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平成１７年度  アクションプラン施策進行管理票 

施策 
番号 １１ 施策名 個性が輝く教育の推進 施 策 

コード       

主管 
課名 

（教）企画管理部 
教育政策課 

関係
課名 

（教）教育政策課・（教）県立学校改革推進課・（教）施設課・（教）生涯学習
課・（教）指導課・（教）特別支援教育課・（教）教職員課・（教）文化財課・（教）
体育課 

１ 施策の基本的な考え方（最終目的／上位目的） 
基礎・基本の確実な定着や自ら学び自ら考える力などをはぐくみ、千葉県の未来を築く子どもたち一人一人の個性が輝く

教育を推進します。 
加えて、地域自らが、地域の特色を生かした教育が行えるよう、学ぶ側の視点にも立って、児童生徒やその保護者、地域

住民など多くの県民と協働し、重点的、戦略的な教育のビジョンの確立を目指します。 
また、千葉県ならではの特色ある教育の推進や特別支援教育の充実などにより、一人一人の個性を重視し、その可能性を

引き出すとともに、心身のバランスの取れた創造性豊かな人材の育成を目指します。 
さらに、県民一人一人が、いつでもどこでもそれぞれの目的や志向に応じた学習活動やスポーツ活動に参加し、自らの夢

をかなえることができる生涯学習社会の実現を目指します。 

（最終成果指標／上位成果指標） ※「施策の基本的な考え方」に対応した指標 

目標項目 
現状 

（基準年）  
目標 

（目標年） 

達成状況 
（年月） 

区

分

 学力状況調査において学校が「好き」及

び「どちらかといえば好き」と回答する児

童生徒の割合 

 

７０％ 

（中学２年生） 

（１５年度） 

 

引き上げを目指しま

す。 

（１７年度） 

８０％ 

（中学２年生） 

（２０年度） 

７０％ 

（中学２年生） 

（１６年度） 

※１７年度の数値

は１８年８月頃に

判明します。 

－

各学校が行う保護者等による評価におい

て、「学校運営」や「学習指導」に関する項

目について肯定的な回答が８０％以上得ら

れる学校の割合 

－ 

すべての学校において

８０％以上になること

を目指します。 

（２０年度） 

｢学校運営｣ 

７９．８％ 

｢学習指導｣ 

 ７３% 

（１７年度） 

Ｂ

目標の達成状況に 

影響を及ぼす施策 

以外の要因と程度 

 子どもたちは一日の大半を学校で過ごすことから、学校経営者としての校長のリーダーシップや教

職員自らの自己研鑽の充実が子どもたちの意欲や可能性に引き出すことに、大きな影響を与えるもの

と考えられます。 

目標の 

達成状況総括 

・個性が輝く教育の推進に向けて概ね順調に進んでいます。その理由として、①小学校１、2年生に

加え、中学1年生で３８人学級が実現できたこと、②県立高等学校再編計画第１期及び第２期実施プ

ログラムを着実に推進し、千葉県では初となる三部制定時制高校、単位制の設置等魅力ある高等学校

の設置できたこと、③「千葉県の特別支援教育の在り方について（提言）」（最終報告）が取りまとめ

らたこと、さらに小・中学校特別支援教育コーディネーター研修等の充実により、巡回指導の回数が

増え、障害のある児童生徒一人一人のニーズに合わせた支援体制整備の充実が図られたこと、④生涯

学習情報の提供と学習機会、場所の提供が推進され、県民の学習ニーズに応えることができたこと等

が挙げられます。 

資料３－３ 
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２ 施策展開                                      （単位：千円、人） 

施策展開の柱（中位目的） １７年度 
当初予算 

１７年度 
決算 

金額 5,721  
Ⅰ 

「確かな学力」の向上と一人ひとりの個性を生かす教育を推進

します。 
人員 2.5 2.5 

金額
890,637 

うち再掲分 
6,115 

 

Ⅱ 
子どもたちの個性が輝き、いきいきと活動する千葉県ならでは

の特色ある教育を推進します。 
人員

18.5 
うち再掲分 

0.4 
18.5 

金額 37,822  
Ⅲ 

ノーマライゼーション※の進展に対応し、一人ひとりの教育的

ニーズに応じた特別支援教育を推進します。 人員 3.2 3.2 

金額 98,476  
Ⅳ 

 県民一人ひとりの個性が輝く生涯学習環境づくりを推進しま

す。 人員 2.6 2.6 

※ノーマライゼーション：障害を持つ人や適応力の乏しい高齢者の生活を、できうる限り健常者の生活と同じように営める

ようにすること。障害者や高齢者に関わらずあらゆる人が共に住み、共に生活できるような社会を築くことを目指します。 

（中間成果指標） ※「施策展開の柱」に対応した指標 

柱 目標項目 
現状 

（基準年）  
目標 

（目標年） 

達成状況 
（年月） 

区

分

少人数学級・少人数指導の推進 

小学校1、2年生で38人

学級編制を実施 

（16年度） 

小学校1、2年生で38人

学級編制を継続して実

施するとともに､中学校

1年生で38人学級編制を

新たに実施 

（17年度） 

小学校1、2年生で38

人学級編制を継続し

て実施するととも

に､中学校 1 年生で

38 人学級編制を新た

に実施 

（17年度） 

Ａ

Ⅰ 

学力状況調査における学習の実現

状況※ 

中学校の社会と理科の

一部領域が「おおむね良

好」とは言えない 

（15年度） 

各教科のすべての領域

で「良好」あるいは「お

おむね良好」 

（17年度） 

中学校の社会と理科

の一部領域が「おお

むね良好」とは言え

ない（16 年度）

※１７年度の結果は

１８年８月頃に判明

します。 

－

県立高等学校の中途退学率 

2.4％ 

（14年度） 

※参考 全国平均 

（公立高校） 

2.1％（14年度） 

2.2％ 

（17年度） 

半減を目指す 

（25年度） 

※１７年度の数値は

１８年８月頃に判明

します。 

-

学校開放に取り組む県立学校の割

合 

79.5％ 

（15年度） 

87％ 

（17年度） 

100％ 

（20年度） 

※１７年度の数値は

１８年６月頃に判明

します。 

-
Ⅱ 

インターンシップ（職業体験）を実

施する県立高等学校の割合 

45.4％ 

（15年度） 

100％ 

（17年度） 

100％ 

（18年度） 

※１７年度の数値は

１８年６月頃に判明

します。 

-
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特別支援教育コーディネーターを

置く小・中・盲・聾・養護学校の割

合 

4.3％ 

（15年度） 

76.3％ 

（17年度） 

100％ 

（19年度） 

71.3％ 

（１７年度） 
Ｂ

Ⅲ 

不登校児童生徒数（公立小・中学校） 

5,140人 

（14年度） 

※参考 全国総数 

129,204人（14年度）

4,453人 

（17年度） 

半減を目指す 

（25年度） 

※１７年度の数値は

１８年８月頃に判明

します。 

-

生涯学習情報提供システムへのア

クセス数 

243,506件 

（15年度） 

284,000件 

（17年度） 

400,000件 

(25年度) 

268,864件 

（１７年度） 
Ｂ

Ⅳ 

総合型地域スポーツクラブ数 

16クラブ 

（15年度） 

※参考 全国平均 

9クラブ（15年度） 

26クラブ 

（17年度） 

79クラブ 

(22年度) 

26クラブ 

(17年度) 
Ａ

※学力状況調査：県内の小学校 5 年生と中学校 2 年生の全児童生徒数の 10％を任意に抽出し、1 校につき 1 教科を対象とし

て実施しています。通過率（全解答者数の中での正答者数の割合）が設定通過率（標準的な時間をかけて学習が行われた

場合、問題ごとの通過率がどの程度になるか実施前に想定した数値）を 5％以上上回る場合を「良好である」、通過率が

設定通過率と同程度（上下5％）の場合を「おおむね良好である」、通過率が設定通過率を5％以上下回る場合を「おおむ

ね良好であるとはいえない」と判断します。 
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３ 施策展開の説明 

これまでの 

取組、課題 

 
「確かな学力」の向上に向けて、学力状況調査の結果を有効に生かした学力向上対策事業や少人数

教育の推進によるきめ細かな指導を行ってきましたが、今後も、子どもたち一人一人の個性や能力に

応じたきめ細かな指導を継続する必要があります。 

また、千葉県ならではの特色のある教育の推進として、小中高一貫した英語教育の推進（チバ・イ

ンターナショナル・エデュケーション・プラン）や「県立高等学校再編計画」及び「第1期・第2期

実施プログラム」の策定などに取り組んできました。今後も、県立高等学校再編計画を推進するとと

もに、家庭や地域との連携をより深めるため、開かれた学校づくり、信頼される学校づくりを進めて

いく必要があります。 

さらに、ノーマライゼーションの進展に対応した障害児教育の在り方について現在検討を進めてい

ます。不登校に対する取組については、15 年度から市町村や住民団体・ＮＰＯ等と協働し、不登校

児童生徒が将来への夢と希望を持ち、個性・能力に応じた進路を見いだせるような新しい居場所づく

り（菜の花スクールモデル事業）を推進しているところです。今後は、一人一人の教育的ニーズへの

対応やその支援のため、特別支援教育体制の充実やこれまでの取組を踏まえた具体的な支援を推進す

る必要があります。 

なお、青少年の健全育成を図るために、子どもや若者の心の教育や健やかな青少年をはぐくむ環境

づくりをさらに推進することが重要です。 
 

※学習障害：ＬＤはLearninｇ Disabilitiesの略。全般的な知的発達に遅れはないが、聞く、話す、

書く、計算する、推論するなどの特定の能力の習得や使用に著しい困難を示す様々な状態を指しま

す。 

 

※注意欠陥多動性障害：ＡＤＨＤはAttention Deficit Hyperactivity Disorderの略。年齢ある

いは発達に不釣合いな注意力及び／又は衝動性、多動性を特徴とする行動の障害で、社会的な活動

や学業の機能に支障をきたすことです。 

 

施策のねらい、 

施策展開の方向 

 

少人数教育の推進や指導改善等の取組により学習意欲を喚起し、すべての児童生徒に基礎・基本の

確実な定着を図り、加えて、思考力、判断力、表現力などを含めた学力の向上を目指します。 

また、小中高一貫した英語教育の推進（チバ・インターナショナル・エデュケーション・プラン）

や高校生の留学等の支援、本県の自然や歴史を活用した教育等により、千葉県ならではの特色ある教

育を推進します。魅力ある高等学校づくりについても、「県立高等学校再編計画」の着実な推進を図

るとともに、その実現に向けた各校の特色ある取組を支援します。加えて、児童生徒が様々な課題に

柔軟かつたくましく対応し、社会人・職業人として自立していくことができるよう、組織的・系統的

なキャリア教育※の推進に努めます。さらに、引き続き、教職員の資質能力の向上を図り、地域に開

かれた学校づくり、信頼される学校づくりに努めます。 

併せて、ノーマライゼーションの進展に対応し、一人一人の教育的ニーズに応じた特別支援教育を

推進するために、障害のある児童生徒の自立や社会参加に向けて、今後の指針となる「千葉県の特別

支援教育の在り方」（仮称）の最終報告を行うとともに、学習障害（ＬＤ）※、注意欠陥多動性障害

（ＡＤＨＤ）※等のある児童生徒に対する教育的支援の一層の充実を図ります。不登校に対する取組

については、菜の花スクールモデル事業の3年間の成果等を市町村に提供し、不登校対策の一層の充

実を図ります。なお、これらの展開に当たっては、関係部局の連携を十分に確保するとともに、学校・

家庭・地域社会が一体となった施策の展開を図ります。 

加えて、教え、学ぶだけの学校から地域をリードするふれあいと交流のできる「人間形成の場」と

してふさわしい施設となるよう、県立学校の教室や施設の地域への開放、及び県立学校が有する専門

的な教育機能を活用した開放講座の充実に努めます。学校開放を充実していくことにより、地域で児

童生徒の安全や、学校の安全を守る安心して学べる学校をつくっていきます。 

 

 

※キャリア教育：望ましい職業観・勤労観及び職業に関する知識や技能を身に付けさせるとともに、
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自己の個性を理解し、主体的に進路を選択する能力・態度を育てる教育です。 

前年度アクショ

ンプランとの主

な違い 

 

 都市化や情報化など子どもや若者を取り巻く社会環境の大きな変化が、子どもや若者の心に様々な

影響を及ぼしています。そこで、子どもや若者の心を豊かにはぐくむため、前年度の施策展開の柱「Ⅳ

学校・家庭・地域社会が一体となり、豊かな心を育み、子どもの個性に応じた教育及び青少年の健全

育成を推進します」を発展させて、「心と体の教育と健やかな青少年をはぐくむ環境づくり」を新規

施策にしました。 

 また、県民が、生涯のいつでも、自由に学習等の機会を選択して学ぶことができ、学習した成果を

社会の中で生かすことができる「生涯学習社会」を実現するため、施策の柱に「県民一人ひとりの個

性が輝く生涯学習環境づくりの推進」を新たに加えました。 
 

（主な活動内容） 

当初予定 結果 

時期 内容 時期 内容 

４月 

～６月 

・学級編制の実施、加配教員の配置 

・県立高等学校再編計画第 1・2 期実施プログラ

ムの推進（通年） 

・パイロット・ハイスクール対象校の決定 

・学校評議員の委嘱 

・ＬＤ児等支援体制づくりのための巡回指導 
（通年） 

・ちばりすネットによる情報提供（通年） 

・県立学校開放講座開設（通年） 

４月 

～６月

・学級編制の実施、加配教員の配置 

・第1期実施プログラム及び第2期実施プログラ

ムの推進（通年） 

・モデル実践研究校１４校への評議員の委嘱 

・巡回指導職員の研修、派遣校の決定 

・ホームページによる情報提供（通年） 

・県立高等学校教室等開放モデル事業開始 

モデル事業の広報活動等 

 

 

７月 

～９月 

・クラブマネジャー養成講習会の開催 

・学校開放事業実態調査の実施 

・補助教員の配置 
７月 

～９月

・クラブマネジャー養成講習会の実施 

・補助教員の配置 

 

 

10月 

～12月 

・クラブマネジャー養成講習会の開催 

・学校外部評価の実施、公表 10月 

～12月

・クラブマネジャー養成講習会の実施 

・学校の計画に基づく外部評価の実施、公表 

１月 

～３月 

・学力状況調査実施 

・ＣＩＥＰ事業研究報告書のまとめ 

・学校評価の年度末内部評価の実施 

・「千葉県の特別支援教育の在り方」（仮称）最終

報告 

・菜の花スクールモデル事業報告書作成 

 

１月 

～３月

・学力状況調査の実施 

・ＣＩＥＰ事業研究報告書を作成 

・年度末内部評価の実施 

モデル実践研究校からの研究結果報告の提出 

・「千葉県の特別支援教育の在り方について（提

言）」の最終報告 

・17 年度事業に係る報告会・検討会（3 年間モデ

ル事業のまとめ）実施 

・菜の花スクールモデル事業報告書作成 

■県全域 □千葉地域 □葛南地域 □東葛飾地域 □北総地域 □東上総地域 □南房総地域 
地域展開 

の考え方 
全県で展開する。 
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４ 施策実施結果 

主な成果 

Ⅰ「確かな学力」の向上と一人ひとりの個性を生かす教育の推進 
・学力向上事業により、教育課程の研究や授業改善が進み、生徒の学習意欲が喚起され、主体的に学ぼ

うとする生徒が増加し、結果として「確かな学力」の向上と一人一人の個性を生かす教育が推進され

ました。また、学力状況調査結果をもとに県、市町村、各学校がその課題解決のために具体的な取組

がなされ、確かな学力の向上と一人一人の個性を重視する教育や個性や能力を重視しつつ、ニーズに

対応した進路指導を行うことができました。 

・少人数指導により、児童生徒の興味・関心に応じた学習や習熟度別学習などを推進し、支援、相談、

評価の体制が整いました。 

Ⅱ千葉県ならではの特色ある教育の推進 
・学校自らが企画・提案する特色ある教育に関する取組を支援することにより、魅力ある高等学校づく

りが推進できました。また、第１期・２期実施プログラムを着実に推進し、千葉県では初となる三部

制定時制高校、単位制の設置等魅力ある高等学校の設置を推進しました。 

・高校生が大学レベルの授業に触れることにより、大学の雰囲気を感じたり、進学意欲の向上が図られ

ました。 

・英語の授業が改善されたり、外国語指導助手（ALT）等の効果的な活用を図ったりすることにより、児

童生徒に英語を使って積極的にコミュニケーションを図ろうとする態度が育成されてきました。 

・高校生海外派遣及び留学の支援検討会での協議を進めるとともに、サッカーを通じてのデュッセルド

ルフ市との交流について、関係団体等と連絡調整を行うとともに、姉妹州でありますウィスコンシン

州との交流事業の在り方について、関係団体と情報交換を進めました。 
Ⅲノーマライゼーション※の進展に対応した特別支援教育の推進 
・パブリックコメントやタウンミーティングで寄せられた県民の意見を基に、「千葉県の特別支援教育の

在り方について（提言）」（最終報告）が取りまとめられ、県教育委員会に提出されました。 

・各種研修の充実により、障害のある児童生徒への気付きや支援の必要性、特別支援教育の重要性の認

識が高まり、また、小中学校支援への意識が高まり校内支援体制整備の充実が図られました。 
Ⅳ個性が輝く生涯学習環境づくりを推進 
・千葉県情報提供システムでは、県民のニーズに対応するため、地方公共団体や大学等の高等教育機関

との連携を強化することにより、約２０００件情報を増やすことができました。 

・総合型地域ｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞの育成・支援事業により、ｸﾗﾌﾞﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄの研修や具体的実践例をもとにした研修

により、スポーツクラブへの理解を深めることができました。 

・各種県立学校開放事業により、交流施設や体育施設等が開放され地域に開かれた学校づくりや県民の

学習ニーズに応えることができました。 

施 
策 
実 
施 
結 
果 

その他 
特記事項 

 

残された 
課題 

Ⅰ「確かな学力」の向上と一人ひとりの個性を生かす教育の推進 
・学力向上対策事業や少人数指導の推進によるきめ細やかな指導を行ってきましたが、「学ぶ意欲」や「思

考し表現する力」を育てるために、一人一人の個性や能力に応じた指導を継続していく必要がありま

す。 

Ⅱ千葉県ならではの特色ある教育の推進 
・英語教育の推進、留学の支援、キャリア教育の推進、魅力ある高等学校の実現、大学との連携等を行

ってきましたが、今後は成果の検証をしつつ、地域との連携を一層深めた事業を継続していく必要が

あります。 

Ⅲノーマライゼーション※の進展に対応した特別支援教育の推進 
・今後は、「千葉県の特別支援教育の在り方について（提言）」（最終報告）や国の制度改正等を踏まえ、

一人一人の教育的ニーズへの対応やその支援のための具体的方策について検討していく必要がありま

す。 

Ⅳ個性が輝く生涯学習環境づくりを推進 
・多様化，高度化する県民の学習ニーズに応えるため学習情報の共有化や施設開放についてさらに取り

組む必要があります。 

次 
年 
度 
以 
降 
の 
対 
応 

方向性 Ａ 拡大  Ｂ 現状維持  Ｃ 縮小  Ｄ 大幅に縮小 



 7

課題への 
対応策 

Ⅰ「確かな学力」の向上と一人ひとりの個性を生かす教育の推進 
・学力向上対策事業や少人数指導の推進により、学習意欲の喚起、基礎・基本の定着を図るとともに「思

考し表現する力」を含めた学力の向上を目指します。 

Ⅱ千葉県ならではの特色ある教育の推進 
・児童生徒が社会人・職業人として自立していくようにするため県民への広報・啓発活動に努めるとと

もに、地域社会や産業界との連携・協力体制の構築に取り組み、開かれた学校、信頼される学校づく

りを推進します。 

・デュッセルドルフ市やウィスコンシン州との交流の在り方について現地の情報収集を行い、本県なら

ではの国際的視野を持った有能な人材の育成に資する派遣プログラムを策定します。 

Ⅲノーマライゼーション※の進展に対応した特別支援教育の推進 
・「千葉県の特別支援教育の在り方について（提言）」（最終報告）や国の制度改正等を踏まえ、一人一人

の教育的ニーズへの対応やその支援のため、千葉県特別支援教育推進基本計画（仮称）を策定します。

Ⅳ個性が輝く生涯学習環境づくりを推進 
・県民のニーズに合った生涯学習情報の提供及び学習機会の提供を推進します。また、地域スポーツの

振興を図るため、総合型地域ｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞの育成・支援を行います。 

 
 
 



 8

平成１７年度  アクションプラン施策重点事業管理票（継続事業） 

重点事業名 学力向上対策事業 事業 
コード       

施策番号 １１ 施策名 個性が輝く教育の推進 施策 
コード       

(再掲箇所の 
施策番号)  (再掲箇所 

の施策名)  

施策展開 
の柱 Ⅰ 「確かな学力」の向上と一人ひとりの個性を生かす教育を推進します。 

直接の 
事業対象者 児童生徒 担当

課名
(教)教育振興部指導課 

所属 
コード       

１ 事業内容・事業量等 

事業内容 

次代を担う児童生徒が、意欲的に学習に取り組み、基礎・基本を確実に身に付け、それを基に、さまざま

な角度から問題を考え、解決できる応用力・実践力を培うことが求められています。そのためには、学習指

導要領において求められている資質や能力の定着状況を把握するとともに、学習指導上の問題点等を明らか

にして、指導方法等の工夫改善によって、確かな学力の向上と一人一人の個性を重視する教育を推進するこ

とが重要です。 
 そこで、以下の事業を中心とした事業展開を図ります。 

１ 学力状況調査事業 

      児童生徒の学力の定着状況や指導上の問題点を把握するために、小･中学校で学力状況調査を実施し、

その結果から明らかになった課題を重点化して具体的な改善に取り組むなど、学力向上対策に努めま

す。 

    （小学校5年生、中学校2年生の全児童・生徒数の約10％を抽出しての調査） 

２ 小・中・高連携の特別授業 

      県立高等学校の教員が、近隣の小・中・高等学校で得意な専門分野をわかりやすく指導します。 

    （16年度実績：98名の県立高等学校の教員がのべ75回の特別授業を実施） 

３ 学力向上パイオニアハイスクール 

      生徒一人一人の学力の向上、生徒の個性や能力を重視した進路指導の実現を目指し、各校の実情に即

した弾力的で効果的なカリキュラムを開発します。 

    （県立高等学校18校を指定） 

事業量等 

１ 学力状況調査事業 

     学力状況調査委員会を年間12回開催し、平成16年度学力状況調査の報告書の作成並びに平成17年

度学力状況調査問題の作成及び実施を行います。また、実施についての説明会及び実施後のデータにつ

いての集計作業を行います。 

２ 小・中・高連携の特別授業 

     特別授業を行う教員については、指導課から各教育事務所に依頼し、教育事務所ごとに 11 名程度、

県全体で約 55 名募集します。それに基づき、各教育事務所が、関係小・中・高等学校と連携・調整を

図り実施します。 

３ 学力向上パイオニアハイスクール 

   進学カリキュラム開発及びその資料収集のための先進校視察、進路講演会の開催、大学教授による模

擬授業、中間報告会の開催等を実施します。 

実施地域 

(市町村名) 

とその内容 

１ 学力状況調査事業 

      千葉市を除く全県の小・中学校の約10％を抽出しての調査 

（抽出校以外でも調査問題を使用できるように、集計・分析用ソフトを全小中学校に配布） 

２ 小・中・高連携の特別授業 

     授業を行う教員については、各教育事務所に依頼し、教育事務所ごとに募集しています。それに基づ

き、各教育事務所が関係小・中・高等学校との連携を図り実施しています。 

３ 学力向上パイオニアハイスクール 

      県立高等学校18校を学力向上パイオニアハイスクールとして指定しています。   

    （千葉女子、千葉工業、船橋、国分、松戸国際、松戸六実、流山中央、野田北、佐倉、佐原、佐原白

楊、匝瑳、成東、大多喜、長狭、安房、木更津、君津） 

様式第３号
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地域区分 ■県全域 □千葉地域 □葛南地域 □東葛飾地域 □北総地域 □東上総地域 □南房総地域 
 
（基準となる工程内容） 

当初予定 結果 

時期 内容 時期 内容 

４月 

～６月 

学力状況調査委員会 

小中高連携の特別授業 教員の登録（随時） 

小中高連携の特別授業の実施（随時） 

学力向上パイオニアハイスクール 事業計画作成

学力向上パイオニアハイスクールの実施 

 

４月 

～６月

学力状況調査委員会 ３回開催 

小中高連携の特別授業 

   教員の登録（第１次） 

   特別授業の実施 

 

 

７月 

～９月 

学力状況調査委員会 

学力向上パイオニアハイスクール 中間報告 

７月 

～９月

学力状況調査委員会 ８回開催 

学力向上パイオニアハイスクール 中間報告書作

成 

小中高連携の特別授業 

   教員の登録（第２次） 

10月 

～12月 

学力状況調査委員会 

10月 

～12月

 

 

       ここまで 

１月 

～３月 

学力状況調査委員会 

学力状況調査の実施 

学力向上パイオニアハイスクール報告会 

 

 

１月 

～３月

学力状況調査委員会 １回開催 

学力状況調査の実施 

学力向上パイオニアハイスクール 実施報告会開

催及び実績報告書作成 

小中高連携の特別授業の実施報告 

                ここまで 

（事業額・人員）                                    （単位：千円、人） 
区分 国庫支出金 地方債 その他 一般財源 合計 人員 

１７年度 
当初予算    5,721 5,721 1.5 

１７年度 
決算      1.5 
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２ 事業実施結果 

達成度 

Ａ 当初予定どおりの事業量等を達成した、又は、ほぼ達成した（当初予定の８割以上）。 
Ｂ 当初予定どおりの事業量等に達していない（当初予定の５割以上８割未満）。 
Ｃ 当初予定どおりの事業量等を大きく下回っている（当初予定の５割未満）。 

事業量等 

１ 学力状況調査  

１６年度の調査結果をまとめ、調査報告書を関係機関及び県内小中学校に配布しました。 

さらに該当学年の全児童・生徒数の１０％程度を抽出し、調査を２月に実施しました。 

２ 小中高連携の特別授業 

県立高等学校１８校において、進学カリキュラムを開発しました。 

３ 学力向上パイオニアハイスクール  

小中学校への趣旨の周知が不十分であり、実施希望の申請があまりありませんでした。 

具体的な成果 

１ 学力状況調査  

１６年度の調査結果をもとに、県内の学力状況を把握することができました。 

さらに、各学校に指導方法の改善策を示すことができました。 

２ 小中高連携の特別授業 

   各分野について高校の教員（登録教員）が小中学校へ出向き、興味・関心を持たせる授業を行

いました。 

３ 学力向上パイオニアハイスクール 

生徒一人一人の学力を向上させ、個性や能力を重視しつつ、ニーズに対応した進路指導を行う

ことができました。 

事
業
実
施
結
果 

その他 

特記事項 

 

残された課題 

１ 学力状況調査 

これまでの調査で課題となっている「学ぶ意欲」や「思考し表現する力」に焦点をあて、引き

続き調査をしていくことが必要である。また、これからの力を育てるために、新たな取組をし

ていく必要があります。 

２ 小中高連携の特別授業 

   学校週休５日制により、特別授業を行う時間の確保が難しいという指摘がありました。 

３ 学力向上パイオニアハイスクール 

   事業は１７年度で終了するが、得られた成果を他の高校に普及することが課題となっています。

方向性 Ａ 拡大 Ｂ 現状維持 Ｃ 縮小 Ｄ 大幅に縮小 Ｅ 休止・廃止 

次
年
度
以
降
の
対
応 

課題への 

対応策 

１ 学力状況調査 

関係課と連携を図りながら、学力向上プロジェクト事業として、各学校の特色ある取組の紹介、

学習意欲や思考力を高める方策の研究、学習に関する実状の把握等に取り組んでいきます。 

２ 小中高連携の特別授業 

学力向上に向けて、中学生の希望者に対して放課後に高校での授業内容を先取り学習するなど

新しい方法での取組を行います。 

３ 学力向上パイオニアハイスクール 

学力向上拠点形成事業などの新たな取組に繋げていきます。 
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平成１７年度  アクションプラン施策重点事業管理票（継続事業） 

重点事業名 少人数教育の推進 事業 
コード       

施策番号 １１ 施策名 個性が輝く教育の推進 施策 
コード       

(再掲箇所の 
施策番号)  (再掲箇所 

の施策名)  

施策展開 
の柱 Ⅰ 「確かな学力」の向上と一人ひとりの個性を生かす教育を推進します。 

直接の 
事業対象者  児童生徒 担当

課名
（教）教育振興部教職員課

所属 
コード       

１ 事業内容・事業量等 

事業内容 

公立小・中学校において､学級とは異なる小集団の学習集団に編成した｢少人数指導｣と学級編制基準※  

を弾力的に運用する｢少人数学級｣の拡充や補助教員の確保により､きめ細かな指導体制づくりを推進して､

基礎学力の向上を目指します。 

 

 

 

※学級編制基準：各市町村教育委員会が、管内の学校の学級編制を行う際の基準とするもので、本県の基

準は「同学年の児童生徒で編成する1学級の人数は40人」となっています。 

事業量等 

 

① 少人数指導については、国の第7次定数改善計画による少人数指導加配定数の活用や補助教員の確保に

より、きめ細かな指導体制づくりを推進します。 

 

※加配定数：教職員定数の主なものは、国から学級数に基づいて措置される定数であるが、これとは別に、

少人数指導等それぞれの目的に応じて、国から配当される教員の定数のことです。 

 

 

② 少人数学級については､国の少人数学級の研究指定校となることにより加配される定数を活用し､

次の場合に少人数学級を編制し､きめ細かな指導体制づくりを推進します。 

・小学校1･2年生の38人学級編制 

・中学校1年生の38人学級編制 

・小学校1年生､5年生の修了式後に学級減の対象となった場合 

・生徒指導上困難な状態が続く学年を有する場合 

・社会増による学級増が見込まれる場合  

実施地域 

(市町村名) 

とその内容 

 

県全域 

地域区分 ■県全域 □千葉地域 □葛南地域 □東葛飾地域 □北総地域 □東上総地域 □南房総地域 
 

様式第３号
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（基準となる工程内容） 
当初予定 結果 

時期 内容 時期 内容 

４月 

～６月 

4月始業式･入学式 

 ・学級編制の実施 

 ・加配教員の配置 
４月 

～６月

  

・学級編制の実施 

・加配教員の配置 

７月 

～９月 

・教育実践 

・補助教員の配置 

７月 

～９月

・教育実践 

・補助教員の配置 

10月 

～12月 

・教育実践 

10月 

～12月

・教育実践 

１月 

～３月 

・学校ごとの教育的効果の把握と次年度への要望

 

１月 

～３月

・学校ごとの教育的効果の把握と次年度への要望

 

（事業額・人員）                                    （単位：千円、人） 
区分 国庫支出金 地方債 その他 一般財源 合計 人員 

１７年度 
当初予算     ０ 1.0 

１７年度 
決算      1.0 
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２ 事業実施結果 

達成度 

Ａ 当初予定どおりの事業量等を達成した、又は、ほぼ達成した（当初予定の８割以上）。 
Ｂ 当初予定どおりの事業量等に達していない（当初予定の５割以上８割未満）。 
Ｃ 当初予定どおりの事業量等を大きく下回っている（当初予定の５割未満）。 

事業量等 

少人数教育については、少人数指導加配定数や補助教員を確保し、きめ細かな指導体制づくりを推

進しました。 

少人数学級については、国から措置される定数を活用し、目的に応じて少人数学級を編制すること

ができ、きめ細かな指導体制づくりを推進しました。 

具体的な成果 

少人数指導教員は、新たに１６３人追加配置することができました。 

少人数学級は、新たに６１学級増やすことができました。 

 

事
業
実
施
結
果 

その他 

特記事項 

 

残された課題 

少人数指導については、学校ごとの教育的効果の把握と次年度への要望を把握し、少人数指導加配

定数や補助教員を確保する必要があります。 

少人数学級については、対象学年の拡充を検討する必要があります。 

方向性 Ａ 拡大 Ｂ 現状維持 Ｃ 縮小 Ｄ 大幅に縮小 Ｅ 休止・廃止 

次
年
度
以
降
の
対
応 課題への 

対応策 

今後も、引き続き少人数学級検討会議において研究・検討していきます。 
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平成１７年度  アクションプラン施策重点事業管理票（継続事業） 

重点事業名 魅力ある高等学校づくりの推進 事業 
コード       

施策番号 １１ 施策名 個性が輝く教育の推進 施策 
コード       

(再掲箇所の 
施策番号)  (再掲箇所 

の施策名)  

施策展開 
の柱 Ⅱ 子どもたちの個性が輝き、いきいきと活動する千葉県ならではの特色ある教育を推進します。 

直接の 
事業対象者 高校生 担当

課名

（教）企画管理部教育政策
課・（教）企画管理部県立学
校改革推進課・（教）企画管
理部施設課・（教）教育振興
部生涯学習課・（教）教育振
興部指導課 

所属 
コード       

１ 事業内容・事業量等 

事業内容 

県民の要請に応えることのできる県立高等学校を目指し、生徒が「この学校で学んで良かった。」と思え

るような魅力ある学校づくりを推進するため、県立高等学校の再編を進めるとともに、学校自らが企画・提

案する千葉県らしい特色ある教育に対する取組を支援します。 

また、県教育委員会と千葉大学教育学部が連携して、複数の県立高等学校において年間を通じて大学の教

員による大学レベルの授業を実施するなど、特色ある教育を進めます。 
①魅力ある高等学校づくりチャレンジ支援事業 
学校自らが企画・提案する千葉県らしい特色ある教育に対する取組に対して支援します。 

②県立高等学校の再編の推進 
県立高等学校の配置の見直し、単位制高校の設置、総合学科の設置、（仮称）総合技術高校の設置、女

子校の共学化など、より魅力ある県立高等学校を目指します。 
 ③大学等との連携による特色ある教育の推進 

県教育委員会と千葉大学教育学部が連携して、複数の県立高等学校において年間を通じて大学の教員に

よる大学レベルの授業を実施するほか、広く高校生を対象とした公開講座を実施します。 

事業量等 

①魅力ある高等学校づくりチャレンジ支援事業 
対象事業数 40事業程度 （実施校数 40校程度） 

②県立高等学校の再編の推進 

再編計画第1期実施プログラム・第2期実施プログラムの着実な推進を図ります。 

平成18年4月の再編 

・統合 3組6校 （市川工業高校と葛南工業高校、野田北高校と野田高校、 

茂原農業高校と茂原工業高校） 

・三部制定時制高校の設置 1校  （松戸南高校） 

・通信制独立校の設置 1校 （千葉大宮高校） ほか  

③大学等との連携による特色ある教育の推進 

・重点連携校における大学教員による授業  県立高等学校3校 

・高校生を対象とした公開講座 1地域 

実施地域 

(市町村名) 

とその内容 

 

① と② 県全域 

 

③ ・重点連携校における大学教員による授業  （千葉東高校、千葉女子高校、木更津高校） 

・高校生を対象とした公開講座 1地域   （会場：安房高校） 

 

地域区分 ■県全域 □千葉地域 □葛南地域 □東葛飾地域 □北総地域 □東上総地域 □南房総地域 

様式第３号
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（基準となる工程内容） 
当初予定 結果 

時期 内容 時期 内容 

４月 

～６月 

①対象事業の決定 

②第1期実施プログラム及び第2期実施プログラ

ムの推進（通年） 

③重点連携校における大学教員による授業 
４月 

～６月

②第1期実施プログラム及び第2期実施プログラ

ムの推進（通年） 

③重点連携校における大学教員による授業 

 

７月 

～９月 

①事業への支援 

②公開講座の実施 

③高校生を対象とした公開講座  
７月 

～９月

①対象事業の決定 

①事業への支援 

③高校生を対象とした公開講座 

 

10月 

～12月 

①事業への支援 

 

10月 

～12月

①事業への支援 

１月 

～３月 

①事業への支援及び決算 

 

１月 

～３月

①事業への支援及び決算 

 

（事業額・人員）                                    （単位：千円、人） 
区分 国庫支出金 地方債 その他 一般財源 合計 人員 

１７年度 
当初予算 28,053 582,000  214,548 824,601 15.4 

１７年度 
決算      15.4 
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２ 事業実施結果 

達成度 

Ａ 当初予定どおりの事業量等を達成しました，又は，ほぼ達成しました（当初予定の８割以上）。 
Ｂ 当初予定どおりの事業量等に達していない（当初予定の５割以上８割未満）。 
Ｃ 当初予定どおりの事業量等を大きく下回っている（当初予定の５割未満）。 

事業量等 

①魅力ある高等学校づくりチャレンジ支援事業 
対象事業数 62事業 （実施校数 57校） 

②県立高等学校の再編の推進 

再編計画第1期実施プログラム・第2期実施プログラムの着実な推進を図ります。 

平成18年4月の再編 

・統合 3組6校 （市川工業高校と葛南工業高校、野田北高校と野田高校、 

茂原農業高校と茂原工業高校） 

・三部制定時制高校の設置 1校  （松戸南高校） 

・通信制独立校の設置 1校 （千葉大宮高校） ほか  

③大学等との連携による特色ある教育の推進 

・重点連携校における大学教員による授業  県立高等学校3校で実施 

・高校生を対象とした公開講座 1地域で実施 

 

具体的な成果 

①魅力ある高等学校づくりチャレンジ支援事業 

  学校自らが企画・提案する特色ある教育に関する取組を支援することにより、魅力ある高等学校

づくりが推進できたものと考えます。 

②県立高等学校の再編の推進 

  第１期・２期実施プログラムを着実に推進し、千葉県では初となる三部制定時制高校、単位制の

設置等魅力ある高等学校の設置を計画どおり進めた。 

② 高校生が大学レベルの授業に触れることにより、大学の雰囲気を感じたり、進学意欲の向上に役

立ったものと考えます。 

事
業
実
施
結
果 

その他 

特記事項 

 

 

残された課題 

②魅力ある高等学校の実現に向け、県立高等学校再編計画の着実な推進を図る必要があり、今後は成

果の検証等も必要と考えます。 

③大学との連携については、今後連携対象となる高校の数を増やしていけるかどうか、また、教育学

部以外の学部との連携も視野に入れていくことが必要と考えます。 

③今後、連携対象となる高校の数を増やしていけるかどうか、また、教育学部以外の学部との連携も

視野に入れていくことが必要と考えます。 

方向性 ○Ａ 拡大 Ｂ 現状維持 Ｃ 縮小 Ｄ 大幅に縮小 Ｅ 休止・廃止 

次
年
度
以
降
の
対
応 

課題への 

対応策 

②実施プログラム案の策定に向けて、検討を進めます。 

成果の検証時期等について、検討を進めます。 

③連携の拡大を視野に入れ、大学側との協議を進めていきます。 
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平成１７年度  アクションプラン施策重点事業管理票（継続事業） 

重点事業名 小中高一貫しました英語教育（チバ・インターナショナル・エデュ
ケーション・プラン）の推進 

事業 
コード       

施策番号 １１ 施策名 個性が輝く教育の推進 施策 
コード       

(再掲箇所の 
施策番号) 

２６ 
２７ 

(再掲箇所 
の施策名) 

成田空港とアクセス整備及び国際空港都市づくり 
国際化の推進 

施策展開 
の柱 Ⅱ 子供たちの個性が輝き，いきいきと活動する千葉県ならではの特色あります教育を推進します。 

直接の 
事業対象者 児童生徒 担当

課名
（教）企画管理部教育政策
課（教）教育振興部指導課

所属 
コード       

１ 事業内容・事業量等 

事業内容 

小学校からの英語教育の実践的な研究開発を進めるとともに，英語以外の教科や行事等を英語で行う教育

など，千葉県ならではの特色あります英語教育の有効な指導方法を探求することにより，将来，国際的な舞

台で英語を駆使して活躍できる人材の育成を目指します。 

また，次代を担う高校生を海外に短期間派遣する機会の仕組みづくりや，文化・スポーツ等の様々な分野

での海外留学の支援方策について検討を進め，本県ならではの国際的視野を持った有能な人材の育成を目指

します。 

さらに外国人子女等の受入体制を充実させ，日本語指導，適応指導等の在り方なども併せて研究します。

 

※チバ・インターナショナル・エデュケーション・プラン（CIEP） 

  文部科学省が高等学校を指定しましたスーパー・イングリッシュ・ランゲージ・ハイスクール(SELHi)

と県が単独で地域を指定しましたゲイトウェイ・トゥ・イングリッシュ・ランゲージ(GEL)を合わせた

ものの総称であり，小・中・高が連携をして，英語を用いた実践的なコミュニケーション能力を伸長さ

せ，将来，国際的な舞台で英語を駆使して活躍できる人材の育成を目指します。 

事業量等 

   

（１）スーパー・イングリッシュ・ランゲージ・ハイスクール（SELHi） 

      ・成田国際高等学校への文部科学省の指定が平成１６年度に終了しましたことから，平成１７年度

は県の事業として指定し，実践研究を継続します。 

    ・文部科学省に，千葉女子高等学校と松戸国際高等学校を新たに申請し，SELHiを拡大します。 

 （２）ゲイトウェイ・トゥ・イングリッシュ・ランゲージ（GEL） 

・成田市及び浦安市を継続指定します。 

（３）高校生の海外短期派遣及び留学の支援方策についての検討 

   高校生の海外短期派遣及び留学の支援方策検討プロジェクトチーム（仮称）を設置して検討します。

実施地域 

(市町村名) 

とその内容 

   

（１）スーパー・イングリッシュ・ランゲージ・ハイスクール(SELHi)  

    ・成田国際高等学校（県指定） 

    ・千葉女子高等学校（文部科学省指定） 

    ・松戸国際高等学校（文部科学省指定） 

 （２）ゲイトウェイ・トゥ・イングリッシュ・ランゲージ(GEL)  

    ・成田市（中台中，新山小，加良部小，向台小，中台小） 

    ・浦安市（見明川中，舞浜小，見明川小） 

 （３）高校生の海外短期派遣及び留学の支援方策の検討 

    県全域 

地域区分 ■県全域 □千葉地域 ■葛南地域 □東葛飾地域 ■北総地域 □東上総地域 □南房総地域 

様式第３号
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（基準となる工程内容） 

当初予定 結果 

時期 内容 時期 内容 

４月 

～６月 

・成田地区，浦安地区にＧＥＬを継続指定 

・ＳＥＬＨｉ指定の拡大（継続１校，新規２校）

・ＣＩＥＰ連絡協議会の開催 

・ＧＥＬ研究推進委員会の開催 

・ＳＥＬＨｉ運営指導委員会の開催 

・高校生の海外短期派遣及び留学の支援方策検討

プロジェクトチーム（仮称）の設置 

４月 

～６月

・成田地区，浦安地区にＧＥＬを継続指定 

・ＳＥＬＨｉ指定の拡大（継続１校，新規２校）

・ＣＩＥＰ連絡協議会を実施（１回） 

・ＧＥＬ研究推進委員会を開催（１回） 

・ＳＥＬＨｉ運営指導委員会を開催（１回） 

・高校生海外派遣及び留学の支援検討会の設置の

ための準備会の設置 

・高校生海外派遣及び留学の支援検討会の設置 

７月 

～９月 

・ＧＥＬ研究推進委員会の開催 

・ＳＥＬＨｉ運営指導委員会の開催 

・高校生の海外短期派遣及び留学の支援方策検討

プロジェクトチーム（仮称）の開催 
７月 

～９月

・ＧＥＬ研究推進委員会を開催（１回） 

・ＳＥＬＨｉ運営指導委員会を開催（３回） 

・7 月 第 1回高校生海外派遣及び留学の支援検

討会の開催 

10月 

～12月 

・ＣＩＥＰ連絡協議会の開催 

・ＧＥＬ研究推進委員会の開催 

・ＳＥＬＨｉ運営指導委員会の開催 

・高校生の海外短期派遣及び留学の支援方策検討

プロジェクトチーム（仮称）の開催   

10月 

～12月

・ＧＥＬ研究推進委員会を開催（２回） 

・ＳＥＬＨｉ運営指導委員会を開催（４回） 

・12月 第2回高校生海外派遣及び留学の支援検

討会議の開催 

１月 

～３月 

・ＧＥＬ研究報告書のとりまとめ 

・ＳＥＬＨｉ研究報告書のとりまとめ 

・高校生の海外短期派遣及び留学の支援方策検討

プロジェクトチーム（仮称）の開催  
１月 

～３月

・ＧＥＬ研究推進委員会を実施（１回） 

・ＣＩＥＰ連絡協議会を実施（１回） 

・ＧＥＬ研究報告書のとりまとめ 

・ＳＥＬＨｉ研究報告書のとりまとめ 

・ＣＩＥＰ事業研究報告書を作成 

・１～3 月 デユッセルドルフ市とのサッカー交

流について関係機関と連絡調整 

（事業額・人員）                                    （単位：千円，人） 
区分 国庫支出金 地方債 その他 一般財源 合計 人員 

１７年度 
当初予算    52,890 52,890 1.５ 

１７年度 
決算      1.５ 
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２ 事業実施結果 

達成度 

Ａ 当初予定どおりの事業量等を達成しました，又は，ほぼ達成しました（当初予定の８割以上）。 
Ｂ 当初予定どおりの事業量等に達していない（当初予定の５割以上８割未満）。 
Ｃ 当初予定どおりの事業量等を大きく下回っている（当初予定の５割未満）。 

事業量等 

・スーパー・イングリッシュ・ランゲージ・ハイスクール（ＳＥＬＨｉ）を新規に２校拡大しました。

・チバ・スーパー・イングリッシュ・ランゲージ・ハイスクール（Ｃ－ＳＥＬＨｉ）を新規に１校指

定しました。 

・ゲイトウェイ・トゥ・イングリッシュ・ランゲージ（ＧＥＬ）を成田市と浦安市に継続指定しまし

た。 

・高校生海外派遣及び留学の支援検討会の設置のため準備会を開催して検討項目等について意見交換

を行い、高校生海外派遣及び留学の支援検討会を 2 回開催して、スポーツや文化等の様々な分野で

の留学や派遣の支援の方向性について協議を行いました。 

具体的な成果 

・英語の授業が改善されたことにより、児童生徒の英語によるコミュニケーション活動が活発に行わ

れるようになりました。 

・外国語指導助手（ALT）等の効果的な活用により、児童生徒に英語を使って積極的にコミュニケーシ

ョンを図ろうとする態度が育成されてきました。 

・ 高校生海外派遣及び留学の支援検討会での協議を進めるとともに、サッカーを通じてのデュッセ

ルドルフ市との交流について、関係団体等と連絡調整を行うとともに、姉妹州でありますウィス

コンシン州との交流事業の在り方について、関係団体と情報交換を進めました。 

事
業
実
施
結
果 

その他 

特記事項 

 

 

残された課題 

・小学校教員対象の研修を実施し，英語の指導力の向上を図る必要があります。 

・中・高の英語担当教員対象の研修を実施し，英語で指導できる英語力及び指導力を高める必要があ

ります。 

・外国語指導助手等のネイティブスピーカーを増置し，英語教育及び国際理解教育の一層の改善・充

実を図る必要があります。 

・デュッセルドルフ市とのサッカー交流をどのように発展させることができるのか。多様な分野での

交流の在り方やウィスコンシン州との交流の在り方について具体的な方策を検討する必要がありま

す。 

・留学についての支援方策について具体的な方策を検討する必要があります。 

方向性 Ａ 拡大 Ｂ 現状維持 Ｃ 縮小 Ｄ 大幅に縮小 Ｅ 休止・廃止 

次
年
度
以
降
の
対
応 

課題への 

対応策 

・ＧＥＬ，ＳＥＬＨｉ事業の研究内容の深化とその成果等の普及を図ります。 

・小学校教員を対象にしました英語集中研修を実施します。 

・外国語指導助手等を増置できるよう予算の確保に努めます。 

・デュッセルドルフ市に派遣して、サッカーをはじめとする多様な分野での交流の在り方について現

地の関係者との意見交換を行うとともに、ウィスコンシン州との交流の在り方についても十分現地

の情報収集を行い、本県ならではの国際的視野を持った有能な人材の育成に資する派遣プログラム

を策定します。 

・留学については、留学を希望する生徒の理解を促進することができるような留学に関する情報提供

を充実します。 
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平成１７年度  アクションプラン施策重点事業管理票（継続事業） 

重点事業名 小学校から始めるキャリア教育の推進 事業 
コード       

施策番号 １１ 施策名 個性が輝く教育の推進 施策 
コード       

(再掲箇所の 
施策番号) ２ (再掲箇所 

の施策名) 次世代育成支援対策の推進 

施策展開 
の柱 Ⅱ 子どもたちの個性が輝き、いきいきと活動する千葉県ならではの特色ある教育を推進します。 

直接の 
事業対象者 児童・生徒 担当

課名
(教)教育振興部生涯学習課
(教)教育振興部指導課 

所属 
コード       

１ 事業内容・事業量等 

事業内容 

 少子高齢社会の到来、産業・経済の構造的変化や雇用の多様化・流動化等を背景として、将来への不透明

さが増幅するとともに、就職・進学を問わず進路をめぐる環境は大きく変化しています。 

 こうした中、児童生徒が｢生きる力｣を身に付け、社会の激しい変化に流されることなく、それぞれが直面

するであろう様々な課題に柔軟かつたくましく対応し、社会人・職業人として自立していくことができるよ

うにするキャリア教育※が強く求められています。 

そこで、小・中・高校生の勤労観・職業観の育成を図り、職業選択能力を高めることを目的として、市町

村、関係機関、産業界及びキャリア教育に関する様々な知識や経験を有する団体等との密接な連携の下、児

童生徒の保護者や地域の力を活用して、小学校から高等学校まで発達段階に応じた組織的・系統的なキャリ

ア教育の実践研究を実施します。 

 

※キャリア教育：望ましい職業観・勤労観及び職業に関する知識や技能を身に付けさせるとともに、自己

の個性を理解し、主体的に進路を選択する能力・態度を育てる教育です。 

事業量等 

○ 小･中･高等学校連携による一人ひとりの夢や希望の実現を支援するプログラムの開発 
－「キャリア教育推進地域指定事業」－ 

  多古町をキャリア教育推進地域として指定し、町内の小・中・高等学校において、学校、家庭、企業、

関係団体・機関等が一体となって、学校外の教育資源活用にかかわるシステムづくり、発達段階に応じた

学習プログラムの開発・実践などの研究を行います。 
○ 小学生の仕事に関する体験学習の充実 －ゆめ・仕事ぴったり体験－ 
  ６月１５日を期して、小学校６年生の児童が、企業や官公署などで働く人々に１対１で密着し、できる

仕事を体験し、会議などに参加しながら熱気や緊張感を感じ、観察します。 
○ 中学生の職業や進路に関する体験活動の充実 －「キャリア教育実践プロジェクト」－ 

県内６地域程度をキャリア･スタート･ウィーク推進地域として指定し、中学校を対象として５日間以上

連続した職場体験を実施するとともに、キャリア・スタート・ウィーク支援会議（仮称）を設置し、推進

地域に対する指導･助言を行い、その成果等を踏まえて、本県キャリア教育の在り方等についての審議、

提言を行います。また、小学校については職場参観等の具体策について研究します。 
○ 「高校生インターンシップ推進事業」 

県立高等学校 139 校の中から研究校を指定し、実際的な知識･技能に触れることにより高校生の学習意

欲を喚起するとともに、就業体験（インターンシップ）に伴う事前研究、実践、事後指導などを通して、

高校生段階で必要とされる勤労観・職業観を育成し、主体的な職業選択能力の向上を図ります。 
   16年度は３７校を指定。（16～17年度） 

17年度は３９校を指定。（17～18年度） 
 

実施地域 

(市町村名) 

とその内容 

県全域 

多古町（キャリア教育推進地域指定事業） 

地域区分 ■県全域 □千葉地域 □葛南地域 □東葛飾地域 ■北総地域 □東上総地域 □南房総地域 

様式第３号
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（基準となる工程内容） 
当初予定 結果 

時期 内容 時期 内容 

４月 

～６月 

・高等学校では新規で39校を指定する 

・支援会議を設置し、推進地域を指定する。 

・多古町の小・中・高等学校における研究（通年）

４月 

～６月

・当初予定どおり39校を指定 

・高校生インターンシップ推進事業連絡協議会の

開催 

・各推進地域において実行委員会等を設置し、計

画案を行い受け入れ先等、各学校での準備を進

める。 

・多古町キャリア教育推進会議の開催 

 

多古町 キャリア教育実践協議会の開催（１回）

    キャリア教育研究推進委員会の開催（３

回） 

    研究授業等の実施（２回） 

・６月１５日（県民の日）に、千葉県庁と幕張新

都心の企業等において、小学生の「ゆめ・仕事

ぴったり体験」を実施。 

・キャリア・スタート・ウィーク推進地域として

 野田市、銚子市、九十九里町、横芝・芝山町、

 山武中央を指定 

 

 ７月 

～９月 

・就業体験・職場体験等の実施 

・実行委員会を中心に調査研究 

７月 

～９月

・多古町キャリア教育推進会議の開催 

多古町 キャリア教育実践協議会の開催（１回）

    キャリア教育研究推進委員会の開催（２

回） 

・就業体験・職業体験等の実施 

 

10月 

～12月 

・就業体験・職場体験等の実施 

・実行委員会を中心に調査研究 

10月 

～12月

・千葉県キャリア教育推進協議会の発足 

・就業体験、職場体験等の実施 

・多古町キャリア教育推進会議の開催 

多古町 キャリア教育実践協議会の開催（１回）

    キャリア教育研究推進委員会の開催（３

回）  

    研究事業等の実施（３回） 

１月 

～３月 

・就業体験・職場体験等の実施 

・活動のまとめ 

１月 

～３月

・（インターンシップ）活動報告書作成 

・職場体験実施 

・成果と課題のまとめ 

・千葉県キャリア教育推進協議会の開催 

・多古町キャリア教育推進会議の開催 

多古町 キャリア教育実践協議会の開催（１回）

    キャリア教育研究推進委員会の開催（３

回）  

    研究事業等の実施（１回） 

（事業額・人員）                                    （単位：千円、人） 
区分 国庫支出金 地方債 その他 一般財源 合計 人員 

１７年度 
当初予算    6,115 6,115 0.7 

１７年度 
決算      0.7 
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２ 事業実施結果 

達成度 

Ａ 当初予定どおりの事業量等を達成した、又は、ほぼ達成した（当初予定の８割以上）。 
Ｂ 当初予定どおりの事業量等に達していない（当初予定の５割以上８割未満）。 
Ｃ 当初予定どおりの事業量等を大きく下回っている（当初予定の５割未満）。 

事業量等 

・インターンシップ：当初予定どおりの事業量を達成しました。 

・多古町における小・中・高の連携によるキャリア教育の研究については、千葉県キャリア教育推進

協議会において中間報告をしました。 

・小学生による「ゆめ・仕事ぴったり体験」は19小学校で実施しました。 

・ｷｬﾘｱ・ｽﾀｰﾄ・ｳｨｰｸ（中学生の職場体験）については５地域28中学校で実施しました。 

具体的な成果 

・インターンシップ：実施校では、進路未定者の占める割合が減少した等の成果がありました。 

・労働の喜びや厳しさを感じ、進路について真剣に考える機会を持つことができました。 

・学校での学習に対する姿勢が変わってきました。 

・ 児童生徒の感想文やアンケート等を通じて、職場体験やインターンシップが児童生徒の勤労観、

職業観の育成に大変効果的であるということがわかりました。 

事
業
実
施
結
果 

その他 

特記事項 

 

 

残された課題 

・ インターンシップ：学校教育活動全体における位置づけの明確化や体系化など校内推進体制の確

立と地域の受け入れ事業所の開拓に向けての取組の強化。 

・小学校段階からのキャリア教育を進めていく上で、職場体験やインターンシップに協力して頂ける

事業所を相当数確保することが重要です。そのためには、キャリア教育を各学校単位だけでの取組

ではなく、地域の協力を得て、組織的に取組んでいくことが求められています。 

 

方向性 Ａ 拡大 Ｂ 現状維持 Ｃ 縮小 Ｄ 大幅に縮小 Ｅ 休止・廃止 

次
年
度
以
降
の
対
応 

課題への 

対応策 

・キャリア教育推進協議会等による働きかけを推進し、インターンシップ実施校を増やしていきます。

・キャリア教育を推進する意義、必要性等について県民への広報・啓発活動に努めるとともに、地域

社会や産業界との連携・協力体制の構築に取り組んでまいります。 
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平成１７年度  アクションプラン施策重点事業管理票（継続事業） 

重点事業名 ちばの自然や歴史を活用した教育の推進 事業 
コード       

施策番号 １１ 施策名 個性が輝く教育の推進 施策 
コード       

(再掲箇所の 
施策番号)  (再掲箇所 

の施策名)  

施策展開 
の柱 Ⅱ 子どもたちの個性が輝き、いきいきと活動する千葉県ならではの特色ある教育を推進します。 

直接の 
事業対象者 児童生徒 担当

課名
(教)教育振興部指導課 
(教)教育振興部文化財課 

所属 
コード       

１ 事業内容・事業量等 

事業内容 

 次代を担う児童生徒が、郷土への愛着心をはぐくみ、伝統芸能や文化への理解を深めることが必要です。

 このため、音楽の授業などで、日本の伝統音楽の学習を充実させるとともに、学校教育と博物館が連携を

図りながら児童生徒に地域で活躍している産業人や匠の技能・生き方、音楽、舞踊などの日本の伝統芸術や

文化に直接触れさせるなど、地域の教育力を生かした教育の推進を図ります。  

① 環境学習指導の手引きの作成 

 千葉県環境学習基本方針の下、地域に根ざしたテーマや、小・中・高等学校のそれぞれで活用できる環

境学習指導の手引きを2年間かけて作成します。 

 

② 文化財を活用した教育の推進 

次世代の育成を図り、併せて郷土芸能等の習得を通じて郷土への愛着心を育み、伝統文化への理解を促

進するため、県指定の無形民俗文化財の保持団体が実施する、小中学校等における後継者育成活動を支援

します。 

また、子どもたちに対し、無形民俗文化財等の体験・習得ができる機会を提供します。 

 

③ 博物館における地域の人材や民間活力を活用した教育の推進 

  学校教育や生涯学習の支援活動として、地域在住の様々な技術・技能保持者や、ボランティアを含む

ＮＰＯ、民間企業、研究機関等と協働事業を行うことにより、地域の自然や歴史、文化等に関して多角的

な事業や学習プログラムを構築・展開します。併せて、人材育成のための研修を実施します。 

事業量等 

① 教育事務所管内の5地域から、小・中・高等学校各1名ずつ合計15名の委員を指名してワーキンググ

ループを構成し、環境学習指導の手引きを作成します。 

（１）地域ごとに環境学習のテーマを設定し、小・中・高等学校の連携を図ります。 

（２）学識経験者や教育関係者等で構成するアドバイザー会議で、ワーキンググループの研究活動をアド

バイスします。 

（３）18年度に実践事例等をまとめた環境学習指導の手引きを作成します。 

 

② 文化財を活用した教育の推進 

・県指定無形民俗文化財の保持団体が実施する、小中学校等における後継者育成活動を支援します。 

・子どもを対象に、学校、文化施設等を拠点とし、無形民俗文化財などの伝統文化体験・習得の機会を提

供します｡ 

 

③ 地域の人材や民間活力を利活用した教育の推進 

 ・地域在住の技術・技能保持者による講座・講習会等を実施します。 

・ボランティアを含むＮＰＯ、民間企業、研究機関等、民間との協働事業を実施します。 

・フィールドミュージアム（豊かな自然やその背景に繰り広げられてきた歴史、残存する文化遺産などが

所在する地域(フィールド)を学びの舞台とした野外博物館）を実施します。 

・人材育成の研修を実施します。 

     

様式第３号
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実施地域 

(市町村名) 

とその内容 

 県内全域 

 

 

地域区分 ■県全域 □千葉地域 □葛南地域 □東葛飾地域 □北総地域 □東上総地域 □南房総地域 
（基準となる工程内容） 

当初予定 結果 

時期 内容 時期 内容 

４月 

～６月 

①ワーキンググループ協議会開催（通年） 

アドバイザー会議開催（通年） 

環境学習指導の手引き作成の実施計画の検討 

②支援指定無形民俗文化財保持団体等の募集 

③身近な環境を調べる・学ぶコース 

４月 

～６月

①環境学習指導の手引き作成の実施計画の検討 

②支援指定無形民俗文化財保持団体等の募集 

 

７月 

～９月 

①環境学習指導の手引き作成の実施計画の作成 

②指定無形民俗文化財保持団体等による伝承教

室・講習会の実施 
７月 

～９月

①環境学習指導の手引き作成のためのワーキング

グループ決定（小中学校） 

②指定無形民俗文化財保持団体等による伝承教

室・講習会の実施（1回） 

10月 

～12月 

②指定無形民俗文化財保持団体等による伝承教

室・講習会の実施と伝統行事への参加 

10月 

～12月

①ワーキンググループ高等学校の決定 

第１回ワーキンググループ会議の開催 

②指定無形民俗文化財保持団体等による伝承教

室・講習会の実施（38回）と発表会への参加 

１月 

～３月 

①環境学習指導の手引き作成計画中間報告まとめ

②指定無形民俗文化財保持団体等による伝承教

室・講習会の実施と伝統行事への参加 １月 

～３月

①環境学習指導の手引き作成計画中間報告のまと

め（参加校、実施内容、来年度の行動計画等）

②指定無形民俗文化財保持団体等による伝承教

室・講習会の実施（5回） 

（事業額・人員）                                    （単位：千円、人） 
区分 国庫支出金 地方債 その他 一般財源 合計 人員 

１７年度 
当初予算 

 
 

  1,431 1,431 0.5 

１７年度 
決算      0.5 
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２ 事業実施結果 

達成度 

Ａ 当初予定どおりの事業量等を達成した、又は、ほぼ達成した（当初予定の８割以上）。 
Ｂ 当初予定どおりの事業量等に達していない（当初予定の５割以上８割未満）。 
Ｃ 当初予定どおりの事業量等を大きく下回っている（当初予定の５割未満）。 

事業量等 

① 実施校の決定やワーキンググループの会議と平成１８年度へ向けての準備は当年予定どおりの事

業量に達していたが、アドバイザー会議を開催することができませんでした。 

② 後継者育成のための講習会（練習会）を44回開催しました。 

③ 講習会（練習会）の成果として発表会に１回参加しました。 

具体的な成果 

① 県内５地域から、小中高の連携校を決定し、各地域での行動計画を立案することができました。

② 無形民俗文化財（民俗芸能）の習得を通じて、郷土への愛着心が増しました。 

③ 無形民俗文化財（民俗芸能）の習得を通じて、伝統文化への理解が深まりました。 

 

事
業
実
施
結
果 

その他 

特記事項 

 

残された課題 

① 環境学習指導の手引き作成計画中間報告のまとめをもとに、ワーキンググループを計画的に開催

し、手引き書をの完成を目指す必要があります。 

 

方向性 Ａ 拡大 Ｂ 現状維持 Ｃ 縮小 Ｄ 大幅に縮小 Ｅ 休止・廃止 

次
年
度
以
降
の
対
応 

課題への 

対応策 

① 各教育事務所内で小中高の連携を図り、指導課の担当が、時期に応じて助言をおこない、サポー

トします。７月までにアドバイザー会議を立ち上げます。 

② 平成18年度からは、文化庁から委嘱を受けて（財）伝統文化活性化国民協会が実施している伝統

文化こども教室事業で幅広く事業展開を進めることにしたため、県事業としては休止しました。
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平成１７年度  アクションプラン施策重点事業管理票（新規事業） 

重点事業名 先進的な高等学校づくり（パイロット・ハイスクール）推進事
業 

事業 
コード       

施策番号 １１ 施策名 個性が輝く教育の推進 施策 
コード       

(再掲箇所の 
施策番号)  (再掲箇所 

の施策名)  

施策展開 
の柱 Ⅱ 子どもたちの個性が輝き、いきいきと活動する千葉県ならではの特色ある教育を推進します。 

直接の 
事業対象者 高校生 担当

課名
（教）企画管理部県立学校
改革推進課 

所属 
コード       

１ 事業内容・事業量等 

事業内容 

平成16年度の中学校卒業者の高等学校進学率は97％を超えており、高等学校で学ぶ生徒の能力・適性、

興味、関心、進路希望等はますます多様化しています。 

こうした状況で、画一的・形式的な教育から脱皮し、基礎・基本の確実な定着、学力向上への取組、創造

力の伸長等へ対応するため、時代の要請に呼応した多様な学校システムを構築します。 

 
時代の要請に呼応した多様な学校システムの構築 
 県立高校138校のパイロット的役割として、学校の現状分析、目標の設定・評価を行うとともに、目標

の実現に向け、高等学校の教育機能の提供、職業教育における実践的な技能・技術の習得等について、校

長のリーダーシップのもと、先進的な視点で、時代が求める学校システムづくりを実施します。 

事業量等 

先進的な高等学校づくり（パイロット・ハイスクール）推進事業 
対象事業候補 
 １ 企業と高校が提携した新たな職業教育プログラム・・・・・・・・・・１校 
 ２ 国際人の養成プログラム━小・中・高・大連携による英語教育━・・・１校 
 ３ 高校が市民や企業と共につくる IT人材育成カリキュラム開発・・・・ １校 
 ４ 学ぶ意欲を喚起する生徒支援システム開発・・・・・・・・・・・・・１校 
 ５ 職業系専門高校の教育機能活用推進プラン・・・・・・・・・・・・・１校 
 ６ 地域リーダー育成プログラム・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２校 

 これらの事業の成果を分析し、時代の要請に呼応した学校システムを構築します。 

実施地域 

(市町村名) 

とその内容 

事業別実施地域 
 １ 企業と高校が提携した新たな職業教育プログラム・・・・・・・・一宮商業高校（一宮町） 
２ 国際人の養成プログラム━小・中・高・大連携による英語教育━・君津高校（君津市） 

 ３ 高校が市民や企業と共につくる IT人材育成カリキュラム開発・・ 柏西高校（柏市） 
 ４ 学ぶ意欲を喚起する生徒支援システム開発・・・・・・・・・・・浦安高校（浦安市） 
 ５ 職業系専門高校の教育機能活用推進プラン・・・・・・・・・・・山武農業高校（大網白里町）

 ６ 地域リーダー育成プログラム・・・・・・・・・・・・・・・・・長狭高校（鴨川市） 
匝瑳高校（八日市場市） 

地域区分 □県全域 □千葉地域 ■葛南地域 ■東葛飾地域 ■北総地域 ■東上総地域 ■南房総地域 

様式第２号
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（基準となる工程内容） 
当初予定 結果 

時期 内容 時期 内容 

４月 

～６月 

対象校の決定及び事業の検討 

 ４月 

～６月

対象校及び事業の検討 

 

７月 

～９月 

事業の検討 

 ７月 

～９月

対象校の決定及び事業の検討 

 

10月 

～12月 

事業の検討 

 10月 

～12月

事業の検討 

 

１月 

～３月 

事業の検討及び翌年度事業の準備 

 １月 

～３月

事業の検討及び翌年度事業の準備 

 

（事業額・人員）                                    （単位：千円、人） 
区分 国庫支出金 地方債 その他 一般財源 合計 人員 

１７年度 
当初予算    5,000 5,000 0.5 

１７年度 
決算      0.5 

２ 新規重点事業の妥当性の検討 

施策目標達成 

への貢献度 

16 年度の中学校卒業者の高等学校進学率は 97％を超えており、高等学校で学ぶ生徒の能力・適性、興

味、関心、進路希望等はますます多様化しています。 

こうした状況で、画一的・形式的な教育から脱皮し、基礎・基本の確実な定着、学力向上への取組、創

造力の伸長等へ対応するための多様な学校システムの構築を実践及びその成果の検討をするものであり、

時代の要請に応じた学校づくりへの効果が期待できます。 

事業の妥当性 

画一的・形式的な教育から脱皮し、基礎・基本の確実な定着、学力向上への取組、創造力の伸長等へ対

応するための多様な学校システムの構築を実践・検討するための先導的な取組であり、効果が期待できる

ものと考えます。 

事業の効率性 

県立高校138校のパイロット的な役割を果たすものであり、時代の要請に応じた学校運営、学習活動を

推進するうえで必要な予算の重点的措置等事業費の効果的な執行が図られるものであり、効果は大きいも

のと考えます。 

 

部局横断的 

な連携 

 

県民・NPO等 

の参加による 

展開 
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３ 事業実施結果 

達成度 

○Ａ 当初予定どおりの事業量等を達成した、又は、ほぼ達成した（当初予定の８割以上）。 
Ｂ 当初予定どおりの事業量等に達していない（当初予定の５割以上８割未満）。 
Ｃ 当初予定どおりの事業量等を大きく下回っている（当初予定の５割未満）。 

事業量等 

先進的な高等学校づくり（パイロット・ハイスクール）推進事業 
対象事業 
 １ 企業と高校が提携した新たな職業教育プログラム・・・・・・・・・・１校 
 ２ 国際人の養成プログラム━小・中・高・大連携による英語教育━・・・１校 
 ３ 高校が市民や企業と共につくる IT人材育成カリキュラム開発・・・・ １校 
 ４ 学ぶ意欲を喚起する生徒支援システム開発・・・・・・・・・・・・・１校 
 ５ 職業系専門高校の教育機能活用推進プラン・・・・・・・・・・・・・１校 
 ６ 地域リーダー育成プログラム・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２校 

事
業
実
施
結
果 

具体的な成果 

指定をした７校ともに、県立高校 138 校のパイロット的な役割を果たす研究であることを自覚し、

次年度以降の試行に向けて具体的な実施計画を策定することができました。 

 

残された課題 

研究指定をしている７校の成果が県立高校全体に波及するようにするために、検討していく必要が

あります。 

方向性 ○Ａ 拡大 Ｂ 現状維持 Ｃ 縮小 Ｄ 大幅に縮小 Ｅ 休止・廃止 

次
年
度
以
降
の
対
応 

課題への 

対応策 

各研究校の様々な工夫や発想の転換や、学校裁量の拡大をも視野に入れた学校経営を行うための具

体的な指導・支援を検討してまいります。 
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平成１７年度  アクションプラン施策重点事業管理票（継続事業） 

重点事業名 県民の信頼に応える学校づくりの推進 事業 
コード       

施策番号 １１ 施策名 個性が輝く教育の推進 施策 
コード       

(再掲箇所の 
施策番号)  (再掲箇所 

の施策名)  

施策展開 
の柱 Ⅱ 子どもたちの個性が輝き、いきいきと活動する千葉県ならではの特色ある教育を推進します。 

直接の 
事業対象者 公立学校・地域住民 担当

課名
(教)教育振興部生涯学習課
(教)教育振興部教職員課 

所属 
コード       

１ 事業内容・事業量等 

事業内容 

 学校が保護者や地域住民の信頼に応えていくためには、学校が教育の目標や活動などについて説明・評価

し、その結果の公表に努めるとともに、保護者や地域住民の意見やニーズを学校運営に反映させるなど、開

かれた学校づくりを進めることが重要です。そのため、16年度に作成した「学校評価の手引き」を参考に、

今年度すべての学校において外部評価を含めた学校評価を実施し、その結果を公表します。また、学校評議

員制度についても、モデル実践校を１３校に拡大し、導入に向けた検討を進めます。さらに、保護者や地域

住民が一定の権限と責任を持って学校運営に参画することを目指す学校運営協議会の設置についての検討

も行います。 

 

①県立学校における「学校評議員制度」の導入 

 学校教育法施行規則に基づき、教育に関する理解及び識見を有する人たちからの意見や提言を組織的・継

続的に学校運営に反映させるための制度化された体制を確立し、より一層学校と地域が連携を深め、開かれ

た学校づくりを推進するために、県立学校において試行的に学校評議員を設置します。 

 学校評議員は各学校の校長の推薦を受けて、学校の設置者である千葉県教育委員会が委嘱します。 

 平成16年度は公募により、高等学校8校・養護学校2校の計10校をモデル実践研究校に指定し、学校評

議員制度導入に向けての実践研究を進めてきました。 

平成17年度は16年度の実践研究の成果や課題を踏まえ、更に実践研究校を拡大し、14校をモデル実践研

究校に指定し、本格的な導入に向けて検討していきます。 

 

②公立学校の学校評価 

 学校と家庭･地域が連携し、学校運営の改善を図るとともに、開かれた学校づくりを推進するため、すべ

ての公立小・中・高・盲・聾・養護学校において学校評価を実施し、その結果を積極的に公表することによ

り、信頼される学校づくりを目指します。 

事業量等 

 

①県立学校における「学校評議員制度」の導入 

県立学校１４校（高等学校、盲・聾・養護学校）に学校評議員を設置します。 

 

②公立学校の学校評価 

 各学校は、平成15年度及び平成16年度に県教育委員会が作成し、すべての学校に配付した「学校評価の

指針」や「学校評価の手引き」を参考に、それぞれの学校の実態に即して学校評価を実施します。 

 各学校は、学校評価の結果を、保護者や地域等に積極的に公表します。 

 

実施地域 

(市町村名) 

とその内容 

県全域 

地域区分 ■県全域 □千葉地域 □葛南地域 □東葛飾地域 □北総地域 □東上総地域 □南房総地域 

様式第３号
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（基準となる工程内容） 
当初予定 結果 

時期 内容 時期 内容 

４月 

～６月 

①各モデル実践研究校１４校への評議員の委嘱 

②学校教育目標、重点目標の設定 

②学年目標や校務分掌の目標設定 

②個人目標の設定 

４月 

～６月

学校教育目標、重点目標の設定 

学年目標や校務分掌の目標設定 

個人目標の設定 

各モデル実践研究校１４校への評議員の委嘱 

７月 

～９月 

①モデル実践研究校からの研究の中間報告の提 

 出 

②中間フォローの実施 

 

７月 

～９月

中間フォローの実施 

モデル実践研究校からの研究の中間報告の提出 

10月 

～12月 

②学校の計画に基づく外部評価の実施、公表 

10月 

～12月

学校の計画に基づく外部評価の実施、公表 

１月 

～３月 

①モデル実践研究校からの研究結果報告の提出 

②年度末内部評価の実施 １月 

～３月

年度末内部評価の実施 

モデル実践研究校からの研究結果報告の提出 

（事業額・人員）                                    （単位：千円、人） 
区分 国庫支出金 地方債 その他 一般財源 合計 人員 

１７年度 
当初予算    600 600 0.1 

１７年度 
決算      0.1 
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２ 事業実施結果 

達成度 

Ａ 当初予定どおりの事業量等を達成した、又は、ほぼ達成した（当初予定の８割以上）。 
Ｂ 当初予定どおりの事業量等に達していない（当初予定の５割以上８割未満）。 
Ｃ 当初予定どおりの事業量等を大きく下回っている（当初予定の５割未満）。 

事業量等 

各学校毎に学校評価を実施し、その結果を公表しました。 

県立学校における「学校評議員制度」の導入 

県立学校校１４校（高等学校、盲・聾・養護学校）に学校評議員を設置しました。 

具体的な成果 

学校評価実績率と公表率の17年度の数値は判明していないものの、15年度97％、67％だったもの

が、16年度はそれぞれ98.6％、80.0％と増加しています。 

学校の主体性を損なうことなく、学校評価や学校運営に対する率直な意見を伺うことができ、学校

運営に反映させることができました。また、このことにより教職員の意識改革につながり、地域から

信頼され特色ある学校づくりを進めることができました。 

事
業
実
施
結
果 

その他 

特記事項 

 

 

 

残された課題 

17年度の状況が判明していないものの、外部評価の実施率と、結果の公表率をより高める必要があ

ります。 

学校評議員会で得られた意見をどのように学校教育に反映させていくかについては、各学校とも課

題となっているため、それらの課題を集約するとともに、よりよい学校評議委員制度の在り方につい

て、今後も研究していく必要があります。 

方向性 Ａ 拡大 Ｂ 現状維持 Ｃ 縮小 Ｄ 大幅に縮小 Ｅ 休止・廃止 

次
年
度
以
降
の
対
応 課題への 

対応策 

学校評価の実施とその結果の公表の必要性を各種会議や研修会を通して各学校への啓発を図ってい

きます。平成１８年度においては、モデル実践研究校を３０校に拡大して指定するとともに、平成１

７年度におけるモデル実践研究校による研究報告や成果・課題を踏まえながら、平成１８年度以降の

取組について検討していきます。 
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平成１７年度  アクションプラン施策重点事業管理票（継続事業） 

重点事業名 ノーマライゼーションの進展に対応した障害児教育の推進 事業 
コード       

施策番号 １１ 施策名 個性が輝く教育の推進 施策 
コード       

(再掲箇所の 
施策番号)  (再掲箇所 

の施策名)  

施策展開 
の柱 Ⅲ ノーマライゼーションの進展に対応し、一人ひとりの教育的ニーズに応じた特別支援教育を推進し

ます。 

直接の 
事業対象者 

障害のある児童生徒、小・中学
校、盲・聾・養護学校の教員 

担当
課名

(教)教育振興部 
特別支援教育課 

所属 
コード       

１ 事業内容・事業量等 

事業内容 

ノーマライゼーション※の進展に対応した障害児教育の検討会議においては、障害のある児童生徒の自立

や社会参加に向けて、一人一人の教育的ニーズを把握し、そのもてる能力を最大限に高め、生活や学習上の

困難を改善・克服するために必要な教育的支援の在り方や生活条件を作り出すことのできる方策等につい

て、調査研究をまとめ「千葉県の特別支援教育の在り方について（提言）」（仮称）の最終報告を行います。

また、特別支援教育において学校内の関係者や福祉・医療等の関係機関との連絡調整等を行う「特別支援

教育コーディネーター※」の養成研修等を引き続き実施します。 

１ 「千葉県の特別支援教育の在り方について（提言）」（仮称）の最終報告を行います。 

２ 小・中学校及び盲・聾・養護学校の教員を対象とした、特別支援教育コーディネーターの養成研修を

実施します。 

 

※ノーマライゼーション：障害を持つ人や適応力の乏しい高齢者の生活を、できうる限り健常者の生活と

同じように営めるようにすること。障害者や高齢者に関わらずあらゆる人が共に住み、共に生活できる

ような社会を築くことを目指します。 

 

※特別支援教育コーディネーター：学校内の関係者や福祉・医療等の関係機関との連絡調整及び保護者に

対する学校の窓口として、校内における特別支援教育に関するコーディネーター的な役割を担う者で

す。 

 

事業量等 

・「ノーマライゼーションの進展に対応した障害児教育の検討会議」の実施 3回 

・「千葉県の特別支援教育の在り方（提言）」（仮称）冊子 3,300部 

・小・中学校教員を対象とした特別支援教育コーディネーターの養成研修 6回 

・盲・聾・養護学校教員を対象とした特別支援教育指導者（特別支援教育コーディネーター）の養成研修 

 9回 

実施地域 

(市町村名) 

とその内容 

・小・中学校及び盲・聾・養護学校教員対象の「特別支援教育コーディネーター」等養成研修 「県全域」

地域区分 ■県全域 □千葉地域 □葛南地域 □東葛飾地域 □北総地域 □東上総地域 □南房総地域 

様式第３号
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（基準となる工程内容） 
当初予定 結果 

時期 内容 時期 内容 

４月 

～６月 

・第1回検討会議の開催 

・小・中学校特別支援教育コーディネーター養成

研修の実施 

・盲・聾・養護学校特別支援教育指導者研修 

（特別支援教育コーディネーター養成）の実施

４月 

～６月

・第1回検討会議の開催 

・小・中学校特別支援教育コーディネーター養成

研修の実施 

・盲・聾・養護学校特別支援教育指導者研修 

（特別支援教育コーディネーター養成）の実施 

・千葉県の特別支援教育の在り方について（提言）」

中間まとめに関するパブリックコメントの実施 

７月 

～９月 

・第2回検討会議の開催 

・小・中学校特別支援教育コーディネーター養成

研修の実施 

・盲・聾・養護学校特別支援教育指導者研修 

（特別支援教育コーディネーター養成）の実施

７月 

～９月

・第2回検討会議の開催 

・小・中学校特別支援教育コーディネーター養成

研修の実施 

・盲・聾・養護学校特別支援教育指導者研修 

（特別支援教育コーディネーター養成）の実施 

・タウンミーティングの開催 

10月 

～12月 

・第3回検討会議の開催 

・小・中学校特別支援教育コーディネーター養成

研修の実施 

・盲・聾・養護学校特別支援教育指導者研修 

（特別支援教育コーディネーター養成）の実施

10月 

～12月

・第3回検討会議の開催 

・盲・聾・養護学校特別支援教育指導者研修 

（特別支援教育コーディネーター養成）の実施

１月 

～３月 

・「千葉県の特別支援教育の在り方について（提

言）」（仮称）の最終報告 

・小・中学校特別支援教育コーディネーター養 

成研修の実施 

・盲・聾・養護学校特別支援教育指導者研修 

（特別支援教育コーディネーター養成）の実施

１月 

～３月

・「千葉県の特別支援教育の在り方について（提

言）」の最終報告 

・小・中学校特別支援教育コーディネーター養 

成研修の実施 

・盲・聾・養護学校特別支援教育指導者研修 

（特別支援教育コーディネーター養成）の実施 

（事業額・人員）                                    （単位：千円、人） 
区分 国庫支出金 地方債 その他 一般財源 合計 人員 

１７年度 
当初予算    1,719 1,719 1.2 

１７年度 
決算      1.2 
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２ 事業実施結果 

達成度 

Ａ 当初予定どおりの事業量等を達成した、又は、ほぼ達成した（当初予定の８割以上）。 
Ｂ 当初予定どおりの事業量等に達していない（当初予定の５割以上８割未満）。 
Ｃ 当初予定どおりの事業量等を大きく下回っている（当初予定の５割未満）。 

事業量等 

Ⅰ 「ノーマライゼーションの進展に対応した障害児教育の検討会議」を年度内3回開催しました。

この会議では、本県の特別支援教育に関する今日的課題について、方向性を出すための協議を進め

ました。 

Ⅱ 「千葉県の特別支援教育の在り方について（提言）」中間まとめに関するパブリックコメント及び

タウンミーティングを実施しました。 

Ⅲ 小・中学校特別支援教育コーディネーター研修を，年度内６回，小中学校の特別支援教育コーデ

ィネーター３４２名を対象に実施しました。 

Ⅳ 特別支援教育指導者研修を，年度内９回，盲・聾・養護学校教員５０名，希望する市町村教育委

員会指導主事１６名を対象に実施しました。 

具体的な成果 

Ⅰ 「ノーマライゼーションの進展に対応した障害児教育の検討会議」では、パブリックコメントや

タウンミーティングで寄せられた県民の意見を基に、「今後の小･中学校における特別支援教育の在

り方について」、「今後の盲･聾･養護学校の在り方について」、「学校と教員の専門性の維持･向上」な

どが検討されました。 

  その成果として、平成１８年３月に「千葉県の特別支援教育の在り方について（提言）」（最終報

告）が取りまとめられ、県教育委員会に提出されました。 

Ⅱ 小・中学校特別支援教育コーディネーター研修では、障害のある児童生徒への気付きや支援の必

要性、特別支援教育の重要性の認識が高まり、校内支援体制整備の充実が図られました。 

また、特別支援教育指導者研修では、「盲・聾・養護学校のセンター的機能の充実」、「コーディネ

ーションの在り方」などの研修を行い、小中学校支援への意識が高まりました。 

事
業
実
施
結
果 

その他 

特記事項 

 

 

残された課題 

Ⅰ 今後は、「千葉県の特別支援教育の在り方について（提言）」（最終報告）や国の制度改正等を踏ま

え、特別支援教育推進のための方策について検討していく必要があります。 

Ⅱ 特別支援教育コーディネーター研修では、今後も資質向上プログラムの検討の必要があります。

特別支援教育指導者研修についても、さらに、福祉の地域総合コーディネーターと連携した研修の

在り方について検討の必要があります。 

方向性 Ａ 拡大 Ｂ 現状維持 Ｅ 縮小 Ｄ 大幅に縮小 Ｅ 休止・廃止 

次
年
度
以
降
の
対
応 課題への 

対応策 

Ⅰ 平成１８年度は国の制度改正等を踏まえるとともに、広く県民の意見を参考にして、本県の特別

支援教育に関する総合的な基本計画を作成する予定です。 

Ⅱ 教員の気づきと特別支援教育への理解を深めるため、引き続き、特別支援教育コーディネーター

研修等を実施します。 
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平成１７年度  アクションプラン施策重点事業管理票（継続事業） 

重点事業名 学習障害（ＬＤ）、注意欠陥多動性障害（ＡＤＨＤ）、高機能自閉症
児等への支援 

事業 
コード       

施策番号 １１ 施策名 個性が輝く教育の推進 施策 
コード       

(再掲箇所の 
施策番号)  (再掲箇所 

の施策名)  

施策展開 
の柱 Ⅲ ノーマライゼーションの進展に対応し、一人ひとりの教育的ニーズに応じた特別支援教育を推進し

ます。 

直接の 
事業対象者 教職員、児童生徒 担当

課名
（教）教育振興部 

特別支援教育課 
所属 
コード       

１ 事業内容・事業量等 

事業内容 

 学習障害（ＬＤ）※児等への特別支援教育を充実させるため、学校の要請に応じて各学校を巡回し、学

習障害（ＬＤ）、注意欠陥多動性障害（ＡＤＨＤ）※、高機能自閉症等の児童生徒に対する、個々の実態に

応じた指導・支援や校内支援体制づくりなど、各学校の教員に対する指導・助言を行う巡回指導職員の拡

充を図ります。 

 

※学習障害：ＬＤは Learning Disabilities の略。全般的な知的発達に遅れはないが、聞く、話す、読

む、書く、計算する、推論するなどの特定の能力の習得や使用に著しい困難を示す様々な状態を指しま

す。 

 

※注意欠陥多動性障害：ＡＤＨＤはAttention Deficit Hyperactivity Disorderの略。年齢あるいは

発達に不釣合いな注意力及び／又は衝動性、多動性を特徴とする行動の障害で、社会的な活動や学業の

機能に支障をきたすことです。 

事業量等 

 巡回指導職員  8名配置（各教育事務所1～2名） 

・雇用協議 

・予算令達 

・状況把握「連絡会の開催」 

実施地域 

(市町村名) 

とその内容 

 

県全域 

地域区分 ■県全域 □千葉地域 □葛南地域 □東葛飾地域 □北総地域 □東上総地域 □南房総地域 
（基準となる工程内容） 

当初予定 結果 

時期 内容 時期 内容 

４月 

～６月 

・巡回指導職員の研修、派遣校の決定 

・巡回指導（通年） 

 

４月 

～６月

・巡回指導職員の研修、派遣校の決定 

・巡回指導（通年） 

７月 

～９月 

・各校支援体制状況報告整理 
７月 

～９月

・各校支援体制状況報告整理 

10月 

～12月 

 10月 

～12月

 

１月 

～３月 

・特別支援体制状況報告整理 
１月 

～３月

・特別支援体制状況報告整理 

様式第３号
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（事業額・人員）                                    （単位：千円、人） 
区分 国庫支出金 地方債 その他 一般財源 合計 人員 

１７年度 
当初予算    28,880 28,880 0.３ 

１７年度 
決算      0.３ 

２ 事業実施結果 

達成度 

○Ａ 当初予定どおりの事業量等を達成した、又は、ほぼ達成した（当初予定の８割以上）。 
Ｂ 当初予定どおりの事業量等に達していない（当初予定の５割以上８割未満）。 
Ｃ 当初予定どおりの事業量等を大きく下回っている（当初予定の５割未満）。 

事業量等 

派遣校数   延べ１１８校（小学校１００校、中学校１８校） 

相談支援等  延べ ９３回（小学校６６回、中学校１５回、その他１２回） 

             ※その他は市町村教育委員会、教育事務所、関係団体等 

具体的な成果 

本事業による成果が各学校に広報されたことにより、平成１７年度はより多くの支援要望が寄せら

れました。 

支援を受けた小・中学校では障害に対する理解が進み、障害のある児童生徒への個別指導計画の作

成、校内支援体制の整備など特別支援教育に関する取組の進捗が見られました。 

 

事
業
実
施
結
果 

その他 

特記事項 

 

 

残された課題 

巡回指導職員については、派遣要請がますます増加していることから、事業の拡大の必要性や配置

人数についての検討を行う必要があります。 

巡回指導職員の採用については、職務を遂行するに十分な専門性・資質を兼ね備えた人材が少ない

ことから、人材の確保が課題となっています。 

方向性 Ａ 拡大 Ｂ 現状維持 Ｃ 縮小 Ｄ 大幅に縮小 Ｅ 休止・廃止 

次
年
度
以
降
の
対
応 課題への 

対応策 

今後、特別支援教育体制を推進するため、巡回指導職員の増員を図るとともに、一層効果的な派遣

を行い，更なる各小・中学校の支援体制整備に取組んでいきます。 
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平成１７年度  アクションプラン施策重点事業管理票（継続事業） 

重点事業名 不登校児童生徒の居場所づくり（菜の花スクールモデル事業） 事業 
コード       

施策番号 １１ 施策名 個性が輝く教育の推進 施策 
コード       

(再掲箇所の 
施策番号)  (再掲箇所 

の施策名)  

施策展開 
の柱 Ⅲ ノーマライゼーションの進展に対応し、一人ひとりの教育的ニーズに応じた特別支援教育を推進し

ます。 

直接の 
事業対象者 児童生徒 担当

課名

(教)教育振興部生涯学習課
(教)教育振興部特別支援教
育課 

所属 
コード       

１ 事業内容・事業量等 

事業内容 

本県の公立小・中学校における不登校児童生徒数は 14 年度から 2 年連続減少しましたが、依然として、

5,000 人近くおり、不登校に関する取組の改善を図ることは、喫緊の課題であり、柔軟で多様な施策の推進

が求められています。 
 このため、県や市町村が住民団体･ＮＰＯ等と協働し、不登校児童生徒が将来の夢と希望を持ち、個性・

能力に応じた進路を見いだせるような新しい居場所づくりを推進するとともに、子どもと親のサポートセン

ターや関係機関が連携するなど、児童生徒の実情に対応した支援を推進します。 

事業量等 

○不登校児童生徒の支援を行うＮＰＯ法人に対し、県立青少年教育施設の一部を年間通じて提供します。 

・（旧）流山青年の家では「特定非営利活動法人東京シューレ」が、毎週2回（火･木曜日）居場所づくり

を実施します。 

・東金青年の家では「ＮＰＯ法人ニュースタート事務局」が、毎月1泊2日または2泊3日の体験合宿と

月2回の日帰り合宿を実施します。 

○県がモデル市町村として船橋市、浦安市を指定、助成し、市町村がＮＰＯ等と協働した新しい居場所づく

りを推進します。（1か所あたり 小・中学生20名程度） 
○学識経験者、ＮＰＯ、市町村担当者からなる検討会議を設置して、不登校児童生徒の新しい支援の在り方

について調査研究にあたります（4回実施予定）。 
  ・報告書 1,500部 

実施地域 

(市町村名) 

とその内容 

流山市（（旧）流山青年の家）、東金市（東金青年の家） 

 

船橋市、浦安市 

 

地域区分 □県全域 □千葉地域 ■葛南地域 ■東葛飾地域 □北総地域 ■東上総地域 □南房総地域 
 

様式第３号
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（基準となる工程内容） 

当初予定 結果 

時期 内容 時期 内容 

４月 

～６月 

・「特定非営利活動法人東京シューレ」、「ＮＰＯ法

人ニュースタート事務局」による支援活動の開

催（通年） 

・16年度事業に係る報告会・検討会の実施 

・船橋市、浦安市への支援（通年） 

・第1回検討会議 

４月 

～６月

・「特定非営利活動法人東京シューレ」、「ＮＰＯ法

人ニュースタート事務局」による支援活動の開

催（通年） 

・16年度事業に係る報告会・検討会の実施 

・船橋市、浦安市への支援（通年） 

・第1回検討会議 

７月 

～９月 

・第2回、第3回検討会議 

７月 

～９月

・第2回、第3回検討会議 

10月 

～12月 

・第4回検討会議 

10月 

～12月

・第4回検討会議 

１月 

～３月 

・17年度事業に係る報告会・検討会（3年間モデ

ル事業のまとめ）実施 

・報告書作成 １月 

～３月

・17年度事業に係る報告会・検討会（3年間モデ

ル事業のまとめ）実施 

・報告書作成 

（事業額・人員）                                    （単位：千円、人） 
区分 国庫支出金 地方債 その他 一般財源 合計 人員 

１７年度 
当初予算    7,223 7,223 1.7 

１７年度 
決算      1.7 
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２ 事業実施結果 

達成度 

○Ａ 当初予定どおりの事業量等を達成した、又は、ほぼ達成した（当初予定の８割以上）。 
Ｂ 当初予定どおりの事業量等に達していない（当初予定の５割以上８割未満）。 
Ｃ 当初予定どおりの事業量等を大きく下回っている（当初予定の５割未満）。 

事業量等 

（１）市町村による居場所づくり 

・船橋市、浦安市が年間を通して、ＮＰＯ等と協働した不登校児童生徒の居場所づくりを実施しま

した。 

（２）不登校児童生徒の新しい支援の在り方調査研究事業 

・検討会議を４回実施し、不登校児童生徒の支援のあり方を協議しました。 

（３）ＮＰＯ法人による新しい居場所づくり支援事業 

・流山青年の家/毎週、火曜日と木曜日、全７６回延べ参加人数７１７名             

・東金青年の家/月 回の日帰りと月１回の一泊二日 あるいは  

二泊三日の合宿実施全３１回  延べ参加人数１０９名 

 

具体的な成果 

参加した児童生徒や、その保護者から安心していられる場所である等の高い評価を得ています。 

またＮＰＯ法人の実施する不登校生徒の居場所づくりについては、施設面からの支援をはじめ、Ｎ

ＰＯ法人との協働に係わるノウハウが蓄積できました。 

 

事
業
実
施
結
果 

その他 

特記事項 

 

残された課題 

不登校児童生徒の「居場所」については、学校、保護者等への更なる周知に努める必要があります。

・ ＮＰＯ等との不登校対策協働事業に対する市町村教育委員会等の理解 

・ ＮＰＯ等の不登校対策の有効な手法の検証と確立 

・ ＮＰＯ等の経済的自立 

 

方向性 Ａ 拡大 Ｂ 現状維持 Ｃ 縮小 Ｄ 大幅に縮小 Ｅ 休止・廃止 

課
題
へ
の
対
応 

今後の 

取組方法 

菜の花スクールモデル事業で得られた成果、データー等を今後の不登校対策に生かしていきます。

菜の花スクールモデル事業の成果等をまとめた報告書を市町村教育委員会、公立小・中学校、高等

学校等へ送付し不登校児童生徒の支援のために活用を促すとともに、その普及を図っていきます。 
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平成１７年度  アクションプラン施策重点事業管理票（継続事業） 

重点事業名 県民ニーズに応じた生涯学習機会の提供と指導者の養成 事業 
コード       

施策番号 １１ 施策名 個性が輝く教育の推進 施策 
コード       

(再掲箇所の 
施策番号) ６ (再掲箇所 

の施策名) 情報化の推進 

施策展開 
の柱 Ⅳ 県民一人ひとりの個性が輝く生涯学習環境づくりを推進します。 

直接の 
事業対象者 県民 担当

課名

(教)企画管理部財務施設課
(教)教育振興部生涯学習課
(教)教育振興部文化財課 
(教)教育振興部体育課 

所属 
コード ４ ０ １ １ １  

１ 事業内容・事業量等 

事業内容 

 多様化・高度化した県民の学習ニーズにきめ細かく対応し、生涯学習を一体的かつ効果的に推進するため、

さわやかちば県民プラザにおける情報提供等の一層の充実を図ります。 

 また、地域におけるスポーツ振興を図るため、多世代、多様な技術・技能レベルに属し、多様な興味・関

心を有する者が参加することのできる「総合型地域スポーツクラブ」を、県内各市町村に1つ以上設置でき

るよう、「千葉県広域スポーツセンター」において、その創設や育成について支援します。 

さらに、県民にとって、身近で地域の貴重な財産である学校が「開かれた学校」として、地域における学び

や地域づくりの拠点としての役割を果たすことができるよう、また、ふれあいと交流のできる「人間形成の

場」としてふさわしい施設となるよう小・中・高すべての学校において学校開放を目指すとともに、環境整

備に努めます。このため、県立学校の教室や体育館、グランド等の学校施設を一般の県民に開放するととも

に、知識・技術や一般教養を修得する機会を提供するため、県立学校の教育機能を活用して講座を開設しま

す。 

様式第３号
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事業量等 

①さわやかちば県民プラザにおける情報提供の充実と地域指導者の養成 

生涯学習情報提供システム「ちばりすネット」の内容を充実させ、生涯学習についての情報提供に努め

ます。また、まなびシステム「ちばネット」事業により講座への参加を促進し、県民の目的・志向にあっ

た講座の開設に努めます。さらに、生涯学習ボランティアの登録制度を普及させることで、県民だれもが、

いつでもどこでも学習することができ、学習した成果を社会の中で活かすことができる社会の実現を目指

します。併せて、ボランティアコーディネーター養成講座を実施し、地域指導者の養成を行います。 

②総合型地域スポーツクラブの育成・支援 

・「千葉県広域スポーツセンター運営委員会」を設置し、「総合型地域スポーツクラブ」の育成・定着に努

めます。 

・既存クラブや創設予定者、地域集会等に講師を派遣して、説明・理解に努めます。 

・情報交流会を開催し、クラブ間の情報交換や親睦を深めるための場を提供します。 

・クラブマネジャー養成講習会を3日間実施します。 

・スポーツクラブブロック研修会を実施します。（県内3ブロック5地区6会場） 

・ホームページを開設し、総合型地域スポーツクラブに関する情報提供に努めます。 

③県立高等学校教室等開放モデル事業 

学校教育にとって有益な活動を行う団体等が教室等の使用を希望した場合、その団体を学校が登録し、余

裕教室等を開放します。 

・実施校  犢橋高校、船橋法典高校、流山南高校、布佐高校、沼南高校、佐原白楊高校、 

      一宮商業高校、姉崎高校 

④県立学校交流施設等開放事業 

  地域交流施設等を持つ県立学校で、地域の生涯学習関連団体等に対して、施設の開放を行い、生涯学習を

推進します。 

  ・実施校  佐倉高等学校、匝瑳高等学校 

⑤県立学校文化施設開放事業 

県立学校の文化ホール等を社会教育関係団体の利用に供し、地域における芸術文化の振興を図るために実

施しています。 
・実施校  千葉女子高校、幕張総合高校、薬園台高校、成田国際高校、茂原農業高校、長狭高校 

⑥県立学校体育施設開放事業 

１ 開放校ごとに体育施設開放運営委員を委嘱し運営委員会を設置して、体育施設開放の円滑な運営に努

めます。 

２ 学校体育施設開放運営委員及び管理指導員の参加を求め、事業についての理解や諸問題の研修を深

め、管理者の資質向上を図り、本事業の安全で円滑な管理運営を目指すために説明会を実施します。 

３ 体育施設を開放している県立学校における屋外便所、倉庫、更衣室、フェンス等の施設設置事業を実

施し、開放施設の整備・充実に努めます。 

４ 学校開放事業実態調査を行い、体育施設開放事業の推進に努め、実施校を指定します。 

⑦県立学校開放講座 

県民の要望や県立学校の特色等に応じて県立学校で講座を開設します。 

・パソコン、英会話、書道、油絵、卓球、園芸等を開設予定 

実施地域 

(市町村名) 

とその内容 

県全域 

地域区分 ■県全域 □千葉地域 □葛南地域 □東葛飾地域 □北総地域 □東上総地域 □南房総地域 
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（基準となる工程内容） 
当初予定 結果 

時期 内容 時期 内容 

４月 

～６月 

①生涯学習及びボランティア情報の収集 

①生涯学習相談の実施(通年) 

①ボランティアに係る相談及び登録の実施(通年)

①“ちばネット”の広報及び学習者登録 

①ホームページによる情報提供（通年） 

②訪問事業（通年） 

②運営委員会の開催 

③県立高等学校教室等開放モデル事業開始 

③モデル事業の広報活動等 

④～⑥委託契約事務の実施 

④～⑥運営委員委嘱 
⑤文化施設開放の実施（通年） 

⑥学校開放説明会の実施 

⑥開放用施設設置希望調査の実施 

⑦事業計画等提出・委託契約 

⑦講座開設（通年） 

４月 

～６月

① ホームページによる情報提供（通年） 

・データベースへの情報蓄積・情報内容の充実 

・「生涯学習ボランティア・コーディネーター養成

講座」、「青少年体験活動ボランティア活動コー

ディネーター研修講座」の開催 

・生涯学習相談の実施(通年) 

・ボランティアに係る相談及び登録の実施(通年)

・ちばりすネットシステム動作の安定性向上、及

び次期システム検討開始 

・前期分「学習・イベント情報」の収集・更新 

・「まなびシステムちばネット」用、学習・イベン

ト情報の提供 

・「レンタルディレクトリ」使用団体募集 

・「レンタルディレクトリ」の追加、更新 

・ＰＲパンフレットの配付 

・オンライン講座の改善・更新と新講座の検討 

③県立高等学校教室等開放モデル事業開始 

④委託契約、事業の実施（通年） 

⑤について 
・委託契約事務の実施 

・運営委員委嘱 
・文化施設開放の実施（通年） 

・利用状況の調査（通年） 

⑦事業計画等提出・委託契約 

講座開設（５月から通年） 

７月 

～９月 

②スポーツクラブブロック研修会の開催 

②クラブマネジャー養成講習会の開催 

⑥学校開放事業実態調査の実施 

７月 

～９月

① 

・「青少年体験活動ボランティア活動コーディネー

ター研修講座」の開催 

・後期分「学習・イベント情報」の収集・更新 

・「講師情報」「団体・サークル情報」の情報内容

再検討 

・システム調査研究委員会の実施 

・ 次期システム具体案検討 

② クラブマネジャー養成講習会（第1回：9/25）

10月 

～12月 

①生涯学習及びボランティア情報の収集 

②スポーツクラブブロック研修会の開催 

②クラブマネジャー養成講習会の開催 

③教室等開放モデル事業の教室利用実績中間報告

10月 

～12月

① 

・「青少年体験活動ボランティア活動コーディネー

ター研修講座」の開催 

・オンライン講座の改善・更新と新講座の設置 

・「団体・サークル情報」の更新 

・ＰＲパンフレットの配付 

・システム調査研究委員会の実施 

・次期システム準備開始 

・ ＰＲパンフレットの配付 

② 地域型スポーツクラブ研修会(広域ﾌﾞﾛｯｸ)

会場：県内３ブロック５地区６会場 

② クラブマネジャー養成講習会 

（第2回：10/13,第3回：11/27） 

⑥ 次年度開放への実態希望調査を実施(12/2) 
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１月 

～３月 

①“ちばネット”に係る単位認定及び奨励証の発

行情報交流会の開催（1月） 

②運営委員会の開催 

③教室等開放モデル事業の教室利用実績報告 

⑤次年度希望調査 

⑥開放校の選定 

⑦次年度実施希望調査・事前説明会 
１月 

～３月

① 

・オンライン講座の改善・更新と新講座の設置②

・オンライン講座の改善・更新と新講座の設置③

・「講師情報」の更新 

・まなびシステム「ちばネット」奨励賞交付式及

びネットワーク会議の実施 

・ ホームページ（ちばりすネット），県庁内サー

バーへ移行 

③ 教室等開放モデル事業の教室利用実績報告⑥

次年度開放校の選定(3/31) 

⑤について 

・文化施設等を有する県立学校への次年度事業協

力依頼 

⑦次年度実施希望調査・事前説明会⑦次年度実施

希望調査・事前説明会 

（事業額・人員）                                    （単位：千円、人） 
区分 国庫支出金 地方債 その他 一般財源 合計 人員 

１７年度 
当初予算 

 
 
 

  98,476 98,476 2.6 

１７年度 
決算 

 
 
 

    2.6 
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２ 事業実施結果 

達成度 

Ａ 当初予定どおりの事業量等を達成した、又は、ほぼ達成した（当初予定の８割以上）。 
Ｂ 当初予定どおりの事業量等に達していない（当初予定の５割以上８割未満）。 
Ｃ 当初予定どおりの事業量等を大きく下回っている（当初予定の５割未満）。 

事 

業 

実 

施 

結 

果 

事業量等 

①千葉県生涯学習情報提供システム（ちばりすネット）の継続運用と併せて， 

・「学習・イベント情報」の収集について、インターネットを活用して高等教育機関との連携を図り、リ

ンクを活用した情報収集・提供を実施しました。また、「講師情報」「団体・サークル情報」について、

利用者のニーズに添った内容にするなど質的な改善を図りました。 

・ホームページの掲示板を活用したオンライン講座において，音声の配信を行なう講座「英語で千葉を紹

介しよう」など，６講座を開設しました。 

・青少年教育施設等へのフォルダの貸し出し（１０件）を行うレンタルディレクトリを継続し、相談を含

めてホームページ開設を支援しました。 

・まなびシステム「ちばネット」事業における登録件数：１，６６２件（うち新規登録１３５件） 

・ボランティア活動登録者：個人１６０名及び１５団体、ボランティアに関する相談件数：８２件 

・「生涯学習ボランティア・コーディネーター養成講座」の開催（３日間・２４名参加）、「青少年体験活

動ボランティア活動コーディネーター研修講座」の開催（１０日間・１９名参加） 

②総合型地域ｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞの育成・支援 

1.ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞによる情報提供  ・ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽの情報蓄積 

(各地域のｽﾎﾟｰﾂ指導者,ｽﾎﾟｰﾂﾄﾞｸﾀｰ,ｸﾗﾌﾞｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ修了者,ｱﾄﾞﾊﾞｵｻﾞﾘｰｽﾀｯﾌ → 役100名) 

2.ｸﾗﾌﾞﾏﾈｼﾞｬｰ養成講習会の開催 

 ① 9/25(日)「ｸﾗﾌﾞ設立に向けて」(35名参加)②10/23(日)「魅力あるｸﾗﾌﾞづくりに向けて」(37名参加)

 ③11/27(に知)「ｸﾗﾌﾞの維持と発展に向けて」(36名参加)   ＊終了証の授与：36名 

3.ｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞﾌﾞﾛｯｸ研修会(広域ﾌﾞﾛｯｸ)の開催(会場：県内３ﾌﾞﾛｯｸ 5地区6会場) 

 ①県北東ﾌﾞﾛｯｸ(2地区2会場)10/1,12/3(37名参加) ②県南東ﾌﾞﾛｯｸ(2地区2会場)11/20,12/11(46名

参加) ③県南ﾌﾞﾛｯｸ(1地区2会場)11/13,3/24(55名参加) 

③県立高等学校教室等開放モデル事業 

 余裕教室等を開放しました。流山南高校 15 回（5 団体）、布佐高校 12 回（3 団体）、沼南高校 38 回

（2団体）佐原白楊高校38回（1団体）、一宮商業高校16回（3団体）、市原高校１回（１団体） 

④県立学校交流施設等開放事業 

   地域交流施設等を持つ県立学校（佐倉高等学校、匝瑳高等学校）で、地域の生涯学習関連団体等に対

して、施設の開放を実施しました。 利用者数 佐倉高等学校3,637名、匝瑳高等学校1,630名 

⑤受講者数１，７５６名 

千葉女子高校他５校の利用者実績 

 平日利用283回、8,385人。土・日利用283回、7,848人。計566回、16，233人 

⑥県立学校体育施設開放事業 

1.県立学校体育施設開放事業説明会出席者(開放校59名,市町村教委23名,未開放校1名 計83名） 

2.県立学校体育施設開放校(66校：延べ開放時数及び人数は現在集計中) 

⑦ 県立学校開放講座 

県立学校５８校でパソコン、英会話、書道、油絵、卓球、園芸等の６６講座を開設しました。 

受講者数１，７５６名 
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具体的な 

成果 

①千葉県情報提供システムでは、地方公共団体や大学等の高等教育機関との連携を強化し、基礎から発展

レベルまで段階を追った情報を提供しました。また、「学習・イベント情報」については、前年度より

約２０００件情報を増やすことができました。 

①利用者とメールで双方向のやり取りのできるオンライン講座については、新講座を開設するなど内容の

充実を図ることができました。 

①ボランティア研修や体験講座に参加した受講者のアンケート等には、研修・体験が有意義であったこと

に触れ、学んだことをそれぞれの立場で生かしていきたいという前向きなものが多く寄せられました。

②総合型地域ｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞの育成・支援 

・ ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞによる情報提供は,指導者情報を中心に,個人情報保護に配慮しながら実施し,情報内容も見

やすさ等の検討をして,情報発信を図ることができました。 

・ ｸﾗﾌﾞﾏﾈｼﾞｬｰ研修については,ｸﾗﾌﾞ運営の中心となる方々を対象に,ｸﾗﾌﾞﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄの研修や具体的実践例

をもとにした研修を深めることができました。 

・ ｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞﾌﾞﾛｯｸ研修会は,県内3ﾌﾞﾛｯｸ 5地区6会場で実施し,県内各地のｸﾗﾌﾞ育成に関わる方々が,講

義・情報交換を行う中で,ｸﾗﾌﾞへの理解を深めることができました。 

③県立高等学校教室等開放モデル事業 

 実施校8校中6校で利用があり、2校では利用がありませんでした。 

④ 県立学校交流施設等開放事業 

  交流施設が地域住民に利用され、開放の目的である「地域に開かれた学校づくり、とふれあいと交流」

 といった目的は達成できました。 

⑥県立学校体育施設開放事業   新規開放校が1校増加 

⑦ 県立学校開放講座 

各学校の教育機能を活用した講座を開設でき、県民の学習ニーズに応えることができました。 

その他 

特記事項 

 

残された 

課題 

①県民の学習活動をより活発化するために、学習機会や生涯学習関連施設、人材・指導者、団体・サーク

ル等に関する学習情報を必要に応じて迅速かつ適切に提供できるよう、検索方法などホームページの質

的な改善を更にする必要があります。また、多様化，高度化する県民の学習ニーズに応えるためには，

市町村や大学等の高等教育機関，ＮＰＯ，民間企業等との情報の共有を図る必要があります。 

①千葉県体験活動ボランティア活動支援センター事業については、ボランティア活動登録者を増やすな

ど、事業の充実に努める必要があります。 

①ボランティアコーディネーター養成講座では、受講生のニーズに応えながら、事業内容を更に充実する

必要があります。 

②総合型地域ｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞの育成・支援 

・講習会,研修会の参加者拡大が求められます。 

②～⑦学校が、地域における学びや地域づくりの拠点としての施設となるためには、施設や機能の一層の

開放が求められます。 

③県立高等学校教室等開放モデル事業 

 利用者の希望する施設は多岐に渡ることから、開放施設の可否を検討する必要があります。また、土曜

日、休日、夜間における利用希望者に対し、管理体制も含めて検討する必要があります。さらに、登録か

ら利用までの期間短縮など、利用手続きの簡素化を検討する必要があります。 

⑥県立学校体育施設開放事業 

・学校教育活動と開放の調整。 

次 

年 

度 

以 

降 

の 

対 

応 

方向性 Ａ 拡大  Ｂ 現状維持  Ｃ 縮小  Ｄ 大幅に縮小  Ｅ 休止・廃止 
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課題への 

対応策 

①千葉県情報提供システムの内容の改善については、「システム調査研究委員会」などで，システムの将

来像等を具体的に検討していきます。また、市町村や大学等の高等教育機関，ＮＰＯ，民間企業等の持

つ情報を、千葉県情報提供システムからも検索できるよう、リンク等を活用しながらホームページの内

容の充実を図ります。 

①千葉県体験活動ボランティア活動支援センター事業については、市町村との連絡を蜜にし、千葉県情報

提供システムなどによる効果的な情報の提供に努めます。 

①ボランティアコーディネーター養成講座の講師の人材の発掘や官民、官学等の連携により内容の創意工

夫を図ります。 

②総合型地域ｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞの育成・支援 

・今後も,より魅力的な事業内容の精選・工夫を考えていきます。 

③県立高等学校教室等開放モデル事業 

 本モデル事業を踏まえて、平成 18 年度からは、新規事業として実施されますが、本来、学校施設は開

放施設としての機能を備えていないことから、事業の定着を図りながら更なる検討が必要と考えます。

⑥県立学校体育施設開放事業 

・全県立学校の体育施設開放へ向けて,趣旨の理解向上を図る。 

⑦より多くの県民が、講座を受講できるよう、県立学校開放講座の講座数拡大を図ります。 

 

 


