
事業評価シート（令和元年度実施事業）       

事業名 長期派遣研修部会 

 

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 「福岡県教育公務員の長期にわたる研修に関する規則」（昭和２５年・教

育委員会規則第３号）に基づき、地域の中核となる教職員として備えるべ

き資質・能力を福岡県教職員育成指標に示すキャリアステージに応じて修

得させ、学校教育に係る喫緊の課題に対応できる人材及び学校や地域にお

ける研修を推進する人材を育成する。 

概 要 

 

○ 教育センターの人的及び物的資源を生かし、長期派遣研修員の視野を

広げ、教育者としての識見と使命感を高めるとともに、福岡県教職員育

成指標に基づいて専門的な知識・技能を修得させ、実践的な指導力及び

組織運営に関する能力の向上を図る。 

○ 研修分野別に関係する班に配属し、担当指導主事が指導・助言を行い

ながら、本県及び地域の教育課題の解決に向けて組織的・計画的に次の

研修を行う。 

ア 主題研究を中心とした研修 

国や県の教育動向を基に、地域や在籍校における教育課題に関する主題

を設定し、その課題解決を図ることを通して、地域の中核となる教員に求

められる使命感と専門的指導力を育成する。 

イ 一般研修 

長研研修会や福岡教師塾等への積極的な参加並びに所属部班で実施す

る独自の研修等を通して、教育全般に係る知見を広げるとともに識見を高

め、地域の中核となる教員に求められる判断力を養う。 

ウ 実務研修 

教育センター業務の運営や長期派遣研修員主催による研修会の運営等

を通して、利他の心や社会性を養い、実務能力の向上を図るとともに、地

域の中核となる教員に求められる社会人としての良識を培う。 

内 容 

(誰がどのように何を

やるのか) 

ア 主題研究を中心とした研修 

○ 所属部・班の指導主事等による日常の指導・助言及び定期的な審議・

協議、長期派遣研修員の在籍校での実態調査や実証授業を通し、設定し

た主題について、長期派遣研修員が課題解決に当たる。 

○ 長期派遣研修部会を中心に、所内審議会及び研究発表会の運営を行

い、長期派遣研修員が研究の方向性を定め、研究成果の発信をする。 

イ 一般研修 

○ 長期派遣研修部会が長研研修会を企画・運営し、長期派遣研修員が主

題研究を進めるための内容等について学ぶ。 

○ 長期派遣研修部会が関係部会及び委員会と調整・連携を行い、各部会

が実施する研修に長期派遣研修員が参加する。 

○ 長期派遣研修員が主題研究に関する専門以外から自己課題を設定し、

研修計画の作成、自主研修の実施、学校での実践の立案を行う。 



ウ 実務研修 

○ 所属部・班が、実務に関する研修の設定や日常の指導・助言を行う。 

○ 長期派遣研修員が、所属部・班以外の長期派遣研修員を対象とした研

修会を企画・運営する。 

目 標 

(どのような成果を期

待するのか) 

○ 長期派遣研修員の専門的指導力及び実践的指導力を育成すること。ま

た、専門外の教育全般に係る知見を広げ、教育者としての識見と使命感

を高めること。その資質・能力を研修修了後、学校現場で発揮すること。 

○ 研修の成果を発信・普及することで、在籍校や地域、県内の教育活動

での活用が促進されること。 

 

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 

主題研究の効果的な実施 

・各部班での審議の削減 

・チーム指導体制への移行 

 

・令和２年度 10％削減 

・令和２年度チーム指導実施 

数:各部２チーム以上 

〔下記全部班実施〕 

・10％削減の年間計画策定 

・チーム指導(２チーム以上)

の実施計画策定 

修了者アンケートの実施 ・還元している研修内容の具体的記述

80%以上 

(教諭項目) 

学級・学年経営、学習指導、生徒

指導、校務分掌、保護者対応 

(指導・主幹教諭項目) 

学習指導指導・助言、生徒指導指導・助言、カリマ

ネ・組織マネ、校務分掌指導・助言、ＯＪＴ 

(教頭項目) 

教育目標具現化、校務運営、教育課題解決に関する評

価、保護者・関係機関連携、不祥事防止、指導・助言 

回収人数 34人/37人 

 

教諭(19人) 69％ 

 

 

指導・主幹教諭(14 人) 60％ 

 

 

教頭対象(１人) 60％ 

研究成果の発信 ・研究発表会参加者 

(昨年度実績４９９人以上) 

・ＨＰでの公開 

 (全研修員３９人) 

・５０９人 

 

・３８人 

※教材・資料・発表会プレゼン等の公開の

要望３３人(研究発表会アンケートから) 

 

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 大量退職、大量採用の時代において、各地域での中核となる教員の

人材育成は喫緊の課題である。研修を修了した教員は、各分野におい

て研修成果を還元しているとともに、次のキャリアステージで活躍し

ている状況である。また、全校種の教員が集まり、研修員が協働的に

学び合える研修、豊富な人的・物的資源を活用し様々な専門分野が学

べる研修は、教育センターでしかできない長期派遣研修であるため、

本事業の必要性は高い。 



事業の内容 

(妥当な内容であっ

たか) 

２ 主題研究において、各部班指導主事等の指導・助言や各部班の協議・

審議、長研研修会での説明等を通して、理論的な研究が積み上げられ

ている。しかし、所属部班内の審議に向けての資料準備等に追われて

いることが現状として見られる。また、主体的な研修を具現化する一

つとして、本年度から「自己課題研修」を位置付けたが、自己課題研

修に関する研修員の自己評価(計画的な実施)は、2.3にとどまった。

主題研究が優先され、自己課題研修が後回しになるという研修員の声

もあり、各研修のバランスが図られた研修体制を検討する必要があ

る。 

事業の有効性 

(効果はあったか) 

２ 研究発表会参加及びＨＰ公開の実績から、各研修員の主題研究の成

果発信ができたと考える。しかし、報告書だけでなく教材等の公開の

要望があることからも、より活用しやすい成果の発信方法を検討する

必要がある。また、修了者アンケートでは、所属部班以外の専門性、

カリキュラム・マネジメントや組織マネジメントに関する事項の還元

について具体的な記述が少なく、「所属部班以外の専門も学びたかっ

た」「ミドルリーダーに必要な資質・能力を身に付けたい」という要

望があった。各研修員のニーズやキャリアステージに応じた多種多様

な研修の充実や指導体制の実施を進めていく必要がある。 

※［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 

教育センター

の強みを生か

した研修改革 

 

主題研究における成果が、学校現場での学習指導や校内研修等で発揮さ

れているが、年間の研修が主題研究に偏重しており、教育課題や経営課題

を解決する全般的な資質・能力を向上させる研修へのニーズが高い。教育セ

ンターの人的・物的資源を最大限に生かした研修を構築し、関係機関・学校

現場への周知を図る必要がある。 

意図的な人材

育成を図るた

めの研修体制

の整備 

長期派遣研修員のキャリアステージの違いに応じて、これまでの画一的

な研修や指導から、教職員育成指標に基づく各研修員の資質・能力に応じ

た柔軟な研修体制及び指導体制を仕組むことが求められる。個々のキャリ

アステージに応じた研修プログラムを策定し、意図的・組織的な人材育成

を推進することが必要である。    

 

研修成果の普

及及び長期派

遣研修の魅力

発信 

例年、研究発表会への参加理由において、長期派遣研修員の研究成果

発表への関心が過半数を占めているが、ＨＰのアクセス件数は毎月 2000

弱程度に留まり、研修成果の発信や活用が限られている。今後は、活用

しやすい研修成果や長期派遣研修での多様な学びを発信し、研修成果の

活用と長期派遣研修への関心や期待を高めることが必要である。 

 

 

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 

強みを生かし

た研修の促進 

① 関係機関への打診、意見聴取 

・今後の長期派遣研修の方向性について、教育事務所主幹会、教育長会(市

町村)、校長会(県立)で説明、意見聴取を行い、ニーズを把握する。 

② 他研修を活用した一般研修の充実 



・全ての部班の専門性に基づくセミナー研修を設け、基本研修(主任主事

研修等)や専門研修(キャリア・ミドル)の内容を活用した講義・演習を

行う(年間１０回)。 

・長期派遣研修員自身が作成した年間研修計画や自己課題研修に基づき、

専門研修を選択受講できるシステムを構築する。 

③ 他部班指導主事の指導助言 

・部内審議において、他部班指導主事を招聘する。また、自己課題研修の

時間を設定し、日程調整・計画、指導助言ができるようにする。 

 中・長期的 ・人材育成プラン、新研修体制を関係機関へ周知(R3) 

・新研修体制に基づく募集要項の策定、研修員の募集(R3) 

・部班横断的な一般研修及び部内審議の継続(R3～4) 

重点２ 

研修計画の策

定 

① 人材育成プラン及び研修プログラムの策定 

・福岡県教職員育成指標を基に、キャリアステージを踏まえた「福岡県教 

育センター人材育成プラン」を策定する。また、長期派遣研修員自身が

年間研修計画を作成する際の基本となる各部班の人材育成プラン及び研

修プログラムを策定する。 

② 研修体制の検討、試行・検証 

・臨床的な研修（在籍校での研修を充実させた研修）の内容や日数につい

て、各部班や部会で協議し、臨床的な研修を可能とする指導体制(チー

ム指導、部内審議の回数や形態等)を確定する。 

 中・長期的 ・人材育成プラン及び研修プログラムの確定(全体、部班) (R3) 

・臨床的な研修及びチーム指導の試行・検証(R3) 

・臨床的な研修計画の策定及びチーム指導体制の確立(R3) 

重点３ 

具体的な研修

成果の発信  

① 研修報告書の改善及びＨＰ公開 

・主題研修の実践や一般研修の内容が分かる報告書と、主題研修で実践し

た単元計画や活用した教具等を添付し、ＨＰで公開する。 

 中・長期的 ・研修成果の活用を促進する研究発表会の発表形態の見直し(R3) 

・研修員等から学校への広報(R3) 

・研修成果の発信や長期派遣研修への理解を促進するＳＮＳの活用(R4) 

 

  



事業改善一覧表（令和３年度以降に向けて） 

（事業名）長期派遣研修 

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 

長期派遣研修員の確

実な力量向上の実現 

近年の大量採用により、長

期派遣研修員のキャリアステ

ージも幅広くなり、経験年数

が少ない研修員が増えてい

る。そのような研修員の確実

な力量向上を図ることができ

る研修内容や研修方法の改善

が必要である。 

 

 

〇 

長期派遣研修を修了したの

ち、学校のミドルリーダーや地

域の中核教員として活躍でき

るように一般研修の更なる充

実を図り、求められるキャリア

ステージに必要な幅広い資質・

能力を伸ばす内容を取り入れ

る。 

ニーズの高い研修希

望の定員の増加 

 

 

現代の教育課題への対応

等、学校や地域等のニーズの

高い分野については、研修員

の定員を増やしてほしい。 

 

〇 

 

本庁と協議をしながら喫緊

の課題やニーズの高い分野に

ついては、必要に応じて募集内

容や人数の見直しを検討して

いく。 

研修員のニーズや資

質・能力に応じた研

修計画の策定 

 

 

研修員や事務所、地教委の

ニーズと合致した研修の目

標、計画を策定する必要があ

る（長期派遣研修員のキャリ

アステージや個々の課題に応

じた支援計画の作成）。 

 

 

〇 

長期派遣研修員の資質・能力

に応じた最適な主題研修にな

るように、年度当初に研修員を

含め、在籍校や教育委員会等の

関係者と目指す姿や研修内容

について検討・確認する機会を

設定する。 

自己課題研修の充実

と主題研修の改善 

 

 

 

 

 

幅広い教養をもち、多面的・

多角的に判断し、課題を解決

できる人材を育成するために

も、自己課題研修を充実させ

るとともに、主題研修に費や

す時間や実証、報告書等の研

修成果の発信方法の見直しが

必要である。 

 

 

〇 

主題研修の質を担保しなが

らも、長期派遣研修員が自らの

課題に応じて主体的に研修を

進める自己課題研修の充実を

図るため、長期派遣研修の全体

計画についてより個に応じる

ことができる柔軟かつ効果的・

効率的な研修の実現を目指す。 

教育現場に合った研

修内容の充実 

 

修了者アンケートより、研

修成果が十分に学校の業務に

おいて生かされていない。 

 

 

△ 

一般研修をキャリアステー

ジや個々の課題意識に応じて

選択できるようにする。また、

主題研修について達成指標を

明確にしたルーブリック（評価

指標）を作成し、個別に対応で

きるようにするとともに、確実

な成長に資するようにする。 

 


