平成 29 年度 公立の小学校等の校長及び教員としての資質の向上に関する
指標策定に関するアンケート調査結果（第 4 回）
掲載日：平成 30 年 5 月 17 日

教職員支援機構次世代教育推進センターにおいて標記アンケートを実施しましたので、調査結果
を掲載します。

調査の概要
調査名称： 平成 29 年度 公立の小学校等の校長及び教員としての資質の向上に関する
指標策定に関するアンケート （第 4 回）
実施主体： 独立行政法人教職員支援機構
調査対象： 67 自治体（47 都道府県教育委員会、20 指定都市教育委員会）
調査期間： 平成 30 年 3 月～4 月（基準日：平成 30 年 3 月 31 日）
調査方法： メールによる質問紙調査
回収率： 100％

調査結果の概要
＊以下、「自治体」とは、都道府県・指定都市を指す。
1. 本年度の協議会設置時期
回答数： 67 自治体／67 自治体中

協議会設置時期

12

13
11

9

1

4
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5

4

3

2

2

1

2.本年度の協議会構成メンバー
回答数： 67 自治体／67 自治体中

協議会構成メンバー

67
50

46

53

22

63

22

25

3.協議会の構成メンバー（大学数）
回答数： 61 自治体／67 自治体中
大学数

自治体数

1 大学

5 自治体

2～5 大学

39 自治体

6～9 大学

10 自治体

10 大学以上

7 自治体

4.協議会の構成メンバー（大学名）
回答数： 60 自治体／67 自治体中
自治体名

大学名

青森県

弘前大学

岩手県

岩手大学

宮城県

宮城教育大学

秋田県

秋田大学、秋田県立大学、国際教養大学、秋田公立美術大学、ノースアジア大学、聖霊
女子短期大学、聖園学園短期大学、日本赤十字秋田看護大学

山形県

山形大学、東北芸術工科大学、東北公益文科大学、山形県立米沢栄養大学、山形県立
米沢女子短期大学、東北文教大学、羽陽短期大学
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茨城県

茨城大学、筑波大学、茨城キリスト教大学、常磐大学、流通経済大学、筑波技術大学

栃木県

宇都宮大学、白鷗大学

群馬県

群馬大学、群馬県立女子大学、高崎経済大学、共愛学園前橋国際大学、東京福祉大
学、高崎健康福祉大学

埼玉県

埼玉大学、女子栄養大学

千葉県

千葉大学（教職大学院設置校）、聖徳大学（教職大学院設置校）、川村学園女子大学（千
葉・茨城地域私立大学教職課程研究連絡協議会会長校）

東京都

東京学芸大学、玉川大学、帝京大学、国士舘大学、明星大学

新潟県

新潟大学、上越教育大学

富山県

富山大学、富山国際大学

福井県

福井大学、仁愛大学

山梨県

山梨大学、山梨県立大学、都留文科大学

長野県

信州大学

岐阜県

岐阜大学、岐阜聖徳学園大学

静岡県

静岡大学、常葉大学

愛知県

愛知教育大学、愛知県立大学、名古屋大学、愛知淑徳大学、中京大学、名古屋女子大
学

三重県

三重大学、皇學館大学、名古屋学院大学

滋賀県

滋賀大学、滋賀大学教職大学院、びわこ学院大学（環びわこ大学・地域コンソーシアムの
代表として）

京都府

京都教育大学、佛教大学

大阪府

大阪教育大学、関西大学、近畿大学、四天王寺大学、大阪大谷大学

兵庫県

兵庫教育大学、兵庫県立大学、関西学院大学、武庫川女子大学、神戸親和女子大学

和歌山県

和歌山大学教職大学院、大阪体育大学

鳥取県

鳥取大学、公立鳥取環境大学、鳥取短期大学、島根大学、兵庫教育大学

島根県

島根大学、島根県立大学

岡山県

岡山大学、岡山県立大学、新見公立短期大学、ノートルダム清心女子大学、岡山商科大
学、岡山理科大学、就実大学、山陽学園大学、中国学園大学、環太平洋大学、川崎医療
福祉大学、倉敷芸術科学大学、岡山学院大学、くらしき作陽大学、美作大学、吉備国際
大学

広島県

広島大学、広島修道大学（教育ネットワーク中国代表大学）

山口県

山口大学、山口県立大学、下関市立大学、山口東京理科大学、徳山大学、山口学芸大
学、宇部フロンティア大学、梅光学院大学、東亜大学、至誠館大学、山口短期大学

徳島県

鳴門教育大学、徳島大学、四国大学、徳島文理大学、放送大学徳島学習センター
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香川県

香川大学、鳴門教育大学

愛媛県

愛媛大学

高知県

高知大学、鳴門教育大学

福岡県

福岡教育大学、中村学園大学、九州大学

佐賀県

佐賀大学、西九州大学

長崎県

長崎大学、長崎県立大学、長崎純心大学、活水女子大学、長崎総合科学大学、長崎ウエ
スレヤン大学、長崎外国語大学、長崎国際大学

熊本県

熊本大学、九州ルーテル学院大学

大分県

大分大学、大分県立看護科学大学、大分県立芸術文化短期大学、別府大学、別府大学
短期大学部、立命館アジア太平洋大学、日本文理大学

宮崎県

宮崎大学、宮崎公立大学、宮崎国際大学、宮崎産業経営大学、南九州大学、九州保健
福祉大学、宮崎学園短期大学

鹿児島県

鹿児島大学、鹿児島県立短期大学、鹿屋体育大学、鹿児島国際大学

札幌市

北海道教育大学、北海学園大学、北海道教育大学教職大学院

仙台市

宮城教育大学、宮城学院女子大学、東北大学、仙台大学、宮城大学、東北生活文化大
学、東北学院大学、尚絅学院大学、東北福祉大学、仙台白百合女子大学、東北工業大
学、石巻専修大学

さいたま市
千葉市

埼玉大学、聖学院大学
千葉大学（教職大学院設置校）、聖徳大学（教職大学院設置校）、川村学園女子大学（千
葉・茨城地域私立大学教職課程研究連絡協議会会長校）

川崎市

横浜国立大学、鎌倉女子大学、國學院大學、国士舘大学、玉川大学、日本女子大学、日
本体育大学、明星大学

横浜市

青山学院大学、麻布大学、桜美林大学、神奈川大学、神奈川県立保健福祉大学、神奈
川工科大学、鎌倉女子大学、関東学院大学、北里大学、慶應義塾大学、國學院大學、国
際医療福祉大学、国士舘大学、相模女子大学、松蔭大学、湘南工科大学、昭和音楽大
学、昭和女子大学、女子美術大学、星槎大学、専修大学、洗足学園音楽大学、創価大
学、多摩大学、玉川大学、鶴見大学、帝京大学、田園調布学園大学、桐蔭横浜大学、東
海大学、東京学芸大学、東京工芸大学、東京都市大学、東京理科大学、東洋英和女学
院大学、日本体育大学、日本大学、日本女子大学、フェリス女学院大学、文教大学、明治
大学、明治学院大学、明星大学、横浜高等教育専門学校、横浜国立大学、横浜商科大
学、横浜市立大学、横浜創英大学、横浜美術大学、横浜薬科大学、和光大学、早稲田大
学

相模原市

帝京大学、日本体育大学、東京学芸大学

新潟市

新潟大学、上越教育大学

静岡市

静岡大学、常葉大学、常葉短期大学

浜松市

静岡大学、常葉大学、浜松学院大学
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名古屋市

愛知教育大学、愛知淑徳大学、至学館大学、椙山女子学園大学、中京大学

京都市

京都教育大学、佛教大学、京都地区大学教職課程協議会の代表者（29 年度は京都工芸
繊維大学）

大阪市

大阪教育大学、関西大学、近畿大学、大阪市立大学

神戸市

芦屋大学、大阪音楽大学、大阪教育大学、大阪体育大学、関西国際大学、関西学院大
学、甲南女子大学、甲南大学、神戸海星女子学院大学、神戸学院大学、神戸市外国語
大学、神戸松蔭女子学院大学、神戸親和女子大学、神戸女子短期大学、神戸女子大
学、神戸大学、神戸常盤大学・短期大学部、夙川学院短期大学、頌栄短期大学、園田学
園女子大学、兵庫教育大学、兵庫大学・短期大学部、佛教大学、湊川短期大学、武庫川
女子大学

岡山市

岡山大学、岡山県立大学、新見公立短期大学、ノートルダム清心女子大学、岡山商科大
学、岡山理科大学、就実大学、山陽学園大学、中国学園大学、環太平洋大学、川崎医療
福祉大学、倉敷芸術科学大学、岡山学院大学、くらしき作陽大学、美作大学、吉備国際
大学

広島市

広島国際学院大学、広島文教女子大学、広島大学、広島修道大学、広島工業大学、広
島女学院大学、広島経済大学、広島国際大学、広島文化学園大学、安田女子大学、エリ
ザベト音楽大学、広島都市学園大学、広島市立大学、比治山大学、県立広島大学

北九州市

北九州市立大学、九州栄養福祉大学、九州共立大学、九州国際大学、九州女子大学、
西南女学院大学、梅光学院大学、福岡教育大学

福岡市

福岡教育大学、福岡大学、中村学園大学、西南学院大学

熊本市

熊本大学、九州ルーテル学院大学

5.協議会開催数
回答数： 67 自治体／67 自治体中

協議会開催数
18
15

14

6
4

4

3
１回

２回

３回
単体協議会

部会設置協議会
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2
４回

1

0
５回

6.協議会における部会等設置の有無
回答数： 67 自治体／67 自治体中
区分

自治体数

協議会単体

33 自治体

協議会の下に部会等を設置

34 自治体

7.協議会における部会等の設置数及び代表的な例
部会等を設置した自治体数： 34 自治体
部会数

自治体数

代表的な例

1 部会

13 自治体

例 1： （ワーキンググループ）
例 2： （事務局会議）
例 3： （作業部会）

2 部会

12 自治体

例 1： （幹事会、作業部会）
例 2： （教員育成指標検討部会、教員育成協議会運営幹事会）

3 部会

5 自治体

例 1： （教員養成分科会、教員採用分科会、教員研修分科会）
例 2： （養成部会、採用部会、研修部会）
例 3： （確保部会、管理職登用部会、育成部会）

4 部会

3 自治体

例 1： （養成部会、採用部会、研修部会、管理部会）
例 2： （「志願」WG、「養成」WG、「採用」WG、「研修」WG）

5 部会

1 自治体

研究・研修班会議、研修事業関係課調整会議、教職員研修連絡調整
会、教育行政調整会議、学校教育推進協議会

8.「指標」策定時期
回答数： 67 自治体／67 自治体中

「指標」策定時期

21
15
11
1

2

2

2017年7月

8月

9月

7
10月

4
11月
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4
12月

2018年1月

2月

3月

9.「指標」策定対象職種
回答数： 67 自治体／67 自治体中 ※複数回答

「指標」策定対象職種

67

59

53
42

54

44
24

15

53

13

14

10.キャリアステージ区分数
回答数： 67 自治体／67 自治体中

キャリアステージ区分数

31

30

0
２区分

6
３区分

４区分

５区分

※アンケートの回答のうち、採用時はキャリアステージの設定数から除外している。
※採用時と採用後の第１ステージを合体させている場合については、それを１区分として整理して
いる。
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11.キャリアステージの区分の設定方法
回答数： 67 自治体／67 自治体中 ※複数回答

キャリアステージの区分の設定方法

42

39

37

4

14

22

7

12.ステージ区分に対応した「指標」内容の違い
（「指標」の内容はキャリアステージの区分に対応させて、どのような違いを持たせたか。）
回答数： 67 自治体／67 自治体中 ※複数回答

キャリアステージ

キャリアステージ(区分)具体例

(区分)設定数

3 区分

例 1）「初任段階」、「中堅段階」、「ベテラン段階」
例 2）「基礎形成期」、「資質向上・充実期」、「資質発展・円熟期」

例 1）「基礎形成期」、「伸長期」、「充実期」、「貢献期」
4 区分

例 2）「若年前期」、「若年後期」、「中堅期」、「発展期」
例 3）「基礎ステージ」、「充実ステージ」、「発展ステージ」、「指導ステージ」

例 1）「基礎形成期」、「資質成長期」、「資質充実期」、「深化発展期Ⅰ」、「深化発
展期Ⅱ」
5 区分

例 2）「基礎力の形成期」、「実践力の向上期」、「実践力の充実期」、「実践力の発
展期」、「総合力の発揮期」
例 3）「基礎形成期」、「伸長期」、「充実期」、「充実期」、「指導教諭」、「主幹教諭」
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ステージ区分に対応した「指標」内容の違い

52

57

55

53

11
1

2

3

4

5

10

1

6

7

1 各ステージで想定される職務内容に対応させて違いを持たせた。
2 個人の取組から学校全体の取組へと広げるように違いを持たせた。
3 個人の取組から全学年の教師への指導・助言へと広げるように違いを持たせた。
4 より質の高い内容、あるいは深い取組を行うように違いを持たせた。
5 各ステージで同じ複数の指標を示すが、ステージによって重点となるものに違いを持たせた。
6 各ステージ共通の指標を設け、違いを持たせなかった。
7 その他

13.教諭の指標の作成状況について
回答数：67 自治体／67 自治体中
区分

自治体数

作成していない

0 自治体

校種共通で作成

65 自治体

校種ごとに作成

2 自治体

14.養護教諭の指標の作成状況について
回答数：67 自治体／67 自治体中
区分

自治体数

作成していない

13 自治体

校種共通で作成

54 自治体

校種ごとに作成

0 自治体
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15.栄養教諭の指標の作成状況について
回答数：67 自治体／67 自治体中
区分

自治体数

作成していない

14 自治体

校種共通で作成

53 自治体

校種ごとに作成

0 自治体

16.本年度の「指標」策定に当たっての検討課題
回答数： 67 自治体／67 自治体中 ※３つ選択して回答

本年度の「指標」策定に当たっての検討課題

45
30
14

18

13

21

5

5

13

15

4

17

17.「研修計画」策定時期
回答数： 67 自治体／67 自治体中

「研修計画」策定時期

44

3

1

5

4

10

2017年10月

11月

12月

2018年1月

2月
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3月

1

18．「指標」に対応した従前の研修体系・研修内容の見直し
回答数： 67 自治体／67 自治体中

研修体系・研修内容の見直し

38

13
8

7
全面的見直し

かなり見直し

一部見直し

1

従前で対応

その他

19．「指標」策定の成果
回答数： 67 自治体／67 自治体中 ※３つ選択して回答

「指標」策定の成果

38

30
10

44

37
3

1
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1

10

19

8

0

20．想定される今後の課題の類型化
※自由記述（「今後、本アンケートでどのような内容を取り上げて実施すれば、貴自治体にとって
役立つ情報が得られますか」というアンケートの回答から想定した内容）
回答数： 39 自治体／67 自治体中 ※複数回答

想定される今後の課題

24

18
5

7

4

5

（その他の具体例）
・人事評価とのすみわけについて、どのような内容を、どのような方法で各学校に周知しているか。
・教員養成大学と教育委員会の連携の内容
・研修履歴の管理方法

21．自治体で開設している「指標」等に関するホームページの URL
北海道： http://www.dokyoi.pref.hokkaido.lg.jp/hk/ksi/sihyou.htm
青森： http://www.pref.aomori.lg.jp/bunka/education/sihyou.html
岩手： http://www.pref.iwate.jp/kyouiku/kyoushokuin/18341/062829.html
宮城： http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/ky-teacher/
秋田： http://www.pref.akita.lg.jp
山形： https://www.pref.yamagata.jp/bunkyo/kyoiku/chu/7700001yamagatakenkyoinsihyouyamagatakenkyoinsisitukojokyogikai.html
福島： http://www.pref.fukushima.lg.jp/site/edu/ikusei.html
茨城： http://www.edu.pref.ibaraki.jp/board/welcome/keikaku/oshirase/index.html
栃木：
http://www.pref.tochigi.lg.jp/m01/kyouinikuseishihyo.htmlhttp://www.pref.tochigi.lg.jp/m01/kyo
uinikuseishihyo.html
群馬： http://www.pref.gunma.jp/03/x18g_00023.html
埼玉： http://www.pref.saitama.lg.jp/f2208/shihyou/shihyou.html
千葉： http://www.pref.chiba.lg.jp/kyouiku/shidou/gakuryoku/2011/act5.html
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東京： http://www.kyoiku.metro.tokyo.jp/
神奈川： http://www.pref.kanagawa.jp/docs/pi7/cnt/f491033/p1139454.html
新潟： http://www.pref.niigata.lg.jp/kyoikusomu/1356878105294.html
富山： http://www.pref.toyama.jp/cms_sec/3002/kj00018775.html
石川： http://www.pref.ishikawa.lg.jp/kyoiku/gakkou/shidoryokukojo/
福井： http://www.pref.fukui.jp/doc/kyousei/kyougikai.html
山梨： http://www.pref.yamanashi.jp/kyouikusom/somkikaku/somkikaku/ikuseikyougikai.html
岐阜： http://www.gifu-net.ed.jp/ggec/
静岡： https://www.pref.shizuoka.jp/kyouiku/kk-020/kyouinikuseikyougikai.html
愛知： http://www.pref.aichi.jp/soshiki/kyosyokuin/ikuseisihyou.html
三重： http://www.pref.mie.lg.jp/common/04/ci500013586.htm
滋賀： http://www.pref.shiga.lg.jp/edu/link/ma03/kyousykuinnka.html
京都： http://www.kyotobe.ne.jp/kyoshoku/cms/index.php?page_id=297&_layoutmode=off&_layoutmode=on
大阪： http://www.pref.osaka.lg.jp/kotogakko/kyousyokuinsisitu/index.html
兵庫： http://www.hyogo-c.ed.jp/~kyoshokuin-bo/kyoshokuinkensyuu.html
和歌山： http://www.wakayama-edc.big-u.jp/kensyuu_ikuseisihyou/kennsyuu_ikuseisihyou_top.html
鳥取： http://www.pref.tottori.lg.jp/92077.htm
島根： http://www.pref.shimane.lg.jp/education/kyoiku/kaihatu/hoshin/
岡山： http://www.pref.okayama.jp/soshiki/321
広島： http://www.pref.hiroshima.lg.jp/site/kyouiku/jinzai.html
山口： http://www.pref.yamaguchi.lg.jp/cms/a50200/shihyou/h30shihyou.html
徳島： http://www.pref.tokushima.lg.jp/ippannokata/kyoiku/gakkokyoiku/5008855
香川： http://www.kagawa-edu.jp/educ/htdocs/?page_id=229
愛媛： https://center.esnet.ed.jp/
高知： https://center.esnet.ed.jp/
佐賀： http://www.pref.saga.lg.jp/kyouiku/kiji00359787/index.html
長崎： http://www.edu-c.pref.nagasaki.jp/?page_id=55
熊本： http://kyouiku.higo.ed/page3793/page5786/page8863
大分： http://www.pref.oita.jp/site/gakkokyoiku/oitakenkyouinnikuseishihyou.html
鹿児島： https://www.pref.kagoshima.jp/ba04/kyoikubunka/school/kenshu/taikei/kensyutaikei.html
札幌市： http://www.sec.sapporo-c.ed.jp/
仙台市： http://www.sendai-c.ed.jp/00jinjihou/jinzai.html
千葉市： http://www.pref.chiba.lg.jp/kyouiku/shidou/gakuryoku/2011/act5.html
横浜市： http://www.edu.city.yokohama.jp/tr/ky/k-center/index.htm
新潟市： http://www.city.niigata.lg.jp/kosodate/gakko/gakko_keikaku/shishitsukojo.html
静岡市： http://www.center.shizuoka.ednet.jp
浜松市： https://www.city.hamamatsu.shizuoka.jp/somu/sesaku/291219ikuseishihyo.html
京都市： http://www.city.kyoto.lg.jp/kyoiku/page/0000231545.html
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堺市： http://www.city.sakai.lg.jp/kosodate/kyoiku/torikumi/plan/index.html
神戸市： http://www2.kobe-c.ed.jp/kec/?page_id=168
岡山市： http://www.city.okayama.jp/kyouiku/sougoukyouiku/sougoukyouiku_00219.html
広島市： http://www.city.hiroshima.lg.jp/www/contents/1522731806244/index.html
北九州市： http://www.city.kitakyushu.lg.jp/kyouiku/02900054.html
福岡市： http://www.fuku-c.ed.jp/center/ikuseisihyu.html
熊本市： http://www.kumamoto-kmm.ed.jp
22．自治体で公表している「指標」の URL
北海道： http://www.dokyoi.pref.hokkaido.lg.jp/hk/ksi/sihyou.htm
青森： http://www.pref.aomori.lg.jp/bunka/education/sihyou.html
岩手： http://www.pref.iwate.jp/kyouiku/kyoushokuin/18341/062829.html
宮城： http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/ky-teacher/shihyo.html
秋田： http://www.pref.akita.lg.jp
山形： https://www.pref.yamagata.jp/bunkyo/kyoiku/chu/7700001yamagatakenkyoinsihyouyamagatakenkyoinsisitukojokyogikai.html
福島： http://www.pref.fukushima.lg.jp/site/edu/ikusei.html
茨城： http://www.edu.pref.ibaraki.jp/board/welcome/keikaku/oshirase/shihyou/3-shiyou.pdf
栃木： http://www.pref.tochigi.lg.jp/m01/kyouinikuseishihyo.html
群馬： http://www.pref.gunma.jp/03/x18g_00023.html
埼玉： http://www.pref.saitama.lg.jp/f2208/shihyou/shihyou.html
千葉：
http://www.pref.chiba.lg.jp/kyouiku/shidou/gakuryoku/2011/documents/sihyoukakuteian.pdf
東京： http://www.kyoiku.metro.tokyo.jp/
神奈川：
http://www.pref.kanagawa.jp/docs/pi7/cnt/f491033/documents/1198528_4312148_misc.pdf
新潟： http://www.pref.niigata.lg.jp/HTML_Article/386/485/niigataken_kyoinikuseisihyo,0.pdf
富山： http://www.pref.toyama.jp/cms_sec/3002/kj00018775.html
石川： http://www.pref.ishikawa.lg.jp/kyoiku/gakkou/shidoryokukojo/
福井： http://www.pref.fukui.jp/doc/kyousei/kyougikai.html
山梨：
http://www.pref.yamanashi.jp/kyouikusom/somkikaku/somkikaku/documents/0222a11.pdf
岐阜： http://www.gifu-net.ed.jp/ggec/
静岡： https://www.pref.shizuoka.jp/kyouiku/kk-020/kyouinikuseikyougikai.html
愛知： http://www.pref.aichi.jp/soshiki/kyosyokuin/ikuseisihyou.html
三重： http://www.pref.mie.lg.jp/common/04/ci500013586.htm
滋賀： http://www.pref.shiga.lg.jp/edu/link/ma03/kyousykuinnka.html
京都： http://www.kyotobe.ne.jp/kyoshoku/cms/index.php?page_id=297&_layoutmode=off&_layoutmode=on
大阪： http://www.pref.osaka.lg.jp/kotogakko/kyousyokuinsisitu/index.html
兵庫： http://www.hyogo-c.ed.jp/~kyoshokuin-bo/kyoshokuinkensyuu.html
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和歌山： http://www.wakayama-edc.big-u.jp/kensyuu_ikusei-sihyou/sihyou.pdf
鳥取： http://www.pref.tottori.lg.jp/92077.htm
島根： http://www.pref.shimane.lg.jp/education/kyoiku/kaihatu/hoshin/
岡山： http://www.pref.okayama.jp/soshiki/321
山口： http://www.pref.yamaguchi.lg.jp/cms/a50200/shihyou/h30shihyou.html
徳島： http://www.pref.tokushima.lg.jp/ippannokata/kyoiku/gakkokyoiku/5008855
香川： http://www.kagawa-edu.jp/educ/htdocs/?page_id=229
愛媛： https://center.esnet.ed.jp/
高知： http://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/310101/2017092200049.html
佐賀： http://www.pref.saga.lg.jp/kyouiku/default.html
長崎： http://www.edu-c.pref.nagasaki.jp/?page_id=55
熊本： http://kyouiku.higo.ed/page3793/page5786/page8863/page8864.html
大分： http://www.pref.oita.jp/uploaded/attachment/2011228.pdf
鹿児島： https://www.pref.kagoshima.jp/ba04/kyoikubunka/school/kenshu/taikei/kensyutaikei.html
札幌市： http://www.sec.sapporo-c.ed.jp/
仙台市： http://www.sendaic.ed.jp/01home/01sougou/06centerkensyu/kencen/h30/02kihon2018.pdf
千葉市：
http://www.pref.chiba.lg.jp/kyouiku/shidou/gakuryoku/2011/documents/sihyoukakuteian.pdf
横浜市： http://www.edu.city.yokohama.jp/tr/ky/k-center/index.htm
新潟市： http://www.city.niigata.lg.jp/kosodate/gakko/gakko_keikaku/shishitsukojo.html
静岡市： http://www.center.shizuoka.ednet.jp
浜松市： https://www.city.hamamatsu.shizuoka.jp/somu/sesaku/291219ikuseishihyo.html
堺市： http://www.city.sakai.lg.jp/kosodate/kyoiku/torikumi/plan/kyoinikuseishihyo.html
神戸市： http://www2.kobe-c.ed.jp/kec/?page_id=168
岡山市： http://www.city.okayama.jp/kyouiku/sougoukyouiku/sougoukyouiku_00219.html
広島市： http://www.city.hiroshima.lg.jp/www/contents/1522731806244/index.html
北九州市： http://www.city.kitakyushu.lg.jp/kyouiku/02900054.html
福岡市： http://www.fuku-c.ed.jp/center/ikuseisihyu.html
熊本市： http://www.kumamoto-kmm.ed.jp
22．自治体で公表している「研修計画」の URL
青森： http://www.dokyoi.pref.hokkaido.lg.jp/hk/ksi/sihyou.htm
岩手： http://www.pref.iwate.jp/kyouiku/gakkou/kenshuu/063648.html
宮城： http://www.edu-c.pref.miyagi.jp/training/guide/
秋田： http://www.pref.akita.lg.jp
山形： http://www.yamagata-c.ed.jp
福島： http://www.pref.fukushima.lg.jp/site/edu/koukoukyoiku41.html
茨城： http://www.center.ibk.ed.jp/?action=common_download_main&upload_id=3386
栃木： http://www.nc.center.gsn.ed.jp/?action=common_download_main&upload_id=7280
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群馬： http://www.nc.center.gsn.ed.jp/?action=common_download_main&upload_id=7280
埼玉： http://www.pref.saitama.lg.jp/f2208/shihyou/shihyou.html
千葉： http://www.ice.or.jp/nc/kensyu/
東京： http://www.kyoiku.metro.tokyo.jp/
神奈川： http://www.pref.kanagawa.jp/docs/pi7/cnt/f491033/kenshukeikaku.html
新潟：
http://www.pref.niigata.lg.jp/HTML_Article/970/834/00%20kenshukeikaku180330ALL_930378,0.
pdf
富山： http://center.tym.ed.jp/youkou
福井： http://www.pref.fukui.jp/doc/kyousei/kyougikai.html
山梨： http://www.ypec.ed.jp/htdocs/?action=common_download_main&upload_id=54
岐阜： http://www.gifu-net.ed.jp/ggec/
静岡： https://www.pref.shizuoka.jp/kyouiku/kk-020/kyouinikuseikyougikai.html
愛知： http://www.pref.aichi.jp/soshiki/kyosyokuin/kyoinkensyukeikaku.html
三重： http://www.mpec.jp/
滋賀： http://www.pref.shiga.lg.jp/edu/link/ma03/kyousykuinnka.html
京都： http://www.kyoto-be.ne.jp/ed-center/kensyukoza/index.html#gaiyo
大阪： http://www.pref.osaka.lg.jp/kotogakko/kyousyokuinsisitu/index.html
兵庫： http://www.hyogo-c.ed.jp/~kyoshokuin-bo/kyoshokuinkensyuu.html
和歌山： http://www.wakayama-edc.big-u.jp/kensyuu_ikusei-sihyou/keikaku.pdf
鳥取： http://www.pref.tottori.lg.jp/92077.htm
島根： http://www.pref.shimane.lg.jp/matsue_ec/
岡山： http://www.pref.okayama.jp/soshiki/321
山口： http://www.pref.yamaguchi.lg.jp/cms/a50200/shihyou/h30shihyou.html
徳島： http://www.pref.tokushima.lg.jp/ippannokata/kyoiku/gakkokyoiku/5008855
香川： http://www.kagawa-edu.jp/educ/htdocs/?action=common_download_main&upload_id=7713
愛媛： https://center.esnet.ed.jp/
高知： http://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/310101/2017092200049.html
佐賀： https://www.pref.saga.lg.jp/kyouiku/kiji00361049/index.html
長崎： http://www.educ.pref.nagasaki.jp/web_contents/kensyuukeikaku/H30kensyuukeikaku.pdf
熊本： http://www.higo.ed.jp/center/kensyuu-annai/
大分： http://www.pref.oita.jp/soshiki/31401/
鹿児島： https://www.pref.kagoshima.jp/ba04/kyoikubunka/school/kenshu/taikei/kensyutaikei.html
札幌市： http://www.sec.sapporo-c.ed.jp/
仙台市： http://www.sendaic.ed.jp/01home/01sougou/06centerkensyu/kencen/h30/03itiran.pdf
千葉市： http://www.ice.or.jp/nc/kensyu/
新潟市： http://www.netin.niigata.niigata.jp/kenshuichiran.pdf
静岡市： http://www.center.shizuoka.ednet.jp
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京都市： http://www.city.kyoto.lg.jp/kyoiku/page/0000231545.html
堺市： http://www.sakai.ed.jp/
神戸市： http://www2.kobe-c.ed.jp/kec/?page_id=168
岡山市： http://www.city.okayama.jp/kyouiku/sougoukyouiku/sougoukyouiku_00219.html
広島市： http://www.city.hiroshima.lg.jp/www/contents/1522731806244/index.html
福岡市： http://www.fuku-c.ed.jp/center/ikuseisihyu.html
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