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Ⅰ 教育委員会の事務の点検・評価制度の概要  

 

1 教育委員会に関する事務の点検・評価について 
 平成 18 年 12 月の教育基本法の改正や平成 19 年３月の中央教育審議会の答
申等を受け、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」といいます。）が改正されました。 

この法律改正により、「教育委員会の責任体制の明確化」を目的として、地
教行法第 27 条（平成 27 年に第 26 条に改正）に「教育に関する事務の管理及
び執行の状況の点検および評価等」が規定されました。 
 これにより、平成 20 年度から、教育委員会は、毎年度、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」といいます。）
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ました。 
 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されています。 

 

2 千葉市教育委員会における当該点検・評価の実施方法等について 

（1）目的 

教育委員会の権限に属する事項について、点検・評価することにより、

教育委員会が、自らの事務の適切な執行について確認するとともに、市民

に対して、行政の説明責任を充実させ、教育行政に対する市民の信頼の向

上を図ることを目的としています。 

 

（2）対象となる期間および事務 

①対象期間としては、平成 26 年度です。 

②対象事務としては、地教行法第 23 条（平成 27 年に第 21 条に改正）に規

定されている教育委員会が管理・執行する事務とします。 

 

（3）点検・評価の実施方法 

評価体系は、教育委員会が定めた「平成 26 年度教育施策」に基づき、学

校教育分野（目標１）については、「千葉市学校教育推進計画」、生涯学習

分野（目標２）については、「第４次千葉市生涯学習推進計画」に基づき点

検・評価を行っています。 

なお、生涯学習分野の点検・評価に当たっては、第４次千葉市生涯学習

推進計画の中心を担う公民館、図書館、生涯学習センター、博物館等の学

習支援施設で行われる事業の実施状況についての評価も不可欠であること

から、各施設の取り組み状況を第 4 次千葉市生涯学習推進計画の施策展開

の方向性を踏まえて評価します。 
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※ 計画によっては、教育委員会所管外のものもあることから、適宜、教育

委員会の施策に関連する部分を取り上げて点検・評価を行う形としてい

ます。また、評価の経年変化という観点から、成果指標は、個別計画内

にない指標であっても、当該報告書では、評価の指標としています。 

 

（4）点検・評価の構成 

施策ごとの構成は、次のようになっています。 

1 概要 
2 成果指標 

   なお、目標ごとに平成 26 年度の評価および今後の課題に対しての対応方
針をまとめて記しています。 

 

（5）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（平成 27 年に第 26 条第 2 項に改正）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

務局が行った自己評価による点検・評価の結果について、「千葉市教育委員

会事務点検・評価委員」として、本教育委員会が依頼した２人の学識経験

者から、個別に所見等を頂きました。 

 

①松尾七重氏 
○現職：千葉大学教育学部教授 

○学歴：国際基督教大学教養学部卒業、筑波大学大学院教育学研究科 

学校教育学単位取得満期退学 博士（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 

          学校教育における図形の概念形成に関する研究 

 

②岩崎久美子氏 
○現職：国立教育政策研究所生涯学習政策研究部総括研究官 

○学歴：上智大学文学部教育学科卒業、筑波大学大学院修士課程教育 

研究科修了 

筑波大学大学院図書館情報メディア研究科博士後期課程 

修了 博士（学術） 

○専門 生涯学習 

・主な研究課題 生涯にわたるキャリア発達に関する研究 

成人学習の理論に関する研究 
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Ⅱ 教育委員会の活動状況  

 

１ 教育委員会会議における活動 

 
【教育分野全般に関すること】 

（1）主に、次のことについて、議決を行いました。 

・平成 25 年度における千葉市教育委員会事務点検・評価報告書を議決しました。（８月

28 日第８回定例会） 

・平成 26 年度千葉市教育功労者表彰について議決しました。（９月 24 日第９回定例会） 

・国の財源を活用した学校施設の老朽化対策や、千葉市教育みらい夢基金への寄附金及

び基金の運用収入の積立てなどの補正予算を定めるよう市長に申し出ることを議決し

ました。（11 月 19 日第 11 回定例会、平成 27 年２月４日第２回定例会） 

・平成 27 年度当初予算を定めるよう市長に申し出ることを議決しました。（平成 27 年２

月４日第２回定例会） 

・地方教育行政の組織及び運営に関する法律の改正に対応するため、千葉市教育委員会

教育長の勤務時間、休暇等に関する条例及び千葉市教育委員会教育長の職務に専念す

る義務の特例に関する条例並びに千葉市教育委員会委員定数条例等の一部を改正する

条例を制定するよう市長に申し出ることを議決しました。（平成 27 年２月４日第２回

定例会） 

（2）主に、以下のような教育上の出来事や課題について、事務局から報告を受け、さまざ

まな見地から、意見交換を行いました。 

・千葉市学校教育推進計画の進捗状況点検・評価について（６月 26 日第６回定例会） 

・学校体感デー ～今の学校って、こうなんだ！～について（12 月 18 日第 12 回定例会） 

 

【学校教育に関すること】 

（1）主に、次のことについて、議決を行いました。 

・千葉市立花見川第一小学校と第二小学校の統合について議決しました。（５月 29 日第

５回定例会） 

・平成 27 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議決しました。（５

月 29 日第５回定例会） 

・平成 27 年度使用高等学校用教科用図書の採択方針について議決しました。（５月 29 日

第５回定例会） 

・平成 27 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議決

しました。（６月 26 日第６回定例会） 

・平成 27 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

針について議決しました。（６月 26 日第６回定例会） 

・平成 27 年度千葉市立特別支援学校高等部入学者選考要項について議決しました。（７

月 16 日第７回定例会） 
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・平成 27 年度使用千葉市立小学校用、千葉高等学校用、稲毛高等学校用、高等特別支援

学校用教科用、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、使用

教科書の決定を行いました。（８月７日第２回臨時会） 

・学校適正配置に対応するため、千葉市立小学校設置条例及び千葉市立中学校設置条例

の一部を改正する条例を制定するよう市長に申し出ることを議決しました。（11 月 19

日第 11 回定例会） 

（2）主に、以下のような教育上の出来事や課題について、事務局から報告を受け、さまざ

まな見地から、意見交換を行いました。 

・学校いじめ防止基本方針の策定について（４月 16 日第４回定例会） 

・市立高等学校の進学状況について（４月 16 日第４回定例会） 

・平成 26 年５月１日現在の児童生徒数について（６月 26 日第６回定例会） 

・平成 27 年度公立学校教員採用候補者選考の志願及び受験状況について（６月 26 日第

６回定例会、11 月 19 日第 11 回定例会） 

・平成 25 年度千葉市立小・中・特別支援・高等学校における体罰及びセクシュアル・ハ

ラスメントに関する実態調査の結果について（６月 26 日第６回定例会） 

・第１回千葉市教育委員会いじめ等の対策及び調査委員会の開催について（６月 26 日第

６回定例会） 

・千葉市立磯辺中学校の仮校舎から本校舎への移転について（７月 16 日第７回定例会） 

・夏季休業中の事故防止について（７月 16 日第７回定例会） 

・第 61 回千葉市小学校音楽発表会について（７月 16 日第７回定例会） 

・第 41 回千葉市小学校表現運動発表会について（７月 16 日第７回定例会） 

・第 67 回千葉市中学校総合体育大会の開催について（７月 16 日第７回定例会） 

・平成 26 年度全国高等学校総合体育大会バドミントン競技大会について（７月 16 日第

７回定例会、８月 28 日第８回定例会） 

・平成 26 年度「子ども議会」について（８月 28 日第８回定例会） 

・平成 26 年度千葉市小・中学校教育課程研究協議会について（８月 28 日第８回定例会） 

・平成 26 年度中学校体育大会の結果について（８月 28 日第８回定例会） 

・平成 26 年度千葉市農山村留学推進事業について（９月 24 日第９回定例会、平成 27 年

１月 21 日第１回定例会） 

・平成 26 年度全国学力・学習状況調査の結果について（９月 24 日第９回定例会） 

・第 57 回千葉市小・中・特別支援学校児童生徒作品総合展覧会について（10 月 15 日第

10 回定例会、平成 27 年 2 月４日第 2 回定例会） 

・平成 26 年度千葉市中学校音楽発表会について（11 月 19 日第 11 回定例会） 

・平成 26 年度千葉市中学校生徒会交流会について（11 月 19 日第 11 回定例会） 

・平成 26 年度ライトポート・グループ活動諸行事について（11 月 19 日第 11 回定例会、

平成 27 年３月 18 日第３回定例会） 

・関東地区教育研究所連盟第 86 回研究発表大会について（11 月 19 日第 11 回定例会） 

・長柄ハッピーキャンプについて（11 月 19 日第 11 回定例会） 
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・平成 27 年度千葉市立稲毛高等学校附属中学校入学者選抜の志願者数について（12 月

18 日第 12 回定例会） 

・平成 26 年度研究報告会・研究大会について（12 月 18 日第 12 回定例会） 

・千葉市こてはし学校給食センター再整備（改築）事業予定者の決定について（12 月 18

日第 12 回定例会） 

・千葉市教育センター研究協力員会研究報告について（12 月 18 日第 12 回定例会） 

・平成 27 年度千葉市立高等特別支援学校の入学志願状況について（平成 27 年１月 21 日

第１回定例会） 

・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（平成 27 年２月４日第

２回定例会） 

・千葉市立高等特別支援学校入学者選考の結果について（平成 27 年２月４日第２回定例

会） 

・平成 27 年度千葉市立稲毛高等学校附属中学校及び千葉市立高等学校入学者選抜につい

て（平成 27 年３月 18 日第３回定例会） 

・平成 28 年度教員採用選考について（平成 27 年３月 18 日第３回定例会） 

 

【生涯学習・社会教育・文化財に関すること】 

（1）主に、次のことについて、議決を行いました。 

・千葉市史跡保存整備委員会設置条例を制定するよう市長に申し出ることを議決しまし

た。（平成 27 年２月４日第２回定例会） 

・南部児童文化センターを廃止するため、千葉市児童文化センター設置管理条例を廃止

する条例を制定するよう市長に申し出ることを議決しました。（平成 27 年２月４日第

２回定例会） 

 

（2）主に、以下のような教育上の出来事や課題について、事務局から報告を受け、さまざ

まな見地から、意見交換を行いました。 

・地区図書館の祝日開館の実施について（４月 16 日第４回定例会） 

・まほうの読書ノートの製作に係る企画提案の募集について（４月 16 日第４回定例会） 

・大型連休における中央図書館、市生涯学習センター、加曽利貝塚博物館、郷土博物館、

市科学館及び地区図書館の利用状況について（５月 29 日第５回定例会） 

・旧検見川無線送信所文化財調査の結果について（５月 29 日第５回定例会） 

・加曽利貝塚博物館耐震工事に伴う休館について（５月 29 日第５回定例会） 

・未来の科学者育成プログラムについて（５月 29 日第５回定例会、平成 27 年１月 21 日

第１回定例会） 

・千葉市図書館来館者カウント調査結果について（５月 29 日第５回定例会） 

・まほうの読書ノートの製作に係る企画提案の選考結果について（６月 26 日第６回定例

会） 

・生涯学習・社会教育施設等における夏季休業中の子どもたちを対象とする主な事業に
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ついて（７月 16 日第７回定例会、９月 24 日第９回定例会） 

・加曽利貝塚オリジナルキャラクターについて（７月 16 日第７回定例会） 

・千葉市科学フェスタ 2014 について（９月 24 日第９回定例会、11 月 19 日第 11 回定例

会） 

・夏休み期間中の科学教育推進事業について（９月 24 日第９回定例会） 

・平成 26 年度千葉市図書館子ども読書まつりについて（10 月 15 日第 10 回定例会） 

・サイエンスクラブアセンブリーについて（11 月 19 日第 11 回定例会） 

・まなびフェスタ 2014 について（11 月 19 日第 11 回定例会、12 月 18 日第 12 回定例会） 

・第 59 回千葉市社会教育功労者顕彰について（12 月 18 日第 12 回定例会） 

 

２ 学校現場等への視察や行事での講演について 

以下のとおり施設や行事の視察等を行い、事業の実施状況や、様々な課題について把握

し、教育委員会会議における審議に生かしました。 

（1）入学式 

市立小学校の入学式に出席しました。 

 

（2）こころの劇場 

千葉県文化会館で行われた「こころの劇場」について、児童の鑑賞の様子等を視察しま

した。 

 

（3）教科書展示会 

平成 27 年度に小・中・高等学校・特別支援学校・特別支援学級で使用する教科書の見本

の展示会を視察しました。 

 

（4）未来の科学者育成プログラム 

科学に高い興味・関心を持つ中学生・高校生に対し、その能力を伸ばすための質の高い

学習プログラムを提供し、市内の大学等研究機関や企業などが有する高度な科学技術を体

験させることにより、未来の科学者を目指す意欲を高めるもので、市立千葉高等学校、千

葉大学、市動物公園、市生涯学習センターなどで行われたプログラムを視察しました。 

なお、中野委員が「医療系コース」で「医療職を目指す人へ ‐医療の現状と今後の展

望‐」の講座の講師を担当しました。 

 

（5）小学校表現運動発表会 

学校体育の発表の場とし、児童の表現運動に対する興味・関心及び表現力を高めるとと

もに、近隣校との交流を深める中で、心身の健全な発達と児童相互の望ましい人間関係の

育成を図るため、表現運動発表会を開催しており、当該発表会を視察しました。 
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（6）小学校音楽発表会 

情操教育の一環として、日常の音楽学習の成果を発表し、互いに鑑賞することにより、

小学校音楽教育向上の場とするため音楽発表会を開催しており、当該発表会を視察しまし

た。 

 

（7）研究指定校研究報告会、研究大会等 

幸町第二中学校ほか６校で行われた教育委員会研究指定校の研究報告会及びその他の団

体主催の研究大会等を視察しました。 

 

（8）まほうの読書ノート贈呈式 

弁天小学校で行われたまほうの読書ノート贈呈式に出席しました。 

 

（9）子ども議会 

本市の将来を担う子どもたちが、本市の現状と課題について話し合い、「市民一人一人が

いきいきと幸せに暮らせるまちづくり」に向けた具体的な提案・質問を行うもので、事前

学習会を含め視察しました。 

 

（10）小・中学校教育課程研究協議会 

小・中・特別支援学校教員約 1,700 人が参加し、学習指導要領の趣旨等の理解を深めると

ともに、学習指導要領の円滑な実施に向けて教育課程の実施上の諸問題の研究協議を実施

しており、当該協議会を視察しました。 

 

（11）特別支援教育講演会・公開講座 

特別支援教育についての理解を深めるため、一般市民、教職員を対象に特別支援教育に

ついての講演・公開講座を開催しており、当該講演会等を視察しました。 

 

（12）教職員教育研究発表会 

教職員の資質・能力の向上を図り、優れた教育実践を幅広く普及するため研究発表会を

開催しており、当該発表会を視察しました。 

 

（13）中学校英語発表会 

英語での表現活動を通して生徒の英語学習への関心と意欲を高め、本市英語教育の振興

と向上を図るため英語発表会を開催しており、当該発表会を視察しました。 

 

（14）ＳＳＨ評価委員会 

市立千葉高等学校が指定を受けたＳＳＨ（スーパーサイエンスハイスクール）の研究の

成果を評価するため、評価委員会を開催しており、当該委員会に出席しました。 
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（15）スポーツフェスタ 

市こども交流館で行われたスポーツフェスタを視察しました。 

 

（16）千葉市小・中・特別支援学校児童生徒作品総合展覧会（科学部門） 

児童生徒の科学研究等への取り組みの啓発を図るため、市科学館で総合展覧会を開催し

ており、当該展覧会を視察しました。 

 

（17）市科学館プラネタリウム内覧会 

市科学館で行われたプラネタリウム内覧会を視察しました。 

 

（18）長柄ジョイントキャンプ 

豊かな自然環境の中で、様々な体験活動を通して、不登校児童生徒の自主性・社会性を

はぐくみ、学校生活への復帰を手助けするため、市少年自然の家でキャンプを実施してお

り、当該キャンプの一部行事を視察しました。 

 

（19）長柄ハッピーキャンプ 

発達障害等のある児童を対象に、集団生活を通して社会性を向上させ、通常学級での適

応力を高めるため、市少年自然の家でキャンプを実施しており、当該キャンプの一部行事

を視察しました。 

 

（20）科学フェスタ 2014 

市民が日常生活の中で科学・技術を身近に感じることができる総合的な科学の祭典であ

る科学フェスタのメインイベントが行われた市科学館を視察しました。 

 

（21）ＳＣＩＥＮＣＥ ＣＬＵＢ ＡＳＳＥＭＢＬＹ ～科学部 大集合！～ 

市内科学部が集合して研究成果の発表等を行い科学部活動の活性化を図るため、教育セ

ンターで開催された科学部活動の交流発表会を視察しました。 

 

（22）関東地区教育研究所連盟 研究発表大会 

各教育研究機関の相互の連絡提携を密にし、研究者に発表の機会を与え、発表内容を中

心として研究を深めるため、研究発表大会を開催しており、当該発表大会を視察しました。 

 

（23）子ども読書まつり 

子どもたちの読書への興味・関心を高め、各家庭の読書推進への意識が高まることに寄

与するため、親子で参加できる子ども読書まつりを開催しており、当該行事を視察しまし

た。 
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（24）小学校陸上大会 

学校体育の発表の場とし、児童の陸上運動に対する興味・関心及び走力・跳力・投力を

高めるとともに、心身の健全な発達と児童相互の望ましい人間関係の育成を図るため、陸

上大会を開催しており、当該大会を視察しました。 

 

（25）中学校音楽発表会 

情操教育の一環として、日常の学習成果を発表し相互に鑑賞することによって、音楽学

習への意欲と関心を高め、中学校音楽教育の振興と向上を図るため、音楽発表会を開催し

ており、当該発表会を視察しました。 

 

（26）全日本中学校国語教育研究協議会 

幸町第二中学校等で行われた全日本中学校国語教育研究協議会を視察しました。 

 

（27）中学校生徒会交流会 

各校の特色ある生徒会活動や運営上の課題などについての情報交換や話合いを通して、

学校同士の交流を深めるとともに、自校の生徒会活動を充実・発展させるための機会とす

るため、生徒会交流会を開催しており、当該交流会を視察しました。 

 

（28）教育功労者表彰式 

多年にわたり、児童生徒の健康管理、生涯学習の推進、学校経営の充実などに尽力し、

本市の教育の発展に寄与した者の功績を称えるため、教育功労者表彰式を開催しており、

当該表彰式に出席しました。 

 

（29）日本初等理科教育研究会 

緑町小学校で行われた日本初等理科教育研究会を視察しました。 

 

（30）教育センター研究協力員会研究報告 

教員を対象とした教育センターの研究成果を紹介する報告会を視察しました。 

 

（31）社会教育功労者感謝状贈呈式 

社会教育の発展に尽力された個人・団体を顕彰し、日頃の優れた実践活動や学習成果を

市民に広め、本市社会教育のより一層の振興を図るため、社会教育功労者感謝状贈呈式を

開催しており、当該贈呈式に出席しました。 

 

（32）まなびフェスタ 2014 

市民による生涯学習活動の普及・振興のため市生涯学習センターで行われた行事を視察

しました。 
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（33）ジョイントフェスタ 

適応指導教室（ライトポート）、教育センターグループ活動に参加する児童生徒に、発表

の機会を提供し、自己肯定感を高めること等を目的とした行事を教育センターで実施して

おり、当該行事を視察しました。 

 

（34）成人を祝う会 

千葉ポートアリーナで行われた成人を祝う会に出席しました。 

 

（35）市小・中・特別支援学校児童生徒作品総合展覧会 

児童生徒の作品を展示することにより、日常の学習成果を公開し賞賛するとともに、広

く市民に対して学校教育における探究・表現・製作活動への理解を図るために展覧会を市

美術館で開催しており、当該展覧会を視察しました。 

 

（36）長期研修生研究発表会 

平成 26 年度派遣の教職員長期研修生の研究発表会を視察しました。 

 

（37）遺跡発表会 

史跡加曽利貝塚の国特別史跡指定に向け、現在作業を進めている加曽利貝塚再整理事業

の今年度の成果を中心に発表・公開する遺跡発表会を開催しており、当該発表会を視察し

ました。 

 

（38）卒業式 

市立高等学校などの卒業式に出席しました。 

 

３ 教育委員会関係団体主催の会議等について 
 

以下の会議・研修等に出席しました。 

（1）第１回指定都市教育委員・教育長協議会 

熊本市で協議会が開催され、国に対する要望事項などの審議を行ったほか、教育行政に

ついて文部科学省からの説明がありました。 

 

（2）市町村教育委員会研究協議会（第１ブロック） 

浜松市で協議会が開催され、行政説明、基調講演、パネルディスカッションのほか、分

科会では、学力向上及びコミュニティスクールに関連する研究協議を行いました。 

 

（3）第２回指定都市教育委員・教育長協議会 

東京都千代田区で協議会が開催され、全体会での情報交換のほか、分科会では学力向上

に向けた効果的な取組について意見交換を行いました。 
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４ 広報・広聴活動、意見交換会等について 
 

以下のとおり教育委員会についての情報発信を行いました。 

（1）教育委員メッセージ 

本市ホームページに毎月分担して執筆した各教育委員のメッセージを掲載しました。 

 

（2）千葉県公安委員会との意見交換会 

千葉県公安委員会と教育委員会との意見交換会を実施しました。 

 

（3）学校体感デー ～今の学校って、こうなんだ！～参加者との意見交換会 

広く市民に学校教育の現状を知ってもらうために開催した学校体感デーの参加者と教育

委員との意見交換会を実施しました。 

 

（4）市議会教育未来委員会委員との意見交換会 

市議会で教育行政を所管する「教育未来委員会」に所属の議員と、教育委員との意見交

換会を実施しました。 

 

（5）市ＰＴＡ連絡協議会役員との意見交換会 

市ＰＴＡ連絡協議会役員と教育委員との意見交換会を実施しました。 

 

５ その他 

このほか、教育委員による勉強会や、事務局からの個別の議案説明など、関連した業務・

活動を行いました。 


