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Ⅰ 教育委員会の事務の点検・評価制度の概要 
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１ 教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価の実施について 

平成１８年１２月の教育基本法の改正及び平成１９年３月の中央教育審議会の答申等を踏まえ、平成１９年

６月に「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」（以下「地教行法」という。）が改正され、「教育委員会の

責任体制の明確化」を目的として、同法第２７条に「教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価

等」が規定された。 

この規定により、平成２０年４月から、すべての教育委員会自らが毎年、その権限に属する事務の管理及び

執行の状況の点検及び評価（以下「点検･評価」という。）を行い、その結果に関する報告書を作成し、議会に

提出するとともに、これを公表することが義務付けられた。 

また、点検･評価を行うに当たっては、教育に関し学識経験を有する者の知見の活用を図るものとすることと

された。 

 

 

２ 千葉市教育委員会の権限に属する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価の実施方法等について 

（１）点検及び評価の目的 

点検･評価は、上記地教行法第２７条の規定に基づき、教育委員会が教育長以下事務局を含め、教育に関す

る事務の管理及び執行状況を点検･評価することにより、重点化等を図るべき分野を明確化するなど、市民

が求める質の高い教育を提供することに資するとともに、住民に対する行政の説明責任（アカウンタビリテ

ィ）を充実させ、教育行政に対する市民の信頼性の向上を図ることを目的としている。 

（２）点検及び評価の対象 

ア 対象期間 

平成２０年度を対象期間とする。 

イ 対象事務 

地教行法に規定する教育委員会の権限に属する事務及び市長から補助執行を受け教育委員会で管理･執

行している事務を対象事務とする。 

（３）点検及び評価の実施方法 

平成２１年度に実施する点検･評価は、前年度に引き続き「千葉市事務事業評価システム」の評価体系（平

成１９年度以前のもの。平成２１年度の千葉市事務事業評価は、見直しにより各事務事業のみを対象として

実施し、従前の評価体系を用いていない。）に準じ、２０１５年（平成２７年）を見据え「やすらぎをはぐ

くみ 未来を支える都市づくり」を目標として掲げる本市基本計画『ちば･ビジョン２１』に定める将来像

実現のための９つの方向（「政策」）のうち、「豊かな心をはぐくむ学びの場を広げる」、「様々な交流から新

しい文化を創造する」の２つの「政策」を構成する、４の「施策」及び１６の「基本事業」について、実施

することとした。 

 

点検･評価の結果の構成は次のとおりである。 

ア 施策の名称〔基本事業の名称〕 

イ 施策の基本的な方針（施策の目的）〔基本事業の概要〕 

ウ 施策の達成目標〔基本事業の達成目標〕 

エ 成果指標〔成果指標〕 

オ 平成２０年度の評価〔平成２０年度の評価〕 

カ 今後の課題及び施策等への反映方針〔今後の課題及び基本事業等への反映方針〕 

キ 施策を構成する基本事業と評価〔基本事業を構成する事務事業〕 

ク 〔千葉市教育委員会事業評価委員の所見〕 
※〔 〕内は「基本事業」に係る点検･評価の項目 

 

平成２１年度に実施する点検･評価から、キの「基本事業を構成する事務事業」欄に「貢献度」の項を追加

した。 

 

  基本事業の目標達成への効果を事務事業の貢献度とする。内容は次のとおり。 



- 5 - 

 

 貢献度Ａ：重点化事業（※）のうち、特に高い成果が徔られたもの。 

 貢献度Ｂ：重点化事業（※）のうち、貢献度Ａ以外のもの。 

  ─  ：貢献度Ａ、Ｂ以外の事業。 

  ※「重点化事業」とは、「千葉市学校教育推進計画」において重点的に取り組む事業、その他これに相当する

もの。 

  貢献度がＡである場合にはその理由を「平成２０年度事務事業の実施状況及び決算額」欄に記入。 

 

（４）教育に関し学識経験を有する者の知見の活用 

地教行法第２７条第２項の規定による教育に関し学識経験を有する者の知見の活用については、教育委員

会事務局が行った点検･評価（自己評価）の結果について、「千葉市教育委員会事業評価委員」として本市教

育委員会が依頼した学識経験者２名から、個別に所見･助言を徔た。 

上記委員への依頼に当たっては、教育行政における実務経験や教員養成系大学等の高等教育機関における

教育実践の経験を考慮し、殊に本市の「教育現場」への理解度等を加味した。また評価の継続性の観点から

も、前年度に所見・助言を徔た２名の委員に引き続き依頼することとした。 
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○ 松尾 七重（まつお ななえ）氏 

国際基督教大学教養学部卒業、筑波大学大学院卙士課程教育学研究科学校教育学単位取徔満期退学 

卙士（教育学） 

専門 数学教育学 

主な研究課題 算数・数学の学習指導に関する研究 

学校数学における図形の概念形成に関する研究 

現在 千葉大学教育学部准教授 

東京都杉並区出身（千葉市稲毛区在住） 

 

○ 頼本 維樹（よりもと ゆいき）氏 

東京大学法学部卒業、東京大学大学院法学政治学研究科専修コース修了 

専門 教育行政 

主な研究課題 教育財政及び教育費負担の在り方についての調査研究 

教員の質の向上に関する調査研究 

現在 国立教育政策研究所研究企画開発部長 

福井県武生市（現越前市）出身（東京都目黒区在住） 

 

 

 

 

≪参考≫ 

地方教育行政の組織及び運営に関する法律（抄） 

 

（教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価等） 

第 27 条 教育委員会は、毎年、その権限に属する事務（前条第１項の規定により教育長に委任された事務そ

の他教育長の権限に属する事務（同条第３項の規定により事務局職員等に委任された事務を含む。）を含む。）

の管理及び執行の状況について点検及び評価を行い、その結果に関する報告書を作成し、これを議会に提出

するとともに、公表しなければならない。 

２ 教育委員会は、前項の点検及び評価を行うに当たっては、教育に関し学識経験を有する者の知見の活用を

図るものとする。 

 



 

- 

・ 
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Ⅱ 教育委員会の活動状況 



 

- 
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１ 教育委員会会議の開催状況 

千葉市教育委員会の会議は原則として公開で、毎月１回の定例会のほか、必要に応じ臨時会を開催している。 

この会議において、６名の教育委員（教育長１名を含む。）が教育行政の運営の基本方針や教育委員会の規則

の制定改廃、教科書の採択、千葉市指定文化財、地域文化財の指定など、会議において議決を要する事項につ

いて審議・決定を行うとともに、重要事項について事務局から報告等を受けている。 

平成２０年度の教育委員会会議の開催状況は次のとおりである。 

期  日 場  所 付  議  案  件  等 

平成２０年 

第４回定例会 

  

教育委員会室 

  

（教育長臨時代理報告） 

（20． 4．16）  学校教育法等の改正に伴う関係規則の整備に関する規則の制定について 

  地方公務員の育児休業等に関する法律の改正に伴う関係規則の整備に関する規

則の制定について 

  教育公務員特例法第２５条の２の規定に基づく指導が丌適切である教諭等の認

定の手続等に関する規則の制定について 

  千葉市教育委員会事務専決規程等の一部改正について 

  千葉市教育服務監理委員会規程の一部改正について 

  市費負担教育職員の人事について 

  （報告事項他） 

  アクアリンクちば入場者５０万人達成について 

  県費負担教職員の人事について 

  平成２０年度入学式について 

  特別支援教育の答申について 

第５回定例会 教育委員会室 （議決事項） 

（20． 5．21）  議決事件の一部変更（専決処分）について 

  財産の取徔について≪千葉市立みつわ台南小学校の増築棟≫ 

  千葉市心身障害児童生徒就学指導委員会委員の委嘱及び任命について 

  千葉市公民館運営審議会委員の委嘱について 

  千葉市青尐年補導センター運営協議会委員の委嘱及び任命について 

  千葉市青尐年センター運営審議会委員の任命について 

  （協議事項） 

  指定管理者の指定について≪千葉市民ゴルフ場≫ 

  （報告事項） 

  千葉市学校適正配置の取組み状況について 

  「千葉市における特別支援教育の在り方について（答申）」について 

  大型連休における千葉市生涯学習センター及び千葉市科学館の利用状況につい

て 

  大型連休における千葉市アイススケート場の利用状況について 

  大型連休における千葉市尐年自然の家の利用状況について 

第６回定例会 教育委員会室 （教育長臨時代理報告） 

（20． 6．25）  指定管理者の指定について≪千葉市民ゴルフ場≫ 

  （議決事項） 

  平成２１年度千葉市立高等学校第１学年入学者の募集及び選抜の基本方針につ

いて 

  平成２１年度千葉市立稲毛高等学校附属中学校第１学年入学者の募集及び選抜

の基本方針について 

  平成２１年度使用義務教育諸学校用教科用図書の採択方針について 
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  平成２１年度使用高等学校用教科用図書の採択方針について 

  千葉市地域文化財の登録について 

  千葉市学校給食センター運営委員会委員の委嘱及び任命について 

  千葉市生涯学習審議会委員の任命について 

  千葉市社会教育委員の委嘱について 

  千葉市スポーツ振興審議会委員の任命について 

  千葉市青尐年センター運営審議会委員の委嘱について 

  千葉市図書館協議会委員の任命について 

  （報告事項） 

  平成２０年第２回千葉市議会定例会について 

  平成２１年度公立学校教員採用候補者選考の志願状況について 

第７回定例会 教育委員会室 （報告事項） 

（20． 7．16）  夏季休業中の事故防止について 

  生涯学習・社会教育施設等における「夏休み」中の子どもたちを対象とする主な

事業について 

  第６１回千葉市中学校総合体育大会について 

  千葉市新港学校給食センター整備事業における落札者の決定について 

第２回臨時会 教育委員会室 （議決事項） 

（20． 7．29）  平成２１年度使用千葉市立小学校用教科用図書の採択について 

  平成２１年度使用千葉市立千葉高等学校用教科用図書の採択について 

  平成２１年度使用千葉市立稲毛高等学校用教科用図書の採択について 

  平成２１年度使用学校教育法附則第９条の規定による教科用図書の採択につい

て 

第８回定例会 教育委員会室 （教育長臨時代理報告） 

（20． 8．20）  千葉市教育委員会公文書取扱規程の一部改正について 

  （議決事項） 

  土地の取徔について≪千葉市立鎌取第三中学校（仮称）用地≫ 

  （報告事項） 

  千葉市学校教育推進計画区民説明会の実施報告について 

  第６１回千葉市中学校総合体育大会の結果報告について 

  千葉市図書館協議会委員への諮問について 

第９回定例会 教育委員会室 （教育長臨時代理報告） 

（20． 9．24）  平成２０年度補正予算について 

  特定事業契約について 

  県費負担教職員の人事について 

  （議決事項） 

  平成２０年度千葉市教育功労者表彰について 

  県費負担教職員の処分について 

  （報告事項） 

  平成２０年第３回千葉市議会定例会について≪経過報告≫ 

  教員採用選考の改善について 

  平成２０年度全国学力・学習状況調査の結果について 

  平成２０年度中学校体育大会の結果について 

  学校給食における非食用事故米の混入について 
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  千葉市民ゴルフ場の供用開始について 

  「青尐年の日」「家庭・地域の日」制定記念事業の報告について 

第３回臨時会 教育委員会室 委員長選挙及び委員長職務代理者の指定 

（20．10．15）   

第１０回定例会 教育委員会室 （議決事項） 

（20．10．15）  千葉市図書館管理規則の一部改正について 

  平成２０年度末及び平成２１年度公立学校職員人事異動方針について 

  （協議事項） 

  平成２１年度文部科学省概算要求主要事項について 

  （報告事項他） 

  平成２０年第３回千葉市議会定例会について 

  平成２１年度公立学校教員採用候補者選考（二次）の受験状況について 

  平成２１年度小・中・特別支援学校管理職選考について 

  平成１９年度千葉市学力状況調査結果（千葉市独自実施分）の概要について 

  学校給食「市民の日特別メニュー」の実施について 

  千葉市加曽利貝塚卙物館の臨時休館について 

  第１５回千葉市スポーツ・レクリエーション祭について 

  ２００８国際千葉駅伝について 

  Qiball（きぼーる）のグッドデザイン賞（社会領域‐公共施設・建築）の受賞に

ついて 

第１１回定例会 教育委員会室 （教育長臨時代理報告） 

（20．11．10）  懲戒処分の指針の一部改定について 

  （報告事項） 

  学校適正配置の取組み状況について 

  平成２０年度研究報告会・研究大会について 

  平成２０年度千葉市農山村留学推進事業（長野県）に係る報告について 

  第４４回千葉市小学校陸上大会について 

  千葉市科学館利用者５０万人達成について 

第４回臨時会 教育委員会室 （教育長臨時代理報告） 

（20．11．26）  工事請負契約について≪千葉市立花園中学校改築工事≫ 

  （議決事項） 

  教育委員会の権限に属する事務の管理及び執行の状況に係る点検及び評価につ

いて 

  （報告事項他） 

  第５３回千葉市社会教育功労者顕彰について 

  平成２０年度優良ＰＴＡ文部科学大臣表彰の受賞について 

  平成２１年「千葉市成人の日を祝う会」について 

  職員の丌祥事について 

  平成２０年度千葉市立学校教職員表彰について（教育長表彰） 

第１２回定例会 教育委員会室 （教育長臨時代理報告） 

（20．12．17）  職員の処分について 
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  （議決事項） 

  暴力団による公の施設の使用を制限するための関係条例の整備に関する条例の

施行に伴う関係規則の一部改正について 

  （報告事項） 

  平成２０年第４回千葉市議会定例会について 

  千葉市立小・中学校における読書量調査の結果について 

  インフルエンザ等の流行状況と対応について 

  第３３回サンスポ千葉マリンマラソンについて 

平成２１年 

第１回定例会 

  

教育委員会室 

  

（議決事項） 

（21． 1．28）  千葉市青尐年センター運営審議会委員の委嘱について 

  千葉市学校教育推進計画（案）及びパブリックコメント手続の実施について 

  （協議事項） 

  千葉市学校教育推進計画（案）について 

  （報告事項） 

  全国規模の大会・コンクール等における児童生徒表彰について 

  「お弁当の日」の実施状況について 

  平成２１年千葉市成人の日を祝う会について 

第２回定例会 教育委員会室 （議決事項） 

（21． 2．16）  千葉市立小学校、中学校及び特別支援学校の通学区域に関する規則の一部改正に

ついて 

  平成２０年度補正予算について 

  平成２１年度当初予算について 

  千葉市学校医、学校歯科医、学校薬剤師設置条例の一部改正について 

  （報告事項） 

  千葉市食育推進計画（案）について 

  住居表示の実施に伴う規則の一部改正について 

  平成２０年度千葉市教育研究奨励賞について 

  平成２０年度千葉市教育委員会体育功労者表彰について 

第１回臨時会 教育委員会室 （議決事項） 

（21． 3．11）  県費負担教職員の人事について 

  （報告事項） 

  平成２２年度公立学校教員採用候補者選考について 

第３回定例会 教育委員会室 （議決事項） 

（21． 3．23）  千葉市学校教育推進計画について 

  千葉市生涯学習センター管理規則の一部改正について 

  千葉市学校児童生徒結核対策審議会委員の委嘱について 

  職員の人事について 

  （報告事項他） 

  平成２１年千葉市議会第１回定例会について 

  有害情報から子どもたちを守る取組みの状況について 

  桜木公民館図書室の開設について 

  家庭教育資料の配布について 

  職員の丌祥事件について 
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開催回数 １６回 － 付議案件等数 合計 １１８件 

［内訳］  ［内訳］  

定例会 １２回  議決事項 ３９件 

臨時会  ４回  教育長臨時代理報告 １４件 

  協議事項 ３件 

  報告事項他 ６２件 

（注） 「教育長臨時代理報告」とは、教育委員会の会議において議決を要する事項について、緊急やむを徔ない事由により

教育長をして臨時に代理させ処理した事項に係る報告のこと。また、「協議事項」とは、教育委員会の会議において議決

を要する事項について事前に協議を要する、又は議決を要する事項ではないが事務局として教育委員の意見を徴する、

あるいは、教育委員間で協議等を行うことが適当と考えられる事項。 
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２ その他の主な活動 

教育委員は、教育委員会の会議に出席するほか、適宜、各種会議・関係行事へ出席するなどしている。平成

２０年度における、その主な活動は次のとおりである｡ 

時  期 各種会議・関係行事 概    要 

平成２０年 

 ４月 

  

○ 市立学校入学式出席 

  

小学校５校、中学校１校（稲毛高等学校附属中学校開校式を含む。）【６名】 

 ６月 ○ 第１回指定都市教育委員

教育長協議会出席 

全国の政令指定都市の教育委員、教育長等による指定都市教育委員教育長

協議会の平成２０年度第１回会議（於：静岡市）に出席し、教育行政にお

ける課題等について意見交換を行った。【１名】 

 ７月 ○ 指定都市教育委員教育長

協議会臨時会出席 

指定都市教育委員教育長協議会の臨時会議（於：東京都）に出席し、教育

行政における課題等について意見交換を行った。【１名】 

 ９月 ○ 臨時都道府県・指定都市

教育委員会教育委員長会

議出席 

都道府県及び指定都市教育委員会教育委員長協議会の臨時会議（於：東京

都）に出席し、教育行政における課題等について意見交換を行った。【１

名】 

１０月 ○ 千葉市民ゴルフ場完成記

念式典出席 

平成２０年１０月２１日開催の、千葉市民ゴルフ場完成記念式典に出席し

た。【６名】 

 ○ 都道府県・指定都市新任

教育委員研究協議会 

文部科学省が開催した平成２０年度都道府県・指定都市新任教育委員研究

協議会に出席した。【１名】 

１１月 ○ 千葉高等学校創立 50 周

年並びに新校舎落成記念

式典出席等 

平成２０年１１月１日開催の、千葉高等学校創立５０周年並びに新校舎落

成記念式典及び祝賀会に出席した。【６名】 

 ○ 教育功労者表彰式 本市の教育及び教育行政の振興発展のため顕著な功労又は功績のあるも

のについて表彰するため表彰式を開催した。【６名】 

 ○ 市町村教育委員会研究協

議会（第１ブロック）出

席 

文部科学省が開催した市町村教育委員会研究協議会（第１ブロック）（於：

三重県）に出席し、教育行政における課題等の研究について意見交換を行

った。【４名】 

平成２１年 

 １月 

 

○ 成人の日を祝う会 

 

新成人の新しい門出を祝い、励ますとともに、大人としての自覚を促し、 

郷土千葉市への関心を深める機会として、「成人の日を祝う会」を開催し

た。【６名】 

 ○ 第２回指定都市教育委員

教育長協議会出席 

全国の政令指定都市の教育委員、教育長等による指定都市教育委員教育長

協議会の平成２０年度第２回会議（於：東京都）に出席し、教育行政にお

ける課題等について意見交換を行った。【１名】 

 
○ 第２回千葉県市町村教育

委員会連絡協議会教育委

員研修会 

千葉県市町村教育委員会連絡協議会主催による平成２０年度第２回研修

会（於：松戸市）に出席した。【１名】 

 ３月 ○ 市立学校卒業証書授不式

出席 

中学校５校、高等学校１校【延べ６名】 
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このほか、教育に関する調査・研究を目的に、適宜、委員協議会を開催しており、「千葉市学校教育推進計画

の策定」、「『青尐年の日』『家庭・地域の日』の制定」、「子どもたちを取り巻く携帯電話・インターネット環境」

などを協議案件として、事務局との質疑応答や意見交換、教育委員間での協議などを行った。 

さらに、各教育委員においては、学校・公民館等の教育施設を訪問するなどしている。



 

- 

 


