
令和元年度 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１回）調査結果 

掲載日：令和元年９月30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：令和元年度 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１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：令和元年７月～令和元年８月（基準日：令和元年８月１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．｢協議会｣開催数 

 ※選択：｢本年度、『協議会』は何回開催する予定ですか。｣という質問への回答 

（回答数：67自治体／67自治体中） 
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２．「協議会」開催月（予定を含む） 

※選択：｢本年度、『協議会』をいつ開催しましたか。あるいは開催する予定ですか。｣という質問への

回答 

（回答数：67自治体／67自治体中） 

 

 

３．本年度、作成予定の「指標」の学校種 

 ※選択：｢本年度、作成を予定している『指標』がある場合、それはどの学校種ですか。｣という質問へ

の回答 

（回答数：67自治体／67自治体中※複数回答） 
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本年度作成予定の「指標」の学校種



４．本年度、作成予定の「指標」の職種 

※選択：｢本年度、作成を予定している『指標』がある場合、それはどの職ですか。｣という質問への回   

 答 

（回答数：67自治体／67自治体中※複数回答） 

 

※「教諭」については、これまで策定したものに加え，特別支援学校教諭の指標作成 

 

【その他の回答内容】 

事務職員 

 

５－１．平成29・30年度作成の「指標」の修正（予定を含む） 

 ※選択：｢平成 29・30 年度に作成した『指標』のうち、修正を行うもの（予定も含む）がありますか。｣とい

う質問への回答 

（回答数：67自治体／67自治体中） 
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本年度、作成予定の「指標」の職種

区  分 自治体数 

修正あり 6自治体 

修正なし 42自治体 

検討中 19自治体 



※修正を行う校種と職種の内容 

 

 校  種 職  種 

1 小学校 中学校 高等学校 校長，教頭 

2 すべての校種 教諭 

3 幼稚園，小学校，中学校，義務教育学校，高等

学校，特別支援学校 

校長，教頭，部主事，主幹教諭，指導教諭，教

諭，養護教諭，栄養教諭 

4 小学校・中学校・義務教育学校・高等学校・特別

支援学校 

教諭・養護教諭・栄養教諭・学校栄養職員 

5 小・中学校 教員 

6 小・中学校 教員 

 

５－２．平成29・30年度作成の「指標」の修正内容（予定を含む） 

 ※５－１の問いで修正が「ある」とした自治体に対して行った｢平成29・30年度に作成した『指標』を修正

する際、何について修正する予定（既に修正も含む）ですか。｣という質問への回答 

（回答数：６自治体／67自治体中※複数回答） 

 

 

【その他の回答内容】 

・「めざす具体的な姿」の部分に校種別の具体例を追記する 

・指標を活用する際のガイドブック 
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６－１．指標の活用 

 ※「貴自治体で、研修計画の策定以外に、『指標』を活用することを奨励しているのは次のどれです

か。」という質問への回答 

（回答数：67自治体／67自治体中 ※複数回答） 

 

 

 

 

 

 

 

 

【その他の具体例】 

・基本研修（中堅研） 

・自己研修 

・自己評価 

・自己研鑽 

・面談等（管理職による面談、自己申告面談） 

・人材育成 

・大学等における教員養成の目標 

・新規採用の教員に対する資質・能力を示す 

・教員候補者選考説明会 
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① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨

「指標」の活用例

①校内研修における指導主事等の指導・助言             ⑥教員採用における面接の観点等の検討  

②メンターが主導する若手研修                         ⑦教員採用における模擬授業の観察視点の検討 

③教育委員会主催の教科別の研修                      ⑧教育委員会（指導主事等）の学校視察における視察の観点 

④校長会が実施する研修会の内容検討              ⑨その他 

⑤副校長・教頭会が実施する研修会の内容検討 



６－２．指標の活用 

※｢『指標』の活用を奨励する内容を掲載しているパンフレット等を公開されていますか。｣という質問

への回答 

 （回答数：67自治体／67自治体中） 

 

【「指標」の活用を奨励する内容の公開】 

北海道 http://www.dokyoi.pref.hokkaido.lg.jp/hk/ksi/sihyou.htm 

宮城県 http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/ky-teacher/shihyo.html 

山形県 http://www.yamagata-c.ed.jp/index.php?action=pages_view_main 

福島県 http://www.pref.fukushima.lg.jp/site/edu/ikusei.html 

千葉県 https://www.pref.chiba.lg.jp/kyouiku/shidou/shihyou/shihyou.html 

東京都 http://www.kyoiku.metro.tokyo.jp/press/press_release/2017/release20170727_01.html 

新潟県 https://www.pref.niigata.lg.jp/site/kyoiku/1356878105294.html 

富山県 http://www.pref.toyama.jp/cms_sec/3002/kj00018775.html 

石川県 http://www.ishikawa-c.ed.jp/ 

山梨県 http://www.ypec.ed.jp/htdocs/ 

長野県 https://www.pref.nagano.lg.jp/kyoiku/kyogaku/kyoshokuin/hyoka/jikohyoka/ikuseishihyo.html 

静岡県 https://www.pref.shizuoka.jp/kyouiku/kk-020/kyouinikuseikyougikai.html 

京都府 http://www.kyoto-be.ne.jp/kyoshoku/cms/?action=common_download_main&upload_id=2638 

大阪府 http://www.pref.osaka.lg.jp/attach/6350/00000000/R1_kenshukeikaku.pdf 

兵庫県 http://www.hyogo-c.ed.jp/~kyoshokuin-bo/kyoshokuinkensyuu.html 

和歌山県 http://www.wakayama-edc.big-u.jp/kensyuu_ikusei-sihyou/guide.pdf 

徳島県 https://www.pref.tokushima.lg.jp/ippannokata/kyoiku/gakkokyoiku/5026572 

愛媛県 https://center.esnet.ed.jp 

高知県 http://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/310101/2017092200049.html 

福岡県 http://gimu.fku.ed.jp 

長崎県 https://www.edu-c.news.ed.jp/?page_id=55 

熊本県 http://kyouiku.higo.ed.jp/page3793/page5786/page8863/page8864.html 

大分県 http://www.pref.oita.jp/site/kyoiku/plan-2019.html 

鹿児島県 http://www.pref.kagoshima.jp/ba04/kyoiku-bunka/school/kenshu/taikei/kensyutaikei.html 

仙台市 http://www.sendai-c.ed.jp/ 

さいたま市 http://www.saitama-city.ed.jp/ 

区  分 自治体数 

公開している 36自治体 

公開していない 31自治体 
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川崎市 http://www.city.kawasaki.jp/880/page/0000106157.html 

新潟市 https://www.city.niigata.lg.jp/smph/kosodate/gakko/gakko_keikaku/shishitsukojo.html 

静岡市 http://www.center.shizuoka.ednet.jp 

名古屋市 https://www.nagoya-c.ed.jp/ 

京都市 https://www.city.kyoto.lg.jp/kyoiku/page/0000237129.html 

大阪市 http://www.ocec.jp/center/index.cfm/43,0,284,html 

神戸市 http://www2.kobe-c.ed.jp/kec/index.php?page_id=0 

北九州市 http://www.kita9.ed.jp/eductr/ 

福岡市 http://www.fuku-c.ed.jp/center/index.html 

熊本市 http://www.kumamoto-kmm.ed.jp/index.html 

 

７－１．指標と研修 

※「『指標』を反映した教育センター研修の研修効果を把握するアンケート等を行っていますか。｣という

質問への回答 

（回答数：67自治体／67自治体中） 

 

 

７－２．指標と研修 

※「教育センター研修の研修効果を把握するアンケート等やその結果を公開されていますか。「また、公

開されている場合、当該のホームページのＵＲＬを知らせていただくか、ＰＤＦでご送付下さい。」という

質問への回答 

 

研修効果を把握するアンケート等の公表 

秋田県 http://www.akita-c.ed.jp/ 

栃木県 http://www.tochigi-edu.ed.jp/icnt/kenshu-c-h31/?page_id=139 

新潟県 令和元年９月に新潟県教育委員会HPの以下のページで公表予定。 

山梨県 http://www.ypec.ed.jp/htdocs/ 

 

区  分 自治体数 

アンケート等を行っている 41自治体 

アンケート等を行っていない 20自治体 

検討中 6自治体 
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