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２ 平成２３年度 教育委員会の点検・評価総括 

（１） 教育委員会活動 

教育委員会会議における審議のほか、重要事項の決定等に当たり、立案等の段階から調査・

研究のための委員協議・委員勉強会を実施するなど、教育に関する事務の管理及び執行に誠

実に取り組みました。 

また、教育委員会として教育行政に対する多様なニーズを把握するため、県民との意見交

換・県立学校その他の教育機関等の視察を積極的に行いました。 

さらに、教育委員会会議の開催の予告・審議案件の通告を、県教育委員会ホームページを通

じて行ったほか、教育委員会会議の翌日には審議結果を公開するなど、迅速な情報発信を積極

的に実施しました。併せて、学校等の視察や各種研修会等についても情報発信を継続しました。 

 

（２） 教育委員会所管施策  

 

【教育振興基本計画における目標の達成状況】 
プロジ

ェクト 

項目 （学校評価における保護者アンケートを
基礎資料としています。※②） 

基準年度 
(H20年度) 

目標 
(Ｈ26年) 

達成状況 
（H23年度） 

Ⅰ
（※
①
） 

「学習指導」について「満足」「おおむね満足」
と回答をした保護者の割合 

79.0% 85.0％ 80.0% 

Ⅱ
（※
①
） 

「子どもの様子（規範意識や協調性）」につい
て「満足」「おおむね満足」と回答をした保護
者の割合 

84.1％ 85.0％ 85.8% 

Ⅲ
（※
①
） 

「学校・家庭・地域が連携して子どもを育てる
環境が整っている」と回答した保護者の割合 

82.0％ 85.0％ 83.8% 

（※①）各プロジェクトのタイトル 

プロジェクトⅠ 過去と未来をつなぎ世界にはばたく人材を育てる ～夢・チャレンジプロジェクト～ 

プロジェクトⅡ ちばのポテンシャル（潜在能力）を生かした教育立県の土台づくり ～元気プロジェクト～ 

プロジェクトⅢ 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 

～チームスピリットプロジェクト～ 

（※②）学校評価における保護者アンケート 

各学校は、学校教育法第４２条の規定により、教育活動その他の学校運営の状況について評価を行って  

います。その評価の一環として、児童生徒の保護者へのアンケートを実施しており、政令指定都市である千葉

市立を除く各校のアンケート結果を集計することで指標としています。従って、アンケートに回答いただく保護者

の方々(母集団)は年度ごとに変化していますが、千葉市を除くすべての公立小・中・高等学校を調査の対象とし

可能な限り多くの保護者に回答をいただくことで、調査結果の信頼性確保に努めています。 
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① プロジェクトⅠでは、最終指標が同様の調査を開始してから初めて、80.0%となり、平成

22 年度と比較して 0.7 ポイント上昇しました。夢チャレンジ体験スクールを始め事業は順調

に推進していますが、各施策の指標は上昇しているものと、下降・停滞しているものが拮抗

しており、全体として「一部の進展に留まっている」と評価しています。 
 
② プロジェクトⅡについては、最終指標が 85.8%となり 85.2%であった平成 22 年度に続き、

目標である 85.0%を超えています。各施策の 20 指標のうち 12 指標で平成 22 年度と比較し

て上昇となり、事業も円滑に推進していることから、「順調にすすんでいる」と評価していま

す。 
 
③ プロジェクトⅢでは、最終指標が平成22年度の83.3%から83.8%になっています。加えて、

学校評価における保護者等に対するアンケートにおいて、『学校運営』に関する項目に対して

肯定的な回答をした保護者の割合は平成 22 年度の 85.5%から 86.2%になっています。また、

各施策の指標では、６指標中４指標において上昇を示しているほか、事業も円滑に推進して

いることから、「順調にすすんでいる」と評価しています。 
 
④ 千葉県教育委員会では、平成２３年度から、千葉県教育振興基本計画に基づき、学力向上

を目指した取組を充実させるため、関連施策をパッケージにまとめた「ちばっ子 『学力向

上』総合プラン」をスタートさせました。年度を通じて総括した達成度については、認知度

の低い事業が一部あるものの、相当の成果を上げている事業もあり、全体的に進展が図られ

ているといえます。なお、本プランの具体的評価については、73頁から掲載しています。 

 

⑤ 東日本大震災からの復旧・復興への取組については、県がまとめた「千葉県震災復旧及び

復興に係る指針（骨子）」を踏まえて、県教育委員会として、独自に課題を整理し、施策を体

系的にまとめた「震災対応に係る教育委員会としての当面の取組」を作成しました。これに

基づき、教育委員会の事務に係る復旧・復興は、知事部局と歩調を合わせ、着実に進捗して

きたものと評価しています。なお、本取組の概要については、85頁から掲載しています。 
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                          (別記様式第１号) 

 

３ 平成２３年度の教育委員の活動実績 

                         
（１） 教育委員の意見の施策への反映 

平成２３年度は、臨時会を含めた教育委員会会議を１４回開催し、議案

９７件及び、教育長から報告のあった請願３件の審議をしました。これら

重要事項の決定等にあたり、立案等の段階から調査・研究のための委員協

議会を７回、委員勉強会を１４回実施し、基本的な教育方針を委員提言に

反映させました。 

また、平成２２年度に引き続き、各委員がテーマを掲げた委員懇談会を

開催し、教育に関する様々な課題の共有を図るとともに、委員による視察

や提案を行ってきました。 

特に、昨年度末に発生した東日本大震災に際し、本県教育関係の被害状

況を把握し、早期の復旧・復興を目指すために、委員長提案による委員勉

強会を開催しました。 

さらに、教育委員会の点検・評価にかかる有識者会議で指摘されていた

「私立学校関係者との意見交換会」を開催しました。 
以下は、委員が教育委員会の活性化に向け、施策の計画・検討段階から

かかわることにより、教育行政の改善を図った特筆すべき項目です。 
 

① 東日本大震災にかかる状況把握について 
   （経緯） 

前年度末に発生した東日本大震災の現状とその復旧並びに対応につ

いて、委員長の提案により、委員勉強会を４月６日に開催した。 
事前に各委員から質問を出し、当日、学校危機管理監から「被害状

況」、「県教委の災害対応体制」「地教委との連絡体制」について報告を

受けた後、担当課から個々の質問に対する回答があった。 
   （委員の意見） 

・ 県民だよりには、県内の被災状況が詳しく掲載されていた。教育委

員会としても、震災関連の広報をどうするかだ。 
・ 計画停電に関して、夏場の節電に向け、１学期の終業式を早める等

の手立てをとること。 
・ 心のケアの３段階はよい。是非、現場で行って欲しい。 
・ 被災県への応援を横断的に行って欲しい。 
・ マイナスに対応するばかりでなく、この機会をとらえて、学校教育

に生かす取組みが大切だ。 
・ ボランティアについて、再考して欲しい。得難い体験になるはずだ。 
・ 避難訓練の見直しはどうか。 
・ 県外派遣について教職員の派遣はどうか。 
・ 被災県の臨時採用教員を本県で雇うのはどうか。 
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・ 給食用食材の放射能についてどうしていくか。 
・ 防災教育、防災の授業について、今後報告が欲しい。 
・ 震災の対応状況の記録を残しておくべきだ。 

   （教育行政への反映） 
○ 『震災対応に係る教育委員会としての当面の取組』を策定した。 
○ 既にホームページで県教委ニュースとして広報しているが、「県教委

だより」という誌面でも震災関連の見易い広報を計画し、６月２７

日に、広報誌「夢気球」を発行した。 
○ 県立学校及び地教委へ、節電対応を指導した。３月１８日に文書で

指導したが、４月７日付でも再度徹底の文書で指導した。 
○ 節電については、県立学校及び教育施設で前年度比２５％の節電を

達成した。 
○ 被災地である旭市、香取市等にスクールカウンセラーを増員配置し

た。 
○ 被災県へスクールカウンセラーを派遣した。 

・宮城県石巻市（5/11-6/2、6/20-7/22 毎週２名ずつ） 
              （9/19-9/22 １名） 
       （10/30-11/2 １名） 
・岩手県山田町（5/9-6/17 毎週２名ずつ） 
・福島県いわき市（10/3-10/26 ６名） 

○ 防災計画については、各地域の実情に応じた見直しを行い、特に、

海岸に近い学校では、避難訓練の見直しが始まった。 
○ 道徳の教材づくりに取り組んだ。 

・高校用教材集に盛込み 
・小中高で活用できる「東日本大震災に学ぶ道徳教育指導例」作成 

○ 要請があった際に備え、被災県へ派遣できる教職員の調査をした。 
○ 被災県の臨時採用教員から就労の要請があれば受け入れることとし

た。 
○ 給食用食材の放射能対応について、４月に栄養士、栄養教諭を集め、

研修会を開催した。 
 
 ② 被災児童受入れ状況の視察（委員長提案） 

（経緯） 
     ４月６日の委員勉強会にて、被災地の児童生徒が本県内の教育機関 

に就学している実態を説明した。 
（委員の意見） 
 被災児童生徒を受け入れている高校と、鴨川青年の家を視察し、児 
童生徒の状況を確認したい。 

（教育行政への反映） 
○ ４月１９日、福島から２名の生徒を受け入れている県立市原八幡高

校を訪問し、学習状況を参観するとともに、校長から２名の様子を

聴取した。また、震災当日の校長の対応について、聴取した。 
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○ 同日、福島から知的障害のある子らを３００名受け入れている鴨川

青年の家を訪問した。館内は宿泊施設を全て解放し、市民のボラン

ティアを中心に支援していた。 
○ 予約していた学校等の利用団体に理解を得て、施設利用は止めた。

まず、７月末迄を想定し受入れ、その後１２月末まで受入れを延長

した。 
○ １月１８日に１７４名が福島県立いわき海浜自然の家に戻り、２月

１１日には、残っていた５３名が福島県田村市の応急仮設住宅へと

戻った。 
 
 ③ 教職員の不祥事について 

（経緯） 
     わいせつ・セクハラ・薬物乱用に係る学校職員の処分案件が発生し

たことにより、委員から次の意見が出された。 
   （委員の意見） 

・ わいせつ・セクハラ防止への対応策を考えるべきである。 
・ 薬物乱用防止に対する対策が必要である。 
・ 教職員が児童生徒の相談等に対するときは、複数で対応するなどの

留意点を徹底すべきである。 
   （教育行政への反映） 
    ○ 「なくそう！セクハラ３」のリーフレットを作成した。 
    ○ 薬物乱用防止に関する研修会の実施を全ての公立学校に依頼した。 
    ○ 児童生徒指導上の留意点について、通知を発出し周知徹底に努めた。 
    ○ 教職員の不祥事防止のための、８項目の追加的措置を実施した。 
 
 ④ いじめ問題について 
   （経緯） 
     ８月の教育委員会会議において「児童生徒の問題行動等生徒指導上

の諸問題に関する調査」について報告を受けた。認知件数は昨年度比

大幅な増であった。 
   （委員の意見） 

・ 何をどう改善すべきか対策を検討してほしい。 
・ 教育立県として、非常に残念。深刻に受け止め、対策を講じてほしい。  

   （教育行政への反映） 
    ○ いじめ防止のため、「いじめゼロ宣言」のポスターを作成した。 
    ○ 平成２４年３月、「いのちを大切にするキャンペーン」実践事例集

を作成し、全校に配付した。 
 
 ⑤ １都９県都道府県教育委員会全委員協議会について 
   （経緯） 
     ４月６日の委員勉強会において、「東日本大震災への対応」は、５月

１１日に静岡県で開催予定の全委員協議会の協議題や聴取事項に組み

込むべきテーマであることを確認した。 
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   （委員の意見） 
・ 各都県の「東日本大震災への対応」を紙上提案するよう幹事県であ

る静岡に提案するとよい。 
   （教育行政への反映） 

○ 「関東ブロックの意思統一をもって被災県への支援体制を図りたい」

という委員長発案を静岡県事務局に伝えた。 
○ 静岡県事務局からは、本県委員長からの意見を静岡県委員長へ伝え、

各都県に再度依頼してもらうことに決定した。 
○ 協議会では、本県委員長が、ブロック内の全委員に「全都県が協力

して被災県を支援していく」ことを提案し、全会一致で同意を得た。 
 
 ⑥ ちばアクアラインマラソンついて 
   （経緯） 
     コースが決定され、定例委員会会議で委員へ報告する。全国で初の

海の上の高速道路を走るマラソンとなる。 
   （委員の意見） 

・ 東京マラソンでも、車椅子の選手が事前にスタートを切る。せっか

くなので、車椅子の者にも機会を与えることを考えているか。 
・ ハーフ等、距離が短いレースを待っているランナーもいるので、要

望に対応したレースを設定してはどうか。 
   （教育行政への反映） 

○ 実行委員会に提案したが、海ほたるでの混雑が想定されるため、今

回はフルマラソンのみとし、車いすランナーは、先導の役割を担っ

ていただくことになった。 
 
 ⑦ スクールカウンセラー・スーパーバイザーとの懇談会について(委員提案) 
   （経緯） 
    ア 平成２３年１月１９日に開催した委員懇談会において、委員から

「スクールカウンセラー・スーパーバイザーとの懇談会」を開催する

よう意見が出た。 
その結果、次回の教育委員会会議において、委員提案した。 

     イ 第１２回教育委員会会議で、本県の生徒指導上の諸問題の現状から、

スクールカウンセラー・スーパーバイザーの重要性を訴え、事務局に

教育委員とスクールカウンセラー・スーパーバイザーとの懇談会の開

催を提起した。 
     ウ ５月２５日に、スクールカウンセラー・スーパーバイザーとの懇談

会を開催した。 
   （委員の意見） 

・家庭が崩壊している現状がある。その辺のサポートがスクールカウン 
 セラーの領域になる。 
・スクールカウンセラー制度導入の前は、担任が相談活動を担っていた。 
 
 



- 9 - 
 

(教育行政への反映） 
○ 平成２３年度のスクールカウンセラー派遣の予算は増額できた。 

     平成２３年度は、前年に比べ、スクールカウンセラーを２名増員し、

加えてすべてのスクールカウンセラーの配置時間を年間１９３時間か

ら２０４時間に増やすことができた。 
 
 ⑧ 県立検見川高校の視察について 

（経緯） 
  放射能によるプールへの影響について、各ブロックの高校のプール 
水を採取し、放射線量を調査することが決まり、報道発表前に委員へ 
情報提供を行った。 

（委員の意見） 
・プール水採取に立ち会い、震災当日の状況を校長から聴取したいとの

意見が出た。 
（教育行政への反映） 
○  ６月１３日に委員長が検見川高校のプール水検査の状況を視察する

とともに、震災当日の対応状況を聴取した。 
 
 ⑨ 旭市立飯岡小学校、飯岡中学校の視察について（委員長発案） 
   （経緯） 
     ９月５日市町村教育委員会委員研修会第１分科会で、津波被害のあ

った旭市教育委員会から防災教育の観点から提案があった。 
     震災事後の校長対応について、詳しく聴取したいとの意見が出た。 
     ９月２１日、旭市教委、飯岡小、飯岡中を視察。 
   （旭市教育長の説明） 

・ 市内小中学校の被害状況と対応について 
   （飯岡小学校） 

・ 「これまでの防災教育」と「今後の防災教育」 
・ 当日の状況（津波は敷地までとどいていない） 
・ 当日夕方から地域住民が避難してきたため、運営が教員中心となっ

ていた。断水していたため、給水車の水をトイレに運ぶことと、メ

ディア対応が大変であった。 
   （飯岡中学校） 

・ 「これまでの防災教育」と「今後の防災教育」 
・ 当日の状況（校舎１階が床上浸水） 
・ 保護者の迎えの車に同乗し、津波に遭遇した生徒がいたが、無事だ

った。 
・ 現在、新校舎をより内陸の地へ建設中。ただし、高台ではないので、

２次避難は必要となる。 
  （教育行政への反映） 

○ 委員長からも記録の重要性を提言され、被害のあった教育機関への

調査を行い、東日本大震災の記録『「東日本大震災」を振り返って』

をまとめ、ホームページに公開した。 
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⑩ 香取市立新島中学校、香取市内文化財復旧状況の視察について（委員長

発案） 
   （経緯） 
     震災の被害のあった香取市立新島中学校校舎が液状化により、使用

不能となったことを受けて、視察の提案があった。 
１０月２５日、香取市教委訪問。新島中、小野川沿いの文化財復旧 

状況を視察した。 
   （香取市教育長の説明） 

・ 市内小中学校及び県指定文化財の被害状況と対応について 
（新島中学校） 
・「これまでの防災教育」と「今後の防災教育」 
・ 当日の状況（校舎と階段の接続部が数十センチ離れた箇所を迂回し、

３階から避難。学校へ通じる橋が通行不能となるなど、保護者の迎

えが困難を極めた。） 
・ 近くの施設の方が避難してきたが、収容は困難であることから、他

施設に移動していただいた。 
・ 当分の間、近くの新島小学校を間借りし、教育活動を行い、仮設校

舎の完成とともに、元の敷地内に戻った。 
   （教育行政への反映） 

○ 定例教育委員会会議にて報告。 

小野川沿いの伊能忠敬記念館の復旧予算が補正予算対応となった。 

 
 ⑪ 防災体制及び防災教育について 
   （経緯） 
     ４月６日の委員勉強会にて、学校の防災体制の見直しへの当面の対

応と将来に向けての対応について意見が出された。 
   （委員の意見） 

・各学校の防災計画を早急に見直す必要がある。 
・防災体制の見直しにあたっては、中学校区を単位に早急に再構成を図 

る必要がある。 
・当時は余裕がなかったと思うが、震災対応の記録を集約して欲しい。 
・貴重な震災記録資料なので、出版化したらどうか。 
・来年度前半に防災訓練を各校で実施してほしい。 
（教育行政への反映） 

○ 地域との連携を深める防災教育公開事業として、小・中・高・特別 
支援学校から、各１校を指定し、授業の公開、防災活動（避難訓練 
等）を実施することとした。 

○ 防災事業推進のための教員及び管理職研修により、実践的な研修を、 
８月１９日に実施した。（講師：群馬大学 片田敏孝教授） 

      ○ 防災教育資料『「東日本大震災」を振り返って』を作成し、ホーム 
 ページ上に掲載した。（11.16） 

○ 上記資料を冊子化するよう検討していく。⇒冊子化して、県内公立 
学校に配布した。 
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○ 訓練の見直しの通知を発出し、防災体制見直しの指導をした。 
 
 ⑫ 節電対策と猛暑時の運動競技会について 

（経緯）    
計画停電の実施により、節電対策が重要となった。 

 
（委員の意見） 

例年、甲子園大会の決勝戦時の電力使用量が注目されている。今年

は、本県の決勝戦を涼しいうちに実施し、家庭での電力消費を抑える

工夫をするべきだ。それに伴い、熱中症の予防にもつながる。 
   （教育行政への反映） 

○ 本県では、当初、例年どおり午後の開催予定であったが、その後、 

午前中開催へと変更になった。 

 
 ⑬ 東日本大震災の記録について 

  （経緯） 
    委員から「震災の対応状況の記録を残しておくべだ。」との意見を受 

け、東日本大震災で被害に遭った県内の各学校へ、記録の提出を依頼 
し、ホームページ上に公開する資料集を作成し、委員会会議で報告し 
た。 

  （委員の意見） 
・ 「『東日本大震災』を振り返って」は貴重な資料だ。出版を考えては

どうか。 
・ １冊の本は難しいということだが、トピックで、製本してはどうか。 

  （教育行政への反映） 
○ 冊子にすることを検討した。 
○ ２月補正予算にて対応し、年度末に県内小中高全校に配布した。 

 
 ⑭ 初任者研修開講式について 

  （経緯） 
平成２２年度に開催した開講式においては、千葉市（政令市）、船橋 

市・柏市（中核市）の初任者を除く教員が対象であった。 
  （委員の意見） 

・ 千葉県教育委員会が任命権者なので、開講式は県内全体の初任者を 
集めるべきである。 

 （教育行政への反映） 
○ 中核市として、初任者研修を独自で実施できる船橋市教委、柏市教

委との協議により、開講式は一堂に会して開催することになった。 
○ 政令市である千葉市については、会場の関係もあり、平成２３年度

実施は実現できなかった。 
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 ⑮ 教科用図書採択にかかる委員勉強会開催について（委員提案） 
（経緯）    

他県の教科用図書採択についての報道が続いている状況があった。 
 
（委員の意見） 

     全国の教科用図書の採択状況について、再度、説明及び情報提供を 
受けたい。 

（教育行政への反映） 

○ 委員勉強会にて、指導課から以下の点を説明する。 
・県立千葉中学校の採択手順の確認 
・県立千葉中学校の調査実績 
・近県の県立中学校教科用図書採択の流れ 
・八重山採択地区教科用図書問題について 

 
（２） 県民との意見交換・教育関連施設の視察等 

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ため、様々

な県民との意見交換や視察を実施しました。 
特に、１９年度から始めた５教育事務所管内の市町村立学校の視察を一

段落させ、平成２３年度より県立学校の視察を中心に行いました。市町村

の教育委員との交流については、「千葉県市町村教育委員研修会」の助言者

として、教育委員が参加しました。午前の部は、委員長がパネルディスカ

ッションのコーディネータとして市町村教育委員会委員の代表者からなる

パネラーをまとめ、午後の部は、各委員が分科会の助言者として参加しま

した。 
さらに、神奈川県教育委員との合同視察・意見交換を行い、首都圏教育

の現状と課題について議論を重ねてきました。 
特筆すべきは、５月に開催された１都９県教育委員会全委員協議会の中

で、本県委員長から参加委員に向けて、東日本大震災の支援を呼びかけ、

全員一致の賛同が得られたことでした。その後、９月の１都９県教育委員

会委員長協議会では、各都県からの支援の状況が紙上提案されました。 
以下は、意見交換や視察等の状況です。 

 
 ① 意見交換 

ア 市町村教育委員会 
千葉県市町村教育委員研修会（総合教育センター） 
（パネルディスカッションコーディネータ及び分科会助言者） 
旭市教育委員会（教育長からの震災対応聴取） 
香取市教育委員会（教育長からの震災対応聴取） 

イ 都道府県教育委員会 
１都９県教育委員会全委員協議会（静岡大会） 
１都９県教育委員会委員長協議会（群馬大会） 
全国都道府県教育委員会連合会委員長協議会（秋田大会） 
全国都道府県教育委員会連合会委員長協議会（東京大会） 
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神奈川県教育委員との合同視察（鴨川市長狭学園）及び 
神奈川県・千葉県教育委員懇談会（南房総教育事務所） 

ウ その他 
教育委員会の点検・評価にかかる有識者会議 
スクールカウンセラー・スーパーバイザーとの研究連絡会 
公安委員会委員との懇談会（生徒指導上の諸課題） 
私立学校代表者との懇談会 
国体実行委員会（体育協会等） 

 
 ② 視察 

ア 県立高校 
・市原八幡高等学校（福島からの避難生徒の状況・授業参観、教員との懇談） 
・関宿高等学校（授業参観、教員との懇談、液状化による地盤の沈下箇所 
を視察） 

・印旛特別支援学校（授業参観、給食試食、教員との懇談、保護者との談話） 
・佐倉南高等学校（授業参観、教員との懇談） 

（平成２４年度開校予定の印旛特別支援学校さくら分校の整備状況） 
・仁戸名特別支援学校（授業参観、教員との懇談） 
・検見川高等学校（新規採用教員選考） 

（震災対応聴取及び放射能測定のためのプール水取水） 
・八千代特別支援学校（１０００か所ミニ集会） 
・千葉北高等学校（１０００か所ミニ集会） 
・浦安南高等学校（１０００か所ミニ集会） 
・千葉女子高等学校（学力向上交流会） 
・実籾高等学校（中学生・高校生との交流会） 
・千葉中学校（卒業式） 
・千葉工業高等学校（卒業式） 
・浦安高等学校（卒業式） 
・船橋高等学校定時制（卒業式） 
・千葉女子高等学校（卒業式） 
・市原特別支援学校（卒業式）同校 つるまい風の丘分校参観 
・袖ケ浦特別支援学校（卒業式） 
・千葉盲学校（卒業式） 
・船橋特別支援学校（卒業式） 

   イ 小・中学校 
    ・旭市立飯岡小学校（校長からの震災対応聴取） 
    ・旭市立飯岡中学校（校長からの震災対応聴取） 
 ・香取市立新島中学校（校長からの震災対応聴取） 
    ・長狭学園（鴨川市立長狭小・長狭中学校、小中一貫教育の視察） 

ウ 福祉施設 
・千葉県生実学校（児童自立支援施設） 
（千葉市立星久喜小学校・中学校分教室及び寮の視察、 
夏季特別講習（水泳指導）参観、教員、指導員との懇談） 
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エ 教育機関 
・鴨川青年の家（福島からの避難者収容状況、鴨川市教育長） 
・関宿城博物館（所長との懇談、展示状況視察） 
・県文化会館（千葉県少年少女オーケストラ結成１５周年記念演奏会） 

（新規採用者研修開講式講話） 
・総合教育センター（教科書展示会視察） 

（人事管理研修会講話）（管理職選考会講話） 
・南房総教育事務所（神奈川県委員との懇談） 
・スポーツ科学センター（県民体育大会開会式及び表彰式） 
・香取市伊能忠敬記念館等その他県指定文化財（修復状況の視察） 

オ その他 
・県議会（全員協議会委員長紹介）（新任委員紹介９月）（新任委員紹介２月） 

（文化の日表彰） 
・ホテルポートプラザちば（教育功労者表彰式）（保護司選考会） 
・ＱＶＣマリンフィールド野球場（高等学校野球選手権大会決勝・閉会式） 

習志野市立習志野高等学校 対 私立東京学館浦安高等学校 
・阪神甲子園球場（全国高等学校野球選手権大会準決勝） 

習志野市立習志野高等学校 対 私立日本大学第三高等学校 
・維新百年記念公園（山口国体開会式及び弓道等応援） 
・県教育会館（国体結団式）（教育塔合祀慰霊祭献花） 

（実績） 
活動 回数 活動 回数 

委員協議会  ７ 卒業式臨場  ９ 
委員懇談会  ５ 中高交流会  １ 
会議 １６ 表彰式  ４ 
議会  ３ 勉強会 １４ 
国体  ５ ミニ集会  ３ 
懇談  ４ 連合会等  ６ 
視察 ２０ その他  ８ 

 
（３） 積極的な情報発信 

県教育委員会のホームページを通じ、教育委員会会議の開催１週間前

には、開催予告を、２日前には審議案件の通告を行い、広く周知してき

たため、教育委員会会議には６３名の傍聴がありました。 
また、教育委員会会議翌日には、審議結果、承認後の前回教育委員会

会議の会議録公開や委員の活動等、速やかな情報発信を行い、県民から

遠い存在であってはならないことを目指してきました。  
これらに加え、小中学校や高等学校の視察や、各種研修会等でも、本

県の教育施策や地域に開かれた学校づくり等について、情報発信を継続

して実施しました。 
なお、県立文書館には、委員会会議で使用した文書が、県民の要求に

より、常時公開できるよう、公文書を届け、コンピュータによらない情

報公開も併せて行ってきました。 
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（４） 総括 
平成２３年度は、前年度末に発生した「東日本大震災」、「原発事故」を

受けて、４月６日の委員長提案による「委員勉強会」から始まり、毎月の

定例教育委員会会議での「震災関連の対応状況の報告」があり、東日本大

震災を踏まえた防災教育をはじめ様々な震災への対応、さらには、「福島で

開催される高校総合文化祭への参加自粛を求める請願」及び、「９市在住・

所在高校生のＸ線検査の中止を求める請願」の審議もなされ、これまでと

は異なる環境で、県の教育方針の舵取りをしてきました。 
こうした中ではありながらも、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」の実行２年目として、予算計上の段階から

プランを意識したかかわりを続けてきました。特に、プランの実行状況か

ら予算編成に反映していくなかで、予算が議会へ提出される前段階で委員

勉強会に提示されたこと等、教育委員会は、教育行政における重要事項や

基本方針の決定のため視察や聴取などの情報収集を積極的に行いました。 
最後になりますが、鈴木委員の退任に伴い７月には京谷委員が、１２月

には天笠委員長の退任に伴い金本委員が就任しておりますことを付記しま

す。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
※ 教育委員会の概要（「教育委員会会議について」や「教育委員の活動」など）

を知りたい方は、次の県教育委員会ホームページを御覧ください。 
http://www.pref.chiba.lg.jp/kyouiku-bunka/kyouiku/iinkai/iinkai-gaiyou/index.html 
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４ 平成２３年度における千葉県教育委員会所管主要施策の実施状況 
                            （別記様式第２号） 

プロジェクトⅠ 

過去と未来をつなぎ世界にはばたく人材を育てる ～夢・チャレンジプロジェクト～ 

（プロジェクトの目標） 

過去と未来をつなぐ学びを通して、自らの生き方を考え、志を持ち、チャレンジ精神にあふれた、世

界で活躍できる真の国際人を育てます。 

プロジェクト目標の達成状況 

指標 現状 目標(26 年) 達成状況 

学校評価における保護者アンケートにおいて、「学

習指導」に関する項目について「満足」「おおむね

満足」と回答をした保護者の割合 

79.0% 

(H20 年度) 
85.0％ 

80.0% 

（H23 年度） 

（総括） 

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 
「確かな学力の向上」、「夢をはぐくむ教育の推進」、「子どもや若者の社会参加の促進」、「環境を

守るために行動できるひとづくりの推進」を重点的な取組として事業を推進しました。この施策の

指標「全国学力・学習状況調査において『勉強が好き』と答えた児童生徒の割合」は、平成 22 年

度と比べ、小学６年生の国語で 4.2%上昇、算数で 1.4%下降、中学３年生の国語で 0.1%、数学で

1.8%下降しています。 
 
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 
「郷土と国の歴史や伝統文化等について学ぶ教育の推進」、「文化に触れ、親しむ環境づくり」、

「文化の保存・継承」を重点的な取組として事業を推進しました。この施策の指標「全国学力・学

習状況調査において『今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」

は、平成 22 年度と比べ 8.1%のプラスでしたが、指標「学校・社会教育施設等における文化財活用

件数」は 120 件で７件減少しています。 
 
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 
「多様な文化を認め合う国際社会の担い手の育成」、「外国語教育の充実」、「外国人児童生徒等の

受け入れ体制の整備」を重点的な取組として事業を推進しました。この施策の指標として、平成

23 年度から「高校生（県立高校）の留学者数（3 か月以上）」を採用することとしました。平成 23
年度の「高校生の留学者数（3 か月以上）」は、24 名でした。 

 
プロジェクトⅠでは、最終指標が同様の調査を開始してから初めて、80.0%となり、平成 22 年

度と比較して 0.7%上昇しました。ただし、各施策の指標のうち平成 22 年度から上昇を示している

ものは３指標であり、下降・停滞を示しているものと拮抗していることなどを総合して評価すると、

全体としては「一部の進展に留まっている」と評価しています。 
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今後の課題と対応 

 プロジェクトⅠの最終成果指標「学校評価における保護者アンケートにおいて『学習指導』に関

する項目について肯定的な回答が得られる保護者の割合」を学校種ごとに分析すると、小学校で

84.4%、中学校で 73.6%、高等学校で 71.3%、特別支援学校で 91.3%となっています。小学校で

0.4%下降したほかは、中学校で 2.5%、高等学校で 2.0%、特別支援学校で 2.6%それぞれ上昇して

います。 
 県教育委員会として、各県立高等学校に対し、アンケート結果をよく分析するとともに、「学習

指導」について課題を把握し、指導方法等の改善に努めるよう指導を継続してきた成果が表れてき

たものと評価していますが、「学習指導の更なる充実のため、学校ごとの個別の対策が必要である」

との認識から、個別の学校における改善状況等を調査・分析し指導を充実させていきます。 
  
 
施策１ 「ちばっ子『学力向上』総合プラン」は昨年度の成果・課題を踏まえ、一層実効性を高

め、児童生徒の学習意欲を引き出し、確かな学力を向上させるための取組を推進します。 
 新たな取組として、児童のつまずきやすい学習内容を克服するための「学びの突破口ガイド（児

童編）」を作成するほか、全国学力・学習状況調査等のデータを活用し、学校の学力上の課題解決

に取り組む、「学力・学習状況」検証事業を実施するなどします。 
 
施策２ この施策の指標「全国学力・学習状況調査において『今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」は、37.0%で依然として低い割合に留まっています。子

どもたちがふるさと「ちば」に誇りと愛着を持てるような教育を推進していくため、平成 23 年度

大幅な改訂を実施した「ちば・ふるさとの学び」テキストの内容と活用の方法について、教員の研

修等を通じて周知するとともに、「授業に役立つ県立博物館プロジェクト」、「『千葉文化発信プロジ

ェクト』事業」等の取組を推進します。 
 
 施策３ 若者の内向き志向がいわれている現在、子どもたちに夢を与えるとともに、国際社会に

貢献できる人材の育成を目指した事業パッケージを施策 3 を中心としながらプロジェクト横断的

に策定しました。 

 主な事業は、「『高校生留学等推進協議会』の開催」、「高校生海外留学助成事業」、「英語力を強化

する指導改善の取組」などです。 
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プロジェクトⅠ 過去と未来をつなぎ世界にはばたく人材を育てる  

～夢・チャレンジプロジェクト～ 

各指標の達成状況 

＜最終指標＞ 

学校評価における保護者アンケートにおいて、「学習指導」に関する項目について 

「満足」「おおむね満足」と回答した保護者の割合 

 

 

＜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 

全国学力・学習状況調査において「将来の夢や目標を      全国学力・学習状況調査において「勉強が好き」 

持っている」と答えた生徒（中学生）の割合          と回答した児童生徒の割合 
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＜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 

全国学力・学習状況調査において「今住んでいる地域の    学校・社会教育施設等における文化財活活用件数 

行事に参加している」と答えた生徒（中学生）の割合 

 
 

 

＜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。 

「高校生（県立高校）の留学数（3か月以上）」 

 

 

 

 

◎ 昨年度まで、この施策の指標として「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」及び「外国人と

の交流活動を行っている小学校の割合」を掲げておりましたが、これらは施策の重点的取組等に照らして指標とし

てふさわしくないとの指摘を昨年度の点検・評価において受けていること、同様の調査を行っていた文部科学省が

調査を打ち切ったこと、などから、今年度から指標を「高校生の留学数（3か月以上）」に変更しました。 
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プロジェクトⅡ 

ちばのポテンシャル（潜在能力）を生かした教育立県の土台づくり ～元気プロジェクト～ 

（プロジェクトの目標） 

ちばのポテンシャル（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・体のバランスの取れた元気な人材を育てる教育環境、すなわち「教育立県」

の土台をつくります。 

プロジェクト目標の達成状況 

指標 現状 目標(26 年) 達成状況 

学校評価における保護者アンケートにおいて、「子

どもの様子（規範意識や協調性）」に関する項目に

ついて「満足」「おおむね満足」と回答をした保護者

の割合 

84.1％ 

（H20 年度） 
85.0％ 

85.8% 

（H23 年度） 

（総括） 

 施策１ 読書県「ちば」を推進する 
「家庭や地域における子どもの読書活動の支援」、「学校等における読書活動の推進」、「図書館に

おける読書活動の充実」を重点的な取組として事業を推進しました。この施策の指標「全国学力・

学習状況調査において『読書は好き』と答えた児童生徒の割合」では、平成 22 年度と比べ中学生

で 1.1%上昇の 75.1%であり、小学生では 5.2%上昇の 79.4%でした。「公立図書館等の児童書貸出

冊数」は、約 768 万冊で基準年の平成 22 年度と比べて 39 万冊の減でした。 
 
 施策２ 多様な自然、産業、人材などを生かした体験活動を推進する 
「体験活動を通した心の教育の推進」、「ちばのフィールドを活用した体験活動の推進」、「実践、

実習、環境体験に重点をおいたキャリア教育の推進」を重点的な取組として事業を推進しました。

この施策の指標「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）」

では、平成 23 年度は 99.8%で前年度比 1.3%の上昇です。「インターンシップを実施している高校

の割合」は、3.2%の上昇で 75.2%ととなり平成 26 年度までの目標値である 75.0%に達しました。 
 
 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 
「熱意あふれる人間性豊かな教員の採用」、「信頼される質の高い教員の育成」、「少人数教育の推

進」、「教職員の負担軽減と学校問題解決のための支援」を重点的な取組として事業を推進しました。

この施策の指標「授業研究を伴う校内研修を年間７回以上実施した学校の割合」は、平成 22 年度

と比較して小学校で 9.8%、中学校で 6.3%の下降でした。「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」は、小学校で 23.5%上昇、中学校で 35.8%上昇とともに大幅な上昇でした。 
 
 施策４ 道徳性を高める実践的人間教育を推進する 
「道徳性、規範意識、社会貢献態度の育成」、「自他ともに尊重し命を大切にする心の教育の推進」、

「豊かな人間関係づくりのためのコミュニケーション能力の育成」を重点的な取組として事業を推

進しました。この施策の指標「全国学力・学習状況調査において『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」では、小学校で 89.8%、中学校で 82.9%であり平成

22 年度と比べ大きな変化はありませんでした。県が作成した道徳教材は、高等学校、中学校とも

に活用率が 100%でした。 
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 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 
「体力向上を主体的に目指す子どもの育成」、「ちばの自然や恵みを生かした食育の推進」、「『み

るスポーツ』・『するスポーツ』の推進」、「人々に夢と感動を与える競技力の向上」を重点的な取組

として事業を推進しました。この施策の指標「小学校における新体力テスト（８種目 80 点）平均

点」では、49.3 点であり、平成 22 年度から 0.2 点上昇しました。「成人の週 1 回以上のスポーツ

実施率」は 36.8%で、平成 22 年度から 0.7%の下降でした。 
 
 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 
「特別支援学校の児童生徒数増加への対応」、「キャリア教育と後期中等教育の充実」、「適切な教

育的支援に向けての支援体制の充実」、「特別支援教育に関する教員の専門性の向上」、「地域の幼児

児童生徒とともに学ぶ機会の充実」、「医療的ケアの実施体制の充実」を重点的な取組として事業を

推進しました。この施策の指標「幼・小・中・高等学校の個別の教育支援計画作成率」では、平成

22 年度と比較して 4.9%上昇して 54.9%でした。「高等部本科卒業生の就職希望者の就職率」は

88.0%で、目標の 90%に届きませんでした。 
 
 施策７ 豊かな学びを支える学校づくり 
「魅力ある高等学校づくり」、「私立学校の振興」、「地域に開かれた県立学校の促進」を重点的な

取組として事業を推進しました。この施策の指標「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）」では、平成 22 年度と比較して 1.5%上昇して 77.9%でし

た。「私立学校が支出した経常的経費に占める経常費補助金の割合」は、平成 22 年度から 0.7%   

下降して 37.6%になりました。 
 
 施策８ 安全・安心な教育環境の整備 
「校舎等の耐震化・リニューアル、バリアフリーの促進」、「自助・共助の防災意識を高める防災

教育と安全教育の推進」、「子どもの健康を守る学校保健の充実」を重点的な取組として事業を推進

しました。この施策の指標「県立学校校舎等の耐震化」では、平成 22 年度と比較して 4.0%上昇し

て 80.0%になりました。また、「ちばっ子地域安全マップ」を作成している県内小学校の割合は

50.2%で平成 23 年度目標の 50.0%を達成しました。 
 
 プロジェクトⅡについては、最終指標が 85.8%となり 85.2%であった平成 22 年度に続き、目標

である 85.0%を超えています。各施策の 20 指標のうち 12 指標で平成 22 年度と比較して上昇とな

り、事業も円滑に推進していることから、「順調にすすんでいる」と評価しています。 
今後の課題と対応 

 プロジェクトⅡの最終成果指標「学校評価における保護者アンケートにおいて『子どもの様子』

等に関する項目について肯定的な回答が得られる保護者の割合」を学校種ごとに分析すると、小学

校で 88.0%、中学校で 84.5%、高等学校で 78.6%、特別支援学校で 91.5%となっています。 
 今後とも、すべての学校種で、この指標の平成 26 年度までの達成目標である 85.0%を超えるよ

う取組を推進していきます。そして、豊かな自然やバランスの取れた産業、技術や人材の蓄積など、

千葉県の有する恵まれた人づくりの環境を最大限活用して、知・徳・体のバランスの取れた元気な 
人材を育てる教育環境（「教育立県」の土台）を整えていきます。 
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施策１ 千葉県においては、小・中学校ともに「読書好きの割合」が高い傾向がみられます。 
 この特徴を生かして、子どもたちが一層読書に親しめる環境作りや思考力・表現力の向上等に向

け、「優良図書館」の認定等環境整備事業や、確かな学びの早道「読書」事業等を推進します。ま

た、読書指導のアイディア集「読書の道しるべ」を中学校・高等学校に配付します。 
 
施策２ 子どもや若者の自主性、コミュニケーション能力、思考力、発想力などを高めていくた

めには、さまざまな体験を通じて、自ら考えたり、自信を持ったりすることが大切です。平成 24
年度は、文部科学省の「自然体験活動指導者養成事業」を受託して実施するなど、子どもたちが、

体験をとおして、よりたくましく成長していける環境づくりを推進していきます。 
 
施策３ この施策の指標「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」は、平

成 21 年度と比較して小学校、中学校ともに大きく上昇しています。一方、「授業研究を伴う校内研

修を年間 7 回以上実施した学校の割合」は、小学校、中学校ともに下降しています。「学力向上交

流会」・「ちば『授業練磨の公開日』」等を通じて授業研究・研修の充実に引き続き取り組みます。 
 
施策４ 道徳教育の推進は極めて重要であると位置づけており、県教育委員会作成の道徳教材の

活用を進めるとともに、小・中学校用映像教材の作成に取り組むなどの「道徳教育推進プロジェク

ト事業」等を推進します。 
 
施策５ 「第 11 次千葉県体育・スポーツ推進計画」に則り、体育・スポーツ環境の整備・拡大

を促進します。県民のスポーツを通じた健康増進や体力の向上の促進と、千葉県が有する様々な魅

力の発信を目的として、「ちばアクアラインマラソン開催事業」等の取組を進めます。 
 
施策６ 特別支援学校の児童生徒の増加及びそれに伴う教室不足等を解消するため、「特別支援

学校分校・分教室等整備事業」に取り組みます。また、県立高等学校において、生活全般への介助

を必要とする生徒への適切な支援を行うため、介護福祉士、看護師、臨床心理士等の資格を持つ特

別支援教育支援員の配置を新規に実施します。 
 
施策７ 平成 14 年度に策定した県立高等学校再編計画が、平成 23 年度末に終了したことから、

平成 24 年３月策定の「県立学校改革推進プラン」に基づき、魅力ある県立学校づくりの推進、及

び、県立学校の適正規模・適正配置を進めていきます。 
 
施策８ 引き続き「県立学校施設整備事業（耐震化）」、「ちばっ子安全・安心推進事業」等の事

業を通じて安全・安心な教育環境の整備に取り組みます。また、県立高等学校の職員室等管理諸室

に空調を整備するための調査設計（８校）を新規に実施します。 
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プロジェクトⅡ ちばのポテンシャル（潜在能力）を生かした教育立県の土台づくり  

～元気プロジェクト～ 

各指標の達成状況 

＜最終指標＞ 

学校評価における保護者アンケートにおいて、              

「子どもの様子（規範意識や協調性）」に関する           

項目について「満足」「おおむね満足」と回答した         

保護者の割合                          

 

 

＜施策１＞読書県「ちば」を推進する 

全国学力・学習状況調査において「読書は好き」と        公立図書館等の児童書貸出冊数 

答えた児童生徒の割合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

84.5%

84.1%

85.2% 85.0%

85.8%

81.0%

83.0%

85.0%

87.0%

H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26

目標 

目標 

万冊 



 - 24 - 

目標
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74.0%
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＜施策２＞多様な自然、産業、人材などを生かした体験活動を推進する 

職場体験を通したキャリア教育の推進状況         インターンシップを実施している高校の割合 

（実施中学校の割合 千葉市を除く） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜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 

授業研究を伴う校内研修を年間7回以上実施した         地域の人材を外部講師として招いて授業を 

学校の割合                          行った学校の割合 
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36.8%

60.0%

37.5%

45.3%

35.0%
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60.0%

65.0%
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＜施策４＞道徳性を高める実践的人間教育を推進する 

全国学力・学習状況調査において「近所の人に会った      県が作成する道徳教材を活用している学校の割合 

ときは、あいさつをしている」と答えた児童生徒の割合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜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 

小学校における新体力テスト             成人の週1回以上のスポーツ実施率※ウォーキングや 

         （８種目８０点）平均点      軽い体操、レクリエーション活動を含む 

   

                     

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ 「成人の週１回以上のスポーツ実施率」の平成２１年度の数値は、内閣府「体力・スポーツに関する世論調査」

(H21.9)に基づく文部科学省推計（全国値）であり、平成２２年度からの数値は千葉県が実施した「県政に関する世

論調査」によります。（単純な比較はできません。） 

 

 

 

 H22 年度 H23 年度 

高等学校 映像教材作成 
映像教材 

活用率 100% 

中学校 映像教材作成 
映像教材 

活用率 100% 

小学校 映像教材の検討 映像教材作成 

幼稚園 教材の検討 

「チーバくん、ふ

るさと・ことばか

るた」作成 

目標 

目標 

全国推計値 

90.4% 89.8%90.3%
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＜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 

幼・小・中・高等学校の個別の教育支援計画作成率        高等部本科卒業生の就職希望者の就職率 

                        

 

 

 

 

＜施策７＞豊かな学びを支える学校づくり 

高等学校の「学校運営」について、肯定的な評価を        私立学校が支出した経常的経費に占める 

している保護者の割合（学校評価）               経常費補助金の割合 

                             

 

 

 

45.3%

目標
54.0%

54.9%

50.0%

30.0%

35.0%

40.0%

45.0%

50.0%

55.0%

60.0%

H21 H22 H23 H24 H25 H26

86.8%

88 .0%

89.7%

88.0%

目標

90.0%

84.0%

86.0%

88.0%

90.0%

92.0%

H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26

37.0%
37.6%

38.3%

37.0%

30.0%

35.0%

40.0%

45.0%

50.0%

55.0%

60.0%

H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26

目標 向上を目指します 

目標
85.0%

73 .5%

76 .4%
77 .9%

70 .3%
70.0%

75.0%

80.0%

85.0%

90.0%

H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26



 - 27 - 

 

 

＜施策８＞安全・安心な教育環境の整備 

 

 

県立学校校舎等の耐震化           「ちばっ子地域安全マップ」を作成している 

小学校がある市町村数 

                             

   特定建築物については、平成27年度において耐震化を   平成23年度の目標は、県内小学校の50%以上で 

   終了予定。（グラフ中の(100%)は特定建築物）      作成する。 

 

                              「ちばっ子地域安全マップ」を作成している 

                              小学校の割合（千葉市を除く） 

５０．２％ 
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プロジェクトⅢ 

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～チームスピリットプロジェクト～ 

（プロジェクトの目標） 

親であるための、あるいは、親となるための学習を支援することや、親が積極的に学校や地域の教

育にかかわり、つながりを強固にしていく取組、また、教育行政と福祉・労働行政、学校教育と社会教

育、産・学・官、公立学校と私立学校などが力強く連携し、人づくりの力を結集して「教育立県ちば」を

実現します。 

プロジェクト目標の達成状況 

指標 現状 目標(26 年) 達成状況 

学校評価における保護者アンケートにおいて、

「学校・家庭・地域が連携して子どもを育てる

環境が整っている」と回答した保護者の割合 

82.0％ 

(H20 年度) 
85.0％ 

83.8% 

（H23 年度） 

（総括） 

 施策１ 「親学」の導入など、家庭教育を支援する 
「家庭教育への支援」、「幼児教育の充実」、「学校・地域における家庭教育の普及」、「思春期の児

童生徒や家庭への支援」、「親となってかけがえのない子育てを行うための教育の推進」を重点的な

取組として事業を推進しました。この施策の指標「全国学力・学習状況調査において『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」は、平成 22 年度から 7.9%
上昇し 71.1%になりました。「家庭教育の推進に係る協力企業等の数」は、事業所数で 288 となり

平成 22 年度と比較して 263 の大幅増加です。 
 
 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 
「地域の力を結集した地域教育力の向上」、「産・学・官の連携強化による子どもの自立への支援」、

「社会教育機能の連携強化など、生涯学習社会を目指した取組の支援」、「高等教育機関との連携」、

「県教育委員会と市町村、私学等との連携強化」を重点的な取組として事業を推進しました。この

施策の指標「放課後子ども教室の実施か所数」では、平成 22 年度と比較して 10 か所増の 137 か

所でした。「『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、平成 22 年度から 14.5%上昇して 40.8%でした。 
 
 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 
「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」を重点的な取組として事業を推進しました。この施策の指

標「公立高等学校における不登校・中途退学生徒の割合」では、平成 22 年度と比較して、不登校

で 0.4%の増、中途退学で 0.1%の増となっています。 
 
 プロジェクトⅢでは、最終指標が平成 22 年度の 83.3%から 83.8%になっています。加えて、学

校評価における保護者等に対するアンケートにおいて、『学校運営』に関する項目に対して肯定的

な回答をした保護者の割合は平成 22 年度の 85.5%から 86.2%になっています。また各施策の指標
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では、6 指標中 4 指標において上昇を示しているほか、事業も円滑に推進していることから、「順

調にすすんでいる」と評価しています。 

今後の課題と対応 

 プロジェクトⅢの最終成果指標「学校評価における保護者アンケートにおいて『学校・家庭・地

域が連携して子どもを育てるという環境が整っている』と回答した保護者の割合」を学校種ごとに

分析すると、小学校で 87.6%、中学校で 81.8%、高等学校で 70.4%、特別支援学校で 88.8%となっ

ています。すべての学校種で上昇を示していますが、この評価をさらに高めていくためには、教育

を核とした新しい地域コミュニティの構築に向け、学校が家庭・地域と連携した教育環境づくりに

積極的に取り組むことが必要であると考えます。 
 
施策１ 多くの保護者が参加する 3 歳児健診、小・中学校の入学式等で、基本的な生活習慣や家

庭学習・読書習慣など家庭教育のポイントをまとめたリーフレットを配布する「家庭教育支援リー

フレット活用事業」、家庭での学習の充実を目指し、小学生の保護者や教師向けに、「家庭学習」に

関する情報や取組事例をウｴブ上で発信し、児童の学習習慣づくりを支援する「『家庭学習について

考えよう』サイトの充実」等を推進します。 
 
施策２ 「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は増

加傾向にありますが、さらにその意義に関する理解を広げ、学校職員と地域住民とが学校・家庭・

地域の様々な教育課題について、本音で語り合い、開かれた学校づくりを推進するほか、子どもた

ちの安全・安心な活動拠点づくりのため、小学校の余裕教室等を活用し、地域の方々の参画を得て、

勉強やスポーツ・文化活動、地域住民との交流活動等を推進する「放課後子ども教室推進事業」等

に取り組みます。 
 
施策３ 個に応じたきめの細かい指導の工夫を続けます。「教育相談事業」、「スクールカウンセ

ラー等配置事業」、「不登校対策推進校の指定」、「特別支援教育就学奨励費」、「千葉県奨学資金貸付

制度」等の事業に取り組んでいきます。様々な悩みを抱える子どもたちに、早期に対応するため、

安心して悩みを相談できる体制の充実など、きめ細かな指導体制や、セーフティネットを構築し、

地域全体で子どもや若者の支援を行う取組を推進します。 
 

 ※ 社団法人千葉県経営者協会との連携について 
 千葉県教育委員会は、昨年度末、社団法人千葉県経営者協会との間に、連携に関する協定を

締結しました。これは、両者のこれまでの交流を通じて醸成された信頼関係を基盤としたもので

あり、経済界と教育界とが一層、連携・協力していき、多様な経験・体験等を通じて、子どもたち

が実社会との関わりをもち、学ぶ意義を見出し、将来、社会で活躍し貢献していこうとする意欲を

育むことに、つなげていきたいと考えています。 
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プロジェクトⅢ 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 

～チームスピリットプロジェクト～ 

各指標の達成状況 

＜最終指標＞ 

学校評価における保護者アンケートにおいて、「学校・家庭・      ＜参考指標＞ 

地域が連携して子どもを育てる環境が整っている」と回答した      学校評価における保護者アンケート 

保護者の割合                            において、「学校運営」に関する項目 

について「満足」「おおむね満足」と 

回答をした保護者の割合 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜施策１＞「親学」の導入など、家庭教育を支援する 

全国学力・学習状況調査において「家の人と学校の      家庭教育の推進に係る協力企業等の数 

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 
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＜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 

放課後子ども教室の実施か所数        「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 

（「学校を核とした県内１０００か所ミニ集会」 

の実施割合 99.5%） 

                            

 
 
 
＜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 

公立高等学校における不登校・中途退学生徒の割合 

（8月 9日 午後 5時まで、非公表のデータです。） 
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