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６ 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名の点検評価委員の方々から意見を

いただき、下記のとおりまとめたところです。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きます。 

 

大南 英明 委員（全国特別支援教育推進連盟 理事長） 

 

１ 教育委員会活動について 

（１）教育委員の意見がまとめられ、教育行政へ反映されていることが公表されるのは良いと思

います。 

（２）県民との意見交換、特別支援学校等への視察は、今後も続けてほしいと考えます。その際、

知的障害特別支援学校高等部の生徒の声を直接聞いてほしいと思います。 

 

２ 教育委員会所管施策について 

（１）児童生徒が、夢や目標を持って生活することは「生きる力」を育む上で重要なことです。

私は、小学生時代を戦後の混乱期の中で過ごしましたが、クラス担任の先生をはじめ多くの

先生方から夢が持てるような指導を受けて育ちました。最近、テレビ等で、現代の世相の中

では「夢など持てないし、子どもの夢を育むことはできない」と教育に関わっている人が語

っていますが、世知辛い生きづらい世の中だからこそ夢が持てるように育てていくことが必

要であり、夢が持てない人は、子どもの保育、教育に関わってほしくない、という強い思い

があります。特に、小学校、中学校の教員には、子どもたちに夢や目標が持てる指導ができ

るような研修を組んでほしいと願っています。 

 

（２）いじめについては、一部のマスコミ関係者や専門家と称するコメンテーターに認識不足が

あります。「いじめがいよいよ職場にも及んできましたか。」「いじめが学校から社会へ広がっ

てきています。」とあきれたコメントを出しています。テレビで毎日「いじめの手本」を放送

しながら、子どもに「いじめはいけない」と言っても、効き目はないと思います。テレビの

中でのいじめは役割分担で演じられているとしても、子どもたちにそのことが理解できない

ことの方が多いと思います。「テレビの見方」をどこかで指導しなければならない事態を迎え

ていると考えます。 

 

（３）グローバル人材の育成については、異論はありませんが、方法に違和感を覚えます。まず

「グローバル化には英語ありき」のようですが、母国語の日本語の使い方が怪しい大人が増

えている、語彙の乏しい大人が意外なほど目立つ中で、日本語の指導はどうなっているのか

という疑問です。先進国は、母国語の指導を授業に位置付けています。そして、我が国の歴

史や文化について、的確に、簡潔に外国語で説明できる指導が必要です。そのためには、身

近な地域、郷土の歴史や風俗、習慣に関する知識を身に付けるところから始めることが大切

です。 

 

（４）特別支援学校の防災対応資料「防災セルフチェック」を作成し、各校に配布したことは特

筆に値します。他都道府県に先んじています。 

 

 



- 131 - 
 

（５）「お兄さん、お姉さんと学ぼう」については、新聞にも取り上げられており、少子化、一人

っ子時代にふさわしい事業です。今後も高等学校の実施校数を増やすなど、事業の拡大が必

要であると思います。 

 

近藤 一夫 委員（弁護士） 

 

１ 教育委員の活動実績について 

（１）教育委員の意見の施策への反映について 

 ア 千葉県教育振興基本計画｢みんなで取り組む『教育立県ちば』プラン｣の基本理念である｢ふ

れる｣｢かかわる｣そして｢つながる｣を実現するため、３つのプロジェクトを実施しております。 

   この基本理念を具体的に実現するためには、その中核となるべき教育委員会をより活性化さ

せ、必要な情報収集、調査研究、更には視察等による教育現場の意見の把握をしたうえでの積

極的な意見と関係各所との連携をも視野に入れた施策への反映が肝要です。 

   教育委員の意見の施策への反映において取り上げられた①平成２５年度学校教育指導の指

針の策定、②県立高等学校入学者選抜方法の改善、③｢県立学校改革推進プラン・第２次実施

プログラム｣等、高校の再編、④県立中学校の教科書採択、⑤学校安全の取組、⑥いじめ問題、

⑦体罰問題、⑧教職員の不祥事防止に向けての各事項は、いずれも社会的に関心の高い問題で

あり、これらについて、必要な情報収集および調査研究等をもとに、教育委員の意見を反映さ

せ、教育行政の適切な運営を図ることは極めて重要です。 
 
 イ 平成２５年度学校教育指導の指針の策定について 

   現代社会における多様化した県民ニーズを的確に把握して、教育委員会としての意思決定を

迅速かつ的確に行ってこれを施策に反映させるには、｢社会の変化｣のもつ意義の重要性及び制

度としては数年後としても試行段階で今すぐやるという委員の意見が重視されます。 

   とりわけ緊急性を要する場合には、教育委員の意見の施策への反映の一方式として試行段階

として今すぐ実施することも検討されてよいのではないかと思われます。 
 
 ウ 県立高等学校入学者選抜方式の改善について 

   入学者選抜方式における｢算式｣について県民および保護者への周知を求めるという委員の

意見は極めて大切です。 

   入学者選抜方式については、何よりも公平性が重視されます。これは選抜基準の公平性もさ

ることながら、入学者選抜方式そのものが公平になされているという制度に対する県民および

保護者の信頼が大事です。 

   県民および保護者にとっていかなる基準で選抜されるのかは重大な関心事であり、選抜基準

を知るものと知らぬものとの間で不公平にならないように、公平性への信頼確保の観点からも

｢算式｣を周知させることは重要です。 

   かかる意味において、｢算式｣について説明会等の場を活用して、更に理解が深まるようにし

たことを評価したいと思います。 
 
 エ ｢県立学校改革推進プラン・第２次実施プログラム｣等、高校の再編について 

   各教育委員の方々からの多様かつ活発な意見がなされております。その中で、総合学科の在

り方について、本県の現状を踏まえ、引き続き検討を深めていくことになりましたので、これ

からより一層の教育委員の充実した意見とその反映を期待します。 
 
 オ 学校安全の取組について 

   事故の翌日から教育委員会としての活動を開始されたことは高く評価できます。学校におけ

る生徒らの生命身体に対する安全配慮義務の重要性に鑑みれば、各学校に緊急安全点検の実施

を通知するだけでなく、実施した安全点検の結果についても教育委員会に報告してもらうこと
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により、教育委員会としてより一層の再発防止策の徹底を図ることができるものと思料します。 
 
 カ いじめ問題について 

   いじめ問題は、｢ふれる｣｢かかわる｣そして｢つながる｣の基本理念の根幹にかかわる重要問題

であり、近時の児童生徒の生命身体に対する安全配慮義務上も極めて重要な問題です。 

   委員の｢今は教師が忙しすぎて、子どもと接するべきところでコミュニケーションがとれて

いないのではないか。そういうところでスクールカウンセラーの必要性が出てくる。教師だけ

でなく、組織で対応すべき課題である。｣との意見は、この問題の一面を的確に捉えています。 

   かかる意味において、委員の意見の教育行政の反映として、スクールカウンセラー及びソー

シャルワーカーの充実が図られることになったことは評価したいと思います。 
 
 キ 体罰問題について 

   体罰問題も、いじめ問題と同様に、｢ふれる｣｢かかわる｣そして｢つながる｣の基本理念の根幹

にかかわる重要問題であり、近時の児童生徒の生命身体に対する安全配慮上も極めて重要な問

題です。 

   それゆえに、委員の｢小学校低学年や高校３年生も、他県では調査対象としているところが

多いそうだ。次回の調査では、検討するべきである。｣との意見を反映させて、高校３年生も

含めての実施を検討することにしたこと、小学校低学年・中学年については、他県ではどのよ

うな点に配慮しながら調査しているのか研究していくことになったことは、体罰問題について

各学年を通じて広く調査対象としていこうという意味において積極的に評価したいと思いま

す。 

   また、昨今のマスコミ報道における運動部活動における体罰が問題となる事例が多いことに

鑑みれば、スポーツ団体との連携を強化し、コーチングによる手法を学ぶための研修の実施は

有意義であると思われるので、ぜひとも実施に向けての検討をお願いしたいと思います。 
 
 ク 教職員の不祥事防止に向けて 

   ｢ふれる｣｢かかわる｣そして｢つながる｣の基本理念実現のためには、児童生徒を教える側の教

職員に不祥事はあってはならないことです。 

   委員の｢教員が感情をコントロールすることが必要である。そのような研修を実施していた

だきたい。｣との意見を反映させ、アンガーコントロール、アンガーマネジメント研修の実施

を検討することになりました。是非とも前向きな検討をお願いします。 

   ただ、不祥事の原因は感情的なものだけではなく、多種多様であると思われますので、｢不

祥事根絶パンフレット改訂版｣を活用した校内研修による教職員の意識改革を図っていくこと

も併せて重要な施策となります。 

   また、不祥事の起きた学校について、スクールカウンセラーを配置するなど委員の意見が積

極的に反映されている点も良いと思います。 

  

（２）県民との意見交換･教育関連施設の視察等について 

   ｢ふれる｣｢かかわる｣そして｢つながる｣の基本理念実現のため、教育委員として県民の多様な

ニーズを教育行政に反映させるべく様々な立場の方との意見交換や視察の実施は大切です。と

りわけ、茂原高等学校・印旛明誠高等学校・木更津高等学校における中高生との交流会、校長・

教職員との懇談は、教育現場における教える側と教わる側双方の意見等を直接聞くという意味

で大変意義のあることだと思います。今後も現場の生の意見を教育行政に積極的に反映させる

べく意見交換や視察の積極的な実施を期待します。 

 

２ 教育委員会所管施策について 

（１）教育基本計画における目標の達成状況について 
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保護者アンケートの結果をもとに、プロジェクトⅠ～Ⅲともに概ね順調に進んでいるものと

評価します。 

 

（２）プロジェクトⅠについて 

 ア 施策１について 

   子どもたちが勉強を好きになることは、千葉県教育振興基本計画｢みんなで取り組む『教育

立県ちば』プラン｣における｢ふれる｣｢かかわる｣そして｢つながる｣の基本理念のもと、子ども

たちを郷土と国に誇りを持った国際人に育てるための土台となるべきものです。 

   かかる意味において、勉強が好きと答えた児童生徒の割合について、小学校６年生と中学３

年生の算数ないしは数学が上昇している一方で国語がいずれも下落している点が気になりま

す。国語は全ての学習の基礎となるものですが、算数や数学とは異なった学習方法としての難

しさもありますので、｢学びの突破口ガイド｣国語版の作成など次年度に向けた積極的な施策を

期待します。 
 
 イ 施策２について 

   歴史と伝統文化に親しみ、郷土と国を愛する心を育てることの第一歩として、今住んでいる

地域の行事に参加することは重要です。かかる意味において、今住んでいる地域の行事に参加

している生徒（中学生）の割合が平成２３年度と比べて４．４ポイント上昇しており、概ね順

調に進んでいるものと評価します。 
 
 ウ 施策３について 

   高校生の留学者数（３か月以上）について、平成２４年度と比較して５名増加の４６名とな

ったことは、近時危機意識を持って指摘されている日本人留学生の減少傾向について、平成２

４年度に引き続きその改善に資するものであり、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施策の具体化として概ね順調に進んでいるものと評価します。 

 

（３）プロジェクトⅡについて 

 ア 施策１について 

   読書の重要性は言うまでもなく、｢ふれる｣｢かかわる｣そして｢つながる｣の基本理念は、読書

を通じての｢ふれる｣｢かかわる｣そして｢つながる｣ことでもあります。読書は、志やチャレンジ

精神はもとよりのこと、歴史と伝統文化、更には異文化にも｢ふれる｣｢かかわる｣そして｢つな

がる｣ものであり、まさにプロジェクト全体を横断的に機能させる重要な位置を占めておりま

す。 

   かかる意味において、読書が好きだと答えた小学生の割合が、平成２３年度の５．７ポイン

トの減少に引き続き更に平成２４年度に１．１ポイント減少したことは大変気になるところで

す。中学生は１．０ポイントの上昇を示していることからすれば、とりわけ小学生を重視して

読書活動推進事業、確かな学びの早道「読書」事業などの各種「読書」事業の推進を期待しま

す。 
 
 イ 施策２について 

   多様な自然、産業、人材などを生かした体験活動の推進は、千葉のポテンシャル（潜在能力）

を最大限に活用し、子どもたちが自然や人に触れ、社会に参加する活動を推進し、知・徳・体

のバランスのとれた元気な人材を育てるという積極的な意義を有します。その意味で、「職場

体験を通したキャリア教育の推進状況（実施中学校の割合、千葉市を除く）」９８．５％、「イ

ンターンシップを実施している高校の割合」８７．６％であり、いずれも平成２６年度までの

目標値７５．０％を大きく上回っていることは積極的に評価できます。 
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 ウ 施策３について 

   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は、教育の資質向上と授

業力向上に役立つ研修方策が必要です。そのため「魅力ある授業づくりの達人」認定事業、「ち

ばっ子『学力向上』総合プラン」、「若手教員育成推進委員活用事業」、「ちば授業練磨の公開日」、

「私の授業レシピ（秘伝・秘訣）」活用事業の推進に大いに期待するものであります。 

   ただ、ちば「授業練磨の公開日」では、平成２４年度においては９５％以上の学校において

教員の授業力向上に成果があったとの回答があったにもかかわらず、平成２５年度においては

約８０％に減少しているところが気になるところですので、前年度との比較分析をしてこれを

次年度以降に生かしたいところです。 
 
 エ 施策４について 

   あいさつは、「ふれる」「かかわる」そして「つながる」の基本理念の原点というべきもので

あり、家庭と学校を車の両輪としてこれを支える地域社会の大人たちが子どもたちの育成に関

わる上で極めて重要であります。 

   かかる意味において、近所の人に会った時はあいさつをしている児童生徒の割合について、

小学校では９２．１％で前年度比０．８ポイント上昇しているのに対し、年齢では上であるは

ずの中学校では８６．８％で前年度比０．３ポイント下降している点がやや気になるところで

す。 
 
オ 施策５について 

   小学校における新体力テストの平均点が４９．７ポイントから４９．５ポイントに減少して

おります。目標は４９．５ポイントではありますが、食生活の変化等による児童の成人病化の

危惧に鑑みますと、より一層の新体力テスト平均点上昇を期待するところであります。 
 
 カ 施策６について 

   「幼・小・中・高等学校の個別の教育支援計画作成率」が平成２４年度と比較して４．９ポ

イント上昇して６２．７％となり、昨年度に引き続き、目標値の５４．０％を上回っているこ

とは、一人一人の特性に目を向けた特別支援教育の推進の立場からの積極的に評価できます。

今後もこれに満足することなく更なる作成率の上昇を期待するところであります。 
 
 キ 施策７について 

   「高等学校の『学校運営』について、肯定的な評価をしている保護者の割合（学校評価）」

が平成２４年度と比較して１．６ポイント上昇して８２．９％であることは、教育における車

の両輪ともいうべき学校と保護者の間の信頼関係が築かれているものとして積極的に評価で

きます。 
 
 ク 施策８について 

   県立学校校舎等の耐震化率が、平成２４年度と比較して５．３ポイント上昇して８９．２％

に上昇したことは評価できますが、安全・安心な教育環境の整備の観点からは問題のあるとこ

ろであります。予算等の問題があるところは重々承知しているところではありますが、関係各

所との協議の上、平成２７年度耐震化推進事業完了の前倒しをご検討願いたいと存じます。 

 

（４）プロジェクトⅢについて 

 ア 施策１について 

   家庭は、「ふれる」「かかわる」そして「つながる」の基本理念のもと、子どもたちの育成の

ために学校とともに車の両輪としての機能が期待されます。 

   かかる意味において、児童生徒が家の人と学校の出来事について話をすることは「ふれる」

「かかわる」そして「つながる」の基本理念の実践として極めて重要です。この意味で、家の

人と学校の出来事について話をする中学生の割合が平成２４年度から０．９ポイント上昇して 
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６７．１％になり、引き続き目標値６５．０％上回っていることは評価できます。 
 
 イ 施策２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が

平成２４年度から１．８ポイント上昇して５６％となり、目標値の６０％に近付いていること

は、「ふれる」「かかわる」そして「つながる」の基本理念のもと、家庭と学校を車の両輪とし

てこれを支える地域社会の大人たちが子どもたちの育成に関わるという意味において、非常に

評価できます。 
 
 ウ 施策３について 

   前述の「ふれる」「かかわる」そして「つながる」の基本理念を実現するためには、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、教育のセーフティーネットを確

保することが必要です。 

   その意味で、「いじめや不登校に対する相談体制の充実」、「障害のある幼児児童生徒とその

保護者に対する早期からの教育相談支援の充実」、「家庭や生活に様々な困難を抱えている子ど

もたちへの対応」、「保護が必要な児童対策の充実・強化」はいずれも重要な課題であります。 

   その中で、不登校の割合と中途退学生徒の割合が減少したことは、関係各所の連携と努力に

よるものとして積極的に評価するものです。 

   現在、スクールカウンセラーの配置等の拡充が図られてきていることから、今後はいじめと

不登校の早期発見と対応にスクールカウンセラーの積極的活用を期待します。 

 

酒井 邦弥 委員（神田外語大学 学長） 

 

１ 教育委員の活動実績について 

総括にあるとおり、教育振興計画目標の達成に努めると同時に、次期計画策定に向け地道な取

り組みを進めてこられたことは、充分に評価に値すると考えます。多種多様にわたる課題に丁寧

に取り組み、教育委員による議論を踏まえ、教育行政の改善を図っていることに敬意を表します。

加えて、そのプロセスの中で、県民との意見交換・教育関連施設の視察等もなされており、２５

年度の活動は全く問題ないものと考えます。 

 

２ 教育委員会所管施策について 

（１）プロジェクトⅠ（夢・チャレンジプロジェクト） 

指標目標には届かなかったものの、総合的な評価として「おおむね順調にすすんでいる」とし

たことは妥当と考えます。但し、２６年度については全指標において上昇させることを期待しま

す。 

・グローバル人材の育成については、成田空港、幕張メッセ、ディズニーリゾート等の国際的

な施設を有する本県としては、時代の流れだけではなく、産・学・官一体となった取組が必

要です。特に、県内の高等教育機関との連携は不可欠です。逆に、日本人学生も留学生もそ

のような機会を望んでいると思います。 

・郷土と国の歴史や伝統文化等を学ぶということは、グローバル人材育成にとって、極めて重

要です。「日本人としてのアイデンティティーを持ちながら・・・」が大前提となるからです。

私の大学でも、異文化理解は自文化理解がなければ成立しないことを強調し、日本の言葉と

文化の教育に努力しています。特に、ちば文化発信プロジェクトは意義深いと思います。子

ども達の郷土愛を育むことが、日本人としてのアイデンティティーを強めることになるのだ

と思います。 
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（２）プロジェクトⅡ（元気プロジェクト） 

４年連続で指標目標を超えており、「おおむね順調にすすんでいる」という評価は妥当と考え

ます。 

・読書県「ちば」の推進が順調に進んでいることに敬意を表します。中・高生のスマホ中毒が懸

念される中で、読書習慣を身につけることは、重要です。親が本を読むと、その子たちも読む

といわれます。私はそのことを、保護者会で強調しています。 

・体験活動や道徳性を高める心の教育の推進の効果はいかがでしょうか。 

自分の小ささを認識させ、殻を破らせる体験教育は、人間が成長する上で不可欠なものです。

これと「耳にタコ」ができるような繰り返しによる道徳性向上教育とが相まって、「いじめ」

を排除する心が育まれるのだと思います。息の長い地道な取組が求められます。 

 

（３）プロジェクトⅢ（チームスピリットプロジェクト） 

指標目標を超えており、「順調に進んでいる」という評価は妥当と考えます。 

・子育て支援については、自治体の存続に関わる重要なテーマです。優れた施策も発信力が充分

でなければ効果はあがりません。引き続き、効果的な周知方法の検討をお願いします。 

・いじめに関する２４時間電話相談体制に大いなる関心があります。年間２万件を超える相談が

あることに驚きました。これには、潜在的ないじめが多いということと相談体制が機能してい

ることの両面あると思いますが、未然防止の観点から利用促進キャンペーンをやるのも一考で

す。 

 

（４）その他 

ＡＣＴ１「教師力トップ」チャレンジプランの内、「授業づくりの達人」や「授業レシピ」事業

は素晴らしいと思います。団塊世代のリタイヤに伴い急速に教育現場での若年化が進んでいます。

これらの内容について、県内の教育機関に開示いただければ幸いです。 

「みんなで取り組む『教育立県ちば』プラン」の実現は、ひとり県教育委員会の仕事ではなく、

産・学・官・県民・住民全体の課題です。もっと関与して欲しいと考えます。 

 

鳥井 みゆき 委員（保護者 千葉県ＰＴＡ連絡協議会副会長） 

 

１ 教育委員会活動について 

全ての施策において、教育委員の皆様の意見が、教育行政へ良い形で反映されていたと感じま

した。 

どの施策も重要ですが、その中でも「いじめ問題について」は最も重要な施策だと思います。

教育委員会の附属機関として「千葉県いじめ対策調査会」を発足させるとのことなので、今後の

取り組みが益々充実するのではと、大変期待しております。また、「いじめ防止対策推進条例」

が施行され、広報紙「夢気球」の中でそれぞれの役割等が明確に記載されていて、大変分かりや

すい情報発信だと思いました。 

公安委員会委員との懇談会が今後も継続されるという事をお聞きし、最近話題になっている

「危険ドラッグ」に関する情報を公安委員会と共有し、「危険ドラッグ」も含めた予防教育・情

報発信をお願い出来ればと思います。 

 

２ 教育委員会所管施策について 

（１）プロジェクトⅠ 

ア 施策 1 志を持って、失敗を恐れずチャレンジする人材を育てる 

「勉強が好き」と答えた児童生徒の割合が、小中学生とも「国語」が下降していることはや
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や気になりますが、充実が図られた「学びの突破口ガイド」の活用により改善されるのでは

と期待しております。 
 

イ 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 

「今住んでいる地域の行事に参加している」と答えた生徒の割合が上昇したことは大変評価

できます。ただ、この指標に関しては長いスパンで判断していく必要があると感じます。ア

ップダウンを繰り返しながらも、少しずつ上昇していけるよう様々な取組の継続をお願い致

します。 
 

ウ 施策 3 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 

長期留学に加え、短期留学も補助対象にするとのことで、異文化の理解を深め、グローバル

人材を目指す生徒が増えていくと大変期待しております。 

外国語活動小・中連携推進の分野では、平成 25 年度で終了するとのことですが、取組後の

課題も残っているようですし、今後も小･中連携は必要であると思います。 

 

（２）プロジェクトⅡ 

ア 施策 2 多様な自然、産業、人材を生かした体験活動を推進する 

体験を通した学びは生徒達にとってかけがえのないものになると思います。様々な体験活動

の推進を引続きお願いします。 
 

イ 施策 4 道徳性を高める実践的人間教育を推進する 

「近所の人に会ったときは、あいさつをしていると答えた児童生徒の割合」で、中学校で多

少ポイントが下降してはいますが、高い数値を維持していると思います。 

サイバー犯罪を抑止するための広報啓発活動は、今後益々必要になってきます。事例集を織

り交ぜた講演等、広報活動の内容の更なる充実に期待します。 
 

ウ 施策 8 安全・安心な教育環境の整備 

「スマートサイクルちばの推進」の課題として、「ルールやマナーを無視する高校生も散見

されます」とありました。自転車乗車によって被害者にもなれば加害者にもなるということ

を、改めて教えていく必要があると思いました。 

 

（３）プロジェクトⅢ 

ア 施策 1「親学」の導入など、家庭教育を支援する 

「親力アップいきいき子育て広場」Web サイトの利用件数が年々増加しているようで、内容

の充実が図られていることが良く分かります。示された方向性のとおり取り組まれていかれ

ることを期待します。 
 

イ 施策 3 様々な困難を抱えているこ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 

この施策の中のそれぞれの事業を必要としている児童生徒、若者の数は多いと思われます。

また、この事業の内容が充実すればするほど、不登校、ひきこもり等の数が減ると思います。

今後も内容の充実と、事業の継続をお願いします。 

 


