
事業評価シート（令和元年度実施事業） 

 

事業名 （県立）基本研修 

 

１．事業の整理 （「どのような成果を期待して何をどのように行っているのか」その事業の目的等） 

目 的・必要性 基本研修計画に基づき、経験年数・職務内容に応じて必要となる知識・

技能等を習得し、教職員としての資質・能力の向上を図る。 

概 要 

 

・県立学校等若年教員研修会１年目（１０日間） 

・県立学校等中堅教諭等資質向上研修会（５日間） 

・県立学校等エキスパート教員研修会（１日間） 

・県立学校等副校長・教頭研修会（２日間） 

・県立学校等校長研修会（１日間） 

・県立学校等新任校長研修会（１日間） 

 

※県立学校等指導教員・教科指導員研修会（１日間） 

※県立学校等新任研修主任研修会（１日間） 

内 容 

(誰がどのように何を

やるのか) 

「平成３１年度県立学校等基本研修事業実施計画」に基づき、上記各研

修会を実施した。実施に際して、運営資料及びテキストを各研修会担当責

任者並びに担当者で作成し、当日の運営については教育センター及び本

庁、体育研究所の県立籍指導主事で協働しながら行った。また、各研修会

の各回終了時には、「基本研修のまとめ」（「事業評価」）を実施し、受講者

の研修内容の理解度や教職員育成指標の資質・能力の向上に役立つ研修内

容であったか等を把握し、今後の研修に生かすようにした。 

 県立基本研修事務局は、本庁をはじめとする関係各課や研修会担当者と

の連絡・調整、県立基本研修部会の運営及び議事録作成、各研修会資料等

の保存、学校への各種通知文作成・発送等を行い、県立基本研修事業を推

進した。 

目 標 

(どのような成果を期

待するのか) 

国や県における教育の動向を受け、また、教職員の大量退職、大量採用

時代を迎えたことを視野に入れ、教育センターが実施する基本研修におい

ては、教職員育成指標に示されたキャリアステージに応じた以下の資質・

能力の向上を図ることを目指す。 

・教育公務員に求められる基礎的な能力（法令遵守、事務処理） 

・教育公務員の使命と責任（使命感と熱意） 

・学習指導と評価の力（授業構想、授業展開、授業評価と改善） 

・生徒指導と集団づくり（児童生徒理解、指導・支援） 

・連携協働力（学校組織の理解と参画、自己啓発・人材育成、危機管理、

保護者・地域等との連携） 

 



２．評価指標 （総括的評価を行うに当たり内部で立てた評価指標） 

達成指標（行動） 目標値 実績値 

・研修の効率的・効果的な受講

に向け、研修動画を活用した

研修の実施 

【エキスパート研講義(1)】 

【若年研１年目講義(3)】 

※( )は講義数 

※中堅研の講義「福岡県の教育

行政」を録画・配信し、エキス

パート教員研の講義「教育行政

について」に代える。 

※若年研１年目のセンター指

導主事による講義の一部を動

画配信による研修に代える。 

※配信方法案：センターH.P・県

立学校共有フォルダ・DVD等 

高校教育課と研修動画を活用

した研修の実施について検討 

・対象講義及び研修計画の検  

討 

・動画配信に係る実施要領の

検討（目的・内容・方法・留意

事項等） 

・高校教育課との検討開始 

・事務局における対象講義

の検討終了 

→高校教育課へ提示済 

・動画配信に係る実施要領

の原案作成 

・研修の効率的・効果的な受講

に向け、タブレット端末等の

活用 

【全研修会で実施】 

※指示された資料についてタ

ブレット端末等での持参を可

能とする。 

高校教育課とタブレット端

末等の活用の方向性につい

て検討 

・センター内での検討 

・高校教育課との検討開始 

・県立基本研修部会案の策   

 定 

 →総括等会へ提出 

・県立学校等基本研修計画書に

基づいた研修の実施 

各研修会の実施及び評価 

（評価は下記内容について平

均値（４点満点）を算出し、

3.5以上を目指す。） 

Ａ：研修の内容がどの程度理

解できたか 

Ｂ：「育成指標（指標）」の資

質・能力の向上に役立つ

内容だったか 

①県立学校等若年教員研修会

１年目 

②県立学校等中堅教諭等資質

向上研修会 

③県立学校等エキスパート教

員研修会 

④県立学校等副校長・教頭研

修会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①受講対象者数：２７２名 

Ａ：3.89、Ｂ3.96 

②受講対象者数：８０名 

Ａ：3.84、Ｂ3.91 

③受講対象者数：７１名 

Ａ：3.68、Ｂ3.75 

④受講対象者数：１９８名 

Ａ：3.91、Ｂ3.98 



⑤県立学校等校長研修会 

 

⑥県立学校等新任校長研修会 

 

※県立学校等指導教員・教科

指導員研修会 

※県立学校等新任研修主任研

修会 

⑤受講対象者数：１２４名 

Ａ：3.88、Ｂ3.94 

⑥受講対象者数：２１名 

Ａ：3.94、Ｂ：4.00 

※受講対象者数：２４０名 

Ａ：3.85 

※受講対象者数：５７名 

Ａ：3.74 

 

３．総括的評価 （評価指標の実績を基にした総括的評価） 

評価項目 評価 判断理由 

事業の必要性 

(教育センターで実

施すべきか) 

４ 基本研修は、「平成３１年度県立学校等基本研修事業実施計画」に

基づき、実施されている。教職員の経験年数や職能に応じて、該当

者が全員受講すべき必修の研修であり、その一部は教育公務員特例

法第２３条、２４条に定められた法定研修である。 

本県教職員の資質・能力の向上を図るという基本研修の目的を達成

するために、県教育委員会が主催し、教育センターが主管する必要性

の高い研修である。 

事業の内容 

(妥当な内容であっ

たか) 

４ ○ 「研修の効率的・効果的な受講に向けた、研修動画を活用した研

修の実施」では、高校教育課との検討を開始することができた。検

討開始に当たり、事務局で研修動画を活用した研修が可能な講義

の検討及び実施要項案の作成を行い、高校教育課へ提示した。さら

に、動画配信に係る実施要領の原案作成を行った。 

○ 「研修の効率的・効果的な受講に向けた、タブレット端末等の活

用」では、高校教育課との検討を開始することができた。検討開始

に当たり、部会員からの意見集約、部会における検討を経て「県立

基本研修部会案」を策定し、総括等会へ提出した。 

○ 「県立学校等基本研修計画書に基づいた研修の実施」では、経験

年数・職務内容に応じて必要となる知識・技能等の習得、教職員と

しての資質・能力の向上を図るため、関係機関と協働しながら各研

修会の運営を行った。 

事業の有効性 

(効果はあったか) 

４ ○ 「研修の効率的・効果的な受講に向けた、研修動画を活用した研

修の実施」及び「研修の効率的・効果的な受講に向けた、タブレッ

ト端末等の活用」においては、検討に必要な情報の整理や提供を十

分行うことができたと考える。 

○ 「県立学校等基本研修計画書に基づいた研修の実施」については、

受講者の研修内容の理解度の平均が 3.84、「育成指標（指標）」の資

質・能力の向上に役立つ内容だったかという評価の平均が 3.92 と

共に高いことから、適切に研修を実施することができたと考える。 

※［評価］４：妥当 ３：ほぼ妥当 ２：要検討 １：不十分 

 



４．課題・問題点 （以上の自己点検・評価結果から見えてくる課題・問題点） 

課題項目 課題・問題点 

研修運営 ○ 県立基本研修は、高校教育課主催の研修であり、研修の内容や方法等の

運営全般について、常時確認及び指示を受ける必要がある。今後も連携を

強化しながら、研修動画を活用した研修の実施及びタブレット端末等の

活用についての検討を進める必要がある。 

 

研修内容・方法 ○ 県立学校等基本研修計画書に基づいた研修の実施の継続に向け、研修

の企画、実施、評価システムの効率的な運用を進める必要がある。 

○ 教員の大量採用に伴い、講師経験等に配慮しながら、各教科等の専門性

向上に係る研修を充実させるとともに、受講者がより主体的に学んでい

く仕組みを充実させていく必要がある。 

○ 教育センターのもつ情報を発信したり、効果的に活用したりする研修

の実施が必要である。 

 

 

５．令和２年度の改善及び進捗状況 

（課題・問題点に対し、令和２年度の事業に反映させた改善点及びその進捗状況） 

改善項目 改善状況 

研修運営 ○ 高校教育課等との研修動画を活用した研修の実施やタブレット端末等

の活用についての検討を行う。実施が決定された場合、対象講義及び実施

計画、実施要項の検討や研修動画作成等に取り組む。 

【中・長期的】 

○研修動画を活用した研修の実施（Ｒ３～４） 

○研修動画を活用した研修の見直し（対象講義、講義内容等）（Ｒ４） 

研修内容・方法 ○ 外部講師による講義において、講師と教職員育成指標を確認し、講義の

目的や内容等の打合せを丁寧に行う。 

○ 研修後の還元状況を把握するシステムについて、専門研修部会や義務

基本研修部会と情報共有しながら検討を進める。 

○ 受講者が主体的に研修できるよう、講義、演習、協議等の様々な形態を

取り入れながら、研修方法を工夫する。 

○ 県立基本研修指導主事説明会及び教科別等研修説明会にて、各事業の

ＰＲや成果物等の情報発信についての共通理解を図る。 

【中・長期的】 

○研修後の還元状況を把握するシステムの作成、運用（Ｒ３～４） 

○教育センター各事業のＰＲや成果物の情報発信の推進（Ｒ３～４） 

 

  



事業改善一覧表（令和３年度以降に向けて） 

（事業名）県立基本研修 

項  目 
事業評価委員会での意見 

課題・問題点 

〇：R３年度改善 

△：中期的に改善 

×：対応困難 

改善内容 

対応困難理由 

研修内容 県立学校の定員割れが年々

ひどくなり、私立高校のPR状

況をみると、この傾向はさら

に加速すると考える。また、

国においては、課程の見直し

も提言されている。魅力ある

授業づくり高校づくりの研修

内容をさらに強化していただ

きたい。（「魅力ある学校づく

り」に繋がる研修） 

 

 

 

 

    〇 

引き続き、魅力ある学校づく

りに参画できる人材育成とい

う視点を取り入れながら、各研

修会における講師の選定や講

義を実施する。 

引き続き、様々な研修方法（講

義、授業研修、課題発表・協議）

を効果的に取り入れ、魅力ある

授業づくりに繋がる研修内容

を充実させる。 

特別支援学校教員の若年教

員研修については、受講者数

が増加した上、経験や年齢層

が広く、対象とする障がい種、

学部も様々であり、限られた

日数と指導主事の人数の中

で、ニーズに応じた内容を準

備することは大変難しい。必

要に応じて高等学校部会の教

科別等研修や義務基本研との

共同を企画するなど、受講者・

学校のニーズに応じられる研

修の検討をお願いしたい。 

 

 

 

 

 

〇 

若年教員研修会においては、

法令順守や使命感と熱意、授業

づくり、児童生徒理解等に関す

る研修を実施し、経験等に関わ

らず、初任者として身に付ける

べき基礎的・基本的な資質・能

力の形成を図っていく。 

特別支援学校教員の研修内容

については、引き続き、受講者

や学校の研修ニーズの把握、評

価・改善に取り組み、継続的な

検討を行う。 

研修方法 動画配信による研修の早期

実施を期待している。 

 

〇 

研修動画を活用した研修実施

に向け、実施計画等の検討を行

う。必要に応じ、研修動画を作

成する。 

想定外の事態にあっても安

定的に実施できるよう、平時

よりコンテンツの蓄積などを

行い、代替措置の準備を進め

てほしい。研修動画の作成な

どは単なる危機管理にとどま

らず、本庁との連携やスケー

ルデメリットの克服などにも

貢献可能である。 

 

 

 

 

   〇 

事前に集合研修が実施できな

いと判断された場合は、Zoom

等の web 会議ツールによる研

修を実施する。直前に判断され

た場合は、指導主事講義等の動

画配信による研修を実施する。 

当日、外部講師が来所できな

い事態に備え、緊急時対応講義

データベースの充実を図る。 



学校において受講できる方

法で実施する場合、研修資料

や研修動画を活用し、一部の

研修は学校の管理職や若年研

指導教員等に行っていただく

ことも可能と考える。 

 

 

〇 

災害等で Zoom 等の web 会議

ツールによる研修も実施でき

ない場合は、研修資料や研修動

画を活用した研修を実施する。

研修内容に応じ、管理職等への

協力依頼も研修方法の一つと

して検討する。 

 


