
業務改善モデル校における取組 
（高等学校） 

広島県立広島皆実高等学校 



【三学科が全国をめざす】 H24頃～ 

普 通 科 
体 育 科 
衛生看護科 
専攻科 
 

 

めざせ １００!! 

国公立大学合格者数 １００人 

インターハイ出場者数 １００人 

看護師国家試験合格 １００％ 



学校経営計画（平成 23 年度～平成 28 年度） 

☆ 環境分析の指標の推移状況 

〔普通科・体育科〕 

国公立大学合格者数 H23 H24 H25 H26 H27 H28 
 
 
 
H28 内：旧帝大合格者５人 
（ ）は体育科生徒数 
H29 体育科５人 

現役国公立合格者数 
68 人 
(1) 

85 人 
(2) 

66 人
(1) 

65 人 
(0) 

92 人
(3) 

94 人 
(3) 

現役国公立合格者数 

/卒業生 
28% 36% 33% 27% 38% 40% 

 

インターハイ・全国総文祭等 

全国大会出場者 
H23 H24 H25 H26 H27 H28 

平成23年度から25年度は

インターハイ出場者数 

 

平成 26 年度から全国大会

出場者数（含む文化部） 

出  場  者  数 57 33 63 
155 

(61) 

149 

(67) 

187 

(78) 

 

〔衛生看護科・専攻科〕 

国家資格取得者 H16 年度～ H28 年度 
13 年連続 

看護師国家試験合格 

生徒に対する割合 100％ 

                                        H27～業務改善モデル校 指定 

めざせ １００!! 



【Team MINAMI】が全国レベル 
               H27～ 

全国大会壮行式 「フレフレ皆実!!」 

本館校舎２階 
職員室前廊下「学習コーナー」 



ー 現在の掲示内容 － 
・インターハイ出場６３名 
  男子バスケ部ベスト８ 
  女子バスケ部ベスト16 
  女子柔道５位（２名） 
・愛媛国体出場 
  サッカー少年準優勝 
  弓道少年女子準優勝 
  陸上競技少年男子４位 
・日本陸上競技選手権大会６位 
・Ｈ30全国高校総文祭絵画・彫刻  
                部門出場 
・第20代高校生平和大使 
・全国高校サッカー選手権出場 
・全国高等学校バスケットボール選 
          手権大会男女出場 
・中国大会 
  陸上競技部総合優勝 
  男女バスケ部優勝 
  水泳部７位入賞 

県大会入賞（弓道部遠的優勝，剣道部２位，女子サッカー部３位，女子バレー部５位，新体操部４位など） 
しても掲示できない状況である。 

【生徒の頑張りが教職員のモチベーションへ】 



【業務改善に向けた取組状況】 

１ 校内組織体制（平成27年６月） 

  校務運営会議のメンバー （管理職，指導教諭，学科主任，分掌主任，学年主任） 

 

２ 目標設定と取組内容（平成27年度～28年度） 

 
達成目標 取組項目 

取 組 内 容 

平成２７年度 平成２８年度 

「子どもと向き合う 
   時間の確保」 

校内取組の精選 
学期に１回，各主任から提案されたアイ
デアの検討 

分掌間の相互理解と情報交換を 
もとに業務のねらいの明確化 

指導要録の 
    デジタル化 

作成業務をデジタル化・共有化 
１学年から導入 

校務支援システムの稼働に向け校
内推進体制の強化 

    成果指標 
    （時間の確保ができた教員の割合） 

６０％以上  ⇒  ６３.５％ 
   （目標値）     （第３回目調査値） 

７０％以上  ⇒  ７２.４％ 
  （目標値）     （第３回目調査値） 

「教職員のモチ
ベーションの向上」 

教員の業務の 
     進捗確認 

主任が部員の業務進捗状況を確認 
主任が人材育成の視点で校務運営 
全教職員が「Team MINAMI」を共有 

教務事務支援員 
       の活用 

支援員の環境整備 支援員のモチベーションの向上 
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「子どもと向き合う時間の確保」        「教職員のモチベーションの向上」 

（業務の手助けなどお互いに頼みやすい雰囲気がある） 
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【学校の業務改善に係るアンケート調査】 
ー H27第１回 ～ H28第３回 ー 

「教職員のモチベーションの向上」 

○ H28第２回～第３回 調査で 「８７．７％」  と，飛躍的に向上した。 
 要因：これまでの「Team MINAMI」としての「三学科のまとまり」の機運を土台に， 
     業務改善の取り組みが勢いとなり，「三学科の総合力」として効果が表れた。 



① 本校の業務改善の取組状況 

    

平成２８年度【教職員のモチベーションの向上】 

本校の業務改善の取組状況 

                                  Ｈ28.6.24 

【広島県全体の方向性】 

①「生徒と向き合う時間」（「授業」，「授業準備・教材研究」，「部活動」，「個別指導」）の確保 

②「モチベーション」の向上 

 

【広島県（学校経営支援課）の取組】 

学校の「業務改善に係るアンケート」（Ｈ27）による取り組み 

 ○ 「教務事務支援員」の配置が継続。 

 ○ 「県立高等学校校務支援システム（スクールエンジン）」の導入（Ｈ29 より）。 

  ・今年度，校内推進メンバー ◎○○先生，○○先生，○○先生，○○先生 

 

【広島皆実高校の校内取組の精選】（主な例） 

ポイント 

① 非能率的な業務や組織を見直し新しく能率的なものに立て直す（スクラップアンドビルド） 

② モチベーション向上のために生徒や教職員等のニーズに応じた企画作成や変更 

③ 業務の流れの効率・簡素化 

総 務 部 

「オープンスクール」 
○ 中学校のニーズの多い９月の初旬に変更し，２回を１回にまとめて実施。 

○ 中学校への案内を早く（６月→５月）した。 

「ホームページ」 
 ○ ソフトを使いやすくし，できるだけ迅速に掲載できるようにした。 

進路指導部 

「業務引継書（事業別）」 
 ○ 事業計画・業務のポイント・担当者を明確にし，誰でも担当できるように改善した。 

「各学年進路指導マニュアル」 
 ○ 「生徒の状況」，「指導のポイント」等を明記したマニュアルを作成し，指導の流れ

の効率化を図った。 

教 務 部 

「簡易指導案・相互授業観察票」 
 ○ 昨年度２枚にわたるものをそれぞれ１枚にまとめ，観察者が要点を記入しやすくし

渡すところまで機能できるようにした。 

「指導要録」 
 ○ 電子化を平成 27 年度入学生から開始した。 

生徒指導部 

「交通安全教室」 
 ○ 本校の自転車事故の状況から，年度当初に生徒の意識を高めるために実演型の教室

を実施した。 

「皆実スタンダード」 
 ○ 挨拶・身だしなみ・遅刻・携帯・授業の五項目について，意識を高めていくために

スローガンを作成した。 

保 健 部 

「安全点検」 
 ○ パソコンで入力できるようにし，結果を掲示板に示すことで情報の共有化を図った。 

「美化週間」 
 ○ 清美委員の活動を点検型活動から実践型活動へ変更し生徒の意欲が高まった。 

特別活動部 

「皆実祭」 
 ○ ３年生のステージ発表を１・２年生全員で鑑賞できるように変更した。 

「合唱祭」 
 ○ 生徒が落ち着いて取り組めるよう，３月の終業式前日に変更した。 

事 務 室 

「出勤状況閲覧システム」 
○ 全職員が自己の出勤簿を閲覧できるシステムへの改善 

「カラーファイルの導入」 
○ 文書閲覧・決裁等におけるカラーファイルによる分類（特に個人情報管理を目的） 

「旅行命令簿等の整理」≪平成 28 年度 2 学期より導入≫ 

 ○ 旅行命令簿の記入項目の精選・整理（表のみとする。併せて教員特殊業務従事実績
簿の記入項目の見直し） 

 

 「スクラップ アンド ビルドの取組」 

例） 平成27年度末の「成果発表会」を   

   中止 
 

  平成２７年度に各分掌と事務室が， 

業務改善のために取り組んだ内容に 

ついて，校務運営会議で資料として 

まとめた。 

 

 その資料をもとに，教職員全員で研
修をおこなった。（６月） 

 ＜成果!!＞  

 このことにより，分掌相互の理解や取
組へのヒントの共有ができ，さらに各主
任の達成感が増したことで，部員ととも
に部の自律への意識向上の機運が高
まった。 



② 学科・学年主任会議の機能化 

平成２８年度【教職員のモチベーションの向上】 

  
 ＜成果!!＞  
 特に，「三学科の総合力」の確認
を行い，連携の質の向上(例えば，
「学科・学年主任会議」の開催，充
実）により，切磋琢磨，思いやる，
認め合う「Team MINAMI」の基盤が
より強固になった。 

 

学科・学年主任会議 

○メンバー 

「教頭（全日２，専攻科１）」 

「体育科主任」，「衛生看護科・専攻科主任」 

「１学年主任」，「２学年主任」，「３学年主任」 

 

 

 

 

  

 

 

○連携内容 

 ① LHR，総合的な学習の時間 

 ② 生徒状況 

 ③ 校務の進捗状況 

 ④ その他 

１学年会 

２学年会 

３学年会 

体
育
科 

衛
生
看
護
科
・
専
攻
科 スクラム 

 



平成２９年度【業務改善に向けた取組状況】 
平成29年度 業務改善取組計画表 

学校名（課程） 広島皆実高等学校（全日制） 

１ 取組内容 

「子供と向き合う時間の確保」及び「教職員のモチベーション」について，現状・課題を把握したうえで，達成目標・成果指標・取組等を記載してください。 

(1)現状・課題 (2)達成目標 (3)成果指標 (4)目標達成に向けた取組（行動計画） (5)成果・課題・次年度の展望 

・子どもと向き合う時間の確保 
 H28度は72.4％（H28度第

１回調査より6.3％向上） 

 主任を中心に改善策を協

議する機会が増えてきた。 

・子どもと向き合う時間の確保 
 （必須項目） 

 

・子どもと向き合う時間の確保 
「子どもと向き合う時間の 

確保」がされていると回答 

する教員の割合 

 ⇒80％以上 

（１）「学習時間調査（第Ⅰ期～第Ⅴ期）」並 

 びに「授業評価アンケート（年２回）」のマ 

ークカード化による結果集計とデータ作成 

上の効率化を図る。 

 （教務部が中心となって実施する。） 

 

・教職員のモチベーションの向上 
 「業務の手助けなどお互

いに頼みやすい雰囲気があ

る」割合が87.7％ 

経験年数20年以上の32.9

に比べ20年未満では20.4と

較差がある。  

要因として，仕事を続け

ている理由が20年以上では

プラス要素の「楽しさ」の

ポイントが高く，20年未満

は，マイナス要素の「経済

的圧力」や「慣性」のポイ

ントが高い。  

（２）研究授業や相互授業観察，各教科の取 

組や協議を通じて「教材の共有化」を図る。 

 （本校では，Ｈ28 アンケートにおいて「生

徒と向き合う時間の確保」のための取組と

して高い評価である。） 

・教職員のモチベーションの向  

 上 
 （本校設定項目） 

・教職員のモチベーションの向 

 上 
「業務の手助けなどお互い 

に頼みやすい雰囲気」があ 

ると回答する教員の割合 

 ⇒90％以上 

（３）ベテラン教職員が若手の教職員に「仕

事の楽しさ」や「意義」を伝えたり，気軽

に相談ができる雰囲気づくりを行う。 

（各学科，学年，分掌の主任が副主任と連

携し，「業務の手助けなどお互いに頼みや

すい雰囲気」づくりに努める。） 

※ 必要に応じて行を追加してください。 

 

２ 取組の時期及び手法等 

下記の項目について，実施済の場合は実施時期（月日等）を，未実施の場合は実施予定時期を記載するとともに，その具体的な内容・手法を記載してください。 

項 目 (1)実施（予定）時期 (2)内容・手法等 

校内推進体制等の整備 通年 校務運営会議（管理職・主任等）により構成し，会議の中で必要な事項について協議をしながら推進する。 

業務改善の意義や目的を全教職員が 

共有するための手法 
５月中旬 業務改善取組計画表を全教職員に提示し，意義や目的と合わせて推進体制について説明する。 

学校の取組計画に，学校全体で取り組 

むための手法 
４月・９月・１月 

主任等の業績評価書に「業務改善の成果指標」を達成するための工夫や手法などを計画し，学科会議や学年会，分

掌会議などで部員に理解を図りながら議論を重ねたうえで実行する。主任面談で成果について協議する。 
  



平成２９年度【教職員のモチベーションの向上】 
ー ベテラン教職員（主任等）による気軽に相談しやすい雰囲気づくり ー 

☆主任は，業績評価書へ「教職員のモチベーションの向上」のための行動計画を設定 
 ① 「達成の手立て」に対する工夫やアイデアは，各主任が自由に考える。 

  

 ② 各主任の「達成の手立て」（抜粋） 

   「行事の企画立案は部員に任せたうえで，進捗状況の把握を行う。」 

   「会議のまえに綿密な計画を立てる。」 

   「他分掌と連携を密にし，部員の声を良く聞き，自由に意見ができるようにする。」 

   「起案は部員ができるようにし，参画意識を高める。」 

   「事務遂行に際しては，複数によるチェックを行いミスのない体制づくりをする。」 

   「業務の適切な配分と分担によって，部内の人材育成と業務の軽減を実行する。」 

   「部員のモチベーションが高まるように，声掛けを行う。」 

   「部活動の顧問による部員生徒への面談を実施し，より深い生徒理解を図る。」 

  

 ③ 主任面談 

   業務改善の取組状況について，成果と課題について評価するとともに，あらゆる活動にお  

  いて，生徒の主体的な活動が機能するような取り組みについて協議する。  

 



【部活動休養日への取組】 
○ 部活動休養日の決定について 

  H29.1/16   校務運営会議，教科主任会議，学科・学年主任会議で「協議」  

            「月，火，木（７限の日）の中から設定」 

      1/30   校務運営会議（1/30）で「月曜日」に決定 

     2/9    保護者あてにH29より実施することを通知 

  H29.4/3（月）より「実施」している。 

   

○ 月曜日の理由 

  ・ 体育科を持ち，部活動の活発な本校の特色を「考慮」 

   （強化クラブは，土日に県外遠征や合宿，練習試合などが多く，翌日に生徒，教員とも疲労  

   回復するのに適している。） 

   

○ 生徒の主な反応 

  ・ 疲労回復ができる。気持ちの切り替えができる。 

  ・ 通院やリハビリの時間ができた。 

  ・ 部活動での課題を考えたり，調整のために自宅で軽くランニングをしたり，自分のペースで 

    時間が使える。 

  ・ 学習課題に取り組む時間にしている。     

 

 

Point 
・各先生方の「考慮」に対して，
体育科（強化クラブ）の先生
方が「意気」に感じて，責任あ
る行動へ      

 



【学校の業務改善に係るアンケート調査】 
ー H27第１回 ～ H29第２回 ー  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「子どもと向き合う時間の確保」           「教職員のモチベーションの向上」 

（業務の手助けなどお互いに頼みやすい雰囲気がある） 

％ ％ 

成果指標 80％以上 

成果指標 90％以上 

75.9？ 

《H29第２回アンケート（部活動休養日，定時退校日の成果，課題等）》 
○ 「定時退校日は完璧ではないがかなり努力をしている。」，「ほかの曜日も早く帰る教員が増えた。」，「年度当初のムードが  
  大きく変化している。」 
● 「いまだ，仕事の持ち帰りをしている。」，「部活動休養日の弾力的運用を望む。」，「学習指導，補充指導の確保が困難。」， 
  「業務が減らないのでは意味がない。」 



Team MINAMI 
【PTA活動】 
○常任委員(11名) 
  約半数が，部活動(強化部)の保護者 
  クラス役員にも多数⇒役員きめが早い！ 
 
○活発な活動(学校への理解) 
  9月美化活動に45名（保護者） 
            15名（教職員） 
          約100名（生 徒） 
  PTAバザー 売り上げで「のぼり旗」 
  PTA新聞 ２回／年 
   ＋号外（全国大会特集号） 

【同窓会】 
○教育講演会講師(卒業生) 
 H24 為末  大 氏 
 H25 鴨  義信 氏 脚本家 
 H26 山田 順子 氏 時代考証家 
 H27 奥田 民生 氏 ミュージシャン 
 H28 松本 裕見子 氏 アナウンサー 
 H29 古今亭 菊志ん 氏 落語家 
 
○部活動外部指導者 
 テニス部 ボランティア 
 

     


