
第３章 学校経営改革の推進 

 

 学校の自主性・自律性の確立 
 

 

 

 地域に開かれ信頼される学校を実現するため，学校には，保護者や地域住民の意見や

要望を的確に反映させ，家庭や地域社会と連携協力していくことが求められる。 

また，各学校においては，それぞれの教育理念や教育方針に基づき，児童生徒や保護

者・地域の実情に応じて，校長のリーダーシップの下，主体的に創意工夫のある教育活

動を展開し，学校の自主性・自律性を確立することが必要である。さらには，保護者や

地域住民の参画しやすい環境を整え，開かれた学校づくりを促進していくために学校評

議員制度を活用することや学校評価を通じ，学校が組織的・継続的にその運営の改善を

図ることにより，保護者や地域住民に対する説明責任を果たすとともに，学校・家庭・

地域の共通理解を深め，連携協力の促進を図ること等を通じて，教育の質の保証・向上

を図ることが期待されている。 

学校を取り巻く環境は絶えず変化しており，学校教育が抱える課題の複雑化・多様化

が進んでいることを踏まえ，学校がこうした変化に柔軟に適応し，様々な教育課題や地

域のニーズに的確に対応していけるよう，学校評価や人事評価制度等を活用しながら，

常に学校の組織運営体制の最適化を図り，業務の実施プロセスの見直し等を不断に行っ

ていくことが求められている。 

 

１ 学校評価 

（１）学校評価システムの導入の背景と意義 

   学校評価については，平成12年12月の教育改革国民会議報告「教育を変える17の提

案」において，外部評価を含む学校の評価制度を導入し，評価結果を保護者や地域と

共有し，学校の改善につなげる必要性について提言がなされた。その後，学校の自主

性・自律性を高めることによって，より質の高い特色ある教育が提供されるよう促す

とともに，学校が保護者や地域からの信頼に応え，家庭や地域と連携協力して児童生

徒の健やかな成長を図る必要性が認識されてきたところであり，また，学校の裁量を

拡大し主体性を高めていく場合，それぞれの学校の取組を評価していくことが重要で

あることなどから，学校評価を実施することの必要性が指摘されてきた。 

   広島県においては，教育活動全般の情報を積極的に発信して説明責任（アカウンタ

ビリティ）を果たし，授業や生徒指導など学校運営のあらゆる場面にＰＤＣＡという

マネジメントサイクルを導入する必要性から，平成13・14年度に学校評価の実践研究

を行い，平成15年度から県内の全ての公立学校において，自らの教育活動その他の学

校運営について組織的・継続的に改善すること，信頼される開かれた学校づくりを進

めること，一定水準の教育の質を保証し，その向上を図ることを目的に，学校評価を

実施している。 

   こうした中，平成18年度に教育基本法が改正され，この改正を受けて平成19年度に

学校教育法及び同施行規則が改正され，これまで小学校設置基準など各校種の設置基

準で規定されていた学校評価の項目が削除され，同法・同規則に「自己評価」と「学

校関係者評価」からなる学校評価が新たに規定された。 

 

（２）自主的・自律的な学校経営を推進するための学校評価の活用 

  ア 学校評価の目的 

    学校評価そのものの役割は，学校経営のＰＤＣＡサイクルのＣ（Check）にあたる。 



学校の教育の質を高め，児童生徒一人一人の能力や可能性を最大限に伸ばすため

にも，学校評価を学校運営の改善を図るツールとして有効に活用し，その充実を図

ることが重要である。文部科学省の「学校評価ガイドライン〔平成28年改訂〕」（以

下「ガイドライン」）では，学校評価の目的として次の三つを挙げている。 

 

① 各学校が，自らの教育活動その他の学校運営について，目指すべき目標を設定し，そ

の達成状況や達成に向けた取組の適切さ等について評価することにより，学校として組

織的・継続的な改善を図ること。 

② 各学校が，自己評価及び保護者など学校関係者等による評価の実施とその結果の公表・

説明により，適切に説明責任を果たすとともに，保護者，地域住民等から理解と参画を

得て，学校・家庭・地域の連携協力による学校づくりを進めること。 

③ 各学校の設置者等が，学校評価の結果に応じて，学校に対する支援や条件整備等の改

善措置を講じることにより，一定水準の教育の質を保証し，その向上を図ること。 

  

  イ 学校評価の実施手法及び規定等 

学校評価が，平成19年の学校教育法及び同施行規則改正により法的に位置付けら

れたことから，県立学校については，平成20年１月に広島県立高等学校等管理規則

を改正した。国の規定に準じて学校評価を「自己評価」と「学校関係者評価」に区

分し，それぞれについて適切な実施，公表，設置者への報告について規定（平成20

年４月１日施行）し，市町立学校についても，各市町において規則等で規定された

ところである。「ガイドライン」で整理されている学校評価の実施手法と法令上の位

置付けは，次のとおりである。 

  （ア）自己評価 

学校評価の最も基本となるものであり，校長のリーダーシップの下で，当該学

校の全教職員が参加し，設定した目標や具体的計画等に照らして，その達成状況

や達成に向けた取組の適切さ等について評価を行う。 

  （イ）学校関係者評価 

保護者，学校評議員，地域住民，青少年健全育成関係団体の関係者，接続する

学校（小学校に接続する中学校など）の教職員その他の学校関係者などにより構

成された委員会等が，自己評価の結果について評価することを基本として行う。 

     教職員による自己評価と保護者等による学校関係者評価は，学校運営の改善を

図る上で不可欠なものとして，有機的・一体的に位置付けるべきものである。 

  （ウ）第三者評価 

学校とその設置者が実施者となり，学校運営に関する外部の専門家を中心とし

た評価者により，自己評価や学校関係者評価の実施状況も踏まえつつ，教育活動

その他の学校運営の状況について，専門的視点から評価を行う。 

実施者の責任の下で，第三者評価が必要であると判断した場合に行うものであ

り，法令上，実施義務や実施の努力義務を課すものではない。 

 

実施手法 
法令上の位置付け 

実施 設置者への報告 公表 

自己評価 義務 義務 義務 

学校関係者評価 努力義務 （実施した場合）義務 努力義務 

第三者評価 なし 



【自己評価・学校関係者評価の進め方のイメージ（例）】（※「ガイドライン」より抜粋） 

学校関係者評価の進め方 
 

自己評価の進め方 
 児童生徒・一般の 

保護者対象の活動 

     

 

 

前年度の学校評価の結果・改善方策，児童生徒・保護
者対象アンケート結果などの検討を踏まえ， 
●重点目標の設定 

●目標達成に必要な評価項目・指標等を設定 

  

学校関係者評価委員会を組織    重点目標の周知 

  

年間を通じ，継続的な情報・資料の収集・整理 

  

重点目標，自己評価の取組状況 
について説明 

   

     

 学校公開(普段の授業の参観等) を実施  （参加者アンケートの実施・公表） 

     

※授業・学校行事・施設設備の観

察，校長との意見交換等を実施 
 

●中間評価の実施 

●必要に応じ重点目標，評価項目・指標等の見直し 
 中間評価結果の公表 

     

※中間評価の結果について評価     

 

 

●自己評価を実施 

●自己評価の結果を踏まえた改善方策を取りまとめ 
●報告書の作成 

 

児童生徒，保護者等を

対象とした外部アン
ケート等を実施し，そ
の結果を公表 

※自己評価の結果と改善方策に
ついて評価を実施 

※評価の結果を取りまとめ 
 

 
  

  ●学校関係者評価の結果を踏まえた改善方策の見直し   

     

※は，学校関係者評価委員会が活
動の主体となる。 

 
●自己評価・学校関係者評価の結果と改善方策を設置
者に報告 

  

  
●自己評価・学校関係者評価の結果と改善方策について，広く保護者・地域住民等
に公表 

●翌年度の目標設定や具体的取組に反映 

 

ウ 学校評価の実効性を高めるために 

実効性の高い学校評価にするには，学校，学校関係者及び設置者のそれぞれにと

って，教育活動その他の学校運営の改善や教育水準の向上，子供の成長につながっ

ているという有用感のある取組にすることが大切である。 

（ア）学校内における取組の充実 

① 学校評価における目標の系統化・重点化 

・ 学校評価における目標等は，設置者の学校教育に関する方針を踏まえつつ，

学校の現状や課題を分析した上で，児童生徒の姿を具体的に示し，その達成

状況を的確に測定できるものとする。 

・ 前回の評価結果や教職員の課題意識等を踏まえつつ，必要に応じて学校が

重点を置いて短期的に取り組むことができるものとする。 

【評価項目・指標等の設定について】 

評価項目・指標等には，目標の達成状況を把握するための（成果に着目する）

ものと，達成に向けた取組の状況を把握するための（取組に着目する）ものと

に大別できる。教育の目的は子供の人格の完成を目指すことにあることから，

中でも児童生徒についてその達成状況に着目することが重要であり，成果に関

する評価項目・指標等の適切な設定が望まれる。 

しかし，同時に，成果とその達成に向けた取組は一体的であり，成果を目指

す過程において，学校・家庭・地域や設置者が，いかに連携し役割分担して，

組織的・効果的に取組を進めていくのかというプロセスの在り方が重要である。 

このことから，目標達成を目指す過程（プロセス）にも着目し，それを正当



に評価することに留意して評価項目・指標等を設定することが重要である。 

    ② 全教職員の参加と協働による学校評価の実施 

・ 学校評価の目的意識を明確にし，学校評価における目標や評価項目の設定

に際して，管理職や担当教職員とその他の教職員の間の共通理解を図る。 

・ 学校評価における目標と教職員個人の目標を系統化し，全ての教職員が学

校評価における目標を共有しながら具体的な日々の教育活動その他の学校運

営を行っていく。 

    ③ 効率的・効果的な学校評価を行う体制づくり 

・ 学校評価の結果を教育活動その他の学校運営の改善に結び付けるためには，

学校内，あるいは地域内での組織的な分掌や仕組みが必要である。 

（例：ＩＣＴの活用，学校事務職員の活用等） 

（イ）学校関係者との連携，協働の推進 

① 情報提供の充実による学校への理解促進と連携強化 

・ 学校の情報提供や学校関係者評価の実施を，保護者や地域住民等の理解や

連携・協力を得る機会として積極的に捉え，課題解決に向けた学校の対応を

併せて示すことにより学校の説明責任を果たすとともに，協働を進める。  

・ 学校評価をコミュニケーション・ツールとすることを主眼に評価項目を検

討するとともに，保護者や地域住民等が求めている情報を把握し，分かりや

すく情報を提供する。 

・ 情報提供の方法を多様化することが大切であり，日ごろから保護者や地域

住民等が学校の様子に触れる機会を意図的，積極的に設けていく。 

・ 学校関係者評価委員に学校の実情を十分に知ってもらい，多くの関係者の

連携・協働につなげる学校の「スポークスマン」として，情報発信を担って

もらう。 

② 学校関係者評価委員会の運営の工夫等 

・ 学校関係者評価委員に対しては，自己評価から明らかとなった学校の現状

や課題，改善の手だて等を学校があらかじめ明示するなど，学校関係者評価

委員がチェックすべきポイントを明確にした上で，評価を実施する。 

・ 学校，地域の実情により，学校評議員や学校運営協議会委員等を学校関係

者評価委員とするなど，既存の仕組みを活用して，その取組の中に学校関係

者評価を位置付けていく。 

③ 外部アンケート等の工夫 

・ 自己評価を行う上で，児童生徒，保護者，地域住民等に対するアンケート

等（外部アンケート等）の結果を活用する。 

・ 外部アンケートは回答可能な項目に精選し，外部アンケートによって得ら

れた情報と学校が持つ客観的な指標やデータを対比しつつ自己評価の参考資

料とする（外部アンケートの結果をそのまま評価結果にするのではない）。 

・ 外部アンケート以外の方法でも，学校行事や授業参観などの場で保護者や

地域住民等の声を聞くなど，柔軟な対応で意見や要望を集める。 

・ 外部アンケートの結果と学校の対応状況について，学校関係者評価委員等

と協力し，保護者や地域住民等が分かりやすい表現にしてフィードバックする。 

 

 

 

 

参考：◆文部科学省「学校評価ガイドライン〔平成28年改訂〕」平成28年３月22日 

◆学校運営の改善の在り方等に関する調査研究協力者会議学校表の在り方に関するワーキンググループ 

「地域とともにある学校づくりと実効性の高い学校評価の推進について」平成24年３月12日 



 

「学校評価ガイドライン〔平成28年改訂〕」の改訂のポイント 

 

１．改訂の趣旨 

学校教育法の一部を改正する法律及び学校教育法施行規則の一部を改正する省令に 

より，義務教育学校並びに小中一貫型小学校及び小中一貫型中学校が発足することを 

踏まえ，小中一貫教育を実施する学校における学校評価の留意点をガイドラインに反映。 

 

２．改訂の主なポイント 

◇ 目標及び指標・評価項目の設定に当たって留意すべき事項 

○  義務教育学校においては，９年間を見据えた教育目標を設定するとともに，学

年段階の区切りに応じた目標を設定とすることを基本。 

○  小中一貫型小学校及び小中一貫型中学校においては，接続する両校間で評価項

目指標を共有した上で，共通した評価項目・指標を設定することを基本。 

◇ 自己評価を実施するに当たって留意すべき事項 

○  小中一貫型小学校及び小中一貫型中学校においては，接続する両校の教職員が

連携して自己評価を実施すること等が望ましい。 

◇ 学校関係者評価を実施するに当たって留意すべき事項 

○  義務教育学校においては，前期・後期課程の児童生徒の保護者の双方が評価者

となることを基本。 

○  小中一貫型小学校及び小中一貫型中学校においては，学校関係者評価委員会は

両校横断的な組織とし，接続する小学校・中学校双方の保護者を評価者に加える

ことが望ましい。 

◇ 評価結果の報告・公表等に当たって留意すべき事項 

○  小中一貫型小学校及び小中一貫型中学校においては，横断的に実施した自己評

価及び学校関係者評価の結果について，共同して広く保護者に周知することが望

ましい。 

◇ 指標・評価項目の具体例 

○  義務教育学校，小中一貫型小学校及び小中一貫型中学校において，指標・評価

項目の設定をする際の視点を具体的に明示。 

（例） 

・９年間の系統性・連続性を強化した教育課程・指導計画の実施状況 

・一貫教育の円滑な実施に必要な組織運営体制の整備状況 

・小・中学校の教職員の連携協力による指導等の実施状況 

 

 

 

 

参考：◆文部科学省「学校評価ガイドライン〔平成28年改訂〕」の改訂のポイント 平成28年３月22日 



２ 人事評価 

（１）人事評価制度をめぐる状況 

   児童生徒や保護者，そして県民から信頼される学校づくりを進めるためには，その

直接の担い手である教職員の意欲・資質の向上を図るとともに，適正な人事管理を行

い，学校が活力ある組織としての総合力を発揮することが必要である。 

このため，本県においては，平成15年度から「自己申告による目標管理」と「勤務

評定」を２本の柱とした人事評価制度を導入し，教職員の意欲や資質などの向上を図

るとともに，能力，実績，意欲を的確に把握して，適材適所の配置等を進めてきた。 

こうした取組に併せて，平成16年９月に，「教職員人材育成等検討会議」を設置し，

人材育成や人事評価の在り方等について総合的かつ専門的な検討を行い，制度及びそ

の運用の「公平性」，「納得性」，「透明性」及び「合目的性」をより一層確保するため，

評定者訓練を継続的に実施し，内容を充実させるとともに，平成19年度及び平成21年

度に「人事評価ハンドブック」を改訂し，内容の充実を図ってきた。 

さらに，平成23年度には，アンケート調査等の方法により制度の改善・充実に向け

た制度の検証を実施し，明らかとなった課題に対して見直しを行った。 

平成26年には，能力・実績に基づく人事管理の徹底や組織全体の士気高揚，公務能

率の向上を目的として地方公務員法が改正され，平成28年４月１日から施行された。 

地方公務員法では，職員がその職務を遂行するに当たり発揮した能力及び挙げた業

績を把握した上で行われる勤務成績の評価を行い，任用，給与，分限その他の人事管

理の基礎として活用することが求められている。 

広島県教育委員会では，これまでの人事評価制度に関する取組を生かしながらも，

改正地方公務員法の趣旨を踏まえ，新たな人事評価制度を策定した。 

 

（２）人事評価制度の趣旨 

   人事評価制度では，意欲や資質の向上，能力開発といった人材育成や，適材適所の

配置などの適正な人事管理を実現し，学校が活力ある組織としての総合力を発揮する

ことを目的としている。 

この目的を達成するためには，次の視点に立って，制度の仕組みをより公正で，信

頼性の高いものとしていくことが必要である。 

 

① 人材育成・能力開発・意欲向上につながるものであること。 

② 評価結果を適正に人事・研修等に反映させること。 

③ 評価結果の客観性・信頼性・納得性を確保すること。 

④ 評価項目の見直し，評価基準の明確化を図ること。 

⑤ 評価者訓練等の充実を図ること。 

 

（３）評価の手法 

   「能力評価」（発揮した能力を把握）及び「業績評価」（挙げた業績をプロセスを踏

まえて把握）を２本の柱として評価を実施する。 

 

ア 「能力評価」について 

「能力評価」は，教職員一人一人の能力，実績及び意欲を的確に把握し評価する

ことにより，意欲や資質あるいは指導力を高める研修等様々な場面での業務に生か



すとともに，適材適所の配置等を進めるための人事上の資料として活用するもので

ある。 

 

イ 「業績評価」について 

「業績評価」は，指導・助言者である校長等と教職員の面談を通じて組織目標と

自己目標の整合性を図り，すべての教職員の意識改革を促し，組織目標の達成を図

ろうとするものであり，自己目標の達成度や達成に向けたプロセスを評価し，次の

目標に反映させ，仕事のレベルアップと職能成長を図ろうとするものである。 

具体的には，「目標管理」の手法を用いることにより，教職員が自己申告により組

織目標を踏まえた自己の職務遂行上の目標を設定し，校長等との面談を通じて目標

修正等を行い，一定期間経過後に職務の成果等を，その達成度や達成に向けたプロ

セスを把握し，評価する手法である。 

この手法により，教職員一人一人が自己の職務に責任を持ち，自主的・意欲的に

職責を果たし，自らの資質と指導力の向上などを図るとともに，組織目標の達成に

貢献することができるようになる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

「業績評価」における自己目標の決定 

目標の設定に当たっては，まずは組織の長である校長がビジョンとし

ての学校経営目標を具体的に示し，その実現のために，教頭や事務長等，

部主事，主幹教諭，指導教諭あるいは各主任が学年や分掌ごとに果たす

べき目標を詳細かつ具体的に設定する。教職員一人一人の目標は，こう

した学校全体としての目標を十分に踏まえて設定されること，すなわち

「目標の連鎖」が重要である。したがって，校長や教頭は分かりやすく，

より具体的な目標を自ら設定し，それを所属職員に明確に説明すること

を心掛けるとともに，教職員一人一人の目標設定に積極的に関わること

が必要である。 

 

≪目標設定の例（学習指導関係）≫ 

【学校経営目標】（校長設定） 

・学力向上に重点をおき，特色ある学校づくりを推進する。 

 

【分 掌 等 目 標】（主任設定） 

・家庭学習時間を各学年別に最低２，３，４時間確保し，学習習慣

を身に付けさせる。 

  

【自 己 目 標】（教諭設定） 

・家庭学習記録を毎週提出させて家庭学習状況を把握し，毎日３時

間の家庭での学習を確保させる。 

 



（４）処遇への反映 

   管理職については，平成18年度から勤務評定に準じた勤務成績に基づく「査定勤勉」・

「査定昇給」を，一般職については平成24年度から「やる気と成果に応える給与制度」

を実施してきたが，勤務評定の評価結果は給与・昇給に直接的には反映させておらず，

自己申告による目標管理についても，処遇への反映は行っていなかった。 

改正された地方公務員法の趣旨を踏まえ，勤務評定を「能力評価」に，自己申告に

よる目標管理を「業績評価」に再構築するとともに，評価結果を給与に反映する制度

（能力評価及び業績評価結果を昇給に，業績評価結果を勤勉手当に反映）に改めた。 

 

（５）学校評価と人事評価の関係 

   人事評価における業績評価の中で教職員が設定する目標は，組織目標を踏まえたも

のとする。この個人が設定した目標に向かって各教職員が努力することで，結果とし

て組織目標の達成が図られる。 

組織目標（学校経営目標）のマネジメント・サイクルは，各教職員の自己目標のマ

ネジメント・サイクルと連鎖しており，学校評価と人事評価は関連している。 

学校評価と人事評価の関係は次の図のようになる。 

また，学校（教職員）における人事評価制度の概念図は次ページの図のようになる。 

 

  学校評価と人事評価の関係 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

参考：「人事評価ハンドブック」（改訂版） 平成 28 年４月 広島県教育委員会 

図１ 

職務遂行意欲の高揚，能力

開発，適材適所の配置 

自 己 目 標 次年度の目標設定に反映 

人事上の資料として活用 

評 価 ・ 公 開 次年度の目標設定に反映 学校経営目標 
学校評価 

人事評価 

Ｐ（計画） Ｄ（実践） Ｃ（評価） Ａ（改善） 

評価 

（能力・実績・意欲） 

評価 

（達成度・プロセス） 

指導・助言 適切に処遇へ反映 

業績評価結果も踏まえて

評価（実績・意欲） 

面談 

業績評価 

面談 

次年度の目標設定に当たっては，能力評

価結果と業績評価結果を踏まえて行う。 
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学校（教職員）における人事評価制度の概念図 

 
 

面談（最終） 



平成 28 年度 

ひろしま教育の日ポスター 

３ 開かれた学校づくり  

県教育委員会では，開かれた学校づくりを実効性のあるものに
していくために，学校の情報発信に関するガイドラインを作成し
たり，「“学校へ行こう”週間」を設定したりするなどの取組を
積極的に進めている。  

（１）「ひろしま教育の日」関連事業  

   教育に対する県民の意識を高めるとともに，県民総参加の教
育改革を推進し，本県教育の一層の充実と発展を図るため，平
成 13 年 10 月に「ひろしま教育の日を定める条例」を制定し，
11 月 1 日を「ひろしま教育の日」に，11 月 1 日から 7 日ま
でを「ひろしま教育ウィーク」とした。県教育委員会では，

「ひろしま教育の日」の趣旨を幅広く県民に広報するため，メッセージ及びポスター

の原画を募集し，この最優秀作品を使用したポスター及びチラシを配布するとともに，

メイン事業としてフォーラムを開催している。平成 28 年度は，広島版「学びの変革」

の実践事例発表や「高校生の可能性とは～地域の活性化に向けて～」をテーマに高校

生パネルディスカッションを行った。 

また，「ひろしま教育ウィーク」期間事業として，「“学校へ行こう”週間」や県
立歴史民俗資料館及び県立歴史博物館の常設展・企画展，県立美術館の所蔵作品展
及び縮景園の無料開放を実施している。 

（２）「“学校へ行こう”週間」の実施 

「ひろしま教育の日」関連事業として，全県的な学校開放週間の導入を目指し，
平成 12 年 11 月に「“学校へ行こう”週間」を設定した。 
 平成 28 年度は，公立・国立・私立合計約 40 万人の来校（来園）があり，各市町
における広報誌等の情報提供により住民の参加が定着してきた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）学校評議員制度の導入 
平成 12 年１月に学校教育法施行規則その他関係省令が改正され，より一層開かれた

学校づくりを進める観点から，地域住民が学校運営に参画する仕組みとして，学校評

議員制度が導入された。 

これは，学校が保護者や地域住民の意向を把握し，それを学校運営に反映させ，ま

た，その協力を得るとともに，学校運営の状況などをこうした人々に周知させ，学校

としての説明責任を果たしていくためである。 

本県においても，県立学校については平成 13 年度から全校に導入され，小・中学校

についても平成 27年３月末日現在（学校評価等実施状況調査（平成 26年度間）），55.5％

の学校で導入されている。 

なお，県立学校については，平成 27 年４月１日付けで県立学校長に対する事務委任

 
 

・ 参観日に“ミニミニ運動会”を行い，普段の参観日より多くの父親の参加があった。また，学
級懇談会では，子育ての悩みや基本的生活習慣などをテーマに保護者同士で交流しあう機会を持
った。（福山市立手城幼稚園） 

・ 全学級で道徳の時間を公開し，授業後に「きまりを守ること」について，家庭や学校での様子
を小グループで話し合い，家庭での様々な約束ごとなどについて意見交換を行った。その後，ス
クールカウンセラーによる，「子供のストレスとの付き合い方」と題して講演を行い，家庭での子
供への声のかけ方などを考える機会となった。（安芸太田町立加計小学校） 

・ 総合的な学習の時間「食を探る」において，地場産物を取り入れた弁当を作るための課題設定
や情報収集を行い，全校生徒が各自で作る弁当の計画を立てる。各自作った弁当を持参し，その
中から，学級代表，学校代表を選出する弁当コンテストを“学校へ行こう”週間中に実施。（東広
島市立八本松中学校） 

・ 中学生が自分の興味関心を持つ分野，得意とする分野について，発展的な学習内容にチャレン
ジする「中学生ステップアップコンテスト」を実施し，参加した中学生の高等学校教育に対する
理解を深め，進学に向けて学習意欲の向上を図った。高校生も審査委員として運営に加わり，中
学生と交流を深めることができた。（呉宮原高等学校） 

・ 「早寝早起き朝ごはん」啓発のスタンプラリーを行い，基本的な生活習慣の定着を図った。ま
た，神楽愛好会の高等部生徒が，演目「伊吹山」の上演を行い，児童生徒や保護者，地域の方々
に伝統的な神楽を披露した。 (庄原特別支援学校) 

学校等における特色ある取組  



規程を改正し，校長が学校評議員の委嘱・解嘱ができるよう見直しを行った。 

 

４ 地域の教育力の活用  

子供たちの「生きる力」を育むためには，学校，家庭，地域がそれぞれの役割を果た

すとともに，十分連携していくことが重要である。そのため，学校と地域の人々が目標

（子供像）を共有し，地域の人々と一体となって子供たちを育んでいく「地域とともに

ある学校」づくりが求められている。地域の人々が日常的に学校に関わることにより，

子供たちにより豊かな学びと心の安寧をもたらすとともに，社会性や郷土愛を育むこと

ができる。 

（１）学校運営協議会制度の導入 

学校運営協議会制度は，これまでの学校運営の改善の取組を更に一歩進めるも

のとして，平成 16 年６月の「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」の改正

により，保護者や地域住民の声をより的確に公立学校運営に反映させることを目

的として導入されたものである。この学校

運営協議会が設置された学校が，コミュニ

ティ・スクールと呼ばれる。  

   コミュニティ・スクールにおいては，      

学校運営協議会を通じて，保護者や地域住

民が一定の権限と責任をもって学校運営に

参画することにより，そのニーズを学校運営

により一層的確に反映させるとともに，学

校・家庭・地域社会が一体となってよりよい

教育の実現に取り組むことをねらっている。

また，地域の創意工夫を生かした特色ある学校づくりが進むことで，地域全体の活性

化も期待されている。 

   学校運営協議会は，主に次のようなことを行うこととされている。 

 

 

 

   また，学校運営協議会の委員には，法律上，必ず地域住民や保護者が含まれるが，

それ以外に，その学校の教職員，大学教授等教育行政や学校教育に識見を有する有識

者，社会教育関係者などが考えられ，教育委員会によって任命される。 

   この学校運営協議会は，小・中学校をはじめ，幼稚園や高等学校，特別支援学校，

義務教育学校，全ての公立学校に設置できることになっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 学校運営の責任者は校長であり，学校運営協議会が校長の代わりに学校運営を決定・実施するもの

ではありません。  

○ 校長が作成する学校運営の基本方針を承認する。 

○ 学校運営について，教育委員会又は校長に意見を述べることができる。 

○ 教職員の任用に関して，教育委員会に意見を述べることができる。  

参考ＨＰ：文部科学省「コミュニティ・スクール」（学校運営協議会制度） 

コミュニティ・スクールのイメージ 



（２）学校と地域が連携する体制づくり 

教育基本法では，第13条におい

て，教育の目的を実現する上で，

学校，家庭及び地域住民等の相互

の連携協力が重要であるとされ

ている。 

また，現行学習指導要領でも第

１章総則において，「学校がそ

の目的を達成するため，地域や学

校の実態等に応じ，家庭や地域の

人々の協力を得るなど家庭や地

域社会との連携を深めること」が

示されている。 

これを具体化する方策として， 

学校・家庭・地域が一体となって地域ぐるみで子供を育てる体制づくりが効果的

である。この体制では，上図のように，まず，学校関係者，ＰＴＡ関係者，公民

館職員等で構成される協議会組織が，学校と地域がどのような連携を行うかとい

う方針などについて，企画立案を行う。そして，活動の中核的役割を担う「地域

コーディネーター」が，実際に活動を行う「地域ボランティア」との連絡調整を

行うことで，組織的な教育活動を地域ぐるみで行うことができる。 

   こうした，より多くの幅広い地域住民の参画を得た多様な活動を，持続的に実

施する体制をつくることで，教員や地域の大人が子供と向き合う時間が増加する

とともに，地域の教育資源を学校内外での教育活動に生かすことができる。 

 

 

参考ＨＰ：ホットライン教育ひろしま 生涯学習・社会教育 家庭・地域の教育力の向上 

 

【取組例：阿品台中学校区の学校支援体制〔阿品台中学校区学校支援地域本部（廿日市市）〕】 

 

○特 徴―阿品台中学校区学校支援地域本部は，阿品台西小学校，阿品台東小学校 

を中心に活動する２つの学校支援地域本部が連携して，阿品台中学校を含 

めた学校支援活動を行っており，中学校区で地域が一体となった活動を行 

っている。教科の指導補助を行う学習支援や，３校合同の地域清掃活動な 

ど，幅広い活動を活発に展開するとともに，放課後子供教室の開設や，長 

期休業中に中学生対象の補充学習など学習支援も行っている。 

○活動事例―図画・工作等の作業を伴う学習の支援，放課後等の宿題やりきり教室等 
 

【取組例：千代田地域の学校支援体制〔千代田地域学校支援連絡協議会（北広島町）〕】 

 

○特 徴―千代田地域学校支援連絡協議会は，校種を超えて５小学校，１中学校， 

１高校の７校を地域全体で支援し，学校と連携した取組を実施している。 

ゲストティーチャーなどの学習支援や，児童生徒とともに行う地域の清掃 

活動（一斉ボランティア清掃）等を行っている。また，学校間及び学校と 

地域の連携を更に深めるために，各校の取組を児童生徒が地域に発表する 

「千代田っ子フェスティバル」を学校と共催している。 

○活動事例―読み聞かせや仕事見学などの学習支援，登下校の見守り活動や挨拶運動等 

 

 

 

 

 

学習支援の様子  

一斉ボランティア清掃  

 

 

 

 

    地域ボランティア 
（幅広い地域住民等の参画） 

学校 

地
域 

 連
携
協
力 

 ○ 協議会組織の設置 
構成：学校関係者 

ＰＴＡ関係者 
公民館職員 
自治会等関係者等 

調整 

調整 

地域コーディネーター 
（退職教職員，ＰＴＡ経験者等） 

学校と地域の連絡調整等 

 【活動例】 
授業補助， 課題解決型地域学習，読み聞かせ等 



５ 特色ある学校づくり  

  いじめ問題，学力低下や規範意識の低下など多くの教育課題を抱え，改めて学校，

家庭，社会の在り方が問われている現在，各学校は，自校の教育目標の達成を目指

して，学校内外の資源や特色を生かし，それぞれの学校の教育の質を高めていく必

要がある。 

  現行学習指導要領第１章総則には，「各学校において，児童（生徒）に生きる力を

はぐくむことを目指し，創意工夫を生かした特色ある教育活動を展開する中で，基

礎的・基本的な知識及び技能を確実に習得させ，これらを活用して課題を解決する

ために必要な思考力，判断力，表現力その他の能力をはぐくむとともに，主体的に

学習に取り組む態度を養い，個性を生かす教育の充実に努めなければならない。」と

示されている。 

  各学校では，自主性・自律性のもとに創意工夫を生かした教育課程を編成し，責

任をもって実施するとともに，評価し，改善していくことが一層期待されている。  

  ここでいう特色ある学校づくりとは，単に他の学校と違った珍しい教育活動を行

うことではなく，地域や子供の実態を十分踏まえた上で，子供にどのような力を付

けていくか，どう伸ばしていくか，自校の課題を明確にした上で改善を図っていく

ことである。 

各学校の創意工夫を生かした教育課程の編成や教育活動が「特色」となるもので

あり，決して「特色ある学校づくり」そのものを目的にしてはならない。   

（１）教育課程編成のポイント 

  ア 教育課程編成の主体 

    学校において編成する教育課程とは，「学校教育の目的や目標を達成するた

めに，教育の内容を児童生徒の心身の発達に応じ，授業時数〈授業時数や単位

数〉との関連において総合的に組織した学校の教育計画」である。  

    教育課程の編成における主体は各学校であり，その長たる校長が責任者とな

って編成することとなる。  

     

  

イ 教育課程編成とカリキュラムマネジメント 

学校は，教育課程の工夫を通して学校教育目標を実現する。言い換えれば，

学校の教育目標実現のために教育課程を活用するのであり，その意味で学校の

教育課程は「経営的視点」「経営的手法」が欠かせない。  

    カリキュラムマネジメントとは，学校教育目標の達成を目指して，学校内外

の資源や特色を生かし，それらを結び付けて，教育課程の基準に基づきつつ，

自主的・自律的に教育課程を編成，展開し，それぞれの学校の教育の質を高め，

改善を図っていく経営の具体的な方策をいう。  

カリキュラムマネジメントを円滑に進めるためには，「計画（Ｐ）」→「実施

（Ｄ）」→「評価（Ｃ）」→「改善（Ａ）」という一連の過程が重要になる。各学

校が創意工夫して特色ある教育課程を編成するとともに，ＰＤＣＡというマネ

ジメントサイクルの中で，どのような課題があるから，どのような力を付けるた

めに，どのような教育活動をするのか，絶えず見直しを図らなければならない。 

 

 

参考：本誌 第３章 「是正指導の徹底」学習指導要領等に基づいた指導 Ｐ188 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

学校評価を実施するに当たり各学校は，「計画」の中で，経営目標に基づいた

「評価項目」と「評価指標」を定める。その際，教育課程に関わる「評価項目」

を設定するとともに，教育課程を評価するための「評価指標」「評価規準」も定

める必要がある。  

ウ 教育課程の自己点検・自己評価  

各学校においては，編成及び実施した教育課程が，目標を効果的に実現する

ものとなっているか適切に評価し，その改善に活用することが必要である。  

  （ア）教育課程の自己点検・自己評価の対象  

     教育課程の自己点検・自己評価の対象は，教育課程のすべてにわたるもの

であって，教育課程の編成から各教科等における指導計画，指導方法などに

及ぶ。また，教育課程を編成及び実施するために学校の運営上どのような創

意工夫を加えたかということも評価の対象とすることが大切である。    

  （イ）観点と方法  

     評価は，目標と表裏一体の関係になっている。その一般的な観点と方法を

示すと次のようになる。  

指導内容の組織化 

  各教科等の相互の関連と調和  

指導内容の重点化（選択と集中） 

  重点を置くべき指導内容 

 確かな学力の定着を図るため，特に「習

熟の程度に応じた指導」を実施する指導内

容について重点化する。  

例 

 表現力を高めるため，各教科の内容を工

夫するとともに，総合的な学習の時間と各

教科との効果的な関連を図る。  

例 

学校教育目標  

 

※編成の手順については各学校の実態に即して定め

る 

学校としての教育課程の意義，教育課程編成の原則  

基本的方針  全教職員の共通理解  

 

学習指導要領等  

大綱化・弾力化  

 

創意工夫  

子供が  

・何を学んだか  

・何を経験したか  

・何を獲得したか   

目標実現の程度や幼児児童生徒の

変容等 

前年度の学校評価  教育課程編成に関わる法令・規則等の研究  

○教育基本法・学校教育法・学校教育法施行規則  

○学習指導要領  

○教育委員会の管理規則・教育行政施策の方針等  

地域や学校，子供の

実態  

法令及び学習指
導要領等の遵守  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  「いつ」，「誰が」，「何を」，「どのような視点や方法で」評価するのかを明確にし

ておくことが大切である。  

（２）カリキュラムマネジメントを支えるもの  

カリキュラムマネジメントの重要な点は，学校で行われる教育活動と経営活動

を対応させる点である。そのためには，教育活動を支える組織構造（人，物，財，

組織と運営，時間，情報など）を整備することが大切である。合わせて各学校が

それらの条件を生かすために，誰がリーダーシップをとって組織的に目標実現へ

取り組んでいくのかを明確にすることも重要である。  

また，各学校において，ワークショップ型研修を取り入れるなどして，自校の

課題やその解決のための方策を共有し，教師が学校づくりに参画していることを

実感できるような取組を行うことが大切である。  

創意工夫に満ちた教育課程の編成及び実施に当たっては，年間の行事予定や各

教科等の全体計画，年間指導計画及びそれらの実施状況について，計画的に評価

を行い，その評価結果を受け，更に内容を改善し特色ある学校づくりを目指すこ

とが大切である。  

【観点】 

○ 学習指導要領等及び教育委員会等の示す指針の反映  

○ 学校の教育活動全体を通じた学校の教育目標の追求と成果  

○ 子供の実態と教育課程の編成，実施との適合  

○ 教職員や施設・設備等の教育環境と教育課程の編成及び実施との適合  

○ 保護者や地域社会の期待への対応    

【方法】 

○ 全教職員の共通理解の下で協力して組織的に進める。  

○ 年間計画の中に位置付け，計画的に進める。  

○ 多面的で継続的な実施による客観的な評価となるようにする。  

○ 多様な評価資料を基に教育活動の状況を把握する。  



６ 業務改善の推進 

（１）業務改善の必要性 

   「広島版『学びの変革』ア

クション・プラン」をはじめ

様々な教育施策の実施に当た

っては，きめ細かで質の高い

指導を行うことが求められ，

これまで以上に，教材研究や

授業準備，個別指導などの「子

供と向き合う時間」を確保し

ていく必要がある。 

   しかしながら，近年，学校

教育が抱える課題が複雑化・多様化し，学校や教職員に求められる役割が増加す

る中，本県においても，業務改善モデル校の教職員を対象に実施したアンケート

調査によると，教員が印刷や諸費会計業務など，児童生徒の指導に直接的に関係

のない業務に多くの時間を費やしている状況が見られた。 

   こうしたことから，業務改善に取り組み，「子供と向き合う時間」をより確保す

るとともに，教職員のモチベーションを高めることで，学校を活性化し教育の質

を向上させるための環境を整備することが必要となっている。 

（２）取組のポイント 

  ア 組織的・自律的な取組 

    業務改善を進めていくには，各学校で推進チームを編成するなど校内体制を

整備し，各学校における現状や課題を踏まえた改善策を策定・実行していくと

いう，ＰＤＣＡサイクルを回しながら自律的に取り組むことが基本となる。 

 業務改善におけるＰＤＣＡサイクル（例） 

 
  イ 全教職員による参画 

    ＰＤＣＡサイクルを回していく上では，業務改善の目的を明確にし，教職員



全員で共有することが大切である。計画段階（Plan）においては，校内研修な

どにより，全ての教職員で課題や改善策について話し合い，実施段階（Do）に

おいても，改善策を明文化するなどして周知した上で，全ての教職員で共有し，

実行することで，改善効果の実感度合いが高まる。 

    また，教職員の日々の業務の中での気付きやアイデアを取り込み，教職員全

員が業務改善の取組に参加することで，取組を組織的なものとするだけでなく，

教職員一人一人の学校経営への参画意識やチーム意識を高め，学校を活性化す

ることにつながる。 

（３）モデル校等における取組事例 

   平成 25 年３月に発行した「業務改善事例集」には，取組を進めるための具体的

な手法とともに，次表のとおり取組の視点ごとに事例を掲載しているので，各学

校における取組の参考にしていただきたい。 

取組の視点 モデル校等における取組事例 

① 業務分担の見直し 
・業務分担表による「見える化」  

・保護者や地域のボランティアの活用  

② 業務の進め方の改善  

・年間スケジュールや提出期限の「見える化」  

・起案前の方針確認，専決の活用  

・定時退校日・部活動の休養日の実施 

③  個別業務の精選・ 

省力化の工夫 

・各種会議・職員朝会の精選，見直し 

・校内における取組や行事の精選，統合 

・アンケート集計のマークシート化  

④ ＩＣＴの活用 

・共有フォルダの整理，ファイル名の統一  

・校内ＬＡＮ・グループウエアを活用した情報の共有  

・指導要録の電子化  

⑤ 整理整頓の工夫  
・物品の保管場所の「見える化」 

・職員室等のレイアウトの変更  

 

（４）取組の普及 

   県教育委員会では，これまでも「業

務改善事例集」や「『業務改善事例集』

活用モデル集」，業務改善に関する好事

例 等 を 紹 介 す る リ ー フ レ ッ ト

「Challenge!!業務改善」を発行するな

ど，学校の業務改善の普及を図ってい

るところであり，各学校においては，

これらを活用しながら，自律的な業務

改善の取組を継続的に進めていくこと

が大切である。 

参考ＨＰ：ホットライン教育ひろしま「学校の業務改善」 

参考：本誌 資料 「学校における業務改善」Ｐ285 


