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はじめに 
 

 

 

千葉県では、「千葉県の教育を元気にする有識者会議」の提言を受け、多くの県民の皆様から

の御意見をいただきながら、第１期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」(以下「第１期計画」という。)を、平成２２年３月に策定しました。 

 

また、平成２７年２月には、第１期計画の後継計画として、平成２７年度から平成３１年度ま

でを計画期間とする第２期千葉県教育振興基本計画「新 みんなで取り組む『教育立県ちば』プラ

ン」（以下「第２期計画」という。）を策定しました。 

 

さらに同年４月には、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の改正を受け、教育長と教育

委員長が一本化され、全ての地方公共団体に、首長と教育長及び教育委員を構成員とする「総合

教育会議」が設置されるとともに、首長が「教育に関する大綱」を策定することを盛り込んだ新

しい教育委員会制度がスタートしました。千葉県においては、平成２７年５月に知事と教育委員

会からなる総合教育会議が新たに設置され、同会議での協議を踏まえ、｢千葉県の教育の振興に関

する大綱｣が、同年１０月に知事により策定されました。 

 

千葉県教育委員会では、第１期計画の推進に当たっては、地方教育行政法に基づき、毎年実施

している点検・評価を活用して進行管理を行ってきました。重点的な取組として実施した施策・

事業を点検・評価の対象として位置づけ、報告書を作成して、県議会に提出するとともに、県民

の皆様に公表してきたところです。 

 

このたびの評価は、新しい教育委員会制度における教育委員の活動状況及び施策・事業を対象

とする初めての評価であるとともに、第２期計画の初年度の評価となることから、今後５年間の

方向性を定める基盤となる視点も含め、点検・評価を実施しました。点検・評価を行うに当たっ

ては、外部有識者からなる点検・評価委員会議を開催して御意見をお聞きし、評価の客観性の確

保に努めたところです。 

 

子どもたちの明るい未来のためには、学校・行政、児童生徒・保護者、地域の方々など、学校

に関わるあらゆる人々が、ともに手を携えていくことが必要です。今後とも、御支援・御協力を

賜りますよう、よろしくお願いいたします。 

 

「すべては子どもたちのために」 

 

 

 

平成２８年９月２１日 

 

千葉県教育委員会 
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第１章 
 
 

点検・評価の目的と進め方 
 

 

 

 

 

 目的・趣旨 
 

「効果的な教育行政を推進し、県民への説明責任を果たす」という目的の下、地方教育行政の組織及

び運営に関する法律第２６条の規定に基づく「事務の管理及び執行の状況」に係る点検・評価として

実施し、このたび報告書の取りまとめを行いました。 
 

 

 点検・評価の対象 
 

県教育委員会では、第２期千葉県教育振興基本計画「新 みんなで取り組む『教育立県ちば』プラ

ン」*1に基づき、「重点施策推進計画(工程表)*2」に位置付けた施策・事業を着実に実施するよう努め

てきました。 

このたび実施した点検・評価の対象は、平成２７年度における教育委員の活動、及び教育委員会事

務局の活動を示すものとして「重点施策推進計画(工程表)」 に位置付けた施策・事業の実施状況です。 
 

 

 点検・評価の方法 
 

点検・評価に当たっては、教育振興基本計画全体及び施策ごとに定めた指標*3 の達成状況を踏まえ、

施策・主要事業の実施状況を明らかにするとともに、それぞれの施策・主要事業が有する課題を分析

し、今後の取組の方向性について検討しました。 

また、点検・評価の実施に当たっては、外部有識者*4 からなる点検・評価委員会議を開催して御意

見をお聞きし、評価の客観性の確保に努めたところです。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*1  計画期間は平成２７年度～３１年度。 
*2  教育振興基本計画の目標達成に向け、計画の進行管理を行うとともに、実施する主な事業の概要や内容を整理したもの。 
*3  施策の指標の一覧については、p.147 を参照してください。 
*4  外部有識者から頂いた意見については、p.137 以下に掲載しています。



第１章 点検・評価の目的と進め方

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

 
教育振興基本計画の進行管理は、重点施策推進計画

た施策・事業について、計画

改善 (Act) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

各プロジェクトの目指す指標は、各学校で実施する学校評価の結果としました。 
千葉市を除く全ての公立小・中・高・特別支援学校を調査の対象とし、可能な限り多くの保護者に回答いただくことで、

指標の信頼性確保に努めています。 
平成２７年度のアンケート回答率は 

 

点検・評価の目的と進め方                           

- 2 - 

Plan 
重点施策推進計画 

(工程表) 

Act Do 
改善 施策・事業の実施

Check 
点検・評価 

教育振興基本計画の進行管理は、重点施策推進計画 (工程表) に掲げ

た施策・事業について、計画 (Plan) 実施 (Do) 評価 (Check)

(Act) という PDCA のサイクルに基づいて行っています。 

各プロジェクトの目指す指標は、各学校で実施する学校評価の結果としました。 

千葉市を除く全ての公立小・中・高・特別支援学校を調査の対象とし、可能な限り多くの保護者に回答いただくことで、

指標の信頼性確保に努めています。 

年度のアンケート回答率は 80.7%(回答数 405,084 名) です。 

                            

施策・事業の実施 

に掲げ 

(Check) 

 

千葉市を除く全ての公立小・中・高・特別支援学校を調査の対象とし、可能な限り多くの保護者に回答いただくことで、
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第２章 
 

点検・評価の総括 
 
 
 

１ 教育委員の活動 

平成２７年２月に、第１期千葉県教育振興基本計画の後継計画として、第２期千葉県教育振興基本

計画「新 みんなで取り組む『教育立県ちば』プラン」を策定しました。 

また、地方教育行政法の改正を受け、教育長と教育委員長が一本化され、すべての地方公共団体に、

首長と教育委員会を構成員とする「総合教育会議」が設置されるとともに、首長が「教育に関する大

綱」を策定することとなるなどの、新しい教育委員会制度がスタートしました。 

総合教育会議においては、知事と教育委員会とで議論を尽くし、会議における意見等を踏まえ、知

事が平成２７年１０月に「千葉県の教育の振興に関する大綱」として定めました。 

教育委員の活動としては、第１期計画の実績や教育委員会制度改革の趣旨・目的を踏まえつつ、 

第２期計画の目標達成のため、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会や委員勉強会を実施しました。 

また、教育委員会としての意思決定を迅速かつ的確に行うため、必要な情報の収集や調査・研究を

積極的に行うとともに、学校等の視察や生徒・教員との意見交換の実施、教育の現状や課題、県民ニ

ーズの把握に努め、施策の推進や課題への対応について積極的に取り組みました。 

以上のように、教育に関する施策の実現に誠実に取り組み、適切に管理・執行しました。今後も様々

な教育課題の解決に向けて、総合教育会議等を通じ、教育委員会として知事と教育政策の大きな方向

性を共有し、関係機関との緊密な連携のもと「教育立県ちば」の実現を図る必要があります。            
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２ 教育委員会の所管施策  

教育振興基本計画における指標の達成状況をみると、３つの指標項目とも計画策定時（平成２５年

度）と比べ微減となっていますが、平成２６年度と比較すると同値もしくは微増となっています。第

１期計画推進の結果として数値が高止まりしていることも合わせ、課題はあるものの、第２期計画の

初年度として一定程度の成果を上げていると評価しました。 

今後も引き続き、目標達成のため、第２期教育振興基本計画の推進を図る必要があります。 

 

 

【教育振興基本計画における指標の状況】 
 
 

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） 

基準年度 

(H25年度) 

１期計画最終 

(H26年度) 
目 標 

実 績 

(H27年度) 

「学習指導」に関する項目について「満足」「概ね満足」

と回答をした保護者の割合 
80.9% 80.6% 

増加を 

目指します 
80.7% 

「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」「概ね満足」と回答をした保護者の割合 
87.2% 87.1% 

増加を 

目指します 
87.1% 

「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 
85.4% 85.2% 

増加を 

目指します 
85.2% 
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85.4%
85.2% 85.2%

83.0%

84.0%

85.0%

86.0%

H25 H26 H27

80.9%
80.6% 80.7%

77.0%

79.0%

81.0%

83.0%

85.0%

H25 H26 H27

 

 ｢『学習指導』に関する項目について『満足』『概ね

満足』と回答をした保護者の割合｣については、平成 

２７年度の実績が80.7%となり、前年度比0.1ポイント

の増となっています。 

 計画策定時と比べ0.2ポイント下回っているものの、

前年度からは微増となっています。 

 
 
 
 
 
 
 

 ｢『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』『概ね満足』と回答をした保護

者の割合｣については、平成２７年度の実績が 87.1%と

なり、前年度と同率となっています。 

計画策定時と比べ0.1ポイント下回っているものの、

前年度と同率の高いポイントを維持しています。 

 
 
 
 
 
 

 ｢『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｣については、

平成２７年度の実績が 85.2％となり、前年度と同率と

なっています。 

計画策定時と比べ0.2ポイント下回っているものの、

前年度と同率の高いポイントを維持しています。 

 
 

 

 

 

(指標) 
「学習指導」に関する項目について「満足」「概ね
満足」と回答した保護者の割合 

（指標） 
「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」「概ね満足」と回答した保護者の
割合 

（指標） 
「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 

目標 増加を目指します 

基準年85.4%(H25) 

87.2%
87.1% 87.1%

84.0%

86.0%

88.0%

H25 H26 H27

目標 増加を目指します 

基準年80.9%(H25) 

目標 増加を目指します 

基準年87.2%(H25) 
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第３章 
 

教育委員の活動実績 
 

１ 新しい教育委員会制度への対応 

 （１）組織運営に関する対応 

    平成２６年度中に、地方教育行政法の改正に合わせた、千葉県教育委員会組織条例、千葉県教育

委員会会議規則、千葉県教育委員会傍聴人規則及び、千葉県教育委員会行政組織規則等の改正の準

備を進め、平成２７年４月１日から新教育委員会制度の下、千葉県教育委員会がスタートしました。 

○ 全体を通して「委員長」を「教育長」に改正 

   ○ 定例会については、これまでの「毎月の第３水曜日に開く」に、「３月の第１水曜日」を追加 

○ 教育委員会会議の更なる活性化を図るため、「教育長が必要と認めるときは、教育委員会会議

における職務の一部を、教育長が指名する委員に行わせることができる。」と改正 

（会議の進行を、毎回教育長の指名により、教育長職務代理者が行ってきた。） 
 

 （２）新教育委員会制度の趣旨を踏まえた主な取組 

   ア 総合教育会議について 

    地方教育行政法の改正に伴い、「総合教育会議」の設置が義務づけられ、首長が教育に関する「大

綱」を策定することとされました。千葉県では知事部局が総合教育会議の運営事務を担い、教育委

員会と調整を図りながら進めてきました。 

    平成２７年度の総合教育会議では、主に教育に関する「大綱」の作成について協議しました。は

じめに知事から、本県の大綱については教育振興基本計画とは違った切り口で、教育の根源的・普

遍的な考え方をシンプルなメッセージとして、新たに県民に届けるものとしたいとの提案がありま

した。そして、教育委員からも県民との意見交換や視察などを踏まえた様々な提案や積極的な意見

が出され、その会議や県議会からの御意見などを踏まえて、平成２７年１０月に知事が「千葉県の

教育の振興に関する大綱」を定めました。 
【平成２７年度の開催実績】 

   第１回 平成２７年５月２０日 

    議題 １ 千葉県総合教育会議の運営について 

          （千葉県総合教育会議運営要綱の制定） 

       ２ 教育に関する「大綱」の策定について 

          （大綱のあり方や盛り込むべき内容について） 

   第２回 平成２７年７月１５日 

    議題 教育に関する「大綱」の策定について 

        ア 「大綱」の内容について 

        イ 「大綱」のスタイル等について 

   第３回 平成２７年８月２６日 

    議題 教育に関する「大綱」の策定について 

        ア 「千葉県の教育の振興に関する大綱」（素案）について 

        イ 「大綱」の活用について 

     －平成２７年１０月２９日に「千葉県の教育の振興に関する大綱」を策定－ 
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   第４回 平成２７年１１月１８日 

    議題 １ 「千葉県の教育の振興に関する大綱」の策定について（報告） 

       ２ 「愛情と熱意にあふれた質の高い教員の育成」について 

          （教員の育成についての今後の取組について協議） 

       ３ 今後の総合教育会議の進め方について 

 
   イ 教育委員会会議の透明化を図る取組 

    新教育委員会制度では、教育委員長と教育長を一本化した新「教育長」を設置することで、教育

行政における責任体制が明確化されました。また、教育長へのチェック機能の強化が求められるこ

とから、教育長が委任された事務の管理・執行状況を報告する義務が規定されたり、会議の一層の

透明化を図るため、原則、議事録の作成・公表が求められたりしており、本県でも改正された法に

対応した組織運営を行うため、委員勉強会や委員協議会で、継続的な協議を行いました。 

   ○ 教育委員会会議の｢会議録｣に発言委員名を記載にし、教育委員としての責任ある発言を明記 

   ○ ｢会議録｣の名称変更の検討（｢議事録｣へ） 

   ○ ｢会議録｣に記載する事項を、｢議事の大要｣から｢議事の内容｣へと変更することの検討 

   ○ ｢議事録｣の公表について、非公開で審議したもの以外は公表するが、非公開で審議した案件に

ついても、非公開とした理由が消滅した場合は、速やかに公表することの検討 

 

２ 教育委員の意見の施策への反映 

  平成２７年度は、臨時会を含めて教育委員会会議を１７回開催し、議案等１３１件の審議を行いまし

た。また、これら議案を含めた重要事項の調査・研究のため、委員協議会を７回開催し８項目を協議・

検討し、委員勉強会を４４回開催し２１２項目を協議・検討しました。このことを通して、様々な教育

施策の企画立案の段階から、施策の推進や課題への対応に至るまで、教育委員が積極的に関わることが

できました。 

  

活               動 回 数 

教 育 委 員 会 会 議 １７ 
 

委  員  協  議  会    ７ 
（8 項目） 

委  員  勉  強  会 ４４ 
（ 212 項目） 

視 察 
学校・教育機関等の視察 ２６ 
学校・教育機関等の職員との懇談会 １７ 
中高生との交流会    ２ 

行 事 参 加 
卒業式への出席（臨場）    ５ 
文化・スポーツ行事表彰式    ２ 

外部団体との連携 全国都道府県教育委員会連合会関係行事 ７ 
その他（市町村教育委員会連絡協議会での講演等）  ６ 
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 （１）平成２７年度教育委員会会議の開催実績 

   第１回会議（臨時会）平成２７年４月６日（月） 

    第１号議案 学校職員の懲戒処分について 

    第２号議案 市町村立中学校長の人事について 

    第１号報告 教育庁等職員の人事について 

   第２回会議（定例会）平成２７年４月１５日（水） 

    第３号議案 千葉県県立中学校設置条例の一部を改正する条例の原案について 

第４号議案 平成２７年度千葉県教科用図書選定審議会委員の委嘱及び任命について 

第５号議案 専決処分の申し入れについて 

   第３回会議（定例会）平成２７年５月２０日（水） 

    第６号議案 新 みんなで取り組む「教育立県ちば」プラン平成２７年度重点施策推進計画（工

程表）（案）について 

    第７号議案 平成２８年度使用県立中学校教科用図書の採択に関する基本的な考え方について 

    第８号議案～第１１号議案 学校職員の懲戒処分について 

   第４回会議（定例会）平成２７年６月９日（火） 

    第１２号議案～第１３号議案 県立高等学校の学科の設置について  

    第１４号議案 県立高等学校の学科の募集停止について 

    第１５号議案 平成２８年度千葉県県立高等学校第１学年入学者選抜要項の制定について 

    第１６号議案 平成２８年度千葉県県立特別支援学校幼稚部・高等部及び高等部専攻科入学者選

考要項の制定について 

    第１７号議案～第２０号議案 学校職員の懲戒処分について   

   第５回会議（定例会）平成２７年７月１５日（水） 

    第２１号議案 県立中学校管理規則の一部を改正する規則の制定について 

    第２２号議案 県立高等学校管理規則の一部の改正について 

    第２３号議案 平成２８年度千葉県県立中学校第１学年入学者決定要項の制定について 

    第２４号議案 千葉県図書館協議会委員の委嘱及び任命について 

第２５号議案～第２７号議案 学校職員の懲戒処分について  

    第２号報告 市町村立小学校長の人事異動について 

   第６回会議（定例会）平成２７年８月１９日（水） 

    第２８号議案 平成２８年度千葉県県立高等学校第１学年生徒募集定員について 

    第２９号議案 学校職員の懲戒処分について 

   第７回会議（臨時会）平成２７年８月２６日（水） 

第３０号議案 平成２８年度使用県立中学校教科用図書の採択について 

   第８回会議（定例会）平成２７年９月１６日（水） 

    第３１号議案 平成２７年度末及び平成２８年度公立学校職員人事異動方針について 

    第３２号議案 地方教育行政の組織及び運営に関する法律第２６条第１項に基づく教育委員会の

点検・評価について 

    第３３号議案～第３４号議案 学校職員の懲戒処分について 
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    第３号報告 教育委員会所管に係る平成２７年度９月補正予算案について 

   第９回会議（定例会）平成２７年１０月２１日（水） 

    第３５号議案 職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例の原案について 

第３６号議案～第４０号議案 指定管理者の指定について 

第４１号議案 千葉県産業教育審議会委員の委嘱及び任命について 

第４２号議案～第４７号議案 学校職員の懲戒処分について 

第４８号議案 平成２７年度教育功労者の決定について 

第４９号議案 町村立小学校長の人事について 

   第１０回会議（定例会）平成２７年１１月１８日（水） 

    第５０号議案 議員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例の原案について 

    第５１号議案 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づ

く個人番号の利用に関する条例の原案について 

    第５２号議案 千葉県生涯学習審議会委員の委嘱及び任命について 

    第５３号議案 千葉県社会教育委員の委嘱及び任命について 

第５４号議案～第５６号議案 学校職員の懲戒処分について 

    第４号報告 教育委員会所管に係る平成２７年度１２月補正予算案について 

   第１１回会議（定例会）平成２７年１２月１６日（水） 

    第５７号議案 平成２９年度千葉県県立高等学校入学者選抜の日程について 

    第５８号議案 専決処分の申し入れについて 

    第５９号議案～第６０号議案 学校職員の懲戒処分について 

    第５号報告 市町村立小学校長の人事について 

   第１２回会議（臨時会）平成２７年１２月２２日（火） 

    第６１号議案 学校職員の懲戒処分について 

   第１３回会議（定例会）平成２８年１月２０日（水） 

    第６２号議案 平成２９年度千葉県県立中学校入学者決定の日程について 

    第６３号議案 平成２８年度学校教育指導の指針について 

    第６４号議案 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の原案について 

第６５号議案 使用料及び手数料条例の一部を改正する条例の原案について 

第６６号議案 千葉県学校職員定数条例の一部を改正する条例の原案について 

第６７号議案 学校職員の懲戒処分について 

    第６号報告～第７号報告 専決処分の申し入れについて 

   第１４回会議（定例会）平成２８年２月１０日（水） 

    第６８号議案 学校運営協議会を設置する県立学校の指定について 

    第６９号議案 千葉県指定文化財の指定について 

    第７０号議案 千葉県指定文化財の解除について 

    第７１号議案 職員の退職管理に関する条例の原案について 

    第７２号議案 職員の分限に関する手続及び効果に関する条例の一部を改正する条例の原案に 

ついて 
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    第７３号議案 職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の原案について 

    第７４号議案 特別職の職員等の給与、旅費及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例の 

原案について 

    第８号報告 教育委員会所管に係る平成２８年度当初予算案について 

    第９号報告 教育委員会所管に係る平成２７年度２月補正予算案について 

    第１０号報告 市町村立小学校長の人事について 

    第１１号報告 使用料及び手数料条例の一部を改正する条例の原案について 

   第１５回会議（定例会）平成２８年３月２日（水） 

    第７５号議案 市町村立学校長の人事について 

   第１６回会議（定例会）平成２８年３月１８日（金） 

    第７６号議案 千葉県教育委員会行政組織規則の一部を改正する規則の制定について 

    第７７号議案 「県立学校改革推進プラン・第３次実施プログラム」について 

    第７８号議案 新みんなで取り組む「教育立県ちば」プラン平成２８年度重点施策推進計画 

（工程表）について 

    第７９号議案 千葉県博物館協議会委員の委嘱及び任命について 

第８０号議案 学校職員の懲戒処分について 

第８１号議案 県立学校長の人事について 

第８２号議案 教育庁等職員の人事について 

   第１７回会議（臨時会）平成２８年３月３０日（水） 

第８３号議案 千葉県立学校職員の人事評価に関する規則の一部を改正する規則の制定について 

第８４号議案 千葉県市町村立学校職員の人事評価に関する規則の一部を改正する規則の制定に

ついて 

第８５号議案～第８７号議案 学校職員の懲戒処分について 

    第１２号報告 教育庁等職員の人事について 

    第１３号報告 専決処分の申し入れについて 

 

 （２）具体的な施策への反映 

   教育委員会会議等における教育委員の主な意見と、その意見がどのように教育施策に反映されたか

を示したものです。 

   ア 平成２８年度学校教育指導の指針の策定について 

（経緯） 
１１月の委員勉強会において、毎年策定される「学校教育指導の指針」の策定の方針について

担当課と協議し、意見を述べました。更に、１月の委員勉強会において、意見を基に作成された

具体案を受け、その構成、表記等の詳細について再度意見を述べるなどして、１月の教育委員会

会議で議決しました。 
（委員の意見） 

   ・本指針を基に、各学校種における指導や各学校間における連携がスムーズに進むことで、子ども

たちへの安定した教育が図られることを期待する。 
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   ・本指針を実現する段階になった際に、教職員としての資質が問われることになる。目的がはっき

りしていれば現場において一定の水準が保たれた適切な指導が行われるのではないかと考える。 

   ・どのような形で現場にしっかりと浸透させていくかが大切である。新任職員が増えている状況も

考慮すると、本指針の丁寧な周知や指導が必要ではないか。 

（教育行政への反映） 
○委員の意見を踏まえ、文言を整理し、県からのメッセージ性を強めながら、わかりやすい表現

を心掛けました。 
○表紙の構造図は平成２７年度版を踏襲し、背景は、これから伸びゆく子どもたちをイメージし、

新緑の若葉にしたことをはじめ、教育委員の意見を踏まえて表記を工夫しました。 
○今後も教育事務所や市町村教育委員会の指導主事に、説明会等で趣旨をしっかりと説明すると

ともに、学校訪問などで指導する際にも活用するように指示し、県教育委員会として趣旨の周

知徹底を図っていきます。 
  

   イ 「県立学校改革推進プラン・第３次実施プログラム」等、高校の再編について 

  （経緯） 

委員協議会で、事務局のプログラム（案）について協議し、教育委員会会議において、プログ

ラム（案）が担当課より報告されました。その後、パブリックコメントを実施し、広く県民の意

見を募集した後、改めて教育委員会会議において最終案が、議決されました。 

  （委員の意見） 
   ・生徒が職業観を育み、将来に思いを巡らせていける実施プログラムであると思うが、夢や意欲を

育む一方で、現実には厳しい一面があることも理解させることが必要だと思う。 
   ・中高校生の早い時期から、高い志と意欲を持った生徒を育ててほしい。 
   ・「教員基礎コース」は、時代に合った適確なプログラムの内容であり、優秀な人材の育成につな

がると思う。 
   ・今回の実施プログラムは、わかりやすい内容であり、今後プログラムを実施し、成果の検証を通

して、次の計画を検討してほしい。 
  （教育行政への反映） 
   ○教員基礎コースの教育内容について、大学の講義体験や学生との交流会など、具体的内容を明記

することとしました。 
   ○保育基礎コースの教育内容について、保育・幼児教育の制度や学習について学ぶ旨を明記するこ

ととしました。 
   ○プログラム実施３年目に、再編実施校への聴き取り調査や生徒へのアンケート調査等により評価

を実施し、今後の高校改革に係る計画の策定に資することとしました。 
   ○わかりやすく、理解しやすい実施プログラムとするため、専門用語等の解説を付け加えることと

しました。 
   ○再編プログラムの内容を県教育委員会のＷebサイト等を通じて広く県民に周知するとともに、再

編校で実施する中学校訪問や学校説明会の機会等を通じ、再編の趣旨と目的を生徒・保護者・中

学校職員等に十分に伝えることとしました。 
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   ウ いじめ問題について 

  （経緯） 
    国では、平成２５年６月にいじめ防止対策推進法が成立し、同年９月に施行されました。本県に

おいては、平成２６年３月に、千葉県いじめ防止対策推進条例が成立し、同年４月１日に施行され

ました。この条例の第１１条には、｢本県の実情に応じたいじめの防止等のための対策を総合的か

つ効果的に推進するための基本的な方針を定めるものとする。｣と規定されています。そこで本条

例に基づいて設置された「千葉県いじめ対策調査会」（教育委員会の附属機関）において検討を重

ね、作成された案を基に、委員勉強会や委員協議会で議論を重ね、｢千葉県いじめ防止基本方針｣を

教育委員会会議で議決しました。 

    平成２７年度は、１１月の教育委員会会議で、平成２６年度「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」における｢いじめ｣に関する調査結果の概要について、報告を受けました。 

  （委員の意見） 
   ・全国との比較だけで考えるのではなく、県教育委員会が発信しているこれまでのたくさんの資料

を、しっかりと日常の指導に生かしていくことが大切である。是非、これからも県を上げて子ど

もたちの安全のために取り組んでもらいたい。 

   ・いじめ対策防止研修会やいじめ問題対策リーダー養成集中研修が成果を出して、来年度いじめに

関する数値が変わっていくことを期待する。 

   ・急激に数値が減るというのではなく、現場の教員の皆さんが意識を持って取り組み、子どもたち

に伝えることで、子どもたちの意識も変わり、少しでも変化が現れることを期待する。 

   ・「いじめ」は１つの現象であって、いじめだけに焦点を当てるのではなく、もっと根本的な「人

間というのは何のために生まれてくるのか」「何のために学校に行くのか」等についての哲学を

欠いた教育が、結果としていじめという現象を生んでいる。非常に目まぐるしく忙しい現場は哲

学を欠いており、子どもたちからのこのような告発という形でいじめ問題が出てきていると、考

えてみる必要があるのではないか。 

   ・小さな嫌がらせや日常のたわいもないトラブルが、重篤なものに発展しないようにする環境づく

りは教育でできると思う。是非、みんなで力を合わせ心の環境づくりをしていくべきだ。 

  （教育行政への反映）  
   ○「千葉県いじめ防止基本方針」に基づき、県教育委員会を挙げて取組を推進し、子どもたちが安

心して学校へ通うことができるような環境づくりに取り組みました。 

   ○県の基本方針の更なる周知を図るとともに、各学校においていじめ防止基本方針を策定し、いじ

めの早期発見、早期対応等に取り組みました。 

   ○「教職員向けいじめ防止指導資料集」「保護者向けいじめ防止啓発リーフレット」「児童生徒向

けいじめ防止啓発リーフレット」に加え、新たに「いじめ防止啓発カード」を作成、各学校に配

付し、いじめ防止に取り組みました。 

   ○スクールカウンセラー及びスクールソーシャルワーカーの配置校及び配置時間を拡大しました。 
   ○平成２８年度からは、新規に情報モラル教育研修への講師派遣事業を実施する予定です。今後も、

検討を重ね、学校現場で生かすことができるようにしていきます。 

 



第３章 教育委員の活動実績                                      

- 14 - 
 

   エ 平成２７年度全国学力・学習状況調査の結果公表及び活用について 

  （経緯） 
    平成２７年度全国学力・学習状況調査の結果公表については、平成２６年度と同様、個々の市町

村及び学校名を明らかにしないこと及び県全体の調査結果及び調査の分析結果を公表する旨、教育

委員会会議で報告を受けました。 
    ９月には、平成２７年度の調査の結果の概要及び今後の取組について報告を受けました。 
  （委員の意見） 
   ・問題形式の「記述式」が全国平均を下回っているとのことだが、読書好きの子どもでも文章で表

わすことが苦手だという子もいる。そのような部分を学習するなど、経験を多く積んでいくと、

できるようになっていくのではないか。 
   ・「書くこと」については、子ども自身が考えなくてはならないような授業を行っていくべきでは

ないか。 
   ・ノートを使い、白いところに自分の考えを構築していく訓練をしなければ、この傾向は改善され

ないのではないか。 
   ・記述式の問題の正答率が低いというのは、自分の考えを形成できないということである。良いか

悪いかという部分的な判断はできるが、なぜ、その判断に及ぶのかという根拠と判断の整合性が

形成できない。これは授業の改善として非常に大事なポイントである。 
 （教育行政への反映） 

   ○全国学力・学習状況調査については、結果分析を各市町村教育委員会、各学校が行い、それぞれ

の傾向を把握し、課題に対しては普段の授業の中で、しっかりと取り組むようにしていきます。

県教育委員会としては、各市町村教育委員会・各学校が結果分析をするための「分析ツール」を

配付し、その活用を引き続き推進します。 
   ○学力向上に関する「検証改善サイクル」の確立については、平成２５年度から「学力・学習状況」

検証事業において、小中学校１５校を検証協力校に指定しています。これらの学校では、全国学

力・学習状況調査の分析ツールによる結果分析を踏まえた様々な取組を進めています。学力向上

に資する取組や検証改善サイクルについては、学力向上交流会で発表するなど、県全体で当該調

査の活用と学力向上の取組を推進することができるよう、引き続き努めます。 
   ○学習指導要領の改訂に向けた動きの中で、「主体的・協働的な学び」についても国の動向を見据

えながら、しっかりと取組を進めます。 
 
   オ 教職員の不祥事防止に向けて 

  （経緯） 
    平成２７年度は、教育委員会会議の議題として学校職員の懲戒処分が多くありました。教育委員

会会議や委員勉強会等においても、不祥事の根絶について、度々議論してきました。 
  （委員の意見） 
   ・個人情報流出事故再発防止に向けて、私物のＵＳＢメモリを業務で取り扱えないよう改善を図る

べきである。 

   ・教員の研修というと、職能研修いわゆる教え方の力をどう高めるか、ということに偏っていると
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思う。その前に、人間としての在り方をどうするかということの研修も、不祥事を防止していく

上で大切にするべきである。 
   ・個人情報漏えい事故について大変憂慮している。事務局においては、各学校に一層の危機管理の

意識を喚起し、根本的なシステムとして個人情報の管理体制の徹底を図り、個人情報が持ち出せ

ない仕組みを構築することを求む。 
  （教育行政への反映）                            

   ○管理職に対して、校長会議や教頭会議等で、管理監督者としての立場を十分自覚するよう指示す

るとともに、職員間に揺るぎない遵法意識を高めること、風通しのよい職場風土に改善すること

等について、強いリーダーシップを発揮するように指導しました。また、５月から１１月までの

間に全ての県立高等学校、特別支援学校を訪問し、教育庁職員が、直接不祥事防止について指導

しました。 

   ○わいせつ・セクハラ事故の防止に向けては、平成２７年１２月「わいせつ・セクハラ防止リーフ

レット」を全職員に配付し、またリーフレットを活用した校内研修を実施するよう通知しました。 
   ○不祥事の再発防止に向けて、平成２８年３月に「職員の綱紀の粛正について」を各県立学校及び

市町村教育委員会に通知し、平成２５年度から平成２７年度に不祥事を起こした県立学校及び市

町村教育委員会から提出された、不祥事事故の発生原因の分析や再発防止策についての報告書を

とりまとめた「懲戒処分事例の分析と市町村教育委員会・学校側から提出された再発防止策」を

添付し、各学校において不祥事根絶に向けた研修で活用を図るよう指導しました。 
   ○調査書の誤記載については、進路指導上の事故防止に向けて、会議・説明会及び学校訪問等を通

して、更なる確認、周知・徹底を図りました。 

   ○個人情報の管理については、平成２８年２月に「年度末・年度始めに向けた個人情報の管理の徹

底等について」を通知し、教職員にセルフチェックを実施させるとともに、私物のＵＳＢメモリ

に個人情報を保存しないことなどについて、周知・徹底を図りました。また、県立学校に対して

は、入試情報の管理について、平成２８年１月に「入学者選抜に関する文書等の管理の徹底につ

いて」を通知し、入学者選抜に関する文書等の管理を徹底するよう指導しました。再発防止に向

けて、会議・説明会、学校訪問を通して、更なる確認、周知・徹底を図りました。 

 

   カ セクシュアル・ハラスメント及び体罰問題について 

  （経緯） 

平成２６年度に実施した「セクシュアル・ハラスメント及び体罰に関する実態調査」の結果につい

て、担当課から委員勉強会で説明を受けました。この内容は重要であり、教育委員会会議で報告をす

るように指示をしました。また、今後の対応策等について継続的に協議を行いました。 

 （委員の意見） 

   ・セクシュアル・ハラスメント及び体罰に関する実態調査の結果は、悪い方向への変化はないよう

だが、継続すべきである。 

   ・管理職の研修会で、セクシュアル・ハラスメント及び体罰を見逃さない集団づくりについて、指

導してもらいたい。 

   ・児童生徒には、寛容な心を養うことも教えるべきである。また、職場には、おおらかさも必要で
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ある。 

   ・コーチングの研修は、体罰の根絶に効果があるのではないか。 

  （教育行政へ反映） 

   ○階層別の研修等において、実例を挙げたり、参加型の研修を行ったりするなど、当事者意識や切

実感を持つことができる内容となるよう、工夫を図りました。 

   ○各県立学校及び市町村教育委員会に対して、平成２８年３月に「職員の綱紀の粛正について」を

通知するとともに、平成２５年度後期から平成２７年度までの不祥事事例の分析結果をとりまと

めたフィードバック資料を配付しました。 

   ○わいせつ及びセクシュアル・ハラスメントの根絶に向けて、平成２７年１２月に、「わいせつ・

セクハラ防止リーフレット」を、全職員に配付しました。 

   ○体罰防止に向けては、平成２７年６月に「職員の綱紀の粛正について」を通知するとともに、体

罰根絶を含め、不祥事根絶に係る職員参加型の校内研修を実施し、各学校にその報告を求めまし

た。 

   ○教職員の指導力向上に向け、全庁的に研修を更に深めていくこととしました。 

   ○平成２７年度のセクシュアル・ハラスメント及び体罰の調査については、児童生徒及び教職員へ

の啓発及びセクハラ・体罰の根絶を目的として、前年度同様に実施しました。引き続き、調査の

活用方法等を検討していきます。 

 

 

 （３）教育委員会の充実と発展のための研修・意見交換 

教育委員会の充実・発展のために教育委員が、「千葉県教育長・教育委員研修会（千葉県教育委員

会連絡協議会主催）」の助言者として参加し、５４市町村の教育長及び教育委員（２０７名）と交流

をしました。 
また、都道府県教育委員会連合会総会をはじめ、１都９県教育委員会全委員協議会等において会議

の中で、各都道府県との意見交換を行いました。 
   
   ア 市町村教育委員会 

    ○千葉県教育長・教育委員研修会 
【全体会】 

パネルディスカッション 
「教育委員会制度改正に関わる現状と課題について」 

  ・はじめに、教育長職務代理者から本テーマの趣旨説明を行いました。行政説明が行われた

後、教育長職務代理者がパネルディスカッションのコーディネーターとなり、教育３団体

の代表教育長からなるパネラーの意見をまとめ、教育委員会の方向性について話し合いま

した。各々のパネラーからは、「新教育委員会制度への対応」、「教育委員会委の活性化に

向けての取り組み」及び、「パネラーの夢」についての発表があり、活発な話し合いが行

われました。 
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【分科会】 
第１分科会「学校規模の適正化に向けた取り組みについて」 

第２分科会「歴史、文化等の地域資源を活用した教育の推進について」 
第３分科会「教育委員会機能の充実に向けた取り組みについて」 

・各分科会では、はじめに各分会のテーマに沿った行政説明が行われ、その後、代表の２つ

の教育委員会からの実践発表がありました。その後、質疑応答を行うという形式で意見交

換が行われ、最後に、県教育委員が総括として指導・助言をしました。 
   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（群馬県） 
「教育委員会の活性化について」 

・文部科学省による行政説明の後、教育委員会の活性化について協議を行った。 
○１都９県教育委員会委員長委員協議会（山梨県） 
「県立高等学校等の改革・改善について」 
・文部科学省による行政説明の後、県立高等学校等の改革・改善について協議を行った。 

○全国都道府県教育委員会連合会第１回総会（委員長委員協議会）（広島県） 
「教員の資質向上について」 
「地教行法改正に伴い新制度に移行した都道府県との意見交換について」 

○全国都道府県教育委員会連合会第２回総会（委員長委員協議会）（東京都） 
「児童生徒の学力向上について」 

   ウ その他 

○教育委員会の点検・評価に係る有識者会議「教育委員会の点検・評価」 
○公安委員会委員との意見交換会 
「警察と学校の連携のあり方について」 
・教育庁指導課長から「生徒指導上の諸問題の現状と対策について」、警察本部少年課長   

から「学校と警察の連携によるいじめ加害生徒に対する支援事例について」の概要説明
があった後、意見交換を行った。公安委員会と教育委員会が今後、より強固に連携して
いく必要性を確認した。 

 
 （４）県民との意見交換及び教育関連施設等の視察 

   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、学校やその他の教育機関等を積

極的に視察・訪問して、様々な立場の方との意見交換や視察を実施し、現状や課題の把握に努めまし

た。 

   ア 県立学校 

○県立富里高等学校（印旛地区中学生・高校生との交流会視察） 
・中高生による「いじめ問題について」「スマートフォンの使用について」「充実した高校生活

に向けた中学生のあり方について」「地域貢献について」をテーマとしたディスカッション

の様子を視察した。 
○県立安房高等学校（南房総地区中学生・高校生との交流会視察） 
・中高生による「魅力ある学校とは」「若者が住みやすい館山市（安房地区）にするためには」

をテーマとしたディスカッションの様子を視察した。 
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○県立幕張総合高等学校（教員採用選考視察） 
○県立磯辺高等学校（教員採用選考視察） 
○県立千葉西高等学校（教員採用選考視察） 
○県立大網白里特別支援学校（授業参観、校長・教員との懇談） 
○県立船橋夏見特別支援学校（授業参観、校長・教員との懇談） 
○県立習志野特別支援学校（授業参観、校長・教員との懇談） 
○県立千葉商業高等学校（全日制）（授業参観、校長・教員との懇談） 
○県立館山総合高等学校（全日制）(授業参観、校長・教員との懇談） 
○県立安房高等学校（授業参観、校長・教員との懇談） 
○旧県立安房南高等学校（施設状況） 
○県立飯高特別支援学校（授業参観、校長・教員との懇談） 
○県立千葉工業高等学校（全日制）（授業参観、校長・教員との懇談） 
○県立京葉工業高等学校（授業参観、校長・教員との懇談） 
○県立矢切特別支援学校（授業参観、校長・教員との懇談） 
○県立印旛明誠高等学校（授業参観、校長・教員との懇談） 
○県立成田国際高等学校（授業参観、校長・教員との懇談） 
○県立袖ヶ浦高等学校（学力向上交流会視察） 
○県立生浜高等学校（定時制） （給食指導状況参観、参観授業参観、校長・教員との懇談） 
○特別支援学校市川大野高等学園（卒業式出席） 
○県立柏特別支援学校（卒業式出席） 
○県立千葉商業高等学校（全日制）（卒業式出席） 
○県立佐原高等学校（卒業式出席） 
○県立船橋高等学校（定時制）（卒業式出席） 

    

イ 市立学校 

○市川市立塩浜学園（授業参観、校長・教員との懇談） 
○市原市立姉崎小学校（学力向上交流会視察） 

＜姉崎小学校授業視察＞ 
 

＜成田国際高校授業視察＞ 
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   ウ 教育機関 

○県総合教育センター（人事管理研修会）（所長・職員との懇談） 
○国立歴史民俗博物館（館長・職員との懇談、施設等視察） 
○県立現代産業科学館（館長・職員との懇談、施設等視察） 
○県立中央博物館（館長・職員との懇談、施設等視察） 

＜県立現代産業科学館視察＞ 
 

＜国立歴史民俗博物館長、職員との懇談＞ 

    

   エ その他 

○平成２７年度初任者研修開講式挨拶（県文化会館） 
○北総教育事務所への訪問（北総教育事務所） 
○教育功労者表彰式（ホテルポートプラザちば） 
○高等学校野球選手権大会・閉会式（ＱＶＣマリンフィールド） 
○公安委員会との意見交換会（県庁） 
○県指定無形文化財（刃剣作業所） 

＜公安委員会との意見交換＞ 

 
＜日本刀の鍛錬保持者との懇談＞ 
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３ 積極的な情報発信 

県教育委員会のＷebサイトを通じ、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、教育委員会会議には延べ６５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を、その後、会議録と資料を公開し、加えて県教委ニュース等

を通じて委員の活動等を紹介するなど、速やかな情報発信を行い、教育委員会の活動を広く県民に周知す

ることを目指しました。  
 これらに加え、小・中学校や高等学校の視察及び各種研修会等でも、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。 
 なお教育委員会会議で配付した資料については、県文書館においても、公表しています。 
 
４ 総括 

 平成２７年度は、千葉県教育振興基本計画「新 みんなで取り組む『教育立県ちば』プラン」がスター

トしました。教育の現状や第１期計画の検証結果と、今後の重要課題に基づき、３つの指標を掲げ、それ

ぞれをプロジェクトとして整理し、施策の推進に向けた取組を進めてきました。特に、教育委員会の更な

る活性化を目指し、重要施策の立案に対し、意思形成過程から教育委員の意見を求めるなど、意思決定を

迅速かつ的確に行えるよう取り組みました。更には、必要な情報を積極的に収集し、調査・研究を行うと

ともに、学校等の視察や生徒・教員との意見交換を行うなど教育の現状や課題、県民ニーズの把握に努め

ました。また総合教育会議では、教育委員からも様々な提案や積極的な意見が出され、その会議結果や県

議会からの御意見などを踏まえて、平成２７年１０月に知事が「千葉県の教育の振興に関する大綱」を定

めました。 
 平成２７年度も、千葉県教育振興基本計画の各プロジェクトについては、おおむね順調に進捗が図られ、

教育行政は適正に運営されてきました。 
 千葉県においても、学力向上、いじめ、道徳教育、教員の資質向上など、様々な教育上の重要課題があ

ることから、これらの課題の克服に向けて、教育行政が的確に機能していくよう、教育委員会として知事

と教育政策の大きな方向性を共有しながら、関係機関との緊密な連携の下、着実に歩を進めていきます。 
 

 
※ 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Ｗebサイトを御覧ください。 
 
https://www.pref.chiba.lg.jp/cate/kbs/kyouiku/iinkai/iinkai-gaiyou/index.html 
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第４章 
 
 

プロジェクト別の実施状況 
 
 
 
 

 
千葉県教育振興基本計画「新 みんなで取り組む『教育立県ちば』プラン」は、3 つのプロジェクト 

及び 17 の施策で構成されています。 
 

本章では、各プロジェクトの実施状況について、施策別にとりまとめを行いました。 
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＜プロジェクトⅠ＞ 

志を持ち、失敗を恐れずチャレンジする人材を育てる ～夢・チャレンジプロジェクト～ 

（プロジェクトの目標及び達成状況） 

子どもたちが、変化の激しい社会を生き抜く基盤として、｢確かな学力」、｢豊かな心」、｢健やか

な体」のバランスがとれた「生きる力」、社会的・職業的自立に向けて必要となる勤労観・職業観、

社会のグローバル化に対応する能力などを育成することが求められます。これらの資質・能力を身に

付けるため、読書活動などの言語活動や体験活動を重視しながら、公立と私立の幼稚園、保育所から

高等教育機関までが連携し、協働して、自らの生き方を考え、志を持ち、失敗を恐れずにチャレンジ

する精神に溢れた人材の育成に取り組みます。 

各施策の指標では、１６指標中８指標で基準年と比べ同率または上昇しています。その他の指標に

ついても、ほとんどの指標が微減に留まっています。今後とも学習指導の更なる充実を目指し、引き

続き、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る必要があると評価しています。 

 

施策１ 社会を生き抜く力を育む主体的な学びの確立 
実施状況 

・「ちばっ子『学力向上』総合プラン（ファイブアクション）」を中心として、｢読書活動や体験活動

を通じた学習意欲の向上」、「子どもたちの主体的な学びを支える取組の充実」、「授業力の向上によ

る学びの深化」、「学力向上に係る取組の適切な評価・改善の推進」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、

基準年である平成２６年度と比べ、小学６年生の国語で0.9ポイントの上昇、算数で0.1ポイントの下降、中

学３年生の国語で2.3ポイントの上昇、数学で2.1ポイントの下降となっています。 
・この施策のもう一つの指標である「児童・生徒のＩＣＴ活用を指導する能力」は、基準年である平

成２５年度と比べ、1.1ポイントの上昇となっています。 
 

 

  

●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 
●児童・生徒のＩＣＴ活用を指導する能力 

（教員が指導できる割合） 

64.2%
65.1%

63.0% 62.9%

59.0%

61.3%

58.1%

56.0%

50.0%

55.0%

60.0%

65.0%

70.0%

H26 H27 H28

目標：小学生70.0％

目標：中学生60.0％

小６国語

小６算数

中３国語

中３数学 63.0%

63.8%
64.1%

60.0%

65.0%

70.0%

H25 H26 H27 H28

目標：68.0％
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施策２ 道徳性を高める実践的人間教育の推進 

実施状況 

・「豊かな人間性を育む千葉ならではの道徳教育の

展開」、｢社会の一員として必要な力を育む教育の

推進」、｢五感を通して学ぶ体験活動の推進」、「自

他ともに尊重し命を大切にする心の教育の推進」

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『人の気持ちが分かる人間になりたいと思う』

と答えた児童生徒の割合」は、基準年である平成

２６年度と比べ小学６年生で0.3ポイントの下降、中

学３年生で0.6ポイントの下降となりました。 
 

 

 

施策３ 生きる力の基本となる健康・体力づくりの推進 

実施状況 

・「体力向上を主体的に目指す子どもの育成」、｢子どもの健康を守る学校保健の充実」、｢食を通じた

健康づくりの推進」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「小学校における新体力テスト（８種目８０点）平均点」は、基準年である平成 

２５年度と比べ、0.2ポイントの下降となりました。 
・この施策のもう一つの指標である「全校学力・学習状況調査において『朝食を毎日食べている』と

答えた児童・生徒の割合」は、基準年である平成２６年度と比べ、小学６年生で0.6ポイントの下降、

中学３年生で0.7ポイントの下降となっています。 
 
 

 
 

49.5 49.5 

49.3

45.0 

46.0 

47.0 

48.0 

49.0 

50.0 

H25 H26 H27 H28

目標：50.0点

●全国学力・学習状況調査において「人の気持

ちが分かる人間になりたいと思う」と答えた

児童生徒の割合 

●小学校における新体力テスト 

（８種目８０点）平均点（単位：点） 
●全国学力・学習状況調査において「朝食

を毎日食べている」と答えた児童生徒の

割合 

 

94.0% 93.7%

95.3% 94.7%

80.0%

90.0%

100.0%

H26 H27 H28

目標：増加を目指します

小６

中３

88.1% 87.5%

82.9% 82.2%

70.0%

80.0%

90.0%

H26 H27 H28

小６

中３

目標：小学生90.0％

中学生85.0％
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施策４ 社会的・職業的に自立し地域で活躍する人材の育成 

実施状況 

・「系統的なキャリア教育の推進」、「地域を支える人材の育成」、「企業や大学・研究機関等との連携

による職場体験等の充実」、「子どもや若者の社会参加の促進」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「公立小学校における職場見学の実施割合」は、基準年である平成２５年度と比べ、

0.6 ポイントの上昇となっています。 

・この施策のもう一つの指標である「職場体験・インターンシップを実施している公立学校の割合」

は、基準年である平成２５年度と比べ、中学校では同率、高校では0.5ポイントの上昇となっています。 

 
 

 

施策５ 郷土と国を愛する心と世界を舞台に活躍する能力の育成 

実施状況 

・｢郷土と国の歴史や伝統文化等について学ぶ教育の推進｣、｢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｢高校生(県立高校)の海外留学者数(３か月以上)｣は、基準年である平成２５年度と

比べ２人の減少となっています。 

・この施策のもう一つの指標である「公立学校の英語教員の資格取得率(英検準１級以上等)」は、基

準年である平成２６年度と比べ、高等学校においては0.9ポイントの上昇、中学校においては1.1ポイントの

上昇となっています。 

●公立小学校における職場見学の実施割合 ●職場体験・インターンシップを実施している公

立学校の割合 

 

●高校生（県立高校）の海外留学者数（３か月以上） ●公立学校の英語教員の資格取得率（英検準１級以上等） 

98.5%
97.9%

98.5%

87.6% 88.3%
88.1%

70.0%

80.0%

90.0%

100.0%

H25 H26 H27 H28

中学校

高校

目標 中：全ての学校で実施

高：増加を目指します
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目標：中50.0％

高75.0％

99.4%
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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及び達成状況） 

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

立県ちば」の土台をつくります。 

各施策の指標では現在判明している２４指標中１５指標で、基準年と比べ上昇しています。 

今後は全ての指標について目標値を達成するため、千葉県のポテンシャルを最大限活用して、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)を整えていく必要があ

ると評価しています。 

 

施策６ 人間形成の場としての活力ある学校づくり 

実施状況 

・「魅力ある高等学校づくり」、｢私立学校の振興」、｢公立学校と私立学校の連携の推進」、「地域に開

かれた魅力ある学校づくり」、「豊かな学びを支える学校・学習環境づくり」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」では

基準年である平成２５年度と比べ小学生で1.8ポイントの上昇となりました。 
・この施策のもう一つの指標である「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」

では、基準年である平成２５年度と比べて平成２６年度の実施状況は、0.3ポイントの下降となってい

ます。平成２７年度の数値は平成２８年１０月頃公表予定です。 

 
 

 

●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 
●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 
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20.0%
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40.0%
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目標：増加を目指します

82.9%
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75.0%

80.0%

85.0%

90.0%
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目標：増加を目指します
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施策７ 教育現場の重視と教員の質・教育力の向上 

実施状況 

・「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」、「子どもの多様化に

対応したきめ細かい教育の推進」、「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、基準年である

平成２６年度と比べ小学校では 3.5 ポイントの下降、中学校では 5.1 ポイントの上昇となりました。 

・この施策のもう一つの指標である「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、基準年である平成２６年度と比べて、小学校では1.1ポイント、中学校においては2.5ポイント、共に上

昇しました。 

 

施策８ いじめ防止対策の推進 

実施状況 

・「いじめの予防や早期発見のための取組の推進」、「いじめの防止等のための人材の確保と資質の向

上」、「いじめの防止等のための啓発活動の推進」、「インターネットを通じて行われるいじめへの対

策の推進」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「いじめに関する児童生徒へのアンケート調査の実施率」は、基準年である平成 

２５年度と比較して平成２６年度の実施状況は、小学校で2.1ポイント、中学校で0.7ポイントの上昇、高等

学校では100％を維持しました。また、「いじめの早期発見のための個別面談の実施率」は、基準年

である平成２５年度と比較して小学校で4.5ポイント、中学校では1.4ポイント上昇しています。しかしなが

ら高等学校では4.3ポイント下降しました。平成２７年度の数値は平成２８年１０月頃公表予定です。 

 
 
 
 
 
 
 
  

●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 

●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 

●いじめに関する児童生徒へのアンケート調査の実施率 ●いじめの早期発見のための個別面談の実施率 

61.9%
58.4%

28.1%
33.2%

0.0%

20.0%

40.0%

60.0%

80.0%

H26 H27 H28

小学校
中学校

目標 小：65％

目標 中：35％

68.8%
69.9%

46.2% 48.7%

40.0%

60.0%

80.0%

100.0%

H26 H27 H28

小学校
中学校

目標 中：60％

目標 小：80％

97.5%

99.6%99.0%
99.7%

100.0% 100.0%

96.0%

97.0%

98.0%

99.0%

100.0%

101.0%

H25 H26 H27 H28

小学校

中学校

高等学校

目標：全ての学校で実施

85.5%

90.0%

95.0%
96.4%

82.7%

78.4%

70.0%

80.0%

90.0%

100.0%

H25 H26 H27 H28

小学校

中学校

高等学校

目標：全ての学校で実施



             第４章 プロジェクト別の実施状況 プロジェクト Ⅱ 元気プロジェクト 

 

- 27 - 
 

施策９ 人間形成の基礎を培う幼児教育の充実 

実施状況 

・「教職員の専門性の向上をはじめとした幼児教育の質の向上」、「小学校就学前教育から初等教育へ

の円滑な接続」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「域内の幼稚園・保育所と小学校の間で、接続を見通した教育課程の編成・実施が

行われている市町村数」は、基準年である平成２６年度と比較して３市町村増加しました。 

・また、この施策のもう一つの指標である「保育所の待機児童数」では、基準年である平成２６年度

と比較して、３９５人の増加となりました。 

 

 

施策１０ 一人一人の教育的ニーズに応じた特別支援教育の推進 

実施状況 

・「早期からの教育相談と支援体制の充実」、｢連続性のある多様な学びの場と支援の充実」、「特別支

援学校の整備と機能の充実」、「卒業後の豊かな生活に向けた支援の充実」、「特別支援教育に関する

教員の専門性の向上」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｢幼・小・中・高等学校の個別の教育支援計画作成率｣は、基準年である平成２５年

度と比べ4.5ポイント上昇しました。 

・もう一つの指標である｢高等部本科卒業生の就職希望者の就職率」は、基準年である平成２５年度

から0.3ポイント上昇しました。 
 

1,251人

1,646人

1,000

1,200

1,400

1,600

1,800

2,000

H26 H27 H28

目標：減少を目指します

●域内の幼稚園・保育所と小学校の間で、接続を

見通した教育課程の編成・実施が行われている

市町村数（単位：市町村） 

●保育所の待機児童数（単位：人） 

●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 

91.3%

92.7%
91.6%

85.0%

87.0%

89.0%

91.0%

93.0%

H25 H26 H27 H28

目標：92.5％

62.7%

64.8%

67.2%

50.0%

60.0%

70.0%

H25 H26 H27 H28

目標：80％

7

10

0

5

10

15

20

25

30

H26 H27 H28

目標：15市町村
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施策１１ 読書県「ちば」の推進 

実施状況 

・「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

基準年である平成２６年度と比較して小学生では0.9ポイント、中学生では1.5ポイントの下降となりました。 

・また、この施策のもう一つの指標である「図書館等と連携している学校の割合」は、基準年である

平成２４年度と比較して2.1ポイント上昇しました。 

 

 

施策１２ フェアプレーの精神を育て、楽しさや感動を分かち合うスポーツの推進 

実施状況 

・「『するスポーツ』・『みるスポーツ』・『ささえるスポーツ』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「成人の週１回以上のスポーツ実施率」では、基準年である平成２５年度と比較し

て0.7ポイント下降しました。 

・この施策のもう一つの資料である「総合型地域スポーツクラブが設立されている市町村数」は、基

準年である平成２５年度と比べて１市町村の増加となっています。 

 

●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 

●図書館等と連携している学校の割合 

●成人の週１回以上のスポーツ実施率 ●総合型地域スポーツクラブが設立され

ている市町村数（単位：市町村数） 

73.4%
72.5%

74.4%

72.9%

65.0%

75.0%

85.0%

H26 H27 H28

小学生
中学生

目標：80％

32 32 33

0

10

20

30

40

50

H25 H26 H27 H28 

目標：54市町村

67.0%

70.5%
69.1%

65.0%

75.0%

85.0%

H24 H25 H26 H27 H28

目標：100％

（Ｈ27は社会教育調査より）

46.5%

44.0%

45.8%

35.0%

40.0%

45.0%

50.0%

55.0%

60.0%

H25 H26 H27 H28

目標：60％
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施策１３ ちば文化の継承と新たな創造 

実施状況 

・「文化にふれ親しむ環境づくり」、｢文化財の

保存・継承｣を重点的な取組として事業を推

進しました。 
・この施策の指標である「学校・社会教育施設

における出土文化財活用件数」では、基準年

である平成２６年度と比較して１４件の減

少となりました。 
 
 
 
 
施策１４ 安全・安心な学びの場づくりの推進 

実施状況 

・「校舎等の計画的な整備、バリアフリー化の促進」、「東日本大震災を教訓とした防災教育と安全教

育の推進」を重点的な取組として事業を推進しました。 
・この施策の指標である「県立学校校舎等の耐震化の割合」では、基準年である平成２５年度と比較

して9.8ポイントの上昇となっています。 

・また。この施策のもう一つの指標である「『地域安全マップ』を作成している学校の割合」につい

ては、基準年である平成２６年度と比較して 4.7 ポイントの減少となりました。 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

89.2%

94.7%

99.0%

70.0%

75.0%

80.0%

85.0%

90.0%

95.0%

100.0%

H25 H26 H27 H28

目標：100％

●学校・社会教育施設における出土文化財

活用件数（単位：件） 

●県立学校校舎等の耐震化の割合 ●「地域安全マップ」を作成している学校

の割合 

113件

99件

80

90

100

110

120

130

H26 H27 H28

目標：120件

84.4%

79.7%

70.0%

80.0%

90.0%

100.0%

H26 H27 H28

目標：90％
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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及び達成状況） 

全ての親が家庭教育を安心して行えるよう、地域社会が一体となって支援していく取組や、地域住

民の絆を深め、つながりや支え合いによる地域コミュニティの形成、また、学校、家庭、地域、企業、

高等教育機関、千葉県教育を担うパートナーである公立学校と私立学校などの力強い連携により、人

づくりの力を結集して「教育立県ちば」を実現します。 

各施策では、６指標全てで基準年と比べ同率または上昇しており、これらの数値を更に高めていく

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評価しています。 

 

施策１５ 親の学びと家庭教育への支援 

実施状況 

・「人間形成の土台となる家庭教育への支援」、「学校・家庭・地域が連携した家庭教育の推進」、「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、基準年である平成２６年度と比較して0.6％の上昇となりまし

た。 

・また、この施策のもう一つの指標である「家庭教育の推進に係る協力企業等の数」は、基準年であ

る平成２５年度と比較して、事業所数で４２件の増加となりました。 

 
 
 

 

●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 

●家庭教育の推進に係る協力企業等の数 

（単位：社） 

72.8%
73.4%

60.0%

70.0%

80.0%

90.0%

100.0%

H26 H27 H28

目標：増加を目指します
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350
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目標：500社
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施策１６ つながりや支え合いによる地域コミュニティの形成と生涯学習社会の実現 

実施状況 

・「学校を核とした地域コミュニティの構築と子どもの学びへの支援」、「生涯学習社会を目指した取

組の推進」、「社会教育推進体制の強化」、「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「放課後子供教室の対象学校数」では、基準年である平成２６年度と比較して２１

校の増加となりました。 

・また、この施策のもう一つの指標である「『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、基準年である平成２５年度から4.7ポイントの上昇となりました。 
 
 
 

 
施策１７ 学びのセーフティネットの構築 

実施状況 

・「子どもや家庭に対する相談支援体制の充

実」、「学び直しなどの再チャレンジに対す

る支援の充実」、｢経済的・家庭的理由など

様々な困難への支援」、「虐待など不適切な

養育から子どもを守る取組の充実・強化」

を重点的な取組として事業を推進しました。 
・この施策の指標である「公立高等学校にお

ける不登校・中途退学生徒の割合」は、基

準年である平成２５年度と比べて平成２６

年度の実施状況は、不登校生徒が同率、中

途退学生徒が0.1％の減少となっています。

平成２７年度のデータは、平成２８年１０

月頃に文部科学省から発表される予定です。 

 

●放課後子供教室の対象学校数（単位：校） ●「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」 

の実施箇所数の実施割合 100%） 

●公立高等学校における不登校・中途退学生徒 

の割合 

173

194

150 

200 

250 

H26 H27 H28

目標:225校

55.6%

61.4% 60.3%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

70.0%

H25 H26 H27 H28

目標：70％

2.8% 2.8%

1.5% 1.4%

0.0%

0.5%

1.0%

1.5%

2.0%

2.5%

3.0%

H25 H26 H27 H28

不登校

中途退学

目標：減少を目指します
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第５章 
 
 

施策別の実施状況 
 
 
 
 
 

 
千葉県教育振興基本計画「新 みんなで取り組む『教育立県ちば』プラン」は、3 つのプロジェクト 

及び 17 施策で構成されています。 
 

本章では、各プロジェクトの各施策の実施状況について、「重点施策推進計画 (工程表)」に基づ 
き、事業別にとりまとめを行いました。 
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志を持ち、失敗を恐れずチャレンジする人材を育てる ～夢・チャレンジプロジェクト～ 

施策（５） 

１ 社会を生き抜く力を育む主体的な

学びの確立 (P.37～ ) 
（１） 読書活動や体験活動を通じた学習意欲の向上 

（２） 子どもたちの主体的な学びを支える取組の充実 
（３） 授業力の向上による学びの深化 
（４） 学力向上に係る取組の適切な評価・改善の推進 

重点的な取組（１９） 

施策体系 施策の基本的な方向と５年間に実施する重点的な取組 

２ 道徳性を高める実践的人間教育の

推進 (P.44～ ) 
（１） 豊かな人間性を育む千葉ならではの道徳教育の展開 

（２） 社会の一員として必要な力を育む教育の推進 

（３） 五感を通して学ぶ体験活動の推進 

（４） 自他ともに尊重し命を大切にする心の教育の推進 

３ 生きる力の基本となる健康・体力 

づくりの推進 (P.49～ ) 

 

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～ 

重点的な取組（２９） 

（１） 魅力ある高等学校づくり 

（２） 私立学校の振興 

（３） 公立学校と私立学校の連携の推進 

（４） 地域に開かれた魅力ある学校づくり 

（５） 豊かな学びを支える学校・学習環境づくり 

（１） 熱意あふれる人間性豊かな教員の採用 

（２） 信頼される質の高い教員の育成 

（３） 子どもの多様化に対応したきめ細かい教育の推進 

（４） 教職員の負担軽減と学校問題解決のための支援 

（１） 系統的なキャリア教育の推進 

（２） 地域を支える人材の育成 

（３） 企業や大学・研究機関等との連携による職場体験等の充実 

（４） 子どもや若者の社会参加の促進 

（１） 郷土と国の歴史や伝統文化等について学ぶ教育の推進 

（２） 多様な文化を認め合う国際社会の担い手の育成 

（３） 外国語教育の充実 

（４） 外国人児童生徒等の受入れ体制の整備 

５ 郷土と国を愛する心と世界を舞台

に活躍する能力の育成 (P.57～ ) 

４ 社会的・職業的に自立し地域で  

活躍する人材の育成 (P.52～ ) 

７  教 育 現 場 の 重 視 と 教 員 の 質 ・   

教育力の向上 (P.68～ ) 

６ 人間形成の場としての活力ある 

学校づくり (P.62～ ) 

施策（９） 

（１） 体力向上を主体的に目指す子どもの育成 

（２） 子どもの健康を守る学校保健の充実 
（３） 食を通じた健康づくりの推進 
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１０ 一人一人の教育的ニーズに応じ

た特別支援教育の推進 (P.82～ ) 

１１ 読書県「ちば」の推進 (P.89～ ) 

１２ フェアプレーの精神を育て、楽しさ
や感動を分かち合うスポーツの推進 
(P.89～ ) 

１３ ちば文化の継承と新たな創造 

(P.93～ ) 

 

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～ 

重点的な取組（１２） 

（１） 人間形成の土台となる家庭教育への支援 

（２） 学校・家庭・地域が連携した家庭教育の推進 

（３） 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 

（１） 学校を核とした地域コミュニティの構築と子どもの学びへの 

支援 

（２） 生涯学習社会を目指した取組の推進 
（３） 社会教育推進体制の強化 
（４） 高等教育機関との連携 

（５） 県教育委員会と市町村、私学等との連携強化 

（１） 校舎等の計画的な整備、バリアフリー化の促進 

（２） 東日本大震災を教訓とした防災教育と安全教育の推進 
１４ 安全・安心な学びの場づくりの 

推進 (P.97～ ) 

１６ つながりや支え合いによる地域 

コミュニティの形成と生涯学習社会の

実現 (P.107～ ) 

１５ 親の学びと家庭教育への支援 

(P.103～ ) 

施策（３） 

（１） 文化にふれ親しむ環境づくり 

（２） 文化財の保存・継承 

（１） 子どもや家庭に対する相談支援体制の充実 

（２） 学び直しなどの再チャレンジに対する支援の充実 
（３） 経済的・家庭的理由など様々な困難への支援 

（４） 虐待など不適切な養育から子どもを守る取組の充実・強化 

（１） 「するスポーツ」・「みるスポーツ」・「ささえるスポーツ」の推進 

（２） 人々に夢と感動を与える競技力の向上 

（１） 家庭や地域における子どもの読書活動の支援 

（２） 学校等における読書活動の推進 

（３） 図書館における読書活動の充実 

（１） 早期からの教育相談と支援体制の充実 

（２） 連続性のある多様な学びの場と支援の充実 

（３） 特別支援学校の整備と機能の充実 

（４） 卒業後の豊かな生活に向けた支援の充実 

（５） 特別支援教育に関する教員の専門性の向上 

１７ 学びのセーフティネットの構築      

(P.113～ ) 

８ いじめ防止対策の推進 (P.74～ ) （１） いじめの予防や早期発見のための取組の推進 

（２） いじめの防止等のための人材の確保と資質の向上 

（３） いじめの防止等のための啓発活動の推進 

（４） インターネットを通じて行われるいじめへの対策の推進 

９ 人格形成の基礎を培う幼児教育の

充実 (P.80～ ) 
（１） 教職員の専門性の向上をはじめとした幼児教育の質の向上 

（２） 小学校就学前教育から初等教育への円滑な接続 
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事業整理票の見方 

ここでは、事業整理票の見方について、Ｐ.５５を例に説明しています。 
 
 

取組(３) 企業や大学・研究機関等との連携による職場体験等の充実 
 

事業名 
夢チャレンジ体験スクール  

H27 予算 2,130 千円 

  決算 1,884 千円 
生涯学習課 

事業概要 

県内の多様な産業や大学等と連携を図り、子どもたちが、様々な職種における就業体験や科学・技術体験、大学講 
義の受講等の機会を通して、職業に必要な資質や能力等について学ぶとともに、将来の職業に対する夢をはぐくむこ 
とを目的として、小・中学生、高校生を対象にキャリア教育などに関するプログラムを夏休みに実施する。 

実施内容 ２７ ２８ ２９ ３０ ３１ 
①実行委員会開催２回 
②「サイエンススクール」  
（小・中・高）全19講 
座 参加者 335 人 

③「キャリア教育科学・ 
先端技術体験キャン 
プ」（中・高）全13講座     
参加者 127 人 

④「キャリア教育しごと 
体験キャンプ」（中・高） 
全７講座 参加者 37 人 

⑤「教育ＣＳＲフォーラ 
ム」年１回の実施  
参加者 58 人 

①実行委員会開催２回 
②「サイエンススクール」 
（小・中・高）21 講座 

 
③「キャリア教育科学・ 
先端技術体験キャン 
プ」（中・高）12 講座 

 
④「キャリア教育しごと 
体験キャンプ」（中・高） 
７講座 

⑤「教育ＣＳＲフォーラ
ム」年１回の実施 

 

 

 

 

 

 

 

事業の効果（・実施状況 ●課題） 

・２回の実行委員会を実施し、「サイエンススクール」「キャリア教育科学・先端技術体験キャンプ」「キャリア教育 
しごと体験キャンプ」の３つのプログラムで応募者総数 4,323 人、参加者総数 499 人と、ともに前年度を上回った。 

・第５回教育ＣＳＲフォーラムでは、58 人の参加者のもと、企業、学校、行政が一体となったキャリア教育を推進す

る方策等が検討された。 
●応募者数に対する講座受入数が少ないため、参加できない児童・生徒が多くいる。 

今後の取組の方向性（改善策等） 

◎特に人気の高いサイエンススクールのプログラムに協力してもらえる企業等に理解と協力を得られるように、新規 
協力企業等の調整を図る。 

 

 

 

 

事業名 ｢子ども参観日｣キャンペーン <再掲>15-(2) 
H27 予算 0千円 

     決算 0千円 
生涯学習課 

事業概要 

子どもたちが親の働く姿に接することができるよう、企業等に｢子ども参観日｣の実施を働きかけるとともに、実施

した企業をホームページ上で紹介するなど、企業等の参加を促進する。 

実施内容 ２７ ２８ ２９ ３０ ３１ 

①企業団体への協力依頼

（訪問５カ所）個別の

企業への協力依頼（メ

ール67件、電話67件） 

②県内の25企業等で実

施。約800名参加（県庁

子ども参観日：33名参

加） 

①各種経済団体への働き 

かけ、個別の事業所へ 

の依頼 

 

②実施事業所、活動内容 

の紹介（Web サイト） 

 

 

 

 

 

 

 

事業の効果（・実施状況 ●課題） 

・千葉県経営者協会等５つの企業団体へ協力依頼を行ったり、「ちば家庭・学校・地域応援企業等登録制度」に登録 
している企業等（67企業）に個別に開催依頼を行ったりしたことで、前年度を上回る25企業で「子ども参観日」が 
開催された。                              

●開催企業は、前年度より７企業増えたが、県内にある企業数から見ると、まだまだ十分に周知できていない。 
今後の取組の方向性（改善策等） 

◎「子ども参観日」の実施により期待できる効果を、県内各地の企業に広めるために、商工労働部、各教育事務所、

各市町村教委との連携を図り、開催企業数を増やす。 

 
＜再掲事業＞ 小・中・高等学校のキャリア教育総合推進事業(P.52)   ジョブカフェちば事業(P.53) 

  ちば夢チャレンジ☆パスポート・プロジェクト（P.95） 

 

平成27年度に実施し
た具体的な内容を示
しています。 

平成28年度に実施予
定となっている具体
的な内容を示してい
ます。 

本取組に関連する事
業について、事業名と
掲載ページを示して
います。 

平成 27年度に実施し
た事業の状況や課題
を示しています。 

平成 27 年度に実施し
た事業の状況や課題
に対して、改善策を含
む今後の取組の方向
性を示しています。 

取組名 

 

事業の目的や事業内
容について、その概
要を示しています。 

施策 15 取組(2)にも
関連することを示し
ています。 

・本事業の内容が継続
して展開していく
ことを示していま
す。 

 
・実施内容について、 
社会の変化や進捗状
況を踏まえ、毎年度
ごとに展開していき
ます。 
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～夢・チャレンジプロジェクト～ 

 

施策１ 社会を生き抜く力を育む主体的な学びの確立 

○ ｢確かな学力｣を育成するために、繰り返しや習慣化を重視して基礎的・基本的な知識・ 
技能を習得させ、読書活動や体験活動を通して、思考力・判断力・表現力等を育む。 
課題解決型の授業を展開し、｢ちばっ子『学力向上』総合プラン(ファイブアクション)｣ 
等により、子どもたちの学力向上を図っていく。 

 

 

 

取組(１) 読書活動や体験活動を通じた学習意欲の向上 

 

事業名 
ちばっ子｢学力向上｣総合プラン 

 確かな学びの礎(いしずえ)プラン <再掲>11-(2) 

H27 予算  749 千円 

   決算  744 千円 
指導課 

事業概要 
読書活動の充実と家庭学習環境づくりの視点から、読書活動の在り方に関する研究や家庭学習を促進するための取

組を推進する。 

実施内容 ２７ ２８ ２９ ３０ ３１ 

①確かな学びの早道｢読

書｣事業 
指定校15校 
実践協力校の取組を「確

かな学びの早道『読書』

実践記録集」として各小

中高等学校へ配付 
②優良学校図書館認定：新

たに小学校11校、中学校

24校 
優秀学校図書館認定：新

たに小学校67校、中学校

14校 
③「家庭学習のすすめ小学

生版」サイトへ各種資料

の追加掲載23件 
中学生版を試行運用 

①確かな学びの早道｢読

書｣事業 
 指定校15校 
 推進地域（白井市）指定 
実践協力校及び推進地

域の取組を実践記録集

等で県内に周知 
②優良・優秀学校図書館の

認定 
 
 
 
 
③｢家庭学習のすすめ小学

生版｣及び｢中学生版｣に

各種資料を15件程度追

加掲載、活用の促進 

 

 

 

 

 

 

事業の効果（・実施状況 ●課題） 

・確かな学びの早道｢読書｣事業の実践協力校の取組を実践記録集としてまとめ、記録集の配付及び学力向上交流会での
周知、Web 配信など、優れた学校図書館の活用事例の情報提供を行うことができた。 

・優良・優秀図書館に認定した学校数がそれぞれ812校から847校・201校から282校に増加した。 

・｢家庭学習のすすめ小学生版｣に加えて｢中学生版｣を Web サイト上に掲載することができ、活用の促進が図れた。 

●学校図書館の活用事例や、「家庭学習のすすめ」に関する資料提供が、学習意欲の向上に更に結び付いていくよう努
めていく必要がある。 

今後の取組の方向性（改善策等） 

◎学校図書館を学習センター及び情報センターとして活用する事例を幅広く県外からも収集するとともに、効果的な取

組等について、推進地域における研修会等の機会に情報提供を行う。 

◎「家庭学習のすすめ」に関する資料について学校現場の職員からの意見を収集し、子どもたちにより親しみの持てる

内容にする工夫を図り、学習意欲が向上するよう努める。 
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事業名 
ちばっ子｢学力向上｣総合プラン 

 興味ワクワク｢体験学習｣推進プラン <再掲>4-(1)  4-(2)  7-(3) 

H27 予算 16,801 千円 

決算 15,751 千円 
指導課 

事業概要 

小・中・高校が相互に連携して特別授業や学習・体験ボランティア活動を行い、豊かな体験を通して学ぶ意欲の向上

を図る。 
○高校生(教職希望等)の｢お兄さん、お姉さん｣が近隣小・中学校等に出向き、キャリア教育の一環として授業支援等を

行うことにより、進路意識及び学習意欲の向上を図る。 

○高校の教員が、小・中・高・特別支援学校で、理科実験や社会科フィールドワークなど、体験的な活動内容の授業を

実施することにより、子どもたちの興味関心を高め、学習意欲の向上を図る。 

○小・中学校の理科や社会、総合的な学習の時間での様々な体験学習・調べ学習等の成果について収集しコンテストを

開催し、優れた取組を実践した教職員を表彰するとともに、県内に広く紹介することにより、体験学習の推進を図る。 

○各分野において優れた知識・技能を持つ人材を特別非常勤講師として配置し、教科の領域や総合的な学習の時間の一

部、クラブ活動等で、児童・生徒の興味関心や多様化に応じた授業を行うことにより、児童生徒の学習意欲向上を図

る。 

実施内容 ２７ ２８ ２９ ３０ ３１ 

①「お兄さん、お姉さんと

学ぼう」事業の推進：高

校12校指定、延べ200日

実施、延べ570人参加 
②「小・中・高連携の特別

授業」による体験学習の

促進 延べ214回実施 
③学びの「総合力・体験力」

コンテストの開催：128

点応募 
④特別非常勤講師配置事

業 小学校323校、中学

校54校、合計377校で、

総時間5，069時間の配置

（音楽指導、水泳指導、

書写指導等） 

①｢お兄さん、お姉さんと

学ぼう｣事業指定校とし

て高校13校 
 
②｢小・中・高連携の特別

授業｣による体験学習の

実施 延べ230回程度 
③学びの｢総合力・体験力｣

コンテストの開催 (100
点程度の応募を目標と

する)        
④特別非常勤講師配置事

業380校（5,000時間）程

度配置 

  

 

 

 

事業の効果（・実施状況 ●課題） 

・小・中・高連携の特別授業について、これまでの取組を教育委員会 Web サイトで紹介した。また、学校へは教育事務 

所や市町村教育委員会を通して、積極的な活用を促した。その成果として、児童生徒から「実験が楽しい」「理解に 

興味を持った」「今までになく新鮮」等の感想があり、小中学校の教員から「高等学校の教員とのつながりができた」、 

「より高いレベルの学習内容をわかりやすく教えていただいたので、生徒は学習により一層の興味を持てた」などの 

評価があった。 

・学びの「総合力・体験力」コンテストへの応募総数 128 点のうち、各教育事務所から推薦された 24点について審査 

を行い、最優秀１点、優秀６点を選定し表彰したことで、学校現場の職員のモチベーションアップを図ることができ 

た。 

●特別非常勤講師配置事業では小学校 323 校、中学校 54 校、合計 377 校、総時間 5,069 時間の講師配置ができたが、 

各学校からの希望に十分応えられるようにする必要がある。 

●各事業への申込等、提出書類の簡素化を図る必要がある。 

今後の取組の方向性（改善策等） 

◎提出書類等を電子データ化し、手続きを短期間で行うことで、小・中・高連携の特別授業の実施を早めるようにする。                 

◎各市町村からのヒアリングをより細かく行うなど、それぞれの学校の要望に応じた人材を確保しつつ、出来る限り多  

くの学校に対して特別非常勤講師の配置ができるようにする。 

 
＜再掲事業＞ 公共図書館等職員研修事業(P.92) 

      図書館管理事業(P.92) 

博物館を活用した体験事業(P.97) 
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取組(２) 子どもたちの主体的な学びを支える取組の充実 

 

事業名 
ちばっ子｢学力向上｣総合プラン 

｢教師力トップ｣チャレンジプラン  <再掲>1-(3) 7-(2) 

H27 予算 5,789 千円 

決算 4,906 千円 
指導課 

事業概要 

授業力向上の視点から、｢千葉県教職員研修体系｣に基づき、｢ライフステージ｣ごとに適時性のある研修を行い、教職

員の力量向上を目指す。 
○小学校の国語・算数・社会・理科・音楽・図工・ＩＣＴ活用等の指導に優れた教員を｢魅力ある授業づくりの達人｣

に認定し、地域の教職員の授業力向上のため活用を図る。 

○豊かな教職経験を有する者を｢若手教員育成推進員｣として認定し、地域に根ざした研修会の指導者、企画・運営者と

して活用し、若手教員の育成を図る。 

○学力向上月間を中心に県内全ての学校で授業公開研究｢授業練磨の公開日｣を実施し、教職員の授業力向上を図る。 

○総合的な学習の時間に組織的に取り組むための企画・調整を担うコーディネーターの養成を行い、その成果の普及を

図る。 

○小中学校教員を対象とした｢理科の観察・実験の指導等に関する研究協議実施事業｣や、中学校教員向けに生徒の理科

に対する興味・関心を高めるために作成した｢観察・実験の指導資料集｣を活用し、教員の理科の観察・実験の指導力

向上を図る。 

実施内容 ２７ ２８ ２９ ３０ ３１ 

①「魅力ある授業づくりの

達人」認定・活用事業の

推進：75人認定、延べ992

回活動 

②「若手教員育成推進員」

活用事業の推進  

13人認定 

③ちば「授業練磨の公開

日」の実施  

全ての県立高校で実施 

④「総合的な学習の時間の

コーディネーター」養

成：4回講座実施、延べ

326人参加 

⑤「理科の観察・実験指導」

の推進：10回講座実施、

延べ527人参加 

①「魅力ある授業づくりの

達人」認定・活用事業の

推進 

 

②若手教員育成推進員を

15人認定し、より地域の

要望に応える事業の推

進 

③ちば「授業練磨の公開

日」の実施の啓発 

 

 

 

 

 

 

事業の効果（・実施状況 ●課題） 

・「魅力ある授業づくりの達人」認定・活用事業では、75人の達人を認定し、延べ992回の活動により、教員の授業力向 

上を支援した。 

・「若手教員育成推進員」活用事業では、推進員を13人配置し、各教育事務所ごとに地域に根ざした研修会を行った。 

・ちば「授業練磨の公開日」では、県内全ての公立学校で授業公開を実施し、およそ89％の学校において教員の授業力 

向上に成果があった。 

・「総合的な学習の時間のコーディネーター」養成や、「理科の観察・実験指導」の推進の各講座を実施することにより 

教員の指導力向上を図る支援を行った。 

●各事業の周知に努めるとともに、各事業を連携させることにより、一層の授業力向上に関する取組の充実を図る必要 

がある。 
今後の取組の方向性（改善策等） 

◎学校訪問等の機会に、これまでの成果を含めた情報を提供するなど、各学校での周知に努める。 

◎各事業で認定、育成された人材を活用した研修会や授業公開の実施などの連携を図り、授業力向上を目指す。 
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事業名 
ちばっ子｢学力向上｣総合プラン 

 ｢子どもたちの夢・チャレンジ｣サポートプラン <再掲>1-(3) 

H27 予算 130,505 千円 

決算 129,454 千円 
指導課 

事業概要 

子どもたちの学びの視点から、児童生徒の学習機会を増やし、学習内容の充実を図るための事業に取り組む。 

○市町村立小中学校に、学校教育活動の一環として行われる放課後等における児童生徒への学習支援、家庭学習の充実
に向けた支援等を行う退職教員や教員を志望する大学生など多様な地域人材を学習サポーターとして派遣し、児童生
徒の学力向上を図る。 

○全国学力・学習状況調査の問題を参考に、｢ちばっ子チャレンジ１００｣として国語・算数・理科の問題を作成し、基 

礎・基本となる問題から思考力・判断力を高める問題まで県教育委員会の Web サイト上に掲載し、活用を図る。 

○小学校で学ぶ基礎・基本から応用までの内容について、つまずきを克服するための児童用ガイドとして｢学びの突破
口ガイド｣の活用を進める。 

○生徒に学習内容への見通しを持たせるとともに、学習意欲を高めるため、｢ちばのやる気｣学習ガイドや Web 配信して
いるデータベースの活用を図る。 

○ＳＳＨ(スーパーサイエンスハイスクール)による先進的な理数教育の実践や、科学の甲子園(ジュニア、高校)の開催
など、児童生徒の科学に対する興味・関心と知的探究心を高める取組を充実させるとともに、学校種を越えたネット
ワーク体制の構築を図る。 

実施内容 ２７ ２８ ２９ ３０ ３１ 

①千葉県学習サポーターを小・中学

校へ派遣 165 校 

②「家庭学習のすすめ中学生版」を

作成し、県 Web サイト上へ掲載 

③｢ちばっ子チャレンジ 100｣(小学

校)作成委員会５回実施、活用に

対する広報実施 

④｢学びの突破口ガイド｣(小学校)

の活用に対する広報実施 

⑤「ちばのやる気」学習ガイド（中

学校）の活用に対する広報実施、

県共通評価問題配信 

 

⑥ＳＳＨ運営協議会を指定校で年

間２回実施 

 

⑦科学の甲子園(29チーム、211名参

加)・科学の甲子園ジュニア(27チ

ーム、178名参加)、大会の実施（各

県代表１チーム選出） 

①千葉県学習サポーターを小・中学

校へ派遣180校 

②「家庭学習のすすめ中学生版」サ

イトへ各種資料の追加掲載 

③｢ちばっ子チャレンジ 100｣(小学

校)及び｢学びの突破口ガイド｣

(小学校)の活用に対する広報 

 

 

④｢ちばのやる気｣学習ガイド(中学

校)の活用促進に向け、活用事例

の広報を実施、県共通評価問題を

２回配信 

⑤｢ＳＳＨ｣などの活用による理数

教育の充実 

 

⑥科学の甲子園・科学の甲子園ジュ

ニア大会を開催し、各県代表１チ

ームを選出 

 

 

 

 

 

 

事業の効果（・実施状況 ●課題） 

・学習サポーターを市町村立の小・中学校165校に派遣し、学校教育活動としての放課後の補習等による学習支援、少

人数指導や習熟度別指導などの授業支援、家庭学習の充実や習慣化に向けた支援等を行うなど、児童生徒の基礎学力

の底上げや学習意欲の向上を図った。 

・主に１、２年生の基礎・基本の定着を図ることをねらいとして｢ちばっ子チャレンジ 100｣(小学校)の低学年版を作成

するとともに、活用に対する広報を実施した。 

・｢学びの突破口ガイド｣(小学校)や「ちばのやる気」学習ガイド（中学校）の活用に対する広報実施するとともに、「ち

ばのやる気」学習ガイドの県共通評価問題配信し、90％の学校が活用した。 

・各ＳＳＨ指定校の課題研究の取組を中心に先進的な理数教育を実践するとともに、科学の甲子園・科学の甲子園ジュ

ニア大会を開催し、児童生徒の科学に対する興味関心と知的探究心を高める取組を推進した。 

●学習サポーターの具体的な業務内容の周知等を図り、学校組織としての取組が実現するよう支援を行う必要がある。 

●｢ちばっ子チャレンジ 100｣等の県独自の、学習資料の効果的な活用事例を収集して周知し、活用の促進に努める必要

がある。 

●ＳＳＨ指定校の成果の普及や、理数教育の充実にむけた情報発信の方法を検討する必要がある。 
今後の取組の方向性（改善策等） 

◎「千葉県学習サポーター連絡協議会」を年度当初に開催し、学習サポーターの勤務や業務内容について、効果的な運

用ができるよう、情報交換等を行う。 

◎必要に応じて学校を訪問するなど、学習サポーターの運用について話し合いを行う。 

◎県独自の学習資料の効果的な活用事例を収集し、各学校へ周知するなど、資料の活用の促進を図る。 

◎ＳＳＨ指定校の成果普及のため、各学校の Web サイトが充実するよう支援する。 

＜再掲事業＞ 子供の生活習慣改善事業（P.50） 地域とともに歩む学校づくり推進支援事業(学校支援地域本部)(P.107) 
放課後子供教室推進事業(P.108) 
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取組(３) 授業力の向上による学びの深化 

 

事業名 ｢思考し、表現する力｣を高める実践モデルプログラムの活用 
H27 予算  0 千円 

       決算  0 千円 
指導課 

事業概要 

子どもたちの学力に関する課題を解決し、指導方法の改善、教員の授業づくりを支援するために作成した｢『思考し、表

現する力』を高める実践モデルプログラム｣の改善と、その普及に取り組む。 

実施内容 ２７ ２８ ２９ ３０ ３１ 

①「『思考し、表現する力』

を高める実践モデルプロ

グラム」を Web 配信し、

指導方法の改善、教員の

授業づくりを支援 

②実践事例の収集と普及 

①「『思考し、表現する力』

を高める実践モデルプロ

グラム」を Web 配信し、

指導方法の改善、教員の

授業づくりを支援 

②実践事例の収集と普及 

 

 

 

 

 

 

事業の効果（・実施状況 ●課題） 

・「『思考し、表現する力』を高める実践モデルプログラム」の実践事例を収集し、新たに20例の事例を追加した。学力向

上交流会等における実践発表やWeb配信をすることで、指導方法の工夫・改善など、教員の授業づくりを支援することが

できた。 

●学校訪問や研修会での情報交換を進めながら教員の指導方法の工夫・改善に役立つ実践事例を収集するとともに、次期学

習指導要領の内容を注視していく必要がある。 

今後の取組の方向性（改善策等） 

◎各学校における実践事例を収集してWeb配信するとともに、学力向上交流会の公開授業等において実践モデルプログラム

による授業展開を行う。 

◎次期学習指導要領の内容や他県の動向等を注視し、今後求められる「新たな学びに関する指導方法の在り方」について分 

析に努める。 

 

 

 

 

事業名 情報教育の充実 <再掲>4-(1) 
｢情報教育推進費｣ H27 予算  315,788 千円の一部 

               決算  291,115 千円の一部 
指導課 

事業概要 

学校から安全にインターネットに接続できる環境を整備し、提供しているサービスの充実を図る。また、コンピュータを

利用した授業の在り方について研究を進め、情報教育を推進する。 

実施内容 ２７ ２８ ２９ ３０ ３１ 

①教育情報ネットワーク

事業の推進 

②情報処理技術者派遣事

業の推進(26 校へ派遣） 

①教育情報ネットワーク

事業の推進 

②情報処理技術者派遣事

業の推進 

 

 

 

 

 

 

事業の効果（・実施状況 ●課題） 

・外部からの不正アクセスやウイルス対策を行うとともに、各学校のトラブルに迅速に対応、解決することで、安定したネ 

ットワーク環境を維持管理することができた。 

・情報処理技術者を26校に派遣し、教職員の情報セキュリティに対する資質能力を高めることができた。 

今後の取組の方向性（改善策等） 

◎外部不正アクセスやウイルスは進化しているため、24時間体制でネットワークの保守管理を行う。 

◎業務内容の周知を図り、学校組織としての取組が実現するよう支援を行う。 
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事業名 ｢私の授業レシピ(秘訣・秘伝)｣活用事業  <再掲>7-(2) 
H27 予算  0 千円 

      決算  0 千円 
指導課 

事業概要 

県立高校で各学校の状況に応じた学習指導の工夫について、特に優れた授業を実践している教員の指導技術等をまと
めた資料など、各学校種の指導案等をデータベース化して提供することにより、教師力・授業力の向上を図る。 

実施内容 ２７ ２８ ２９ ３０ ３１ 

①研修会等での広報及び 

活用の推進 

②25の授業レシピが完成 

し、合わせて 115 の授業 

レシピが公開できた。 

①研修会等での広報及び 

活用の促進 

②昨年度と同様の数程度

の授業レシピを作成し、

資料の充実に努める。 

 

 

 

 

 

 

事業の効果（・実施状況 ●課題） 

・研修会等での広報及び活用の推進を行った。 
・25の授業レシピが完成し、合わせて115の授業レシピが公開できた。 

・県総合教育センターの授業レシピへのアクセス数が前年度と比較して約2.5倍増加した。（27年度アクセス数17,643回） 

今後の取組の方向性（改善策等） 

◎研修会等での広報及び活用の推進を進めていく。 

◎子どもたちが主体的に学習するアクティブ・ラーニングの視点を取り入れた授業レシピを作成する等、資料の充実に 

努める。 

◎専門科目（農業）についても、授業レシピを作成し公開する。 

 
＜再掲事業＞ ちばっ子｢学力向上｣総合プラン｢教師力トップ｣チャレンジプラン(P.39) 

     ちばっ子｢学力向上｣総合プラン｢子どもたちの夢・チャレンジ｣サポートプラン(P.40) 

 

取組(４) 学力向上に係る取組の適切な評価・改善の推進 

 

事業名 
ちばっ子｢学力向上｣総合プラン 

 ｢学力向上｣検証プラン 

H27 予算 1,326 千円 

     決算 1,144 千円 
指導課 

事業概要 

｢ＰＤＣＡ｣の視点から、学力向上に係る事業評価(目標設定・評価・検証等)を行う。また、｢学力向上推進会議｣によ
る事業評価を踏まえて｢学力向上プロジェクトチーム｣(庁内関係課により設置)との連携により、学力向上事業の更なる
改善を図る。 
○｢学力・学習状況｣検証協力校(15校)と連携し、全国学力・学習状況調査のデータ等を活用しながら、学力向上に向
けた取組や各学校における継続的な検証改善サイクルを確立し、その成果の普及を図る。 

○｢学力向上交流会｣の開催により、｢魅力ある授業づくりの達人｣などの優れた授業実践や推進実践校における研究成
果など、指導技術や教材を紹介し合い、ちばっ子の学力向上について協議し、ちばっ子｢学力向上｣総合プラン等の
学力向上施策・事業を検証するとともに、その普及を図る。 

○｢学力向上プロジェクトチーム会議｣(庁内関係課により設置)での｢総合プラン各事業評価｣に対し、｢学力向上推進会
議｣において評価を行うとともに教育施策・事業に対する幅広い意見を聴取し、学力向上事業の更なる改善を図る。 

実施内容 ２７ ２８ ２９ ３０ ３１ 

①｢学力・学習状況｣検証協

力校15校指定、研修会１

回実施、連絡協議会２回

実施 

 

②学力向上交流会８会場

実施（延べ 1,704 人参加） 

③「学力向上推進会議」 

２回実施、事業視察は延

べ 20 回 

①｢学力・学習状況｣検証協

力校15校指定担当者会

議１回、研修会１回、連

絡協議会２回、担当者会

議１回の実施 

②学力向上交流会におけ

る啓発（８会場） 

③｢学力向上推進会議｣の

開催２回、事業視察は延

べ 20 回程度 

 

 

 

 

 

 

事業の効果（・実施状況 ●課題） 

・｢学力・学習状況｣検証協力校の３年間の取組成果を報告書にまとめ、Web サイト上に掲載、各学校での活用を促し、
学力向上への意識向上を図ることができた。 

・学力向上交流会では、県の学力向上施策に基づく提案や異校種の教員による意見の交換が行われ、学力向上に関する
各事業の啓発の場となっている。 

・｢学力向上推進会議｣を実施し、各事業及び、ちばっ子「学力向上」総合プランについて評価を行い、検証・改善に生
かすことができた。 

●「評価・改善」の視点を生かした各事業の実施及び、ちばっ子「学力向上」総合プランの推進に更に努める必要があ
る。 

今後の取組の方向性（改善策等） 

◎学校訪問等において、各学校の学力向上策、実態に合った事業の活用について指導、助言を行い、ちばっ子「学力向
上」総合プランの推進に努める。 

◎各事業が前年度までの「評価」を基に、より客観的なデータを増やし、プランの推進を図る。 
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事業名 全国学力・学習状況調査分析 
H27 予算 533 千円 

      決算 605 千円 
指導課 

事業概要 

文部科学省の全国学力・学習状況調査の調査結果のデータを基に、児童生徒個々の課題の改善を図り、市町村及び学

校ごとの学力向上策に積極的に生かす。 

実施内容 ２７ ２８ ２９ ３０ ３１ 

①全国学力・学習状況調査

の結果分析についての

研修会１回実施 
 
 
 
②結果分析をリーフレッ

トや報告書にまとめ、各

市町村・学校へ配付：報

告書1,500部作成 
③結果分析ツールの活用

の推進（研修会の開

催）：結果分析研修会と

併せ２回実施、活用アン

ケートの実施 
④学力向上交流会での分

析結果の報告 

①市町村教育委員会担当

者を対象に全国学力・学

習状況調査の結果分析

ツール活用のための研

修会を年１回実施（５教

育事務所において２日） 
②結果分析及び考察に関

する報告書、リーフレッ

トの作成 
 
③市町村立学校に関する

調査結果及び考察のた

めの結果分析ツールの

改善及び活用推進 
 
④学力向上交流会での分

析結果、考察の報告 

 

 

 

 

 

 

事業の効果（・実施状況 ●課題） 

・全国学力・学習状況調査では、結果分析研修会を実施するとともに、結果分析ツールについて、県独自に各学校のデ

ータ入力や活用しやすいシートの作成等、利便性を向上させ、活用の促進を図った。また、結果分析をリーフレット

や報告書にまとめ各市町村・学校へ配付した。  

・全国学力・学習状況調査の結果分析等について｢学力向上交流会」において報告した。 

●「評価・改善」の視点を生かし、全国学力・学習状況調査のデータ活用を更に推進する必要がある。 
今後の取組の方向性（改善策等） 

◎指導主事会議や校長会等で全国学力・学習状況調査の趣旨や目的・効果を周知することで、全国学力・学習状況調査

のデータ活用及び結果分析の実施促進を図る。 

◎県内各公立小中学校における結果分析及び考察、課題の明確化を支援し、各研修会、学力向上交流会において学力向

上に向けての取組のポイントを示す。 

◎全国学力・学習状況調査のデータ活用及び結果分析の実施促進を図るとともに、「評価・改善」の視点を生かした、各

事業の実施及び、ちばっ子「学力向上」総合プランの推進に努める。 
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～夢・チャレンジプロジェクト～ 
 
 

施策２ 道徳性を高める実践的人間教育の推進 

○子どもたちに人間としての在り方を考えさせ、人生をよりよく生きるための基盤となる 

道徳性や道徳的実践力を育成する。 

 ○学校の教育活動全体を通じて、子どもの豊かな情操や規範意識、自他の生命の尊重、 

自尊感情、他者への思いやり、人間関係を築く力、社会性、公共の精神、自然を大切にし、 

環境を守ろうとする姿勢などを育てる。 

 
 

取組(１) 豊かな人間性を育む千葉ならではの道徳教育の展開 

 

 
＜再掲事業＞ 総合教育センター研修事業(P.69) 

事業名 道徳教育推進プロジェクト事業 
H27 予算 28,664 千円 

決算 27,830 千円 
指導課 

事業概要 

小・中・高等学校の各学校段階に応じてより効果的な指導を行うため、｢『いのち』のつながりと輝き｣をテーマに、
小・中学校用映像資料の内容や高等学校における道徳の充実方策など、今後の道徳教育の在り方について検討し、千
葉県らしい道徳教育を推進する。 

実施内容 ２７ ２８ ２９ ３０ ３１ 

①心の教育推進キャンペ

ーンの実施、冊子の作

成 

②中学生用道徳映像教材

作成 

③千葉県道徳教育懇談会

の開催（11月18日 津田

沼高にて実施） 

④特色ある道徳教育推進

校における研究（20 校） 

 

⑤道徳教育推進教師研修

会の実施（小学校７月、

高等学校５月、10 月） 

⑥道徳指導資料集作成 

 

①心の教育推進キャンペ

ーンの実施、冊子の作

成 

②小学生用道徳映像教材

作成 

③千葉県道徳教育懇談会

の開催 

 

④特色ある道徳教育推進

校(32校)における研究 

 

⑤道徳教育推進教師研修

会の実施（中学校７月、

高等学校５月、10 月） 

⑥【新規】情報モラル教

育研修会への講師派遣 

 県立高等学校20校・市

町村立小中学校40校 

 

 

 

 

 

 

事業の効果（・実施状況 ●課題） 

・中学生用道徳映像教材を作成し、県内の公立中学校等に配付した。また、心の教育キャンペーンを実施し、その実
践報告集「心豊かに」を作成し、県内の全ての学校に配付した。 

・千葉県道徳教育懇談会を開催し、本県の道徳教育について、外部有識者から、指導方法の工夫・改善について広く
意見を聴取することができた。 

・特色ある道徳教育推進校における研究として、小中学校10校、高等学校10校で公開授業を実施し、学校種を超えた
交流が図られた。教師の生徒理解が深まるとともに、児童生徒同士の相互理解とともに、それを土台とするよりよ
い生き方についての話し合い活動が行われていた。 

・高等学校や小学校の道徳教育推進教師研修会を実施した。 

●「特別の教科 道徳」の完全実施に向けて、円滑に移行できるよう取り組んでいく必要がある。 

今後の取組の方向性（改善策等） 

◎本県道徳教育の更なる充実のために、道徳教育推進教師研修会において、教職員に対し、国や県の動向を周知する
とともに、「特別の教科 道徳」の円滑な移行に向けた実践事例の発表を行い、共通理解を図る。 

◎学校等が行う教職員対象の「情報モラル教育研修会」について県警やＮＰＯ法人企業教育研究会等と連携して、講
師を派遣する。 
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取組(２) 社会の一員として必要な力を育む教育の推進 

 

事業名 高等学校におけるマナーキャンペーンの実施 <再掲>2-(4) 
H27 予算  0 千円 

    決算  0 千円 
指導課 

事業概要 

各学校がそれぞれの学校の状況や、地域性を踏まえ、公衆道徳・マナー・思いやりの心等についての話し合い、ボラ

ンティア活動、挨拶運動等を実施する。 

実施内容 ２７ ２８ ２９ ３０ ３１ 

①２学期を中心に各学校

の実情に合わせて実施 

①マナーキャンペーンの

実施 

 

 

 

 

 

 

事業の効果（・実施状況 ●課題） 

・毎年、２学期を中心に各学校の実情に合わせてキャンペーンを実施するよう各学校に依頼することにより、各学校で

は交通マナーとしての登下校巡回指導や電車・バス内指導を行った。 

・マナー意識の向上を目的とした講演会や保護者・関係機関と協力した行事等を開催するなど、規範意識の涵養に努め、

取組の充実が図られた。 

●各学校が中心となって、公衆道徳・マナー・思いやりの心等についての話し合い、ボランティア活動や体験活動、挨

拶運動等を充実させることで、思いやりの心を持って生徒一人一人がマナーを大切にし、規範を遵守する意識や態度

をより一層身に付けるようにする必要がある。 

今後の取組の方向性（改善策等） 

◎学校の代表者を集める会議等において、各学校の取組を紹介するなど情報の共有を図り、指導を充実させていく。 

 

 

 

 

 

 

事業名 中学生・高校生との交流会 
H27 予算 0 千円 

    決算 0 千円 
教育政策課 

事業概要 

各教育事務所の所管する地域を単位として、中学生・高校生が日頃学校や日常生活等の中で考えている教育に関する

事柄や問題について、中学生・高校生や教育庁職員などと意見交換を行う交流会を開催し、本県における教育行政の振

興に資する。 

実施内容 ２７ ２８ ２９ ３０ ３１ 

①各教育事務所単位で交

流会の実施 

①各教育事務所単位で、県

内６会場で開催（北総は

２会場） 

   

事業の効果（・実施状況 ●課題） 

・中学生・高校生が、事前にテーマの内容について考えてくることで、より活発な意見交換となった。また、中学生か 

ら高校生への質問時間を設けることで、より中学生・高校生間の交流が図られた。 

●抽象的なテーマについては、活発に意見交換が行われないことがあった。 

今後の取組の方向性（改善策等） 

◎より具体的テーマ設定を図るとともに、中学生・高校生の意見を施策や取組に反映できるように、学校現場から意見

を聞くなどして、テーマの設定を工夫する。 

 
＜再掲事業＞ 高校生等防災教育基礎講座(P.101) 
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取組(３) 五感を通して学ぶ体験活動の推進 

 

事業名 【新規】青少年の交流 <再掲>5-(3) 
H27 予算 395 千円 

    決算 395 千円 
生涯学習課 

事業概要 

県立青少年教育施設で外国の高校生と日本の高校生が寝食を共にするなどの体験活動をとおし、異文化を理解する一
助とする。 

実施内容 ２７ ２８ ２９ ３０ ３１ 

①県立鴨川青年の家を会 

場とし、台湾の台中文華 

高級中学の高校生35名 

と千葉の長狭高校の高 

校生 28 名の交流事業を 

実施（１泊２日） 

①27 年度、台湾高校生招

へいに係る事業のため、

28 年度は実施予定なし 

 

 

 

 

 

 

 

事業の効果（・実施状況 ●課題） 

・台湾と日本の高校生が同じ場所で一泊二日の共同生活を送ったことで、互いの文化に触れ、互いを理解し合うことが 

できた。 

今後の取組の方向性（改善策等） 

◎本事業については 28年度以降の実施予定はないが、台湾・マレーシアをはじめとするアジア各国との教育交流をグ
ローバル人材プロジェクトの中で進めていきたい。 

 

事業名 週末ふれあい推進事業 H27 予算 0 千円 
        決算 0 千円 

生涯学習課 

事業概要 

青少年教育施設の立地条件や機能を生かし、週末等に高齢者や親と子が様々な交流を図る各種の体験活動を提供する
ことにより、青少年の他者と協調する態度や思いやりの気持ちを育む。 

実施内容 ２７ ２８ ２９ ３０ ３１ 
①県立青少年教育施設５
か所で55事業（103本）
の実施、延べ17,176人参
加 

②県 Web サイトやチラシ
による広報 

①県立青少年教育施設５ 
か所で実施 

②県の Web サイトやチラ
シによる広報 
（28 年度から「体験活動
推進事業」として実施） 

 

 

 

 

 

 

事業の効果（・実施状況 ●課題） 

・各施設ごとに特色を生かした事業を多数実施し、体験活動の普及を図ることができた。 

●施設利用者や事業参加者の多様なニーズに対応した新たな企画が十分に提供されていないため、新規プログラムの開
発や事業の質の向上が課題である。 

今後の取組の方向性（改善策等） 

◎参加者からのアンケートの分析を行うなどして、ニーズを把握し、新規プログラムの開発や事業の質の向上に努め、 

自然体験や生活体験を通して、対人関係能力の育成を図る。 

 

事業名 通学合宿推進事業 H27 予算 0 千円 
    決算 0 千円 

生涯学習課 

事業概要 

子どもたちが親元を離れ、地域の公民館や青少年教育施設等に宿泊しながら通学する通学合宿を推進し、団体生活の
中で日常生活の基本を学ばせるとともに、子どもたちの社会性、自主性、協調性を育む。また、通学合宿の運営に地域
住民の参画を促進することにより、地域ぐるみで子どもたちを育てる機運の醸成と地域コミュニティの活性化を図る。 

実施内容 ２７ ２８ ２９ ３０ ３１ 

①県内18市町で38事業実施 

②県立青少年教育施設４か

所で９事業実施、延べ

1,234人参加 

③県Webサイトや各種会議、

研修会における広報 

④県内市町村と県立青少年

施設における通学合宿実

施状況調査の実施 

①県内20市町村で39事業実施 

②県立青少年教育施設５か所

で事業実施 

 

③県Webサイトや各種会議、

研修会における広報 

④県内市町村と県立青少年施

設における通学合宿実施状

況調査の実施 

   

事業の効果（・実施状況 ●課題） 

・県Webサイトや各種会議での広報を行ったため、26年度とほぼ同数の開催を確保することができた。 

●支援スタッフの高齢化や実施施設職員の定数減等により、事業実施が難しいと回答する市町村が増加傾向にあること 

が課題である。 

今後の取組の方向性（改善策等） 

◎市町村担当者会議等における普及啓発を通し、事業実施市町村及び事業数の拡大を図り、児童生徒の参加機会を増や
す。 

◎過去に通学合宿に参加した児童・生徒が支援スタッフとして活躍している事例を紹介し、市町村における事業実施の
継続を働きかける。 
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取組(４) 自他ともに尊重し命を大切にする心の教育の推進 

 

事業名 人権教育推進事業 
「人権教育推進費」H27 予算 3,996 千円の一部 

  決算 1,120 千円の一部 
指導課 

事業概要 

幼稚園・小学校・中学校・高等学校における人権教育推進のため、研究協議会の開催や指導資料の作成を行う。 

実施内容 ２７ ２８ ２９ ３０ ３１ 

①学校人権教育研究協議会の開

催 

・全体協議会（62名） 

・地区別協議会（1,125名） 

・担当指導主事協議会（49名） 

・推進校協議会（95名） 

・高等学校協議会（137名） 

②学校人権教育指導資料 45,000

部作成、公立学校教員へ配付

し、各種研修会で使用 

③学校人権教育校として県立柏

中央高等学校を指定（２年指

定） 

④人権教育研究指定校として

酒々井町立酒々井小学校を指

定（２年指定） 

⑤１都10県人権教育行政関係者

連絡会の開催（54名） 

①学校人権教育研究協議会の開

催 

・全体協議会 

・地区別協議会 

・担当指導主事協議会 

・推進校協議会 

・高等学校協議会 

②学校人権教育指導資料 45,000

部の作成 

 

③学校人権教育校として県立柏

中央高等学校を指定（２年指

定） 

④人権教育研究指定校として

酒々井町立酒々井小学校を指

定（２年指定） 

⑤近県人権教育行政関係者連絡

会の開催(千葉、群馬、栃木、

茨城） 

 

 

 

 

 

 

事業の効果（・実施状況 ●課題） 

・学校人権教育研究協議会の開催により、教職員の人権感覚、人権意識の向上やインターネットによる人権侵害や性的 

マイノリティの児童生徒への対応など、喫緊の人権課題について、周知を図ることができた。参加者からは「学校生 

活の各局面での支援について参考になった。」という評価を得た。 
・学校人権教育指導資料をリーフレット形式とし、全教職員に配付した。また、各種協議会や研修会等において、指導 

資料を活用したことにより、人権教育の推進が図られた。参加者アンケートでは、「ぜひ学校人権教育指導資料を活 

用した校内研修を行っていきたい。」との意見が多かった。 
●学校人権教育指導資料においては、幅広い校種を対象としていることから、内容について一層吟味し、人権教育の推 

進に役立つ資料となるよう検討を進めていく必要がある。 

今後の取組の方向性（改善策等） 

◎学校人権教育研究協議会について、学校人権教育校、人権教育研究指定校からのヒアリング等を行い、喫緊の人権課
題を的確に把握することで、それぞれの協議会における、講演、協議、報告について内容の改善を図る。  

◎学校人権教育指導資料については、教職員の活用状況や研修の実施状況、研修で取り組むべき課題等を調査すること
で、人権教育の推進に役立つよう内容の改善を図る。 

 

 

事業名 
若者のためのＤＶ予防セミナー 

デートＤＶ相談カードの作成・配付 

H27 予算 1,648 千円 

   決算 1,619 千円 
男女共同参画課 

事業概要 

ＤＶ予防教育の一環として、若者が自分自身の問題としてＤＶについて考えることにより、将来にわたり｢互いに尊
重できるパートナーシップのあり方｣を学ぶことを目的に、高等学校等に外部の講師を派遣し、ＤＶ予防に関するセミ
ナーを実施する。また、デートＤＶへの理解及び相談窓口への周知を図るため、県内の高等学校に在籍する生徒を対象
とした、デートＤＶ相談カードを作成・配付する。 

実施内容 ２７ ２８ ２９ ３０ ３１ 
①「若者のための DV 予防
セミナー」37 校 40 セミ
ナー実施 

②デート DV 相談カード配
付 60,000 枚 

①高校等での「若者のため
の DV 予防セミナー」開
催 40 セミナー程度 

②県内の高校１年生にデ
ート DV 相談カードを配
付 60,000 枚 

 

 

 

 

 

 

事業の効果（・実施状況 ●課題） 

・ＤＶ予防に関するセミナーを通じて、高等学校や大学におけるＤＶ予防教育の拡充が図られた。 
●より多くの実施を目指し、セミナー未実施校への働きかけが必要である。 

今後の取組の方向性（改善策等） 

◎養護教諭や生徒指導担当者等への実践例の報告などにより、セミナー実施に向けた働きかけを拡充する。 
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事業名 いのちを大切にするキャンペーン <再掲>8-(1) 
H27 予算 0 千円 

    決算 0 千円 
指導課 

事業概要 

いじめ、自殺などの子どもたちの大きな問題の解決に向け、一人一人が自他の命を大切にし、自信をもって自分の夢

に向かうことのできるよう心の教育を推進する。 

実施内容 ２７ ２８ ２９ ３０ ３１ 

①いのちを大切にするキ

ャンペーンの実施率は

100％（公立小・中・高

等学校）この内いじめを

テーマにした学校は、全

体の 91.9％（千葉市を

除く） 

①いのちを大切にするキ

ャンペーンの実施及び

実践発表会の実施 

 

 

 

 

 

 

 

事業の効果（・実施状況 ●課題） 

・いのちを大切にするキャンペーンは、全ての公立学校（千葉市立を除く）で実施した。 

・各学校では、「いじめの問題」や「命の大切さ」について児童生徒がルールづくりや話し合いを行うなど、主体的か 

つ真剣に考えることができる活動を重視し、学校の実態に応じて取り組んだ。 

今後の取組の方向性（改善策等） 

◎いのちを大切にするキャンペーンを、千葉県いじめ防止対策推進条例の施行とともに、いじめ防止啓発強化月間の取

組に位置づけ、多くの学校でいじめをテーマとして取り組むよう実践例を各種会議で紹介するなどして、広報に努め

る。 

◎28年度は、いのちを大切にするキャンペーン実践発表会を実施し、効果的な取組事例を Web 上のサイトも含め、紹介

するなどの工夫をして情報共有の体制を整え、キャンペーンの内容充実を図る。 

 
＜再掲事業＞ 高等学校におけるマナーキャンペーンの実施(P.45) 

豊かな人間関係づくり実践プログラムの活用推進(P.75) 
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～夢・チャレンジプロジェクト～ 
 

施策３ 生きる力の基本となる健康・体力づくりの推進 

○健康や体力は｢生きる力｣の基本であり、子どもたちに｢健やかな体｣を育む。 

○運動をしない子どもをゼロにするとともに、生涯を通してスポーツに親しむための土台 

づくりである学校体育の更なる充実を図る。 

○子どもたちに健康で安全な生活を営むために必要な身体能力、知識、望ましい生活習慣 

を身に付けさせるための保健教育の充実を図る。 

○生涯にわたり心も体も健康な生活を送ることができる子どもたちの育成に向け、栄養教 

諭を中核に学校・家庭・地域が連携し、｢ちばの恵み｣を取り入れた食育を推進する。 
 

 

取組(１) 体力向上を主体的に目指す子どもの育成 

 

事業名 いきいきちばっ子健康・体力づくり推進事業 H27 予算 892 千円 

    決算 865 千円 
体育課 

事業概要 

低下傾向にある子どもの体力・運動能力を上昇傾向に転じるため、各種、取組を実施する。 

実施内容 ２７ ２８ ２９ ３０ ３１ 

①いきいきちばっ子コン

テスト「遊・友スポーツ

ランキングちば」の実施 

前期131校、中期160校、

後期 230 校の参加 

②運動能力証を公立学校

（小中高）の生徒 

94,797 名に交付 

①いきいきちばっ子コン

テスト「遊・友スポーツ

ランキングちば」の実施 

 

 

②運動能力証を公立学校

（小中高）の生徒に交付 

 

 

 

 

 

 

事業の効果（・実施状況 ●課題） 

・「遊・友スポーツランキングちば」の実施については、各期とも積極的な参加が得られ、年間参加校数も昨年度比プ
ラス３校で参加率も 0.7 ポイント上昇した。 

・運動能力証交付率は、過去10年で初めて26.0％（27年度 小学校29.0％・中学校25.6％・高等学校23.6％）を超え、 

体力向上が図られた。 
●小学生の運動能力証交付率が下がる傾向にあり、小学校における体力向上の取組が課題である。 
今後の取組の方向性（改善策等） 

◎「遊・友スポーツランキングちば」の実施については、年度当初の小学校体育科・中学校保健体育科教科主任等研修 

会をはじめ、いろいろな機会に参加の呼びかけを図る。 

◎運動能力の向上は、体育活動の充実はもちろんのことであるが、食事や生活習慣との関係も深いため、知事部局も含
め、関係部署との連携を深めることで体力向上の基礎を充実させる。 

 

事業名 
学校体育実技指導協力者派遣事業 

｢武道等指導充実・資質向上支援事業｣  <再掲>13-(1)   

H27 予算 1,423 千円 

      決算 1,243 千円 
体育課 

事業概要 

体育授業の充実のため、外部指導者を中学校へ派遣し、体育の武道の授業で実技指導や安全指導を行う。また、教員
の指導力の向上を図るため、教員研修会での指導助言を行う。 

実施内容 ２７ ２８ ２９ ３０ ３１ 

①武道等指導推進委員会 

の開催２回 

②外部指導者の派遣 

 中学校25校に対し23名 

の派遣236回 

①武道等指導推進委員会

の開催 ２回 

②外部指導者の派遣300回 

 

 

 

 

 

 

事業の効果（・実施状況 ●課題） 

・武道等推進委員会の開催により、中学校における武道授業の現状と課題を把握することができた。保健体育科教員の 

中で武道の指導経験のない担当者は、柔道 22.6％、剣道 35.1％となっている。 

・外部指導者の活用により武道における専門的な安全配慮や技術指導が可能となるなど授業内容の充実が図られた。 

●実践校による授業研究会、教員対象の講習会が日程等の問題により十分実施できなかった。 

今後の取組の方向性（改善策等） 

◎武道の指導経験がない教員については、授業研究会や実技講習会・地区ごとの研修会等に参加してもらうことで、指
導力を向上させる。 

◎外部指導者の派遣、武道等推進委員会の実施を引き続き行い、武道授業の更なる充実を図る。 

◎実践校を中心とした授業研究会や、外部指導者による保健体育科教員対象の講習会を行う際に早期の呼びかけや体制
の整備を行うことで、更に教員の資質向上を図っていく。 

 ＜再掲事業＞ 学校教育の推進(P.80) 
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取組(２) 子どもの健康を守る学校保健の充実 
 

 

事業名 【新規】子供の生活習慣改善事業 <再掲>1-(2)  3-(3)   
H27 予算 19 千円 

    決算 19 千円 
生涯学習課 

事業概要 

乱れがちになっている子どもの生活習慣を改善するために、各地域や関係各課の生活習慣改善のための事業や取組を
紹介し｢早寝早起き朝ごはん｣をスローガンに、関係機関・団体と連携して継続的に啓発活動に取り組む。 

実施内容 ２７ ２８ ２９ ３０ ３１ 

①26年度の優れた「早寝早

起き朝ごはん」運動の推

進にかかる文部科学大

臣表彰受賞校２校によ

る実践発表開催 

参加者：49名                             

②文部科学省作成の「早寝

早起き朝ごはんで輝く

君の未来」を Web サイト

に掲載し、活用を促進 

①28年度の優れた「早寝早

起き朝ごはん」運動の推

進にかかる文部科学大

臣表彰にむけ、候補団体

の選定及び推薦        

②Web サイト、ポスター、

チラシによる啓発活動

の実施     

③子供の生活習慣改善に

関する講演会の実施 

④睡眠チェックシートを

活用した中高生の生活

習慣改善事業の実施 

 

 

 

 

 

 

事業の効果（・実施状況 ●課題） 

・千葉県家庭教育相談担当者協議会において、26年度の優れた「早寝早起き朝ごはん」運動にかかる文部科学大臣表彰
受賞校２校による実践発表や子供の生活習慣改善に向けた市町村の事業に関するグループ討議を行うことで、子供の
生活習慣改善に向けた啓発が図られた。                        

●文部科学省作成資料を Web サイトに掲載したり、市町村教委を通じて、各学校に活用依頼を行ったりしたが、各学校
の活用状況は 43％程度であり、十分な活用が図られなかった。 

今後の取組の方向性（改善策等） 

◎28年度の優れた「早寝早起き朝ごはん」運動の推進にかかる文部科学大臣表彰に向け、候補団体の選定及び推薦を行
ったり、子供の生活習慣改善に関する研修会を実施したりすることで、子供の生活習慣改善についての更なる啓発を
図る。                                    

◎文部科学省作成資料に掲載されている「睡眠チェックシート」の活用を、県立学校校長会議、教頭会議や各市町村教
委を通じて各学校に呼びかけることで、中高生の生活習慣改善を図る。 

 

 

事業名 学校保健指導事業 H27 予算 5,984 千円 

    決算 4,774 千円 
学校安全保健課 

事業概要 

教職員・専門職員を対象とする各種研修会・講習会を実施し、学校保健指導に関する資質の向上を図る。 

実施内容 ２７ ２８ ２９ ３０ ３１ 

①養護教員研修の実施 

新規採用者33名12日間、

５年経験者32名５日間、

10年経験者34名４日間 

②薬物乱用防止教育研修

会の実施、1,363 名が参加 

③性教育研修会の実施、

1,164 名が参加 

④エイズ教育用リーフレ

ットの Web サイト掲載 

⑤感染症やアレルギー疾

患の情報収集及び提供 

①養護教諭研修の実施 

 

 

 

②薬物乱用防止教育研修 

会の開催 

③性教育研修会の開催 

 

④エイズ教育用リーフレ

ットの Web サイト掲載 

⑤感染症やアレルギー疾

患の情報収集及び提供    

 

 

 

 

 

 

事業の効果（・実施状況 ●課題） 

・経験年数ごとの養護教員研修を実施することにより、養護教員の資質向上を図ることができた。 
・薬物乱用防止教室に携わる教員の資質向上のため、研修会を県全体で開催することにより、各学校における薬物乱用 

防止教室の内容について充実させることができた。 
・特別支援教育における性教育の在り方について研修会を開催することにより、学校における性教育の充実にを図るこ 

とができた。 
●エイズ教育の他、性教育全般の推進が必要である。 

今後の取組の方向性（改善策等） 

◎現代的教育課題に沿った養護教諭研修を実施する。 

◎国の性教育の研修会に参加してエイズだけでなく、現代的課題に沿った性教育の情報収集を行い、県の性教育研修会 

で周知する。 
◎国の感染症やアレルギー疾患に関する研修会に参加して情報収集を行い、県の研修会で周知する。 

 

＜再掲事業＞ いきいきちばっ子食育推進事業(P.51) 
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取組(３) 食を通じた健康づくりの推進 
 

 

事業名 いきいきちばっ子食育推進事業 <再掲>3-(2) 
H27 予算 1,430 千円 

      決算  867 千円 
学校安全保健課 

事業概要 

学校給食や食育指導推進のための実践研究を行い、その成果を学校・家庭・地域に広く普及することにより、食
育を推進する。 

実施内容 ２７ ２８ ２９ ３０ ３１ 

①５つの教育事務所毎に 

地区別研究協議会を実 

施、合計 1,008 名参加 

②食育指導推進拠点校 20 

校のうち 10 校で授業公 

開を実施 

③県立高等学校２校、小・   

中学校５校で連携事業 

を実施 

 

①食に関する指導事業

地区別研究協議会の

実施 

②食育指導推進拠点校

20 校のうち、10 校で

授業公開を実施 

③高等学校と連携した

食育活動支援事業を、

県立高等学校２校、

小・中学校４校で実施 

 

 

 

 

 

 

事業の効果（・実施状況 ●課題） 

・地区別研究協議会への管理職を含む多くの参加者があった。食育に関する県の施策や食育指導推進拠点校等の実

践についての周知を図り、学校における食育の重要性を確認することができた。 

・各食育指導推進拠点校の実態や各地域の特色を生かした授業実践公開は、参加した者が自校での食に関する指導

や体制づくりについて考えるよい場となっており、食育指導推進拠点校及び推進委員が地域での推進役を担うこ

とができた。 

●食育指導推進拠点校での取組や成果を、地域の学校における継続的な食育推進に生かしていく必要がある。 

今後の取組の方向性（改善策等） 

◎地区別研究協議会においては、引き続き、管理職の参加を促し、食物アレルギーや食中毒等の対応などの研修を

通して、食育推進のリーダーとしての資質向上を図る。 

◎学校における食育のよりよい実践を続けていくために、地区別研究協議会や食育指導推進拠点校による公開授業

研究会等で栄養教諭等同士の情報交換の機会を、今後も設定していく。 

◎小中高連携については、より一層の周知を図るため、様々な研修等で実践を紹介する機会を設ける。 

◎食育指導推進拠点校における取組が地域の食育推進に継続的な効果を発揮できるよう、研修会で周知をしていく。 

 

 

 

事業名 ちば食育活動促進事業  <再掲>13-(1) 
H27 予算 1,260 千円 

   決算 1,099 千円 
安全農業推進課 

事業概要 

県民が、生涯にわたり健全な食生活を実践して、健康な体と豊かな心を維持するため、企業・ボランティア、関
係団体、市町村等との連携・協働による広報、啓発活動や体験活動等による食育推進運動の展開を図る。 

実施内容 ２７ ２８ ２９ ３０ ３１ 

①啓発リーフレットの作

成、配付 100,000 枚 

②学校参加型食育プログ

ラムポスターの配付

2,000 枚 

③地域食育活動交換会の

開催 10 回  など 

①啓発リーフレットの作

成、配付 90,000 枚 

②学校参加型食育プログ

ラムポスターの配付

2,000 枚 

③地域食育活動交換会の

開催 10 回  など 

 

 

 

 

 

 

事業の効果（・実施状況 ●課題） 

・「ちば食育ボランティア」や「ちば食育サポート企業」を活用した食育についての周知が進み、企業が提供する 25
の学校参加型食育プログラムによる出前授業や体験学習が実施され、学校や地域における活用が促進された。 

●今後、更に食育を進めるためには、学校・市町村・関係団体だけでなく、ボランティアや企業などの多様な主体
の参画が必要であることから、官民連携した食育活動を推進していく必要がある。 

今後の取組の方向性（改善策等） 

◎引き続き、研修会や情報交換会の開催により、ボランティアや企業の活動を促進することで、官民が連携した食 

育活動に取り組み、学校における食育を進める。 

 

＜再掲事業＞ 子供の生活習慣改善事業(P.50) 
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～夢・チャレンジプロジェクト～ 
 
 

施策４ 社会的・職業的に自立し地域で活躍する人材の育成 

○子どもたちが社会に目を向けながら、学校での教科等の学びと将来の職業との関係に 

意義を見いだして、学ぶ意欲を持ち、日々学んでいることを将来社会で役立てられる 

よう、しっかりと身に付けさせる。 

○子どもたちの発達の段階に応じた体系的・系統的な一貫性のあるキャリア教育を学校 

の教育活動全体を通じて推進し、子どもの社会的・職業的自立に向けて必要となる能 

力や態度を育成する。 

○子どもたちの勤労観・職業観を高めるとともに、地域の要請に応え、千葉県を愛し、 

 千葉県を誇りに思い、地域を支える人材を育てるため、千葉県の多様な自然、産業、 

人材などを生かし、企業や大学、研究機関等と連携・協働した職場体験活動等を推進 

し、特に高等学校段階においては、様々な職業分野において必要とされる専門知識・ 

実践力を身に付けるための教育の充実を図る。 
 

 

 

取組(１) 系統的なキャリア教育の推進 

 

事業名 小・中・高等学校のキャリア教育総合推進事業  <再掲>4-(3) 
H27 予算 105 千円 

    決算 101 千円 
指導課 

事業概要 

 ｢キャリア教育の手引き｣(小・中・高等学校の教員を中心とした研究委員会が作成)を活用することや、児童生徒を対象

とする講演会、職場体験、インターンシップ等で活躍する人材を登録し活用することにより、小学校から高校につながる

継続的なキャリア教育の推進を図る。 

実施内容 ２７ ２８ ２９ ３０ ３１ 

①高等学校進路指導研究

協議会実施２回（外部講

師等による講演や発表） 

②中学校キャリア教育・進

路指導研究協議会を各

教育事務所において実

施５回（外部講師等によ

る講演や研究協議） 

①高等学校進路指導研究

協議会２回 

 

②中学校キャリア教育・進

路指導研究協議会５回 

 

 

 

 

 

 

事業の効果（・実施状況 ●課題） 

・県内高等学校の進路指導主事に最近の雇用状況や就職サポート体制などについての情報提供を行うとともに、研究協議 

を実施することで、キャリア教育の充実を図ることができた。 

・進路指導主事会議や学校訪問を通して、県で作成した「キャリア教育の手引」の活用を呼び掛け、インターンシップへ 

の参加や各校で実施される進路ガイダンスについて工夫が図られた。 

・既存の教育活動をキャリア教育の視点でとらえ直す工夫をするなど、子どもの発達段階に応じたキャリア教育を積極的 

に推進することができた。 

●一人一人の児童生徒が将来の社会的・職業的自立に向けて、現在の学習と実社会のつながりを意識して学ぶことができ 

るよう、教職員の意識向上を図り、キャリア教育の更なる充実を目指す必要がある。 

今後の取組の方向性（改善策等） 

◎引き続き、最新の情報を提供したり、進路指導にかかわる教員を対象とした講演会を開いたりするなどしてキャリア教 

育の充実を図る。 

◎県作成「キャリア教育の手引」の活用を各種会議での周知等を通じ、推進するなかで、キャリア教育の意義や重要性に 

ついて、より一層、教職員の意識を向上させていく。 
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事業名 中学生の一日高校体験入学 
H27 予算 0 千円 

    決算 0 千円 
指導課 

事業概要 

高等学校が自校の施設を公開して情報提供を行い、中学生が充実した高校生活を通して自己実現を果たすための主

体的な進路選択を支援する。 

実施内容 ２７ ２８ ２９ ３０ ３１ 

①中学生の一日体験入学 

延べ実施回数378回、中 

学生の延べ参加人数 

110,301人、保護者の 

延べ参加人数41,055人  

①中学生の一日体験入学 

は、夏休みを中心に、 

各高等学校の実情に合 

わせて、生徒・保護者 

を対象に実施 

 

 

 

 

 

 

事業の効果（・実施状況 ●課題） 

・各高等学校において、学校や学科についての説明や授業見学会等をすることにより、中学生及びその保護者に、各 

学校の特色等についての理解を促すことができた。 

●中学生及びその保護者が、各学校の特色等について、より理解を深め、主体的な進路選択ができるよう、体験入学 

の一層の改善及び充実を図る必要がある。 

今後の取組の方向性（改善策等） 

◎各高等学校の実施日程については、中学校の行事等を勘案し、多くの中学生及び保護者が参加できるよう配慮する。 

◎内容についても、中学生や保護者からのアンケート結果を分析するなどして、更に充実したものになるように努め 

る。 

 

 

 

事業名 ジョブカフェちば事業 <再掲>4-(3) 
H27 予算 136,715 千円 

   決算 133,358 千円 
雇用労働課 

事業概要 

就職を希望する若者を対象に、キャリアカウンセラーによる個別相談や就職に役立つ各種セミナーなど、総合的な

就職支援サービスをワンストップで提供するとともに、企業と若者との交流イベントなどを開催し、県内企業の人材

確保を支援する。 

実施内容 ２７ ２８ ２９ ３０ ３１ 

①「ジョブカフェちば」

総利用者数：27,287人 

新規登録者数：4,678人 

就職等進路決定者数：

3,818人 

（平成28年３月末現在） 

①「ジョブカフェちば」

の活用による、若者の

就労支援及び中小企業

の採用支援 

 

 

 

 

 

 

事業の効果（・実施状況 ●課題） 

・就職に役立つセミナーや企業と若者との交流イベントを実施し、若者の就労に関する支援を行った。特に県内高等 

学校４校及び専修学校２校へキャリアカウンセラーを派遣し、セミナーを実施した結果、延べ 174 名の学生を支援 

することができた。 

●中小企業の人材の確保については、課題が多く、引き続き支援が必要である。 

今後の取組の方向性（改善策等） 

◎企業と若者との交流イベントの回数を増やし、中小企業の人材の採用支援に一層努める。 

◎県内への立地企業の人材採用支援については、立地予定地周辺の学校への情報提供等、教育機関と連携した取組 

を引き続き実施する。 

 
＜再掲事業＞ ちばっ子｢学力向上｣総合プラン 興味ワクワク｢体験学習｣推進プラン(P.38) 

       情報教育の充実(P.41) 

工業高校企業等連携推進事業(P.63) 

       総合教育センター研修事業(P.69) 

特別非常勤講師配置事業(P.71) 

      高等学校と大学の連携促進(P.111) 

       千葉県魅力ある建設事業推進協議会(P.112) 
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取組(２) 地域を支える人材の育成   

                      

事業名 ちば新農業人サポート事業(農家後継ぎ等就農促進) H27 予算 1,540 千円 

   決算 1,078 千円 
担い手支援課 

事業概要 

県内の高校生等を対象に、地域における先進的な農業経営事例を紹介するとともに、先輩農家と交流することによ

り、農業の魅力をＰＲする。 

実施内容 ２７ ２８ ２９ ３０ ３１ 

①農業高校等で就農推進 

講座の開催、生産者と 

の交流会、視察研修会 

を開催（10 地区、14 高 

校、延べ参加者数：769 

名） 

①農業高校等で就農推進 

講座の開催、視察研修会

を開催（10 地区） 

 

 

 

 

 

 

 

事業の効果（・実施状況 ●課題） 

・農業関係校の生徒等に対して、地域で活躍する生産者と直接、交流する機会を設定することで、地域農業の魅力を 

ＰＲすることができた。 

今後の取組の方向性（改善策等） 

◎引き続き、農業関係校の生徒等に対し、生産者との交流を通じ、生の声を聞く機会を提供するなどして、農業の魅 

力をＰＲする。 

 

 

 

 

 

事業名 新規漁業者確保定着支援事業(水産業インターンシップ) H27 予算 270 千円 

        決算 155 千円 
水産課 

事業概要 

高校生を対象に、漁業者等と連携して２～５日間の漁業体験(乗船実習、陸上作業等)を実施し、地域で必要とされ

る人材育成のための職業教育を指導する。 

実施内容 ２７ ２８ ２９ ３０ ３１ 

①水産業インターンシッ 

プの開催４回 

①水産業インターンシッ 

 プの開催３回 

 

 

 

 

 

 

事業の効果（・実施状況 ●課題） 

・水産業インターンシップを県内４回、延べ９人を対象として開催し、うち、１名の漁業就業につなげることがで 

きた。 

今後の取組の方向性（改善策等） 

◎引き続き、高校生を対象とした水産業インターンシップを開催し、漁業への理解促進と将来の担い手確保を促進す 

る。 

 
＜再掲事業＞ ちばっ子｢学力向上｣総合プラン 興味ワクワク｢体験学習｣推進プラン(P.38) 

工業高校企業等連携推進事業(P.63)   
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取組(３) 企業や大学・研究機関等との連携による職場体験等の充実 

 

事業名 夢チャレンジ体験スクール  
H27 予算 2,130 千円 

   決算 1,884 千円 
生涯学習課 

事業概要 

県内の多様な産業や大学等と連携を図り、子どもたちが、様々な職種における就業体験や科学・技術体験、大学講
義の受講等の機会を通して、職業に必要な資質や能力等について学ぶとともに、将来の職業に対する夢をはぐくむこ
とを目的として、小・中学生、高校生を対象にキャリア教育などに関するプログラムを夏休みに実施する。 

実施内容 ２７ ２８ ２９ ３０ ３１ 

①実行委員会開催２回 

②「サイエンススクール」  

（小・中・高）全19講 

座 参加者335人 

③「キャリア教育科学・ 

先端技術体験キャン 

プ」（中・高）全13講座 

参加者127人 

④「キャリア教育しごと 

体験キャンプ」（中・高） 

全７講座 参加者37人 

⑤「教育ＣＳＲフォーラ 

ム」年１回の実施 参 

加者58人 

①実行委員会開催２回 

②「サイエンススクール」 

（小・中・高）21講座 

 

③「キャリア教育科学・ 

先端技術体験キャン 

プ」（中・高）12講座 

 

④「キャリア教育しごと

体験キャンプ」（中・高）

７講座 

⑤「教育ＣＳＲフォーラ

ム」年１回の実施 

 

 

 

 

 

 

 

事業の効果（・実施状況 ●課題） 

・２回の実行委員会を実施し、「サイエンススクール」「キャリア教育科学・先端技術体験キャンプ」「キャリア教育
しごと体験キャンプ」の３つのプログラムで応募者総数4,323人、参加者総数499人と、ともに前年度を上回った。 

・第５回教育ＣＳＲフォーラムでは、58人の参加者のもと、企業、学校、行政が一体となったキャリア教育を推進す
る方策等が検討された。 

●応募者数に対する講座受入数が少ないため、参加できない児童・生徒が多くいる。 

今後の取組の方向性（改善策等） 

◎特に人気の高いサイエンススクールのプログラムに協力してもらえる企業等に理解と協力を得られるように、新規
協力企業等の調整を図る。 

 ※教育ＣＳＲ（corporate social responsibility）……教育に関する企業の社会的責任 

 
 

事業名 ｢子ども参観日｣キャンペーン <再掲>15-(2) 
H27 予算 0 千円 

        決算 0 千円 
生涯学習課 

事業概要 

子どもたちが親の働く姿に接することができるよう、企業等に｢子ども参観日｣の実施を働きかけるとともに、実施
した企業をホームページ上で紹介するなど、企業等の参加を促進する。 

実施内容 ２７ ２８ ２９ ３０ ３１ 

①企業団体への協力依頼

（訪問５カ所）個別の

企業への協力依頼（メ

ール67件、電話67件） 

②県内の25企業等で実

施。約800名参加（県庁

子ども参観日：33名参

加） 

①各種経済団体への働き 

かけ、個別の事業所へ 

の依頼 

 

②実施事業所、活動内容  

の紹介（Web サイト） 

 

 

 

 

 

 

 

事業の効果（・実施状況 ●課題） 

・千葉県経営者協会等５つの企業団体へ協力依頼を行ったり、「ちば家庭・学校・地域応援企業等登録制度」に登録 

している企業等（67企業）に個別に開催依頼を行ったりしたことで、前年度を上回る25企業で「子ども参観日」が 

開催された。                              

●開催企業は、前年度より７企業増えたが、県内にある企業数から見ると、まだまだ十分に周知できていない。 

今後の取組の方向性（改善策等） 

◎「子ども参観日」の実施により期待できる効果を、県内各地の企業に広めるために、商工労働部、各教育事務所、
各市町村教委との連携を図り、開催企業数を増やす。 

 
＜再掲事業＞ 小・中・高等学校のキャリア教育総合推進事業(P.52)  ジョブカフェちば事業(P.53) 

      ちば夢チャレンジ☆パスポート・プロジェクト(P.95) 
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取組(４) 子どもや若者の社会参加の促進 

 
 
事業名 さわやかちば県民プラザ交流事業 <再掲>11-(1) 16-(2) 

H27 予算 503 千円 

    決算 503 千円 
生涯学習課 

事業概要 

互いに支え合い、安心して暮らせる地域社会づくりの推進のためにボランティア活動に参加し、地域に関わるボラ
ンティア活動や体験活動に資する講座の実施及びボランティア情報の収集と提供を行う。 

実施内容 ２７ ２８ ２９ ３０ ３１ 

①ボランティア活動及び 

体験活動に関する情報

収集と提供（通年） 

②ボランティア活動等に

関する相談（通年） 

生 涯 学 習 相 談 295 件 

体験活動ボランティア

活動支援センターにお

ける相談380件 

③ボランティア活動交流

会の実施(５講座) 

・ヤングパワームーブメ

ント 参加者数963名 

・子どもチャレンジプロ

ジェクトイベント参加

者1,562名 

・体験活動ボランティア

活動講座３講座 参加

者45名 

①ボランティア活動及び

体験活動に関する情報

収集と提供（通年） 

②ボランティア活動等に

関する相談（通年） 

 

 

 

 

③ボランティア活動交流

会の実施（５講座） 

・ヤングパワームーブメ 

ント 

・子どもチャレンジプロ 

ジェクト 

 

・体験活動ボランティア 

活動講座 

 

 

 

 

 

 

事業の効果（・実施状況 ●課題） 

・事業を通して、児童生徒をはじめ県民のボランティア活動・体験活動が推進された。とりわけ高校生のボランティ
ア活動への意欲が向上するとともに、小学生の自主的活動が充実した。 

・ヤングパワームーブメント実行委員会議を精選して開催し、会議の充実を図ることができた。 

●ボランティア活動の向上を図るため、講座への参加者を増加させる必要がある。 

●ヤングパワームーブメントへの参加者を増やすとともに若者の社会参画をより推進する必要がある。 

今後の取組の方向性（改善策等） 

◎近隣の高校を訪問し、事業を説明するなど、広報活動の拡充を図ることで、各交流事業への参加者を増大させ、ボ 

ランティア活動の向上を図る。 
◎イベントの企画を計画的に行うとともに、実行委員としての参加者の拡大を目指し、近隣の高校や大学への広報活 

動を拡大する。また、若者の社会参画に向けてその資質を向上させる企画を展開する。 

 

 

事業名 さわやかちば県民プラザ学習・研修事業 <再掲>10-(4) 16-(2) 16-(3) 
H27 予算 1,689 千円 

  決算 1,556 千円 
生涯学習課 

事業概要 

県民の生涯学習を適切に支援するために、県・市町村行政職員をはじめ、教職員、生涯学習団体のリーダー等を対
象にした研修を実施する。また、県民の学習ニーズに対応した学習機会を提供するとともに現代的課題や広域的な学
習環境の整備を図るための各種事業を実施する。 

実施内容 ２７ ２８ ２９ ３０ ３１ 

①２事業（まなびシステ

ム事業・図書コーナー

事業）の実施 

②14講座の実施 

①２事業（まなびシステ

ム事業・図書コーナー

事業）の実施 

②14講座の実施 

 

 

 

 

 

 

事業の効果（・実施状況 ●課題） 

・「まなびシステム」について、主催講座受講生に対する広報活動を拡大したことで、総登録者数が 1,940 名となり、 
県民の生涯学習意欲が高まった。 

・企業及び関係機関との連携を図り、講座を開催したことにより、県民に対し魅力ある講座を提供できた。 

今後の取組の方向性（改善策等） 

◎若者の社会参画を目指すため、社会教育生涯学習推進講座において高校生も参画できる講座を開催する。 
◎県内各市町村生涯学習課及び公民館との連携を推進し、生涯学習に関する情報交換を積極的に行う。 

◎「まなびシステム」のより一層の拡充のため、近隣市の担当課に事業紹介するなど、広報活動を展開する。 

◎受講者の学習ニーズに対応した講座の充実を図り、一定の講座数を受講した方に交付する奨励証の交付数の増加を 

目指す。 
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～夢・チャレンジプロジェクト～ 
 
 

施策５ 郷土と国を愛する心と世界を舞台に活躍する能力の育成 

     ○日本人としての自覚とアイデンティティを確立しつつ、広い視野に立って培われる教養 

と専門性、豊かな語学力、異なる言語、文化、価値を乗り越えて関係を構築するための 

能力と協調性、異文化理解の精神、新しい価値を創造する能力、次世代までも視野に入 

れた社会貢献の意識、チャレンジ精神、主体的に発信し行動する力などを持った人材を 

育成する。 

○伝統と文化を尊重し、それらを育んできた我が国と郷土を愛する心を育てるための教育 

活動を推進するとともに、子どもたちがグローバル化に対応できる環境の整備や機会の 

提供、豊かな語学力・コミュニケーション能力などの育成を進める。 

○外国人児童生徒に対して、各学校における日本語指導の充実や各地域における交流の促 

進など、受入れ体制の整備を進める。 

 
 

取組(１) 郷土と国の歴史や伝統文化等について学ぶ教育の推進 

 

事業名 ｢チーバくん・ふるさと・ことばかるた｣の活用促進 
H27 予算 0 千円 

   決算 0 千円 
指導課・教育政策課 

事業概要 

かるたの作成や活用を通して、就学前児童が家族や友達、動植物を慈しむ心、ルールやマナーを守る心、ふるさと意
識などを育てるとともに、美しい日本語に触れ、日本語の理解を深める教育の推進を図る。 

実施内容 ２７ ２８ ２９ ３０ ３１ 

①幼稚園等初任者研修１ 

 回 

②Web ページでの活用の 

促進 

①幼稚園等初任者研修で 

の活用の推進１回 

②Web ページでの活用の 

促進 

 

 

 

 

 

 

事業の効果（・実施状況 ●課題） 

・幼稚園等初任者研修会における、かるたの内容や授業での活用方法等についての解説の継続的な実施に加え、Web ペ
ージ上に指導案例等を掲載したことにより、幼稚園や子ども園の初任教員への理解を図ることができた。 

●幼稚園教諭の更なる理解を促進するため、研修内容の充実を図る必要がある。 

今後の取組の方向性（改善策等） 

◎引き続き、幼稚園等初任者研修や Web ページで活用の推進を図る。 

◎具体物を提示しながら説明したり、演習の形式を取り入れたりするなどして、研修の充実を図る。 

 

 

事業名 道徳読み物教材｢明日への扉｣・｢明日への扉Ⅱ｣の活用推進 
H27 予算 0 千円 

    決算 0 千円 
指導課 

事業概要 

道徳教育読み物教材｢明日への扉｣や｢明日への扉Ⅱ｣の活用を通じて、郷土の歴史や伝統文化等について学ぶ教育を推
進する。 

実施内容 ２７ ２８ ２９ ３０ ３１ 

①「明日への扉」、「明日 

への扉Ⅱ」について、 

研修会や指導主事訪問 

等による活用推進 

①「明日への扉」、「明日 

への扉Ⅱ」について、 

研修会や指導主事訪問 

等による活用推進 

 

 

 

 

 

 

事業の効果（・実施状況 ●課題） 

・「明日への扉」、「明日への扉Ⅱ」について、研修会や指導主事訪問等による活用推進を図ることができた。 
●27年度、高等学校では、読み物教材「明日への扉」の活用率が100％であるに対して、「明日への扉Ⅱ」の活用率は48％ 

であった。 

今後の取組の方向性（改善策等） 

◎読み物教材集の活用促進、特に「明日への扉Ⅱ」についての活用推進を、研修会や指導主事訪問等の機会で拡充して 

いく。 
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事業名 国旗・国歌の意義や大切さの理解を深める取組 
H27 予算 0 千円 

    決算 0 千円 
指導課 

事業概要 

幼稚園、小・中学校、高等学校、特別支援学校の学習指導要領に示されている国旗及び国歌の取扱いに基づき、児

童生徒に国旗と国歌の意義を理解させ、これを尊重する態度を育てるとともに、諸外国の国旗と国歌も同様に尊重す

る態度を育てる。 

実施内容 ２７ ２８ ２９ ３０ ３１ 

①学習指導要領に基づく

各校種での教育実践 

②26年度卒業式及び27年

度入学式での国旗掲揚

及び国歌斉唱に関する

調査の実施：県内公立学

校100％実施 

①学習指導要領に基づく 

各校種での教育実践 

②27年度卒業式及び28年

度入学式での国旗掲揚

及び国歌斉唱に関する

調査の実施 

 

 

 

 

 

 

事業の効果（・実施状況 ●課題） 

・26年度卒業式及び27年度入学式での国旗掲揚及び国歌斉唱において、全ての県内公立学校が学習指導要領に基づき

実践したため、100％の実施となった。 

今後の取組の方向性（改善策等） 

◎引き続き学習指導要領に基づき、卒業式・入学式において国旗掲揚・国歌斉唱が実施されるよう各学校、市町村教 

育委員会に働きかけるとともに実施状況を注視していく。 

 

＜再掲事業＞ グローバル人材プロジェクト(P.49) 

 

 

 

取組(２) 多様な文化を認め合う国際社会の担い手の育成 

 

事業名 【新規】教育関係者の国際交流事業 
H27 予算 8,000 千円 

   決算 7,157 千円 
教育政策課 

事業概要 

グローバル人材の育成に向け、若者の国際感覚や多文化理解を醸成することを目的に、青少年の交流、家族交流、  

ホームステイなど、教育面での相互交流を展開するため、アジア地域の教育関係者と調整を図る。 

実施内容 ２７ ２８ ２９ ３０ ３１ 

①教員等のマレーシア、台 

湾への派遣（マレーシア 

15名、台湾14名） 

①教職員、高校生のアジア 

地域への派遣・交流（教 

職員６名、生徒30名程 

度を予定） 

②訪日教育旅行での学校 

交流を希望する学校リ 

ストの作成 

 

 

 

 

 

 

事業の効果（・実施状況 ●課題） 

・派遣教員による調査・検討が行われ、平成28年３月に開催した成果報告会で県内の教育関係者等に報告された。台湾・

マレーシアとの教育交流に係る目的や留意点等が県内で共有された。 

・台湾派遣時に訪問し、視察や意見交換等を行った高校が平成28年６月に千葉県を訪れるなど、派遣教員の在籍校との

交流拡大が図られた。 

●教員だけでなく、生徒の訪問も実施し、教育交流のモデルを示す必要がある。 

今後の取組の方向性（改善策等） 

◎28年度の取組を更に進展させ、教員に加えて生徒も派遣し、相互交流拡大を図り、教育交流に係るモデルを県内 

各校に示す。 
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事業名 グローバル人材プロジェクト <再掲>5-(1)  5-(3) 
H27 予算 39,513 千円 

   決算 36,609 千円 
指導課・教育政策課 

事業概要 

グローバル人材を育成するために、児童生徒や教職員を対象とする各種事業を実施し、児童生徒が海外に目を向け自

らが成長するきっかけを提供するとともに、本県の次代を担う子どもたちの成長に貢献する。 

実施内容 ２７ ２８ ２９ ３０ ３１ 

①海外からの留学生との交流会及び海外理解促進のた

めの講演会の開催(グローバル人材プロジェクト事業

実施校20校） 

②グッドプラクティス(グローバル成果発表会）開催 

（１回20校） 

③留学フェア１回開催、約100名参加  

④高校生海外留学事業で長期14名、短期75名の申請 

⑤スーパーグローバルハイスクール(ＳＧＨ）の指定(成

田国際、松尾） 

⑥運営指導協議会の実施３回 

 

⑦外国語指導助手及び英語教員の指導力向上研修を実 

施、122名参加 

⑧国が主催する中央研修への派遣 

(小９名、中７名、高３名) 

⑨大学と連携した小・中・高の英語教育担当教員の指 

導力向上研修を実施(小180名、中175名、高100名参加） 

⑩指導と評価改善への研修を中・高の推進リーダーに 

対し実施２回 

①海外からの留学生との交流会及び海外理解促進の

ための講演会の開催 

 

②グッドプラクティスの普及啓発 

 

③留学フェアの開催 

④高校生海外留学への助成150名程度 

⑤ＳＧＨ指定校としてグローバル・リーダー育成に資

するカリキュラムの研究開発・実践・体制整備 

⑥英語教育強化地域拠点事業の推進(流山市の小・

中・高等学校を研究指定）、運営指導協議会３回 

⑦外国語指導助手及び英語教員の指導力向上研修を

実施 

⑧国が主催する中央研修への派遣 

(小９名、中７名、高６名) 

⑨大学と連携した小・中・高の英語担当教員の指導力

向上研修を学校種別に実施 

⑩指導と評価改善の研修(CAN-DO リスト活用研修会)

の開催２回 

 

 

 

 

 

 

事業の効果（・実施状況 ●課題） 

・成果発表会では、留学経験者・留学生等との交流会、海外理解促進のための講演会の事業実施校の生徒代表・教員が 

一堂に会し、各学校における成果を共有することができた。 
・ＳＧＨ指定校において、大学を中心とした外部からの講師による講演会や課題研究活動を通して、コミュニケーショ 

ン能力、問題解決力等の育成が図られている。 

・流山市の拠点事業において小・中・高が互いに公開授業を行い、指導・評価について研究を進めることができた。 
・外国語指導助手及び英語教員の指導力向上研修においてＡＬＴとＪＴＥがそれぞれ事例を発表し、指導法について研 

修を進めることができた。 
・国の中央研修へ参加した推進リーダーが指導力向上研修で講師となり、研修を円滑に進めることができた。 

・神田外語大学と連携した英語教育担当教員を対象とした研修において、英検 IBA を実施し、教員の英語力向上の意識
づけを図ることができた。 

・中学校１年生～高校３年生を対象に英語の学力状況調査（英検 IBA）を実施し、中学校３年生の英検３級相当が 52.1％
高校３年生の英検準２級相当が 45.5％と全国上位の結果となった。 

・CAN-DO リスト作成研修を２回実施し、全中学校において CAN-DO リストを作成することができた。 

・参加者は基調講演や留学体験談の発表等により留学の意義やメリットを理解することができた。また、留学支援団体 

や各国大使館関係者等の説明により、具体的な留学の方法等を知ることができた。 

●事業実施校間でのグッドプラクティスの共有は進んだが、事業実施校以外に対してもグッドプラクティスの一層の周 

知を進めていく必要がある。 

今後の取組の方向性（改善策等） 

◎各実施校における事業の推進を支援するとともに、グッドプラクティスの更なる普及啓発のため Web サイト等での情

報発信の充実を図る。 

◎留学に関心を持つ生徒が増えるように情報提供を充実させるとともに、留学フェアの内容や周知方法を更に改善して

いく。 

◎英語教育強化地域拠点事業の３年目となるため、研究の成果を県内に広めるため公開授業等を県全体に開いた形で実 

施していく。 

◎教員の外部試験受検の拡大に努める。また、生徒向けの英検 IBA の実施（29年度までの実施計画）を通して、生徒の 

英語への興味、関心の向上を目指す。 

◎作成した CAN-DO リストを活用して各校に授業実践し、その活用方法について検証する研修会を実施する。 

 

＜再掲事業＞ 若手教員米国派遣交流事業(P.60) 

県内高校等の交流事業(ホストファミリーの推進)(P.61) 
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取組(３) 外国語教育の充実 

 

事業名 語学力のある教員の採用 <再掲>7-(1) 
H27 予算 0 千円 

    決算 0 千円 
教職員課 

事業概要 

教員採用選考において、ＴＯＥＩＣの高得点者等を特例試験により選考し、語学力のある教員の採用を進めることに
より、学校における英語教育の質の向上を図る。 

実施内容 ２７ ２８ ２９ ３０ ３１ 

①TOEICの高得点者等を特 

例選考により選考し、語 

学力のある受験者を 12 

名合格とした。 

①TOEICの高得点者等を特 

例選考により選考し、語 

学力のある教員を採用 

する。 

 

 

 

 

 

 

事業の効果（・実施状況 ●課題） 

・「英語科志願者の特例」選考では、合格者の割合は志願者全体の 32％であり、他教科よりも、高い合格率であった。
資質の高い志願者を採用することができた。 

●英語科特例の志願者はここ２年減少傾向であるため、志願者数を増やすための取組が課題である。 

今後の取組の方向性（改善策等） 

◎29年度（28年度実施）の採用選考において、小学校の英語教育推進枠を新設することで、資質・能力の高い教員の採
用を推進する。 

◎大学の説明会などを通して、英語科志願者の特例や小学校英語教育推進枠について周知を図る。 

 

 

事業名 若手教員米国派遣交流事業 <再掲>5-(2) 
H27 予算 0 千円 

    決算 0 千円 
指導課 

事業概要 

英語を解する若手教員を米国に派遣し、人的交流の機会をもつことで、米国理解及び異文化理解を促進する。 

実施内容 ２７ ２８ ２９ ３０ ３１ 

①若手教員を米国の大学 

での研修へ派遣、３名 

(県立高校２名、市立中 

学校１名） 

①若手教員の派遣５名予

定で候補者を選考 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業の効果（・実施状況 ●課題） 

・若手教員を３名米国の大学に研修に参加させたことで、県内の英語教育の質の向上を図った。 

●研修人数枠についてはまだ余裕があるので推薦方法を見直す必要がある。 

今後の取組の方向性（改善策等） 

◎国との協議を進め、情報収集を行いながら、最大限の人数の教員派遣を目指す。 

◎研修参加者については、県の英語教育に係る研修の講師として活用する計画を立てている。 

                        

 

事業名 語学指導等を行う外国青年招致事業 <再掲>5-(4) 
H27 予算 215,342 千円 

       決算 214,225 千円 
指導課 

事業概要 

国際化に対応した学校教育推進の一環として、外国語指導助手(ＡＬＴ)を活用し、外国語教育及び国際教育を充実させる。
また、学習指導要領の確実な定着を図るため、より多くの県立学校へ外国語指導助手を配置する。 

実施内容 ２７ ２８ ２９ ３０ ３１ 

①直接雇用ＡＬＴ20 名と 

業務委託ＡＬＴ32 名を 

県立学校 129 校に配置 

 

②ＡＬＴ及び日本人の指 

導力向上研修を実施

（122 名参加） 

①直接雇用ＡＬＴ20 名と 

業務委託ＡＬＴ32 名程

度を県立学校約144校に

配置 

②ＡＬＴ及び日本人の指 

導力向上研修を実施 

 

 

 

 

 

 

事業の効果（・実施状況 ●課題） 

・52名のＡＬＴを有効に活用し、129校の県立高校に配置することができた。 
●特別支援学校も含め、各高校からの配置希望が増えており、全ての学校に希望通り配置できない状態が続いている。 

今後の取組の方向性（改善策等） 

◎各学校のニーズや学校の状況把握に努め、効率的・効果的なＡＬＴの配置に努める。 

 
＜再掲事業＞ 青少年の交流(P.46)  グローバル人材プロジェクト(P.59) 

       国際化推進事業(外国人児童・生徒への支援)(P.61) 
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取組(４) 外国人児童生徒等の受入れ体制の整備 

 

事業名 国際化推進(外国人児童生徒への支援)  <再掲>5-(3) 
H27 予算 9,165 千円 

    決算 7,715 千円 
指導課 

事業概要 

外国人児童生徒等に対する適応指導や、日本語指導の充実を図るための協議を行うとともに、県立学校において、日

本語指導を必要とする外国人児童生徒に対して、母国語のわかる相談員を派遣し、支援の充実を図る。 

実施内容 ２７ ２８ ２９ ３０ ３１ 

①外国人児童生徒等教育 

に関する連絡協議会を

実施１回 

②外国人児童生徒等教育 

相談員を県立学校に44 

人派 

遣し、外国人生徒の支援

を行った。 

①外国人児童生徒等教育 

に関する連絡協議会を

実施 1回 

②外国人児童生徒等教育

相談員を県立学校の要

請に応じて27年度と同

程度派遣 

 

 

 

 

 

 

事業の効果（・実施状況 ●課題） 

・外国人児童生徒等教育に関する連絡協議会を１回実施し、県立学校に在籍している外国人児童生徒等への効果的な

指導の在り方について研修を行った。 

・外国人児童生徒等教育相談員を県立学校に44人派遣し、外国人児童生徒等の生活への適応指導、日本語指導、教育

相談、学校と外国人児童生徒等及びその保護者とのコミュニケーションが円滑になった。 

今後の取組の方向性（改善策等） 

◎実践報告の実施等、実際に外国人児童生徒の教育ですぐに使える情報の提供等に努める。 

◎引き続き、各学校の実態に即した適切な相談員派遣に努める。 

 

 

事業名 県内高校等の交流事業(ホストファミリーの推進) <再掲>5-(2) 
H27 予算 1,000 千円 

   決算  716 千円 
教育政策課 

事業概要 

グローバル人材の育成に向け、異文化理解や国際交流を促進する仕組みをより一層充実させていくため、ホームス

テイやホームビジットの受入家庭を掘り起こし、訪日教育旅行等でのホームステイなどによる交流を促進する。 

実施内容 ２７ ２８ ２９ ３０ ３１ 

①ホストファミリーの促 

進を目的とした、高校生 

の家庭向けチラシを作 

成・配付(180,000 部） 

した。また、はじめてホ 

ストファミリーを行う 

に家庭を対象に基本的 

な事項をまとめた「ホス 

トファミリーの手引き」 

を作成（5,000 部）した。 

①ホストファミリーの普

及・啓発 

高校生の家庭向けチラ

シ・手引きの配付やＷeb

ページによるホストフ

ァミリーとしての役割

紹介 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業の効果（・実施状況 ●課題） 

・ホストファミリーへの登録や実際の受入方法、一般的な注意事項等について体験談を交えた実例を紹介した手引き 

やチラシを作成、配付するなど、ホストファミリーの拡大に向けた環境整備を行った。 

今後の取組の方向性（改善策等） 

◎児童生徒の家庭での異文化理解や国際交流の機会充実のため、留学フェアー等でのチラシや手引きの配付や Web ペ

ージの活用等により、ホストファミリーの普及・啓発を継続して進めていく。 

 
＜再掲事業＞ 語学指導等を行う外国青年招致事業(P.60) 
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～元気プロジェクト～ 

 

施策６ 人間形成の場としての活力ある学校づくり 

    ○ 学校・家庭・地域の協働体制を築き、地域に開かれた学校づくりを進め、学校運営協議会 
     の設置(コミュニティ・スクールの導入)など、保護者や地域住民が学校運営に参画する機 
     会を拡大する。 
    ○ 不登校やいわゆる小１プロブレム、中１ギャップ、少子化の進行などの課題に対応するた 
     めには、幼稚園等から小学校、小学校から中学校、中学校から高等学校への接続を円滑化 
     し、児童生徒が多様な教職員、児童生徒と関わる機会を増やしていく。 
    ○ 幼稚園児の９割、高校生の３割が通っている私立学校は、公立学校とともに公教育の一翼 
     を担い、県民の学校選択の自由を確保する重要な役割を果たしていることから、建学の精 
     神に基づく教育の振興を図るとともに、公立学校との連携を促進することにより、県全体 
     の教育の充実を図る。 
    ○ 特に、高校教育においては、今後の生徒数の推移、高校の設置状況などを踏まえ、公私が 
     協調・共存して更なる充実に努める。 
 

取組(１) 魅力ある高等学校づくり 

事業名 県立高等学校再編事業 H27 予算 2,285 千円 

   決算 1,909 千円 
県立学校改革推進課 

事業概要 

平成２４年３月に策定した県立学校改革推進プランに基づき、これまで公表した実施プログラムの着実な推進に努め
るとともに、新たな具体計画の策定について引き続き検討を行い、魅力ある県立学校づくりを推進する。 

実施内容 ２７ ２８ ２９ ３０ ３１ 

①実施プログラムの推進 

・大原・岬・勝浦若潮高  

校を統合 

・地域連携アクティブス 

クールの設置(船橋古和 

釜・流山北) 

・グロ―バルスクールの 

設置(成田国際）・福祉コ 

ースの設置(小見川） 

・海洋環境コースの設置 

(銚子商業） 

・栽培環境コースの設置

(館山総合） 

・観光の学びの導入(館山

総合) 

②実施プログラムの評価

(柏井・松戸向陽） 

③新たな具体計画第３次

実施プログラムの決定 

①実施プログラムの推進 

・併設型中高一貫教育校 

 の設置(東葛飾中学校） 

・単位制の導入(成東) 

・理数工学科の設置(千葉 

工業） 

・総合学科の設置(小金) 

・グローバル化に関する学 

びの導入(松尾） 

 

 

 

 

 

②実施プログラムの評価 

 （千葉工業・千葉女子・

東葛飾・佐倉・銚子・長

狭・安房・鶴舞桜が丘） 

③新たな具体計画を検討 

①実施プログラムの推進 

・福祉に関するコースの設 

置（佐倉西） 

・国際に関するコースの設 

 置（匝瑳） 

・理数に関する学科の設置 

（木更津） 

 

①実施プログラムの推進 

・単位制の導入（安房） 

・教育基礎コースの設置

（我孫子、君津） 

・農業に関する学科の学科

再編成（流山、成田西陵、

下総、多古、旭農業、大

網、茂原樟陽、鶴舞桜が

丘） 

・工業に関する学科の学科

再編成（下総） 

・商業に関する学科の学科

再編成（千葉商業、流山、

成田西陵、下総、君津商

業） 

 

 

①実施プログラムの推進 

・市原と鶴舞桜が丘を統合 

・総合学科の設置（幕張総 

合） 

・保育基礎コースの設置

（市川南） 

・福祉コースの設置（我孫

子東） 

・防災の学びの導入（市原

八幡） 

 

事業の効果（・実施状況 ●課題） 

・第１次及び第２次実施プログラムの内容について、予定どおり実施したことで県民にとって魅力ある学校づくりを行うことが 
できた。 

・実施プログラムの評価については、地域連携アクティブスクールの評価報告書をとりまとめ、今後の同様の再編成の実施にあ 
たり、フィードバックを行うことが可能となった。 

・柏井高校の国際コミュニケーションコースについては、生徒のニーズに応え、社会人としての技能や職業観の育成に寄与する 
ことが出来るような学びを実施している。 

・福祉教育拠点校である松戸向陽高校では、拠点校としての様々な取組が進んでいる。また同校の福祉コースでは資格取得など
生徒のニーズに応え、職業的自立に向けた能力や態度を育んでいる。 

●実施プログラムのそれぞれのコースでの学習内容や進路状況などについて、中学校がきめ細かい情報提供を望んでおり、今ま 
で以上に確実に広報に努めていく必要がある。 

今後の取組の方向性（改善策等） 
◎策定済みのプログラム実施に向け、的確に準備を進める。また、県立学校改革推進プランに基づき、引き続き、具体計画の検 
討を行う。再編の評価については実施計画と方向性を年度当初に定め、アンケート調査等を確実に実施する。 

◎充実した教育活動が維持できるよう、引き続き支援するとともに、柏井高校の国際コミュニケーションコースと松戸向陽高校 
の福祉コースに関する効果的な広報の在り方について検討する。 

◎松戸向陽高校の福祉教育拠点校としての取組を引き続き支援するとともに、今後もネットワークの更なる充実に向けて、行政 
機関、社会福祉協議会、社会福祉施設との連携強化のための具体的な方策を検討する。 
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事業名 工業高校企業等連携推進事業 <再掲>4-(1) 4-(2) 
H27 予算 2,661 千円 

  決算 2,532 千円 
県立学校改革推進課 

事業概要 

工業教育の充実を図るため、企業・大学・関係機関等との連携を推進する｢工業系高校人材育成コンソーシアム千葉｣

を運営し、キャリア教育の推進や今後の地域産業を支える人材の育成を図る。 

実施内容 ２７ ２８ ２９ ３０ ３１ 

①総会２回、運営委員会４

回実施 

②企業見学会（教員研修）

３回実施 

③課題研究発表会２回実

施 

①総会２回、運営委員会等 

２回の開催 

②企業・大学等との連携事

業の推進 

③課題研究発表会の実施 

 

④教員研修の実施 

 

 

 

 

 

 

事業の効果（・実施状況 ●課題） 

・総会、運営委員会において、生徒の進路先となる企業・大学等から「期待する工業高校生像」等の意見をいただき、

今後の教育活動の検討に繋げることができた。 

・企業見学において、生徒が卒業後に、どのような環境で働くか、また、学んだことが生かせるかを知ることができ、

今後の進路指導に繋げることができた。 

●コンソーシアム活動での外部からの意見等を、日頃の教育活動に反映させていくことが必要である。 

今後の取組の方向性（改善策等） 

◎企業、大学等の外部関係機関との連携を更に深めていくとともに、コンソーシアム活動で得られた意見を各校に周知

し、日頃の教育活動の内容を見直すなどして、工業教育の充実に努めていく。 

 

＜再掲事業＞ 県立高等学校再編事業(中高一貫教育校)(P.67)   

定時制高校・通信制高校の充実(P.114) 

地域連携アクティブスクールの更なる充実(P.115) 

 

 

取組(２) 私立学校の振興 

 

 

事業名 私立学校経常費補助 
H27 予算 34,595,974 千円 

    決算 34,557,347 千円 
学事課 

事業概要 

私立学校の振興を図り、私立学校の健全な経営と私立学校に在学する児童、生徒及び幼児に係る修学上の経済的負担

の軽減に資するため、学校法人が教育を行うために要する経常的経費について、助成する。 

実施内容 ２７ ２８ ２９ ３０ ３１ 

①私立学校経常費の補助 

 高校(全日制)54 校 他 

①私立学校経常費の補助 

 

 

 

 

 

 

 

事業の効果（・実施状況 ●課題） 

・私立学校の振興を図り、私立学校の健全な経営と私立学校に在学する児童、生徒及び幼児に係る修学上の経済的負担 

の軽減に資するため、学校法人が教育を行うために要する経常的経費について、助成した。 

・26年度、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38.3％であった。 

今後の取組の方向性（改善策等） 

◎私立学校の振興を図り、私立学校の健全な経営と私立学校に在学する児童、生徒及び幼児に係る修学上の経済的負担

の軽減に資するため、学校法人が教育を行うために要する経常的経費について、助成する。 

◎27年度分については、10月頃までに集計を行う。 
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事業名 私立高等学校等就学支援事業・学び直し支援事業<再掲>17-(3) 
H27 予算 6,144,725 千円 

    決算 6,141,681 千円 
学事課 

事業概要 

全ての就学の意欲のある高校生等が安心して勉学に打ち込める社会をつくるため、就学支援金を支給する。また、高

等学校等を中途退学した者が再び千葉県内の私立高等学校で学び直す場合に、就学支援金支給期間経過後も継続して授

業料の支援を行う。 

実施内容 ２７ ２８ ２９ ３０ ３１ 

①私立学校に通う生徒に 

対し、就学支援金等を 

支給（66 校） 

①私立高等学校等に通う

生徒に対し就学支援金

等を支給 

 

 

 

 

 

 

事業の効果（・実施状況 ●課題） 

・全ての就学の意欲のある高校生等が安心して勉学に打ち込める社会をつくるため、就学支援金を支給した。また、高 

等学校等を中途退学した者が再び千葉県内の私立高等学校で学び直す場合に、就学支援金支給期間経過後も継続して 

授業料の支援を行った。 

今後の取組の方向性（改善策等） 

◎全ての就学の意欲のある高校生等が安心して勉学に打ち込める社会をつくるため、就学支援金を支給する。また、高 

等学校等を中途退学した者が再び千葉県内の私立高等学校で学び直す場合に、就学支援金支給期間経過後も継続して 

授業料の支援を行う。 

 

取組(３) 公立学校と私立学校の連携の推進 

 

事業名 公立学校と私立学校の連携 <再掲>16-(5) 
H27 予算 7,083 千円 

    決算 4,858 千円 
指導課・教職員課・体育課 

事業概要 

研修、各種の競技大会、学校間交流等により公私が連携を深め、県全体の教育力を高める。 

実施内容 ２７ ２８ ２９ ３０ ３１ 

①高校教育課程研究協議 

会等の研修の実施１回 

②スーパーサイエンスハ 

イスクール(ＳＳＨ)を

中心とした課題研究発

表会等を通じた交流 

③科学の甲子園千葉県大 

会：29チーム参加（公立

26チーム、私立3チー

ム）、211人参加（公立189

人、私立22人） 

④県高体連・高野連主催の 

各種大会における交流 

①高校教育課程研究協議

会等の研修 

②スーパーサイエンスハ

イスクール(ＳＳＨ)を

中心とした課題研究発

表会等を通じた交流 

③科学の甲子園千葉県大 

会を通じた交流 

 

 

 

④県高体連・高野連主催の

各種大会における交流 

 

 

 

 

 

 

事業の効果（・実施状況 ●課題） 

・私立学校の参加も得て、全ての教科で高等学校教育課程研究協議会を実施し、各学校の状況を踏まえた情報交換を行
った。学習指導要領についての理解を深め、研修等を通して、授業改善への意識向上を図ることができた。 

・高校教育課程研究協議会では、評価の観点や方法、授業案作成方法の指導により、授業改善が推進した。 

・課題研究発表や科学の甲子園千葉県大会等の行事で生徒の交流が図られた。 

●高校教育課程研究協議会での内容を参加者以外の教員へ周知徹底させることが課題である。 

●各種大会における交流については、日程について他行事との重なり等に配慮する必要がある。 

今後の取組の方向性（改善策等） 

◎学習指導要領の円滑な実施のためには、参加者だけでなく、全ての教員への周知が必要であるため、各学校ごとの報

告会、研修会を開催することを要請する。 

◎職員経験年数を指定して若手を中心に指導助言し、学校での実態に合わせた指導方法を改善するようにする。 

◎高野連との日程調整を綿密に行い、交流イベントを企画する。 
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事業名 私立学校派遣研修 <再掲>7-(2)  16-(5) 
H27 予算 0 千円 

    決算 0 千円 
教職員課 

事業概要 

公立学校と私立学校の教員がお互いの良い面を学び合い、切磋琢磨することによって、広い視野と多様な経験を培い、
学校運営の活性化と教員の資質向上を図る。 

実施内容 ２７ ２８ ２９ ３０ ３１ 

①公立学校と私立高校間 

で４名の人事交流を実 

施 

・県立千葉女子高校→ 

千葉黎明高校１名 

・八街市立八街中学校→ 

千葉黎明高校１名 

・千葉黎明高校→ 

県立柏井高校１名 

・千葉黎明高校→ 

八街市立八街北中学校 

１名 

②年度末に交流者の連絡 

協議会を実施し、交流

の成果報告、次年度交

流予定者へのオリエン

テーション等を実施 

①公立学校と私立高校間

で４名の人事交流を実

施する予定 

・県立千葉南高校→ 

  千葉黎明高校１名 

・八街市立八街中央中学校

→千葉黎明高校１名 

・千葉黎明高校→ 

県立小金高校１名 

・千葉黎明高校→ 

 八街市立八街中央中学校 

 １名 

②年度末に交流者の連絡

協議会を実施し、交流の

成果報告、次年度交流予

定者へのオリエンテー

ション等を実施 

 

 

 

 

 

 

事業の効果（・実施状況 ●課題） 

・27年度より、県立高校と私立高校の交流に加え、公立中学校と私立高校の交流を始めた。私立高校の特色ある学校づ
くりや先進的な取組に触れる一方、それぞれの学校が抱える課題やその解決方法をともに考えることなどにより、教
員の資質向上につながった。また、年度末に交流者の連絡協議会を実施し、交流の成果報告、次年度交流予定者への
オリエンテーション等を実施することで、交流の成果や課題を共有することができた。 

今後の取組の方向性（改善策等） 

◎得られた成果を分析し、より効果的な人事交流の在り方を検討する。 

 
＜再掲事業＞ 学校教育の推進(P.80) 

 
 
 
 

取組(４) 地域に開かれた魅力ある学校づくり 

 

事業名 県立学校における｢開かれた学校づくり委員会｣設置事業 
H27 予算 5,239 千円 

   決算 5,028 千円 
生涯学習課 

事業概要 

地域の住民や保護者などを委員とした｢開かれた学校づくり委員会｣を県立学校に設置し、学校の自己評価をもとに学
校関係者評価を行い、学校運営上の課題を解決する方策等を検討するなど、地域に開かれた学校づくりを推進する。 

実施内容 ２７ ２８ ２９ ３０ ３１ 

①各校で「開かれた学校づ 

くり委員会」を開催 

（２～５回） 

②「開かれた学校づくり研 

修会」を８月25日に開催 

（347 名参加） 

①各校で「開かれた学校づ 

くり委員会」を開催 

（３～４回程度） 

②「開かれた学校づくり研

修会」の実施等 

 

 

 

 

 

 

事業の効果（・実施状況 ●課題） 

・26年度より委員の平均人数、委員会の開催回数が増加した。また、各校に実施したアンケートからは、委員会をきっ
かけに「地域と連携した活動を一層推進することに成果があった」とする学校の比率が98％から99％に上昇し、学校
と地域の連携が深まり、開かれた学校づくりが推進されている。 

●委員会が効果的に機能させ、開かれた学校づくりを進めていくことについて、管理職以外の学校職員への啓発が十分
とはいえず、浸透していない。 

今後の取組の方向性（改善策等） 

◎開かれた学校づくり委員会の目的や役割、優れた実践例等について、校長会・教頭会等の各種会議における説明に加 

え、教職員の研修の場でも周知を図っていく。 
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事業名 
県立学校における｢コミュニティ・スクール｣設置事業 
<再掲>16-(1) 

H27 予算 456 千円 

    決算 344 千円 
生涯学習課 

事業概要 

保護者や地域住民などが、学校運営協議会を通じて、一定の権限と責任を持って学校運営に参画し、より良い教育の

実現とともに、地域に開かれ、地域に支えられる学校づくりを目指す。 

実施内容 ２７ ２８ ２９ ３０ ３１ 

①コミュニティ・スクール 

の設置(浦安高校） 

②コミュニティ・スクール 

(多古・長狭・浦安高校）

における学校運営協議

会の開催(３～４回） 

 

③地域との協働による学 

校及び地域の活性化を 

目指した教育活動の実 

施 

①コミュニティ・スクール

の設置(京葉高校） 

②コミュニティ・スクール

(多古・長狭・浦安・京

葉高校）における学校運

営協議会の開催(３～４

回） 

③地域との協働による学

校及び地域の活性化を

目指した教育活動の実

施 

 

 

 

 

 

 

事業の効果（・実施状況 ●課題） 

・指定３校それぞれにおいて、生徒による地域ボランティア等の地域貢献活動が一層充実し、学校が地域活性化にも貢

献し、地域とともにある学校づくりが進んでいる。 

●県立指定校の取組が、地域の小中学校へ波及せず、県内小中学校の指定が進まない。 

今後の取組の方向性（改善策等） 

◎開かれた学校づくり研修会・市町村向け説明会における啓発や実践例等の情報提供を行う。 

◎各市町村の状況を把握し、個別の課題解決に向けた相談等による支援の充実を図り、積極的に市町村立小中学校にお 

ける導入促進に努める。 

 

 

 

 

事業名 学校を核とした県内 1000 か所ミニ集会 <再掲> 8-(1) 14-(2) 15-(2) 16-(1) 
H27 予算 0 千円 

   決算 0 千円 
生涯学習課 

事業概要 

地域住民の声を学校運営に生かすとともに、地域コミュニティの構築に資するため、公立小・中・高・特別支援学校

を会場に、教職員・保護者・地域住民が様々な教育課題について語り合う。 

実施内容 ２７ ２８ ２９ ３０ ３１ 

①各校においてミニ集会 

を実施 実施率 100％ 

②各学校・教育委員会へリ 

ーフレットを配付 

③教育庁職員等による参 

観 39 校 

①各校におけるミニ集会 

の実施 

②教育庁職員等による参 

観 40 校程度 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業の効果（・実施状況 ●課題） 

・ミニ集会の実施については、26年度に続き、千葉市を除く県内全ての公立小・中学校、高等学校、特別支援学校にお

いて実施された。 

●企画から地域とともに実施した学校数が目標に到達せず、60.3％にとどまった。各市町村及び県立学校への周知が十

分でなかったためと考えられる。 

今後の取組の方向性（改善策等） 

◎企画から地域とともに実施するミニ集会の良さを各種会議・研修会の機会に周知を図るとともに、予定報告の状況を

もとに地域との共催を促す。 

 
＜再掲事業＞ 地域とともに歩む学校づくり推進支援事業（学校支援地域本部）(P.107) 
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取組(５) 豊かな学びを支える学校・学習環境づくり 

 

事業名 子どもと親のサポートセンター調査研究事業<再掲>7-(2) 8-(1) 17-(1) 
H27 予算 289 千円 

    決算 160 千円 
指導課 

事業概要 

不登校や不適応等の問題について、教育相談の視点から連携や取組の調査研究事業を行う。 

実施内容 ２７ ２８ ２９ ３０ ３１ 

①カウンセリングの考え 

方を活かして保護者と 

の信頼関係を築くため 

のアプローチの仕方の 

研究計画作成及び実態 

調査とその考察、理論研 

究 

②入学期の不適応を軽減 

するための学校間の連 

携の取組を調査研究・発 

表 

①教育相談の視点からカ 

ウンセリングの考え方 

を活かしたアプローチ 

の仕方の調査研究・発表 

 

 

 

②学校・関係機関等との連 

携を考えた学校不適応 

の子どもの支援の在り 

方の調査研究 

 

 

 

 

 

 

事業の効果（・実施状況 ●課題） 

・センターへの相談内容や若年層教員へのアンケート調査から保護者対応の課題を明らかにした。 

・入学期の不適応を軽減するための異校種間に関しての具体的実践事例をまとめ発表した。 

●調査結果の分析から有効なアプローチについて具体的に研究を深める必要がある。 

●学校における組織的対応、関係機関等との連携による支援の在り方を具体的に研究し、深める。 

今後の取組の方向性（改善策等） 

◎調査結果を分析し、理論的背景をもとに、特に若年層教員に向けて保護者へのアプローチの仕方を研究発表する。さ 

らにその成果をハンドブックとしてまとめ、Web サイト上にアップし、周知する。 

◎学校・関係機関等へのアンケート調査等を行い、ニーズを踏まえた支援の在り方について具体化を図る。 

 

 

 

 

 

事業名 県立高等学校再編事業(中高一貫教育校) <再掲>6-(1) 
H27 予算 800,500 千円 

      決算 776,456 千円 

県立学校改革推進課 

財務施設課 

事業概要 

 県立学校改革推進プラン・第１次実施プログラムに基づき、高等学校卒業までの６年間をとおして、きめ細かな指導

を行うことで、生徒の新たな能力の発見やその伸長を目指し、28年度に東葛飾高校に県立中学校を併設する。 

実施内容 ２７ ２８ ２９ ３０ ３１ 

①校名は東葛飾中学校に

決定 

②教育課程の決定 

③入学許可候補者の決定 

④中学棟・体育館竣工 

東葛飾中学校４月開校 

 

 

 

 

 

 

 

事業の効果（・実施状況 ●課題） 

・東葛飾中学校については、10回の会議等を通じて、関係課が連携し、開設準備委員会（準備室）の円滑な運営を支援

できた。28年度以降の課題について整理し、関係課で引き継ぐことができた。 

●必要に応じて関係課を中心に、学校を支援する必要がある。 

今後の取組の方向性（改善策等） 

◎学校視察等、定期的に学校の情報を収集するなど、設置目的を達成するため適切な支援を実施していく。 
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～元気プロジェクト～ 

 

施策７ 教育現場の重視と教員の質・教育力の向上 

    ○ 教員自らが児童生徒の模範であるという使命感や責任感を持つとともに、課題探求型の学 
     習、主体的・協働的な学習などの新たな学びを展開するための実践的指導力、高度な専門 
     的知識など、指導力の向上に取り組む。 
    ○ いじめ・不登校等生徒指導上の諸課題への対応、特別支援教育の充実、外国人児童生徒へ 
     の対応、ＩＣＴの活用など、複雑かつ多様な課題に対応できるよう、教職員の研修体制の 
     充実により教員の質と教育力の向上を図る。 
    ○ 確固たる教育観と具体的な方針を有する校長のリーダーシップの下、教職員だけでなく、 
     多様な専門性を有した人材等も含めた｢チーム学校｣を確立し、教員が互いに切磋琢磨して 
     いく環境づくりを進める。 
    ○ 高等教育機関と連携した人材の育成、幅広い人間性を有する教員の採用を可能とする教員 
     採用選考の取組を推進する。 
 

 

取組(１) 熱意あふれる人間性豊かな教員の採用 

 

事業名 
教職インターンシップ 

(ちば！教職たまごプロジェクト) 
H27 予算 512 千円 

    決算 512 千円 
教職員課 

事業概要 

公立学校教員を志望する学生を対象として、年間を通して現場研修を実施することにより、教職への理解の深化と教
職に必要な資質・意欲の向上を図る。 

実施内容 ２７ ２８ ２９ ３０ ３１ 

①小学校817名、中学校214

名、特別支援学校134名

の研修生を現場で受け

入れた。 

①小学校650名程度、中学

校200名程度、特別支援

学校150名程度受け入れ

予定 

 

 

 

 

 

 

事業の効果（・実施状況 ●課題） 

・本事業に参加した学生からは、「大変勉強になった。」「教員になりたいという思いが強くなった。」などの感想を得て 

いる。学校現場からは、本事業を経験した学生が、教員のスタートをうまく切ることができているという声を得てい 

る。学生にとっても、学校現場にとっても有意義な事業である。 

今後の取組の方向性（改善策等） 

◎参加した学生、受入れる学校現場双方から高い評価を得ており、今後も学生・学校それぞれのニーズを把握し、事 

業の継続を図る。 

 

事業名 教員採用選考 H27 予算 12,395 千円 

   決算 11,203 千円 
教職員課 

事業概要 

子どもの気持ちを理解し、その目線に立って行動する態度とともに、高度な専門知識や豊かな生活体験などを踏まえ
た幅広い人間性を有する教員の採用を推進する。 

実施内容 ２７ ２８ ２９ ３０ ３１ 
①大学への積極的な広報
活動の実施 

②幅広い人材を採用する
ための特例選考の実施 

③人物重視の選考の実施 

①大学への積極的な広報
活動 

②幅広い人材を採用する
ための特例選考の工夫 

③人物重視の選考を推進
するための工夫 

 

 

 

 

 

 

事業の効果（・実施状況 ●課題） 

・大学への積極的な広報活動を実施するとともに、教授や担当者とも意見交換するように努めた結果、志願者を 7,400
名程度集めることができた。（千葉県への理解を深めることができた。） 

●人物重視の選考となるよう、面接委員等を対象とした研修会を実施しているが、優れた人物を採用できるよう、今後
も採用選考の在り方を検討していく必要がある。 

今後の取組の方向性（改善策等） 

◎人間性豊かで質の高い教員を採用していくために、学生に千葉県の魅力を伝えながら、志願者を多く集めることがで
きるようにしていきたい。また、学生を指導・助言する大学関係者への働きかけを今後一層重視して取り組む。 

◎採用選考等改善検討委員会などの各種会議を活用し、採用選考全般について絶えず見直しを図る。 
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事業名 出前講座 <再掲>16-(4) 
H27 予算 150 千円 

    決算 150 千円 
教職員課 

事業概要 

熱意ある優秀な教員を養成するため、大学等に出向き、公立学校を志望する大学生、短期大学生及び大学院生を対象

に、｢千葉県の求める教師像｣の説明等を行う｢出前講座｣の充実を図る。 

実施内容 ２７ ２８ ２９ ３０ ３１ 

①「出前講座」の実施 

北海道、東北を含めた46

大学・54講座の実施 

①「出前講座」の実施 

北海道、東北を含めた50

大学程度 

 

 

 

 

 

 

事業の効果（・実施状況 ●課題） 

・大学へは春の広報活動とともに、秋に出前講座を実施している。年２回大学との関わりをもつことにより、学生及び

大学関係者と千葉県のつながりを強化できた。 

●千葉県の採用選考を受けたい、千葉県の教員になりたいと学生に思ってもらえるような関係づくりにつながる取組を

引き続き検討する必要がある。 

今後の取組の方向性（改善策等） 

◎千葉県に関心をもってもらえるような出前講座の内容に見直す。 

◎参加者アンケートの分析等を通じ、参加者の特性やニーズの把握に努めるなどして、説明会や出前講座の充実に努め

る。 

  

＜再掲事業＞ 語学力のある教員の採用(P.60) 

 

 

 

 

 

取組(２) 信頼される質の高い教員の育成 

 

事業名 総合教育センター研修事業 <再掲>2-(1) 4-(1) 9-(1) 10-(5) 
H27 予算 19,196 千円 

   決算 14,244 千円 
指導課 

事業概要 

｢千葉県教職員研修体系｣に基づく研修事業の充実・推進、能動的な研修や地域に根ざした研修、経験年数に応じた研

修等により、信頼される質の高い教職員の育成を図る。また、｢英語担当教員の指導力向上事業｣等の研修を含め、学習

指導要領の内容に対応した授業力向上を図る。教職関係職員の資質能力の向上を図るため専門的、実践的な研修を行う。 

実施内容 ２７ ２８ ２９ ３０ ３１ 

①「千葉県教職員研修体 

系」に基づく研修事業の

実施：初任者研修、経験

者研修を含め175講座を

実施 

①「千葉県教職員研修体

系」に基づく研修事業

172講座実施 

 

 

 

 

 

 

事業の効果（・実施状況 ●課題） 

・教職員の資質能力の向上を図るため、専門的・実践的な研修を合計175講座行った。参加者の約80％の方から肯定的

な意見をいただいている。 

●研修が、学校現場で必要とされる内容であるか、また、教員の課題に応じ連続性・計画性を持った研修の運営になっ

ているか等の点検を常にチェックしながら研修を進める。 

今後の取組の方向性（改善策等） 

◎アクティブ・ラーニングに関することなど、今日的な教育課題に関する内容を取り入れるとともに、研修内容や研修

の運営について点検を行うため、研修時に参加者へアンケート調査を行い、研修講座の企画・立案・運営に役立てる。 

◎研修が、学校現場で必要とされる内容であるかなどについて、参加者の所属校管理職へアンケート調査を行い、研修

を進める。 

 
 



第５章 施策別の実施状況                                           

- 70 - 
 

 

事業名 教職員研修(小・中・高等学校) <再掲>9-(1) 9-(2) 

｢教職員研修費｣ 

H27 予算 6,741 千円の一部 

    決算 6,006 千円の一部 

指導課 

事業概要 

学習指導要領の趣旨に基づき、教育課程の適切な編成および効果的な推進のため、研究・協議を行う。また、各教科等に
おける指導上の諸問題について、研究・協議を行い、教育の改善および充実を図る。 

実施内容 ２７ ２８ ２９ ３０ ３１ 

①小中教育課程研究協議

会参加者数 

小学校4,507人、中学校

2,698人 

②教科指導員・教科研究員

連絡協議会の開催５回 

③高等学校進路指導研究

協議会327人参加 

中学校キャリア教育・進

路指導研究協議会273人

参加 

①小中学校教育課程研究 

協議会の開催 

 

 

②教科指導員・教科研究員

連絡協議会５回の開催 

③高等学校進路指導研究

協議会２回の開催、中学

校キャリア教育、進路指

導研究協議会５回の開

催 

 

 

 

 

 

 

事業の効果（・実施状況 ●課題） 

・教育課程研究協議会では、学習指導要領の趣旨に基づき、基礎基本の定着や自ら学び思考し表現する力を育てる指導法の
工夫改善に努めている提案が多く、具体的な授業実践や情報の共有等、協議の充実を図ることができた。                                       

●教育課程研究協議会の内容を学校に持ち帰り、他の教員に周知することや実践につなげることが課題である。 

今後の取組の方向性（改善策等） 

◎学習指導要領の円滑な実施のためには、教育課程研究協議会参加者だけでなく、全ての教員への周知が必要であるため、
各学校ごとの報告会、研修会を開催することを要請していく。 

 

 

 

 

事業名 子どもと親のサポートセンター研修事業 <再掲>8-(1) 17-(1) 
H27 予算 1,831 千円 

    決算 1,750 千円 
指導課 

事業概要 

子どもを取り巻く様々な課題を解決するとともに、教職員が主体的に取り組む能力及び資質を身に付けるため教育相
談等の研修の充実を図る。また県民を対象とした研修を実施し、カウンセリングに対する知識や技法を高めることで、
日常の子育てや自分の生き方に役立てる。 

実施内容 ２７ ２８ ２９ ３０ ３１ 

①教職員や保護者を対象 

とする研修 

教職員対象研修８講座

実施、464人参加。県民

を対象とした研修２講

座実施、444人参加 

①教職員や保護者を対象 

とする研修を実施・教職

員対象研修10講座、県民

を対象とした研修２講

座 

 

 

 

 

 

 

事業の効果（・実施状況 ●課題） 

・教職員対象研修では、専門性と知見をより高め、充実した研修ができた。 

・保護者対象研修では、受講した県民の満足度も高く、肯定的な意見を得ることができた。 

●喫緊の課題であるいじめや自殺問題の研修を行う必要がある。 

今後の取組の方向性（改善策等） 

◎喫緊の課題であるいじめや自殺問題に対応するため、管理職、生徒指導主事を対象とした「いじめ防止対策研修会・
児童生徒の自殺予防研修会」を実施する。また、いじめ問題対応へのリーダー育成を目的とした「いじめ問題対策集
中リーダー養成集中研修」を実施する。 

◎広報活動については、教育機関等への周知や地域新聞等の積極的な活用を進めていく。 

 
＜再掲事業＞ ちばっ子｢学力向上｣総合プラン ｢教師力トップ｣チャレンジプラン(P.39) 

       ｢私の授業レシピ(秘訣・秘伝)｣活用事業(P.42) 

       私立学校派遣研修(P.65) 

子どもと親のサポートセンター調査研究事業(P.67) 
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取組(３) 子どもの多様化に対応したきめ細かい教育の推進 

 

事業名 きめ細かな指導のための非常勤講師配置事業 
H27 予算 480,515 千円 

     決算 471,770 千円 
教職員課 

事業概要 

小・中学校に非常勤講師を派遣することにより、少人数学級や少人数指導など個に応じたきめ細かな指導の拡大、児

童生徒の学力向上や生徒指導体制の強化、学校マネジメント機能の充実を図る。 

実施内容 ２７ ２８ ２９ ３０ ３１ 

①非常勤講師の配置 

190名 

（小79名・中111名） 

①非常勤講師の配置 

169名（小・中学校） 

 

 

 

 

 

 

事業の効果（・実施状況 ●課題） 

・小中学校にきめ細かな指導等のため、169名予定のところ、190名の非常勤講師を配置し、個に応じたきめ細かな指導

ができ、不登校児童生徒数が減少するなど、学力の向上や生徒指導の充実に効果があった。 

今後の取組の方向性（改善策等） 

◎非常勤講師配置事業では、学校からの配置要望が高いことから、各学校の状況を把握するとともに、27年度の配置

状況も勘案しながら適切な配置に努める。 

 

 

 

 

 

 

 

事業名 特別非常勤講師配置事業 <再掲>4-(1) 

「興味ワクワク『体験学習』推進プラン」 

H27 予算  16,801 千円の一部 

         決算  15,083 千円の一部 

指導課 

事業概要 

各分野において優れた知識・技能を持つ人材を特別非常勤講師として配置し、教科の領域や総合的な学習の時間の一

部、クラブ活動等で、児童・生徒の興味関心や多様化に応じた授業を行うことにより、児童生徒の学習意欲向上を図

る。 

実施内容 ２７ ２８ ２９ ３０ ３１ 

① 特別非常勤講師配置事

業  

小学校323校、中学校54

校、合計377校で、総時

間5,069時間の配置（音

楽指導、水泳指導、書

写指導等） 

①特別非常勤講師配置事

業  

380 校(5,000 時間）程度

配置 

 

 

 

 

 

 

事業の効果（・実施状況 ●課題） 

・児童生徒一人一人の個性を生かす多様な教育活動の展開がなされ、学習意欲の向上につながった。 
今後の取組の方向性（改善策等） 

◎各市町村の実情等に合わせ、最大限の効果が発揮できるよう、効果的・効率的な配置を行う。 

 

＜再掲事業＞ ちばっ子｢学力向上｣総合プラン 興味ワクワク「体験学習」推進プラン(P.38) 
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取組(４) 教職員の負担軽減と学校問題解決のための支援 

 

事業名 教職員メンタルヘルス対策事業 
H27 予算 5,540 千円 

       決算 5,378 千円 
学校安全保健課・福利課 

事業概要 

｢千葉県メンタルヘルスプラン｣に基づき、神経・精神性疾患の教職員に対する対応の仕方や予防・早期発見等につい

ての研修を行うとともに、予防のための啓発等により教職員の心の健康管理と円滑な学校運営の充実を図る。 

また、メンタルヘルス対策の第一歩は、教職員が心の不調に陥る前に、それぞれが抱える不安や悩みを解消すること

が必要であることから、公立学校共済組合と連携しながら、より気軽に相談できる環境づくりを推進する。 

実施内容 ２７ ２８ ２９ ３０ ３１ 

①メンタルヘルス研修会

の開催３回447名参加、 

メンター研修会１回開

催168名参加 

②メンタルヘルス推進会

議の開催１回 

③メンタルヘルス啓発資

料を配付43,300部 

④傷害保険に、延べ83人加

入 

⑤相談事業の実施 

・教職員こころリフレッ 

 シュ相談 

・教職員悩み相談 

・教職員こころの健康相 

談 など 

①メンタルヘルス研修会開

催３回、メンター研修会

開催１回 

 

②メンタルヘルス推進会議

の開催１回 

③メンタルヘルス啓発資料

の作成・配付43,400部 

④職場リハビリテーション

障害保険加入 

⑤相談事業の実施 

・教職員こころリフレッシ

ュ相談 

・教職員悩み相談 

・教職員こころの健康相談

など 

⑥ストレスチェックの実施

（本庁等、教育機関、県

立学校） 

 

 

 

 

 

 

事業の効果（・実施状況 ●課題） 

・メンタルヘルス研修会を３回、メンター研修会を１回開催することで、各校におけるメンタルヘルス保持増進の一助

とすることができた。 

・メンタルヘルス啓発資料を配付することや教職員が相談できる日を増やし、相談窓口の拡充を図り、教職員のメンタ

ルヘルス保持増進を推進することができた。 

●28年度新規事業であるストレスチェック制度の円滑な導入に向けた準備が必要である。 

今後の取組の方向性（改善策等） 

◎新規事業であるストレスチェック制度の円滑な導入に向けて、安全衛生管理担当者合同研修会等でストレスチェック 

制度の趣旨や具体的な運用方法について再度、周知を行う。 

◎教育事務所長・教育機関長、校長会等の会議や、様々な研修の場を通じて、事業の趣旨徹底を図るなどして、引き続

き、メンタルヘルスに対する意識の啓発を図っていく。 
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事業名 多忙化対策検討会議 
H27 予算 0 千円 

    決算 0 千円 
教職員課 

事業概要 

教職員の負担軽減に繋がった事例や情報の共有化により業務の効率化が図られた事例をまとめたリーフレットの配

付など、負担軽減に向けた取組を進めることにより、子どもと向き合う時間を確保するとともに、教職員の心身にわた

る健康の保持を図る。 

実施内容 ２７ ２８ ２９ ３０ ３１ 

①多忙化対策検討会議５

回実施 

②パンフレットを作成し、

配付 

①多忙化対策検討会議の

開催（年５回程度） 

②事例集やリーフレット

の配付 

 

 

 

 

 

 

事業の効果（・実施状況 ●課題） 

・多忙化対策検討会議でこれまでの各学校における業務改善の取組の実態を把握するため、学校業務改善現状調査を実

施し、結果をとりまとめた冊子を各学校に配付した。 

●多忙化対策検討会議で作成した冊子で紹介した教職員の負担軽減のための取組について、各学校の状況に応じて、よ

り効果的に活用できる方法を検討していく必要がある。 

今後の取組の方向性（改善策等） 

◎各学校の状況に応じた業務改善を行うよう指導を行う。同時に校内の業務の精選を図るよう指導していく。 

 

 

 

事業名 学校問題解決支援対策事業  
H27 予算 500 千円 

    決算 288 千円 
教育政策課 

事業概要 

医療・法律心理などの専門家及び教育庁関係課から成る｢学校問題解決支援チーム｣会議の開催等を通じて、学校等だ

けでは解決困難な問題の解決に向けた助言等を行うことにより、教職員の負担軽減を図るとともに、校内研修用資料の

活用推進や、若手教員向けの研修の実施により、教員の学校問題解決能力の向上を図る。 

実施内容 ２７ ２８ ２９ ３０ ３１ 

①会議の開催５回 

②研修会の開催１回、144  

人参加 

③緊急の弁護士相談 

（１件） 

①会議の開催（７回程度） 

②研修会の開催（１回） 

 

 

 

 

 

 

事業の効果（・実施状況 ●課題） 

・５回の会議では、学校等が単独で解決することが極めて困難とされた事案について、弁護士、医師、臨床心理士等の 

専門家の知見を得ながら対応策を検討した。解決に向けた指導助言を行うことで、学校や教育委員会等を支援するこ 

とができた。 

●27年度の前半は、相談件数が少なかった。本チーム会議の目的や相談手順を各学校・市町村教育委員会に十分に周知

するとともに、会議にかける手続きの簡素化が課題である。 

今後の取組の方向性（改善策等） 

◎本事業の目的や相談手続等について、校長会、教頭・副校長会等の場で繰り返し説明し、活用について周知を図って 

いくとともに、手続きの簡素化について検討する。 

◎月次調査等により、各課が抱えている相談事案を情報収集し、初期対応に遅れが出ないよう進めていきたい。 

 
＜再掲事業＞ いじめ防止対策推進事業①(P.74) 

      いじめ防止対策推進事業②(P.76) 

      スクールサポーター制度（P.77） 

      地域とともに歩む学校づくり推進支援事業(学校支援地域本部)(P.107) 
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～元気プロジェクト～ 
 

  施策８ いじめ防止対策の推進 

    ○｢千葉県いじめ防止基本方針｣の下、いじめの早期発見、相談及び情報収集体制の充実、 

     学校の教職員をはじめとした人材の確保及び資質の向上等の施策を進め、管理職を中心と 

     した組織的、統合的な取組や、自尊と敬愛の心を育てる教育を充実する。 

    ○いじめ防止に向けた広報・啓発活動、特にインターネット等の適切な利用方法の周知等、 

     ネットいじめの防止に資する教育及び啓発活動を推進する。 
 

 

取組(１) いじめの予防や早期発見のための取組の推進 

 

事業名 いじめ防止対策推進事業①  <再掲> 7-(4) 8-(2) 8-(3) 8-(4) 17-(1) 

｢いじめ対策推進事業｣ 

H27 予算 600,224 千円の一部 

    決算 592,833 千円の一部 

指導課 

事業概要 

いじめの根絶を目指し、未然防止・早期発見・早期対応に向けた取組を推進する。全ての児童・生徒が安心して学校

生活を送ることのできる体制づくりを推進する。 

実施内容 ２７ ２８ ２９ ３０ ３１ 

①いじめ対策調査会の開

催１回 

 

②いじめ問題対策連絡協

議会の開催１回（専門部

会３回） 

③スクールカウンセラー   

小学校70人、中学校326 

人（うち重点校５校）、 

高等学校80人、教育事 

務所等６か所に11人配 

置 

④スクールソーシャルワ

ーカーを地区不登校等

対策拠点校に５人配置 

⑤いじめ問題対策リーダ

ー養成集中研修239名の

参加 

⑥教育相談事業 

（24時間子供SOSダイヤ

ル）等の実施 

①いじめ対策調査会開催 

４回(重大事態の調査を

行った場合を含む) 

②いじめ問題対策連絡協

議会１回(専門部会３

回) 

③スクールカウンセラー 

小学校105人、中学校326

人(うち重点校５校)、高

等学校80人、教育事務所

等６か所に11人配置 

 

④スクールソーシャルワ

ーカーを地区不登校等

対策拠点校に８人配置 

⑤いじめ問題対策リーダ

ー養成集中研修の開催 

 

⑥教育相談事業 

(24時間子供SOSダイヤ

ル)等の実施 

 

 

 

 

 

 

事業の効果（・実施状況 ●課題） 

・いじめの早期発見・早期対応に努めたことにより、いじめの認知件数が増えた。また、解決に向けた組織的な対応に 

努めたことにより、いじめの解消率が上昇した。 

・県が実施するいじめ防止等のための対策関連事業の点検評価でいただいた適切な意見を踏まえ、次年度における各事 

業の取組について、より充実したものとするための検討ができた。 

・市町村の福祉関係機関や児童相談所等、問題を抱える児童生徒の実態に応じた関係機関と連携し、支援体制について 
検討しながら対応していくことで、問題解決に向けて効果的に取り組むことができた。 

●いじめ問題に対する教職員の意識をより一層高めるとともに、対応に向けた実践力の向上を図っていく必要がある。 

●スクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカーの配置を充実させ、児童生徒の問題に応じた校内の教育相談体 

制や関係機関と連携した支援体制のより一層の充実を図る必要がある。                        

今後の取組の方向性（改善策等） 

◎いじめ問題対策リーダーの養成やスクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカーの配置を拡充し、各学校等に
おける体制の更なる充実を図る。 

◎いじめ対策調査会を中心に、重大事態発生時の対応の充実について検討する。 



                               プロジェクト Ⅱ 施策８ いじめ防止対策の推進 
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事業名 豊かな人間関係づくり実践プログラムの活用推進 <再掲>2-(4) 
H27 予算 0 千円 

    決算 0 千円 

指導課 

教育政策課 

事業概要 

「豊かな人間関係づくり実践プログラム」を各学校の実態に応じて発展させながら、教育課程に位置づけて実施できる

ように、学校訪問を通じた指導・助言により支援を行うとともに、教職員の指導力の向上を図るための研修を行う。 

実施内容 ２７ ２８ ２９ ３０ ３１ 

①指導主事会議及び学校 

訪問の際に活用につい 

て指導・助言した。 

②実施状況の調査（実施率 

小92.1%、中76.1%） 

③初任研講座の開催 

④若手教員向け研修の実 

施 小66名・中46名の 

参加 

①指導主事会議及び学校

訪問の際に活用につい

て指導・助言 

②28年度の実施状況調査 

 

 

③若手教員向け研修の実

施 

 

 

 

 

 

 

 

事業の効果（・実施状況 ●課題） 

・指導主事訪問や学校訪問を通して活用について指導・助言し、実施方法について啓発することができた。 

・小・中学校の初任教員や教員経験２年目及び３年目の教員を対象とした研修において、模擬授業を行うことにより、 

プログラムの周知及び若手教員の指導力の向上を図ることができた。 

●研修を受講した教員以外への啓発の在り方が課題である。 

今後の取組の方向性（改善策等） 

◎指導主事会議及び学校訪問で活用方法について指導・助言し、更に活用が進むように進めていく。 

◎活用方法について工夫している事例等を Web サイト上に掲載するなどして普及を図っていくとともに、学校訪問の際 

に紹介し、全ての地区で活用が促進されるよう努める。 

 
＜再掲事業＞ いのちを大切にするキャンペーン(P.48) 

学校を核とした県内 1000 か所ミニ集会(P.66) 

       子どもと親のサポートセンター調査研究事業(P.67) 

       子どもと親のサポートセンター研修事業(P.70) 
       いじめ防止対策推進事業②(P.76) 

       地域とともに歩む学校づくり推進事業(学校支援地域本部)(P.107) 

       放課後子供教室推進事業(P.108) 
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取組(２) いじめの防止等のための人材の確保と資質の向上 

 

事業名 いじめ防止対策推進事業② <再掲> 7-(4) 8-(1) 8-(3) 8-(4) 17-(1) 

｢いじめ対策推進事業｣ 

H27 予算 600,224 千円の一部 

   決算 592,833 千円の一部 

指導課 

事業概要 

公立小・中・高等学校へのスクールカウンセラー等の配置の充実を図るとともに、いじめ問題に機動的に対応できる

チームの派遣や教員の指導力向上のための研修の充実を推進することで、児童生徒が安心して学校生活が送れるように

取り組む。 

実施内容 ２７ ２８ ２９ ３０ ３１ 

①スクールカウンセラー 

小学校70人、中学校326

人（うち重点校５校）、

高等学校80人、教育事務

所等６か所に11人配置 

②スクールソーシャルワ

ーカーを地区不登校等

対策拠点校の５校に配

置 

③いじめ問題対策支援チ

ームを県立高等学校 25

校に２回ずつ、市町村立

小・中学校 25 校に１回

の派遣 

④いじめ問題対策リーダ

ー養成集中研修239人の

参加 

⑤いじめ防止対策研修会

を県内７会場で開催、管

理職1,279人が参加 

①スクールカウンセラー

小学校105人、中学校326

人(うち重点校５校)、高

等学校80人、教育事務所

等６か所に11人配置 

②スクールソーシャルワ

ーカーを地区不登校等

対策拠点校の８校に配

置 

③いじめ問題対策支援チ

ームの派遣 

 

 

 

④いじめ問題対策リーダ

ー養成集中研修開催１

回 

⑤いじめ問題対策総合研

修会を県内７会場で開

催 

⑥【新規】官民共営型教育

支援センターの在り方

などに関する調査研究 

 

 

 

 

 

 

事業の効果（・実施状況 ●課題） 

・小学校への対応、スクールカウンセラー、スーパーバイザーの派遣等、効果的に活用することができた。 

・小中高校へのスクールカウンセラーの配置、教育事務所へのスーパーバイザー配置等により教育相談体制が図られ 

た。 

・指導主事、スクールカウンセラー、スーパーバイザー、生徒指導アドバイザーそれぞれの専門性を活かし、学校への 

助言や支援を行うことができた。 

・千葉大学教授等の協力により、研修会でのより専門的な講演だけでなく、研修参加者による研究協議への助言等をし 

ていただくことができ、より一層実践的な研修内容として充実させることができた。  

・管理職を対象とし、本県の現状、国や県の施策等の説明を直接伝えることができた。 

●いじめの防止に向け、いじめ問題に対する教職員の意識をより一層高めるとともに、対応に向けた実践力の向上を図 

っていく必要がある。 

今後の取組の方向性（改善策等） 

◎本事業の周知、事前連絡や準備を強化することで、各学校のニーズに応じた研修を行うことで、教職員のいじめ対応
力の強化を図る。 

◎子どもと親のサポートセンターが主管となり、より多様な講師等の協力により、いじめ防止についての研修の更なる 

充実を図る。 

◎文部科学省の「フリースクール等で学ぶ不登校児童生徒への支援モデル事業」のうち、「教育支援センター等の設置 

促進支援」として、教育支援センター（適応指導教室）が未設置の市町村において、NPO 法人等と連携した教育支援 

センター（適応指導教室）を設置し、運営方法や児童生徒、保護者への対応についての調査研究を実施する。 
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事業名 スクール・サポーター制度 <再掲> 7-(4) 
 H27 予算 96,396 千円 

      決算 96,396 千円 
県警本部少年課 

事業概要 

スクール・サポーターは、元警察職員からなる嘱託職員であり、問題行動生徒への対応に苦慮する学校への支援をは

じめ、非行防止、健全育成及び学校の安全対策に関する各種支援活動を行う。 

実施内容 ２７ ２８ ２９ ３０ ３１ 

①中学校へのスクール・サ

ポーターを派遣し、各種

支援活動を実施 19 校 

①学校からの要請に応じ

て、スクール・サポータ

ーを派遣して、各種支援

活動を実施 

 

 

 

 

 

 

事業の効果（・実施状況 ●課題） 

・スクール・サポーター派遣校数が 26年度から３校増となった。学校内外における問題行動の沈静化を図ることがで 

きた。 

●問題解決の長期化等により、学校からの派遣要請の増加に十分な対応が図られておらず、いじめ問題を含め、問題を 

抱える学校への支援活動を拡充する必要がある。 

今後の取組の方向性（改善策等） 

◎関係部局の理解を得ながらスクール・サポーターの増員を図るなど、いじめ問題を含め、問題を抱えた学校への支援 

活動を行っていく。 

 

 

 

 

事業名 

小中生徒指導推進研究協議会 

生徒指導担当・専任指導主事合同会議 

中高生徒指導推進研究協議会 

「教職員研修費」 

H27 予算 6,741 千円の一部 

    決算 6,006 千円の一部 

指導課 

事業概要 

県内の小・中・高等学校生徒指導担当教員や管理職、教育事務所の生徒指導担当指導主事を対象に、児童生徒を取り

巻く生徒指導上の諸問題について共通理解を図る。 

実施内容 ２７ ２８ ２９ ３０ ３１ 

①小中生徒指導推進研究 

協議会は各教育事務所 

で開催、1,130 名が参加 

 

②生徒指導担当・専任指導 

主事合同会議３回実施 

 

③中高生徒指導推進研究 

協議会は各教育事務 

所・千葉市での開催、715 

名が参加 

①小中生徒指導推進研究 

協議会（教育事務所ごと

に管理職と生徒指導担

当を隔年で年１回実施） 

②生徒指導担当・専任指導

主事合同会議（年３回実

施） 

③中高生徒指導推進研究

協議会（教育事務所ごと

に年１回実施） 

 

 

 

 

 

 

事業の効果（・実施状況 ●課題） 

・喫緊の課題であるいじめ防止等のための対策をはじめ、児童生徒を取り巻く生徒指導上の諸問題への対応や生徒指導 

関係施策について、学校関係者の共通理解を図ることができた。 

●ＳＮＳ等の普及に伴い、児童生徒の人間関係が広がっており、異校種間等における連携を更に充実させる必要があ 

る。 

今後の取組の方向性（改善策等） 

◎引き続き、会議等の内容の精選に努めるとともに、小学校と中学校、中学校と高等学校、各学校と教育委員会の連携 

を図り、共有される施策や情報等が各学校等で活用されるよう一層努めていく。 

 
＜再掲事業＞ いじめ防止対策推進事業①(P.74) 
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取組(３) いじめの防止等のための啓発活動の推進 

 

事業名 いじめの防止等のための啓発活動の推進 

｢いじめ対策推進事業｣ 

H27 予算 600,224 千円の一部 

    決算 592,833 千円の一部 

指導課 

事業概要 

県が発行する広報紙やホームページによる周知のほか、児童生徒・保護者向けの資料の作成・配付など、いじめ防止

が学校、家庭、地域にとって極めて重要な課題であることを啓発するための活動を推進する。 

実施内容 ２７ ２８ ２９ ３０ ３１ 

①いじめ関連啓発資料の 

作成・配付 

いじめ防止啓発カード

744,000部 

いじめ防止啓発リーフ

レット272,000部 

②県の広報紙（県民だより

等）や Web サイトによる

啓発 

③いじめ防止啓発強化月

間の活動の充実 

 

 

④教育相談事業（24時間子

供 SOS ダイヤル）等の実

施 

⑤いのちを大切にするキ

ャンペーンの実施率

100％（千葉市を除く公

立小・中・高等学校） 

⑥自殺予防対策啓発資料

作成・配付(1,700 部) 

①いじめ関連啓発資料の 

作成・配付 

 いじめ防止啓発カード  

206,000部 

 いじめ防止啓発リーフ 

レット275,000部 

②県の広報紙や Web サイ 

トによる啓発活動 

 

③いじめ防止啓発強化月 

間（毎年 4月）における 

取組強化、Web サイトに 

よる啓発 

④24時間子供 SOS ダイヤ 

ル等の相談機関の周知 

 

⑤いのちを大切にするキ 

ャンペーンの実施 

 

 

 

 

 

 

事業の効果（・実施状況 ●課題） 

・「いじめ防止啓発カード」の県内の学校に通う全ての児童生徒への配付、県の広報紙（県民だより等）や Web サイト
により、いじめに対する考え方や相談窓口について効果的に啓発することができた。 

・通知やポスターにより、いじめ防止啓発強化月間の活動の充実を図ることができた。 

●大きな事件が起きた後、数年たってもいじめ防止への強い意志をもち、いじめ問題に取り組む気運の醸成が課題であ 

る。 

今後の取組の方向性（改善策等） 

◎滋賀県大津市で起きた事件を契機に、「いじめ防止対策推進法」「千葉県いじめ防止対策推進条例」ができて３年目を 

迎える28年度は、特に啓発に力を入れる必要がある。児童生徒、保護者、県民の関心が薄れることがないよう、引き 

続き、啓発活動を充実させていく。 

 
＜再掲事業＞ いじめ防止対策推進事業①(P.74) 

いじめ防止対策推進事業②(P.76) 
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取組(４) インターネットを通じて行われるいじめへの対策の推進 

 

事業名 青少年ネット被害防止対策事業 
H27 予算 5,496 千円 

   決算 4,952 千円 
県民生活・文化課 

事業概要 

青少年をインターネット上のトラブルや犯罪被害から守るため、ネットパトロールを実施し、各関係機関へ情報を提
供したり、インターネットの適正利用に関する啓発活動を行う。 

実施内容 ２７ ２８ ２９ ３０ ３１ 

①ネットパトロールの実 

施（642校） 

②インターネットの適正  

利用に係る講演等の実 

施（59回、16,958人） 

①ネットパトロールの実 

施（630校程度） 

②インターネットの適正 

利用に係る講演等の実 

施（100回程度） 

 

 

 

 

 

 

事業の効果（・実施状況 ●課題） 

・関係機関と連携を図り、特に問題のある書き込みについて情報提供を行うことができた。 
・ネットパトロールで得た情報を講演内容に盛り込むことにより、インターネットの適正利用について、参加者の問題 

 意識を高めることができた。 
●問題のある書き込みは依然として増加しており、インターネットの適正利用についての啓発を、更に効果的に実施す 

る必要がある。 

今後の取組の方向性（改善策等） 

◎今後も引き続き、ネットパトロールを継続し、子どもたちを見守りながら、関係機関と連携・協力し、指導や保護に
つなげてく。                                                   

◎講演の対象を広げるとともに、講演でリーフレットを活用するなど、引き続き効果的な啓発を進めていく。 

 

 

 

事業名 ネット安全教室による広報啓発活動の推進 
H27 予算 292 千円 

   決算 292 千円 
県警本部少年課・サイバー犯罪対策課 

事業概要 

学校等と連携して少年補導専門員や、サイバー犯罪対策課で運用している情報セキュリティーアドバイザー等を学校
に派遣し、インターネットを利用する上での規範意識の向上を図る。 

実施内容 ２７ ２８ ２９ ３０ ３１ 

①ネット安全教室の開催 

695 回（教職員及び学校

を対象としたものに限

る。） 

（平成 27 年１月～12 月） 

②非行防止教室等の開催 

436 回 

（平成 27 年１月～12 月） 

①ネット安全教室の開催 

 

 

 

 

②非行防止教室等の開催 

 

 

 

 

 

 

事業の効果（・実施状況 ●課題） 
〇ネット安全教室の開催により、サイバー空間の危険性やサイバー犯罪の悪質性等を周知した。 
・非行防止教室等の開催により、少年の規範意識の醸成が図られたほか、犯罪や犯罪被害に対しての正しい対応方法の 

周知やフィルタリングの普及などが図られた。 
●情報技術の向上とともに、サイバー空間における犯罪態様等が悪質・巧妙化していることから、常に最新の情勢等を  

周知させる必要がある。 

●少年を巡る問題は、凶悪・悪質な事件の発生やいじめ問題など、加害と被害の両面において深刻な状況にあることか 
ら、少年の規範意識の向上が一層求められている。 

今後の取組の方向性（改善策等） 
◎日々複雑化するサイバー空間の情報を収集して、指導する者の能力向上に努め、講話内容の充実を図っていく。 
◎少年の規範意識の向上は、犯罪の抑止のみならず、いじめを防止する上でも大きな効果が期待できることから、学校 

の理解と協力を得て、今後も積極的に実施していく。 

 
＜再掲事業＞ いじめ防止対策推進事業①(P.74) 

いじめ防止対策推進事業②(P.76) 

 



第５章 施策別の実施状況                                           

- 80 - 
 

～元気プロジェクト～ 
 

施策９ 人格形成の基礎を培う幼児教育の充実 

○子ども・子育て支援法等に基づく新たな制度が開始され、質の高い幼児教育・保育の総合的な 

提供が進められる中、幼児期の子ども一人一人の発達の状況に即した指導を適切に行うための 

環境整備や、子育て支援活動・預かり保育の充実を図る。 

○教職員に対する研修機会の充実、地域の高等教育機関と連携した人材育成に向けた取組などを 

通じて、幼児教育に携わる教職員の専門性の向上を図る。 

○幼児教育から小学校教育への移行は急激な教育環境の変化をもたらすものであることから、 

幼稚園、保育所、認定こども園と小学校が連携した取組を促進し、幼児教育から小学校教育へ 

の円滑な移行に資する取組を進める。 

 

取組(１) 教職員の専門性の向上をはじめとした幼児教育の質の向上 

 

事業名 学校教育の推進 <再掲>3-(1)  6-(3) 

｢学校教育費｣ 

H27 予算 627 千円の一部 

   決算 540 千円の一部 

指導課 

事業概要 

学校教育を充実させるため、学校教育指導の指針や幼稚園教育指導資料を作成する。また、指導主事の専門的資質・
能力の向上のため指導主事研修会を開催する。 

実施内容 ２７ ２８ ２９ ３０ ３１ 

①学校教育指導の指針  

28年度版作成 

②幼稚園教育指導資料集 

編集会議を２回開催、編 

集方針とテーマの決定、 

具体的実践例を収集 

③喫緊の教育課題に基づ 

く指導主事を対象とし 

た講演会２回 

①学校教育指導の指針 

29年度版の作成 

②幼稚園教育指導資料集 

編集会議を４回開催し、 

28年度版の資料を作成 

 

③喫緊の課題に応じた指 

導主事を対象とした講 

演会を実施 

 

 

 

 

 

 

事業の効果（・実施状況 ●課題） 

・28年度版幼稚園教育指導資料集編集会議では、実践事例を基に協議を深めたことで、より現場で活用しやすい指導資
料の作成を可能にした。 

・グローバル教育、インクルーシブ教育等、今日的な課題をテーマとし、国の最新の動向を踏まえた内容で、充実した
講演会を実施することができた。 

●限られた編集会議の中で、実践事例を基に、更なる内容の充実が課題である。 

今後の取組の方向性（改善策等） 

◎実践事例を基に、充実した内容になるように編集を進めていく。 

◎各都道府県の指導主事対象の講演の実施状況を注視するなどして、情報収集に努め、効果的な講演となるよう努める。 

 

 

事業名 子育て支援活動推進事業 <再掲>17-(1) 
H27 予算 104,180 千円 

    決算 103,200 千円 
学事課 

事業概要 

保護者に対する教育相談事業、幼児教育に関する各種講座の開催及び地域の子どもたちを対象に遊びの場を提供する
など、幼稚園の施設や教育機能を積極的に地域に開放する学校法人立幼稚園等に対し助成を行う。 

実施内容 ２７ ２８ ２９ ３０ ３１ 

①学校法人立幼稚園等に 

対する補助 168 園 

①学校法人立幼稚園等に 

対する補助を実施 

 

 

 

 

 

 

事業の効果（・実施状況 ●課題） 

・保護者に対する教育相談事業、幼児教育に関する各種講座の開催及び地域の子どもたちを対象に遊びの場を提供する 

など、幼稚園の施設や教育機能を積極的に地域に開放する学校法人立幼稚園等に対し助成した。 

今後の取組の方向性（改善策等） 

◎学校法人立幼稚園等に事業の周知を図り、引き続き、助成を行っていくことで、子育て世代を支援する体制づくりに 

貢献をしていきたい。 
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事業名 教職員研修(幼稚園等) <再掲>9-(2) 

｢教職員研修費｣ 

H27 予算 6,741 千円の一部 

   決算 6,006 千円の一部 

指導課 

事業概要 

幼稚園教育要領の趣旨に基づき、教育課程の適切な編成及び効果的な推進のため、研究・協議を行い、教育の改善及び充
実を図る。 

実施内容 ２７ ２８ ２９ ３０ ３１ 

①幼稚園等初任者研修の 

158名参加 

②千葉県第１回幼稚園教 

育課程研究協議会の開 

催(年２回）参加423名 

①幼稚園等初任者研修の 

実施 

②千葉県幼稚園教育課程 

研究協議会の開催 

 

 

 

 

 

 

 

事業の効果（・実施状況 ●課題） 

・幼稚園等初任者研修では、講義や協議、演習、実技等の研修を通して保育等の力量を高めることができた。公立幼稚園だ 

けでなく私立幼稚園や認定こども園の参加者も受け入れ、県全体の幼稚園教員の力量の向上が図られた。 

・幼稚園教育課程研究協議会は、教育課程における課題についての協議を深めたり、講話により理解を深めたりしたことで、 
各園の教育活動に生かすことができた。 

●幼稚園教育課程研究協議会では、園の状況などにより、全ての研修を受講できる参加者が限られていた。開催の方法を工
夫する必要がある。 

今後の取組の方向性（改善策等） 

◎幼稚園等初任者研修では、担当者間で協議しながら講義や実技などの研修内容の充実を図る。 
◎幼稚園教育課程研究協議会では、子育て支援課との連携や小学校への周知も検討するなど、小学校の教員や保育教諭、保 

育士など、参加者の幅を広げていく。 

 
＜再掲事業＞ 総合教育センター研修事業(P.69)        教職員研修(小・中・高等学校)(P.70) 

幼小の円滑な接続のための連携(P.81)    幼稚園における読書活動の推進(P.91) 

 

取組(２) 小学校就学前教育から初等教育への円滑な接続 

 

事業名 幼小の円滑な接続のための連携  <再掲>9-(1) 
H27 予算 0 千円 

    決算 0 千円 
指導課 

事業概要 

幼児教育から小学校教育への連続性や一貫性を確保し、学校段階間の円滑な移行を図るため、幼稚園、保育所、認定
こども園と小学校の合同研究会議や相互交流の開催、幼児と児童との様々な交流活動の実施などを通じて、小学校での
新しい生活に慣れるための取組を推進する。 

実施内容 ２７ ２８ ２９ ３０ ３１ 

①学校教育指導の指針 

27年度版を活用し、幼稚

園教諭等へ保幼小の連

携の重要性・必要性の意

識付け 

②指導主事会議における

情報交換 

③幼稚園等への訪問によ

る指導・助言 

①学校教育指導の指針 

28年度版を活用し、幼稚

園教諭等へ保幼小の連

携の重要性・必要性の意

識付け 

②指導主事会議における

情報交換や共通理解 

③幼稚園等への訪問時に

おける指導・助言 

 

 

 

 

 

 

事業の効果（・実施状況 ●課題） 

・教育課程研究協議会などにより、保幼小の連携の重要性・必要性について意識づけることができた。 

●保幼小の連携について、交流程度の取組に留まっている。 

●各市町村、学校区ごとの取組のため、地域差や学校差が見られる。 

今後の取組の方向性（改善策等） 

◎保幼小の連携について、教育課程の接続等、更に一歩進んだ連携の意義について、訪問等で指導・助言できるよう、 
指導主事の研修会において最新の情報を共有する。 

◎千葉県独自の接続プランを作成する取組を進めることで、保幼小の円滑な接続の在り方について、地域差や学校差な 

く取組が進められるようにする。 

 
＜再掲事業＞ 教職員研修(小・中・高等学校)(P.70)  

教職員研修(幼稚園等)(P.81) 
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～元気プロジェクト～ 

 

施策１０ 一人一人の教育的ニーズに応じた特別支援教育の推進 

○個別の教育的ニーズのある幼児児童生徒に対して、自立と社会参加を見据えて、その 

時点で教育的ニーズに最も的確に応える指導を提供できる、多様で柔軟な仕組みを整 

備し、連続性のある「多様な学びの場」を用意したインクルーシブ教育システムの構 

築を目指し、教育内容や指導方法の改善・充実を図る。 

○障害のある子どもに対する相談・支援体制の充実や、特別支援教育に関わる教職員の 

専門性の向上を図るとともに、外部人材をはじめとする地域の教育資源の活用や障害 

特性に応じた様々な指導の改善を図る。 

○特別支援学校の過密化の解消を進めるとともに、安全で適切な教育環境の整備、充実 

を促進する。 

 

 

 

 

 

 

取組(１) 早期からの教育相談と支援体制の充実 

 

 

事業名 総合教育センター教育相談事業<再掲>17-(1) 
H27 予算 4,884 千円 

   決算 4,703 千円 
指導課 

事業概要 

特別な教育的支援を必要とする幼児、児童、生徒、保護者及び教員等に対して、専門的な立場から養育や教育につい

て相談を実施して支援・助言を行う。また、学校等から依頼があった場合は、所員が学校等に出向き、支援の方法等に

ついての相談に応じる。 

実施内容 ２７ ２８ ２９ ３０ ３１ 

①来所相談123件の実施 

②出張相談９件の実施 

③電話相談746件の実施 

④メール相談17件の実施 

⑤嘱託医等による相談36 

件の実施 

①来所相談の実施 

②出張相談の実施 

③電話相談の実施 

④メール相談の実施 

⑤嘱託医等による相談の 

実施 

 

 

 

 

 

 

事業の効果（・実施状況 ●課題） 

・来所相談件数は26年度に比べ13件の増加であった。相談者のニーズに応じた相談を日頃より心がけていることが、相 

談件数や回数の増加につながってきていると考えられる。また、電話相談では、来所が難しい相談者等への丁寧な対 

応が、相談件数の増加につながった。 

●教育相談担当者としての、更なる専門性の向上が課題である。 

●学校や教育事務所、子どもと親のサポートセンター等の関係機関と連携し、お互いの専門性を生かした相談をすすめ 

ることが必要である。 

今後の取組の方向性（改善策等） 

◎引き続き、相談担当者として、相談者のニーズに応じて、相談者の気持ちに寄り添いながらの相談を心がけて取り組 

んでいく。 

◎教育相談に関する研修会等を充実させることで、専門性の向上を図る。 
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事業名 千葉県教育支援委員会 <再掲>17-(1) 
H27 予算 744 千円 

       決算 665 千円 
特別支援教育課 

事業概要 

障害のある幼児児童生徒への適切な就学指導・支援及び就学後のフォローアップを行う。 

実施内容 ２７ ２８ ２９ ３０ ３１ 

①県教育支援委員会の開催 

５回 

②市町村教育委員会から県 

立特別支援学校への就学 

が適当であると判断され 

た391名の幼児児童生徒 

について、調査報告及び 

意見聴取を行った。 

①県教育支援委員会の開催 

５回 

②市町村教育委員会から 

県立特別支援学校への就

学が適当であると判断さ

れた幼児児童生徒につい

て、調査報告及び意見聴

取を行う。 

 

 

 

 

 

 

事業の効果（・実施状況 ●課題） 

・年間の開催数を、26年度より１回増やしたことにより、特別支援学校に就学した児童生徒のフォローアップの機会 

を以前よりも多く確保することができ、多くの意見や助言を得ることができた。 

●特別支援学校の５校開校等により、対象児童生徒の数が大きく増加したため、より効率的かつ適切な資料の作成や会 

議運営の必要がある。 

今後の取組の方向性（改善策等） 

◎各学校が児童生徒へ行うフォローアップの機能をより充実させるための運営の工夫を図る。 

◎市町村教育委員会と県教育委員会、県教育支援委員会協力員との連携を緊密なものとすることで、より効果的かつ適 

切な委員会運営につなげる。 

 
 
 
 

事業名 早期からの教育相談・支援体制の構築 <再掲>17-(1) 
H27 予算 6,290 千円 

   決算 5,545 千円 
特別支援教育課 

事業概要 

早期からの教育相談・支援体制づくりのため、推進地域を指定して、関係部局との連携や保護者に対する相談支援の

在り方について実践研究を行う。 

実施内容 ２７ ２８ ２９ ３０ ３１ 

①柏市・市原市を推進地域 

として指定 

 

②全４回の早期相談支援 

チーム会議を開催 

 

 

③１月29日に特別支援教 

育実践発表会を開催 

 

 

④早期・相談支援・家庭生 

活Ｑ＆Ａの作成及び配 

付 

①文部科学省委託事業の 

終了に伴い、27年度で本

事業は終了 

②推進地域として指定し 

た柏市、市原市の取組成

果の他の市町村への周

知 

③研修会を通して、各市町

村における支援体制及

び個別の教育支援計画

の作成・活用の充実及び

促進 

 

 

 

 

 

 

事業の効果（・実施状況 ●課題） 

・早期相談支援チーム会議において、推進地域である柏市及び市原市の実践について大学教授や幼稚園長、心理士等か 

ら、専門的見地より助言をいただき、研究をより有意義なものにすることができた。 

・「保護者向け早期相談支援Ｑ＆Ａ②～家庭での子育てに関する情報～」及び「早期相談支援リーフレット」の作成、 

配付をすることにより、早期からの教育相談を推進することができた。 

今後の取組の方向性（改善策等） 

◎文部科学省委託事業の終了に伴い、27年度で事業は終了する。今後は、作成した保護者向け早期相談支援Ｑ＆Ａ及

びリーフレットを様々な研修会で活用する等して、早期相談支援の更なる充実を図っていきたい。 
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事業名 障害者差別解消法の周知・啓発  
H27 予算 364 千円 

    決算  346 千円 

教育総務課 教職員課 指導課 

特別支援教育課 障害福祉課 

事業概要 

障害者差別解消法の周知・啓発を図ることにより、障害のある人もない人も共に生きる社会をつくることを目指す。 

実施内容 ２７ ２８ ２９ ３０ ３１ 

①職員対応要領の作成 

②インクルーシブ教育システム

の構築のための研修の実施 

市町村指導主事・管理主事対

象に２回（７月・11 月） 

③事例集やパンフレットの作成 

①職員対応要領の施行 

②インクルーシブ教育システム

の構築のための研修の実施 

(公立学校長) 

 

③事例集やパンフレットの配付 

④周知・啓発のための研修の実

施・講師の派遣(県民・教育庁

職員・教職員) 

⑤通常の学級等に在籍する障害

のある児童生徒への合理的配

慮事例集の作成及び配付 

 

 

 

 

 

 

事業の効果（・実施状況 ●課題） 

・障害者差別解消法が平成28年４月１日から施行されることに伴い、職員が障害者に対して適切に対応するために、職 

員対応要領を定めた。 

・市町村教育委員会の特別支援教育担当指導主事及び管理主事に対する研修会を実施し、インクルーシブ教育システム 

の構築についての理解を深めることができた。 

・障害者に対する望ましい配慮や、どのようなことが差別にあたり得るかということについて、事例集を作成し、広く 

参考としていただくよう県 Web サイトに掲載した。また、障害者差別解消法に関するパンフレットを作成し関係機関 

等へ配付した。 

今後の取組の方向性（改善策等） 

◎障害者に対して適切に対応するため、障害者差別解消法に基づき作成した職員対応要領を職員へ周知し、理解を図る。 
◎平成28年４月１日より、障害者差別解消法が施行され、各公立学校での合理的配慮の提供が法的義務化となった。よ 

って、全ての公立幼・小・中・高校・特別支援学校の園長、校長を対象に研修会を実施し、各学校で適正な合理的 

配慮が提供されるよう努める。 

◎作成した事例集やパンフレットを研修会等で活用するなどして、障害者差別解消法の更なる周知、啓発を図る。 

 

取組(２) 連続性のある多様な学びの場と支援の充実 

 

事業名 特別支援アドバイザー事業 <再掲>10-(5) 
H27 予算 55,267 千円 

      決算 54,352 千円 
特別支援教育課 

事業概要 

公立の幼稚園、小中学校、高等学校の要請に応じて各学校を訪問し、幼児児童生徒一人一人の教育的ニーズに応じた

指導・支援の在り方等について、派遣先の教員、特別支援教育支援員、ボランティア等に対し、助言や援助を行う特別

支援アドバイザーを各教育事務所に配置する。 

実施内容 ２７ ２８ ２９ ３０ ３１ 

①各教育事務所に特別支 

援アドバイザー20名を 

配置、930件の派遣を実 

施   

②アドバイザー連絡会の 

実施６回 

①各教育事務所に特別支 

援アドバイザー20名を 

配置し、派遣を実施 

 

②アドバイザー連絡会は 

年６回開催 

 

 

 

 

 

 

事業の効果（・実施状況 ●課題） 

・978件の要請に対し930件の派遣を実施し、多くの学校から「指導力向上に役立った」「取り組む課題がわかった」と 

いう評価を得た。 

●派遣要請数の増加に伴い、１校あたりの長期派遣日数が少なくなってきている。派遣日数をできるだけ確保し、より 

具体的で効果的な助言援助を行う必要がある。 

今後の取組の方向性（改善策等） 

◎より具体的で効果的な派遣ができるよう、市町村教育委員会に本事業の主旨を十分に説明し、実態把握や派遣の在り

方について周知を図っていく。また、市町村教育委員会や特別支援学校、関係機関と連携を密にし、それぞれの学校

に応じて十分な助言援助ができる体制づくりを推進していく。 
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事業名 高等学校特別支援教育支援員配置事業 
H27 予算 7,940 千円 

   決算 7,611 千円 
特別支援教育課 

事業概要 

県立高等学校において、生活全般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を配置する。 

実施内容 ２７ ２８ ２９ ３０ ３１ 

①全日制支援員配置２名 

②定時制支援員配置３名 

①全日制支援員配置７名 

②定時制支援員配置１名 

 

 

 

 

 

 

事業の効果（・実施状況 ●課題） 

・特別支援教育支援員を配置し、生活上の介助や学習上の介助をすることによって、障害のある生徒の学校生活の充実 

を図ることができた。 

●より充実した支援を行うため、特別支援教育支援員に対する継続的な研修が必要である。 

今後の取組の方向性（改善策等） 

◎今後も特別支援教育支援員に対して、障害のある生徒への適切な介助及び必要な支援が行われるよう年２回の研修を

行う。 

◎障害のある生徒の合理的配慮を行うため、今後も障害の状況を十分に把握して、基本的生活習慣の確立のための学校 

生活上の介助、学習活動における介助、教室間移動等における介助などができるよう、必要に応じた特別支援教育支

援員の配置を実行する。 

 

 

 

 

 

事業名 特別支援学校のセンター的機能充実事業 <再掲>10-(3) 
H27 予算 26,585 千円 

   決算 24,786 千円 
特別支援教育課 

事業概要 

指定した推進地域内の特別支援学校に、心理学の専門家等の専門性の高い外部人材を配置し、教員の専門性を高める

とともに、地域内の小・中学校等に対するセンター的機能の充実に取り組む。 

実施内容 ２７ ２８ ２９ ３０ ３１ 

①ネットワーク連携協議 

会６回開催（葛南地区） 

 

 

 

②１月に成果報告会を開 

催 

①各地域におけるセンタ 

ー的機能のネットワー 

クの構築、地域内の小・ 

中学校や高等学校等へ 

の支援 

 

 

 

 

 

 

 

事業の効果（・実施状況 ●課題） 

・効果的な小・中学校等への支援についてネットワーク連携協議会で情報交換を行い日頃の実践に役立てた。  

・特別支援学校の教員が同行して、作業療法士、理学療法士、言語療法士等の外部人材を地域内の小・中学校等へ派遣 

し、特別支援学校のセンター的機能の一層の充実を図ることができた。その成果報告書を特別支援学校、市町村教育 

委員会へ配付し、夏の研修会で活用するように周知することができた。 

今後の取組の方向性（改善策等） 

◎作成した「成果報告書」や「外部人材活用事例集」等を Web サイト上で公開すること等により、葛南地区の実践を県 

全域に広げ、センター的機能の一層の充実を図る。 

 

＜再掲事業＞ 特別支援学校自立活動運営事業(P.88) 

特別支援学級担任指導力向上研修(P.88) 
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取組(３) 特別支援学校の整備と機能の充実 

 

事業名 特別支援学校整備事業 
H27 予算 755,995 千円 

    決算 748,376 千円 
財務施設課 

事業概要 

特別支援学校の児童生徒数の増加に伴う教室不足・過密化に対応するため、高等学校等の使用しなくなった校舎等を

活用した新設校等の整備を行う。 

実施内容 ２７ ２８ ２９ ３０ ３１ 

①県立特別支援学校整備 

計画の推進 

・湖北特別支援学校整備 

(備品整備） 

・大網白里特別支援学校 

開校、整備(備品整備) 

・矢切特別支援学校開校、 

整備(改修工事、備品整 

備) 

・船橋夏見特別支援学校 

開校、整備(備品整備) 

・飯高特別支援学校開校、 

整備(建築工事、備品整 

備) 

・習志野特別支援学校 

開校、整備(備品整備) 

・(仮称)栄特別支援学校開 

校に向けた整備(設計) 

①県立特別支援学校整備 

計画の推進 

 

 

・大網白里特別支援学校 

整備(備品整備) 

・矢切特別支援学校整備 

(備品整備) 

 

 

 

 

 

 

 

・栄特別支援学校の開校に 

向けた整備(工事、備品 

整備) 

 

 

 

 

〔栄特別支援学校の備品 

整備〕 

 

 

 

 

事業の効果（・実施状況 ●課題） 

・平成27年４月に５校を開校し、教室不足等の過密状況が緩和された。また、新たに１校分の実施設計を行い、過密状

況に対応する。 

●特別支援学校の児童生徒数の増加に伴う過密状況については、引き続き、対応が必要な地域がある。 

今後の取組の方向性（改善策等） 

◎県立特別支援学校整備計画の推進を図り、過密状況に対応する。 

 

事業名 特別支援学校スクールバス運行業務委託 <再掲>17-(3) 
H27 予算 397,000 千円 

    決算 339,947 千円 
財務施設課 

事業概要 

特別支援学校の児童生徒の通学負担を軽減するため、通学用スクールバスの運行を行う。 

実施内容 ２７ ２８ ２９ ３０ ３１ 

①特別支援学校に通学す 

る児童生徒の通学用スク 

ールバスの運行業務委託 

(車両・運転手) 

35校中31校にスクールバ

ス103台を配置 

（県保有61台、運行委託 

42台） 

①特別支援学校に通学す 

る児童生徒の通学用スク 

ールバスの運行業務委 

託 

35校中31校にスクールバ 

ス102台を配置予定 

（県保有57台、運行委託

45台） 

 

 

 

 

 

 

事業の効果（・実施状況 ●課題） 

・新設校に実質10台（新設校11台増車のうち、既設校から1台配置）、既設校に２台、県保有バスからの切替え２台を配 

置し、合せて42台を運行した。 

今後の取組の方向性（改善策等） 

◎特別支援学校スクールバス運行業務については、更なる通学負担の軽減に向けて、保護者の意見を踏まえ、関係学校 

等と協議を重ねて検討していく。 

 

＜再掲事業＞ 特別支援学校のセンター的機能充実事業(P.85) 

特別支援学校自立活動運営事業(P.88) 
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取組(４) 卒業後の豊かな生活に向けた支援の充実 

 

事業名 県立学校での障害者の雇用  
H27 予算 78,357 千円 

     決算 72,189 千円 
教職員課 

事業概要 

障害のある人を県立学校の学校技能員、調理員等の業務に係る嘱託職員として雇用し、一般企業等への就労に向けた
キャリアアップの推進を図る。また、この取組の成果を県内に発信し、市町村への普及を図る。 

実施内容 ２７ ２８ ２９ ３０ ３１ 

①県立学校に嘱託職員を 

雇用し、県障害者就業・ 

生活支援センターと連 

携。44校に45人の嘱託 

職員を雇用 

①県立学校に嘱託職員を 

雇用し、県障害者就業・ 

生活支援センターと連 

携。41校に42人の嘱託 

職員を雇用予定 

 

 

 

 

 

 

事業の効果（・実施状況 ●課題） 

・障害者嘱託を雇用している学校を対象に「障害者雇用推進連絡協議会」を開催し、キャリアアップに向けた課題や 

情報を交換した。 

今後の取組の方向性（改善策等） 

◎今まで以上に、学校間の綿密な情報交換や校内における情報共有を通じ、学校全体で障害者嘱託を支援するための校 

内体制を整備する。 

 

 

事業名 特別支援学校職業指導委嘱講師配置事業 H27 予算 3,677 千円 

   決算 3,249 千円 
特別支援教育課 

事業概要 

特別支援学校における職業教育の充実を図るため、農業、園芸、窯業、木工等様々な職種の専門家を委嘱講師として
活用し、職業に係る専門的知識・技能の習得を図る。 

実施内容 ２７ ２８ ２９ ３０ ３１ 

①県立特別支援学校24校 

で58名の専門家を配 

置、活用 

①27年度と同規模にて実 

 施 

 

 

 

 

 

 

 

事業の効果（・実施状況 ●課題） 

・外部専門家から農業やクリーニング等の職業指導を受けたことにより、より就労支援につながる専門的な技術を身に 

つけることができた。 

今後の取組の方向性（改善策等） 

◎作業学習においては、既存の内容だけではなく、より社会のニーズに応じたものを取り入れ、外部専門家による実践 

的な指導を実施する。 

 

 

事業名 キャリア教育・就労支援等の充実事業 
H27 予算 2,833 千円 

   決算 2,539 千円 
特別支援教育課 

事業概要 

研究指定校１校を指定し、高等学校における発達障害やその可能性のある生徒の職業的自立に向けたキャリア教育の
充実についての実践研究を行う。 

実施内容 ２７ ２８ ２９ ３０ ３１ 

①運営協議会３回開催 

②キャリア講演会 

２回実施 

③職員研修会３回開催 

④実践発表会１回開催 

①運営協議会開催３回 

②キャリア講演会 

３回実施 

③職員研修会５回開催 

④実践発表会１回開催 

 

 

 

 

 

 

事業の効果（・実施状況 ●課題） 

・３回の運営会議では、ハローワーク、職業総合センター、特別支援学校等の方々から就職支援コーディネーターの役 

割や関わり方、ソーシャルスキルトレーニングの授業方法等についての指導・助言を得ながら研究指定事業の実施に 

あたることができた。 
●地域におけるネットワーク体制を更に深めていくこと、また、就労に向けてのスキルトレーニングの機会を増やすこ 

とが課題である。 

今後の取組の方向性（改善策等） 

◎高等学校における障害のある生徒の就労支援に向けて、特別支援学校での実践が有効であることを、校長会、教頭・ 

副校長会等の場で繰り返し説明し、指定校の取組について周知を図っていく。 
◎高等学校に対して特別支援学校の就労支援に係る協議会への参加の案内を行う。 

◎運営協議会において、研究指定校におけるソーシャルスキルの指導や職業体験等の機会の一層の拡大を図る。 

 
＜再掲事業＞ さわやかちば県民プラザ学習・研修事業(P.56) 
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取組(５) 特別支援教育に関する教員の専門性の向上 

 

事業名 特別支援学校自立活動運営事業 <再掲>10-(2) 10-(3) 
H27 予算 1,570 千円 

   決算 1,130 千円 
特別支援教育課 

事業概要 

特別支援学校の児童生徒の視覚、聴覚、認知、行動、運動障害の改善を目指し、専門の医師及びその他の専門家の指
導助言を受ける中で、教員が児童生徒の特性に合わせたより専門的な指導・支援ができるようにする。 

実施内容 ２７ ２８ ２９ ３０ ３１ 

①医師、理学療法士等を講 

師として招聘し、県立特 

別支援学校25校で研修 

会を実施 

②児童生徒の眼科精密検 

査や視覚機能訓練等を 

千葉盲学校で実施 

①専門家を招聘しての研 

修会を県立特別支援学 

校34校で実施予定 

 

②児童生徒の眼科精密検 

査や視覚機能訓練等を 

千葉盲学校で実施予定 

 

 

 

 

 

 

事業の効果（・実施状況 ●課題） 

・歯科医師等による摂食指導の研修会や、言語指導の研修会を実施することにより、教員の日頃の指導内容に生かすこ 

とができた。 
・眼科精密検査や視能訓練等を行うとともに、医療的教育相談にも応じることで、視覚障害教育のセンター的役割を担 

う盲学校の専門性を高めることができた。 

●全ての学校において、本事業に係る研修を実施することが課題である。 

今後の取組の方向性（改善策等） 

◎全校が研修体制をとることができるよう、この事業による研修を実施していない特別支援学校に周知していく。 

 

事業名 医療的ケア担当者の専門性向上研修事業 
H27 予算 638 千円 

    決算 620 千円 
特別支援教育課 

事業概要 

特別支援学校が安全で確実な医療的ケアを実施できるように、医療的ケアを担当する教員及び特別非常勤講師（看護
師）に対し、基本的な知識・技術及び援助の方法について、医師等を講師にして研修会を実施する。 

実施内容 ２７ ２８ ２９ ３０ ３１ 

①特別非常勤講師（看護

師）研修会２回開催  

②基本研修の２回開催 

③医療的ケア実施校連絡

協議会３回開催 

①特別非常勤講師(看護 

師)研修会２回開催 

②基本研修２回開催 

③医療的ケア実施校連絡 

協議会３回開催 

 

 

 

 

 

 

事業の効果（・実施状況 ●課題） 

・特別非常勤講師（看護師）研修会や基本研修の回数を増やしたことにより、より多くの教職員に研修を受講させるこ 

とができた。 
●医療的ケアを必要とする児童生徒の増加に対応するため、特別非常勤講師（看護師）や喀痰吸引の研修を必要とする 

教員の人数の増加が見込まれるため、研修回数等の見直しが課題である。 

今後の取組の方向性（改善策等） 

◎特別非常勤講師（看護師）研修会においては、研修回数を増やすことができるように病院との連携強化を図る。 

◎基本研修においては、必要とされる教員に対応できる研修会の開催となるよう、研修会場等の見直しを図る。 

 

事業名 特別支援学級担任指導力向上研修 <再掲>10-(2) H27 予算 114 千円 

    決算 112 千円 
特別支援教育課 

事業概要 

特別支援学級の担任教員に対し、教育課程の編成の仕方や学級経営等についての研修を行い、指導力の向上を図る。 

実施内容 ２７ ２８ ２９ ３０ ３１ 

①小学校の部と中学校の 

部に分けて研修会を各 

１回開催計２回実施、参 

加者小学校48名、中学 

校41名 

①研修対象者を特別支援学級経 

験８年未満の教職員まで拡大 

し、各教育事務所推薦の小・ 

中学校 各10名、計100名によ

る研修を各１回計２回実施 

 

 

 

 

 

 

事業の効果（・実施状況 ●課題） 

・小学校の部１回、中学校の部１回、計２回の研修を実施し、個々に応じた適切な教育課程の編成や学級経営の在り方
等について理解深化を図り、実践力を向上することができた。 

●各地区の特別支援学級担任の経験年数の違いにより、研修参加者が予定よりも少なくなった。 

今後の取組の方向性（改善策等） 

◎研修対象者を特別支援学級経験８年未満の教職員まで拡大することでより多くの担任の指導力の向上を図っていく。 

 
＜再掲事業＞ 総合教育センター研修事業(P.69)   特別支援アドバイザー事業(P.84) 
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～元気プロジェクト～ 
 

施策１１ 読書県｢ちば｣の推進 

   ○第３次の｢子どもの読書活動推進計画｣に基づき、読書県｢ちば｣を推進し、学校や家庭、 

図書館、ボランティア等が連携し、乳幼児期から読書に親しむ機会の充実、子どもが 

自主的に読書に親しむことができる環境の整備、子どもの読書活動の普及啓発を行う。 

 

 

 

取組(１) 家庭や地域における子どもの読書活動の支援 

 

事業名 子どもの読書活動推進事業（一部 11-(2)(3)） 
H27 予算 837 千円 

   決算 694 千円 
生涯学習課 

事業概要 

子どもの不読率の改善や、市町村の｢子どもの読書活動推進計画｣策定率向上等の課題解決に向け、｢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｣を基本理念に、子どもの読書活動の更なる推進を図る。 

実施内容 ２７ ２８ ２９ ３０ ３１ 

①子どもの読書活動啓発

リーフレットの作成

105,000 部 

②「千葉県子ども読書の集

い」の開催(参加163名) 

③「千葉県子どもの読書活

動推進計画（第３次）」 

（概要版）の作成 5,000 

部 

①子どもの読書活動啓発 

リーフレットを使った 

啓発活動 

②「千葉県子ども読書の集 

い」の開催(１回) 

③「公立図書館と学校の連 

携を図るための研修会」 

の実施（１回） 

 

 

 

 

 

 

事業の効果（・実施状況 ●課題） 

・「子ども読書の集い」は、参加者アンケートの回答から、「読書活動の意義や重要性についての理解と関心が高まっ 

た」の回答が 96.9％となり、内容の工夫を図った成果が得られた。 

・乳幼児からの読書活動の重要性の啓発と読書活動の推進を継続的に行ってきたことで、自治体のブックスタート事業 

（関連実施を含む）の新規実施が１増で、県内49市町村となった。 

●「公立図書館と学校の連携を図るための研修会」は、図書館と学校の実践発表及び効果的な連携のための講演を行い、 

前年の参加者数から大幅に増加し、215名の参加があった。しかし、中学校・高校の参加者が少ない点が課題である。 

今後の取組の方向性（改善策等） 

◎子どもの読書活動啓発リーフレットの配付は、３歳児及び小学 1年生の保護者に継続的に配付しており、県民に周知 

されてきている。今後は、乳児期からの読み聞かせに活用できるように、ブックスタート事業と関連させた、０歳児 

対象の保護者への配付への展開を検討していく。 

◎「公立図書館と学校の連携を図るための研修会」では、効果的な連携の在り方や具体的な取組事例を紹介し、図書館 

の機能及び連携の強化を継続して進めていく。開催に当たっては、図書館と学校の連携の必要性の啓発を、より一層 

行い、公立図書館及び学校関係の参加者の増加を図る。とりわけ、中学校・高等学校職員への参加呼びかけの強化や、 

学校司書や学校図書ボランティア等にも参加対象を広げるなどの工夫をする。研修会では、効果的な連携の在り方や 

具体的な取組事例を紹介し、図書館の機能及び連携の強化を継続して進めていく。 
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事業名 母子保健指導事業 <再掲>15-(1) 
H27 予算  0 千円 

       決算  0 千円 
児童家庭課 

事業概要 

地域の子育て支援を担う、市町村の母子保健事業従事者や母子保健推進員を通じて、家庭における読み聞かせや読書

の大切さについて理解を促す。 

実施内容 ２７ ２８ ２９ ３０ ３１ 

①市町村母子保健担当者

会議で読み聞かせの重

要性を伝える家庭教育

リーフレットの活用促

進を図った。 

①市町村母子保健担当者 

会議で読み聞かせの重 

要性を伝える家庭教育 

リーフレットの活用促 

進 

 

 

 

 

 

 

事業の効果（・実施状況 ●課題） 

・県が実施する市町村等母子保健担当者会議において、家庭教育リーフレットを紹介することで、広く情報提供ができ 

た。 

今後の取組の方向性（改善策等） 

◎引き続き、市町村等母子保健担当者会議で紹介していく。 

 

＜再掲事業＞ さわやかちば県民プラザ交流事業(P.56) 

｢親力アップいきいき子育て広場｣事業(P.104) 

放課後子供教室推進事業(P.108) 

 

 

 

 

取組(２) 学校等における読書活動の充実 

 

事業名 学校図書館の有効な活用方法に関する調査研究  
H27 予算  0 千円 

       決算  0 千円 
指導課 

事業概要 

「ちばっ子『学力向上』総合プラン 確かな学びの礎(いしずえ)プラン」の一部として、学校図書館の機能の充実を

図り、児童生徒の自発的・主体的な学習活動の促進や教員のサポート機能の強化等、学校図書館の有効な活用方法等に

関する実践的な調査研究を進める。 

実施内容 ２７ ２８ ２９ ３０ ３１ 

①推進地域(柏市)及び実 

践協力校15校(小学校５ 

校、中学校５校、高等 

学校５校)を指定。指導 

主事が15校全てを訪問 

11月に推進地域を会場

に研修会を実施(参加

者：近隣小中学校28名、

実践協力校17名、推進地

域63名) 

①推進地域(白井市)及び 

実践協力校15校を指定

し、学校図書館の有効な

活用方法等に関する実

践的な調査研究の推進 

11月に推進地域を会場

に研修会を実施 

 

 

 

 

 

 

事業の効果（・実施状況 ●課題） 

・確かな学びの早道｢読書｣事業の実践協力校の取組を実践記録集としてまとめ県内に周知するとともに、Web 配信する 

など、優れた学校図書館の活用事例の情報提供を行うことができた。 

●学校図書館の活用事例などについて資料提供を行い、学習意欲の向上に結び付くよう更に努める必要がある。 

今後の取組の方向性（改善策等） 

◎学校図書館の学習センター及び情報センターとしての活用に関する事例を収集するとともに、推進地域における研修 

会の運営を工夫し内容充実に努める。 

 



                              プロジェクト Ⅱ 施策１１ 読書県「ちば」の推進 
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事業名 優良・優秀学校図書館の認定等環境整備事業 
H27 予算 0 千円 

       決算 0 千円 
指導課 

事業概要 

「ちばっ子『学力向上』総合プラン 確かな学びの礎(いしずえ)プラン」の一部として、県独自の学校図書館自己点

検表を活用して、小・中学校の学校図書館の整備(物的・人的環境、活用状況、外部との連携等)状況について調査し、

基準を超えた学校図書館を優良又は優秀学校図書館に認定する。 

実施内容 ２７ ２８ ２９ ３０ ３１ 

①優良学校図書館は、新た 

に小学校11校、中学校 

24校を認定 

優秀学校図書館は、新た

に小学校67校、中学校14

校を認定 

 

①小・中学校の学校図書館 

を優良又は優秀学校図

書館に認定(新たに優良

学校図書館小学校10校、

中学校20校程度、優秀学

校図書館小学校20校、中

学校10校程度認定) 

 

 

 

 

 

 

事業の効果（・実施状況 ●課題） 

・自校の学校図書館の状況を確認し、蔵書等の物的環境や学校図書館の活用等について改善を図る学校が増えたことに 

より、優良・優秀図書館に認定される学校数がそれぞれ増加した。 

●優良・優秀学校図書館の更なる拡大を図る必要がある。 

今後の取組の方向性（改善策等） 

◎27年度の事業から、優良・優秀学校図書館に認定されない要因を明らかにして、啓発活動に生かす。 

◎学校図書館の学習センター及び情報センターとしての活用に関する事例を収集するとともに、優良・優秀学校図書館

に結び付く学校図書館の活用事例の情報提供に努めることで、優良・優秀学校図書館の拡大に努める。 

 

 

 

 

 

事業名 幼稚園における読書活動の推進 <再掲>9-(1) 
H27 予算  0 千円 

       決算  0 千円 
指導課 

事業概要 

幼稚園において、幼児に対する読み聞かせの大切さについての理解を図る。 

実施内容 ２７ ２８ ２９ ３０ ３１ 

①初任研の県教育施策の 

説明の中で意義につい

て触れたり、保育参観の

際に実践の参観を行う

等して実施した。 

①研修会や指導主事訪問 

等を活用して、読書活動

や読書環境づくりを推

進する。 

 

 

 

 

 

 

事業の効果（・実施状況 ●課題） 

・初任研における意義の説明と保育参観により、読み聞かせの大切さについて理解を深めることができた。 

●園での取組の状況についての把握に努め、各園が必要とする情報の提供をする必要がある。 

今後の取組の方向性（改善策等） 

◎研修会では、協議形式にして情報交換を行ったり、指導主事訪問等で実態に即した助言を行ったりして、読書活動や 

読書環境づくりを進めていく。 

 
＜再掲事業＞ ちばっ子｢学力向上｣総合プラン 確かな学び礎(いしずえ)プラン(P.37) 

       子どもの読書活動推進事業(P.89) 
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取組(３) 図書館における読書活動の充実 

 

事業名 公共図書館等職員研修事業 <再掲>1-(1) 
H27 予算 169 千円  

   決算 169 千円 

 

生涯学習課 

事業概要 

多様化・高度化する県民の学習要求に応えるため、公共図書館等職員を対象に専門分野別等に分けた研修を実施して、
専門的知識や技術の向上を図る。 

実施内容 ２７ ２８ ２９ ３０ ３１ 

①図書館長研究協議会  
１回 40人参加 

②公共図書館中堅職員研 
修会１回  27人参加 

③児童サービス基礎研修 
会４回 延べ240人参加 

④地域行政資料研修会  
１回 23人参加 

⑤レファレンス研修会  
２回  83人参加 

⑥課題解決支援サービス 
研修会４回 109人参加 

⑦障害者サービス研修会 
２回 51人参加 

①図書館長研究協議会  
１回 

②公共図書館中堅職員研 
修会１回 

③児童サービス基礎研修 
会４回 

④地域行政資料研修会  
１回 

⑤レファレンス研修会 
 ２回 
⑥課題解決支援サービス  
研修会４回 

⑦障害者サービス研修会  
２回 

 

 

 

 

 

 

事業の効果（・実施状況 ●課題） 

・県内公共図書館職員研修を各種専門分野別に分けるとともに、初任、中堅、館長等の対象者別に分けて実施すること 

により、専門的知識や技術の向上が図ることができた。 
●市町村の担当職員数等の状況により、遠距離の会場での研修会へは参加ができない場合があるので、開催場所等の検 

討が必要である。 

今後の取組の方向性（改善策等） 

◎県立図書館３館で同一内容の研修を実施したり、市町村立図書館を研修会場として借用したりするなど、遠隔地の職 

員が参加しやすい環境づくりを図っていく。 

 

事業名 図書館管理事業 <再掲>1-(1) 13-(2) 16-(3) 
H27 予算 333,479 千円 

     決算 325,506 千円 
生涯学習課 

事業概要 

県立図書館は、県内の中核的な図書館として、その役割を強化するとともに、県民に身近な市町村立図書館サービス
や学校図書館ネットワークを様々な形で支援し、県内全体の読書活動の充実に努める。また、県立図書館による、学校
図書館の運営上の相談や司書等の派遣、児童や生徒に役立つ資料・情報の蓄積・提供を通して、子どもの読書活動の充
実を支援する。 

実施内容 ２７ ２８ ２９ ３０ ３１ 

①千葉県資料や県民の役 
に立つ資料受入冊数 
18,487 冊 

②子どもの読書活動推進 
センター機能の充実 
 
 

③読み聞かせボランティ 
ア入門講座２回97人 

④録音図書の貸出11,262 
タイトル 

⑤図書館ネットワークに 
よる資料貸出冊数 

       205,528冊 
  

①千葉県資料や県民の役 
に立つ資料・情報の蓄
積・提供 

②子どもの読書活動推進
センター機能の充実及
び市町村立図書館の支
援強化 

③読み聞かせボランティ
ア入門講座２回 

④障害者等への支援充実
として録音図書の貸出 

⑤図書館ネットワークに
よる県立図書館の機能
の充実 

⑥中央図書館施設の安全
対策 

 

 

 

 

 

 

事業の効果（・実施状況 ●課題） 

・子どもの読書活動推進センターを設置したことにより、市町村立図書館及び学校図書館の支援並びに関係各機関との 

連携の強化が図れた。 
●子どもの読書活動推進センターは既存の組織内での取り組みとして設置されているため、新規事業を立ち上げる際に 

は新たな要員の検討が必要である。 

今後の取組の方向性（改善策等） 

◎県立図書館全体で事業の進捗が図れるよう、県立３館の調整を図るとともに、本庁の関係各課との連携・協力体制を 

検討し、「読書県ちば」として、全庁的な取り組みができるよう気運の醸成を行っていきたい。 

 
＜再掲事業＞ 子どもの読書活動推進事業(P.89) 



        プロジェクト Ⅱ 施策１２ フェアプレーの精神を育て、楽しさや感動を分かち合うスポーツの推進 
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～元気プロジェクト～ 
 
 

施策１２ フェアプレーの精神を育て、楽しさや感動を分かち合う 

スポーツの推進 

 
     ○｢するスポーツ｣、｢みるスポーツ｣、｢ささえるスポーツ｣といった優れたスポーツ環境 

を引き継ぎつつ、全ての県民がスポーツに親しみ、スポーツの楽しさや感動を分かち 

合いながら、健康で活力ある生活を送り、互いに支え合う「スポーツ立県ちば」実現を 

目指す。 

○子どもたちがスポーツに主体的に取り組む態度、フェアプレーの精神や克己心などを 

 養うとともに、スポーツ環境の整備や東京オリンピック・パラリンピック等を見据えた 

 選手の育成、指導者の養成など、競技力向上のための取組を推進する。 

○県内に多数あるプロ、アマチュアのスポーツチームや選手と連携して、子どもたちが 

 トップアスリートと交流する機会を充実させるなど、スポーツへの意識向上に向けた 

取組を実施する。 
 

 

 

 

 

取組(１) ｢するスポーツ｣・｢みるスポーツ｣・｢ささえるスポーツ｣の推進 

 

事業名 生涯スポーツ指導者養成・活用事業 
H27 予算 834 千円 

   決算 553 千円 
体育課 

事業概要 

スポーツ指導者の養成やスポーツ指導者の資質向上のため、講習会等を開催する。 

実施内容 ２７ ２８ ２９ ３０ ３１ 

①千葉県社会体育公認指 

導員28名養成 

 

②千葉県スポーツリーダ 

ー15名養成 

①千葉県生涯スポーツ公 

認指導員等養成講習会

の開催 

②千葉県スポーツリーダ

ー養成講習会等の開催 

 

 

 

 

 

 

事業の効果（・実施状況 ●課題） 

・講習会実施の方法を Web サイトでの広報や、直接クラブへの郵送で案内したことで、社会体育公認指導員28名、ス 

ポーツリーダー15名を養成することができた。 

●受講者から、資格名がわかりにくいという声が上がっていた。資格名を整理し、県民へわかりやすくする必要があ 

る。 

今後の取組の方向性（改善策等） 

◎要綱を改正して資格名を「千葉県生涯スポーツ公認指導員」と変更し、よりわかりやすいものにする。また、既に 

資格を持っている方については資格内容については変更がないことを周知する。 

◎より多くの公認指導員を養成していくため、広報活動を充実させていく。 
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事業名 ちばアクアラインマラソン事業 <再掲>12-(2) 
H27 予算 46,000 千円 

    決算 44,425 千円 
体育課 

事業概要 

スポーツを通じた健康増進や体力向上の促進と、千葉県が有する様々な魅力の発信のために、東京湾アクアライン
を活用した｢ちばアクアラインマラソン２０１６｣を平成28年10月23日（日）に開催。 

実施内容 ２７ ２８ ２９ ３０ ３１ 

①大会要項の決定 

②ランナー募集要項の決定 

 

 

③ランナー募集イベントの 

実施 

 

①ランナー募集実施 

 フルマラソン12,000人 

 ハーフマラソン・車いす 

ハーフマラソン5,000人 

②大会周知等の事前イベン 

ト実施 

③大会開催(平成28年10月 

23日)ちばアクアラインマ 

ラソン２０１６の開催 

 

 

 

 

 

 

事業の効果（・実施状況 ●課題） 

・２回の実行委員会総会において、大会要項及び募集要項並びに28年度の事業計画・予算を決定し、大会開催への 

準備を進めた。 
●十分な大会周知を図るとともに大会運営員（ボランティア）の確保が重要と考えている。 

今後の取組の方向性（改善策等） 

◎関係機関や市町村との密接な連携・協力を図ることで、「ちばアクアラインマラソン２０１６」の円滑な開催を図 

る。 
◎時宜をとらえ、テレビやラジオ・新聞を活用した広報、また他のキャンペーンやイベントと連携した効果的な盛り 

上げ方策などを検討していく。 
◎ボランティアについては、関係機関との連携や広報活動を行うことに加え、インターネットでの募集を行う。 

 

 

 

事業名 
総合スポーツセンター武道館空調設備整備事業 

<再掲> 施策 12-取組(2) 
H27 予算 11,319 千円 

    決算 11,318 千円 
体育課 

事業概要 

東京オリンピック・パラリンピックのキャンプ誘致を進めるに当たって、新たに空調設備の整備を行う。 

実施内容 ２７ ２８ ２９ ３０ ３１ 

①【新規】総合スポーツセ

ンター武道館空調設備

（実施設計） 

①総合スポーツセンター

武道館空調設備 

 (１期工事) 

 

 

 (２期工事) 

 

 

 

 

 

 

事業の効果（・実施状況 ●課題） 

・総合スポーツセンター武道館空調設備の実施設計を実施することができた。 

今後の取組の方向性（改善策等） 

◎適正なスケジュール管理を行い、平成29年３月末までに第１期工事を完了する。 

 
 
 

事業名 
総合スポーツセンター野球場耐震・大規模改修事業  

<再掲>12-(2) 
H27 予算  0 千円 

    決算 0 千円 
体育課 

事業概要 

老朽化し、耐震性の不足する総合スポーツセンター野球場について、耐震改修等を行うとともに、施設機能を充実
させるために必要な改修を行う。 

実施内容 ２７ ２８ ２９ ３０ ３１ 

①【新規】総合スポーツ

センター野球場耐震・

大規模改修 

(基本設計) 

①総合スポーツセンター

野球場耐震・大規模改

修 

 （基本設計） 

 

 

 

(実施設計) 

 

 

 

(工事) 

 

 

 

（工事） 

事業の効果（・実施状況 ●課題） 

・総合スポーツセンター野球場耐震・大規模改修に係る基本設計に着手した。 

今後の取組の方向性（改善策等） 

◎31年度の工事完成に向け、適切な事業進捗を図る。 
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事業名 ちば夢チャレンジ☆パスポート・プロジェクト <再掲>4-(3) 
H27 予算 0 千円 

   決算 0 千円 
体育課 

事業概要 

トップアスリートの卓越したパフォーマンスを観戦し、スポーツの魅力に触れてもらうことに加え、練習見学、ダ

ンス発表、スタッフ体験などを通じたキャリア教育体験の場を提供する。 

実施内容 ２７ ２８ ２９ ３０ ３１ 

①ロッテマリーンズ公式

戦に約20,000組の小学

生・保護者を招待 

(８～９月) 

②千葉ジェッツ公式戦に

約4,500組の小学生・保

護者を招待(３～４月) 

①ロッテマリーンズ公式

戦観戦体験招待(小学

生・保護者） 

 

②千葉ジェッツの公式戦

観戦体験招待 (小学

生・保護者） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業の効果（・実施状況 ●課題） 

・千葉ロッテマリーンズと連携し、20,000組の児童と保護者がプロ野球選手のプレーをスタジアムで観戦するととも

に、球場施設やゲーム運営の舞台裏見学、スタジアム・スタッフ体験等を実施することができた。 

・新たに千葉ジェッツと連携し、約4,500組の児童と保護者を公式戦に招待するとともに、スタッフ体験を実施する

ことができた。 

今後の取組の方向性（改善策等） 

◎提供スポーツ種目や実施内容を拡大させ、「みる」「ささえる」スポーツを一層推進し、スポーツ振興を図る。 

 
 
 

事業名 新規オリンピック・パラリンピック普及・教育推進事業 
H27 予算 15,000 千円 

      決算 14,958 千円 

政策企画課 

教育政策課 

事業概要 

本県で開催されるオリンピック・パラリンピック競技について、県民の競技に対する理解を深めるとともに、競技

人口の増加を図るため、県内の競技団体の協力をもとに、体験イベント等を実施するとともに、県内公立中学校にお

いて、中学２年生対象のＪＯＣオリンピック教室を実施する。 

実施内容 ２７ ２８ ２９ ３０ ３１ 

27年度9月より「オリンピ 

ック・パラリンピック競

技の普及・振興事業」 

①本県開催競技の普及・

振興イベントの実施

（レスリング、フェン

シング、テコンドー） 

②ＪＯＣオリンピック教

室の実施１校 

①本県開催競技の普及・

振興イベントの実施 

・フェンシング、テコン

ドー、レスリング教室 

・シッティングバレーボ 

ール、ゴールボール体 

験会 

②ＪＯＣオリンピック教

室の実施 

③オリ・パラ教育の検討 

 

 

 

 

 

 

事業の効果（・実施状況 ●課題） 

・レスリング、フェンシング、テコンドーの普及・振興イベントを開催するとともに、ＪＯＣオリンピック教室を試

行的に実施した。 

●2020 年に向けた機運を醸成していくためには、県内各地で普及・振興イベントを開催していく必要がある。また、

パラリンピック競技はオリンピック競技に比べ認知度が低いことから、県内開催が決まった４競技の普及・振興を

進めていく必要がある。 

今後の取組の方向性（改善策等） 

◎28年度はオリンピック３競技に加え、新たにパラリンピック４競技の体験会等を開催するとともに、ＪＯＣオリン

ピック教室の実施校数を増やす等、大会機運の醸成に向けて取組を拡充する。 

 
＜再掲事業＞ 東京オリンピック・パラリンピックアスリート強化・支援事業(P.96) 
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取組(２) 人々に夢と感動を与える競技力の向上 

 

事業名 県民体育大会開催事業 
H27 予算 6,300 千円 

   決算 6,300 千円 
体育課 

事業概要 

県民の健康増進と体力の向上を図りながら、県内各地でスポーツを振興し、地域文化の発展に寄与するとともに、
県民生活を明るく豊かなものにする。 

実施内容 ２７ ２８ ２９ ３０ ３１ 

①県民体育大会開催 

39競技、9,271名参加 

①県民体育大会の開催 

39競技、約9,500名参加 

 

 

 

 

 

 

事業の効果（・実施状況 ●課題） 

・県内33郡市の代表9,271名により、39競技（冬季・夏季・秋季）を開催し、県民生活を豊かにすることに貢献でき 

た。 
●千葉国体開催地を中心に各競技会が開催されているが、交通事情や施設面において、見直しの要望があることや、 

人口の多い千葉市が上位入賞に定着していることなどにより、参加形態の検討が課題である。 

今後の取組の方向性（改善策等） 

◎千葉県体育協会と連携・協力の下、千葉県民体育大会代表者会議や県民スポーツ委員会等で、各地域団体や各競 

技団体と、課題の解決・改善に向けて検討を進めていく。 

 

 

 

事業名 
東京オリンピック・パラリンピックアスリート強化・支援事業 

<再掲>12-(1) 

H27 予算 100,000 千円 

   決算  99,998 千円 
体育課 

事業概要 

東京オリンピック・パラリンピックに千葉県出身選手を１人でも多く輩出するため、ジュニア世代の選抜選手と障
害者スポーツ選手の競技力を強化する取組に助成を行なう。 

実施内容 ２７ ２８ ２９ ３０ ３１ 

①オリンピックについて 

は、特別強化選手126名 

基礎強化選手218名、13 

団体を指定し、遠征費 

や競技用具費等を助成 

②パラリンピックについ 

ては、特別指定選手40 

名、基礎強化選手50名、 

３団体を指定し、遠征 

費や競技用具費等を助 

成 

③障害者競技組織の体制 

整備や競技体験会の実 

施 

①オリンピックについて 

は、指定選手・団体に対

し、千葉県競技力向上推

進本部を通して、遠征費

や競技用具費等を助成 

②パラリンピックについ

ては、指定選手・団体

に対し、千葉県障がい

者スポーツ協会を通し

て、遠征費や競技用具

費等を助成 

③障害者の競技組織の体

制整備や競技体験会の

実施 

 

 

 

 

 

 

事業の効果（・実施状況 ●課題） 

オリンピック部分 

・海外遠征や国内遠征、強化合宿等の事業が数多く実施され、強化が図られた。 

●強化選手の競技間バランスと選手の絞り込みが課題である。 

パラリンピック部分 

・海外遠征によるランキングポイントの獲得や競技用具の整備による競技力向上等、成果がみられた。 

●障害者競技体験会の周知が課題である。 

今後の取組の方向性（改善策等） 

◎オリンピックについては、競技間バランスと選手の絞り込みについて、今後検討を進めるとともに、事業実施から
３年目を迎え、特別強化指定選手への支援充実を図る。 

◎パラリンピックについては、県障がい者スポーツ協会内にある競技団体の窓口を、更に整備・拡充する。 

◎普通学校や特別支援学校に対し、競技体験会などの周知を図り、選手の発掘に努める。 

 

＜再掲事業＞ ちばアクアラインマラソン事業(P.94) 
       総合スポーツセンター武道館空調設備整備事業(P.94) 

       総合スポーツセンター野球場耐震・大規模改修事業(P.94) 
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～元気プロジェクト～ 
 
 

施策１３ ちば文化の継承と新たな創造 

 
     ○県民が質の高い文化芸術や、日本の伝統文化に触れ、親しむ機会の充実に向けた環境づく 

りを進める。 

○学校における地域の伝統文化等についての学習活動の充実に向けた支援や、地域の文化財 

について理解を促す取組を通じて、文化財の適切な保存・継承を行う。 
 

 

取組(１) 文化にふれ親しむ環境づくり 

 

事業名 博物館振興事業 
H27 予算 39,473 千円 

   決算 28,008 千円 
文化財課 

事業概要 

県内の小・中・特別支援学校に、新入生無料招待券作成・配付や、博物館資料の万全な保管に係る保険をかけるな
どして、博物館の新規利用者拡大をはかる。 

実施内容 ２７ ２８ ２９ ３０ ３１ 

①県内全小・中・特別支援

学校新入生に無料招待

券を作成・配付 119,117

枚 

②博物館資料に保険をか

ける 

③美術館・博物館における

入館者975,893名 

④県立美術館特別展「香取

神宮－神に奉げた美－」

開催、入場者数 8,604 名 

 

①新入生無料招待券の作

成・配付 

 

 

②博物館資料に保険をか

ける 

③美術館・博物館における

教育普及事業の実施 

④現代産業科学館特別展

「出発進行～もっと・ずっ

と・ちばの鉄道」の開催 

⑤【新規】公衆無線 LAN ス

ポットの設置及び館内

案内表示の多言語対応 

 

 

 

 

 

 

事業の効果（・実施状況 ●課題） 

・県立美術館･博物館の入館者数は、美術館が改修を終えて通年開館に戻ったこともあり、26年度比で約７％増加した。 
●全入館者に占める新入生無料招待券関連者の割合は、26年度と同じ２％台であり、今後の増加が課題である。 

今後の取組の方向性（改善策等） 

◎魅力ある特別展の開催等により、引き続き、リピーター及び新規利用者の獲得に努め、入館者の拡大を図る。 

◎無料招待券の周知、広報に努め、活用される割合の向上を目指す。 

 

 

事業名 博物館を活用した体験事業 <再掲>1-(1) 
H27 予算  7,427 千円 

   決算  7,112 千円 
文化財課 

事業概要 

美術館・博物館における文化・芸術・自然に親しむ講座・体験等の事業を実施する。 

実施内容 ２７ ２８ ２９ ３０ ３１ 

①304事業の講座・体験事 

業を行い、325,584名の 

参加 

①美術館・博物館における 

教育普及事業の実施 

 

 

 

 

 

 

事業の効果（・実施状況 ●課題） 

・参加者総数においては26年度並みであり、県民に様々な体験の機会を提供することができた。 
●一部の事業においては、参加者定員が満たないものがあった。参加者数の増加が課題である。 

今後の取組の方向性（改善策等） 

◎引き続き各種事業を実施し、利用率の低い事業においては、事業の周知･広報に努めるとともに適宜、事業内容を見
直し、利用（参加者）の向上を図る。 
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事業名 伝統芸能・洋楽～ふれあい体験事業 
H27 予算 2,708 千円 

    決算 2,708 千円 
県民生活・文化課 

事業概要 

県内の小・中学校の児童・生徒を対象に、伝統芸能・洋楽のプロの演奏者を学校に派遣して伝統芸能・洋楽につい

ての一層の理解及び普及・振興等を図る。 

実施内容 ２７ ２８ ２９ ３０ ３１ 

①伝統芸能:各５教育事

務所管内のうち１管内

で２校、４管内で４校、

計 18校に演奏者を派遣 

②洋楽:教育庁の２教育

事務所管内で各２校、

計４校に、演奏者を派

遣 

①伝統芸能：各教育事務

所管内で２～４校、計

18 校に演奏者を派遣 

②洋楽:教育庁の２教育

事務所管内で各２校、

計４校に、演奏者を派

遣 

 

 

 

 

 

 

事業の効果（・実施状況 ●課題） 

・邦楽分野を拡大して実施（能楽追加）したことにより、伝統文化の鑑賞・体験機会の拡充を図った。 

●邦楽分野において、各伝統芸能の歴史や楽器等の説明、鑑賞や体験等の実施順番等を検討し、児童生徒の関心、理 

解を深める効果的な実施方法を検討していく必要がある。 

今後の取組の方向性（改善策等） 

◎各団体が、学校との事前打ち合わせや、それぞれのアンケート結果等の情報を共有し、効果的な実施方法を検討・ 

実施できるよう、当課が調整を図る。 

 

＜再掲事業＞ 学校体育実技指導協力者派遣事業｢武道等指導充実・資質向上支援事業｣(P.49) 

       ちば食育活動促進事業(P.51) 

 

 

 

 

取組(２) 文化財の保存・継承 

 

事業名 郷土芸能公開普及事業 
H27 予算 1,457 千円 

   決算 1,375 千円 
文化財課 

事業概要 

年１回の郷土芸能大会を開催して、民俗芸能を主体とする無形民俗文化財の公開・活用を積極的に行うことにより、

文化財に対する県民の理解を促進するとともに、保存継承への一助とする。 

実施内容 ２７ ２８ ２９ ３０ ３１ 

①「房総の郷土芸能 2015」 

を君津市で開催925名 

参加 

②11 月 22 日に水戸市で開 

催された関東ブロック民 

俗芸能大会に「白間津の 

オオマチ」（南房総市）を 

派遣 

①「房総の郷土芸能 2016」 

を市原市で開催 

 

②29年度の開催に向けて 

準備 

 

 

 

 

 

 

事業の効果（・実施状況 ●課題） 

・通常は個別に祭礼等の限られた時期にしか見られない貴重な民俗芸能を、まとめて観覧することのできる機会とし

て県民に定着し、900名を超える参加者があった。また、保存会の活動意欲を高める機会とすることもできた。 

今後の取組の方向性（改善策等） 

◎参加者の更なる拡大を目指すため、開催地域の広報について一層の充実を図る。 
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事業名 出土文化財管理活用事業 
H27 予算 7,271 千円 

   決算 7,001 千円 
文化財課 

事業概要 

千葉県の歴史や文化に対する関心や理解を促すため、遺跡から出土した出土品等を活用し、学校や社会教育施設等
での出張展示・解説・貸出・体験学習指導等を実施するとともに、必要とする小学校に対して、出土品を利用した学
習キットの追加配付及びメンテナンスを実施する。 

実施内容 ２７ ２８ ２９ ３０ ３１ 

①出土文化財の貸出、体 

験学習指導等の実施99 

件 

②アンケート結果に基づ 

いて、学習キットの追 

加配付及びメンテナン 

ス(６年計画の1年目) 

①出土文化財の貸出、体 

験学習指導等の実施 

130件程度 

②必要な学校への学習キ 

ットの追加配付及びメ 

ンテナンス 

(６年計画の２年目) 

 

 

 

 

 

 

事業の効果（・実施状況 ●課題） 

・学習キットのメンテナンスについては、北総教育事務所管内に配付した全ての学習キットに対して、滞りなく実施 

することができた。 

・必要とする小学校に対して学習キットの追加配付を行い、活用の促進を図ることができた。 

●貸出・体験学習指導等については、小学校では歴史教育の課程上年度当初に、また社会教育施設等では学校の夏季 

休暇中等に、実施依頼の集中することが課題である。 

今後の取組の方向性（改善策等） 

◎６年計画の２年度目にあたる学習キットのメンテナンスについては、配付先と綿密な連絡を取り、的確なメンテナ 

ンスを行い、キットの活用促進を図る。 
◎貸出・体験学習指導等については、特定の時期に集中する実施依頼の綿密な調整を図り、多くの要望に応えていく 

とともに、閑散期の新規需要の開拓のための広報活動を行い、実施件数の増加を図る。 

 

 

事業名 文化財探検隊事業 
H27 予算 0 千円 

    決算 0 千円 
文化財課 

事業概要 

地域の文化財や文化資源等を巡ることにより、郷土の自然、歴史、文化等に関して理解を深めるとともに、文化財
保護の推進、郷土愛の育成を図る。 

実施内容 ２７ ２８ ２９ ３０ ３１ 

①佐倉市、松戸市、鋸南町 

において「文化財探検 

隊」を３回実施 

参加者108人 

 

①「文化財探検隊」を千葉 

県内の市町村を単位に

して年３回実施 

我孫子市、銚子市、印西

市の各方面で計画 

 

 

 

 

 

 

事業の効果（・実施状況 ●課題） 

・県内に所在する文化財を広く県民に知ってもらう機会となり、文化財保護への理解と意識を高めることができた。 

今後の取組の方向性（改善策等） 

◎従来実施していなかった地区での開催を検討するとともに、引き続き、広報について一層の充実を図る。 

 
 

 
＜再掲事業＞ 図書館管理事業(P.92) 

事業名 文化財保存整備助成事業 
H27 予算 37,489 千円 

   決算 37,129 千円 
文化財課 

事業概要 

  建造物・美術工芸品等有形文化財の保存修理や記念物の環境整備など指定文化財等の保存・活用のため、所有者や管
理団体が行う保存整備事業について助成し、貴重な文化財の保護促進を図る。 

実施内容 ２７ ２８ ２９ ３０ ３１ 

①国指定文化財４件に対す

る国庫補助の随伴補助を

実施 

②県指定文化財５件に対す

る県費補助を実施 

③県指定無形民俗文化財伝

承２団体に対する助成 

①国指定文化財７件に対す

る国庫補助の随伴補助 

 

②県指定文化財７件に対す

る県費補助 

③県指定無形民俗文化財

伝承３団体に対する助成 

 

 

 

 

 

 

事業の効果（・実施状況 ●課題） 

・ 文化財の保存に欠くことのできない適切な修理等を行うことができた。 
●限られた予算の中、可能な限り多くの事業に対応するようにしているが、事業要望に対応することができないものもある。 

今後の取組の方向性（改善策等） 

◎事業要望ごとに緊急性を精査し、優先度の高い事業から順次実施していく。 
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～元気プロジェクト～ 
 
 

施策１４ 安全・安心な学びの場づくりの推進 
      

○学校は子どもたちの学習や生活の場として重要な役割を担っているだけでなく、震災・ 

豪雨等の大規模災害発生時には緊急避難場所等として活用される場合も多いことから、 

施設の耐震化・老朽化対策や防災機能の強化等を計画的に推進し、安全・安心な場とす 

る。 

○学校安全の三つの領域である、交通安全・生活安全・災害安全を通じて、子どもたちが 

想定にとらわれず冷静に状況を判断し、自らの生命を守るための能力を身に付けさせる 

ための教育を、地域や保護者と連携して進める。 

○学校における危機管理体制の日常的な点検や、教職員の危機管理意識を醸成する。 

 

 

取組(１) 校舎等の計画的な整備、バリアフリー化の促進 

 

事業名 県立学校耐震化推進事業 
H27 予算 7,995,513 千円 

決算 7,683,396 千円 
財務施設課 

事業概要  

｢県有建築物の耐震化整備プログラム｣に基づき、県立学校の校舎・体育館等の耐震化について、27年度末までの完

了に向け整備を行う。 

実施内容 ２７ ２８ ２９ ３０ ３１ 

①県立学校の校舎・体育館

等の耐震化工事を実施、

※入札不調による27年

度末までの耐震化工事

未完了施設８校９棟は

28年度に実施 

①県立学校の校舎・体育 

館等の耐震化工事の実 

施(耐震化率100％） 

８校９棟の耐震化工事

を実施 

 

 

 

 

 

 

事業の効果（・実施状況 ●課題） 

・耐震化率が4.3ポイント進捗し99.0％となった。（平成28年４月１日時点） 

●27年度末の耐震化率100％を目指したが、入札不調により達成できなかった。 

今後の取組の方向性（改善策等） 

◎県立学校施設の耐震化については、28年度中に耐震化率が100％となるように取り組む。 

 

 

事業名 県立学校非構造部材対策事業 
H27 予算 92,824 千円 

    決算 89,386 千円 
財務施設課 

事業概要 

平成25年８月に文部科学省から示された｢学校施設における天井等落下防止対策のための手引き｣に基づき、県立学

校の屋内運動場等の天井等について、落下防止対策を行う。 

実施内容 ２７ ２８ ２９ ３０ ３１ 

①天井材等の落下防止対 

策の実施（工事４校４ 

棟、設計２校３棟） 

①天井材等の落下防止対

策の実施(工事２校３

棟、設計10校10棟） 

 

 

 

 

 

 

事業の効果（・実施状況 ●課題） 

・27年度に計画した工事及び設計を実施し、天井等落下防止対策が進捗した。 

今後の取組の方向性（改善策等） 

◎引き続き、天井等落下防止対策が早期に完了するように取り組む。 
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事業名 高等学校再編事業 
H27 予算 1,264,280 千円 

       決算 1,232,000 千円 
財務施設課 

事業概要 

県立学校改革推進プランの実施に伴い、必要となる施設整備を行う。 

実施内容 ２７ ２８ ２９ ３０ ３１ 

①東葛飾高校への中学校 

併設のための整備（中 

学棟・体育館の建設、 

備品整備） 

②大原・岬・勝浦若潮高 

校の統合及び大原高校 

の総合学科設置のため 

の整備(実習棟の建設、 

農業実習室の設計 他） 

 

③小金高校の総合学科設 

置のための整備(設計) 

 

④印旛明誠高校の単位制 

の充実のための整備 

(設計) 

⑤小見川高校の福祉コー 

ス設置のための整備

（改修工事） 

①東葛飾高校への中学校 

併設のための整備（工

事、備品整備） 

 

②大原・岬・勝浦若潮高 

校の統合及び大原高校

の総合学科設置のため

の整備（工事、備品整備） 

 

 

③小金高校の総合学科設 

置のための整備（工事、

備品整備） 

④印旛明誠高校の単位制

の充実のための整備

（工事） 

⑤佐倉西高校の福祉コー

ス設置のための整備

（設計） 

①東葛飾高校への中学校 

併設のための整備（工

事、備品整備） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②印旛明誠高校の単位制 

の充実のための整備（工

事・備品整備） 

③佐倉西高校の福祉コー

ス設置のための整備

（工事・備品整備） 

 

 

 

 

事業の効果（・実施状況 ●課題） 

・県立学校改革推進プランに基づき、必要な整備を実施した。 

今後の取組の方向性（改善策等） 

◎引き続き、県立学校改革推進プランの実施に伴い、必要となる施設の整備を進める。 

 
 

 

 

取組(２) 東日本大震災を教訓とした防災教育と安全教育の推進 

 

事業名 高校生等防災教育基礎講座 <再掲>2-(2) 
H27 予算 650 千円 

   決算 440 千円 
防災政策課 

事業概要 

高校生が、防災講演会等を通して、命の大切さ、災害の実情、災害時の心得などを学び、災害時には、地域の力とな

り、適切な行動がとれるような能力を育成する。 

実施内容 ２７ ２８ ２９ ３０ ３１ 

①高校生防災教育基礎講

座９校実施 

①高校生等防災教育基礎 

講座を12校で実施 

   

事業の効果（・実施状況 ●課題） 

・高校生防災教育基礎講座を県立高等学校７校、私立高等学校１校、特別支援学校１校の計９校で実施した。各学校の 

要望に沿った講演会を実施し、好評をいただいた。 

●講座実施校の更なる拡大が課題である。 

今後の取組の方向性（改善策等） 

◎講座の趣旨や内容の広報に努め、希望校数を増やしていきたい。 
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事業名 交通安全教育の充実 
H27 予算 1,477 千円 

   決算 1,120 千円 
学校安全保健課 

事業概要 

原付通学等許可者に対する交通安全教室の開催や、交通安全啓発資料を活用した指導等により、交通事故防止の徹
底を図る。 

実施内容 ２７ ２８ ２９ ３０ ３１ 
①原動機付自転車通学等許可
生徒に対する交通安全教室
を、述べ28校505名に対して、
各学校及び県免許センター
にて実施 

②小・中・高校生用交通安全啓
発資料の作成・配付 
 小学生用12,700部 
 中学生用5,600部 
 高校生用2,954部 

③４市町に対して延べ17名の
アドバイザー派遣 

①原動機付自転車通学等許可 
生徒に対する交通安全教室 
の開催 

 
 

②小・中・高校生用交通安全 
啓発資料の作成及び配付 
 

 
 
③市町村への交通安全対策 
アドバイザーを派遣６市町 

 

 

 

 

 

 

事業の効果（・実施状況 ●課題） 

・交通安全教室への延べ参加生徒数が26年度から41名増加し、より多くの原動機付自転車通学等許可生徒の安全運 

転意識の高揚及び安全運転技術の向上を図ることができた。 
・交通安全啓発資料の配付や交通安全教室の開催により、道路交通法の一部改正について、児童生徒へ周知を図るこ 

とができた。 
●27年１月から12月の児童生徒の交通事故による死傷者数は2,139名で、前年比86名減ではあるが、依然として憂慮 

すべき事態である。 

今後の取組の方向性（改善策等） 

◎関係機関等との連携を図り、児童生徒の交通事故防止のために、交通安全教育の一層の充実を図る。 

 

事業名 ちばっ子安全・安心推進事業 H27 予算 2,497 千円 

   決算 2,115 千円 
学校安全保健課 

事業概要 

公立小中学校の安全主任や学校安全ボランティア等を対象にした防犯に関する研修会、防災教育授業や合同防災訓
練の公開を行う。また、児童生徒の危険予測・危機回避能力を高めるため｢地域安全マップ｣の作成を推進し、地域と
連携した防犯活動や防災活動の活性化を図る。 

実施内容 ２７ ２８ ２９ ３０ ３１ 

①地域防犯研修会の実施 

(５会場) 

②防災授業実践研修会 

 管理職研修２日間で 

301名、教員研修４日間 

で88名参加 

③防災教育を中心とした 

実践的安全教育総合支 

援事業としてモデル校 

８校及びモデル地域１ 

市で実施 

④「地域安全マップ（防 

犯・防災・交通安全） 

づくり」の推進及び取 

組状況の調査 

①地域防犯研修会の開催 

(５会場) 

②防災授業実践研修会 

 管理職研修２日 

 教員研修３日 

 

③防災教育を中心とした 

実践的安全教育総合支 

援事業としてモデル校 

８校及びモデル地域２ 

市を指定 

④「地域安全マップ（防 

犯・防災・交通安全） 

づくり」の推進 

 

 

 

 

 

 

事業の効果（・実施状況 ●課題） 

・各地域に不審者による犯罪等の現状を知るとともに、防犯の専門家の講話等により、教師及び地域関係者の防犯意 

識の向上につながった。 
・講演、演習、研究協議、体験活動をとおして、教員の防災意識の高揚及び災害・防災に係る知識・技能の習得を図 

ることができた。 
・地域合同防災訓練や防災アドバイザーの活用など、学校の実態に即した取組を実施することができた。 
・地域防犯研修会において、防犯関係機関との連携による安全マップ（聞き書きマップ）の実践報告を行った。 
●関係機関や地域と連携した防災訓練及び協議会等を開催している学校の割合が低い。 

●「地域安全マップ」を含めた安全マップを作成している学校の割合が向上していない。 

今後の取組の方向性（改善策等） 

◎関係機関や地域と連携した防災訓練及び協議会等の開催における課題と課題解決に向けた方策等について、学校安 

全推進委員による研究を行い、研修会で発表することで、地域と連携した防犯、防災活動の推進を図る。 
◎教職員の防災意識や防災学習に関する技能を向上させるため、より実践的な研修を企画する。 
◎各モデル校における先進的な取組を、積極的に周知するとともに、学校安全教育推進委員による推進に向けた研究 

発表を行うことなどにより、「地域安全マップ」の作成を推進していく。 

 
＜再掲事業＞ 学校を核とした県内 1000 か所ミニ集会(P.69)  

地域とともに歩む学校づくり推進事業(学校支援地域本部)(P.107) 
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～チームスピリットプロジェクト～ 
 
 

施策１５ 親の学びと家庭教育への支援 
      

○全ての親が家庭教育を安心して行えるよう、家庭教育の自主性を尊重しつつ、親の学 

びの機会や発達段階に応じた子育てなどについての情報提供とともに、家庭教育が困 

難な状況にある家庭に対しての相談対応の充実を図るなど、地域社会が一体となって 

支援を行う。 

○家庭教育の支援を行う上では、学校、家庭、地域がそれぞれ相互に協力・協働して、 

子どもの発達にとって必要な取組を工夫し、実践していく。 

○思春期の児童生徒やその保護者が、思春期特有の課題に適切に対応するための支援の 

充実を図る。 

 

 

 

取組(１) 人間形成の土台となる家庭教育への支援 

 

事業名 ｢親の学びプログラム｣活用推進事業 
H27 予算 45 千円 

    決算 35 千円 
生涯学習課 

事業概要 

市町村の家庭教育支援の取組を支援するため、親としての役割や子どもの発達の段階に応じた関わり方等を、親
が主体的に学べるプログラムの展開例や、市町村の担当者等が活用できる効果的な広報の仕方についてまとめた｢親
の学びプログラム｣の活用を推進する。 

実施内容 ２７ ２８ ２９ ３０ ３１ 

①親の学びプログラム「き 

ずな」の概要と活用の仕 

方を学ぶ研修会を実施

（５教育事務所で各１回 

実施） 

受講者合計：138名 

②講座の企画、アレンジシ 

ート作成の研修会及び 

広報資料作成のための 

パソコン実技研修会を 

各３回実施  

受講者合計：45名 

①スタート研修会：親プロ

「きずな」の概要と活用

の仕方を学ぶ研修会を

実施（地区ごと１回） 

 

 

②フォローアップ研修  

会：講座の企画・広報に 

ついて、具体的な活用に 

ついて学ぶ研修会を実 

施（各２回） 

 

 

 

 

 

 

事業の効果（・実施状況 ●課題） 

・研修参加者から、親プロ「きずな」について「今年度さっそく活用したい」という回答が 62％、「次年度以降活用 

したい」という回答が 32％であり、一定の成果をあげている。フォローアップ研修は、具体的な資料づくり、パ 

ソコンの実技研修を行い、充実させることができた。 
・27年度千葉県家庭教育推進委員会で実施報告を行い、県の Web サイトに掲載した。 
●フォローアップ研修は、「企画書づくり」と「パソコン実技研修」の内容を結び付けることで、より良いものとで 

きる。 

●講座や研修会については、年々参加者が減少している。 

今後の取組の方向性（改善策等） 

◎フォローアップ研修の「企画書づくり」と「パソコン実技研修」の２つを関連付けて１日開催にし、研修の内容 

を充実させるとともに、積極的に参加を呼びかけるなどして、参加者の増加を目指す。 

◎本研修会は、26年度から３年計画で実施しているが、今後、活用状況やプログラムの効果的な活用例等の追跡調 

査を行い、様々な機会を利用して結果を紹介していく。 
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事業名 市町村相談員等のための家庭教育研修講座 <再掲>17-(3) 
H27 予算 694 千円 

    決算 693 千円 
生涯学習課 

事業概要 

市町村相談担当者等に対し、研修(講義と演習)を実施する。そしてそれぞれの培った相談担当者としてのノウハ

ウを地域の相談活動に生かしたり、地域の相談業務を推進していくべきリーダー的人材を育成したりする。 

実施内容 ２７ ２８ ２９ ３０ ３１ 

①初級講座の開催（４回） 

延べ受講者数208名 

修了者数：49名 

②中級講座の開催（４回） 

延べ受講者数235名 

修了者数：61名 

①講座Ⅰ【スタートコー

ス】（４回） 

 

②講座Ⅱ【スキルアップコ

ース】（４回） 

 

 

 

 

 

 

事業の効果（・実施状況 ●課題） 

・初級講座及び中級講座を開催することで、それぞれの研修講座で培った相談担当者としてのノウハウを地域の相

談活動に生かせる人材を育成することができた。                                               

●14年度の講座開始以来、同じ講座内容を継続しており、現在課題となっている虐待やＤＶ・子育て支援に対応で

きる内容を加えていく必要がある。 

今後の取組の方向性（改善策等） 

◎28年度から、虐待やＤＶ・子育て支援等、時代の要請に応える内容を加えた講座（講座Ⅰ【スタートコース】４ 

回、講座Ⅱ【スキルアップコース】４回）にリニューアルすることで、更に地域の相談業務を推進していくべき 

リーダー的人材を育成していく。 

 

 

 

事業名 ｢親力アップいきいき子育て広場｣事業 <再掲>11-(1) 
H27 予算 0 千円 

    決算 0 千円 
生涯学習課 

事業概要 

子育てに関する手立てや知識を提供する Web サイト｢親力アップいきいき子育て広場｣を活用し、乳幼児期から家

庭において読み聞かせを行うことや、思春期までに自主的に読書を行う習慣を子どもが身に付けることができるよ

う支援することの大切さについて理解を促す。 

実施内容 ２７ ２８ ２９ ３０ ３１ 

①家庭教育支援のため、 

Webサイトの掲載内容を

毎月確認し、随時更新 

②学校、市町村等の Web 

サイトへのリンクとサ 

イトの周知 

［サイトへのアクセス数］ 

 28,186件(携帯4,467件・ 

パソコン23,719件) 

①家庭教育支援のため、 

Ｗeb サイトの掲載内容

を毎月確認し、随時更新 

②学校、市町村等のＷeb

サイトへのリンクと、家

庭教育リーフレットやチ

ラシによるＷeb サイト

の周知 

 

 

 

 

 

 

事業の効果（・実施状況 ●課題） 

・市町村の Web サイトリニューアルに伴うリンク変更や関係各課の情報の更新を実施することにより、新しい情報 

を発信することができた。 

●Web サイトのリニューアルによる URL 変更に伴い、他 Web サイトからのリンクが無効になっているものについて、 

新 URL の周知を図る必要がある。 

今後の取組の方向性（改善策等） 

◎常に最新の内容を発信し、掲載内容の充実を図るとともに、各市町村の家庭教育・子育て支援担当課や保護者へ 

の周知に努める。 

 
＜再掲事業＞ 母子保健指導事業(P.90) 
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取組(２) 学校・家庭・地域が連携した家庭教育の推進 

 

事業名 企業における家庭教育支援講座 
H27 予算 75 千円 

       決算 45 千円 
生涯学習課 

事業概要 

家庭教育について学ぶ時間がない働く父親・母親に対する家庭教育支援のため、県内企業の協力を得て、社員研修

の機会を活用した「家庭教育支援講座」を開催する。 

実施内容 ２７ ２８ ２９ ３０ ３１ 

①家庭教育支援講座３企 

業開催 

①家庭教育支援講座５企 

業開催 

 

 

 

 

 

 

事業の効果（・実施状況 ●課題） 

・新規を含め３企業で家庭教育支援講座が開催できた。                               

●企業との日程調整により、協力企業の更なる増加が課題である。 

今後の取組の方向性（改善策等） 

◎新規講師の開拓など、講座の魅力を増大させることに加え、日程、内容の調整を早めに行うことで、協力企業の増 

大を目指す。 

 

 

 

 

事業名 ｢学校から発信する家庭教育支援プログラム｣活用推進事業 
H27 予算 0 千円 

    決算 0 千円 
生涯学習課 

事業概要 

全ての家庭の教育力向上を図るために、保護者向けの啓発資料編と教員が保護者に働きかけるための指導プログラ

ム編で構成する家庭教育支援資料集について、学校等での活用を推進する。 

実施内容 ２７ ２８ ２９ ３０ ３１ 

①家庭教育支援資料につ 

いて、３種類の資料追 

加 

②「活用のためのチラシ」 

を県内幼稚園・保育園 

・認定こども園・小・ 

中学校にデータで配付 

 

①家庭教育支援につい

て、資料等の追加及び

Web サイト上での公開 

②家庭教育支援資料集を

効果的に利用するため

の「活用のためのチラ

シ」を作成しデータで

配付 

 

 

 

 

 

 

事業の効果（・実施状況 ●課題） 

・家庭教育推進委員会での検討を経て、「しつけ」「スマートフォンの使用」「薬物乱用防止」を追加することができ 

た。 

●プログラムの活用実績を少しでも増加させるために、各学校、家庭において使いやすくするものとなるよう工夫す 

る必要がある。 

今後の取組の方向性（改善策等） 

◎これまで Web サイト上にはＰＤＦファイルしかなかったため、編集可能な形式として各学校、家庭における活用を 

促進する。 

 
＜再掲事業＞ ｢子ども参観日｣キャンペーン(P.55)    学校を核とした県内 1000 か所ミニ集会(P.66) 

       家庭教育リーフレット活用事業(P.106) 
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取組(３) 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 

 

事業名 家庭教育リーフレット活用事業 <再掲>15-(2) 
H27 予算 955 千円 

    決算 800 千円 
生涯学習課 

事業概要 

家庭教育力の向上のため、基本的な生活習慣や親子のコミュニケーションなど家庭教育のポイントをまとめたリー

フレットを、３歳児、小・中学校の新入生の子どもを持つ保護者を対象に作成・配付し、全ての家庭の教育力向上を

図る。 

実施内容 ２７ ２８ ２９ ３０ ３１ 

①幼児版 54,000 部、小学 

生版 53,000 部、中学生 

版 54,000 部のリーフ 

レットを作成 

 

 

②３歳児検診、小・中学 

校の入学式や懇談会等 

での配付 

①幼児版 51,000 部程度、 

小学生版(小１：53,000 

部程度・小４：54,000 

部程度）、中学生版 

54,000部程度のリーフ 

レットを作成 

②３歳児健診、小・中学 

校の入学式や懇談会等 

での配付 

 

 

 

 

 

 

事業の効果（・実施状況 ●課題） 

・「家庭用リーフレット活用例」や、「幼児版家庭教育リーフレットの配り方」等も合わせて配付することで、家庭で 

の活用を推進した。 

●保護者に活用してもらうために、引き続き活用例等の配付をすることや内容の見直し等の検討をすることが必要で 

ある。 

今後の取組の方向性（改善策等） 

◎より細やかな家庭教育を可能にするために、これまで小学生版としてひとまとめだったものに加え、小学４年生版

資料を作成する。 

 

 

 

事業名 異年齢交流の推進 
H27 予算 0 千円 

    決算 0 千円 
指導課 

事業概要 

幼稚園・小学校の合同授業や中学校の職場体験活動、高等学校のインターンシップ等を通して、小・中・高校生が幼

稚園や保育所の乳幼児に読み聞かせなどを行う取組を進める。 

実施内容 ２７ ２８ ２９ ３０ ３１ 

①幼稚園・小学校の合同 

授業 

 

②中学生の職場体験の実 

施 

③高校生のインターンシ 

ップの実施 

①保幼小の円滑な接続の 

推進のための研修会の 

実施 

②中学生の職場体験の実 

 施 

③高校生のインターンシ 

ップの実施 

 

 

 

 

 

 

事業の効果（・実施状況 ●課題） 

・小学校の生活科の授業や中学校、高等学校の家庭科・総合的な学習の時間などを通して、小中高校生が幼稚園、保育 

所の子どもたちと触れ合う貴重な体験をさせる機会とすることができた。 

●交流のみではなく、それぞれの目的を明確にした授業を行う必要がある。 

今後の取組の方向性（改善策等） 

◎千葉県独自の接続プランを作成する取組を進めることで、保幼小の円滑な接続の在り方について改善を図る。 
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～チームスピリットプロジェクト～ 

 

施策１６ つながりや支え合いによる地域コミュニティの形成と 

生涯学習社会の実現 

     
○学校の教育活動への様々な人材の活用を推進するとともに、学校と地域を結ぶ人材を引き 

続き育成していく。 

○県民が、生涯のいつでもどこでも、自由に学習機会を選択し学習することができ、また、 

その成果が適切に評価される生涯学習社会を構築するため、学校や公民館、生涯学習セン 

ター等を拠点に、関係機関が連携・協働して、住民が必要としている情報を適宜提供でき 

る体制づくりを推進する。 

○教育政策と他の政策分野との整合性を図りつつ、市町村や私立学校、大学等の高等教育 

機関、民間団体等との連携を密にして、地域の教育力の向上につなげる。 

 

取組(１) 学校を核とした地域コミュニティの構築と子どもの学びへの支援 

 

事業名 
地域とともに歩む学校づくり推進支援事業 

(学校支援地域本部)<再掲>1-(2)  6-(4)  7-(4)  8-(1)  14-(2)  16-(3)  17-(3) 

H27 予算 34,367 千円 

  決算 28,675 千円 
生涯学習課 

事業概要 

地域全体で子どもたちを育む体制づくりの実現に向けて、学校と地域を結ぶコーディネーターを配置して、学校と地

域の連携のもと、市町村教育委員会、ＰＴＡ、地元企業等とも協力しながら、学習支援や環境整備、登下校時の見守り

など、学校を支援する取組を推進する。 

実施内容 ２７ ２８ ２９ ３０ ３１ 

①学校支援活動への補助 

16市町、129本部 

 

②地域による学校支援活

動推進委員会実施３回 

③学校支援コーディネー

ター研修講座第１期全

５回実施：170名参加・

第２期８回実施：128名

参加・第３期１回実施：

100名参加 

①市町村が実施する学校支

援活動への補助 

16市町、133本部 

②地域による学校支援活動

推進委員会の実施３回 

③学校支援コーディネータ

ー研修講座の実施13回 

 

 

 

 

 

 

事業の効果（・実施状況 ●課題） 

・学校支援地域本部の設置について26年度から２市23本部増となったことや、放課後の学習指導を行う「地域未来塾」 

が１市２ヶ所で実施されたことなど、取組の拡充が図られた。 

・地域による学校支援活動推進委員会では新たに知事部局から委員を迎え、より幅の広い情報の共有等や推進に係る検 

討等を進めることができた。 

●学校支援コーディネーター研修講座では、26年度に比べ参加者が若干減少していることから研修内容等の見直しにつ

いて検討を進める必要がある。 
今後の取組の方向性（改善策等） 

◎引き続き、取組の拡充を図るため、未実施地域への啓発や、「地域未来塾」の実践例等について、各市町村へ情報提

供を進めていきたい。 

◎学校支援コーディネーター研修講座については、統括コーディネーターや地域学校協働活動の取組等、最新の実践や

概念を取り上げつつ参加者のニーズに応じた講座内容の検討等を進める。 
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事業名 放課後子供教室推進事業 <再掲>1-(2) 8-(1) 11-(1) 
H27 予算 99,143 千円 

  決算 88,613 千円 
生涯学習課 

事業概要 

子どもたちの安全・安心な活動拠点(居場所)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の取組を実施する。本事業は留守家庭児童を対象とする｢放課後

児童健全育成事業｣と一体的あるいは連携した総合的な放課後対策(放課後子ども総合プラン)として推進する。 

実施内容 ２７ ２８ ２９ ３０ ３１ 

① 放課後子ども総合プラ

ン指導スタッフ等研修

会８月実施：87名参加 

放課後児童クラブスタ

ッフ研修実施 

②地域による学校支援活

動推進委員会３回実施 

③事業実施28市町194校 

(174教室)へ事業の補助 

①放課後子ども総合プラ 

ン指導スタッフ等研修 

会の実施 

 

 

②地域による学校支援活 

動推進委員会３回 

③事業実施29市町217校 

(202教室）へ事業の補助 

 

 

 

 

 

 

事業の効果（・実施状況 ●課題） 

・国の「放課後子ども総合プラン」を受け、各市町村が行動計画を策定し、放課後子供教室推進事業に取り組んでいる 

 ことから、27年度の目標である放課後子供教室の対象校数185校を達成することができた。 

●一体型放課後子供教室の推進については、施設の立地条件や教育委員会と健康福祉部局の連携が関係するため、教室 

数は微増となっている。 

今後の取組の方向性（改善策等） 

◎放課後児童クラブとの一体型放課後子供教室の推進について、市町村主管課長会議や研修会等で、市町村に対し、そ 

のメリットについて周知を図る。 

 
 
 
 

事業名 ちば家庭・学校・地域応援企業等登録制度 
H27 予算 0 千円 

    決算 0 千円 
生涯学習課 

事業概要 

教育分野での社会貢献活動に取り組む企業と連携し、その取組を Web サイトで紹介し、家庭・学校・地域が一体とな

って、子どもたちを育てる環境づくりを推進する。 

実施内容 ２７ ２８ ２９ ３０ ３１ 

①10月に再度県内企業に 

募集406企業・事業所が 

登録（27年度では11企 

業・事業所増） 

①Web サイト等で応援企 

業等を募集、登録した企 

業や子ども参観日の取組 

等を紹介 

 

 

 

 

 

 

事業の効果（・実施状況 ●課題） 

・子ども参観日取組企業や千葉県夢チャレンジ体験スクール受入企業等への声かけをしたり、各教育事務所の協力を得

たりすることで、本年度は、11企業等が増え、登録企業数が406企業・事業所となった。                                                        

●登録企業に蓄積されているノウハウを他の企業とも情報共有するための仕組づくりが必要である。 

今後の取組の方向性（改善策等） 

◎商工労働部との連携を図り、登録企業数を更に増やしていけるようにするとともに、登録企業の活動内容を把握し、 

県民と登録企業を結びつける取組を進めていきたい。 

 
＜再掲事業＞ 県立学校における｢コミュニティ・スクール｣設置事業(P.66) 

学校を核とした県内 1000 か所ミニ集会(P.66) 
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取組(２) 生涯学習社会を目指した取組の推進 

 

事業名 メディア教材開発事業 
H27 予算 105 千円 

       決算  90 千円 
生涯学習課 

事業概要 

生涯学習の推進や学校教育の活性化の観点から、社会教育や学校教育に関する各種メディア教材の開発作品を県民か

ら募集し、学習成果の発表の機会を設ける。更に、各種の生涯学習講座・研修会や授業での積極的な活用を図って、千

葉県における視聴覚教育の振興を目指す。 

実施内容 ２７ ２８ ２９ ３０ ３１ 

①千葉県メディアコンク 

ールの実施 応募数16作 

品 

②千葉県視聴覚教育メデ 

ィア研究大会において、 

優秀作品 DVD を配付、そ 

の後各市町村教育委員 

会、視聴覚センター、ラ 

イブラリーで貸し出し 

を実施 

①千葉県メディアコンク

ールの実施 

 

②優秀作品の DVD 作成・配 

付・貸し出し 

 

 

 

 

 

 

事業の効果（・実施状況 ●課題） 

・26年度より２作品増の16作品の応募があった。優秀作品の DVD を作成し、各市町村教育委員会、視聴覚センター、 

ライブラリーに配付し、学校教育や社会教育における研修での活用を図った。 

●学校教育現場からの応募が少ないことから、関係機関を通して周知し、応募協力を依頼する必要がある。 

今後の取組の方向性（改善策等） 

◎本事業について、様々な場で説明の機会を設け、応募の数を増やすとともに、活用についても周知をしていく。また、 

優秀作品の発表の場を増やし、本事業について周知していく。 

 

 

 

事業名 県立学校施設開放事業 
H27 予算 2,180 千円 

   決算 1,946 千円 
生涯学習課 

事業概要 

県民ニーズに応じた生涯学習機会の提供のために、地域の生涯学習関連団体等に対して学校教育に支障のない範囲で

県立学校の文化施設や地域交流施設の開放を行い、生涯学習の推進に資する。 

実施内容 ２７ ２８ ２９ ３０ ３１ 

①県立高等学校７校（文化 

施設５校、交流施設２

校）を開放 

①県立高等学校７校（文化 

施設５校、交流施設２ 

校）を開放予定 

 

 

 

 

 

 

事業の効果（・実施状況 ●課題） 

・定期的に本事業を利用し、活動している団体もあり、利用しやすい生涯学習の場として機能することができた。 

●施設の改修工事等で一定期間利用できない状況から利用団体数等に減少が見られた学校もあった。 

今後の取組の方向性（改善策等） 

◎引き続き、県立学校が持つ施設を身近で利用しやすい生涯学習の場として積極的に地域へ開放し、県民が生活に必要 

な知識や機能を習得したり、心豊かに生きるための教養を身に付けたりするなどの学習機会の提供を推進していきた 

い。 

 
＜再掲事業＞ さわやかちば県民プラザ交流事業(P.56)   

さわやかちば県民プラザ学習・研修事業(P.56) 
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取組(３) 社会教育推進体制の強化 

 

事業名 千葉県社会教育関係団体補助金事業 
H27 予算 715 千円 

      決算 715 千円 
生涯学習課 

事業概要 

県内の社会教育の振興発展に資することを目的として、青少年教育関係団体をはじめ、社会教育関係団体が行う社会

公共的に意義のある事業に対して必要な経費を補助する。 

実施内容 ２７ ２８ ２９ ３０ ３１ 

①社会教育関係 10 団体に 

補助金を交付 

②活動内容等のヒアリン 

グの実施 

①社会教育関係 10 団体に 

補助金を交付 

②活動内容等のヒアリン 

グの実施 

 

 

 

 

 

 

事業の効果（・実施状況 ●課題） 

・27年度の補助金に関しては各団体で主に広報活動（定期発行機関誌）に活用された。配付部数や配付箇所等を工夫 

して無駄のないよう効率的に活用できている。 

●社会教育委員会議で答申した後の内示通知から交付決定通知までの期間が前年度同様かかり，予算の執行が１月とな 

った。11月中には執行しヒアリングまでの期間に余裕を持ちたい。 

今後の取組の方向性（改善策等） 

◎ヒアリングを通して次年度の執行予定額等を前もって連絡していることで、各団体ともに事業内容を工夫して実施 

する流れができている。提出が遅れがちな団体とは積極的に連携していく必要がある。 

 

 

 

事業名 社会教育主事・指導者の養成 
H27 予算 0 千円 

    決算 0 千円 
生涯学習課 

事業概要 

国等で実施される社会教育主事講習への受講を推進するなど、社会教育専門職員である社会教育主事の養成に努め

る。また、地域の社会教育関係者の資質向上を図るため、地域社会教育指導者研修会等を実施する。 

実施内容 ２７ ２８ ２９ ３０ ３１ 

①市町村等へ受講者を募 

集し、取りまとめ、国へ 

推薦（年２回） 

※受講者数 

 Ａ講習13名 

 Ｂ講習16名 

②地域社会教育指導者研 

修会(７月16日 実施) 

 参加者数106名 

①市町村等への受講者を 

募集し、取りまとめ、国 

へ推薦（年２回） 

 

 

 

②地域社会教育指導者研 

修会（年１回） 

 

 

 

 

 

 

事業の効果（・実施状況 ●課題） 

・社会教育主事講習について、公立学校教員の推薦規定を見直し、分割履修等による受講を可とする等、各市町村に対 

し、講習制度の他、分割履修等、日常業務に負担の少ない受講方法について周知した。 

●教員の社会教育主事講習受講者が少なく、学校関係への周知を更に強化するなどして、教員の受講者を増加させる必 

要がある。 

今後の取組の方向性（改善策等） 

◎教員の社会教育主事講習受講者を増やすため、市町村教育長会議等において、積極的な推薦を依頼するとともに、社 

会教育主事講習の制度や、今後求められる社会教育主事の役割等について周知する。 
◎市町村職員の社会教育主事講習受講者を増やすため、市町村主管課長会議等において、社会教育主事講習の制度や社 

会教育主事の職務等について引き続き周知する。特に、社会教育主事に今後求められる役割や、分割履修等の日常業 

務に負担の少ない受講方法等について重点的に周知する。 

 
＜再掲事業＞ さわやかちば県民プラザ学習・研修事業(P.56)  図書館管理事業(P.92) 

      地域とともに歩む学校づくり推進事業(学校支援地域本部)(P.107)  柏の葉アカデミア講座事業(P.111) 
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取組(４) 高等教育機関との連携 

 

事業名 高等学校と大学の連携促進 <再掲>4-(1) 
H27 予算 0 千円 

決算 0 千円 
生涯学習課 

事業概要 

大学教員の高等学校での出張講義、高校生の大学での講義受講、大学の研究施設等を利用した実験・実習など、高等
学校と大学との連携を支援する。 

実施内容 ２７ ２８ ２９ ３０ ３１ 

①県内大学・短期大学の高 

大連携に関する取組内 

容、担当窓口、連絡先等 

を Web サイトに掲載 

②千葉大学教育学部教授 

による夏季公開講座（県 

立長生高校で１回実施 

115人参加） 

③千葉大学教育学部教授 

による基礎教養講座（県 

立千葉東高校、県立木更 

津高校の２校で実施19 

人参加） 

①県内大学・短期大学の高

大連携に関する取組内

容、担当窓口、連絡先等

を Web サイトに掲載 

②千葉大学教育学部教授

による夏季公開講座（県

立高校で１回実施） 

 

③千葉大学教育学部教授 

による基礎教養講座（県

立高校２校で実施） 

 

 

 

 

 

 

事業の効果（・実施状況 ●課題） 

・県内大学・短期大学の高大連携に関する取組内容、担当窓口、連絡先等を Web サイトに掲載し、千葉大学教育学部教 

授による夏季公開講座と基礎教養講座を実施するなど、高大連携の一層の充実が図られた。 
●夏季公開講座については今年度115人の参加と前年を上回ったが、受講者がより参加しやすい時期や講座内容につい 

て大学と調整を図っていくことが必要である。 

今後の取組の方向性（改善策等） 

◎県内高校生を対象とする夏季公開講座と、千葉東高校・木更津高校を対象とする基礎教養講座について、生徒が参加 

しやすい時期の設定と講座内容について、大学担当者と連絡を密にして調整を図っていきたい。 

 

 

事業名 柏の葉アカデミア講座(学習・研修事業の一部)(一部 16-(3)) 
H27 予算 184 千円 

       決算 184 千円 
生涯学習課 

事業概要 

県民に最先端科学技術・経済・文化・環境・健康・食生活等の情報を提供するために，県内外の国立研究機関・大学・
文化施設・病院等と連携しながら、県民プラザの施設を活用し、講座を開講する。 

実施内容 ２７ ２８ ２９ ３０ ３１ 

①講座の開催（年６回） 

・東京理科大学 

（受講者76人） 

・麗澤大学 

（受講者75人） 

・千葉大学 

（受講者78人） 

・東京大学柏の葉キャン 

 パス（受講者45人） 

・政策大学院 

（受講者39人） 

・県立中央博物館 

（受講者35人） 

①講座の開催（年５回） 

・東京理科大学 

 ・千葉大学 

 ・東京大学 

柏の葉キャンパス 

 ・県立中央博物館 

   

事業の効果（・実施状況 ●課題） 

・近隣教育施設と連携したことで、県立の生涯学習施設としての機能を果たすとともに、地域住民の生涯学習の推進に 

寄与している。 
●継続的に行っている講座については、リピーターが多く、ニーズも高い。その反面、内容に偏りがみられる面もあ 

るので、受講者の反応を見ながら、講座の内容と講師の選定を行っていく必要がある。 

今後の取組の方向性（改善策等） 

◎今後も、地域の教育施設や各教育機関と連携した講座として運営していく。 
◎カルチャースクール的な内容は受講希望が多いが、座学や現代的な課題に対しても積極的な参加を促す工夫をした 

い。 
◎講座の内容によっては小中高等学校にも積極的な広報をするなど、広報先を柔軟に検討し、受講者の年齢層の拡大に 

努める。 

 
＜再掲事業＞ 出前講座(P.69) 
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取組(５) 県教育委員会と市町村、私学等との連携強化 

 

事業名 
各教育事務所と管内市町村教育委員会の 
連携・協力体制の強化 

H27 予算 0 千円 

    決算 0 千円 
教育総務課・指導課・教職員課 

事業概要 

各教育事務所職員による学校訪問、学習指導、生徒指導、進路指導等に関する市町村教育委員会との協議、研修等を
実施し、各学校の教育の条件整備と教育内容の充実を図る。 

実施内容 ２７ ２８ ２９ ３０ ３１ 

①教育委員による学校等 

への視察及び教職員と 

の意見交換の実施43回 

②各教育事務所による学 

校訪問の実施（所長・次

長訪問、指導室訪問、要

請訪問等） 

③各教育事務所と各市町 

村教育委員会の指導行 

政連絡会議等の開催 

①教育委員による学校等

への視察及び教職員等

との意見交換の実施 

②各教育事務所による学

校訪問の実施 

 

 

③各教育事務所と各市町

村教育委員会の指導行

政連絡会議等の開催 

 

 

 

 

 

 

事業の効果（・実施状況 ●課題） 

・学校等への視察及び教職員との意見交換を43回実施できたことにより、学校等の現場の生の声を伺うことができ、ど 

のような課題があり、どのような要望を持っているかを、把握することができた。 

・各教育事務所の職員は、計874校（葛南218校、東葛飾105校、北総260校、東上総131校、南房総160校）の市町村立学 

校を訪問し、各学校の課題について指導助言することで、教育内容の充実を図った。（小・中学校総数の66％）                             
・要請訪問については、小学校451校、中学校233校（小・中学校総数の67％）実施することができた。 

●教職員等から学校等の現状を知ることができたが、社会状況が著しく変化する中、児童生徒を取り巻く環境の変化に 

対応していくため、市町村教育委員会との連携を、どのように深めながら課題解決をしていくかが課題である。 

今後の取組の方向性（改善策等） 

◎年間の行事予定に位置付け、計画的に視察を行い、教育現場の意見を常に収集できる体制を、今後も維持していく。 
◎意見交換の場では、管理職及び一般の職員の率直な意見を把握できるよう努めていく。 
◎意見交換により、県教委の施策を広めたり、現場の課題を共通認識したりして、お互いの連携を深めていく。 

◎教育事務所職員の市町村立学校の学校訪問は、教育内容の充実を図る面からは欠かせないことから、引き続き実施す 

るとともに、指導重点を明確にして効果を高めていく。 

 

事業名 千葉県魅力ある建設事業推進協議会(後継者育成事業)<再掲>4-(1) H27 予算 384 千円 
   決算 384 千円 

建設・不動産業課 

事業概要 

建設業の活性化を目的とする産・学・官連携の任意団体である｢千葉県魅力ある建設事業推進協議会｣の事務局として
｢後継者育成事業｣を実施するなかで、県立高校と地域の建設業経営者との意見交換会、高校への出前講座、教員への建
設業に関する実務研修費用等の助成、小・中学校向けキャリア・防災教育プログラム及び教材の開発・普及を行う。 

実施内容 ２７ ２８ ２９ ３０ ３１ 

①建設業経営者との意見交換 

会（県立工業系高校５校） 

②出前講座（工業系高校６校） 

③キャリア・防災教育プロ 

グラム及び教材の開発・普 

及（小・中学校14校） 

①建設業経営者との意見交換

会（県立工業系高校５校） 

②出前講座（工業系高校９校） 

③キャリア・防災教育プログ

ラム及び教材の開発・普及

（小・中学校出前授業10校） 

④教員への建設業に関する実

務研修費用等の助成 

 

 

 

 

 

 

事業の効果（・実施状況 ●課題） 

・意見交換会は、県内を各地域に分け開催したことによって効率的・効果的に実施できた。 
・出前講座については、学校・業界団体間の調整を随時行うこと、派遣企業にかかる費用の一部を助成することによっ 

て、円滑な事業実施を支援した。その結果、学校・業界団体から、引き続きの支援要請等、好評を得られた。 
・小・中学校への出前授業については、専門性を有する外部団体に委託することで効果的に授業を実施できた。また応 

募の増加に伴い、当初予定を上回る14校で実施できた。授業後のアンケートからは、概ね80％の児童・生徒から「建 

設業に興味をもてた」という評価を得られた。 
●意見交換会については、過去の例に従い学校・業界団体に開催案内を通知をしているが、参加のある学科・業種に偏 

りが生じていることが課題である。 
●教員への助成については、27年度は申請がなかった。制度についてより積極的に広報する必要がある。 

今後の取組の方向性（改善策等） 

◎意見交換会については、例年地域ごとに行っているが、28年度は、全県単位で一堂に会して実施する。また工業系学 

校、団体が偏りなく参加があるよう周知、案内等を改善する。 
◎出前講座・教員への助成については、必要に応じて効率的に実施する。特に学校への広報・周知の改善・充実を図る。 
◎小・中学校への出前授業については、現在の土木工事に加えて、新たに建築工事を中心とした授業を開発することで、 

建設業についての理解がより深まる内容とする。また、よりキャリア教育に重点を置いたプログラムとすることで、 
学校からのニーズに広く対応できるものとする。 

 
＜再掲事業＞ 公立学校と私立学校の連携(P.64)        私立学校派遣研修(P.65) 
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～チームスピリットプロジェクト～ 
 
 

施策１７ 学びのセーフティーネットの構築 
      

      ○自らの能力を伸長し、将来、社会においてその能力を発揮するための教育を受ける機会 

は、経済的・社会的な事情に関わらず等しく与えられるべきもので、子どもたちの社会 

参画・自立に向けて、安全・安心で充実した教育機会を提供すること、すなわち｢学び 

のセーフティネット｣を構築する。 

○各学校段階の継続性を生かした支援や、いじめ、不登校や障害等に関する教育相談体制 

の充実、全ての子どもたちが安心して教育を受けることのできる環境の確保など、困難 

を抱えている子どもや家庭への支援を推進する。 

○関係部局や機関と連携しながら、学習環境、家庭環境や社会生活に困難を有する子ども 

たちへ学び直しの機会の提供等の教育支援を進めるとともに、児童虐待の防止等の対策 

を充実させる。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

取組(１) 子どもや家庭に対する相談支援体制の充実 

 

事業名 不登校対策推進校の指定 
H27 予算 0 千円 

    決算 0 千円 
指導課・教職員課 

事業概要 

学校に校内不登校児童生徒支援教室を設置し、実践的な活動等を通して、不登校及び不登校傾向にある児童生徒に

対する適切な支援を行う。また、不登校及び不登校傾向にある児童生徒に対する支援を行うために指定する不登校対

策推進校に対して、教員を加配する。 

実施内容 ２７ ２８ ２９ ３０ ３１ 

①不登校対策推進校の指 

定、校内不登校児童生徒 

支援教室を開設 

②不登校対策推進校への 

教員の加配125校125名 

①不登校対策推進校の指 

定、校内不登校児童生徒 

支援教室を開設 

②不登校対策推進校への 

教員の加配125校125名 

 

 

 

 

 

 

事業の効果（・実施状況 ●課題） 

・校内不登校児童生徒支援教室において、児童生徒の学級復帰に向けた学習支援や教育相談等を行い、不登校になっ
た児童生徒の学級復帰を支えることができた。 

今後の取組の方向性（改善策等） 

◎校内不登校児童生徒支援教室の開設を進めるとともに、不登校対策推進校（125校）を指定し、教員を125名加配す 

ることによって、不登校児童生徒の解消、未然防止を図っていく。 
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事業名 子ども・若者育成支援推進事業 <再掲>17-(3) 
H27 予算 11,374 千円 

   決算 11,203 千円 
県民生活・文化課 

事業概要 

ニート・ひきこもり・不登校など、社会生活を円滑に営む上での困難を抱えている子ども・若者の支援のため、子
ども・若者支援協議会の開催や、人材育成のための研修等を実施する。また、総合相談窓口を設置し、専門の相談員
による電話相談を行うとともに、適切な専門機関の紹介を行う。 

実施内容 ２７ ２８ ２９ ３０ ３１ 

①千葉県子ども・若者支援 

協議会(委員会等含む） 

の開催(５回）・人材育成 

研修の実施(２回） 

②千葉県子ども・若者総合 

相談センター「ライトハ 

ウスちば」の運営 

③リーフレット・ポスター 

作成・配付 

①千葉県子ども・若者支援 

協議会の開催・人材育成 

研修の実施 

 

②千葉県子ども・若者総合 

相談センター「ライトハ

ウスちば」の運営 

 

 

 

 

 

 

 

事業の効果（・実施状況 ●課題） 

・千葉県子ども・若者支援協議会で、ニート・ひきこもり・不登校に関する県内の相談・支援機関の情報をまとめた 

ガイドブック「セレクトシステム」を作成し、相談・支援の迅速化や関係機関の連携強化を推進した。 

・千葉県子ども・若者総合相談センター「ライトハウスちば」において、836件の相談を受理し、相談内容に応じて、 
適切な支援機関を紹介することができた。 

●困難を抱える子ども・若者の相談は依然多く、より適切な支援機関が紹介できるよう情報収集等を継続する必要がある。 

今後の取組の方向性（改善策等） 

◎千葉県子ども・若者支援協議会で、困難を抱える子ども・若者の居場所調査や市町村ネットワーク強化推進のため 

の研修等を実施し、引き続き困難を抱える子ども・若者への支援体制の充実を図っていく。 
◎千葉県子ども・若者総合相談センター「ライトハウスちば」の広報の充実を図り、引き続き困難を抱える子ども・ 

若者が適切な機関につながるよう支援していく。 
 
＜再掲事業＞ 子どもと親のサポートセンター調査研究事業(P.67)  子どもと親のサポートセンター研修事業(P.70) 
       いじめ防止対策推進事業①(P.74)          いじめ防止対策推進事業②(P.76) 
       子育て支援活動推進事業(P.80)            総合教育センター教育相談事業(P.82) 
       千葉県教育支援委員会(P.83)             早期からの教育相談・支援体制の構築(P.83) 
 

取組(２) 学び直しなどの再チャレンジに対する支援の充実 

 

事業名 定時制高校・通信制高校の充実 <再掲>6-(1) 
 H27 予算 0 千円 

    決算 0 千円 
県立学校改革推進課 

事業概要 

通信制高校の定期考査を、通信制協力校２校を会場に実施することにより、希望する生徒の協力校での受験を可能
とし、定期考査期間中における長距離通学の負担の軽減を図る。また、通信制協力校の拡充や IＣＴを活用した学習
支援の充実について検討するとともに、通信制高校に関する情報提供の充実に努める。 

実施内容 ２７ ２８ ２９ ３０ ３１ 

①通信制協力校２校（銚子 

商業・館山総合）にて通 

信制の定期考査実施 

②通信制協力校制度検討 

会議を５回実施 

③千葉大宮高校の「出前学 

校説明会」を７ヶ所で実施 

④定時制特別委員会に２回 

参加・助言 

 

①通信制協力校２校（銚子

商業・館山総合）にて通

信制の定期考査実施 

②通信制協力校開設準備会

議の実施 

③千葉大宮高校の「出前学

校説明会」の実施 

④定時制特別委員会に参 

加・助言 

⑤定時制及び通信制課程 

の就学支援金受給者の 

通算74単位を超える授業 

料の不徴収 

 

 

 

 

 

 

事業の効果（・実施状況 ●課題） 

・通信制協力校２校（銚子商業・館山総合）において実施されている、通信制の定期考査については本年度も協力校 

の協力を得て滞りなく実施され、利便性が図られている。 
・通信制協力校制度検討会議は、本年度の６回の会議で、設置準備に向けた検討と確認を終え、更なる充実に向けた 

準備が図られた。 
●通信制協力校制度については、本年度の検討を踏まえて、準備組織の設置が必要である。 

今後の取組の方向性（改善策等） 

◎通信制協力校制度２校（銚子商業・館山総合）における通信制の定期考査については、本年度も実施し、千葉大宮 

高校の周知について支援していく。 

◎通信制協力校における面接指導(スクーリング)の実施に向けて準備組織を設置し、より一層教育内容の充実を図る。 
◎多部制を含めた定時制高校の配置等についての検討や、通信制高校における教育内容の充実の検討を図る。 

◎就学支援金受給者に対し、一部授業料を不徴収とすることにより、経済的負担の緩和を図る。 
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事業名 地域連携アクティブスクールの更なる充実 <再掲>6-(1) 
H27 予算 11,513 千円 

   決算 11,313 千円 
県立学校改革推進課 

事業概要 

地域との協同により、一人一人の生徒に応じた｢学び直し｣や｢実践的なキャリア教育｣を行い、生徒の能力を引き出

し、コミュニケーション能力や倫理観等を身に付け、地域とともに生きる自立した社会人の育成を目指す『地域連携

アクティブスクール』の更なる充実を図る。 

実施内容 ２７ ２８ ２９ ３０ ３１ 

①自立した社会人の育成 

に係る連絡会議を２回 

開催  

②キャリア教育支援コー 

ディネーターの配置４ 

名、連絡会議開催１回 

③スクールソーシャルワ 

ーカーの配置２名、連絡 

会議開催１回 

① 地域連携アクティブス 

クール連絡会議の開催 

 

②キャリア教育支援コー 

ディネーターの配置４ 

名 

③スクールソーシャルワ 

ーカーの配置４名 

 

 

 

 

 

 

事業の効果（・実施状況 ●課題） 

・各種の連絡会議を通して、各学校の取組や情報共有を図ることができた。 

●「地域の教育力の活用」と「地域への貢献」を踏まえた教育活動の在り方について、内容の吟味を図る必要がある。 

今後の取組の方向性（改善策等） 

◎「地域の教育力の活用」と「地域への貢献」を踏まえた教育活動の在り方について連絡会議で検討をしていく。 

 
 
 
 

取組(３) 経済的・家庭的理由など様々な困難への支援 

 

事業名 公立高等学校等奨学のための給付金事業 
H27 予算 555,794 千円 

   決算 555,231 千円 
財務施設課 

事業概要 

公立高等学校等に在学する低所得世帯の生徒等の保護者の教育費負担を軽減し、生徒等の修学を支援するため、奨

学のための給付金を支給する。 

実施内容 ２７ ２８ ２９ ３０ ３１ 

①給付金の支給 

（8,410人） 

②第１・２学年が対象 

（学年進行） 

③通信制課程の給付内容 

を拡充 

①給付金の支給 

（約12,560人） 

②第１～３学年が対象 

（学年進行） 

③市町村民税所得割非課 

税世帯の第１子の給付 

額を増額 

   

事業の効果（・実施状況 ●課題） 

・授業料以外の教育費の一部を支給することにより保護者の負担が軽減された。 

今後の取組の方向性（改善策等） 

◎引き続き、保護者の負担軽減のため授業料以外の教育費の一部を支給し、生徒等の修学を支援していく。 
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事業名 千葉県奨学資金貸付事業 
H27 予算 1,099,966 千円 

決算  589,341 千円 
財務施設課 

事業概要 

高等学校、中等教育学校後期課程、特別支援学校高等部及び専修学校高等課程の在学者で経済的理由により修学が
困難な生徒の修学を支援するため、学資の貸付けを行う。 

実施内容 ２７ ２８ ２９ ３０ ３１ 

①学資の貸付け 

（1,897人） 

① 学資の貸付け 

（約3,100人） 
 

  

事業の効果（・実施状況） 

・修学を援助することで有為な人材の育成に資することができた。 

●返還金の未回収等が見られる。 

今後の取組の方向性（改善策等） 

◎広く有為な人材育成を図るため、学校等を通じ、奨学資金貸付制度の広報を積極的に行っていくとともに、返還金 

が次世代の奨学金となることを周知していく。 

◎収納率向上のため、新たに民間の債権回収会社に収納事務の一部を委託する。 

 

事業名 高等学校等就学支援金・学び直し支援金 
H27 予算 6,480,344 千円 

 決算 6,480,255 千円 
財務施設課 

事業概要 

公立高等学校における教育に係る経済的負担の軽減を図り、もって教育の機会均等に寄与するため、支援を必要と
する生徒に対して高等学校等就学支援金の支給を行う。また、高等学校等を中途退学した後、再び千葉県の公立高等
学校で学び直す者に対して学び直し支援金の支給を行う。 

実施内容 ２７ ２８ ２９ ３０ ３１ 

①支援金の支給約58,100 

人対象 

②就学支援金は、第１・２ 

学年が対象（学年進行） 

学び直し支援金は、全学 

年が対象 

①支援金の支給 

（約86,000人） 

②就学支援金、学び直し支 

援金ともに全学年が対 

象 

 

 

 

 

 

 

事業の効果（・実施状況 ●課題） 

・就学支援金制度では、生徒・保護者等の経済的負担の軽減を図るため、所得制限を設けた上で、支援金を支給した。 
今後の取組の方向性（改善策等） 

◎引き続き、生徒・保護者等の経済的負担の軽減を図るため、授業料相当額を支援する。 

 

事業名 被災児童生徒就学支援等事業 
H27 予算  31,243 千円 

   決算  15,190 千円 
財務施設課 学校安全保健課 学事課 

事業概要 

被災により就学が困難となった幼児児童生徒の学費を支援するため、国の交付金を活用し、私立学校等における授
業料等減免事業や市町村が実施する就園・就学支援事業に助成する。 

実施内容 ２７ ２８ ２９ ３０ ３１ 

①私立学校等における就学支

援（授業料等の減免５名） 

 

②被災幼児就園支援事業 

（入場料、保育料）16名 

③被災児童生徒就学援助事業

（学用品等、医療費、給食

費）128名 

④被災児童生徒等特別支援教

育就学奨励事業（教科書購

入費、通学費、学用品購入

費等）６名 

①私立学校等における就学支

援として授業料等の減免の

実施 

②被災幼児就園支援事業 

（入場料、保育料） 

③被災児童生徒就学援助事業

（学用品等、医療費、給食

費） 

④被災児童生徒等特別支援教

育就学奨励事業（教科書購

入費、通学費、学用品購入

費等） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業の効果（・実施状況 ●課題） 

・被災により就学が困難となった幼児児童生徒に対し、就学援助を行った。また、市町村が行う就学援助事業に必要 

な経費を助成した。 

今後の取組の方向性（改善策等） 

◎引き続き、被災により就学が困難となった幼児児童生徒の学費の支援及び市町村が行う就学援助事業を助成して 

いく。 

 
＜再掲事業＞ 私立高等学校等就学支援事業・学び直し支援事業(P.64) 
      特別支援学校スクールバス運行事業委託(P.86) 

市町村相談員等のための家庭教育研修講座(P.104) 
       地域とともに歩む学校づくり推進事業(学校支援地域本部)(P.107) 

子ども・若者育成支援推進事業(P.114) 
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取組(４) 虐待など不適切な養育から子どもを守る取組の充実・強化 

 

事業名 家庭における暴力防止啓発パンフレットの作成 
H27 予算 559 千円 

       決算 597 千円 
男女共同参画課 

事業概要 

ＤＶを子どもが目撃するのは児童虐待にあたり、その後の子どもの人格形成や成長過程に深刻な影響を与えること

から、家庭における暴力防止への理解促進を図るため、保護者を対象としたＤＶ防止啓発パンフレットを作成・配付

する。 

実施内容 ２７ ２８ ２９ ３０ ３１ 

①就学時健診と１歳半健 

診時の際、対象児童の保 

護者に120,000部配付 

①家庭における暴力防止啓 

発パンフレットの配付 

 

 

 

 

 

 

事業の効果（・実施状況 ●課題） 

・健診時以外にも、県立図書館で配架することにより、より多くの保護者への周知が図られた。 

●図書館だけではなく、多くの保護者に見てもらえるような配付先を検討する必要がある。 

今後の取組の方向性（改善策等） 

◎図書館に加え、健康福祉センターへの配付を新たに行い、より多くの保護者が目にする機会を増大させる。 

 

 

 

事業名 子ども家庭１１０番事業 
H27 予算 17,000 千円 

   決算 16,886 千円 
児童家庭課 

事業概要 

児童虐待やいじめ、子育ての不安など、子どもに関わる様々な相談に応じるため、｢子ども家庭１１０番｣を中央児

童相談所に設置し、専門の電話相談員が夜間、土日、祝日の相談にも応じる。 

実施内容 ２７ ２８ ２９ ３０ ３１ 

①子ども家庭110番の設置

（24時間365日対応） 

2,599件 

①子ども家庭110番の設置

（24時間365日対応） 

 

 

 

 

 

 

 

事業の効果（・実施状況 ●課題） 

・「子ども家庭110番」を中央児童相談所に設置し、専門の電話相談員が夜間、土日、祝日の相談にも応じた。相談 

窓口の設置について周知を図り、児童虐待の早期発見につなげることができた。 

今後の取組の方向性（改善策等） 

◎引き続き、「子ども家庭110番」を設置する。（24時間365日対応） 
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第６章 
 

施策横断的取組 
 

 

 

＜施策横断的取組 その１＞ 

 

ちばっ子「学力向上」総合プラン 

（ファイブ・アクション） 

 

 
 
 
 
 
 
 

県教育委員会では、本県で学ぶ子どもたちの学力向上を目指し、「ちばっ子『学

力向上』総合プラン(ファイブ・アクション)」に取り組んでいます。 

５つの視点から事業を推進することにより、児童生徒の学力向上を図っていきた

いと考えています。 
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１ ちばっ子「学力向上」総合プラン（ファイブ・アクション）取組の方向性及び事業体系 

 

アクション１ 「教師力トップ」チャレンジプラン（「授業力向上」の視点） 

 プロジェクトⅠ【施策１】社会を生き抜く力を育む主体的な学びの確立 

  ○ちば「授業練磨の公開日」の実施（P.39参照） 

  ○｢魅力ある授業づくりの達人」認定・活用事業の推進（P.39参照） 

  ○｢若手教員育成推進員」活用事業の推進（P.39参照） 

  ○｢私の授業レシピ（秘訣・秘伝）」活用事業の推進（P.42参照） 

  ○｢総合的な学習の時間のコーディネーター」養成（P.39参照） 

  ○｢理科の観察・実験指導」の推進（P.39参照） 

 プロジェクトⅡ【施策７】教育現場の重視と教員の質・教育力の向上 

  ○｢千葉県教職員研修体系」に基づく研修事業の充実・推進（P.69参照） 

  

アクション２ 「子どもたちの夢・チャレンジ」サポートプラン(子どもたちの学びの視点) 

 プロジェクトⅠ【施策１】社会を生き抜く力を育む主体的な学びの確立 

  ○学習サポーター派遣事業（P.40参照） 

  ○｢ちばっ子チャレンジ100」の作成・活用（小学校）（P.40参照） 

  ○｢学びの突破口ガイド」の活用（小学校）（P.40参照） 

  ○｢ちばのやる気」学習ガイドの活用（中学校）（P.40参照） 

  ○｢ＳＳＨ」などの活用による理数教育の充実（P.40参照） 

 

アクション３ 確かな学びの礎(いしずえ)プラン(読書活動充実と家庭学習環境づくりの視点) 

 プロジェクトⅠ【施策１】社会を生き抜く力を育む主体的な学びの確立 

  ○読書活動の推進（確かな学びの早道「読書」事業 P.37 参照） 

  ○｢家庭学習のすすめ」サイトの活用促進（P.37 参照） 

 プロジェクトⅡ【施策１１】読書県「ちば」の推進 

  ○読書活動の推進（優良・優秀学校図書館の認定等環境整備事業 P.91参照） 

 

アクション４ 興味ワクワク「体験学習」推進プラン(体験学習による意欲向上の視点) 

 プロジェクトⅠ【施策１】社会を生き抜く力を育む主体的な学びの確立 

  ○｢お兄さん、お姉さんと学ぼう」事業の推進（P.38 参照） 

  ○｢小･中･高連携の特別授業」による体験学習の促進（P.38 参照） 

  ○学びの「総合力・体験力」コンテストの開催（P.38 参照） 

  ○特別非常勤講師配置事業（P.38、P.71 参照） 

 プロジェクトⅡ【施策７】 教育現場の重視と教員の質・教育力の向上 

  ○特別非常勤講師配置事業（P.71、P.38 参照） 

 

アクション５ 「学力向上」検証プラン(「ＰＤＣＡ」の視点) 

 プロジェクトⅠ【施策１】社会を生き抜く力を育む主体的な学びの確立 

  ○「学力・学習状況」検証事業（P.42参照） 

  ○「学力向上交流会」の開催（P.42、P.43参照） 

  ○「学力向上推進会議」の実施（P.42参照） 



                その１ ちばっ子「学力向上」総合プラン（ファイブ・アクション） 
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２ 総括 

 （１） アクション１ 「教師力トップ」チャレンジプラン（「授業力向上」の視点）について 

     実施状況 

・教職経験年数に応じた研修の継続的な実施や「若手教員育成推進員」の活用、「ちば『授

業練磨の公開日』の実施」などにより、教師力向上のための人材育成、研修の充実を図

りました。また、地域に根ざした研修や授業の相互参観など、校内研修を充実させ授業

力向上に向けた取組を推進しました。 

・「魅力ある授業づくりの達人」を認定するなど人材の育成・発掘を行い、授業公開や授

業支援等の活動に生かすことができました。 
 

     今後の課題と対応 

・初任者研修をはじめとした経験者研修等において、これまでの取組を振り返るとともに、 

学校現場で必要とされる研修内容や教員の課題に応じた、連続性・計画性をもった研修

の運営に留意する必要があります。 

・教職員研修が教員の授業力や資質の向上につながっているかどうか受講者や管理職へ 

の検証が必要です。 

・研修関係者へのアンケートに基づき、研修内容や運営の在り方を改善するとともに、「能 

動的自立研修の手引き」を活用した自己評価に基づく自己課題を明確にした校内研修等 

が実施できるように働きかけます。 

 

（２） アクション２ 「子どもたちの夢・チャレンジ」サポートプラン(子どもたちの学びの視点)について 

     実施状況 

・小学生向けの｢ちばっ子チャレンジ 100｣の低学年児童向けの問題作成と Web アップや 
「学びの突破口ガイド」など、学習教材の充実に努め、子どもたちの学習を充実させ

るための資料の作成し、提供しました。 
・中学生向け「ちばのやる気学習ガイド」の Web を改修し、活用の利便性の向上を図り       

ました。 
・平成２５年度から開始した「学習サポーター派遣事業」では、年間を通じて放課後

等の補習学習や授業中の学習支援などを行ったことにより、児童生徒の学習意欲の

向上や学力の底上げを図ることができました。 
     今後の課題と対応 

・子どもたちのために作成した学習資料の有効活用や、学習サポーターの効果的な取組事

例など、学力向上の取組事例の普及を図る必要があります。 
          ・リーフレットを配付する等、「学びの突破口ガイド」、「ちばっ子チャレンジ 100」など 

の学習資料の周知を図るとともに、効果的な活用例等を例示します。また、学力向上

交流会等で学習資料を活用した指導事例の紹介や「学力・学習状況」検証協力校での

取組事例の実践報告を行います。 
・学習サポーターの効果的な取組事例を連絡協議会等において紹介するとともに、学習  
サポーターの業務内容を校内に周知し、活動しやすい環境づくりに努めます。 
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（３） アクション３ 確かな学びの礎(いしずえ)プラン(読書活動充実と家庭学習環境づくりの視点)について 

     実施状況 

    ・学校図書館の活用充実を目指した実践協力校の取組は、小・中・高等学校とも成果を上 
げ、その取組をまとめた実践事例記録集が完成しました。 

・読書活動の推進のための環境づくりでは、優良学校図書館の認定が効果を上げ、次の  

ステップである優秀学校図書館の認定も進んできました。 
・各学校のホームページに｢家庭学習のすすめ｣サイトへのリンク設定を依頼し、各種広報

活動などを行うとともに、各教科の学習事例を充実させたり、家庭学習を見直したりす

るための素材を提供することができました。 
 

     今後の課題と対応 

    ・実践協力校の実践記録集から、学校図書館を活用した指導事例を紹介する等、資料の周

知と活用に努めるとともに、学校種に応じた学校図書館の環境整備目標の周知に努めま

す。 

    ・｢家庭学習のすすめ｣ サイトの周知を図り、掲載内容の改善と充実を更に進め、家庭学

習の習慣化を促進する必要があります。 
    ・引き続き各学校のホームページと｢家庭学習のすすめ」サイトを、バナーの設置によりリ

ンク設定するなど、各学校の協力を得て、保護者等が利用しやすい環境づくりを進めます。 

 
 
 

（４） アクション４ 興味ワクワク「体験学習」推進プラン(体験学習による意欲向上の視点)について 

     実施状況 

・「小・中・高連携の特別授業」の実施回数が増加しました。また、「お兄さん、お姉さん

と学ぼう」事業では、高校生も小・中学生も共に貴重な体験活動をすることができ、

子どもたちの体験学習の機会の充実が図られました。 

・学びの「総合力・体験力」コンテストでは、多くの作品が寄せられ、その作品の質から

も体験学習の充実が伺えました。全体として、体験学習の機会の充実が図られ、学習意

欲向上に一定の効果を果たしています。 
 
今後の課題と対応 

・事業に取り組んだ子どもたちは、体験学習をとおして学習意欲を高めることができてい

るので、各事業について周知を積極的に行い、更に活用の促進を図ります。 
・各事業の成果を周知したり、事業間の連携を図ったりして事業の活用増加を図るととも 

に、コンテストなどにおいても参加数の増加に努めます。 
 
 
 
 

 



                その１ ちばっ子「学力向上」総合プラン（ファイブ・アクション） 
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（５） アクション５ 「学力向上」検証プラン(「ＰＤＣＡ」の視点)について 

     実施状況 

・「ちばっ子『学力向上』総合プラン」の評価・検証は、評価方法の改善や内部評価の    

実施により、事業改善に結び付くＰＤＣＡサイクルが確立されてきました。  

・学力向上推進会議委員の学力向上交流会や各事業視察が積極的に行われ、具体的な視点

から本プランへの意見を聴取できました。 
・「学力向上交流会」を小・中・高校等を会場として県内各地で開催し、「魅力ある授業づく

りの達人」の授業実践や「ちばのやる気学習ガイド」を活用しての指導事例の紹介など、

「ちばっ子『学力向上』総合プラン」を用い、各地区の実態に応じた特色ある取組につ

いて意見を交換することができました。 
 

     今後の課題と対応 

  ・各地域の特色を生かした「学力向上交流会」が定着してきたので、各地域の実施状況な

どの情報を共有したり、県教育施策の各取組を周知したりすること等を通して、学力向

上に更に努める必要があります。 
    ・「学力向上交流会」事前打合せ会及び事後の反省会を開催し、各地域の実施状況などに

ついて情報交換を行っていきます。 
・教員の指導力を高め、授業改善を図るため、本県の学力向上施策を積極的に取り入れた

学校の実践事例を紹介したり、分科会のテーマに設定したりするなど、各地域で工夫さ

れた運営ができるよう努めます。 
・「学力向上交流会」の参加者の報告会を各学校内で行い、学力向上に関する実践や情報

を共有できるよう、理解・協力を求めていきます。 
 

 （６） 全体を通じて 

     実施状況 

・「ちばっ子『学力向上』総合プラン」については、多くの事業で相当の成果を上げ、    

全体的に進展が図られています。一方で、教員一人一人まで周知が十分ではない事業も

あるので、更に学校現場での活用につながる取組に努めます。  
・平成２７年度の取組の反省や学力向上推進会議による関係者評価を踏まえ、事業改善・

評価方法の改善を図るとともに、全国学力・学習状況調査のデータ活用や、学校の学習

指導の支援を検討するなど、今後も学力向上事業の改善を図りながら推進していきます。 
 
     今後の課題と対応 

・本プランも実施６年目を迎え、各事業の充実を図るとともに、第２期千葉県教育振興基

本計画における学力向上施策を見据え、新しい「ちばっ子『学力向上』総合プラン」の

策定に向け、学力向上プロジェクトチーム会議等を活用して、計画的に検討を行ってい

きます。 
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＜施策横断的取組 その２＞ 

 

 

 

 

「千葉県震災復旧及び復興に係る指針」等 

を踏まえた教育委員会としての取組 

 

 
 
 
 

 千葉県教育委員会では、平成２３年３月１１日に発災した東日本大震災への対応

として、同年５月に「震災に係る教育委員会としての当面の取組」を策定しました。 

これに基づいて、教育施設の耐震化や施設面での整備を着実に進めてきました。 

 更に、平成２４年２月には、防災教育の充実など、子どもたちが自らの身を守れ

るような環境をつくるため、中長期的な対応を見据えた「『千葉県震災復旧及び復

興に係る指針』等を踏まえた教育委員会としての取組」を策定し事業を推進してき

ました。 

 平成２５年度から本点検・評価において、取組の進捗管理を確認・検討しながら

推進を図っています。 

  



         その２ 「千葉県震災復旧及び復興に係る指針」等を踏まえた教育委員会としての取組 
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１「千葉県震災復旧及び復興に係る指針」等を踏まえた教育委員会としての取組の 

方向性及び事業体系抄録 

 

（１）東日本大震災からの復旧復興に係る取組 

 復興 

  ① 早期の耐震化等の推進 

     ○県立学校の耐震化（P.129 参照） 

・ 県立学校耐震化推進事業（校舎・体育館・食堂・講堂） 

      ○ 社会教育施設・体育施設の耐震化（P.129 参照） 

      ・社会教育施設・体育施設耐震改修等整備事業 

     ○ 被災文化財への支援（P.129 参照） 

      ・ 被災文化財支援事業・ 被災史跡等購入助成 

  ② 防災教育の一層の充実 

     ○ 独自教材の活用（P.130 参照） 

      ・ 「備えあれば憂いなし」、「学校における防災教育実践事例集」（平成 25 年３月）を活 

用した防災教育の充実 

      ・ 「ちば・ふるさとの学び」を活用した防災教育の充実 

      ・ 「東日本大震災に学ぶ道徳教育」の推進 

     ○ 研修会や公開授業等の実施（P.130 参照） 

      ・ 大震災の記録「東日本大震災を振り返って」を活用した研修会の実施 

 ・ 防災授業実践研修会の実施 

      ・ 実践的防災教育総合支援事業（命の大切さを考える防災教育公開事業）の実施 

     ○ 地域等との連携（P.131 参照） 

      ・ 実践的防災教育総合支援事業（命の大切さを考える防災教育公開事業）の実施 

      ・ 避難訓練の実施 

    ○ 魅力ある学校づくり（P.131 参照） 

      ・ 防災の学びの導入・ 大学や研究機関等と連携した授業等の展開 

  ③ 学校における災害発生時の児童生徒に対する支援の充実 

     ○ 児童生徒の保護（P.132 参照） 

      ・ 「学校安全計画」や「危機管理マニュアル」の見直し等 

      ・ 確実に職員や保護者等と連絡が取れる体制の見直しと整備 

 ・ 県立高校及び公立小・中学校における備蓄体制の確立 

    ○ 地域と連携した児童生徒支援（P.132 参照） 

      ・ 地域とともに歩む学校づくり推進支援事業 

    ○ 障害のある児童生徒への対応（P.133 参照） 

      ・ 障害のある児童生徒の安全な避難体制の確立 

      ・ スクールバス運行中の災害発生への対応 

 ・ 非常用電源の確保と安全で確実な医療的ケアの実施 

      ・ 障害に配慮した備蓄体制の確立 

      ・ 医療機関との連携体制の確立 

 ・ 障害の特性を踏まえた心のケアや指導の実施 

      ・ 県立高校における障害のある生徒への支援 
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復旧 

  ① 被災者の生活支援 

○ 被災した幼児児童への支援（P.134 参照） 

      ・ 被災した生徒の入学料の免除 

      ・ 市町村が実施する就園・就学事業への支援 

○ 被災者等の心のケア（P.134 参照） 

・ 中長期的視野に立ったスクールカウンセラー・スーパーバイザー及びスクールソーシ

ャルワーカーの派遣 

      ・ スクールカウンセラーの近隣未配置校への派遣等 

  ② 施設の復旧 

○ 県立学校施設の復旧（P.134 参照） 

・ 平成２４年度で復旧完了 

○ 社会教育施設の復旧（P.134 参照） 

・ 平成２５年度で復旧完了 

 

（２）原発事故に係る取組 

  ① 学校の校庭等における線量低減策等の実施 

     ○ 県立学校等の校庭等の放射線量測定を継続的に実施（P.135 参照） 

     ○ 放射線量低減に向けた除染等の実施（P.135 参照） 

     ○ 市町村への情報提供や県立学校への測定機器の貸出（P.135 参照） 

  ②  学校給食用食材の安全・安心の確保 

     ○ 調理場等における納入時の産地の確認（P.135 参照） 

     ○ 学校栄養職員、栄養教諭、市町村教育委員会職員に対する研修会の実施（P.135 参照） 

     ○ 給食用食材の放射性物質の検査（P.135 参照） 

  ③ 放射線教育の実施 

     ○ 放射線の正しい理解や副読本の活用指導（P.136 参照） 

     ○ 放射線の指導に関する研修の実施（P.136 参照） 

 

 

２ 総括  
（１） 東日本大震災からの復旧復興に係る取組 

復興 

  ① 早期の耐震化等の推進【財務施設課】      

実施状況 

・県立学校の耐震化に関する平成２７年度の予算については、約１０２億円を計上しました。

前年度に比べ増額し、平成２６年度に引き続き改修工事や設計を実施しました。 

・平成２７年度の実施内容は、耐震改修工事県立高等学校７８棟、意匠設計１棟、耐震補強工

事に向けた入札９棟となりました。 

今後の課題と対応 

・入札不調により平成２７年度末までに完了できなかった９棟について、平成２８年度の早期

に完了させ、耐震化率が 100％となるよう取り組みます。



         その２ 「千葉県震災復旧及び復興に係る指針」等を踏まえた教育委員会としての取組 
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  ② 防災教育の一層の充実【学校安全保健課】 

  実施状況 

    ・平成２７年度に実施した防災教育調査の結果を基に、各学校の防災管理及び防災組織の今後

の取組の重点を取りまとめ、平成２８年３月に全ての公立学校に通知するとともに、各学校

に対して、今後の取組の重点を踏まえ、次年度の学校防災計画の作成を指示しました。 

     ・平成２７年７月には管理職を対象とし、地震や津波発生を想定して、その場の的確な判断を

求める「災害図上演習」等を取り入れた研修（３０１名参加）、８月には教員を対象とした防

災教育に係る模擬授業を行うとともに、授業づくりの留意点等についての研修会を実施しま

した。（８８名参加） 

    今後の課題と対応 

・今後もこれらの資料の活用や研修会を通して、全ての学校で防災教育の一層の充実を図って 

いきます。 

  ③ 学校における災害発生時の児童生徒に対する支援の充実【学校安全保健課】 

【特別支援教育課】 

    実施状況 

・平成２７年度に実施した防災教育調査の結果から、全ての学校で、「学校における地震防災マ

ニュアル」を手引きとして「学校安全計画」や「危機管理マニュアル」が作成されていること

を確認しました。 

・81.8％の学校において、保護者への連絡体制の複数化が図られていること、90.1％の学校で児

童生徒が帰宅困難となった場合の備蓄の整備が行われていることを確認しました。 

・「防災セルフチェック」による自己点検は、各特別支援学校が防災の取組を改善・推進する上 

での有効な資料となりました。 

今後の課題と対応 

・今後も、学校と地域との連携を更に深め、地域ぐるみで学校教育を支える体制づくりを推進 

していきます。 

・「防災セルフチェック」が更に有効となるよう、点検方法の見直し等について検討します。 

・スクールバス運行時の災害への対応や医療的ケアが必要な重度の障害がある児童生徒への対 

 応、障害に配慮した備蓄体制の確立、緊急時における電源の確保など、各学校における障害 

のある児童生徒への対応について、引き続き取組んでいきます。 

復旧 

  ① 被災者の生活支援 【指導課】 

実施状況 

・被災した児童生徒や震災の影響により転入している児童生徒が在籍している学校からの要請

により、スクールカウンセラー等を派遣し、児童生徒の心のケアにあたりました。 

・平成２５年度から平成２７年度は、通常配置している公立小学校７０校（平成２６年度３５

校）、全公立中学校、高等学校８０校（平成２５、２６年度は７０校）、教育事務所等のスク

ールカウンセラー等により必要に応じた支援を行いました。 

今後の課題と対応 

  ・今後もスクールカウンセラー未配置校に対しては、近隣の配置校を拠点として配置するなど、 

児童生徒の心のケアや教育相談体制の充実を図っていきます。 
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（２） 原発事故に係る取組 

  ① 学校の校庭等における線量低減策等の実施【学校安全保健課】 

実施状況 

・汚染状況重点調査地域に指定された９市に所在する県立学校を中心に、８月に放射線量測定

を実施しました。 

・平成２７年度、千葉県除染実施プラン対象の２８校について、８月に計測を実施した結果、

除染対策目標値（毎時 0.23 マイクロシーベルト）を超える数値は測定されず、線量の上昇傾

向も確認されませんでした。 

今後の課題と対応 

       ・千葉県除染実施プラン対象の２８校について、学校安全保健課による定期的な測定は実施し

ませんが、学校等から対策目標を超える報告があった場合、学校安全保健課が改めて測定し

ます。 

  ② 学校給食用食材の安全・安心の確保【学校安全保健課】 

実施状況 

・平成２７年度は、各教育事務所に放射性物質検査機器を設置し、希望する２３の市町村教育

委員会及び給食を実施している県立学校を対象に、給食で使用を予定している食材のサンプ

ル検査を実施しました。 

・希望する１４の市町村教育委員会を対象に、提供した給食の事後検査を行う「学校給食安心

対策事業」を実施しました。いずれの検査においても、放射性物質は不検出でした。 

今後の課題と対応 

  ・今後も、放射線物質の有無や量についての検査を実施するため、市町村の希望状況を早めに把 

握した上で、実施計画を立てていきます。 

  ③ 放射線教育の充実【指導課】 

実施状況 

・「放射線副読本指導参考資料ＤＶＤ」（文部科学省作成）を各学校に配付し、会議や学校訪問 

等で、放射線の正しい理解や副読本の活用について指導・周知を図りました。総合教育セン 

ターで実施する研修では、放射線基礎研修に講座を新しく設けました。 

今後の課題と対応 

    ・今後も、放射線の正しい理解の促進に向け、副読本の更なる周知や、研修の充実を図ってい 

きます。 



＜別紙＞

平成28年３月31日現在
１　東日本大震災からの復旧・復興に向けた取組

NO. 取組項目 取組の概要
これまでの取組

※[　]書きは今後の予定等

・県立学校等の教育施設は、千葉県耐震改修促進計画
により耐震化を推進し、平成27年度までに耐震化を完了
させていく。また、屋内運動場などの非構造部材の耐震
化も進めていく。

（財務施設課）

・県立学校の耐震化は、これまでも最優先で取り組んで
おり、特に緊急性の高い特別支援学校の建物やIs値0.3
未満の建物については、平成22年度で完了した。
平成27年度予算については、約102億円を計上し、前年
度に比べ増額をしており、平成26年度に引き続き改修工
事や設計を実施した。入札不調により27年度までに完了
できなかった９棟について、平成28年度早期に耐震化を
完了することとしている。

・県立学校施設については、債務負担行為の設定（約4
億円）を９月補正予算に計上し、平成28年度の早期に県
立学校の耐震補強工事が完了するよう入札事務などを
平成27年度内に実施した。

※  平成27年度実施
・ 耐震改修工事：県立高等学校78棟
・ 意匠設計：１棟
・ 耐震補強工事に向けた入札９棟

・市町村に対しても、これまでも早期耐震化が図れるよう
働きかけてきたが、統合など特別な事情によるものを除
き、ほぼ完了した。今後は、吊り天井など非構造部材の
落下防止対策について積極的な取組を促していく。

（財務施設課）

・市町村公立学校耐震化促進会議や市町村への訪問等
において、市町村教育委員会だけでなく、市町村の財政
担当部局等にも必要性などを説明し、積極的に耐震化
に取り組むよう促した。

・10月に全市町村を集めて公立学校施設整備促進担当
課長会議を開催し、文科省講師による耐震化等に関す
る講演を行った。

②

社会教育
施設・
体育施設
の耐震化

・図書館、美術館、博物館及び総合スポーツセンターの
耐震化を、必要性に応じ順次実施する。

（生涯学習課・文化財課・体育課）

・県立中央図書館は平成18年度に耐震診断、平成22年
度に劣化診断を実施し、平成24年度は改修計画事前調
査を実施したところ、特殊な構造の建物であり、耐震補強
の工事が非常に難しいことが分かった。今後は事前調査
等の結果を踏まえた図書館の整備を進める。

・美術館は、平成24～26年度に耐震改修等工事を実施
し、26年度中に工事が完了した。県民利用に供してい
る。

・総合スポーツセンター野球場の耐震化と改修に向け、
基本設計に着手した。

・被災文化財支援事業

東日本大震災により被害を受けた文化財について、復
旧に必要な経費を助成する。

（文化財課）

・被災した国・県指定文化財の復旧に係る事業について
は、所有者の負担を軽減するため、補助金の補助率をか
さ上げした上で、必要額を平成24年度当初予算にて予
算措置し、県費補助を行った。
補助対象15件中15件が平成26年度末までに完了した。

・被災史跡等購入助成事業

東日本大震災により危険となった史跡内の民有地の公
有化事業へ助成する。

（文化財課）

・被災した国指定史跡内の民有地の公有地化事業につ
いては、平成24年度当初予算にて必要額を予算措置
し、県費補助を行った。
補助対象１件が全て完了した。

                         その２　「千葉県震災復旧及び復興に係る指針」等を踏まえた教育委員会としての取組　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

復興の指針等を踏まえた教育委員会としての取組

    【　復興　】

（１）早期耐震化等の推進

①
県立学校の
耐震化

③
被災
文化財
への支援
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NO. 取組項目 取組の概要
これまでの取組

※[　]書きは今後の予定等

・「備えあれば憂いなし」、「学校における防災教育事例
集」（平成25年３月～）を活用した防災教育の充実

東日本大震災の課題を活かして、学校で使用できる教
材や、安全管理運営に活用できるマニュアルを始めとし
た資料を作成し、その活用を推進する。

（学校安全保健課）

・平成23年度の東日本大震災後に実施した「防災教育
調査」の結果から明らかとなった課題を踏まえ、各学校の
防災マニュアルの作成と見直しの際の手引となるよう、平
成24年３月に「学校における地震防災マニュアル」を作
成し、全ての学校に電子データで配付するとともに、各
学校の安全担当者の研修会等で、活用について周知し
た。

・平成27年度に実施した防災教育調査の結果をもとに、
各学校の防災管理及び防災組織の今後の取組の重点
をとりまとめ、平成28年３月に全ての公立学校に通知し、
各学校に対して、今後の取組の重点を踏まえ次年度の
学校防災計画の作成を指示した。

・「ちば・ふるさとの学び」を活用した防災教育の充実

児童生徒が、「ちば・ふるさとの学び」を活用し、元禄地
震、関東大震災、阪神・淡路大震災、東日本大震災な
ど、過去の災害から災害についての知識を学び、津波へ
の対応を含めた「自助・共助」の心を培う防災教育を行
う。

（教育政策課・学校安全保健課）

・平成23年度末に「ちば・ふるさとの学び」の改訂及びそ
の活用例を作成し、千葉県教育委員会のホームページ
に掲載した。

・平成24年度は、指導室長会議や教員５年、10年経験者
研修を通じて、各学校の積極的な活用を呼びかけた。

・平成25年度、26年度は、「ちば・ふるさとの学び」の統計
資料の一部を時点修正した。

・東日本大震災に学ぶ道徳教育の推進

防災教育の礎となる「命の大切さ」について考える授業
を、道徳の時間やロングホームルームを活用して実施す
る。

（指導課）

・平成23年度、「東日本大震災に学ぶ道徳教育」を児童
生徒の発達の段階に応じて６本作成し、千葉県教育委
員会のホームページにアップした。今年度に入り、各種
会議等を通じて、積極的な活用を呼びかけた。

・大震災の記録「東日本大震災を振り返って」を活用した
研修会の実施

県内公立小中学校管理運営研修会や高等学校地区教
頭会の研修において本記録を活用し、今後の対応策、
自校の防災マニュアル等の見直しの視点等について協
議することにより、各学校の防災体制や防災教育の充実
を図る。

（学校安全保健課）

・大震災の記録である「東日本大震災を振り返って」につ
いては、県教育委員会ホームページに掲載するととも
に、県内公立学校・教育関係機関分の1,700部を印刷
し、平成24年３月に配付した。

・各学校においては、この震災の記録を活用し、課題や
見直しの視点の整理、自校の防災マニュアル策定などに
より、防災教育を推進した。

・平成25年度に防災政策課が作成した「未来へ伝え、つ
なぐ　～東日本大震災　千葉県の記録～」を活用した授
業の指導案例を、学校安全推進委員の協力により作成
し、ホームページに掲載した。

・防災授業実践研修会の実施

小・中・高・特別支援学校の管理職や教職員を対象とし
て課題別研修、授業で活用できる指導案づくりや模擬授
業研修等を行う。

（学校安全保健課）

・平成27年７月
　管理職を対象に、地震や津波発生を想定し、その場の
的確な判断を求める「災害図上演習」等を取り入れた研
修会を開催した。（301名参加）

・平成27年８月
　教員を対象に、防災教育に係る模擬授業を行うとともに
授業づくりの留意点等についての研修会を開催した。
（88名参加）

第６章　施策横断的取組　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

②
研修会や
公開事業等
の実施

(２）防災教育の一層の充実

①
独自教材
の活用
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NO. 取組項目 取組の概要
これまでの取組

※[　]書きは今後の予定等

・家庭、地域社会及び市町村関係部局と連携した、災害
に強い学校づくり

津波や液状化からの避難対応や引き渡しなどの課題毎
に研究校を指定し、命の大切さを考える防災教育公開事
業を実施するなど、研究成果を各学校に広めることによ
り、自助・共助の意識の下、的確に行動できる人材を育
成する。
〈課題〉津波、液状化、帰宅困難・引き渡し（連絡体制）、
避難所対応・備蓄

（学校安全保健課）

・「実践的防災教育総合支援事業（命の大切さを考える
防災教育公開事業）」として、課題ごとに研究校を８校指
定し、地域と連携した合同避難訓練や防災に関する公
開授業を実施するなど、課題を踏まえた取組を進めてい
る。

・平成23年度及び平成24年度の実施成果は、平成25年
３月に「学校における防災教育事例集」としてまとめ、県
内の全ての公立小・中・高・特別支援学校に配付した。

・平成24年度から平成27年度の実施成果は、ホーム
ページに掲載し、各会議等で活用について紹介した。

・避難訓練の実施
全ての学校で防災訓練を実施するとともに、地域と連携
した防災訓練・体験的な防災訓練を取り入れることによ
り、児童生徒の主体的な避難行動の定着を図る。

（学校安全保健課）

・平成27年８月下旬から９月末を防災教育強化月間と位
置付け、学校と地域が連携した防災訓練や、体験的な訓
練の積極的な実施について周知した。

・平成27年度に実施した防災教育調査の結果を踏まえ、
大規模災害を想定した実効性のある防災訓練等の計画
及び実施について指導した。

・防災の学びの導入

「県立学校改革推進プラン」及び「第１次実施プログラム」
において、県立銚子高等学校に、防災の学びを導入し、
防災教育のセンター的機能を果たすとともに、災害時に
ボランティアリーダーとして活躍できる人材の育成を図
る。また、「第３次実施プログラムにおいて、県立市原八
幡高等学校にも、防災の学びを導入する予定である。

（県立学校改革推進課）

・平成24年３月に策定した「県立学校改革推進プラン」及
び「第１次実施プログラム」に基づき、平成26年度に県立
銚子高等学校に「防災の学び」を導入した。
　
・「防災の学び」の導入にあたり、大学や関係機関との連
携を図った。
　
・平成28年３月に策定した「第３次実施プログラム」で平
成31年度に県立市原八幡高等学校に「防災の学び」を
導入する計画を策定した。

・大学や研究機関等と連携した授業等の展開

防災や危機管理に関する学部等を設置する大学や研究
機関等と、積極的な連携を図り、外部講師による講義や
校外学習など、実践的・体験的な授業等を展開する。ま
た、防災危機管理課と連携し、高校生等を対象にした外
部講師による講座を実施する。

（県立学校改革推進課）

・「防災の学び」を導入する県立銚子高校において、千
葉科学大学と連携した取組を実施した。

・防災や危機管理に関する学部等を設置する大学や研
究機関等と連携を図り、外部講師による講義や宿泊体験
など実践的な授業を展開した。また、市の防災危機管理
課や市消防局と連携して、外部講師による講義を実施し
た。

③
地域等
との連携

④

                         その２　「千葉県震災復旧及び復興に係る指針」等を踏まえた教育委員会としての取組　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

魅力ある学校
づくり
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NO. 取組項目 取組の概要
これまでの取組

※[　]書きは今後の予定等

・「学校安全計画」や「危機管理マニュアル」の見直し等

平成23年度末までに、モデルとなる防災マニュアルを県
教育委員会で作成・周知する。更にこれを踏まえた、各
学校での「学校安全計画」や「危機管理マニュアル」の見
直し状況を、「学校安全教育調査」及び「防災教育調査」
により確認・指導する。

（学校安全保健課）

・東日本大震災後に行った防災教育調査の結果から明
らかとなった課題を踏まえ、各学校の防災マニュアルの
見直しと作成の際の手引となるよう「学校における地震防
災マニュアル」を平成24年３月に作成し、県内全ての学
校に電子データで配付するとともに、各学校の安全担当
者の研修会等で、活用について周知した。

・平成25年５月に実施した「学校安全教育調査」により、
学校安全計画及び危機管理マニュアルは全ての学校で
作成されていることを確認した。

・平成27年度に実施した防災教育調査の結果から、全て
の学校で「学校における地震防災マニュアル」を手引きと
して学校安全計画及び危機管理マニュアルが作成され
ていることを確認した。

・平成27年度に実施した防災教育調査の結果をもとに、
平成24年４月に県が作成したハザードマップを積極的に
活用するなど、学校や地域が受ける災害を想定した具体
的な計画の作成を指示した。

・確実に職員や保護者等と連絡が取れる体制の見直しと
整備

平成23年度中に各学校に対し、「連絡体制の複数化」を
要請するとともに、「防災教育調査」により、整備状況を確
認・指導する。

（学校安全保健課）

・平成23年12月に実施した防災教育調査によれば約
89％の学校において保護者への連絡体制の複数化が
図られているが、更なる徹底を目指し、平成24年４月に
配付した「学校における地震防災マニュアル」に「災害用
伝言サービス」の活用例を掲載した。
　
・平成27年度に実施した防災教育調査から、81.8％の学
校において、保護者への連絡体制の複数化が図られて
いるが、更なる徹底を目指し、各種研修会で指導してい
る。

・県立高校及び公立小・中学校における備蓄体制の確
立

年１回定期的に実施している防災教育調査により防災備
蓄体制の整備状況を確認・指導する。

（学校安全保健課）

・平成24年３月に「学校における地震防災マニュアル」に
おいて、学校の防災備蓄については、市町村や保護者
との連携を図るとともに、地域や学校の実情に応じて整
備することが必要であるという考え方を示した。
　
・平成27年度に実施した防災教育調査から、90.1％の学
校で児童生徒が帰宅困難となった場合の備蓄の整備が
行われており、残りの学校に、備蓄の整備に対する指導
を図っている。

②

地域と
連携した
児童生徒
支援

 ・地域とともに歩む学校づくり推進支援事業

学校の余裕教室等を活用して「地域ルーム」を設置し、
コーディネ－ターを配置して、学校と地域との連携を図
り、地域ぐるみで学校教育を支援する体制づくりを推進
する。

（生涯学習課）

・平成27年度は、16市町で129本部（小学校145校、中学
校52校、特別支援学校１校）を設置し、学習支援や登下
校時の安全確保などの学校教育支援に取り組んでい
る。
　
・平成27年６月に広報紙「学校支援ボランティアだより」を
発行し、各市町村教育委員会等に配付した。

※「本部」：学校教育を支援する様々な活動や地域交流
活動を実施する体制づくりの拠点

第６章　施策横断的取組　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

児童生徒の
保護

①

(３）学校における災害発生時の児童生徒に対する支援の充実
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NO. 取組項目 取組の概要
これまでの取組

※[　]書きは今後の予定等

・障害のある児童生徒の安全な避難体制の確立

自力歩行できない重度の障害のある児童生徒や視覚や
聴覚の障害のある児童生徒など、障害の状態に応じた
避難ができる体制を確立する。

（特別支援教育課）

・通学途上での避難方法についての指導、車いすを抱
えての高層階への移動練習、地域との合同の避難訓練
など、各校の事情を踏まえた工夫を加え避難体制の改
善に努めている。

・防災セルフチェックによる自己点検は、各特別支援学
校が防災の取組を改善・推進する上で有効な資料となっ
た。更に有効な活用が可能となるよう防災セルフチェック
を活用した点検方法について見直しを検討している。

・災害時における保護者との連絡方法の見直しを図り、
一斉メール送信サービス等を活用している。

・スクールバス運行中の災害発生への対応

スクールバス運行中に災害が発生した場合に、地域とも
連携して児童生徒の安全確保を図り、学校との連絡が取
れる体制を構築する。

（特別支援教育課）

・各特別支援学校におけるスクールバス運行マニュアル
の中に、「非常変災時の対応について」等を明記した。
　
・スクールバスを運行する特別支援学校では、運行経路
周辺の公的機関と、非常時の一時待避先としての使用
について協議し連携を拡げてきている。

・非常用電源の確保と安全で確実な医療的ケアの実施

人工呼吸器やたん吸引器などを使用する重度の障害の
ある児童生徒のために停電時の非常用電源を確保する
とともに、医療的ケアを必要とする児童生徒への確実な
支援を行う。

（特別支援教育課）

・緊急時の人工呼吸器等の電源確保については、予備
バッテリーの確保が最も重要であることから、人工呼吸器
に内蔵バッテリーを持つ機器の使用や、数時間充電でき
る外部バッテリーを毎日持参するよう指導している。

・各特別支援学校においては、緊急時に備え、経管栄養
用の栄養剤や吸引用のチューブなどの物品について備
蓄を進めているところである。

・体温調整の困難な児童生徒のための保冷・保温剤の
管理や常備薬の管理のため、非常用電源として小型発
電機の購入など、学校の事情に応じた取組が進んでい
る。

・障害に配慮した備蓄体制の確立

児童生徒が帰宅困難となった場合に備え、飲料・食料
品、常備薬や医療用品、毛布や紙おむつなどを備蓄す
る。

（特別支援教育課）

・特別支援学校35校全てで食料を備蓄している。
・品目も乾パンだけではなく、児童生徒の食形態等を考
慮して、ゼリー状の飲料や柔らかいお粥などの備蓄も始
めた。

・「防災セルフチェック」を配付し、その中で避難及び帰
宅困難に対応するための備蓄品一覧を示し、各校での
備蓄体制の確立を進めている。

・防寒用の毛布、コンロ、ボンベ、発電機、緊急薬、簡易
トイレ、紙おむつ、懐中電灯等各学校において必要物品
の確保に継続して取り組んでいる。

・医療機関との連携体制の確立

重度の障害のある児童生徒の健康状況に応じた支援を
行うため、医療機関と連携した支援体制を確立する。

（特別支援教育課）

・医療的ケアが必要な重度の障害のある児童生徒につ
いては、「医療的ケア緊急体制」を各校で定め、被災時
での医療機関との円滑な連携に引き続き取り組んでい
る。

・医療的ケアに関する物品の学校保管、緊急時の病院
の受入体制の確保、災害時における学校と医療機関と
の確認事項の見直し等を行い、医療機関と連携した支
援が行えるよう医療的ケアを実施している学校を指導し
ている。

・障害の特性を踏まえたケアや指導の実施

児童生徒一人ひとりの障害の状態や特性に応じた心の
ケアや教育的支援、指導を実施する。

（特別支援教育課）

・各特別支援学校では、障害の特性を踏まえた避難計
画や防災教育の改善・工夫が進められている（地域の特
性を生かした合同訓練の実施、ワンポイント避難訓練の
実施、特設した訓練以外の日常的な行事や学校生活の
中での防災教育の実施　等）。

・また、それらの取組を学校間で共有し有効活用ができ
るよう、情報の把握と提供を進めている。

・県立高校における障害のある生徒への支援

平成24年度から新たに配置する支援員は、生活全般の
介助を必要とする生徒に対して、障害の状態に応じた避
難などの支援を実施する。

（特別支援教育課）

・県立高校に特別支援教育支援員を配置し、障害のある
生徒への学校生活上の介助と併せ、災害時の安全確保
を行っている。
〔支援員の配置先〕
○全日制２校　白井・幕張総合
○定時制３校　松戸南・東葛飾・長生

                         その２　「千葉県震災復旧及び復興に係る指針」等を踏まえた教育委員会としての取組　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

③

障害の
ある
児童生徒
への対応
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NO. 取組項目 取組の概要
これまでの取組

※[　]書きは今後の予定等

・被災した生徒の入学料の免除

県立高校に入学・転入学する被災地の避難者の入学料
を免除する。

（財務施設課）

・平成23年度から平成26年度に、445名、2,489,400円
入学料を免除した。

・県及び市町村が実施する就園・就学支援事業への支
援

被災により就学が困難となった幼児児童生徒の学費等
に対して助成するため、国が創設した被災児童生徒就
学支援等臨時特例交付金を活用し、県及び市町村が
実施する就園・就学支援事業に助成する。

（財務施設課）

・被災により就学が困難となった幼児児童生徒の学費等
に対して、県及び市町村が実施する就園・就学支援事
業に助成するため、各市町村に調査を実施したところ、
平成28年３月31日現在の対象者は、幼稚園16名、小中
学校128名、特別支援学校（学級）６名となっている。

・中長期的視野に立ったスクールカウンセラースーパー
バイザーやスクールソーシャルワーカーの派遣

震災発生後、各学校からの要望に応じて、各教育事務
所に配置しているスクールカウンセラースーパーバイ
ザーと各教育事務所に配置しているスクールソーシャル
ワーカーを中長期的な視野に立って緊急派遣し、児童
生徒の心のケアや学校の教育相談体制への支援を行
う。 平成26年４月１日より、スクールソーシャルワーカー
は地区不登校等対策拠点校５校に配置する。

（指導課）

・平成24年度については、33小学校、21中学校、14高
等学校へ、延べ168名派遣した。平成25年度から平成
27年度は、通常配置している公立小学校70校（平成26
年度35校）、全公立中学校、県立高等学校80校（平成
25、26年度は70校）、教育事務所等のスクールカウンセ
ラー等により必要に応じて支援を行っている。

・スクールカウンセラーの近隣未配置校への派遣等

今後も中長期的な対応として、スクールカウンセラーに
よる児童生徒の心のケアを実施し、未配置校について
は、近隣の配置校を拠点として児童生徒の心のケアに
あたる。また、重篤な事例が発生した場合は、スクール
カウンセラースーパーバイザーを緊急派遣し、心のケア
や教育相談体制への支援を行う。

（指導課）

・スクールカウンセラーの未配置校に対しては、近隣の
配置校を拠点として、スクールカウンセラーを派遣する
など、児童生徒の心のケアや教育相談体制の支援を
行っている。

①
県立学校
施設の
復旧

応急復旧を含め、早期に改修を進めてきたところであ
り、軽微な被害のあった学校については、概ね改修工
事を終了した。また、大きな被害のあった学校（検見川
高校、磯辺高校、幕張総合高校、千葉西高校、八千代
東高校、行徳高校、浦安高校、浦安南高校、小金高
校、銚子商業高校、匝瑳高校、我孫子特別支援学校、
香取特別支援学校）については、現在、復旧を進めて
おり、平成23年度内の完了予定とする。

（財務施設課）

・被害のあった学校については、教育活動に支障がな
いよう学校と協議しながら復旧を進め、平成23年度で概
ね完了した。
なお、平成23年度で完了しなかった検見川高校、浦安
南高校、香取特別支援学校については、平成24年度で
完了した。

②
社会教育
施設の
復旧

房総のむらについては、被災した土蔵等伝統的建造物
の土壁の修復に期間を要し、平成24年度末までの完了
予定としている。

（文化財課）

・復旧工事のうち、商家６棟、武家屋敷２棟は平成23年
度に完了した。
また、平成24年度に繰り越したもののうち、総屋、農家施
設７棟と便所、東屋、園路、人道橋については、平成24
年度中にそれぞれ工事が完了し、農家施設1棟（土蔵）
についても、平成25年度中に工事が完了し県民利用に
供している。

第６章　施策横断的取組　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

（２）施設の復旧

    【　復旧　】

（１）被災者の生活支援

①

被災した
幼児児童
生徒への
支援

②
被災者等
の心のケア
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２　原発事故に係る取組

NO. 取組項目 取組の概要
これまでの取組

※[　]書きは今後の予定等

①

県立学校等
の校庭等の
放射線量測
定を継続的に
実施

汚染状況重点調査地域に指定された９市に所在する県
立学校を中心に、全県をできるだけ網羅するよう継続的
に測定を実施する。

（学校安全保健課）
（生涯学習課）
（文化財課）

・平成25年度以降の県立学校等、博物館の放射線量測
定等については、本部の方針（「平成25年度の県管理
施設における空間放射線量モニタリングについて」平成
25年３月21日、災害復旧・復興本部発出を踏まえつつ、
県立学校等は「千葉県放射性物質除染実施プラン（平
成24年４月19日、災害復旧・復興本部策定、以下「プラ
ン」）対象の28施設に関して、博物館は対象の１施設に
関して空間放射線量の測定を定期的・継続的に実施し
た。

・市川市にある現代産業科学館では、平成24～25年度
に合計７回の空間放射線の際測定を実施したが、いず
れにおいても規定値を超えなかったため、平成26年度
以降は、状況の変化等が生じた際に随時測定を行うこと
に変更した。

②
放射線量低
減に向けた除
染等の実施

毎時0.23マイクロシーベルト以上を対象とし、特別支援
学校を優先しながら、特別支援学校などの県立学校及
び教育施設の放射線量低減を進める。なお、平成24年
２月中に、サンプリング調査を行い、順次、除染に着手
する。

（優先順位）
・関係９市内に所在する子どもの生活環境に当たる箇所
を優先する。
・関係９市以外についても、利用状況や汚染状況を勘案
しながら対応する。

（学校安全保健課）
（生涯学習課）

汚染状況重点調査地域に所在する教職員住宅につい
て計測を行い、基準値（毎時0.23マイクロシーベルト）以
上の住宅について簡易除染を行う。

（福利課）

・県立学校等の除染については、「プラン」に基づき、除
染を行う必要のある特別支援学校５校１施設、高等学校
10校、社会教育施設１施設及び旧県立高校跡地１施設
について、平成25年３月までに除染作業が完了した。

・平成24年度には、平均では基準値以下になっている
が、草地の部分が基準値を超えていた１住宅について、
平成25年12月に再計測を行った結果、すべての計測地
点が基準値以下となった。

・平成26年度には、県立学校３校において、除染対策目
標値を超える箇所があったため、対策を実施し、再計測
を行った結果、すべて目標値を下回った。
・平成27年度には、プラン対象の28校について計測を
行ったが、除染対策目標地を超える数値は測定され
ず、これまでの測定値と比較して線量の上昇も確認され
なかった。

③

市町村への
情報提供や
県立学校へ
の測定機器
の貸出

国から出される各種通知等の各市町村教委への提供
や、簡易型の放射線量測定器を数台確保し、学校独自
に局所等の測定ができるよう、県立学校に測定器の貸
出を行う。

（学校安全保健課）

・国から出される各種通知や県立学校等の除染工事の
計画の説明等を市町村へ情報提供をしている。

・簡易型の放射線量測定器を貸出できる体制を整備し
た。

①

調理場等
における
納入時の
産地の確認

各調理場において、納入業者と連携し、食材の産地を
確認し、検査や出荷制限情報に基づき、安全性を確認
する。

（学校安全保健課）

・国や県から出された出荷制限等の情報を、速やかに市
町村教育委員会に通知し、納入業者と連携し、給食に
使用する食材の安全確認を徹底するように指導してい
る。

②

学校栄養職員、
栄養教諭、市町
村教育委員会職
員に対する研修
会の実施

食品の基準値の意味や対応について周知を図る。

（学校安全保健課）

・学校栄養職員・栄養教諭の研修や食に関する指導事
業地区別研究協議会等において、放射性物質検査の
状況やその対応についての周知を図った。

③
給食用食材
の放射性物
質の検査

食品用放射能検査装置を各教育事務所に配置し、市
町村からの利用要望にも応え、給食への安全・安心を一
層高める。
併せて、提供した給食の事後検査として、「学校給食安
心対策事業」を実施する。

（学校安全保健課）

・平成27年度は、各教育事務所に放射性物質検査機器
を設置し、希望する23の市町村教育委員会及び給食を
実施している県立学校を対象に、給食で使用を予定し
ている食材のサンプル検査を行った。

・平成27年度は、希望する14の市町教育委員会を対象
に、提供した給食の事後検査を行う「学校給食安心対
策事業」を行った。

                    その２　「千葉県震災復旧及び復興に係る指針」等を踏まえた教育委員会としての取組　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

(２)学校給食用食材の安全・安心の確保

（１）学校の校庭等における線量低減策等の実施
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NO. 取組項目 取組の概要
これまでの取組

※[　]書きは今後の予定等

①

放射線の
正しい理解や
副読本の活
用指導

文部科学省作成の「放射線副読本」、「放射線副読本指
導参考資料ＤＶＤ」を活用するように周知した。

（指導課）

・平成26年３月11日付け教指第1847号、小学生並びに
中学生・高校生用の「放射線副読本」の配付について
（通知）により各学校へ周知を図った。
　
・平成27年３月30日付け教指第1968号、「新しい放射線
副読本」活用のための指導参考資料の配付について
（通知）により各学校へ周知を図った。

②
放射線の指
導に関する研
修の実施

県総合教育センターで行われている理科の観察・実験
の研修講座（「放射線基礎研修」及び「パーソナル・デス
ク・ラボ活用研修」）において、放射線の指導に関する内
容を加えた研修を実施する。

（指導課）

・平成27年度は、県総合教育センターの研修講座「放射
線基礎研修」を８月10日（月）国立研究開発法人　放射
線医学総合研究所を会場に実施した。内容としては、
「放射線の基礎知識」「放射線の利用」を扱った。また、
「パーソナル・デスク・ラボ活用研修」を８月20日（木）千
葉大学を会場に実施した。内容としては「放射線の観
測」を扱った。

(３)放射線教育の実施

第６章　施策横断的取組　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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第７章 
 
 

有識者の意見 
 
 
 
 
 
 

県教育委員会では点検・評価の客観性を高めるとともに、点検・評価に関する助言を得るため、 

点検・評価委員会議を開き、外部有識者から様々な意見をお聞きしながら、評価を行いました。 
 
 

外部有識者からは、 

 

教育委員会の活動や各プロジェクトの主要施策の実施状況など、県教育委員会による平成２７年度に 

係る評価については適切である。 

 

    教育委員が新しい教育委員会制度への対応や千葉県教育の現状や課題の把握に努め、施策の推進 

や課題への対応に積極的に関わっていることを高く評価する。 

 

点検・評価で明らかになった成果と課題を十分に踏まえ、第２期千葉県教育振興基本計画を着実に推進 

してほしい。 

 

    などの御意見を頂きました。 
 
 
 

本章では、外部有識者から頂いた御意見をお示しします。 
 
 
 
 
 
 
 

■外部有識者名簿 （50 音順 敬称略）  

 

    大田 紀子        千葉県ＰＴＡ連絡協議会会長  
    近藤 一夫        弁護士  
    酒井 邦弥        神田外語大学学長  
    銭谷 眞美        東京国立博物館館長 
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【第２章 点検・評価の総括】について （P.３～５） 

○千葉県の点検・評価ではこれまで、子どもを通じて保護者に配付・回収したアンケートを用いており、

妥当性はある。ただ、子どもを通して保護者に配付した場合と、インターネットを通して直接行うも

のとでは差が出る場合があることに留意したほうがよい。 

○総括指標は、平成２５年度（基準年度）が最も高く、それ以降高止まりしている、と言えるのではな

いか。 

○基本的な指標は、総括評価のとおり高止まりしている。ただし基本的な指標であるので、アンケート

の母集団の歴年の変化というものをどのように見るのか、などよりよい方法を探っていただきたい。 

 

【第３章 教育委員の活動実績】について （P.７～20） 

○全体的には、新しい教育委員会制度の下で、大変多くの活動をされていて、第２期の教育振興基本計

画の初年度にふさわしい状況である。 
○昨年度新しい教育委員会制度へ移行され、初めてのケースが多かったのではないかと思われるが、移

行は順調であった印象である。 
○総合教育会議において、４回にわたって熱心な議論があった。良い議論を知事と教育委員とがされて 
１０月に知事が「千葉県の教育の振興に関する大綱」を定めることができた。新しい教育委員会制度

の下での、総合教育会議と知事が定める大綱の一つのモデル例ともなるのではないか。子ども向けの

メッセージも創意工夫がされており、大綱の内容も大変よいものと評価させていただきたい。 
○教育委員の皆様の意見を公文書として残されることで、より広く会議の内容が伝わっていけば、透明

化と併せて多くの保護者からの県への信頼も高まる。今後もより積極的に公文書として残されること

や、会議の透明化をお願いしたい。 
○学校教育指導の指針は大変良くできている、しかも学校種類別に作成していること、特に高校も作成

されていることは大変評価したい。高校というのは生徒の将来のことを考え、多種多様に教育活動が

展開されているが、そこでも基本として貫くものは必要である。是非、各先生方によく理解していた

だきたい。 
○学校教育指導の指針の「教職員としての自覚と使命感」は、この国をこれからどうするか、というこ

とに関わってくる。先生方に対して「あなたたちにかかっている」と、激励したい。 
○教育委員の意見の教育行政への反映として「スクールカウンセラー及びスクールソーシャルワーカー

の配備及び配備時間の拡大」を評価する。いじめ問題については、いじめ防止啓発もさることながら、

いじめ発覚後の適切な対応が何よりも肝要である。極めて多忙な教職員の負担軽減のためにも、いじ

め発覚後の解決に向けて、専門的な知識と経験を有するスクールカウンセラー及びスクールソーシャ

ルワーカーの配備及び配備時間のより一層の拡大・充実を期待する。教育委員においても、今後も積

極的な御意見とその教育行政の反映に向けたご助言をお願いしたい。 
○不祥事の根絶に向けて、教育委員が度々活発な議論をされていること、及びその議論が教育行政に反

映されていることを評価する。また不祥事のうち、個人情報流出事故及び調査書の誤記載については、

わいせつ・セクハラ等の不祥事とは異なって、人間としての在り方について議論することなく、技術

的な管理体制の徹底という比較的簡便かつ廉価な対応策により防止が可能な分野である。対応策を可 
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及的速やかに実施することにより、比較的短時間のうちに効果があらわれることを期待する。 

○教員・職員の生徒に対するハラスメントというのは、職業倫理に反するものであり、他の不祥事とは

質が違う、と考える。セクシャルハラスメントについては、絶対にあってはならない。懲罰の量刑に

ついての議論を行うとともに、職業倫理について更に研修する必要がある。 
○保護者の価値観も多様化しているので、ハラスメントに対して、子ども自身が感じてなくても、子ど

もが言ったことを保護者が聞いて、センシィティブに受け止め、ハラスメントとされるケースもある。

また、地域との付き合いの中で、逆に保護者から学校職員へのハラスメント的なこともあり得る。先

生方ご自身を守るために、注意していただければ、と感じる。 
○不祥事・セクハラ・体罰について、あってはならないものではあるが、対策についてはよく議論がさ

れている。 
○全国的にセクハラ対策が先行したが、パワハラについても意識したい。特に若い職員に厳しく指導す

るにあたり、パワハラにならないように気をつけていかなければならない。 
○教職員の多忙化防止や、教職員の配置、男女のバランスの良い登用、先生方のモラールアップ等、教

育委員会として、もっと先生を応援するような議論についての掲載もあれば良かった。 
○教育委員の方々はかなり多くの活動をしており、学校現場にも多く訪れている。特に、委員勉強会を

４４回も開催するなど、大変熱心に課題に取り組んでおられる点は、他の教育委員会の範となるもの

ではないか。 
○市町村の教育委員との意見交換は、他県にはない例であり、すばらしい。是非継続してやっていただ

きたい。 
 

【第４章 プロジェクト別の実施状況】について （P.21～31） 

○施策２、施策３、施策１１の指標など、基準をわずかに下回るといった評価結果は、年度ごとの誤差

と捉えて良い範囲のものではないか。ただし、評価結果が下がっているものについては、要因を分析

してほしい。 
○特別支援教育の個別支援計画作成の割合のように、良くなっているものもある。他にも小学校におけ

る職場体験が100パーセントであることとか、プロジェクトⅢでは全ての指標が基準値を上回ってい

ることには感心した。 
○施策１の主体的な学びの確立のためには、施策１１にも関連するが、読書活動が極めて重要である。

「『読書は好き』と答えた児童生徒の割合」が、若干減少気味であるのは気になるところである。 
○施策１の「『勉強が好き』と答えた児童・生徒の割合」のうち、中３数学の56％が気になる。これは

中学３年の数学を学ぶにあたり、中学１年ないし２年の数学の理解不足に起因するものもあるのかも

しれない。ついては、「魅力ある授業づくりの達人」認定・活用事業、「私の授業レシピ（秘訣・秘伝）

活用事業」などについて、とりわけ中学校における数学を重点的に取り組まれることを期待する。 
○施策３の子どもの健康及び体力は、学校生活における学習活動を行うための前提条件であり、そのた

めには、十分な睡眠と朝食を毎日食べるという生活習慣の確立が極めて重要である。この点について、

「朝食を毎日食べている」と答えた児童生徒の割合が小６で 87.5％、中３で 82.2％というのは問題 

であり、これを可及的速やかに改善されるように「早寝早起き朝ごはん」をスローガンとする各施策 

を、学校と家庭との連携のもとで、より一層推進されるよう期待する。 
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○施策５の英語教育は重要である。英語科教員対象の研修の時に大学の協力を得て、英語力向上の研修

を行っているなど工夫はされているが、先生方がしっかりと勉強できる環境づくりもしてほしい。 
○施策８の高校で「いじめに関する児童生徒へのアンケート調査の実施率」は、ほぼ100％に近いが、

「いじめの早期発見のための個別面談の実施率」について、やや下がり気味となっている。いじめに

特化した面談は必要なことであり、大変重要と考える。 
○施策１４の県立学校の耐震対策が平成２８年度中には100％となるようだが、今後は吊り天井等につ

いての対応も大切である。 
○施策１４の「『地域安全マップ』を作成している学校の割合」の数値が下降している。本調査での「安

全マップ」は防犯に限らず、防災や交通安全を含めてのマップとなっているので、全く作っていない

という数値が20％と考えると、かなり高く、なんとかしなければならない、と考える。県の研修会等

で先進的な事例の紹介に力を入れているようなので、今後作成や活用について力を入れてほしい。 
○「『地域安全マップ』を作成している学校の割合」の数値が下降していることについて、防犯だけ  
でなく、交通安全の観点からも、地域を見直すのは大事なことである。 

 

【第５章 施策別の実施状況】について （P.33～117） 

第５章全体 

○事業整理票が工夫されていて、各事業と実施状況、課題、今後の取組の方向性（改善策等）の対応が

わかりやすい。また「事業整理票の見方」があり、記載されている内容を把握しやすくなった。 
 
施策１ 社会を生き抜く力を育む主体的な学びの確立  （P.37～43） 

○様々な取り組みを通じて子どもたちの学ぶ力の向上が図られており、県の政策をとても頼もしく感じ

た。 

○読書活動は、読解力・想像力等学習の基礎を作ると感じている。今後も是非続けていただきたい。同

時に、たくさんのものに興味を示しやすい小学校低学年に集中して取り組む等、継続の中にも年度毎

の特色ある取り組みがあってはどうか。 

○今、現場では若い教員がどんどん増えている。若手教員の良さもあるが、「魅力ある授業の達人」認

定事業のように、授業の在り方などについて若い教員に伝承することも大切である。 
○教師力向上や情報教育の充実等については、Web 配信するなど負担を減らしながら、継続し繰り返し

学べる工夫をしてほしい。 

○「お兄さん、お姉さんと学ぼう」事業については、先輩から後輩へのアドバイスという形であり、同

じ体験をして、同じ苦労をした上で話をするという点で、上から目線ではない。同じ目線というとこ

ろが、教育のポイントである。 
○「小・中・高連携の特別授業」、「ちば『授業練磨の公開日』」などにおいて積極的に授業を公開し、

先生方、地域の方々に授業を見ていただき、よりよい授業となるような取組を行っている。教員の授

業力向上の点では、授業の相互参観は大事なことである。見て気がつくということ、自己反省をする 
ことは、教育のプロとして絶対に必要なことである。 

○昭和３０年代の学力テストの結果は、県ごとの差が大きかった。今の全国学力・学習状況調査の結果 

をみると県ごとの差は非常に小さく、各県とも全体的に良くなっている。今後も学力向上総合プラン

を丁寧に実践していくことが重要である。 
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施策２ 道徳性を高める実践的人間教育の推進  （P.44～48） 

○「心の教育キャンペーン」、「マナーキャンペーン」、「いのちを大切にするキャンペーン」というよう

な柔らかいアプローチを試みながら、子どもたちの道徳教育を積極的に行っている様子が伺え、すば

らしいと感じた。 
○近年、保護者の大きな関心になっているスマートフォン使用やＳＮＳでのコミュニケーションの問題

も、道徳教育がしっかりしていればコミュニケーションのあり方として解決できるようになるのでは

と思う。今後も多くのアプローチ方法を探りながら、一層積極的に展開されることを希望する。 
○道徳教育の推進にあたっては、現代社会における多様な価値観ないしは多様な政治的価値観を有する

保護者及び教職員、更には、これを取り巻く社会の存在を前提とするならば、「道徳」には特定の価

値観ないしは政治的信条に偏ることなく、ある程度普遍的な価値観（例えば「命の大切さ」など）に

もとづくべきであるという慎重な配慮が望まれる。とりわけ、教材の作成等にあたっては、このよう

な配慮のもとになされるべきものと考える。 
 
施策３ 生きる力の基本となる健康・体力づくりの推進 （P.49～51） 
○「武道等指導充実・資質向上支援事業」などを活用し、外部指導者の積極的な派遣で「本物」を体験

してもらい、子どもたちに興味を持ってもらう方向がもっとあってもよい。 

○食を通じた健康づくりの取り組みはぜひ積極的に進めていただきたい。子どもの貧困の問題や容姿に

ついての意識の高まり等、問題の背景は様々あるが、「思春期まではしっかり食べないと一生涯の問

題になる」という事をもっと伝える機会があると良い。また、千葉県の豊かな自然の恵みを、食を通

じて伝える事で、ふるさと千葉県への愛着を強める一助となるだろう。 
 
施策４ 社会的・職業的に自立し地域で活躍する人材の育成 （P.52～56） 
○農業・漁業に関するインターンシップといった地域に即したキャリア活動が行われており、伝統文化

を守るという面からも、今後も継続的・積極的に行えるとよい。 
○「子ども参観日キャンペーン」は、とてもよい取り組みであると考える。自分の親だけでなく、大人

が社会人としてどの様に活動しているかを間近で見る事で、今学んでいる事の展開や将来への展望を

考えるよい機会になる。積極的に広報していだたくとともに、県庁内でも多くの課に参加していただ

いてはどうか。 
○これまでのような新卒の学生を一括に採用して、企業の中で新人を育てて、ということが崩れてきて

おり、企業は即戦力を求めるようになってきている。こういった状況を受け、大学が行う大学生に対

する就職支援も根底から変わってきており、小・中・高等学校等での、生きる力を育むキャリア教育

も非常に大事になってくる。 
○高校生という年齢では、そもそも自分が何をしたいのか、何をすべきなのかもよく分からず、自分の

夢や人生を考えての勤労観ないしは職業観を抱くことが心情的に難しい面もある。施策４の各事業の 

実施にあたっては、このような高校生の心情にも十分に配慮してなされることを期待する。 
 

施策５ 郷土と国を愛する心と世界を舞台に活躍する能力の育成 （P.57～61） 

○郷土愛や国の歴史というと、とても難しいものだと感じるが、「チーバくん・ふるさと・ことばかる

た」や道徳読み物教材等によるアプローチを通じて、郷土の歴史を学ぶ教育を推進されていて、すば

らしいと思う。 
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○外国語教育の推進やグローバル人材の育成も、郷土愛等による自我の確立を確かなものにする事で一

層深化する。「ちばっ子」育成にしっかりと力を入れていただきながら、来たるべき東京オリンピッ

クをよいチャンスとして使い、子どもたちの前向きな学びにつなげてほしいと感じた。 
○外国語能力というものは、母語の能力の範囲内におさまると考えている。母語の能力が高ければ、外

国語の能力は高まるというのは間違いのないところであり、国語を重視せざるを得ない。 
○中国や韓国、インド等アジア圏の若者は英語が使え、相手の言っていることがわかる。何を言ってい

るのかわかれば、何とかコミュニケーションはとれるので、外国語教育では特にリスニングが大切で

あると考える。外国語教育の充実にぜひ力を入れてほしい。 

○海外へ留学した学生に何が苦しかったかを聞くと、必ずしも外国語、英語の能力ではなく、日本のこ

とについて聞かれて、ほとんどわかっていなかったということであった。また、海外からの留学生に 
話を聞くと、日本に対する尊敬の念、あこがれを持っているが、自分たちの言葉、文化に対するプラ

イドというものは、日本人をはるかに凌駕していることがわかる。我々は「国を愛する」ということ

がグローバル社会にとって必要であると、捉えていかなければならない。 
○グローバル社会にあっては、外国語教育の充実は必須となろう。もとより日本国民全員が英語を日常

生活上不自由なく話せるようにする必要まではないと思われるが、語学力のある者については、グロ

ーバル社会における重要な担い手として、その能力を生かせるようにその機会と環境を整備すること

は重要である。そのために、指導者側の質の向上を図るという意味で、取組（２）の多様な文化を認

め合う国際社会の担い手の育成、及び取組（３）の外国語教育の充実の各施策を高く評価する。 
 
施策６ 人間形成の場としての活力ある学校づくり （P.62～67） 
○「県立高等学校再編事業」について大きな期待が寄せられており、行きたい学校をどのように選ぶか

という点について保護者はとても注視している。平成３１年度までの実施内容をしっかり見守りたい

と思うとともに、千葉県の教育に対する思いを保護者に知ってもらえるようこの再編事業についても

っと積極的に広報していただきたい。 

○高校再編については、計画的に統廃合を行い、適正規模を維持されてきたことと考える。東京都は学

区を外した、ということがあるが、今後の人口の増減等も見据えて、引き続き再編計画に取り組んで

ほしい。 

○県立・私立の交流や、小・中・高等の連携を活用し、今後もより豊かな教育環境づくりを目指してい

っていただきたい。 
○地域に大学があると若者が増えて地域が活性化するということがある。その点で千葉県ではどの学区

にも大学があり、バランスがとれていて良いと考える。 
○「県立高等学校再編事業」は、魅力ある高等学校づくりという観点から有意義であると思われる。つ

まり、再編事業により各高等学校の特色を作り出すことがひいては各高等学校の魅力形成へとつなが

るからである。今後もより一層の魅力ある高等学校づくりに向けた再編事業を期待する。 
 

施策７ 教育現場の重視と教員の質・教育力の向上 （P.68～73） 
○非常勤講師・特別非常勤講師の配置については、継続的で積極的な事業展開に期待を寄せたい。 
○地方の大学で行っている「出前講座」によって、地方から千葉県に興味を持つ教職希望者は増えたと 

思われるが、千葉大学卒の採用も引き続き増えるように、千葉大学には、頑張っていただきたい。 
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○採用前や採用後の研修が充実していくことは、良いことである。 

○若い教員が先輩の授業を見る、また経験のある教員もお互いの授業を見るということは、日本ならで

はの良い取組であり、とても良い研修になる。学習指導案の検討等の準備段階からの支援や、研究授

業の参観及び授業後の協議での助言等、ぜひ積極的に行ってもらいたい。 
○「教職員メンタルヘルス対策事業」については、「多忙化対策検討会議」、「学校問題解決支援対策事

業」等とも、関係している。精神的疾患の原因というのは人それぞれ異なるものとは思うが、保護者

との対応関係で非常に悩んでいる先生も多く、このことは多忙化にもつながっていると考えられる。

「教職員メンタルヘルス対策事業」の中での研修はもとより、先生方が簡単に相談できるようにして、

学校の組織的対応を更に実践してほしいと考える。 
○教職員のメンタル面でのケアについては研修会や資料の配付等、様々な取り組みがされており、スト

レスチェックなどは全ての学校で実施するようになっている。またメンター制度も良いものである。

働きやすい環境、良い人間関係の中で働いているというのはとても大切なことである。 
○教職員の神経・精神性疾患による休職の比率が一般職公務員のそれよりも高いことに鑑みれば、教職

員メンタルヘルス対策事業は極めて重要である。ここでは、教職員メンタルヘルス対策を元気プロジ

ェクトの一環として位置付けられているが、それに留まるものではなく、学校設置者の職場における

安全配慮義務の問題としてメンタルヘルス事業のより一層の拡充を図る必要がある。 
○学校問題解決支援対策事業については、研修の充実や相談対応手続きの簡素化等、同事業をより有効

に機能するための対応を、速やかに行動に移していただければと感じた。 
○多忙化のひとつは、ゆとり教育にも原因があるのではないかと個人的には考えている。授業時数を減 
らしたのを、また元に戻すなど、現場にはいろいろ影響があったことを考えると、それをどう取り返

していったらよいかということも含めて、多忙化対策をこれから進めていってほしい。 
○教員の多忙化は、今の教育の現場で本質的な課題ではないだろうか。学校の先生がこれだけ一生懸命

やっているのだが、絶対的な物理的な時間の部分はどうにもならない。このようなことで、教育が駄

目になることのないよう「多忙化対策検討会議」等を通じて、検討してほしい。 
○社会的に女性の幹部職員への登用が大きな課題になっている。教育委員会会議でも報告があり、女性

が管理職になりやすい方策を毎年工夫されているようであるが、教育委員会も含めて、幹部職員への

女性の登用に引き続き取り組んでいただきたい。 
○教育実習を見に行くことがある。一クラスの児童・生徒数に対しての一時間の時間数だと、一人一人

と話をする時間がない現状があり、少人数教育など何か方策を立てたいと考える。 
 
施策８ いじめ防止対策の推進 （P.74～79） 

○いじめ防止対策の全ての事業を、ぜひ今後も力強く推進していただきたいと感じた。「防止」もさる

ことながら、「いじめはなくならない」という観点も併せ持ち、いじめを大人に知らせる方法や教職 

員への初動対応の研修を行い、いじめに気付いたらできるだけ早くやめさせる仕組みを整える事も必

要では、と感じる。 
○いじめを早く知らせるしくみとして、電話対応がよくいわれるが、２４時間子供ＳＯＳダイヤルなど、

２４時間対応ができるような制度を広く周知していただきたい。 
 
 
 



第７章 有識者の意見                                       

- 144 - 
 

 
施策９ 人間形成の基礎を培う幼児教育の充実 （P.80～81） 

○子育て支援の観点からも教職員の研修を充実し、豊かな環境を整えてほしい。 
○小学校に入って座っていられない子どもがいる、という話を聞くことがある。「幼小の円滑な接続の

ための連携」のような活動があることを県の方からも広く周知してほしい。 
○「子育て支援活動推進事業」における、幼稚園の施設や教育機能を地域に開放することを通じての子

育て世代の支援を評価したい。予算額及び決算額ともに１億円を超える事業だけに、今後はその効果

（例えば、講座等の参加人数など）についても検証して、より効果的な助成を検討する必要があるも

のと思われる。 
 

施策１０ 一人一人の教育的ニーズに応じた特別支援教育の推進 （P.82～88）  

○平成２７年度、千葉県は特別支援学校を５校開校し、平成２９年度は、また１校開校するようである

が、いくつかの地域では先々を見通して過密状況を今のうちに解消しなければならないところもある。

新たな整備計画を作るのと同時に、特別支援学校での教育の充実はもちろんのこと、通常の小学校・

中学校での、きめの細かい指導というのも非常に大事になるので、引き続き取り組んでいただきたい。 
○「特別支援学校整備事業」に関連して、特別支援学校の整備とともに、特別支援学級担任指導力向上

研修等で、多岐に渡る状況に積極的に対応できる体制を整えていただきたい。 

○個別の教育的ニーズのある生徒の自立と社会参加を見据えるならば、これに直結する就労支援の充実

が何よりも肝要である。県立学校での障害者の雇用は、そのための実践的な取組として高く評価する。

この取組の成果を広く発信して、市町村等への普及を図ることの社会的意義は極めて大きい。 

 
施策１１ 読書県「ちば」の推進 （P.89～92） 

○読書活動は、読解力・想像力等学習の基礎を作るのでは、と感じている。図書館事業の充実も併せ、

読書県「ちば」が一層図られるよう積極的な推進を期待したい。 

○読書活動について、現在の大学生において読書習慣、学習習慣はほとんどないのか、と思われる状況

がある。読書の黙読という考え方を変え、声を出して読む、音読をする等させてみたり、本に付ける 
帯封を書くコンテストをしたり等、しくみを変えながらやっていかないといけない。 

○子どもたちに読書習慣がないのは、親にないからと言われており、次の世代にも影響を与える。学習

習慣は、読書習慣にほとんど依存していると言っても過言ではない。千葉県が本当に読書県になれば、 
おそらく教育ベースは日本一になると思う。 

○自分の頭で考える子どもを育てるためには読書が重要であり、とにかく本を読ませていただきたい。 
○施策１においても触れたところであるが、主体的な学びの確立のためには読書活動が極めて重要であ 

る。「『読書は好き』と答えた児童生徒の割合」が、若干減少気味であるのは気になるところであるの

で、今後の読書県「ちば」の推進に向けての各取組をより一層充実されることを期待する。 
 
施策１２ フェアプレーの精神を育て、楽しさや感動を分かち合うスポーツの推進 （P.93～96） 

○競技力の向上とともに、見る人・応援する人を育てる事もスポーツではと考えると「ちば夢チャレン

ジ☆パスポート・プロジェクト」はとても有意義な活動である。2020年オリンピック・パラリンピッ

ク開催に向け、今後の積極的な展開に期待したい。 

○「オリンピック・パラリンピック普及・教育推進事業」について、せっかく、オリンピック・パラリ

ンピックが千葉県で行われるので、これを千葉県の教育にとってプラスにするべきである。どうやっ 
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て感動体験をさせていくのかを、この４年間で考えていかなければいけない。オリンピック・パラリ

ンピック教育に関して、「レガシー」として、一過性のものにすませず、今後、遺産として生かして

いけるような教育に在り方について、検討してほしい。 
○本県においてオリンピック・パラリンピック競技が開催されることになったことは、単に2020年に向

けてというだけでなく2020年以降も見据えた場合、本県が上記各競技の国内における中心的な役割

（人的にも・物的にも）を担う好機でもある。そこで、この好機をも「ちばのポテンシャル（潜在能

力）」の１つとして位置づけ、「教育立県の土台づくり」をより推進させるエンジンの１つとして積極

的に活用するならば、各施策のより一層の充実に資するのみならず、新たな施策の立案と実施にも資

することになるものと考える。 
 
施策１３ ちば文化の継承と新たな創造 （P.97～99） 

○総合的な学習の時間を積極的に活かし、どの事業も継続してほしいと感じた。また、県内郷土芸能の

情報を積極的に広報し、県内全体でもっと情報共有してはどうか。 

○「博物館振興事業」及び「博物館を活用した体験事業」は、既存施設の有効活用として評価できる。

ただ、予算を伴う事業であるだけに、その効果（入館者数など）の検証を通じて各事業内容の見直し

等について柔軟な対応をお願いしたい。 

 
施策１４ 安全・安心な学びの場づくりの推進 （P.100～102） 

○「高等学校再編事業」について、県立高校再編時には、備品の整備等も含め、良いスタートを切れる

体制を丁寧に整えていただきたいと感じた。 
○防災については、熊本地震以来外房地区を中心に、これまで以上に強い関心と危機感を持ち声を上げ

る保護者が増えている。災害は必ず起こる事なので、危機感の高まりがあるうちに計画年度にとらわ

れずできるだけ早く対応していただきたい。 

○安心・安全な学びの場づくりの推進における各事業は、単に「元気プロジェクト」における施策の１

つとしてだけでなく、幼児・児童・生徒に対する学校設置者の安全配慮義務の問題としても極めて重

要である。とりわけ、「県立学校耐震化推進事業」及び「県立学校非構造部対策事業」の早期完了を

期待する。 
 

施策１５ 親の学びと家庭教育への支援 （P.103～106） 

○家庭教育は保護者の大切な役割であり、千葉県ＰＴＡ連絡協議会としても県の方向性をよく理解し、 

よりよい形で協力させていただければと考えている。 
○「親の学びプログラム『きずな』」は、研修に生かしているのを実際に目の当たりにしている。もっ

と知ってもらえるように、今後も積極的な広報をしていただきたい。 
○教育は、学校と家庭との相互的な協力と協同関係が不可欠である。学校教育における均一性と比較し

た場合、個々の家庭においては、幼児・児童・生徒は多種多様な家庭環境のもとにあることを考慮し

なければならない。「親の学びのプログラム」活用推進事業をはじめとする各事業は、多種多様な家

庭環境を考慮して、これを支援するものとして位置づけてその活用を図りたい。このような観点から、

「『親の学びのプログラム』活用推進事業」を例にするならば、研修参加者から、「親プロ『きずな』」 

について「今年度さっそく活用したい」という回答が62％寄せられたことについて、これを積極的に

評価する。 
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施策１６ つながりや支え合いによる地域コミュニティの形成と生涯学習社会の実現 P.107～112 

○学校地域支援本部、放課後子供教室は、市町村の体力にとらわれず県内どの地域でも実施できるよう

県で支援していただき、子育てへの安心感を見える形にしていく事で、保護者世代の地域コミュニテ

ィ形成への関心を一層高めていく事ができるのではと感じた。 

○高大連携と、柏の葉アカデミア講座は、県内で学び続ける体制を整える大変よい取り組みと感じた。 

○「放課後子供教室推進事業」及び「県立学校施設開放事業」は、「チームスピリットプロジェクト」

の一施策としての評価にとどまらず、既存施設の有効活用としても高く評価できる。また、「ちば家

庭・学校・地域応援企業等登録制度」も、予算をかけずに Web サイトを活用して、家庭・学校・地域

が一体となって子どもたちを育てる環境づくりを推進させるものとして高く評価する。このように、

予算をかけずに Web サイトを活用する手法は、比較的簡便かつ低廉な手法として、他の事業において

も検討の余地があるものと考える。 

 
施策１７ 学びのセーフティーネットの構築 （P.113～117） 

○都市部中心に子どもの貧困が言われており、県内全域でひとり親家庭や外国からの移住で日本語が話

せない保護者の家庭の増加を耳にしている。家庭状況にとらわれず子どもたちが学ぶ機会を得られる

よう積極的な対応をしていただきたい。 
○「公立高等学校等奨学のための給付金事業」は、所得格差が叫ばれる現代社会において、低所得者世

帯の生徒等の教育のため重要な意義を有する。厳しい予算の中で、国への働きかけも視野に入れなが

ら、できる限りの充実を要請する次第である。 

 

【第６章 施策横断的取組】について （P.119～136） 

 
ちばっ子「学力向上」総合プラン （P.119～123） 

○多くのプロジェクトに積極的に取り組み、成果を上げている事を知り、驚きとともに頼もしさを感じ

た。今後も、県内、どの地域においても多くの子どもたちに学ぶ楽しさを知る機会を提供してほしい。

また、携わる教員への周知やサポートも併せて展開してほしい。 

 
「千葉県震災復旧及び復興に係る指針」等を踏まえた教育委員会としての取組 （P.124～136） 

○東日本大震災の対応の経験に基づき、多くの事業が着実に行われている事を知り感謝と頼もしさを感 

じた。連絡体制の複数化や、児童の帰宅困難の際の食糧・水等の備蓄 100%の体制を目指し整えていた

だきたい。 

○障害等支援が必要な子どもへの体制は、地域ぐるみで整える機会を設けていかなければいけない。近

い将来、必ず大きな地震が起こるものとして、県からもしっかりとバックアップをしてもらい、学校

での対応、地域での対応に保護者も混ぜてもらいながら、子どもたちの安全を確保していきたい。 
○直下型地震などに備え、日頃から防災教育をしっかりやっておくことが大切である。在校中の災害に

備え、どのように行動するかも含めて、防災教育の充実をしっかりやっていただきたい。 
 
 
 



- 147 - 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

付録 Ａ 
 
 

各施策の指標・目標の達成状況 
 
 
 
 

 
県教育委員会では教育振興基本計画を着実に推進することとしており、その進行管理に資するよう 

施策ごとに指標を定めています。 
 
 

次ページには、指標の一覧を掲載しています。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
指標の数値について 

 
 

■ 指標に係る数値 
 

すべての県・市町村立学校 (千葉市を除く) が、実施した学校評価アンケートの中から、当該指
標に適する評価項目として算定したデータを集計しました。 

 
調査時期は毎年度 2 月末です。 

 
 

■ 各施策の指標に係る数値 
 

全国学力・学習状況調査に係る数値 
 

各施策の指標は 31 ありますが、うち 7 指標において文部科学省が実施している「全国学力学習
状況調査」により、得られた千葉県全体の数値を利用しています。
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指標からみる評価結果                  （単位の記載のないものは「%」） 

指標の項目 目標 
(31年度) 

基準年 
実績 

(27年度) 
基準年比 

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」「概ね満足」と回答をした保護者の割合 

増加を 

目指します 

80.9 

(H25) 
80.7 ▼ 

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」「概ね満足」と

回答をした保護者の割合 

増加を 

目指します 

87.2 

(H25) 
87.1 ▼ 

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環境が整っている」と回答をした保護者

の割合 

増加を 

目指します 

85.4 

(H25) 
85.2 ▼ 

 

プロジェクトⅠ ～夢・チャレンジプロジェクト～ 志を持ち、失敗を恐れずチャレンジする人材を育てる 

（単位の記載のないものは「%」） 
指標の項目 目標 

(31年度) 
基準年 

実績 
(27年度) 

基準年比 

施策１ 

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（小学校６年生・中学校３年生対象） 

小国70.0 64.2(H26) 65.1 △ 

小算70.0 63.0(H26) 62.9 ▼ 

中国60.0 59.0(H26) 61.3 △ 

中数60.0 58.1(H26) 56.0 ▼ 

児童・生徒のＩＣＴ活用を指導する能力 68.0 63.0(H25) 64.1 △ 

施策２ 

全国学力・学習状況調査において、「人の気持ちが分かる人間にな

りたいと思う」と答えた児童生徒の割合 

  （小学校６年生・中学校３年生対象） 

増加を 

目指します 

小94.0(H26) 93.7 ▼ 

中95.3(H26) 94.7 ▼ 

施策３ 

小学校における新体力テスト（８種目８０点）平均点（単位：点） 50.0 49.5(H25) 49.3 ▼ 

全国学力・学習状況調査において、「朝食を毎日食べている」と答

えた児童生徒の割合    （小学校６年生・中学校３年生対象） 

小90.0 小88.1(H26) 87.5 ▼ 

中85.0 中82.9(H26) 82.2 ▼ 

施策４ 

公立小学校における職場見学の実施割合 
小：全ての学校

での実施 
小99.4(H25) 100.0 △ 

職場体験・インターンシップを実施している公立学校の割合 

中：全ての学校

での実施 
中98.5(H25) 98.5 － 

高：増加を目指

します 
高87.6(H25) 88.1 △ 

施策５ 

高校生（県立高校）の海外留学者数（３か月以上） （単位：人） 
増加を 

目指します 
46(H25) 44 ▼ 

公立学校の英語教員の資格取得率    （英検準１級以上等） 
中50.0 中28.9(H26) 30.0 △ 

高75.0 高38.3(H26) 39.2 △ 

 

    各施策指標の基準年比（増加△７・同水準－１・減少▼８） 
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プロジェクトⅡ ～元気プロジェクト～ 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つくり 

   （単位の記載のないものは「％」） 

各施策指標の基準年比（増加△15・同水準－０・減少▼９） 
 

指標の項目 
目標 

(31年度) 
基準年 

実績 
(27年度) 

基準年比 

施策６ 

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 

増加を 

目指します 
82.9(H25) 84.7 △ 

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 

（10月頃判明） 

増加を 

目指します 
38.5(H25) 

38.2 

（H26） 

▼ 

（H26） 

施策７ 

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 

（全国学力・学習状況調査より） 

小65.0 小61.9(H26) 58.4 ▼ 

中35.0 中28.1(H26) 33.2 △ 

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 

（全国学力・学習状況調査より） 

小80.0 小68.8(H26) 69.9 △ 

中60.0 中46.2(H26) 48.7 △ 

施策８ 

 

いじめに関する児童生徒へのアンケート調査の実施率 
全ての学校

での実施 

小97.5(H25) 
99.6 

（H26） 

△ 

（H26） 

中99.0(H25) 
99.7 

（H26） 

△ 

（H26） 

高100.0(H25) 
100.0 

（H26） 

△ 

（H26） 

いじめの早期発見のための個別面談の実施率 
全ての学校

での実施 

小85.5(H25) 
90.0 

（H26） 

△ 

（H26） 

中95.0(H25) 
96.4 

（H26） 

△ 

（H26） 

高82.7(H25) 
78.4 

（H26） 

▼ 

（H26） 

施策９ 

域内の幼稚園・保育所と小学校の間で、接続を見通した教育課程の編

成・実施が行われている市町村数      （単位：市町村） 
15 ７(H26) 10 △ 

保育所の待機児童数            （単位：人） 
減少を 

目指します 
1,251(H26) 1,646 ▼ 

施策10 

幼・小・中・高等学校の個別の教育支援計画作成率 80.0 62.7(H25) 67.2 △ 

高等部本科卒業生の就職希望者の就職率 92.5 91.3(H25) 91.6 △ 

施策11 

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 

小80.0 小73.4(H26) 72.5 ▼ 

中80.0 中74.4(H26) 72.9 ▼ 

図書館等と連携している学校の割合 100 67.0(H24) 69.1 △ 

施策12 

成人の週1回以上のスポーツ実施率 60.0 46.5(H25) 45.8 ▼ 

総合型地域スポーツクラブが設立されている市町村数（単位：市町村） 54 32(H25) 33 △ 

施策13 学校・社会教育施設における出土文化財活用件数  （単位：件） 120 113(H26) 99 ▼ 

施策14 

県立学校校舎等の耐震化の割合 100 89.2(H25) 99.0 △ 

「地域安全マップ」を作成している学校の割合 90.0 84.4(H26) 79.7 ▼ 
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プロジェクトⅢ ～チームスピリットプロジェクト～ 

     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 

（単位の記載のないものは「%」） 
指標の項目 目標 

(31年度) 
基準年 

実績 
(27年度) 

基準年比 

施策15 

全国学力・学習状況調査において「家の人と学校での出来事につい

て話をしている」と答えた生徒（中学生）の割合 

増加を 

目指します 
 72.8(H26) 73.4 △ 

家庭教育の推進に係る協力企業等の数      （単位：社） 500   406(H25) 448 △ 

施策16 

放課後子供教室の対象学校数          （単位：校） 225 173(H26) 194 △ 

「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 
70.0 55.6(H25) 60.3 △ 

施策17 公立高等学校における不登校・中途退学生徒の割合 

減少を 

目指します 

不登校 

2.8(H25) 

2.8 

（H26） 

－ 

（H26） 

減少を 

目指します 

中途退学 

1.5(H25) 

1.4 

（H26） 

△ 

（H26） 

 

各施策指標の基準年比（増加△５・同水準－１・減少▼０） 
 

 
 



- 151 - 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

付録 Ｂ 
 
 

千葉県の教育の振興に関する大綱 
 
 
 
 

 
平成２７年１０月に知事が策定した「千葉県の教育の振興に関する大綱*1」(以下「大綱」と

いう。)は、「千葉県教育の基本方針」と「千葉の未来を担う子どもたちへ」(子どもたちへの

メッセージ) で構成されており、教育の根源的・普遍的な考え方について示しています。 

 

この「大綱」は、平成２７年度より新たに設置された、知事と教育委員会からなる総合教育

会議における協議を踏まえ、知事が策定したものです。 

 

平成２８年３月には、県総務部が作成したポスターを、県内の公立・私立を含めた全ての

幼稚園・認定こども園、小・中・高・特別支援学校・中等教育学校・高等課程を有する専修

学校・高等専門学校、及び全ての県立教育機関へ配付しました。 

 

県教育委員会としては、「大綱」の趣旨を十分に踏まえ、知事と教育政策の大きな方向性を

共有し、県の関係部局と緊密な連携を図りながら、教育振興基本計画を着実に推進することに

より、「大綱」の実現に取り組んでまいります。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*1 https://www.pref.chiba.lg.jp/gakuji/taikou/ 
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千葉県の教育の振興に関する大綱 
 

 千葉県は、千葉県教育委員会と連携し、千葉県、そして日本の未来を担う子どもたちの「強
く美しく元気な心」を育み、社会で自立し、自らを積極的に役立て生かしていこうとする態
度や能力を育てるため、次に掲げる「千葉県教育の基本方針～千葉の子どもたちの未来のた
めに～」と、子どもたちへのメッセージ「千葉の未来を担う子どもたちへ」を併せて、「千葉
県の教育の振興に関する大綱」と定めます。 
すべての大人たちと連携・協力して、千葉県で学び育つ子どもたちの明るい未来と有意義

な人生の創造を目指して、全力で取り組むことを誓います。  
平 成 ２ ７ 年 １ ０ 月 
千 葉 県 知 事  森 田 健 作   

千葉県教育の基本方針 
～千葉の子どもたちの未来のために～ 

 
○ 家族への愛情と感謝の心、他人を思いやる心、すべてのいのちを尊重する心など、豊か

な人間性や道徳心を育みます 
 

すべての教育の出発点となる幼児期からの教育や、人間としてのより良い生き方を学ぶ道徳教育の充
実を通じて、子どもたちに「人と人とは互いに助け合って生きているということ」、「相手の立場に身を
置いて考えることや人の話に素直に耳を傾けることの大切さ」などについて理解を促します。あわせて、
「家族への愛情と感謝の心」、「他人を思いやる心」、「すべてのいのちを尊重する心」など、子どもたち
の豊かな人間性や道徳心を育みます。 

   
○ 社会の変化に対応できる確かな学力と、将来への夢や希望を持って歩んでいく姿勢を育

みます 
 
   学びに集中できる教育環境づくりに取り組むとともに、子どもたちが学ぶことに意義と喜びを感じ、

習得した知識や技能を自らの思考力、判断力、表現力、そして創造力、問題解決力に結び付けて活用す
るなど、社会の様々な変化に対応することのできる確かな学力を育みます。 

誰もが自らの将来に夢や希望を持ち、その実現に向けて、志と自信を持って歩んでいくことができる
姿勢を育む、キャリア教育の充実を図ります。 

 
○ たくましく生きるための健康・体力と、困難や逆境を乗り越えて生きていくための力を

養います 
    

基本的生活習慣の確立や体力づくりなど、子どもたちが生涯を通して、心身ともに健全で健康な生活
を送ることができる力を養います。 
勇気を持って困難に立ち向かい、いじめをなくそうとするなど、様々な逆境を乗り越えて生きていく

ための力を養うとともに、支援が必要な子どもたちに手を差し伸べる仕組みを充実させます。 
 
○ 郷土と我が国を愛し、日本人としての誇りを持つ心を育むとともに、広く世界に目を向

け、グローバル化に対応できる力を養います 
 
   千葉県民、そして日本人として、郷土と我が国を愛するとともに、日本の歴史を理解し、伝統と文化

を尊重し、日本人としての誇りを持つ心を育みます。あわせて、世界への視野を広げ、諸外国の歴史や
伝統と文化を理解するとともに国際社会で自らの考えを発信し、コミュニケーションができる力を養い
ます。 
  

○ 子どもたちへの愛情と熱意にあふれた質の高い教員の育成を進めます 
 
  子どもたちに対する深い愛情や人を育てる使命感に満ち、子どもたちの悩みや課題を真摯に受け止め、

全力で支えるなど、保護者や地域から信頼され、尊敬される質の高い教員を育成します。 
 
○ 学校、家庭、地域の連携を深め、地域社会全体で子どもたちを育成する体制づくりを推

進します 
 
  子どもたちの学びや様々な困難への支援を進めるために、学校、家庭、地域、関係機関などの連携を

推進します。また、親の学びの機会の提供など、教育の原点である家庭教育への支援を進めるとともに、
人として大切なことがらについて各家庭で教えることができるよう、そして、家族の絆を深めることが
できるよう働きかけていきます。 

  



                          付録 Ｂ 千葉県の教育の振興に関する大綱 

- 153 - 
 

千葉
ち ば

の未来
み ら い

を担
にな

う子
こ

どもたちへ 
 

私
わたし

たちは、千葉県
ち ば け ん

、そして日本
に ほ ん

の未来
み ら い

を担
にな

う君
きみ

たちに、「強
つよ

く 美
うつく

しく元気
げ ん き

な 心
こころ

」を   

育
はぐく

んでもらいたいと思
おも

います。 

次
つぎ

に掲
かか

げるのは、千葉県
ち ば け ん

の宝
たから

である君
きみ

たちへの私
わたし

たちからのメッセージです。 

 

○ 家族
か ぞ く

への愛 情
あいじょう

と感謝
かんしゃ

の心
こころ

、他人
た に ん

を思
おも

いやる心
こころ

、すべてのいのちを尊 重
そんちょう

する心
こころ

を大切
たいせつ

にしよう。 
 

○ しっかりと学 習
がくしゅう

に励
はげ

み、学
まな

んだことを生
い

かし、社会
しゃかい

で役立
や く だ

つことのできる力
ちから

を身
み

に付
つ

け

よう。 
 

○ 将 来
しょうらい

の夢
ゆめ

の実現
じつげん

に向
む

けて、 志
こころざし

を高
たか

くし、自信
じ し ん

と希望
き ぼ う

を持
も

って努力
どりょく

を続
つづ

けよう。 
 

○ 「食事
しょくじ

、運動
うんどう

、休 養
きゅうよう

」を大切
たいせつ

にし、たくましく生
い

きていくために必要
ひつよう

な健康
けんこう

・体 力
たいりょく

づ

くりを心
こころ

がけよう。 
 

○ 困難
こんなん

に出合
で あ

ったときには、勇気
ゆ う き

を持
も

って立
た

ち向
む

かい、遠慮
えんりょ

なく大人
お と な

に相談
そうだん

してみよう。

また、悪
わる

いことをしたときには素直
す な お

に認
みと

めて謝
あやま

り、困
こま

っている友達
ともだち

には手
て

を差
さ

し伸
の

べるな

ど、みんなで困難
こんなん

を乗
の

り越
こ

える力
ちから

を身
み

に付
つ

けよう。 
 

○ 生
う

まれ育
そだ

った郷土
きょうど

と我
わ

が国
くに

を愛
あい

するとともに、日本
に ほ ん

の歴史
れ き し

を理解
り か い

し、伝統
でんとう

と文化
ぶ ん か

を大切
たいせつ

に

して、日本人
にほんじん

としての誇
ほこ

りを持
も

って歩
あゆ

んでいこう。 
 

○ 広
ひろ

く世界
せ か い

に目
め

を向
む

け、諸
しょ

外国
がいこく

の歴史
れ き し

や伝統
でんとう

と文化
ぶ ん か

を理解
り か い

するとともに、国際
こくさい

社会
しゃかい

で自分
じ ぶ ん

の

考
かんが

えを発信
はっしん

し、コミュニケーションができる力
ちから

を養
やしな

おう。 

 

君
きみ

たちを熱意
ね つ い

を持
も

って支
ささ

えてくださる先生
せんせい

方
がた

や、御家族
ご か ぞ く

、地域
ち い き

の方々
かたがた

とともに、君
きみ

たちが

立派
り っ ぱ

な大人
お と な

となり、素晴
す ば

らしい人生
じんせい

を歩
あゆ

むことができるよう、私
わたし

たちは全 力
ぜんりょく

で応援
おうえん

してい

きます。 

平成
へいせい

２７年
ねん

１０月
がつ

 

千葉県
ち ば け ん

知事
ち じ

 森
もり

 田
た

 健
けん

 作
さく

 



索 引                                             

  - 154 -

あ 

｢明日への扉｣ ........................................................... 57 

｢明日への扉Ⅱ」 ...................................................... 57 

新たな学びに関する指導方法 .................................. 41 

い 

いきいきちばっ子健康・体力づくり推進事業 ......... 49 

いきいきちばっ子食育推進事業 ............................... 51 

いじめ関連啓発資料 ................................................. 78 

いじめ対策推進事業 ..................................... 74, 76, 78 

いじめ対策調査会 .............................................. 13, 74 

いじめの防止等のための啓発活動の推進 .......... 26, 78 

いじめ防止啓発カード ....................................... 13, 78 

いじめ防止啓発強化月間 ................................... 48, 78 

いじめ防止啓発リーフレット ............................ 13, 78 

いじめ防止対策推進事業① ...................................... 74 

いじめ防止対策推進事業② ...................................... 76 

いじめ問題対策支援チーム ...................................... 76 

いじめ問題対策総合研修 ......................................... 76 

いじめ問題対策リーダー養成集中研修 ........ 13, 74, 76 

いじめ問題対策連絡協議会 ...................................... 74 

異年齢交流の推進 .................................................. 106 

いのちを大切にするキャンペーン ............. 48, 78, 141 

医療的ケア実施校連絡協議会 .................................. 88 

医療的ケア担当者の専門性向上研修事業 ................ 88 

インクルーシブ教育システム ............................ 82, 84 

え 

エイズ教育用リーフレット ...................................... 50 

｢ＳＳＨ」 .................................................... 40, 64,120 

｢ＳＧＨ」 ................................................................. 59 

お 

｢お兄さん、お姉さんと学ぼう｣事業 ................. 38,120 

｢親の学びプログラム｣活用推進事業 ...................... 103 

｢親力アップいきいき子育て広場｣事業 .................. 104 

オリンピック・パラリンピック教育 ...................... 145 

オリンピック・パラリンピック普及・教育推進事業 ...   

 ....................................................................... 95, 144 

オリンピック教室 ..................................................... 95 

か 

海外からの留学生との交流会 ................................... 59 

海外理解促進のための講演会 ................................... 59 

外国語指導助手 .................................................. 59, 60 

海洋環境コースの設置 .............................................. 62 

科学の甲子園 ...................................................... 40, 64 

各教育事務所と管内市町村教育委員会の 

連携・協力体制の強化 .. 112 

学事課 ................................................... 63, 64, 80, 116 

学習サポーター派遣事業 ................................ 120, 121 

｢学力・学習状況｣検証協力校 ................................... 42 

｢学力・学習状況」検証事業 ............................. 14, 120 

｢学力向上」検証プラン ............................. 42,120, 123 

学力向上交流会 .. 14, 18, 37, 41, 42, 43, 120, 121, 123 

学力向上推進会議 ..................................... 42, 120, 123 

学力向上プロジェクトチーム ........................... 42, 123 

柏の葉アカデミア講座 .................................... 111, 146 

学校安全保健課 ............ 50, 51, 72, 102, 116, 127, 128 

学校運営協議会 ............................................ 10, 62, 66 

｢学校から発信する家庭教育支援プログラム｣活用推進

事業 .................................................................... 105 

学校教育指導の指針 ....................... 10, 11, 80, 81, 138 

学校教育の推進 ........................................................ 80 

学校参加型食育プログラムポスター ........................ 51 

学校支援活動推進委員会 ................................ 107, 108 

学校支援コーディネーター研修講座 ...................... 107 

学校支援地域本部 ................................................... 107 

学校人権教育研究協議会 .......................................... 47 

学校人権教育指導資料 .............................................. 47 

学校体育実技指導協力者派遣事業 ............................ 49 

学校図書館の有効な活用方法に関する調査研究 ...... 90 

学校保健指導事業 ..................................................... 50 

学校問題解決支援対策事業 .............................. 73, 143 



                                                                                        索 引  
 
 

- 155 - 
 

学校問題解決支援チーム ......................................... 73 

学校を核とした県内 1000か所ミニ集会 ............ 31, 66 

｢家庭学習のすすめ」サイトの活用促進 ................ 120 

家庭教育支援講座 .................................................. 105 

家庭教育リーフレット ............................. 90, 104, 106 

家庭教育リーフレット活用事業 ............................. 106 

家庭における暴力防止啓発パンフレット ............... 117 

観光の学びの導入 .................................................... 62 

き 

企業における家庭教育支援講座 ............................. 105 

きめ細かな指導のための非常勤講師配置事業 ......... 71 

キャリア教育・就労支援等の充実事業 .................... 87 

キャリア教育科学・先端技術体験キャンプ ............. 55 

教育課程研究協議会 ..................................... 64, 70, 81 

教育関係者の国際交流事業 ...................................... 58 

教育支援委員会 ........................................................ 83 

教育事務所 ... 12, 19, 38, 39, 43, 45, 51, 52, 55, 72, 74, 

76, 77, 82, 84, 88, 98, 99, 103, 108, 112, 127, 128 

教育情報ネットワーク事業 ...................................... 41 

教育政策課 ...................... 45, 57, 58, 59, 61, 73, 75, 95 

教育相談事業 ............................................... 74, 78, 80 

教育総務課 ........................................................ 84, 112 

教員採用選考 ............................................... 18, 60, 68 

教職員課 ... 60, 64, 65, 68, 69, 71, 73, 84, 87, 112, 113 

教職員研修(小・中・高等学校) ................................ 70 

教職員研修(幼稚園等) .............................................. 81 

教職員こころの健康相談 ......................................... 72 

教職員こころリフレッシュ相談 ............................... 72 

教職インターンシップ  

（ちば！ 教職たまごプロジェクト） ..... 68 

教職員悩み相談 ........................................................ 72 

教職員メンタルヘルス対策事業 ....................... 72, 143 

｢教師力トップ｣チャレンジプラン ............. 39,120,121 

郷土芸能公開普及事業 ............................................. 98 

興味ワクワク｢体験学習｣推進プラン .... 38, 71,120,122 

く 

グローバル人材プロジェクト ............................. 46, 59 

グローバル成果発表会 .............................................. 59 

け 

県警本部少年課 .................................................. 77, 79 

建設・不動産業課 ................................................... 112 

現代産業科学館特別展 .............................................. 97 

県内高校等の交流事業(ホストファミリーの推進) .... 61 

県民生活・文化課 ....................................... 79, 98, 114 

県民体育大会開催事業 .............................................. 96 

県立学校改革推進課 ..................... 62, 63, 67, 114, 115 

県立学校改革推進プラン ................ 11, 12, 62, 67, 101 

県立学校施設開放事業 .................................... 109, 146 

県立学校耐震化推進事業 ........................ 100, 125, 145 

県立学校での障害者の雇用 .............................. 87, 144 

県立学校における｢コミュニティ・スクール｣ 

設置事業 ...... 66 

県立学校における｢開かれた学校づくり委員会｣ 

設置事業 ...... 65 

県立学校非構造部材対策事業 ................................. 100 

県立高等学校再編事業 ................................ 62, 67, 142 

県立高等学校再編事業(中高一貫教育校) .................. 67 

県立特別支援学校整備計画 ...................................... 86 

こ 

工業系高校人材育成コンソーシアム ........................ 63 

工業高校企業等連携推進事業 ................................... 63 

公共図書館等職員研修事業 ...................................... 92 

高校生海外留学への助成 .......................................... 59 

高校生等防災教育基礎講座 .................................... 101 

交通安全教育の充実 ............................................... 102 

交通安全教室 .......................................................... 102 

交通安全啓発資料 ................................................... 102 

高等学校再編事業 ........................................... 101, 145 

高等学校進路指導研究協議会 ............................. 52, 70 

高等学校特別支援教育支援員配置事業 ..................... 85 



索 引                                                                                         

 

  - 156 -

 

高等学校と大学の連携促進 ..................................... 111 

高等学校等就学支援金・学び直し支援金 ............... 116 

高等学校におけるマナーキャンペーン .................... 45 

公立学校共済組合 .................................................... 72 

公立学校と私立学校の連携 ................................ 25, 64 

公立高等学校等奨学のための給付金事業 ....... 115, 146 

公立図書館と学校の連携を図るための研修会 ......... 89 

語学指導等を行う外国青年招致事業 ........................ 60 

語学力のある教員の採用 ......................................... 60 

国際化推進(外国人児童生徒への支援) ..................... 61 

心の教育推進キャンペーン ...................................... 44 

子育て支援活動推進事業 ................................. 80, 144 

国旗・国歌の意義や大切さの理解を深める取組 ...... 58 

子ども・子育て支援法 ............................................. 80 

子ども・若者育成支援推進事業 .............................. 114 

子ども家庭１１０番事業 ........................................ 117 

｢子ども参観日｣キャンペーン .................................. 55 

｢子どもたちの夢・チャレンジ」サポートプラン ........ 

 ............................................................. 40, 120, 121 

子どもと親のサポートセンター研修事業 ................ 70 

子どもと親のサポートセンター調査研究事業 ......... 67 

子供の生活習慣改善事業 ......................................... 50 

子どもの読書活動啓発リーフレット ........................ 89 

子どもの読書活動推進計画 ...................................... 89 

子どもの読書活動推進事業 ...................................... 89 

雇用労働課 ............................................................... 53 

さ 

サイエンススクール ................................................. 55 

栽培環境コースの設置 ............................................. 62 

財務施設課 .................. 67, 86, 100, 101, 115, 116, 126 

さわやかちば県民プラザ学習・研修事業 ................ 56 

さわやかちば県民プラザ交流事業 ........................... 56 

し 

視覚機能訓練 ........................................................... 88 

事業整理票 ....................................................... 36, 140 

 

｢思考し、表現する力｣を高める実践モデルプログラム

の活用 .................................................................. 41 

市町村相談員等のための家庭教育研修講座 ........... 104 

指導課17, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 52, 

53, 57, 58, 59, 60, 61, 64, 67, 69, 70, 71, 74, 75, 76, 

77, 78, 80, 81, 82, 84, 90, 91, 106, 112, 113, 127, 

128 

児童家庭課 ....................................................... 90, 117 

指導行政連絡会議 ................................................... 112 

社会教育主事・指導者の養成 ................................. 110 

週末ふれあい推進事業 .............................................. 46 

出土文化財管理活用事業 .......................................... 99 

小・中・高等学校のキャリア教育総合推進事業 ...... 52 

｢小･中･高連携の特別授業」 ................................... 120 

小・中・高連携の特別授業 ...................................... 38 

小・中・高連携の特別授業 .................................... 122 

小・中・高連携の特別授業 .................................... 140 

生涯学習課 .... 46, 50, 55, 56, 65, 66, 89, 92, 103, 104, 

105, 106, 107, 108, 109, 110, 111 

障害者差別解消法の周知・啓発 ............................... 84 

生涯スポーツ指導者養成・活用事業 ........................ 93 

障害福祉課 ............................................................... 84 

小中生徒指導推進研究協議会 ................................... 77 

情報教育の充実 ................................................ 41, 140 

情報処理技術者派遣事業 .......................................... 41 

情報モラル教育研修会 .............................................. 44 

食育推進運動 ............................................................ 51 

食育活動支援事業 ..................................................... 51 

職場リハビリテーション障害保険加入 ..................... 72 

ジョブカフェちば事業 .............................................. 53 

私立学校経常費補助 ................................................. 63 

私立学校派遣研修 ..................................................... 65 

私立高等学校等就学支援事業・学び直し支援事業 ... 64 

新規漁業者確保定着支援事業 

(水産業インターンシップ) ......... 54 

人権教育行政関係者連絡会 ...................................... 47 

人権教育推進事業 ..................................................... 47 

人物重視の選考 ........................................................ 68 



                                                                                        索 引  
 
 

- 157 - 
 

す 

水産課 ...................................................................... 54 

水産業インターンシップ ......................................... 54 

スーパーグローバルハイスクール ........................... 59 

スーパーサイエンスハイスクール ..................... 40, 64 

スクール・サポーター制度 ...................................... 77 

スクールカウンセラー .......... 13, 74, 76, 126, 127, 138 

スクールソーシャルワーカー .............74, 76, 126, 138 

ストレスチェック ............................................ 72, 143 

スポーツ立県ちば .................................................... 93 

スポーツリーダー養成講習会 .................................. 93 

せ 

性教育研修会 ........................................................... 50 

政策企画課 ............................................................... 95 

青少年ネット被害防止対策事業 ............................... 79 

青少年の交流 ..................................................... 46, 58 

生徒指導担当・専任指導主事合同会議 .................... 77 

全国学力・学習状況調査分析 .................................. 43 

そ 

早期からの教育相談・支援体制の構築 .................... 83 

総合学科の設置 ........................................................ 62 
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点検・評価 ........................ 1, 2, 3, 9, 17, 124, 137, 138 

天井材等の落下防止対策 ....................................... 100 
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開かれた学校づくり研修会 ................................ 65, 66 
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附属機関 .................................................................. 13 
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文化財保存整備助成事業 ......................................... 99 
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保育所 .............................................22, 27, 80, 81, 106 

放課後子供教室推進事業 ............................... 108, 146 
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レファレンス研修会 ................................................. 92 



索 引                                                                                         

 

  - 160 -

ろ 

録音図書の貸出 ........................................................ 92 
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若手教員育成推進員 ................................. 39, 120, 121 
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