
重点目標

達成状況・評価結果 成果や課題、今後の方針　等 評価

＜行動計画＞
④ 学力向上に向けた「学習規律・授業改善・学習習慣
の確立」に努める。

・家庭学習の手引き配布（ＰＴＡ総会）
・チャレンジ週間（年間３回）実施及び保護者への啓発
（今年度より学校独自のシートを活用）
・自主学習ノートの継続した取り組み
　２学期末にチャレンジ週間のまとめを作成し、保護者へ
配布した。学習時間、テレビ・ゲームの時間の改善などを
呼びかけた。自主学習ノートはお手本となるような取り組
みを掲示して紹介し、個々の取り組みの参考となうように
した。

　チャレンジ週間のテレビ・ゲームの時間は平均で１時間
強程度で期間中の取り組みには成果が感じられる。しかし
期間が終わると生活習慣が戻ってしまうという児童も多
く、日常的な生活改善に継続して取り組んでいく。
　自主学習は、子どもによって取り組みや成果に差が見ら
れる。優れた取り組みを紹介することで自らの活動の取り
入れようとする姿があったので、継続していきたい。

＜目標値＞
・家庭学習の手引きの配布
・南小版シートを活用したチャレンジ週間の実施年間３
回
・自主学習ノートの定着

Ｂ

Ａ

Ａ

Ｂ

【１】個を大切にした授業を展開し、基礎基本の定着と学ぶ力の向上を図る。　　　　　　　　　学校自己評価：Ｂ
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〔評価〕Ａ：達成　　Ｂ：概ね達成　　Ｃ：不十分

行動計画及び目標値

＜行動計画＞
① 一人ひとりが意欲的に取り組める授業づくりを行
う。

・亀山版学習スタイル実施率９０％（教職員自己評価）
・課題解決型授業づくり実施率７０％（教職員自己評価）
・児童の授業理解に対する自己評価８９％
・保護者の授業理解に対する自己評価９３％
　課題解決型授業づくりについて教職員は、まだ十分実施
できていないと考えている。児童・保護者の授業理解に対
する自己評価は、児童がわずかに足りなかったが、概ね目
標値に近かった。補充学習は予定した日時に実施できた。

　授業理解に対する評価について保護者の意見は例年より
高くなっている。児童も保護者も家庭学習が増えているこ
とを指摘しており、その影響がうかがえる。補充学習につ
いて内容を継続して検討していくとともに家庭学習のさら
なる充実を目指し、授業における課題解決型授業づくりの
実施率を高められるよう取り組んでいく。

＜行動計画＞
② 表現力の向上につながる授業づくりに取り組む。

・授業における言語活動実施率８０％（教職員自己評価）
・伝え合う力の向上評価（児童）８０％（保護者）８８％
・ＮＨＫ音楽コンクールへの参加を継続している。武田先
生のアウトリーチ活動のほかは、著名な講師に依頼するこ
となく、保護者や地域の応援を得て、取り組みを行なうこ
とができた。図工作品の積極的な出品や校内展示も継続し
ている。

　伝え合う力の向上について教職員は７８％と前年を１
３％上回ったが、８割に満たないうえ、実質的には「どち
らかといえば…」という回答が多く、数字以上に課題があ
るととらえておきたい。行事の運営や話し合い活動におい
て、用意されたことを確実にこなしていく力はあるもの
の、自分の考えや思いを積極的に表現していくことについ
ては十分でないと感じる。こうした課題を次年度の取り組
みの方向性として大切にとらえていきたい。

＜目標値＞
・授業のなかで必ず発表・発信の場を設定
・授業における言語活動実施率９０％以上（教職員）
・児童・保護者の伝え合う力の向上評価８０％以上
・合唱への取り組みを通した表現活動の充実
・図工作品の積極的な出品、校内展示

＜行動計画＞
③ 書く力と読解力の向上に取り組む。

・授業時ふり返り活動実施率80%→90%（１学期→２学期）
・ふり返り活動における５行以上記入70%(教職員評価）
・「本を読むのが好きか」の問いに肯定的な児童の割合
　　70%→83%（28年度→29年度）
・「子どもはよく本を読んでいる」の問いに肯定的な保護
者の割合　41%→59%（28年度→29年度）

　授業における振り返りの定着は進んでいる。ふり返りが
実施できていない授業は芸能教科に多いが、単元や学習の
まとまりごとにふり返りが実施されている。単にふり返り
を行うのではなく、望む子どもの姿やつけたい力を考え、
見通しをもってふり返りに取り組んでいく。
　比較的読書量は増加しているが、読書が嫌いという児童
もいまだ多く、本に親しみが持てるような取り組みを継続
していく。

＜目標値＞
・授業時のふり返り活動実施率９０%以上
・学年別の目標読書冊数の達成

＜目標値＞
・児童・保護者の授業理解に対する自己評価９０％以上
・亀山版学習スタイル実施率９０%以上（教職員）
・課題解決型授業づくり実施率９０%以上（教職員）
・補充学習の実施（委員会のない金曜に設定）



重点目標

達成状況 今後の課題・方針 評価行動計画及び目標値

＜行動計画＞
① 豊かな体験活動を推進する。

・行動計画の各行事を順調に行ってきた。昨年より地域の
教育力、指導力を生かした音楽コンクールへの取り組みが
できている。昔あそびを中心に地域の方々との交流を深め
た地域ふれあい集会など継続した取り組みができている。
・人とのかかわり、生きる力に対する保護者評価は９８％
に達し、児童の自己評価も９３％と、前年より１０％向上
した。

　体験活動については、地域やゲストティーチャーの力を
借りて充実した行事、授業を開催することができた。児
童、保護者に加え、地域の評価も高くなっているが、活動
が目的となることなく、活動によって児童にどのような力
がついたか、どのように変化したかを確かめつつ、今後の
実践につなげていく。

＜目標値＞
・学校花壇づくり　・里山学習　・人権集会
・NHK音楽コンクール　・地域ふれあい集会
・宿泊体験学習　・保育体験　・防災学習
・四小交流　・学習発表会（６送会）
・アンケート肯定的評価９０％
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【２】体験活動を効果的に取り入れ、子ども一人ひとりの「生きる力」の育成に努める。　　　学校自己評価：Ａ

〔評価〕Ａ：達成　　Ｂ：概ね達成　　Ｃ：不十分

＜行動計画＞
② 生活科・総合的な学習の時間に子どもが主体的
に学べるような授業づくりに取り組む

・生活科としては他校との交流学習やまち探検、遠足など
の行事と絡めながら、具体的な活動や体験の機会を計画す
ることができた。
・生活科、総合的な学習の交流は、定期的には行えなかっ
たが、顕著な内容の時や学年間のつながりを検討する場面
はみられた。

・総合的な学習の時間の取り組みは、各学年任せになって
しまい、職員間での交流が少なかった。学年間の系統性も
考え、カリキュラム作りを進めていく。
・総合的な学習が充実すると学力向上につながるという指
摘がある。今後も他校の実践等も参考にしつつ効果的な総
合的な学習の時間の指導計画を検討していく。

＜目標値＞
・職員会議等による月１回の交流会

＜行動計画＞
③ ゲストティーチャーを招いて共に活動する場を
設定する。

Ａ

Ｂ

Ａ

Ａ

・継続した取り組みとして合唱指導、楠平尾ささゆり保存
会の力をお借りした里山学習、緑のボランティアによる花
壇・栽培委員会活動、昔あそびに取り組んだ地域ふれあい
集会（地域ボランティア３２名）などを行っている。また
ダンボールクラフトや草木染体験（ホンダ環境ワゴン）、
租税教室（鈴鹿税務署）、薬物乱用防止教室（学校薬剤
師）、福祉体験学習（視覚障害者協会）、交通安全教室
（警察・安全協会）など多彩な体験学習を行うことができ
た。

　ゲストティーチャーの来校回数は10回を優に超えてい
る。それぞれの活動に子どもたちはまじめに取り組んでい
るし、保護者、地域、そして教職員の評価も高い。ただ
し、活動内容を見ると、「教えてもらう」という受け身的
な学習が多くなっている。今後は、より主体的、対話的な
学びへと変化させていけるような工夫の必要性を感じてお
り、次年度への課題として意識していきたい。

＜目標値＞
・里山学習、学校花壇づくり、合唱、地域ふれあ
い集会など合計で年間１０回以上

＜行動計画＞
④ 『地域ふれあい集会』等、地域と共同した体験
活動を推進する。

・地域ふれあい集会は地域から生まれた行事であり、教育
協議会が主体となって活動してきている。今年は昔あそび
を通して地域交流を深めることができた。地域ボランティ
ア３２名、保護者６５世帯中４７世帯の参加があった。
・「学校は，地域と連携して教育活動を進めようとしてい
る」というアンケートに対して地域から１００％の肯定的
意見を得た。

　昔あそびによる地域交流を行った地域ふれあい集会をは
じめとして、学校の教育活動における地域連携について高
評価をいただくことができ、今後も継続した取り組みを行
なっていきたいと感じている。
　「学校は保護者、地域住民にとって行きやすいところで
ある」というアンケートについては、昨年より１７Ｐ向上
し、８６％の支持を得た。開かれた学校づくりについて、
今後も取り組んでいく。

＜目標値＞
・地域ふれあい集会等の行事開催及び参加
・地域によるアンケート肯定的評価９０％



重点目標

達成状況 今後の課題・方針 評価

＜目標値＞
・５年生をはじめとする保育園との交流学習
・６年生四小交流　年3回
・人権フォーラムへの参加

＜行動計画＞
② 人権、道徳に関わる研修、授業の推進

・人権道徳授業公開（１月２０日）※教懇中止のため延期
・人権アンケート５月実施
・ＱＵアンケート６月・１１月
・学級づくりレポート交流（夏・冬）
・道徳人権に関する校外研修の還流報告（随時）

　人権道徳を扱った授業公開は教懇が中止となったため、
２月実施となったが、自主的に道徳の公開授業を行う教職
員も存在し、その姿はたのもしい。特別の教科道徳の本格
的な実施に向けて校内的な検討を一層高めていく必要があ
る。特に他の教科や教育活動との連携についてカリキュラ
ムをマネジメントしていかなくてはならない。

＜目標値＞
・人権、道徳に関する授業参観の開催年１回以上
・人権アンケート、レポート交流年２回

＜行動計画＞
③ 子どもの関わる力と主体的に取り組む力の育成
を図る。

・運動会、地域ふれあい集会などの全校行事に加え、各月
になかよし集会を開催した。
・なかよし班給食の日に行ったなかよし班あそびのほか、
全校あそびとしてドッヂボール大会や自由に参加できるＴ
Ｍ（たのしいみなみ）リーグなどを行った。活動は児童会
が中心となり、企画運営を行った。

　なかよし集会をはじめとする活動には、児童会役員など
がその運営にあたっており、与えられたこと、決められた
ことは的確にその役割を果たしている。そうした子どもの
力を感じる一方で、目的や方法を子どもが自ら考えだした
り、主体的に判断したりといった力はいまだ十分ではない
かもしれない。児童会はなかよし集会を企画運営する中
で、こうした活動体験があるが、これらを様々な学習の場
面に広げていくしかけを行っていきたい。

＜目標値＞
・なかよし集会または全校行事　月１回
・なかよし班給食、なかよし班遊び　月１回
・ＴＭリーグの開催　年３回

〔評価〕Ａ：達成　　Ｂ：概ね達成　　Ｃ：不十分

Ａ

Ｂ

Ｂ

Ａ

・仲間づくりアンケート（１学期）
・ＱＵアンケート（１、２学期）
・教育相談（各学期１回）
・障がい者理解学習（４年）講師：視覚障害者協会
・「学校へ行くのが楽しい」児童93%、保護者100%
・「友達と仲良くしている」児童95%、保護者99%
・「学校は相談や悩みに誠実に対応している」
　児童93%、保護者96%

　「学校へ行くのが楽しい」９３％は、裏を返すと７％は
楽しくないということになる。本校では実質6名が「どちら
かというと楽しくない」と回答している。ＱＵの要支援群
児童とあわせて１％でも一人でもあってほしくないという
考えのもと取り組みを継続していく。またそのために早期
発見、早期対応が可能となるようアンケートや教育相談、
日常の情報交換などを綿密に行っていく。

平成２９年度　亀山南小学校　具体的行動計画　学校自己評価表Ⅲ

【３】お互いの人権を尊重し、心豊かによりよく生きる生活態度や実践力を養う。　　　　　　学校自己評価：Ａ

行動計画及び目標値

＜行動計画＞
① ちがいを認め合った仲間づくりを行うととも
に、一人ひとりの子どもへ有効な支援を行う。

＜目標値＞
・Q-Uアンケートの実施と分析会議、教育相談を年
２回以上開催
・障がい者理解外部講師（年１回）

＜行動計画＞
④ 保育園や小中学校との交流学習を推進する。

・保育園交流（年間６回予定通り活動中）
・四小交流（年３回）本校開催は残念ながら雨のため、里
山での活動を中止し、学校で開催した。
・亀中校区人権フォーラム（１１月）
・６年生の亀中見学を計画中（昼生小・白川小と同日）

　保幼小中の連携のため、引き継ぎ等の会議だけでなく、
子どもにとって進学等による環境の変化に順応しやすくな
るよう交流を図ることができている。特に中１ギャップへ
の対策として、６年生の中学校見学(体験)を今年度は初め
て行うこととしている。小学校間の横のつながりに加え、
保幼小、小中の縦の連携を今後も深めていきたい。



重点目標

達成状況 今後の課題・方針 評価

＜行動計画＞
④ 防災教育の推進

・引き渡し訓練実施（６月）
・防災講話、地震体験（２月）
・防災、健康安全への指導に対する保護者評価１００％
　教育懇談会とともに実施を計画した防災講話・地震体験
は台風による休校で２月に延期となった。しかしながら引
き渡し訓練の実施と引き渡しカードの改善などで防災意識
を向上させることにつながった。避難訓練やＪアラート対
応など迅速に発信することで保護者、地域の評価につな
がった。

　引き渡し訓練の実施に伴い、学校配信メールの活用（参
集メール訓練など）、引き渡しカードの改善など、保護者
にとってわかりやすいものへと改善を図ることができた。
防災については、継続した取り組みを行なっていきたい。
　なお、防災のみでなく、防犯について児童、保護者を対
象とした学習機会を次年度以降計画していきたい。（警察
等と連携した防犯教室の開催など）

＜目標値＞
・関係機関、保護者・地域参画の防災教室開催
・地域の避難所確認年１回
・防災、健康安全への指導の保護者評価９０％以
上

＜行動計画＞
② 健康安全の取り組みの充実
・健康観察　　・交通安全指導
・子どもの体力向上　　・安全点検

・登下校指導毎月月初めに実施
・交通安全教室（５月）　全校体力テスト（５月）
・健康観察（毎朝）　安全点検（月１回）
・健康安全に対する保護者の肯定的評価１００％
　体力テストについては全校での取り組みを継続してお
り、児童のデータ管理も行っている。また５月の実施に加
えて、２学期末ごろに再チャレンジを行っている。

・児童の健康安全に対する学校の指導について保護者から
１００％の肯定的評価をいただいたが、これを継続できる
よう、各行事の開催に加え、保健だよりの発行などによる
情報発信や啓発活動に取り組んでいく。
・事務職員による安全点検結果の活用をテーマに研究に取
り組んだ。危険個所や修繕箇所の早期発見や早期対応につ
なげていけるよう継続して取り組んでいく。

＜目標値＞
・登下校指導月１回、交通安全教室の開催
・全学年体力テストと継続指導
・月１回の安全点検の実施
・保護者アンケート肯定的意見90％以上

＜行動計画＞
③ 学校の環境美化・整備の充実
・児童の環境整備活動　・芝生運動場整備

・ＦＢＣ花壇、芝生運動場の整備等により、緑に囲まれた
教育環境が整っている。ＦＢＣ花壇は県教育委員会賞を受
賞し、花を地域や保護者に配布するなど活動を広げてい
る。芝生運動場も昨年から業者委託をやめ、自校での整備
を行っているが、生育状況は一層よくなり、運動会等で保
護者、地域からも高く評価を得た。
・クリーン集会（６月）も定着しており、学校や通学路等
の美化に積極的に取り組むことができた。

　学校に緑が多いことは喜ばしいことだが、敷地内の樹木
の数も非常に多く、花壇、芝生運動場に加え、環境整備を
要するボリュームが多すぎる。シルバーによる草刈りのほ
か、ＰＴＡ奉仕作業なども行っているが、芝生管理、樹木
の剪定などを学校だけで行っていくのは負担が大きい。花
壇の整備も含め、職員の過重労働にもつながりかねないた
め、地域ボランティアなど学校の環境整備への支援をいた
だける人材を発掘していくことも検討が必要。

＜目標値＞
・クリーン集会の開催
・安全点検月１回　　・日常の清掃指導
・グランド施肥７回、刈り込み夏季週１～２回

行動計画及び目標値

＜行動計画＞
① 挨拶運動を充実させる。

・すべての水曜日において登下校時のあいさつ運動を実施し
た。
（小さな親切運動「あいさつでみんなつながろともだち作戦」
参加）
・地域の見守り隊にもあいさつ運動が浸透してきた。
・児童のあいさつに対する肯定的評価（児童）８６％、（保護
者）８６％、（地域）８６％（教職員）６３％

・あいさつ運動にカードを活用し、活動の普及、促進を図ること
につながった。児童のあいさつに対して保護者、地域ともに肯定
的評価が向上しているが、教職員評価は微増にとどまっている。
現状の児童のあいさつは受け身的であり、あいさつをしてもらう
と返答として返すことができるが、児童自らあいさつしようとす
る姿に物足りなさがあると考えられる。授業時のあいさつの徹底
などと合わせて今後の指導課題と考えている。

＜目標値＞
・毎週水曜日の登下校時に挨拶運動
・保護者アンケート肯定的意見80％以上

平成２９年度　亀山南小学校　具体的行動計画　学校自己評価表Ⅳ

〔評価〕Ａ：達成　　Ｂ：概ね達成　　Ｃ：不十分

Ｂ

Ａ

Ａ

Ａ

【４】基本的生活習慣の定着を図り、健康で安全な生活の確立を図る。　　　　　　　　　　　学校自己評価：Ａ



重点目標

達成状況 今後の課題・方針 評価

＜行動計画＞
② PTA・地域が足を運んでいただける活動、行事
を工夫し、連携して子どもの健全育成に努める。
・フリー参観　・家庭訪問　・地区集会
・地域ふれあい集会　・教育協議会
・学校保健委員会　・地域行事への参加

・フリー参観年間７回実施（含授業参観）
・地域ふれあい集会保護者参加率７２％
・地域ふれあい集会参加地域住民３２名
・教育懇談会：台風による暴風警報発令のため中止
・南部地区敬老会２年生参加（１０月）
・「学校は保護者や地域の人々にとって行きやすいところ
である」アンケート肯定的評価６９％(H28)→８６％(H29)

 

・土曜授業日の減少に伴い、フリー参観の回数は少なくな
ることも考えられたが、７回実施することができた。昨年
度よりも地域にとって学校の敷居が低くなること目指して
きたが、地域評価が１７％向上したことは意味深い。次年
度もより一層、地域、保護者との関係が向上するよう取り
組みを継続していく。特に学校公開、地域との共催事業に
ついて積極的に計画し、行事ばかりでなく、日常の授業な
どでの子どもの様子を地域の方にも見ていただけるように
していきたい。

＜目標値＞
・フリー参観年３ 回以上
・地域ふれあい集会への保護者参加率90％
・地域ふれあい集会、参加地域住民50名以上
・地域敬老会への参加年１回
・教育懇談会保護者参加率90％

＜行動計画＞
③ PTA・地域と連携し、児童の実態交流に努める
とともに課題を共有し、子どもたちの生活習慣を
改善させる。
・教育協議会での意見交換
・児童、保護者、教職員、地域関係者への学校評
価アンケートの実施

・教育協議会年間４回開催
・教育懇談会台風による暴風警報のため中止
・学校評価アンケート１１月末実施
・第４回教育協議会で学校関係者評価の実施

　教育懇談会は予算要求にとどまらず、学校、保護者、地
域等が協議できる機会であり、中止となってしまったこと
は残念である。次年度以降も有意義な取り組みとして企画
していく。
　今後も学校評価アンケート結果の交流と協議により、子
どもの様子をつかみ、生活等の改善活動に取り組んでいく
が、家庭学習時間、テレビ・ゲームの時間などを中心課題
として検討していく。＜目標値＞

・学校関係者評価の実施（児童・保護者・教職
員・地域による学校評価アンケートを含む）
・教育協議会年４回開催
・教育懇談会の充実

行動計画及び目標値

＜行動計画＞
① 開かれた学校づくりのための情報発信に努める。
・ホームページによる情報公開
・学校だより・学年通信の発行

・ホームページ更新はおよそ週１回達成
・学校だより月１～２回発行
・学年通信発行２５号以上（全学年達成）
　学校からの情報発信を今年度の課題のひとつとして掲げ
ており、特にホームページの更新など意識的に取り組ん
だ。
　保護者アンケートでは「学校の様子や願いを伝えてい
る」に対して昨年度より１０％の肯定的意見の増加が見ら
れた。（７９％→８９％）

　ホームページや学校だより、学年だよりなど媒体を通じ
ての情報発信は、意識的に取り組んできたことで前年より
も更新・発行の頻度を増やすことができた。
　地域や保護者に学校を感じてもらえるような情報発信の
取り組みを次年度も継続していく。＜目標値＞

・ホームページでの学級情報の発信週１回
・学校だより月１回発行(地域回覧）
・学校自己評価公開
・学年通信の発行年２５号以上

平成２９年度　亀山南小学校　具体的行動計画　学校自己評価表Ⅴ

〔評価〕Ａ：達成　　Ｂ：概ね達成　　Ｃ：不十分

Ａ

Ａ

Ｂ

【５】家庭、地域の期待に応え、信頼される学校の創造に努める。　　　　　　　　　　　　　学校自己評価：Ａ



重点目標

達成状況 今後の課題・方針 評価

＜行動計画＞
②事務の効率化を図り、子どもと接する時間を確
保する。

・職員会議の終了時刻設定と資料事前配布は毎回行い、平
均２時間弱の職員会議となっており、勤務時間内に終了し
ている。
・委員会やプロジェクト等の会議は、あえて定例化せず、
精選を図ってきた。また時間も１時間以内にほとんどの会
議を行うことができた。
・日常の職員打合せは、短時間で毎日行い、児童の情報交
換などにも触れ、即時性を高めた。

・会議の時間や回数は短縮、精選されてきているものの、
会議への提案や議事進行には、まだ改善の余地がある。前
年踏襲の傾向が依然としてあることと、すでに配布してあ
る資料を事前に把握されているか、決めることと連絡事項
の仕分けはできているか、など会議の進め方についても改
善活動に取り組みたい。

＜目標値＞
・会議の精選と短縮（終了時間設定、資料事前配
布）

＜行動計画＞
③チームとしての和を大切にし、対話・会話の重
視した学校運営に努める。

・ＯＪＴに対する教職員満足度は前年度７６％だったのに
対して１００％の肯定的意見に向上した。
・小規模校のため、各自が担当する校務分掌は多いが、各
分掌において担当者任せになることなく、職員間で連携が
図られることが多かった。

・ＯＪＴ満足度の向上は、日常的な協力体制の中でベテラ
ン教員による若手への積極的な声かけ、配慮によるところ
が大きい。いつでも相談できる職員風土を頼もしく感じ
る。職場の人間関係への満足度も１００％であり、この職
場環境を継続させたい。
・校内人事や校務分掌への満足度も向上しているが、「学
校運営に教職員の意見が反映されているか」については、
いくらか低下傾向を示したので、改善を図りたい。

＜目標値＞
・ＯＪＴの推進（職員満足度８０％）
・自己目標設定シートの効果的な活用
・期首期末面談の実施

行動計画及び目標値

＜行動計画＞
①総勤務時間の縮減に努め、休暇等の積極的な取
得に努める。

・定時退校達成率７９．８％（１２月末現在）
・１２月末現在での月平均時間外労働時間の削減時間数
　１人あたり３．０時間　　　縮減率１０．８％
・１２月末現在で年間休暇取得日数H28(16.1)H29(15.9)
　衛生推進委員会で上半期の状況について検討し、下半期
の目標値について再検討するとともに、日常の業務改善に
ついて職員会議での提案、討議を行った。

　定時退校は原則として月曜日とし、不可能な場合は同一
週内に個人の定時退校日を設けることとした。８０％以上
の達成率であるが、事実上は土日に学校で仕事をこなすな
どの姿も見える。総勤務時間の縮減に向けて、働き方改革
に継続して取り組んでいく。また年間休暇取得日数につい
ては、12月末現在で昨年と比べるとわずかに減少してい
る。２学期末の衛生推進委員会および職員会議で具体的な
数値を紹介し、改善について協力していくことを話し合っ
た。いずれについても継続して取り組みを行なっていく。

＜目標値＞
・総勤務時間２．８％縮減
・定時退校日の設定　達成率８０％
・月平均時間外労働時間を4.2時間（１人）縮減
　縮減率１５．１％
・年間休暇取得日数を１人１日増加
・衛生推進委員会の開催（月１回）

平成２９年度　亀山南小学校　具体的行動計画　学校自己評価表Ⅵ

〔評価〕Ａ：達成　　Ｂ：概ね達成　　Ｃ：不十分

Ｃ

Ｂ

Ａ

【６】働きやすい環境づくり、ワーク・ライフ・バランスの確保に努める。　　　　　　　　　学校自己評価：Ｂ



　平成３０年２月１３日の亀山南小学校教育協議会「みなみっこ」において、学校関係者評価を実施し、
学校自己評価について、概ね適正に評価できているとの意見をいただいた。この話し合いの中で、「子ど
もたちのあいさつ」について、児童、保護者、地域の評価と教職員の評価との違いなどについて協議され、
「あいさつ運動」のあり方など、学校、保護者、地域の共通理解のもと取り組んでいくことも話し合われ
た。また、地域による学校評価アンケートの内容にも改善点が求められ、次年度の検討課題となった。
　学校では年度末に向けて校内での総括を行う中で、協議されたことをもとに、次年度の方向性を検討し
ていくこととしたい。


