
事業評価シート（令和元年度実施事業） 

 

事業名 専門研修事業（キャリアアップ講座） 

 

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 教職員一人一人のキャリアに応じた教育実践上の課題解決の能力の向上を図

るために、職務遂行に必要な専門的知識・技能を習得する。 

概 要 

 

福岡県教職員育成指標に基づいた資質・能力の向上を図るため、各指導主事の

専門分野における短期研修（各講座１～３日間程度、全９３講座）を６月中旬か

ら１１月下旬で行う。 

内 容 

(誰がどのように何をや

るのか) 

① 福岡県教職員育成指標に基づいた資質・能力の向上を図るためのＰＤＣＡサ

イクルの確立とそれを実現できる組織づくり 

【Ｐ段階】 

・講座担当者が、前年度に企画された育成指標に基づく講座でねらう資質・能力

を確認、改善し、講座の研修内容・方法を構成するとともに、各部班で研修内

容・方法を審議する。 

【Ｄ段階】 

・各講座実施の際、講座担当者が該当する育成指標を配布するとともに、該当す

る育成指標の説明及び育成指標に基づいた受講者自身の振り返りを促すアン

ケートを実施する。 

【Ｃ段階】 

・講座担当者によるアンケートにおける「受講動機」及び「職務への活用」の数

値評価と次年度企画に向けての課題を整理する。 

【Ａ段階】 

・事務局による育成指標に基づく講座の検証と編成方針の立案に基づき、各部

班、講座担当者が育成指標のキャリアステージ、資質・能力を明確化、焦点化

した意図的な講座企画を行う。 

② 各講座研修内容を還元できる「還元の手立て」の設定 

③ 専門研修に関する広報活動の実施と講座案内ＨＰの充実 

目 標 

(どのような成果を期待

するのか) 

重点１ 受講者の教職員育成指標に基づいた効果的・効率的な資質・能力の向上。 

重点２ 講座における「還元の手立て」の設定による受講者の研修内容の活用。 

重点３ 広報活動の充実及び講座名の工夫、講座案内冊子、ＨＰ案内の刷新によ

り、講座の魅力を高めることによる研修意欲の向上。 

 

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 

〇講座数 

１年間の実施回数 
９３講座 

（H30 123講座） 
９３講座 

（センター８６、公開講座７） 

〇研修実施日数 

 １年間の実施日数 
前年度以下 

（H30 延べ156日） 

延べ１２０日 

２日間講座：２５講座 

３日間講座： １講座 

〇開設期間 6月18日～11月26日 
（H30 6月15日～11月7日） 

6月18日～11月26日 

〇受講決定者数 令和元年度定員 
３,１０７人（H30比－757人） 

（H30 3,864人） 

〇受講者アンケートの数値 
キャリアの向上に適した内容だったか

についての満足度 

総合評価3.5以上 
（H30 総合評価3.6以上） 

R元 総合評価3.5以上97.7% 
（H30 93％） 



重

点

２ 

〇還元の手立てを設定した講座 
全８６講座 

（公開講座除く） 
全８６講座設定 

〇受講者アンケートの数値 
 研修内容の活用 

活用した割合90％以上 

活用した割合 91.5％ 
※事業の充実・改善アンケートより 

・校内研修・会議…26.3％ 

・校外の研修・会議…3.3％ 

・授業…42.8％ 

・学校経営、学年・学級経営…

25.4％ 

・その他…2.3％ 

重

点

３ 

〇申込倍率 

 申込者数／受講決定者数 
定員以上 

7,350人／3,107人（2.37倍） 
（H30全体 7,889／3,859）（2.04倍） 

〇事業の充実・改善アンケート 
①ＨＰを見て講座を知った数 

②育成指標から選択した数 

①１５％以上 

②１０％以上 

①１１％ 

② ７％ 

 

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 ベテラン教員が大量退職し、学校における若年教員の割合の増加してい

る現状を鑑みると、教職員が自身のキャリアステージに応じた専門的な研

修の機会を保障していくことは喫緊の課題であると言え、本教育センター

にしかできないものである。講座数が減少したこともあり、申込倍率は 

2.37 倍と高まっているが、本事業に対する幅広い職種からのニーズが高い

ことを表している。 

事業の内容 

(妥当な内容であった

か) 

３  受講者アンケートのキャリアの向上に適した内容だったかの満足度が

90％以上と高いことから、各担当者による研修内容が充実していたことが

わかる。しかし、基本研修の増加により、教育センターの体制上全ての受講

者のニーズに応えていく研修を行っていくことが今後は難しいことから、

対象を焦点化しニーズと研修内容がより適合した講座を目指していくとと

もに、直接講座を受講できなくても学びたい教員が研修できる動画や研修

資料の配信等を充実させていく必要がある。 

事業の有効性 

(効果はあったか) 

３ 受講者アンケートにおいて「研修の活用」項目の数値が 90％以上である

ことから、研修したことを受講者が還元できたことが分かる。ただし、研修

した内容を自身の授業のみに活用している事例がほとんどであり、校内研

修や校外研修等で活用してはいない。今後は、「地域で指導者として活躍す

る教職員」を目指し、還元の行い方も含めて講座を行っていく。 

※［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 

効果的・効率的な講

座運営を実現する

連携・協働の強化 

福岡県育成指標に基づき、受講者が資質・能力を効果的・効率的に高めるた

めに、関係教育機関との研修内容の重なりや運営上の課題を共有する等、連携

を強化する必要がある。 



教職員育成指標

に基づく講座運

営の充実 

教職員が自身のキャリアステージや高めたい資質・能力に応じた研修を選択で

きるために、福岡県教職員育成指標に基づいて受講者が主体的に講座を選択でき、

研修でき、検証できるような講座運営のＰＤＣＡをさらに進めていく必要がある。

また、様々な教育課題に対応できる資質・能力を高める研修にするために、教育セ

ンターの強みを生かし、部班を横断した研修を企画する等、柔軟性のある協働体

制を構築し、質の高い講座を企画・実施する必要がある。さらに、事前に動画を視

聴し研修を受講することで研修の効果を高めたり、動画を視聴するオンラインの

みの講座を実施したりすることは、主体的な研修を実現していく上でも意義深い

ことである。 

意図的・組織的・

計画的な広報活

動 

専門研修での学びを深いものにしていくためにも、教育センターの各事業や研

究の成果物等をＰＲしていくことは重要である。研修内容を受講者自身が広げて

いけるよう、研修の還元の手立てを充実させていく必要がある。 

 

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 

① 関係教育機関との研修内容の調整 

・各教育事務所との研修内容の調整を実施する。 

② 講座数、受講定員の調整 

・質の高い講座を実施するのに適切な講座数、受講定員を調整する。 

③ 外部機関による専門的に高い研修の実施 

・福岡管区気象台、県立美術館といった高い専門性を有する外部機関による

講座を実施する。 

④ 外部講師選定基準規定の策定と実施 

 ・質の高い講座を実施していくため、外部講師選定基準規定を策定し、令和

３年度講座より実施する。 

 

中・長期的 

・講座数、受講定員の調整（R4） 

・教育センターと関係教育機関の役割を明確にした研修計画の策定と実施（R4） 

・外部機関実施研修、外部講師選定基準規定の検証と改善（R4） 

重点２ 

育成指標に基づく

講座運営の充実 

① 福岡県教職員育成指標に基づいた講座運営のＰＤＣＡサイクルの推進 

・教職員が育成指標に基づいた資質・能力の検証・改善ができるように、講座

でねらうキャリアステージや資質・能力を一層焦点化し、ＰＤＣＡサイクル

を機能させるようにする。 

② 部班横断講座の企画プロジェクトチームの立ち上げ 

・部班を横断した講座を企画するプロジェクトチームを立ち上げ、令和４年

から実施できるように、講座の在り方について検討する。 

 
中・長期的 

・部班横断講座の実施（R3企画、R4実施） 

・動画視聴講座実施（R4） 

重点３ 

広報活動の推進 

① 各講座や管理職研修における事業や成果物のＰＲ実施 

 ・各講座や各教育事務所の管理職研修において専門研修についてのＰＲを行

う。 

② 研修成果の還元や事後研修が可能な研修資料等の提供とＨＰの充実 

・研修後に還元したり、事後研修をしたりできるような研修資料をＨＰで配

信する。 

・ＨＰを充実させて講座案内を行い、研修への意欲を高める。 

 
中・長期的 

・研修のＰＲ方法、対象を検討（R4） 

・教育センターホームページ専門研修画面の改編検討（R4） 



事業改善一覧表（令和３年度以降に向けて） 

 

（事業名）キャリアアップ講座 

 

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 

感染症や災害によらな

い教育センターで行う

キャリアアップ講座の

運営について 

申込倍率が高いが量的ニーズ

を満たしていない講座、必要性

は高いにもかかわらず受講希望

者が少ない講座について周知方

法や講座内容等については継続

した検討が必要。 

受講者の研修成果を報告・発

信する場が必要。 

新しい研修様式の提案が必要

であり、オンライン研修の実施、

オンライン授業の支援、一人一

台タブレットの活用など、喫緊

の課題への対応が必要。 

〇 

次年度は、原則オンラインによ

る研修を計画している。集合研修

による研修効果は高いが、安心安

全で確実な研修の実施を目指し、

受講者の研修機会を確実なものに

するとともに、指導主事の働き方

改革に資する事業運営を行う。ま

た、オンライン研修への移行に伴

い、ニーズの高い研修は受講者を

増加することを検討している。 

次年度は、集合研修において、

一人一台タブレットの活用等、喫

緊の教育課題に対応したICT活用

に関する講座の企画を推進してい

る。 

大量退職・大量採用に

よる人材育成について 

各学校でOJTの重要性が高く

なっているため、教育センター

での人材・組織を活用した、質の

高い研修・研究が今後も必要。 △ 

 各教育事務所が学校の OJT を

支援する研修を行う方針であるた

め、教育センターでは、Off-JTの

機能を 

果たせるよう、受講者による研修

内容の波及・連鎖を仕組むように

講座の企画を推進している。 

専門研修の講座一覧の

作成について 

専門研修講座案内についてキ

ャリアステージごとに分類され

ているので、講座一覧を番号順

で作成したものが業務改善につ

ながる。 

○ 

各教育事務所等に講座一覧を送

付する際は、番号順のデータを併

せて送付するように対策を講じ

る。 

受講者の講座選択の支

援方法について 

受講者の希望による選択にな

っているが、効果を上げるため

に、受講者が講座を選択する際

に、自らのキャリアステージや

資質・能力に応じて、主体的かつ

効果的・効率的に講座を選択す

るための支援が必要。 

○ 

キャリアアップ講座の内容につ

いて、育成指標に基づいた焦点化

を継続し、各講座で育成を目指す

キャリアステージ、資質・能力を

より焦点化して講座内容を設定す

る。また、教職員育成指標の見方

に関するコンテンツを作成し、福

岡県教育センターホームページで

公開予定である。 

事後研修やオンデマン

ドによる研修の充実に

ついて 

研修日数や時間を短縮して、

一部の講座を学校で受講する研

修を行う場合、事後研修が可能

な研修資料等の作成を行うこと

で、研修内容が充実すると考え

る。 

いつでも学びたい分野・テー

マによって学べるような動画等

による研修の充実を期待する。 

△ 

研修のオンライン化に伴い、事

前研修として資料や録画の配信を

期間限定で行う予定である。 

一部の講座はオンデマンド型に

よる資料・録画配信を行う予定だ

が、支援事業で作成しているサポ

ート・シリーズと統合を図り、利

用者にとってよりわかりやすく使

いやすいコンテンツ配信の仕組み

づくりを行う。 

 


