
 

事業評価シート（令和元年度実施事業） 

 

事業名 調査研究 

 

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 本県の教育課題・経営課題を解決するために必要な「専門的・技術的事項」、

今後の学校教育の方向性を示す「先進的事項」、国の関係機関・本庁関係各課等

からの要請による事項等について調査研究を行い、研究成果の普及啓発を図

る。もって、本県教育の充実・発展に資する。 

概 要 

 

【研究内容】 

  効果があると考えられる学校経営、授業等に関わる「専門的・技術的事

項」「先進的事項」等を福岡県内の学校に提言できる内容であることを基本と

する。 

【研究機関】 

  各研究主題の研究期間は原則として３年とする。 

【研究推進体制】 

  部班を横断して研究チームを編成し、プロジェクト研究として総合的な視

点で研究を進める。 

【プロジェクトチームによる研究】 

  主任指導主事・指導主事は、全員がいずれかのチームに属することを原則

とし、部班を横断したチームを編成する。 

【調査研究協力校、調査研究協力員について】 

  調査研究協力校を指定して、実践を通した研究となるようにする。また、

専門的な内容を構築するために大学教授等に調査研究協力員を依頼し、継続

的な指導を受けることとする。 

内 容 

(誰がどのように何をや

るのか) 

重点１：調査研究チーム会議等の効率的な運営 

重点２：調査研究紹介リーフレットを活用した広報活動の充実 

目 標 

(どのような成果を期待

するのか) 

重点１：チーム会議日の設定回数を削減し効率的な会議の運営を図るとともに

研究協力校への支援等に係る訪問回数の見直しを図る。 

重点２：年度当初に県下に配布した「調査研究紹介リーフレット」を専門研修

講座等でも配布し、研究内容の周知や成果物の積極的な活用を促す。 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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 

調査研究チーム会議 ・月２回程度の月曜日 15:00～

16:30実施 

 ※昨年度：毎週月曜日 15時から 

・年間37回程度（昨年度 46回） 

各チームの会議開催数 

・ｶﾘｷｭﾗﾑ･ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄﾁｰﾑ 36回 

・ＯＪＴチーム    37回 

・人間関係づくりﾁｰﾑ 37回 

 

調査研究協力校への支援

に係る訪問 

・昨年度の回数の見直し（昨年度

216回） 

各チーム訪問支援回数：185回 

＜内訳＞ 

・ｶﾘｷｭﾗﾑ･ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄﾁｰﾑ 87回 

・ＯＪＴチーム    80回 

・人間関係づくりﾁｰﾑ 18回 

重

点

２ 

令和元年度教育センター

事業の改善・充実に関す

るアンケートの結果 

【回答者数】1,214名 

小学校    485名 

中学校    275名 

高等学校   320名 

特別支援学校 131名 

幼稚園     3名 

調査研究の活用に関する質問項目

の割合 

①成果物を読んだことがある 

 →６割以上 

②成果物が役に立った 

 →９割以上 

（ ）はH30年度  

①成果物を読んだことがある 

 →43.4％（53.3％） 

②成果物は役に立ったか 

 →99.2％（98.1％） 

ホームページアクセス数 調査研究ページへのアクセス数 

８万件以上 

調査研究ページアクセス数 

R01 64,076件 

H30 90,664件 

H29 90,559件 

教育センター研究発表会

の申込数 

調査研究報告申込数 

・各チーム２回の報告を併せて 

120名以上 

申込数の合計 

・ｶﾘｷｭﾗﾑ･ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄﾁｰﾑ 282名 

・ＯＪＴチーム    211名 

・人間関係づくりﾁｰﾑ 128名 

 

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) 

３ 教育センターホームページの調査研究ページへのアクセス数は昨年度と

比較して減少しており、教育センター事業の改善・充実に関するアンケート

の「成果物を読んだことがあるか」という問いに対して「読んだことがあ

る」と回答した割合も 43.4％と低迷している。後述するとおり、利用者に

よる研究成果物の評価は高いことから、今後とも実施する必要性はあるも

のの研究成果物の周知に向けた広報活動に課題があると考える。 

事業の内容 

(妥当な内容であった

か) 

４ 教育センター事業の改善・充実に関するアンケート結果から、「研究成果

物を読んだことがある」と回答した者のうち 99.2％は「役に立った」と回

答している。研究発表会においても、621名の参加者を得ることができた。

このことから、教育センターの調査研究成果物に対する各学校や教育機関

からの評価は高く、ニーズに応じた内容であったと考える。 

事業の有効性 

(効果はあったか) 

４ 調査研究の成果は、２月の研究発表会で報告した後ホームページに公開

するとともに、教育センターが実施する専門研修や基本研修及び派遣コン

サルタント等の学校支援で活用しており、参加者からの評価も高い。また、

協力校における研究成果も上がっていることから、本事業の有効性はあっ

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 

関係機関との連

携・協働体制の確

立 

本庁・教育事務所等の関係機関が一体となって研究推進の拠点を創造するため

には、研究指定校に対して教育センターと各機関が連携・協働して適切な支援を

行う体制を確立する必要がある。 

効果的・効率的な

研究支援方法の

確立 

教育センターとして研究指定校への適切な支援を行うためには、研究事業部会

における研究支援方針や研究支援計画に基づいた組織的・計画的な支援の方法を

確立する必要がある。 

研究成果の普及

を図る広報活動

の充実 

研究成果を普及させるためには、各学校が主体的に活用できる教育資料を提供

するとともに、教育センター等で実施する研修事業や指導業務の内容・対象者に

応じた計画的な広報活動を行う必要がある。 

 

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 

令和２年度は、これまでの調査研究事業を「研究事業」と名称を変更し、「福

岡県重点課題研究指定・委嘱事業」における関係機関と連携した「研究支援チ

ーム」及び「県立学校新たな学びプロジェクト」における関係機関と連携した

「新たな学びプロジェクトチーム」を組織する。また、「研究支援チーム」につ

いては、特に重点課題１年次の研究指定校の研究内容（理論構築、研究構想等）

に対して、重点的に支援を行うこととする。 

① 本庁・教育事務所等の関係機関との連携 

・関係機関と連携・協働した支援を行うために、部班を横断した研究支援チ

ームを編成する。 

② 研究指定校との連携 

・研究指定校への適切な支援を行うために研究指定校との連絡・調整の場を

定期的に設定し、研究推進状況の把握に努める。 

 中・長期的 ・関係機関との連携・協働体制の確立（R4） 

重点２ 

支援内容・方法の 

確立 

① 研究推進方針及び研究支援計画の策定 

・研究指定校への支援を効率的に実施するために研究推進方針を策定し、教

育センター全職員の共通理解のもと継続した支援を実現するとともに、

PDCAサイクルを位置付けた研究支援計画を策定し、支援の質的向上を図る。 

② 研究推進への支援の充実 

・特に県重点課題１年次の研究指定校に対して、研究構想図等の理論構成を

確立するための支援を充実する。 

 
中・長期的 ・研究推進方針・研究推進計画に基づく支援の充実（R4） 

重点３ 

広報活動の推進 

① 各学校が主体的に活用できる資料の発信 

・研究事業の成果について、各学校が校内研修等において主体的に活用でき

るようにするために、プレゼン資料や動画等を活用した資料を教育センタ

ーホームページからダウンロードできるようにする。 

② 研修事業や指導業務における研究成果の活用 

・教育センターにおける研修事業や指導業務の内容・対象者に応じて、過去

の研究成果を計画的に活用する。 

③ 関係機関主催研修における研究成果の広報 

・本庁や教育事務所等が主催する研修において、教育センターが公開してい

る研究成果についての案内を依頼する。 

 
中・長期的 

・教育センターホームページの研究成果ページへのアクセス数増加（R4） 

・事業評価アンケートによる研究成果周知の回答率増加（R4） 

 



 

事業改善一覧表（令和３年度以降に向けて） 

 

（事業名）研究事業（調査研究事業） 

 

（注記） 

福岡県教育センターでは、令和２年度から教育センター独自の調査研究を終了し、本庁義務教育課等

が実施している「県重点課題研究指定・委嘱事業（指定期間３年）」との連携を図り、主に１年次の研究

構想を構築する段階に対し、本庁義務教育課等、教育事務所、市町村教育委員会、教育センターで編成し

た研究支援チーム及び所内で編成したチームによる研究支援を行っている。事業評価委員会での意見を

踏まえ、ここでは今後の研究事業及び教育センターにおける他の事業等で対応可能な改善内容について

記述している。 

 

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 

重点課題研究指定・委

嘱事業の研究内容及

び研究支援の在り方

について 

「個別最適化」を意識した授

業改善は重要。これまでの義務

制の教科指導の研究は、子供全

員に理解させることに重点を置

くことにより、成績下位層のみ

に焦点を当ててきたと感じてい

る。義務教育では全員に理解さ

せることは重要だが、成績中位

層・上位層を伸ばすことも意識

することが必要。 

○ 

今後、県内の学校ではＩＣＴ機

器を活用した授業改善が急務であ

る。全ての児童生徒を誰一人取り

残さない教育の実現に向けて、研

究指定校・地域とともに、スタデ

ィログの集積と児童生徒一人一人

の学びの状況に応じたフィードバ

ックを基点とした授業改善の在り

方を研究内容として推進してい

く。 

教育センター独自の

調査研究の実施につ

いて 

感染症や災害への対応によ

り、特定の地域、今年だけではな

いと多くの教育関係者は危機感

を感じているとともに疲弊して

いる。学校等のニーズに応える

ことができる「教職員の働き方

改革」やＩＣＴを活用した「新し

い教育の様式」等について、調査

や研究を行うプロジェクトを立

ち上げることが必要。 

○ 

教育センター独自の調査研究は

終了しているが、今後県において

ＩＣＴを活用した新しい教育、教

職員の働き方改革及び研修への取

組が具体化していく流れの中で、

研修事業、支援事業、情報化推進

委員会等の複数の部会、委員会が

連携を図りながら、福岡県の喫緊

の教育課題に適切に対応してい

く。 

教育センターの調査

研究成果物の広報及

びその内容の改善に

ついて 

教育センターの研究成果物を

読んだことがある者の 99.2％は

「役立った」と回答しているが、

「読んだことがある」との回答

が 43.4％であるのは課題であ

る。県内の学校等に対する広報

が不足しているとともに、調査

研究のテーマが学校等のニーズ

に応えるものになっているのか

を、再度吟味することが必要。 

また、特別支援教育関係の調

査研究は、通常の学級、通級・特

学、高校に関するものが続いて

いるが、新学習指導要領の実施

に伴い、特別支援学校の障がい

種に応じた授業改善に関する研

究が必要。 

○ 

調査研究成果物だけでなく、そ

の他の事業について、教育センタ

ー全体で広報が不十分であるとの

認識から、令和２年度は、ホーム

ページの改善をはじめ、広報活動

年間計画の策定や事業ＰＲ動画の

作成など、全職員で共通理解を図

りながら広報活動を実施してい

る。また、教育センター独自の調

査研究は終了しているが、福岡県

の喫緊の教育課題については、既

存の事業部会や委員会等において

取り組むとともに、特に重要な教

育課題（障がい種に応じた特別支

援教育を含む。）については、専門

研修事業や支援事業と連携を図

り、研修の実施やコンテンツの配

信等により、研修機会の確保を図

っていく。 

 


