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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１９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２０年度に実施する点検･評価は、事務事業の選択、総合化及び重点化による行政サービスの質の向上

を図るとともに、市民に対する行政の説明責任を果たすことを目的として実施されてきた「千葉市事務事業

評価システム」（平成２０年度は見直しのため休止している。）の評価体系に準じ、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）〔基本事業の達成目標〕 

ウ 成果指標 

エ 平成１９年度の評価 

オ 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〕 

カ 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と評価〕 

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

（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

育委員会が委嘱した学識経験者２名から、個別に所見･助言を得た。 

上記委員の委嘱に当たっては、本市に縁のある者であることを前提としつつ、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

等を加味して行った。 
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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得満期退学 

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 新教育システム開発プログラム 

教員の質の向上に関する調査研究 

都市の教育政策と教育行政の在り方に関する調査研究 

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１９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１９年 

第４回定例会 

  

教育委員会室 

  

（教育長臨時代理報告） 

（19． 4．18）  千葉市教育委員会組織規則の一部改正について 

  千葉市教育委員会職員の勤務時間等に関する規則等の一部改正について 

  学校教育法の改正に伴う関係規則の整理に関する規則の制定について 

  千葉市文化財保護条例施行規則の一部改正について 

  千葉市教育委員会事務専決規程等の一部改正について 

  職員の人事について 

  市費負担教育職員の人事について 

  県費負担教職員の処分について 

  （報告事項） 

  千葉市学校教育推進計画について 

  千葉アイススケート場及び体育施設の利用状況について 

第５回定例会 教育委員会室 （議決事項） 

（19． 5．16）  工事請負契約について≪千葉市立花島小学校大規模改造工事≫ 

  財産の取得について≪千葉市立幕張本郷中学校普通教室棟≫ 

  財産の取得について≪千葉市科学館新設に伴う建物の一部≫ 

  千葉市心身障害児童生徒就学指導委員会委員の委嘱について 

  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 

  千葉市公民館運営審議会委員の委嘱について 

  千葉市児童文化センター運営審議会委員の委嘱について 

  千葉市文化財保護審議会委員の任命について 

  千葉市立卙物館協議会委員の任命について 

  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 

  （報告事項） 

  千葉市における特別支援教育の在り方に関する検討会議の中間報告について 

  平成１８年度生涯学習センターの施設利用状況について 

  平成１８年度千葉市尐年自然の家の利用状況等について 

  工事請負契約について≪千葉市立千葉高等学校改築外構工事≫ 

第６回定例会 教育委員会室 （教育長臨時代理報告） 

（19． 6．27）  工事請負契約について≪千葉市立千葉高等学校改築外構工事≫ 

  （議決事項） 

  千葉市教育委員会職員の勤務時間等に関する規則の一部改正について  

  平成２０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２０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 
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  平成２０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 

  平成２０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 

  県費負担教職員の人事について 

  （報告事項） 

  平成１９年第２回千葉市議会定例会について 

  平成２０年度公立学校教員採用候補者選考の志願状況について 

  新港学校給食センターの整備事業に伴う実施方針について  

  麻しんの発生状況と対応について 

  柏台小学校における外壁モルタル落下事敀について 

第７回定例会 教育委員会室 （議決事項） 

（19． 7．18）  千葉市立高等学校管理規則の一部改正について 

  （報告事項） 

  地方教育行政の組織及び運営に関する法律等の一部改正について 

  夏季休業期間中の事敀防止について 

  第６０回千葉市中学校総合体育大会の開催について 

  千葉市科学館について 

  放課後子ども教室について 

  水泳プールの安全確保について 

第１回臨時会 教育委員会室 （議決事項） 

（19． 8． 6）  平成２０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２０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２０年度使用学校教育法第１０７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 （議決事項） 

（19． 8．22）  財産の取得について≪千葉市立おゆみ野南小学校の校舎、屋内運動場及びプール

棟及び附帯施設等≫ 

  工事請負契約について≪千葉市立新宿小学校大規模改造工事≫ 

  （協議事項） 

  千葉市民ゴルフ場設置管理条例の制定について 

  （報告事項） 

  平成２０年度千葉市立稲毛高等学校附属中学校入学者募集要項等について 

  学校防犯カメラシステムの整備について 

  第６０回千葉市中学校総合体育大会の結果報告について 

第９回定例会 教育委員会室 （教育長臨時代理報告） 

（19． 9．21）  平成１９年度補正予算について 

  千葉市民ゴルフ場設置管理条例の制定について 

  （議決事項） 

  千葉市民ゴルフ場管理規則の制定について 

  平成１９年度千葉市教育功労者の表彰について 

  （報告事項他） 

  平成１９年第３回千葉市議会定例会について《経過報告等》 
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  平成１９年度中学校体育大会結果について 

  千葉市図書館資料有料宅配サービスの実施について 

第２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 

（19． 9．21）   

第１０回定例会 教育委員会室 （議決事項） 

（19．10．17）  千葉市学校適正配置実施方針について 

  （報告事項） 

  平成１９年第３回千葉市議会定例会について 

  平成２０年度文部科学省概算要求主要事項について 

  平成２０年度公立学校教員採用候補者選考（二次）受験状況について 

  平成２０年度千葉市立小･中･特別支援学校管理職選考について 

  平成１８年度千葉市学力状況調査（千葉市独自実施分）の概要について 

  第１４回千葉市スポーツ･レクリエーション祭について 

  2007国際千葉駅伝について 

  平成１９年度上半期千葉市尐年自然の家の利用状況について 

第１１回定例会 教育委員会室 （教育長臨時代理報告） 

（19．11．21）  平成１９年度末及び平成２０年度末公立学校職員人事異動方針について 

  （議決事項） 

  千葉市社会教育委員の委嘱について 

  千葉市生涯学習審議会委員の任命について 

  千葉市青尐年センター運営審議会委員の委嘱及び任命について 

  （報告事項） 

  『千葉市学校適正配置実施方針』における「＜美浜区の地域の枠組み＞」の一部

変更について 

  教員採用選考における実技試験等の見直し及び教職インターンシップ制度の拡

大について 

  平成１９年度全国学力・学習状況調査の結果について 

  千葉市理科支援員等配置事業について 

  第５２回千葉市社会教育功労者顕彰について 

  千葉アイススケート場及び中田スポーツセンターの利用状況について 

  平成２０年「千葉市成人の日を祝う会」について 

第１２回定例会 教育委員会室 （議決事項） 

（19．12．19）  県費負担教職員の人事について 

  県費負担教職員の処分について 

  （報告事項） 

  平成１９年第４回千葉市議会定例会について 

  町の区域及び名称の変更に伴う条例・規則の改正について 

  平成２０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 

  平成１９年度教育研究大会等の実施状況について 

  インフルエンザ等の流行状況と対応について 

  千葉市立小学校の「３０人３１脚全国大会2007」への出場について 

  第３２回サンスポ千葉マリンマラソンについて 
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平成２０年 

第１回定例会 

  

教育委員会室 

  

（報告事項他） 

（20． 1．16）  千葉市民ゴルフ場指定管理予定候補者の選定について 

  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 

  ２００７年度ソニー子ども科学教育プログラムにおける市立中学校の最優秀プ

ロジェクト校入選について 

  千葉市新港学校給食センター整備事業について 

  千葉市科学館の利用状況について 

  平成２０年千葉市成人の日を祝う会について 

  裁判判決の結果について 

第２回定例会 教育委員会室 （教育長臨時代理報告） 

（20． 2．13）  職員の処分について 

  懲戒処分の指針の一部改定について 

  （議決事項） 

  平成１９年度補正予算について 

  平成２０年度当初予算について 

  千葉市立高等学校設置条例の一部改正について 

  財産の取得について≪千葉市立美浜打瀬小学校の校舎、屋内運動場、プール及び

附帯施設等≫ 

  指定管理者の指定について≪千葉市民ゴルフ場≫ 

  （報告事項他） 

  住居表示の実施に伴う条例・規則の改正について 

  第８回全国中学生創造ものづくり教育フェアにおける生徒の表彰等について 

  平成１９年度千葉市教育研究奨励賞について 

  千葉市科学館における専用エレベーターの敀障事敀について 

  平成１９年度千葉市教育委員会体育功労者表彰について 

  ＮＨＫ教育テレビ「親と子のテレビスクール」の収録について 

  「２ちゃんねる」における市内小学生殺害予告について 

  平成２１年度公立学校教員採用候補者選考について 

第１回臨時会 教育委員会室 （教育長臨時代理報告） 

（20． 3．12）  千葉市民ゴルフ場指定管理者の指定に係る議案の撤回について 

  （議決事項） 

  県費負担教職員の人事について 

第３回定例会 教育委員会室 （議決事項） 

（20． 3．21）  平成２０年度千葉市教育行政の運営に関する基本方針について 

  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 

  職員の人事について 

  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 

  （協議事項） 

  教育３法の改正に伴う教育委員会規則の改正等について 

  （報告事項他） 

  平成２０年第１回千葉市議会定例会について 

  千葉市科学館専用エレベーターの敀障原因の調査結果について 

  千葉市科学館利用者２０万人突破について 

  千葉市立郷土卙物館「第１回収蔵展」開催について 
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  千葉経済大学附属高等学校の第８０回選抜高等学校野球大会出場に係る応援パ

ブリックビューイングの開催について 

  アクアリンクちば入場者５０万人達成について 

  「青尐年の日」（仮称）の制定に向けて 

  千葉市立千葉高等学校の供用開始について 

開催回数 １５回 － 付議案件等数 合計 １３３件 

［内訳］  ［内訳］  

定例会 １２回  議決事項 ４６件 

臨時会  ３回  教育長臨時代理報告 １５件 

  協議事項 ２件 

  報告事項他 ７０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、緊急やむを得ない事由により

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

１９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１９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１９年度第１回会議（於：広島市）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】 

１０月 ○ 千葉市科学館開館関係行

事出席等 

千葉市科学館の開業前準備の状況等を確認するため視察を実施するとと

もに、平成１９年１０月２０日開催の、同施設を含む官民複合施設「Ｑｉ

ｂａｌｌ（きぼーる）」の完成記念式典に出席した。【延べ１２名】 

 ○ 2007年日本フルブライト

メモリアル基金米国教育

者招聘プログラム関係行

事出席等 

「日米教育委員会」が日米両国間の相互理解の増進と教育交流を目的とし

て実施する「日本フルブライトメモリアル基金米国教育者招聘プログラ

ム」の一環で来葉した全米各地より選抜されたアメリカ人教職員らとの懇

談を行うとともに、関係行事に出席した。【延べ７名】 

１１月 ○ 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】 

 ○ 教育行政視察 

（長岡市、新潟市） 

新潟県中越地震及び新潟県中越沖地震に被災した長岡市における震災対

策及び新潟市の生涯学習センター・国際友好会館の複合施設である「クロ

スパルにいがた」の管理運営について、教育行政視察を実施した。【６名】 

平成２０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】 

 
○ 千葉県市町村教育委員会

連絡協議会教育委員研修

会出席 

千葉県市町村教育委員会連絡協議会が開催した平成１９年度教育委員研

修会に出席した。【１名】 

 
○ 第２回指定都市教育委員

教育長協議会出席 

指定都市教育委員教育長協議会の平成１９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】 

 ３月 ○ 市立学校卒業証書授与式

出席 

中学校５校、高等学校２校【延べ７名】 

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、教育行政の運営に関する

基本方針や学校施設の耐震化、千葉市青尐年育成行動計画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したり、附属機関等の会議に出席するな

どしている。 

 

 


