
事業評価シート（令和元年度実施事業） 

 

事業名 学校支援部会 

 

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 〇 学校等及び個々の教職員が、福岡県教職員育成指標を踏まえ、自立した研修・

研究を実施することができるようになるために必要な支援を行う。 

○ 県の教育施策等への理解及び啓発を図るために、福岡県教育センターにおけ

る各事業に係る研修・研究の成果等の広報及び学校教育の充実に役立つ教育情

報の提供を積極的・効果的・効率的に行う。 

○ 福岡県の学校教育の充実を図るために、現代の教育課題や経営課題に応じ、

かつ学校等のニーズが高い研修等を提供する。 

概 要 

 

① 教育センター事業への理解・啓発を図る広報活動の企画及び実施 

教育センターの各研修等の担当指導主事が、教育センター事業の紹介及び活

用方法についての広報活動を行う。 

② ホームページ等による教育情報の発信及び整備 

教育センターのホームページやメールマガジン等を通じて、「教育センター

事業の情報や報告」及び「各教育研究所等の最新の教育情報や報告」等を行う。 

③ 教育指導計画書、研究紀要、学習指導案等の収集及び整備 

関係教育機関に提供を依頼し、教育指導計画書及び研究紀要を教育センター

資料室に展示し情報発信をホームページで行うとともに、３月に学習指導案デ

ータベースの新規登録を行う。 

④ 「サポート・シリーズ校内研修」の企画、収集及び実施 

各部で実施されている各研修等のスライドやワークシート等のデータを集

約し、ホームページで配信する。 

⑤ 「どこでもセミナー」の企画及び実施 

各部の開設講座について、５月中旬から３月中旬までの期間、学校等から受

けた依頼に応じた指導主事の派遣に係る手続きを行う。 

⑥ 「派遣コンサルタント」の実施 

５月中旬から３月中旬までの期間、学校等から受けた依頼に応じた指導主事

の派遣に係る手続きを行う。 

⑦ 「学校支援なんでも相談室」の開設 

電話やメール等における学校からの各種相談について対応し、各機関及び教

育センター各部への取次や紹介、情報提供等を行う。 

内 容 

(誰がどのように何をや

るのか) 

間接的な支援の充実及び事業部会組織のチーム化 

重点１：教育センターホームページのバージョンアップ（ＨＰチーム） 

重点２：学習指導案データベースの充実（ＤＢチーム） 

重点３：積極的な情報発信への意識を高めるための啓発活動（ＰＲチーム） 

目 標 

(どのような成果を期待

するのか) 

重点１：幅広い利用者を想定した「使いやすく見やすいホームページ」実現の

ための運用ルールの策定及びそれに則ったページ作成と既存ページ

の改善 

    利用者のニーズに応えるために必要かつ効果的な情報の「積極的な提



供・発信」及び「質的・量的な管理」の実施 

重点２：学習で使用した資料等の添付や「多様な教科等の学習指導案」を収集

するシステムの構築 

重点３：教育センター職員の「広報活動」への意識や意欲の向上を図る取組及

び「サポート・シリーズ校内研修」の充実を図る取組による、研修や

研究の成果等の効果的・効率的な広報及び情報提供 

 

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 

重

点

１ 

②ホームページ運用ルールの策定 年度内の策定完了 
策定完了 

※令和２年度より運用開始 

②ホームページ 

１年間のアクセス件数（外部） 

ホームページ更新回数 

他機関とのリンク作成 

前年度以上 

H30：224,166件 
更新76回 

新規リンク先０ 

R１：224,452件（前年比 1.00） 
※事業の充実・改善アンケートより 

HP活用しやすくなった：99％ 
※更新数115回 

※新規リンク先12箇所 

②メールマガジン 

１年間の発行回数 

12回（月1回） 
H30：県立学校及び教育事務

所に配信 

12回発行 
※事業の充実・改善アンケートより 

メルマガの情報役立つ：98％ 
※市町村教育委員会を通じて小・中学

校に配信開始 

※Facebook配信開始 

③教育指導計画書 

１年間の収集数 

36冊 
※６教育事務所から小・中 

それぞれ３校分を収集 
36冊 

③研究紀要 

１年間の収集数 

100冊以上 
H30：102冊 

109冊 
※ＨＰでの公開開始 

重

点

２ 

③学習指導案データベース 

新規登録件数 

100件以上 
H30：127件 

ｱｸｾｽ数：780,258件 

106件 

アクセス数：648,519件 
※小：43、中：24、高：20、特：11 

小特：５、中特：１、小通：２ 

③昨年度登録がなかった教科等 

新規登録件数 

Ｈ30：６教科等 
小：２（生・総） 

中：４（技・道・特・総） 

６件（３教科等） 
※中：道４、特１、総１ 

重

点

３ 

①事業広報活動 

１年間の実施回数 
119回 

（専研99、基本研18、他3回） 
127回 

※ＱＲコード及びリンク作成の推奨 

④サポート・シリーズ校内研修 

１年間の配信数 

13シリーズ 
H30：12シリーズ 

合計25シリーズ以上 

15シリーズ 
※事業の充実・改善アンケートより 

課題解決に役立った：100％ 
※他機関作成の教育資料48件登録 

（義務・福岡事・北九事） 

そ

の

他 

⑤どこでもセミナー（13講座） 

１年間の開設日数 
205日 

H30実施件数：77件 
205日 

※実施数69件 

⑥派遣コンサルタント 

１年間の開設日数 

205日 
H30実施件数：329件 

205日 
※実施数82件 

⑦学校支援なんでも相談室 

１年間の開設日数 
241日 

H30受付件数：245件    
241日 

※受付件数156件 

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 学校を取り巻く課題はますます複雑、多様化しており、県内の公立学校等

が全ての課題に対応したり解決したりしてくことは困難である。福岡県の

学校教育の目標達成及び自律的かつ主体的な研修、研究ができる公立学校

等を実現するために、教育情報や資料等を提供する間接的な支援の充実と、

県立学校等への直接的な支援を行うことは、福岡県における教育センター

の使命を果たす意味でも重要な事業であり急務である。 

事業の内容 

(妥当な内容であった

か) 

３ 重点１～３に関わる①から④の間接的な支援については、学校等の自律

的かつ主体的な研修、研究等の推進及び実現のために妥当な事業内容であ

ると考える。 

⑤から⑦の直接的な支援については、学校等が自律的、主体的に実施する研

修、研修等のニーズに応じる形で実施していることから妥当であると判断

できる。 

事業の有効性 

(効果はあったか) 

４ 重点１については、「ホームページ掲載・更新ルール」の策定及び更新回

数の増加から、教育センターホームページの質的・量的な管理が可能となる

運営体制づくりが、おおむね構築できたと判断する。また、それぞれの実績

値及び改編したホームページに対し、99％の利用者が「活用しやすくなっ

た。」と答えていることから、学校等のニーズに応える十分な効果が得られ

たと判断できる。 

重点２については、アクセス数、学習指導案の新規登録件数及び登録内容か

ら、教育センターの情報収集・発信機能の維持のために、おおむね有効な数

であると判断する。 

重点３の広報活動については、学校支援事業の内容を何で知ったかという

問いに対し、「研修受講時の事業説明 41％」「リーフレット・チラシ 22％」

との回答が得られたことから、各研修等における 127 回の広報活動は、十

分な効果が得られたと判断できる。 

また、サポート・シリーズについては、新規シリーズ15に加え、他機関

からの提供資料等48件を配信できたこと及びサポート・シリーズは役立っ

たかという問いに対し、全ての利用者が「役立った。」と答えていることか

ら、十分な効果が得られたと判断する。 

※［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 

関係教育機関と

の連携強化 

昨年度、教育センターホームページで、県立図書館及び福岡管区気象台のリン

クをはじめ、新規に 12か所を設定し、各機関の教育情報を教育センターメールマ

ガジン等で紹介した。今後、ホームページを福岡県の教育情報プラットフォーム

として機能させるために、更なる連携強化及び拡大が必要である。 

間接的な支援の

更なる充実及び

業務整理 

支援の質を高めること、支援にアクセスしやすい環境づくりは、今後更に需要

が高まると考えられる。学校等のニーズ調査に基づく「間接的な支援」を、事業部

会としての最優先業務とする必要がある。 

意図的・組織的・

計画的な広報活

動 

昨年度までも教育センター各事業と連携し広報活動を行っているが、広報の効

果を高め、効率化を図るために、提供する成果物の質的向上、ニーズ等調査による

分析結果を踏まえた戦略的な広報活動及び所員の広報活動に対する啓発を行う取

組が必要である。 

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 

重点１ 

連携・協働の推進 

① 県教育行政機関とのリンク作成 

・県立美術館、九州歴史資料館、青少年科学館、自然の家等と協議し、リン

クを作成し、各機関の教育情報をメルマガやフェイスブックで紹介する。 

② 福岡教育大学附属学校との連携協議 

・サポート・シリーズ実践授業「教材集」への資料提供を依頼する。 

③ 派遣業務の部班への移管 

・令和３年度「〈新〉支援事業部会」の目的を「教育資料及び教育情報の収集、

管理、提供」とし、直接支援は「学校支援なんでも相談室」管理のみとす

る。そのため、「どこでもセミナー」及び「派遣コンサルタント」に係る業

務を、令和３年度から各部班に移管できるよう準備及び各部班との連絡調

整を行う。 

 

中・長期的 

・〈新〉支援事業部会の運営開始〔関係教育機関との連携、HP運営業務〕（R3） 

・教育情報プラットフォーム「E-PARKふくおか」の運営（R4） 

・九州各県との連携検討〔九州教員研修支援ネットワークを通じて〕（R4） 

重点２ 

間接的な支援の 

充実 

① 教育資料及び教育情報の収集、管理及び発信の継続と充実・発展 

・「サポート・シリーズ」「学習指導案データベース」「教育資料等（教育指導

計画、研究紀要等）」「メールマガジン」「フェイスブック」「学校支援なんで

も相談室」の達成指標を明確に定める。 

② どこでもセミナー講座の精選 

・県立学校対象及び現在の教育課題に対応する講座のみに厳選する。 

 
中・長期的 

・サポート・シリーズの継続作成（R3作成終了） 

・サポート・シリーズに代わるR4～6年度に取り組む新規事業の企画（R３） 

重点３ 

広報活動の推進 

① 広報活動年間計画の策定と直接広報活動の完全実施 

 ・「アクセス数」や「事業の改善・充実に関するアンケート」に基づき、広報

する内容と時期を明記した「広報活動年間計画」を策定する。 

 ・研修講座、学校訪問時は、最も効果が高いチラシ配布やホームページの直

接視聴による広報活動を必ず実施する。 

② 所員への啓発の取組 

 ・直接的な広報活動の実施率の向上及び所員の意識向上を図るため、所員対

象の「広報活動に関するアンケート」を実施する。 

 

中・長期的 

・教育センターホームページトップ画面の改編検討（R3） 

・動画コンテンツ配信の管理（R2～4） 

・〈新〉教育センターホームページ「E-PARKふくおか」の開設（R4４月上旬） 

 

【Ｒ１新規リンク】12箇所 

特別支援教育課、人権・同和教育課、社会教育総合センター、県立図書館、福岡管区気象台 

福岡市教育センター、北九州市立教育センター、久留米市教育センター 

文部科学省、特別支援教育総合研究所、国立教育政策研究所、独立法人教職員支援機構 

【Ｒ２新規リンク予定】6箇所 

福岡県立美術館、九州歴史資料館、福岡県青少年科学館、福岡県立英彦山青年の家、福岡県立少年

自然の家「玄海の家」、体育スポーツ健康課 

  



事業改善一覧表（令和３年度以降に向けて） 

 

（事業名）支援事業  

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 

直接的な支援の精査及

び教育センターホーム

ページ等、間接的な支

援のさらなる充実 

 各学校等が自律的で主体性の

ある研究や支援ができるよう、

教育に関する最新情報を発信す

る間接的支援に加え、学校等が

主催する教育課題に応じた研修

会に教育センターの指導主事が

出向く「派遣コンサルタント」や

「どこでもセミナー」等の支援

は教育センターの機能の中でも

ウエイトが高まっていた。ただ、

後者の直接的な支援については

マンパワーの限界もあるため精

査し、ホームぺ―ジ等による間

接的な支援をより充実させる方

向が教育センターの使命として

重要である。 

〇 

令和２年度以降、教育センター

で実施する基本研修の日数が増加

しているため、指導主事派遣が以

前より日程的に困難になりつつあ

る。そのため、学校の自律的で主

体的な研修・研究を支援する目的

で、現在30本配信しているサポー

ト・シリーズ校内研修を引き続き

作成し配信する予定である。また、

令和２年度開設の「ふくおか学び

の応援サイト」において配信中の

ＩＣＴ活用に関する動画等、今後

も学校の教育活動の充実に資する

コンテンツを作成、収集整理し、

間接的な支援のさらなる充実を図

る。 

サポート・シリーズ校

内研修及び学習指導案

データベース等のさら

なる充実と情報発信  

学習指導案データベース及び

サポート・シリーズ校内研修を

一層充実させる必要がある。ま

た、国立教育政策研究所、市町村

立等の教育センターのホームペ

ージにも有益な情報がある。こ

れらのサイトへのリンクやサポ

ート・シリーズ校内研修の存在

は今後も情報発信するべき。 

〇 

 サポート・シリーズ校内研修は

令和２年度に令和３年度までの予

定本数を作成する見込みである。

また、引き続き学習指導案を計画

的に収集するほか、新たに福岡教

育大学附属小・中学校から教育動

画、学習指導案等の資料を提供し

ていただき、サポート・シリーズ

や学習指導案データベースで公開

する予定である。今後も他の教育

機関からの提供資料及びホームペ

ージへのリンク等、教育情報や資

料の内容充実を図る。さらに、Ｐ

Ｒチラシの配布、教育センターメ

ールマガジン、ＳＮＳの定期的配

信を確実に行うとともにホームペ

ージＰＲ動画を作成し教育センタ

ーにおける研修で放映する等、工

夫・改善を図りながら情報発信に

努める。 

 

 


