について」 

議題「千葉県生涯学習推進計画（案）について」 

議題「カルチャーセンター等民間教育事業者との連携の在り方につ 

   いて」 

議題「カルチャーセンター等民間教育事業者との連携の在り方につ 

   いて」 

【第３期】 

第１回１０年 ３月１９日 

 

第２回１０年１２月１４日 

第３回１１年 ６月 ９日 

第４回１２年 ２月  ４日 

 

 

報告「本県の生涯学習の推進状況」「生涯学習部各課の主要事業の 

  概要」 

議題「教育長期ビジョン骨子案について」 

議題「活力ある地域コミュニティの構築について」 

議題「学校・家庭・地域の連携について 

   －｢学校を核とした県内１０００か所ミニ集会」の開催－」 
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【第４期】 

第１回１３年  ３月１６日 

 

第２回１３年  ８月 ６日 

 

第３回１４年  ２月１４日 

 

第４回１４年１１月１４日 

 

第５回１５年 ３月  ６日 

 

 

議題「学校教育が抱える課題について」 

  「その他生涯学習全般について」 

議題「県立高等学校再編計画について」 

  「高等学校教育について」 

議題「家庭教育の充実について 

   ～家庭教育充実のためのこれからの行政施策～」 

議題「完全学校週５日制の実施状況等について」 

  「千葉県子ども読書活動推進計画（仮称）について」 

議題「千葉県子ども読書活動推進計画（仮称）（案） について」 

    「不登校児童生徒への支援について」 

【第５期】 

第１回１５年１１月２６日 

 

 

 

議題「千葉県生涯学習審議会公開実施要綱について」 

    「千葉県生涯学習推進基本構想」及び「千葉県生涯学習推進計画

について」 

【第６期】 

第１回１８年 ２月 ６日 

第２回１８年  ９月１５日 

第３回１９年  ３月１３日 

第４回１９年  ７月  ２日 

 

議題「千葉県における生涯学習施策の推進について」 

議題「本県における今後の生涯学習推進の在り方について」 

議題「本県における今後の生涯学習推進の在り方について」 

議題「本県における今後の生涯学習推進の在り方について」 

【第７期】 

第１回１９年１２月２５日 

第２回２０年 ３月１９日 

第３回２０年 ６月１０日 

第４回２０年１０月２３日 

第５回２１年 ２月２３日 

第６回２１年 ７月 ９日 

第７回２１年１０月２０日 

 

議題「千葉県の生涯学習推進について」 

議題「千葉県の生涯学習の推進及び社会教育の振興について」 

議題「千葉県の生涯学習の推進及び社会教育の振興について」 

議題「千葉県の生涯学習の推進及び社会教育の振興について」 

議題「千葉県の生涯学習の推進及び社会教育の振興について」 

議題「千葉県の生涯学習の推進及び社会教育の振興について」 

議題「千葉県の生涯学習の推進及び社会教育の振興について」 

【第７期】図書館部会 

第１回２０年 ２月 ４日 

第２回２０年 ２月２８日 

第３回２０年 ５月２２日 

第４回２０年 ８月２８日 

第５回２０年１２月１９日 

 

議題「今後の千葉県における図書館の方向性について」 

議題「今後の千葉県における図書館の方向性について」 

議題「今後の千葉県における図書館の方向性について」 

議題「今後の千葉県における図書館の方向性について」 

議題「今後の千葉県における図書館の方向性について」 

【第８期】 

第１回２２年 ２月 ４日 

第２回２２年 ８月 ２日 

第３回２２年１１月  ９日 

第４回２３年 ３月１７日 

第５回２３年 ６月 ２日 

第６回２３年１１月１０日 

 

 

議題「千葉県の生涯学習の推進及び社会教育の振興について」 

議題「千葉県の家庭教育支援について」 

議題「（仮称）千葉県立図書館の今後の在り方について」 

（震災のため会議中止） 

議題「（仮称）千葉県立図書館の今後の在り方について」 

議題「（仮称）千葉県立図書館の今後の在り方について」 

    「千葉県の家庭教育支援について」 
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【第９期】 

第１回２４年  １月３１日 

第２回２４年  ７月 ９日 
第３回２４年１２月１３日 
第４回２５年  ３月 １日 

第５回２５年 ７月 ３日 

第６回２５年 ９月 ４日 

 

議題「千葉県の家庭教育支援について」 

議題「千葉県の家庭教育支援について」 

報告「【幼児版】家庭教育リーフレットについて」 

報告「【幼児版】家庭教育リーフレットの活用状況について」 

報告「親の学びプログラム活用事業について」 

報告「県民の読書活動について」 

 【第１０期】 

第１回２６年 １月２９日  

 

第２回２６年 ７月 ８日 

第３回２６年１０月２７日 

 

 

第４回２７年 ２月 ４日 

 

第５回２７年 ７月１４日 

第６回２７年１０月２７日 

 

 

 

議題「千葉県の生涯学習の推進，社会教育の振興について」 

  「千葉県子どもの読書活動推進計画（第三次）の策定について」 

報告「千葉県子どもの読書活動推進計画（第三次）の策定について」 

報告「家庭教育支援について」 

議題「第２期千葉県教育振興基本計画について」 

  「千葉県子どもの読書活動推進計画（第三次）の案について」 

報告「家庭教育支援について」 

議題「千葉県子どもの読書活動推進計画（第三次）の案について」 

報告「千葉県子どもの読書活動推進計画（第三次）の策定について」 

議題「社会教育における子供の貧困対策について」 

報告「千葉県の教育の振興に関する大綱（素案）について」 

  「社会教育における子供の貧困対策について」 

議題「千葉県の子どもの読書活動推進計画（第三次）に基づく 

   読書県『ちば』の推進について」 

【第１０期】子供の読書推進部会 

第１回２６年 ７月 ８日 

第２回２６年１０月２７日 

第３回２７年 ２月 ４日 

 

議題「千葉県子どもの読書活動推進計画（第三次）の策定について」 

議題「千葉県子どもの読書活動推進計画（第三次）案について」 

議題「千葉県子どもの読書活動推進計画（第三次）案について」 

【第１１期】 

第１回２８年 ３月１４日 

 

 

 

 

第２回２８年 ７月 ４日 

 

 

 

第３回２８年１１月 ７日 

 

 

 

第４回２９年 ３月 ２日 

 
 

 

報告「公の施設の見直しについて」 

    「県立中央図書館の耐震不足に係る安全対策について」 

  「県立青少年教育施設の指定管理者について」 

議題「学校・家庭・地域の連携の再構築について」 

  「子供の貧困対策における社会教育の支援について」 

報告「平成２７年度全国都道府県教育長協議会第２部会研究報告につ

   いて」 

議題「学校・家庭・地域の連携の再構築について」 

  「子供の貧困対策における社会教育の支援について」 
報告「第５８回全国社会教育研究大会千葉大会について」 
  「新たな『公の施設の見直し方針』について」 
議題「学校・家庭・地域の連携の再構築について」 

  「子供の貧困対策における社会教育の支援について」 
報告「平成２８年度千葉県総合教育会議の協議結果について」 

議題「学校・家庭・地域の連携の再構築について」 

  「子供の貧困対策における社会教育の支援について」 
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第５回２９年 ７月１４日 

 

 

 

 

 

第６回２９年１０月４日 
 

 
報告「平成２９年度の社会教育施策について」 

  「平成２８年度全国都道府県教育長協議会第２部会研究報告につ 

   いて」 

  「コミュニティ・スクールについて」 

  「企業と連携した子供応援事業」 

議題「公の社会教育施設の在り方について」 

議事「県立図書館の今後の在り方について」（諮問） 
 

【第１２期】 

第１回２９年１１月２８日 

 

第２回２９年１２月１３日 
 
第３回３０年３月２３日 
 

 
報告「県立美術館・博物館の見直しについて」 

議事「県立図書館の今後の在り方について」 

議事「県立図書館の今後の在り方について（答申案）」 

    「県立美術館・博物館の現状と課題について」 
議事「県立博物館・美術館の今後の在り方について」（諮問） 

報告「千葉県立図書館基本構想の策定について」 

  「千葉県子どもの読書活動推進計画（第三次）進捗状況につい 

て」 

  「さわやかちば県民プラザ 平成３０年度事業計画について」 
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９ 千葉県社会教育委員会議 答申・建議 
 

№  年 月 日      答申・建議等の名称 種類 備     考 

１ 昭和53. 8.22 生涯教育における社会教育事業
のあり方について 

建議 生涯各期の学習機会の拡充 
総合教育ｾﾝﾀｰ社会教育部 

視聴覚ｾﾝﾀｰ 

２ 昭和55. 8.22 発達段階に対応した家庭教育の

あり方とその振興方策について 

建議 

 

家庭教育関係資料事業の拡充 

（育て千葉っ子） 

３ 昭和57. 9. 4 社会参加を促進する社会教育の

あり方について 

答申 

 

高齢者活力地域還元事業 

高校生ボランティアリーダー養成講座 

４ 昭和59. 5.21 千葉県立青少年教育施設におけ

る使用料について 

答申 使用料徴収見送り 

５ 昭和59. 9. 5 社会教育における高齢者教育の

あり方について 

答申 高齢者教育推進５か年計画 

新規事業５事業 

６ 昭和61. 9.30 在学青少年に対する社会教育の
あり方について 

答申 青少年の発達と社会教育行政施策 
家庭と社会教育 

在学青少年と社会教育 

７ 昭和63. 9. 9 地域の教育力を高めるための社

会教育施策について 

建議 地域の教育的機能の変化 

豊かな心を育む地域社会 

８ 平成 2. 9.19 生涯学習社会における県立図書
館の整備について 

答申 県立図書館の整備 
市町村図書館の振興 

県内公共図書館のネットワークのあり方 

９ 平成 4.11. 2 生涯学習時代における社会教育
の振興方策について 

建議 社会教育指導者の充実 
学習機会の拡充 
学習の場の整備と活用の促進 

現代的課題への対応 

10 平成 6.11.21 これからの県立青少年教育施設
のあり方について 

建議 現代的課題に対応した事業体系確立 
魅力ある事業企画への改善 
幅広い利用に対応した施設づくり 

開かれた施設運営と利用条件改善 

11 平成 8.11.18 高齢化社会に対応した社会教育
のあり方について 
  ～共に生き共に輝く 
        知縁づくり～ 

答申 ボランティア活動の支援促進 
団体･グループ･サークルへの支援 
学校の地域学習ｾﾝﾀｰ化 
情報提供・学習相談体制整備 
他の行政部局との連携 
民間との連携 

地域の状況に応じた支援策 

12 平成11. 3.15 地域社会への参加活動を支援す
る社会教育のあり方について 
  ～自助・互助・公助による 
        まちづくり～ 

答申 地域社会への参加活動の現状と課題 
地域社会への参加活動を促進するた
めの方策 
今後の地域社会への参加活動 

を支援する社会教育のあり方 
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13 
 
 
 
 
 
 

平成18. 1.23 
 
 
 
 
 
 

青少年の奉仕活動・体験活動の 
推進方策について 
 
 
 
 
 

審議
のと 
りま 
とめ 
 
 
 

 奉仕活動・体験活動の必要性 
 推進のための意識の向上と組織運 
 営の充実 
 推進のための啓発方法の工夫とコ 
 ーディネーターの活用 
 奉仕活動・体験活動推進のための 
 施策の方向性 

14 平成19. 6. 8 千葉県の家庭教育支援の在り方 審議 
のま 
とめ 
（提言） 

 家庭教育の現状と課題の分析 
 県の家庭教育支援の在り方（提言）
１４の項目を５つの観点 に分類し
提言 

15 平成25.11.5 県立青少年教育施設の今後の 
在り方について ～たくましく
育て ちばの子ども～ 

答申 県立青少年教育施設の現状・役割 
・今後の在り方 

 
１０ 千葉県生涯学習審議会 答申・建議 

№  年 月 日      答申・建議等の名称 種類 備     考 

１ 平成 4. 10.23 本県における生涯学習振興のた
めの基本的方策の在り方につい
て 

答申 答申を受け，千葉県生涯学習推進本
部にて「千葉県生涯学習推進基本構
想」 

２ 
 
 

平成29. 12.13 「県立図書館の今後のあり方」 
について 

答申 

 

答申を受け，教育委員会会議におい
て「千葉県図書館基本構想」 

 
 

１１ 平成２９年度生涯学習課刊行物一覧 

 

刊 行 物 の 名 称 概      要 規格 

社会人権教育資料 

 「ともに幸せを求めて」 
  社会人権教育の推進に向け，指導者に広く活用

されるための資料。 

Ａ４ 
冊子 

家庭教育リーフレット 
「親子で取り組む あいうえお」 
           （幼児版） 
「やってみよう！親子でチェック」 
          （小学生版） 
「もう一度やってみよう！ 
親子でチェック」（小学４年生版） 

「親子のかかわりを大切に」 
          （中学生版） 

  基本的生活習慣や家庭学習・読書の習慣など，
家庭教育で大切なポイントをまとめ，親子で話し
合える構成。幼児版は，３歳児健診を受診した幼
児の保護者に，小学生版・中学生版は，新入学児
童生徒の保護者に，小学４年生版は，４年生進級
時に配布。 
 

 

Ａ３ 
二つ折り 

 

子供の読書活動啓発リーフレット 
「図書館司書が選んだ子どもに読ん
でほしい本100選」 
 

 家庭における子供の読書活動の意義を啓発する

ため，発達段階に応じた保護者向けリーフレット

作成。小学校向け及び乳幼児向けを作成し，それ

ぞれを小学校１年生及び３歳児の保護者に配付。 

 Ａ３ 
二つ折り 
 
 

キャリア教育保護者向けリーフレッ
ト（高校１年生用） 

キャリア教育を推進するため，公立高等学校及び

特別支援学校高等部新入生の保護者に啓発リーフ

レットを配布。 

Ａ３ 
二つ折
り 
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