
 

  

 

復興の指針等を踏まえた教育委員会としての取組について 

～平成２４年７月１日現在の実施状況～ 
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１ 概要 

 平成２３年３月１１日に発生した東日本大震災を受けて、千葉県教育委員会では、発災

直後から、復旧及び復興に向けた取組を着実に進めてきた。 

  その後、県において、平成２４年２月７日に「千葉県震災復旧及び復興に係る指針」が

策定されたことを受けて、教育委員会としての中長期的な対応として、「復興の指針等を

踏まえた教育委員会としての取組について」を２月１４日に策定し、現在、別紙一覧表の

とおり、これに基づいた取組を実施中である。 

 

 

 

２ 「復興の指針等を踏まえた教育委員会としての取組について」の構成 

区  分 
実施中の 

取組項目数 

復興の指針等を踏まえた教育委員会としての取組 ２２ 

 １ 東日本大震災からの復旧復興に向けた取組 １４ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

復

興 

（１） 早期耐震化等の推進 

（２） 防災教育の一層の充実 

（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 

３ 

４ 

３ 

復

旧 

（１） 被災者の生活支援 

（２） 施設の復旧 

２ 

２ 

 ２ 原発事故に係る取組 ８ 

  

（１） 学校の校庭等における線量低減策等の実施 

（２） 学校給食用食材の安全・安心の確保 

（３） 放射線教育の実施 

３ 

３ 

２ 

 

 

 

 



 

 

 

３ 主な取組の実施状況（平成２４年７月１日現在） 

 

◎  早期耐震化等の推進 

   県立学校の耐震化工事のうち、特に緊急性の高い特別支援学校や 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２４年度予算については、東日本 

  大震災を受け、前年度に比べ倍増して約５１億円とし、改修工事や設計を前倒しして 

      実施することとした。計画的に耐震改修を進め、平成２７年度までに全ての建物の 

耐震化を完了することとしている。 

※ 平成２４年度実施予定 

・ 耐震改修工事：県立高等学校４５校４７棟 

・ 校舎建て替えのための解体工事等：県立高等学校３校 

・ 構造設計：６３棟、意匠設計：４５棟 

 

◎ 防災教育の一層の充実 

大震災直後の学校の初期対応や、子どもたちと教職員の貴重な経験などをまとめた

記録集「東日本大震災を振り返って」を作成し、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・教育関係機関に配付した。 

今後は、この記録集を活用し、全ての学校で防災教育の一層の充実を図っていく。 

   

◎ 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 

東日本大震災で明らかになった課題を踏まえ、大地震発生時に、迅速で的確な 

対応ができる防災体制の再構築を目指し、「学校における地震防災マニュアル」を 

作成して、その活用について各学校の安全担当者研修会等で周知した。今後は、全て

の学校が本マニュアルを活用し、災害に備えた指導や訓練に当たっていく。 

   

◎ 学校の校庭等における線量低減策等の実施 

平成２３年度に行ったサンプリング調査の結果を踏まえ、特別支援学校及び高等 

学校の除染工事に向けた準備を行った。なお、県立学校の除染工事は、特別支援学校

５校については７月１９日から、高等学校１０校については７月３１日から順次着手

し、「千葉県放射性物質除染実施プラン」等に沿って推進する。 

 

◎ 学校給食用食材の安全・安心の確保 

各教育事務所に放射性物質検査機器を設置し、希望する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、平成２４年６月４日から開始した。また、希望する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「学校給食モニタリング事業」を、６月１１日か

ら開始した。なお、いずれの検査においても、放射性物質は不検出となっている。 

 

 

 

 

 

 



＜別紙＞

平成２４年７月1日現在

１　東日本大震災からの復旧・復興に向けた取組

（１）

③
被災
文化財
への支援

・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、補助金の補助率を加算措
置した上で、必要額を、平成２４年度当初予算にて予算措
置し、県補助を行う。

[今後、地元関係者との連絡を密にし、速やかに事業を進
めていく。]

・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、必要額を、平成２４年度当初予算にて予算措置し、県
補助を行う。

[今後、地元関係者との連絡を密にし、速やかに進めてい
く。]

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、耐震補強方法の調
査・検討、追加設備等の改善案の検討等進めている。
・美術館は、平成２４～２６年度に耐震改修等工事を実施
予定であり、入札手続きに入った。
・総合スポーツセンター野球場の改修に備え、施設のあり
方や改修内容等の調査実施に向けて準備している。

・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、非構造部材の耐震化も含め、今後
も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。

早期耐震化等の推進

①
県立学校
の耐震化

　・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２４年度予算については、東日本大震災を受け、前
年度に比べ倍増して約５１億円とし、改修工事や設計を前
倒しして実施することとした。計画的に耐震改修を進め、平
成２７年度までに全ての建物の耐震化を完了することとし
ている。
※  平成２４年度実施予定
・ 耐震改修工事：県立高等学校４５校４７棟
・ 校舎建て替えのための解体工事等：県立高等学校３校
・ 構造設計：６３棟、意匠設計：４５棟

復興の指針等を踏まえた教育委員会としての取組

    【　復興　】

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



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

(２）

②
研修会や
公開事業
等の実施

・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。

[今後は、各学校が、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、防災教育を推進していく。]

①

・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２４年７月２５，２６日開催予定の「管理職を対象とし
た研修」に、地震及び津波発生時の課題別演習を取り入
れるための準備を行っている。
・平成２４年８月上旬実施予定の「教員対象の研修」に、授
業実施例をもとにした「模擬授業演習」を取り入れるための
準備を行っている。

・「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
研修等を通じて、各学校での積極的な活用を呼びかけた。

・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７本作成し、千葉県教育委員会
のウェブ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。

防災教育の一層の充実

独自教材
の活用

・「備えあれば憂いなし」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年度は、「備えあれば憂いなし」などを活用した防
災教育を行った。
更に、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
の作成と見直し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」を作成した。
平成２４年４月、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。



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

・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・学校安全保健課）

・「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、試行的に取組を実施している。

・防災計画課と連携し、「高校生ができる防災への取り組
み・心得」「被災地でのボランティア活動」等の内容で、専
門家を高等学校及び特別支援学校に派遣する取組を実施
している。

③
地域等
との連携

・家庭、地域社会及び市町村係部局と連携した、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、いのち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）

「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校指定した。

［各指定校では、地域と連携した避難訓練や授業展開を公
開で実施し、実施成果は、「学校と地域の防災教育セミ
ナー」にて報告する。］

④
魅力ある
学校づく
り

・防災の学びの導入

　「県立学校改革推進プラン（最終案）」及び「第1次実施
プログラム案）」において、県立銚子高等学校に、防災
の学びを導入することとしており、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。

（県立学校改革推進課）

　H２４年３月に「県立学校改革推進プラン」及び「第１次実
施プログラム」を策定し、平成２６年度に県立銚子高等学
校に「防災の学び」を導入することとした。
　「防災の学び」の導入に向けて、校内に準備組織を立ち
上げた。

・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２４年８月下旬から９月末を防災教育強化月間と位置
づけ、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。



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

(３）

・県立高校及び公立小・中学校における備蓄体制の確
立

年２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４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。
［今後は、「防災教育調査」において、整備状況を確認・指
導する。］

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２４年度は、１３市町で７３本部（小学校８４校、中学校
３８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２４年度は１２月に活動事例集を作成し、１月に配付
する予定。］
※「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

①
児童生徒
の保護

・「学校安全計画」や「危機管理マニュアル」の見直し等

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２３年３月に作成した。
平成２４年４月、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。
また、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。
［今後は、見直し状況を「防災教育調査」にて確認する予
定。］

・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
られており、さらなる徹底を目指し、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。

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



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６校に特別支援教育支援員を配置し、障害のあ
る生徒への支援を行っている。
各校１名配置（平成２４年５月１日現在）
○全日制　白井・柏・船橋・八街
○定時制　松戸南・東葛飾

・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
療機関との連携がスムーズにいくようにした。

・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）

・障害の特性から、広い空間や大きな集団が苦手な児童
生徒のため、避難所で使えるパーテーションを用意した。
・障害の特性から、生活のリズムの変化に対応しづらい児
童生徒のため、定期的に避難訓練を実施した。

・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。

・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。
・スクールバス燃料を配置校全てで備蓄している。

・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２９校全ての学校で、１日から数日分の食
料の備蓄を開始した。
・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。

③

障害の
ある
児童生徒
への対応

・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の実施
した。

・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）



（２）

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ているが、平成２４年度末までの
完了予定とする。

（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年度までに工事が完了し、部分使用
の手続きを終え、県民利用に供している。現
在、土蔵１棟と園路の一部が復旧工事中で
ある。

施設の復旧

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、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。
　また、一部完了していない学校（検見川高
校、浦安南高校、香取特別支援学校）につい
ては、教育活動に影響がないよう、夏期休業
中に実施するなど改修工事を進めている。

・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、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、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
に調査を実施するための準備をしている。

②
被災者等
の心のケア

・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
と県立高校２校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。

（指導課）

今年度に入ってからも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緊急派遣し、児童生徒の
心のケアにあたっている（派遣実績：６小学
校、４高等学校へ１０名派遣）。

・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。

    【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

・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２４年７月１日現在、
１０３名、５７８，４００円入学料を免除した。

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)

(２)

(３)

２　原発事故に係る取組

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

学校の校庭等における線量低減策等の実施

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）

千葉県放射性物質除染実施プランによる除染対象校を４～５月
に再度測定を行った。

［昨年度、全県を網羅して測定した結果、０．２３μ㏜/ｈ未満で
あった県立学校３０校については、７月以降、再度測定する予
定。］

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、
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
個所を優先する。
・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）

平成２３年度に行ったサンプリング調査の結果を踏まえ、特別
支援学校及び高等学校の除染工事に向けた準備を行った。

［県立学校の除染工事は、特別支援学校５校については７月
１９日から、高等学校１０校については７月３１日から順次着手
し、「千葉県放射性物質除染実施プラン」等に沿って推進す
る。］

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。

学校給食用食材の安全・安心の確保

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、随時、市町村教育
委員会に通知し、その中で、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。
　特に、栄養教諭初任者研修では、実際に農産物の検査を行っ
ている県職員を講師とした専門的指導を行った。

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。
なお、２４年４月から各市町村教育委員会対象の説
明や、担当者への研修を行い、試行を経て、早期に
本格的運用を実施する。
併せて、学校給食モニタリング事業の先行実施につ
いて検討する。

（学校安全保健課）

　各教育事務所に放射性物質検査機器を設置し、希望する市
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、平成２４年
６月４日から開始した。
　また、希望する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「学校給食モニタリング事業」を６月１１日から開
始した。
 なお、いずれの検査においても、放射性物質は不検出となって
いる。

放射線教育の実施

①

放射線の
正しい理解や
副読本の活用指
導

指導主事会議等において、放射線の正しい理解や副
読本の活用について取り上げ、学校訪問等で適切に
指導できるようにする。

（指導課）

［国作成の放射線副読本を各学校が使用する際の一助となる
よう、各教育事務所指導主事に対し、７月１３日に開催した第３
回指導主事会議において周知している。］

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（「理科実験土曜塾」、「パーソナル・デ
スク・ラボ活用研修」等）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）

今年度、県教育総合センターで行われる研修講座「理科実験土
曜塾」、「パーソナル・デスク・ラボ活用研修」における、放射線
の指導に関する内容を検討している。


