
基本目標Ⅱ「千葉の未来を担う子どもの育成」 

政策分野２「笑顔輝く、未来支える人づくり」（思いやりのある豊かな心と健やかな体、責任ある行動と自己表現ができる子どもや若者を育てるため、家庭・学校・地域がそれぞれの役割を果たし、連携した取組を進めていきます。） 

 
 
 

 
 

①社会の中で個性が輝く「人間力」の醸成 

目標：豊かな心、確かな学力、健やかな体を持った

明るく元気な子どもたちを育てます。 
総括：概ね進展が図られています 

当初予算額 主な取組 

544,363 千円 目標を達成 １ 

決算見込額 目標を概ね達成 ２ 

522,379 千円 目標に届いていない ― 
施策の概要（例） 
(1) 「道徳性を高める実践的人間教育を推進する」

ため、平成 22 年度に中学校用及び高等学校用映

像教材を作成・配付し、平成 23 年度は全ての中

学校及び高等学校で活用されました。また、道

徳教育映像教材指導資料と小学校用の映像教材

を作成しました。 

(2) 運動意欲の向上や運動習慣の定着化を促進する

ために、「いきいきちばっ子健康・体力づくり推

進事業を推進しています。児童生徒が仲間と楽

しみながら取り組める「長縄連続跳」など 8 つ

の運動種目に挑戦し、記録の申請により、ラン

キングをホームページ上に掲載・発表すること

で活動の意欲化を図りました。 

課題 
(1) 道徳教育映像教材（小・中・高用）の効果的な

活用や研究指定校との協力による研究や検証を

推進していくことが課題です。 

(2) いきいきちばっ子健康・体力づくりモデルプラ

ンの実施率は目標に達しなかったため、実施率

向上に向け、活用・普及を行う必要があります。 

今後の取組 
(1) 道徳教育推進委員会において、道徳映像教材

（小・中学校向け）や高等学校用の読み物教材

を中心とする道徳教育の充実・方策等について

検討するとともに、道徳教育映像活用推進校（小

学校）と読み物教材活用推進校（高等学校）と

の協力による研究、検証を実施します。 

(2) 実施率向上に向け、体育主任研修会だけでなく、

保健主事研修会や養護教諭研修会等において、

再度モデルプランの進め方を説明するととも

に、コンクールについても周知します。 

②学校を核とした家庭・地域教育力の向上 

目標：家庭と地域の教育力向上に取り組むととも

に、学校を中心とした地域づくりを推進しま

す。 
総括：概ね進展が図られています 

当初予算額 主な取組 

123,306 千円 目標を達成 １ 

決算見込額 目標を概ね達成 １ 

85,921 千円 目標に届いていない ― 

施策の概要（例） 

(1) 千葉県教育振興基本計画を県民一体となって

推進するため、「みんなで取り組む千葉教育会

議」を開催し、教育を核とした新しい地域コミ

ュニティの構築や家庭教育支援の推進などの

活動を行いました。 

(2) 学校が地域のコミュニティの核となって、地域

ぐるみで子どもを育てる体制づくりを推進す

るため、地域コーディネーターやボランティア

が集い活動する「地域ルーム」や、学校職員と

保護者や地域住民とが教育課題について語り

合う「1000 か所ミニ集会」等を開催しました。 

課題 
(1) みんなで取り組む千葉教育会議では、千葉県教

育振興基本計画の推進方策について具体的な

検討や活動を行っていくことが必要です。 

(2) 「1000 か所ミニ集会」の実施については、地

域住民と連携した開催をさらに推進すること

が必要です。 

今後の取組 
(1) みんなで取り組む千葉教育会議では、千葉県教

育振興基本計画の推進方策の検討を進めると

ともに、次期基本計画についての意見交換を行

います。 

(2) 「1000 か所ミニ集会」について、県立学校や

各教育事務所を通した各種研修会等での周知、

実施の手引きやリーフレットの配布などによ

り市町村への一層の啓発に努めるとともに、ホ

ームページ上で効果的な事例の紹介を行うな

ど、地域住民と連携した開催を推進します。 

 

③豊かな学びを支える教育環境の整備 

目標：すべての子どもたちの学びを支える教育環境づ

くりに取り組むとともに、学校の運営改善に取

り組みます。 
総括：概ね進展が図られています 

当初予算額 主な取組 

36,276,320 千円 目標を達成 1 

決算見込額 目標を概ね達成 1 

35,392,751 千円 目標に届いていない ― 

施策の概要（例） 

(1) 教職員構成の変化、社会の変化に応じた新たな課

題、新学習指導要領の実施などに着実に対応する

ため、教職員研修事業の改善を図り、教育関係職

員の資質向上に努めました。 

(2) ちばっ子地域安全マップ作製の授業を初め、防災

授業実践研修会や防災教育公開事業を行い、防災

教育を推進しました。 

課題 

(1) 授業研究を伴う校内研修を年間 7 回以上実施し

た中学校の割合が減少しましたが、同じ学校内に

同教科の教員が少なくなっており、授業研究を実

施しても専門的な意見や指導を受けることが難

しいこと等により、授業研究を実施することが難

しい体制にあることによるものと考えられます。 

(2) 防災教育公開授業では、震災時の課題を取り入れ

た防災訓練及び授業実施が必要です。 

今後の取組 

(1) 教員の指導力アップのために研究授業の実施回

数が増えるように働きかけをしていきます。公立

学校での相互授業参観を推進する「授業練磨の公

開日」の趣旨の理解を図り、他校の授業を見たり、

授業を公開したりする機会を増やします。 

(2) 防災教育公開授業では津波、液状化、引き渡し、

避難所対応の 4つの課題別にモデル校を指定し、

地域と連携した避難訓練や授業実践を公開で実

施します。 

 

④一人ひとりに対応した特別支援教育の推進 

目標：障害のある子どもたちが自分の持てる力を最

大限に発揮できる教育環境づくりに取り組み

ます。 
総括：概ね進展が図られています 

当初予算額 主な取組 

274,952 千円 目標を達成 1 

決算見込額 目標を概ね達成 1 

242,113 千円 目標に届いていない ― 

施策の概要（例） 

(1) 特別支援アドバイザーを幼小中高等学校に派

遣し、発達障害を含む障害のある児童生徒の教

育的ニーズに応じた適切な指導・支援の在り方

について、教員や特別支援教育支援員やボラン

ティア等に対し、助言・援助を行いました。 

(2) 児童生徒の増加による特別支援学校の過密化

解消のため、高等学校等の教室を活用した分

校・分教室の整備や仮設教室の設置を進めまし

た。 

課題 

(1) 特別支援アドバイザーの派遣要請内容が多様

化、複雑化しており、単に課題対応だけではな

く、校内の指導体制や学校間の連携に係る内容

へと拡充されてきていることへの対応が必要

です。 

(2) 県立特別支援学校市川大野高等学園と県立印

旛特別支援学校さくら分校を開設することが

できましたが、特別支援学校の児童生徒増加に

よる過密化に対応する必要があります。 

今後の取組 

(1) 特別支援アドバイザー研修を年７回実施し、事

例検討を多く行う等、内容の充実に努め、資

質・能力の向上を図っていきます。また、効果

的な派遣について検討を進めます。 

(2) 特別支援学校の児童生徒の増加等に対応する

ため、県立特別支援学校整備計画に基づいて整

備を進めていきます。 

⑤多様化する青少年問題への取組 

目標：青少年の社会的・経済的な自立を支える体

制を整備します。 
総括：進展が図られています 

当初予算額 主な取組 

143,049 千円 目標を達成 ４ 

決算見込額 目標を概ね達成 ― 

129,716 千円 目標に届いていない ― 

施策の概要（例） 

(1) ニート、ひきこもり等青少年の抱える問題の

深刻化に対応し、適切な支援を行う体制の整

備を図るため、県の関係課、国の機関、民間

の団体などで構成する「千葉県子ども・若者

支援協議会」を設置しました。 

(2) 青少年の健全育成を図るため、カラオケボッ

クス、漫画喫茶・インターネットカフェ、個

室ビデオ店の立入調査を行い、深夜の立入規

制や有害図書等の区分陳列等の確認・指導等

を行いました。 

課題                      
(1) 子ども・若者の抱える様々な問題に対し、必

要な情報の提供や助言、適切な支援機関の紹

介を行うワンストップ相談窓口となる（仮称）

「千葉県子ども・若者総合相談センター」の

設立を目指します。 

(2) インターネット上に氾濫する有害情報から青

少年を守るための啓発を進めるとともに、携

帯電話販売店への立入調査などを行う必要が

あります。 
今後の取組 

(1) （仮称）「千葉県子ども・若者総合相談センタ

ー」を設立し、子ども・若者に係る相談を適

切に実施するとともに、周知を図るため HP 等

を活用し積極的な広報を行います。 

(2) 青少年をインターネット上の有害情報から守

るため、保護者向けのリーフレットを作成し

啓発を進めるとともに、携帯電話販売店など

への立入調査を実施します。また、青少年ネ

ット被害防止対策事業に取り組みます。 
 

【総括】 

政策分野２に掲げた５つの社会目

標については、概ね伸長傾向にありま

す。また、県の取組としては必要な 

取組を講じているものの進捗が緩や

かな指標もあり、２４年度目標の実現

に向けて、一層の努力が必要です。 

そのため、教育環境の整備や一人ひとりに対応した特別支援教育の推進等

について一層の取組強化を図るなど、引き続き笑顔輝く、未来支える人づく

りの実現に向けた取組を推進します。 

 

予算額 37,361,990 千円 

決算見込額 36,372,880 千円 

進展が図られている １ 

概ね進展が図られている ４ 

一部の進展にとどまっている ― 

※グラフの H24 は目標値 
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