
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

Ｂ

Ａ

Ｂ

Ａ

【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：　Ａ

2020(令和2)年度　亀山南小学校　具体的行動計画　学校自己評価表Ⅰ

〔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。
【○麻生、三谷、江藤、稲寄】

＜目標値に対する達成状況＞
・一人1回以上の研究授業　７人中４人実施（12月末現在）
・補充学習の実施　委員会のない金曜日に開催
・児童・保護者の授業理解に対する評価　児童：94%、保護者：97%
・教職員による児童の授業理解に対する評価　95%
・学力向上の取組についてのアンケート（亀山市）90%（全項目）
　
　学力向上の取組についてのアンケート（亀山市）においては、す
べての項目で肯定的意見が90%以上であったが、振り返り活動につい
てはＡ評価が少なく、継続して取り組んでいく。

　職員の学びの場を外部に求めずとも、校内の実践を見せ合
い、話し合うことでてても有意義な研修ができ、資質向上につ
ながることが実感できている。校内授業研も有効的に機能して
おり、結果になってきている。課題となるのは、それぞれが自
己を高めるための研修ができる時間の確保であろう。校内外の
人事による体制の整備、働き方改革とも関連することであり、
職場の風土も大切である。そうした環境づくりにも継続的に取
り組む。また「めあて」「ふり返り」の充実、「書く力」「話
す、聞く力」の向上という課題への取り組みを継続していく。
　２年度は学習指導員の配置があったが、３年度は未定であ
る。人的配置も求めつつ、可能な限りの個別の支援体制を整え
ていく。

＜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。
【○麻生、江藤、三谷）

＜目標値に対する達成状況＞
・児童・保護者の伝え合う力の向上評価　児童：79%、保護者：91%
・教師による児童の伝え合う力の向上評価　85%
・図工作品の積極的な出品、校内展示

　伝え合う活動に対する評価は低下傾向を示した。（昨年度実績
児童：90%、保護者：95%、教職員：88%）コロナ禍の影響で年度当初
の授業を一時的に講義型にしたことの影響もあると思われる。

　伝え合う活動に対する評価は低下傾向を示したが、校内授業
研では優れた校内の実践も共有できた。亀山南小学校のスタイ
ルとして学校全体に拡大していけるよう取り組んでいきたい。
日々の授業の中で発達段階に応じた児童の発言の機会を設定
し、経験値を高めていく。
　小中音楽会の中止や合唱・合奏の活動制限により、音楽的表
現は縮小を強いられた。体育では運動会の表現運動を中心に取
り組むことができたが、次年度はさらに活動を工夫していきた
い。図工美術の作品制作は中心的な教職員の指導が学校全体に
影響し、豊かに表現された作品が校内にあふれており、次年度
も継続していく。
　

＜目標値＞
・授業のなかで必ず発表・発信の場を設定
・児童・保護者の伝え合う力の向上評価８０％以上
・図工作品の積極的な出品、校内展示
・体育的活動、音楽的活動による表現活動

＜行動計画＞
③ 書く力と読解力の向上に取り組む。
【○麻生、稲寄】

＜目標値に対する達成状況＞
・ふり返り活動実施率90%
・年間読書量　一人平均　106.7冊：1月12日現在（前年107冊）
・学校評価アンケート「本を読むのが好き」
　児童：88%、保護者：55%、教職員：80%

　みえスタディチェック記述式問題における正答率が全16問中14問
で県平均を上回った。12問では県平均を10Ｐ以上上回った。

　振り返りに限らず書く活動を授業等に取り入れていく。また
それとともにその書き方の指導が大切である。多読賞の取組や
クラス単位での図書館活用（各学年の利用時間の設定）により
読書量は増えているが、働きかけがないと読書に関心を向けな
い児童もいるので、そのアプローチが必要である。

＜目標値＞
・ふり返り・まとめの充実
・年間読書量一人１００冊
・学校評価アンケート「本をよく読む」80％以上

＜目標値＞
・一人1回以上の研究授業
・朝学習、補充学習の充実
・児童・保護者の授業理解に対する評価90%以上
・教職員による児童の授業理解に対する評価90％以上
・学力向上の取組についてのアンケート（亀山市）90%以上

＜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。
【○麻生、三谷、江藤、稲寄】

＜目標値に対する達成状況＞
・家庭学習の手引き　４月配布
・自主学習ノートの紹介活動「きらきらノートの森」掲示
・学校評価アンケート「毎日家で勉強している」
　児童：99%、保護者：96%、教職員：89%
・南小版シートを活用したチャレンジ週間　年間３回

　6月臨時休業再開とともにチャレンジ週間を実施し生活実態把握を
行った。また２学期のチャレンジ週間は「かめやまお茶の間１０
選」の強化週間と重ねて実施した。

　家庭学習の内容を（音読・漢字・計算）と全校で統一するこ
とで児童も継続がしやすかったようであり、次年度も続けてい
きたい。また「チャレンジ週間」「かめやまお茶の間10選」の
取り組みを浸透させられるよう啓発していく。
　なお、家庭学習の啓発は継続していくが、学習は学校の授業
が基本と考えていきたい。学びに向かう姿勢、雰囲気、となる
よう、日々努力を認める声かけを教師は行う必要がある。

＜目標値＞
・家庭学習の手引き配布
・自主学習ノートの充実
・学校評価アンケート「毎日家で勉強している」80％以上
・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



重点目標

達成状況 今後の課題・方針 評価

＜行動計画＞
② 「生きる力」の育成につながる生活科・総合的な学習の
時間の授業づくりに取り組む。
【○稲寄、麻生、和田】

＜目標値に対する達成状況＞
・「生きる力」肯定的意見　児童：94%、保護者：96%、教職員：86%
・カリキュラム検討　年度末で実施

　地域学習を主体にして活科・総合的な学習の時間の授業づくりを
行うことを考えていたが、コロナ禍により地域との交流活動を控え
る事態となり、活動を制限せざるを得なくなった。これにかかわる
学校運営協議会での熟議もあまり行えなかった。

　今年度の総合的な学習の時間では、地域の方との出会い学
習、防災学習等に取り組んできたが、感染症の影響はここでも
大きく、地域で学ぶ機会は制限された。コロナ禍により活動の
制約が出ることは想定しつつも、学校外の方から生き方、地域
の歴史、文化、人、物に触れることの意義は計り知れないた
め、できうることに最大限取り組んでいきたい。またそのため
に学校運営協議会を中心とした組織との連携をより深めてい
く。

＜目標値＞
・カリキュラムの見直し
・「生きる力」肯定的意見85％以上

＜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。【○和田、三谷、麻生】

Ｂ

Ｂ

＜目標値に対する達成状況＞
・ゲストティーチャー招聘
　４年福祉体験学習（身体障害者福祉協会）、
　平和・歴史学習等（歴史博物館）、防災教室（県教委他）、
　学校花壇づくり（花ボランティア）、租税教室（鈴鹿税務署）、
　里山学習（ささゆりの会）等

　体験学習、ゲストティーチャーとの学びを通して、人とかかわ
り、生きる力をつける活動を行ってきた。コロナによって活動を自
粛する傾向にあったことは残念である。

　コロナ禍にあっても何人かのゲストティーチャーが今年も協
力していただいた。次年度も可能な限りその機会を設定してい
きたい。同じ内容を伝えても教師が伝えるのと「本物」「当事
者」「実物」から伝わるものは比較にならない。そうした場面
を子どもの学びの場により多く準備していきたい。
　市内めぐりなどの校外学習もできなかったが、市教委制作の
ビデオ教材等がとてもありがたかった。ギガスクール構想に伴
い、機器の活用による教育効果を高められるよう研鑽を深めて
いく。また活動の幅を広げるための感染予防を徹底していく。

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

【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：　Ｂ

行動計画及び目標値

＜行動計画＞
① 地域と連携した豊かな体験活動を推進する。
【○和田、麻生、三谷】

＜目標値に対する達成状況＞
実施した体験活動
・学校花壇づくり　・里山学習　・人権集会　・保育園交流
・防災学習　・学習発表会（６送会）　・県内修学旅行

　地域ふれあい集会、５年生宿泊体験学習に加え遠足、社会見学、
敬老会訪問などの例年の行事も実施できなかった。

・「人とかかわり、生きる力をつける」アンケート肯定的評価
　児童：94%、保護者：96%、教職員：86%

　評価結果は教職員において前年を大きく下回ったが、コロナ
禍で多くの行事を開催できなかったことを誰もが残念に思って
いる。次年度での開催を目指すとともに、実施に向けた内容や
取組の工夫、改善を図っていきたい。
　令和３年度はコロナ禍における学校運営を今年度の経験を生
かして計画していく必要がある。地域とともに、地域のため
に、地域で生きていく子どもたちのために、できることは何か
考えていきたい。

＜目標値＞
・学校花壇づくり　・里山学習　・人権集会
・地域ふれあい集会
・宿泊体験学習　・保育園交流　・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％

2020(令和２)年度　亀山南小学校　具体的行動計画　学校自己評価表Ⅱ

〔評価〕Ａ：達成　　Ｂ：概ね達成　　Ｃ：不十分

Ｂ



重点目標

達成状況 今後の課題・方針 評価

＜目標値に対する達成状況＞
・Q-U実施と分析 年２回（７月、１月）
・個別の支援計画の作成 （作成児童７名）
・人権アンケート（１１月実施）
・なかまづくりアンケート（６月、１０月実施）
・コロナに関するアンケート（６月実施）
・人権アンケート、レポート交流年２回
・教育相談　（６月、１１月実施）
・いじめ発生件数４件    ・不登校児童数０人

　いじめ事案は１件は解消しているが、３件は継続指導中である。
学校全体での取り組みを継続している。（１月末現在）

　各種のアンケート実施の際は、必ずその日のうちにその記述
内容を学年部で確認し、対応の必要性や方法を検討してきた。
子どものアピールやＳＯＳに対して迅速に対応できるよう、今
後も継続していく。また今年度当初に「すべての子どもをすべ
ての教職員で」を目指す教師像に加え、全職員の協力体制のも
とに子どもを見つめ、支援していく体制をとった。これについ
ても南小の「あたりまえ」として継続していく。
　不登校への対応方針を校内で確認することができた。欠席児
童の少なさは長年続く南小の特徴の一つであり、継続できるよ
う家庭、地域との連携に努めていく。

＜目標値＞
・保育体験、四小交流年3回、人権フォーラム
・５年生をはじめとする保育園との交流学習

Ｂ

＜行動計画＞
 ② 保護者・地域への啓発に努める。

【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。
【○三谷、岩脇、羽場】

＜目標値＞
・Q-U実施と分析年２回
・個別の支援計画の作成
・人権アンケート実施・分析、レポート交流年２回
・教育相談を年２回以上開催
・いじめ発生件数０件
・不登校児童数０人

〔評価〕Ａ：達成　　Ｂ：概ね達成　　Ｃ：不十分

Ａ

Ａ

＜行動計画＞
④ みなみ保育園や小中学校との交流学習を推進する。
【○和田、三谷、江藤】

＜目標値に対する達成状況＞
・四小交流　中止
・亀中校区人権フォーラム　中止
・５年生をはじめとする保育園との交流学習　年２回

　交流活動は限られたものしか実施できていない。特に校区人権
フォーラムや四小交流などは教育的効果

　実際に一か所に集まって交流するような取り組みはあまりで
きなかったが、保育園交流は具体的な触れ合いを減らすことで2
回実施した。ＧＩＧＡスクール構想に伴い、オンラインでの交
流活動など、次年度は取組の幅を広げていけるよう検討してい
きたい。

2020(令和2)年度　亀山南小学校　具体的行動計画　学校自己評価表Ⅲ

Ｂ

＜目標値に対する達成状況＞
・人権・道徳教育に関する授業参観　フリー参観で実施

・人権啓発を目的とした学校だより発行　年５回（1/15現在）

　地域との会議等を催すことができなかったため、学校だより等で
人権啓発を目指した内容の発信に意識して取り組んだ。

　人権学習、人権標語作品、いじめ防止月間などを中心に学校
だよりで学校の人権学習や仲間づくり、いじめ防止の取り組み
を積極的に紹介することに努め、保護者、地域の「学校は学校
の様子や願いを伝えているか」というアンケートで、Ａ評価が
20ポイント以上向上した。保護者や地域の方々とともに語り合
うなどの機会を作ることができなかったことは残念であるが、
次年度も工夫しながら、学校を開き、情報発信に努めていきた
い。

＜目標値＞
・人権・道徳教育に関する授業参観の開催年１回以上
・人権啓発を目的とした学校だよりの発行年１回以上

＜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。
【○和田】

＜目標値に対する達成状況＞
・学校評価アンケート「友だちを大切に思い仲良くしている」
　児童：98%、保護者：98%、教職員：95%
・なかよし集会　年２回
・なかよし班遊び　年３回（含なかよしリレー）
・なかよし班給食　実施なし
・ＴＭリーグ　実施なし
　
　なかよし班活動は２学期中に感染対策をして再開したが、多くは
実施しなかった。その他の活動も感染防止のため、控えることが多
かった。

　学校全体での活動は人数が多くなるため、内容に制限を加
え、回数を減らした。そのため児童会の活動等は少なくなり、
子どもの活躍の場面を減らしてしまった。少人数での活動と
なったが学年間の交流活動や学年単位で子どもが主体となる活
動を工夫してきた。
例：　なかよし班リレー
　　　おもちゃランド
　　　百人一首大会
　この経験は財産となるものである。次年度も工夫した活動を
展開し、子どものかかわる力、主体的に取り組む力を育ててい
きたい。

＜目標値＞
・学校評価アンケート「友だちを大切に思い仲良くしてい
る」90％以上
・なかよし集会、なかよし班遊び　月１回
・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



重点目標

達成状況 今後の課題・方針 評価

Ｂ

Ａ

Ｂ

行動計画及び目標値

＜行動計画＞
① 挨拶運動の充実と啓発活動の取り組みに努める。【○和
田】

＜目標値に対する達成状況＞
・おはようみなみ挨拶運動　６月実施
・あいさつに対する肯定的評価
　児童：95%、保護者：82%、教職員：76%、地域：83%

　あいさつへの評価は年度比較によると低下している。しかしなが
らこれについても感染対策の影響が感じられる。

　あいさつへの評価は子どもは高いが、保護者、地域、教職員
はやや低い傾向が数年続いている。コロナ対応として大きな声
を控えるなどの場面もあったが、そこから学んだこととして、
あいさつの声の大きさにこだわることよりも、相手の目を見た
り、お辞儀、会釈をしたりといった態度やマナーを指導してい
くことの重要性も感じた。次年度での取り組みに生かしてい
く。

＜目標値＞
・おはようみなみ挨拶運動の充実
・保護者アンケート肯定的意見90％以上

2020(令和２)年度　亀山南小学校　具体的行動計画　学校自己評価表Ⅳ

【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：　Ｂ

〔評価〕Ａ：達成　　Ｂ：概ね達成　　Ｃ：不十分

＜行動計画＞
② 健康安全の取組の充実に努める。
・健康観察　　・交通安全指導
・子どもの体力向上　　・安全点検　・食育
【○羽場、和田・佐野】

＜目標値に対する達成状況＞
・登下校指導　月１回実施、交通安全教室　未開催
・学校保健委員会　中止
・全学年体力テスト　一部種目のみ実施
・防災や健康・安全への指導　保護者評価　98%

 コロナ禍によってこれまでの継続的な取り組みを断念しなければな
らなかった。学校保健委員会等、学校医の指導助言をいただきなが
ら学校運営を行った。また学校の環境衛生を整えることにこれほど
気を使ったことはなかった。職員の作業負担はあったが、スクール
サポートスタッフの配置等で
適切に実施することができた。

　今年最も意識して取り組んだことの一番手として学校環境衛
生をあげたい。感染症対策として消毒作業等の重要性を周知
し、具体的な活動計画を教頭、養護教諭を中心に組み立てるこ
とができた。新しく配置されたスクールサポートスタッフの存
在も非常にありがたかった。まだまだこの活動は続けていく必
要があると思われるが、より一層の徹底を図っていく。
　コロナにより今年できなかったことも再度内容や方法を検討
し、同様の効果があげられるよう対策していきたい。交通安全
教室、新体力テストなどは実施の方向を探っていきたい。

＜目標値＞
・登下校指導月１回、交通安全教室の開催
・学校保健委員会の開催
・全学年体力テストと継続指導
・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・整備の充実に努める。
・児童の環境整備活動　・芝生運動場整備
　【○三谷、羽場、上田】

＜目標値に対する達成状況＞
・クリーン集会 中止
・安全点検　月１回実施
・芝生運動場の維持管理　施肥５回、刈り込み月３回～４回
・日常の清掃指導

　地域、ＰＴＡと共催してきたクリーン集会は中止となった。芝生
の生育状況はあまりよくない。整備には人力と費用がかかることが
予想される。環境学習として４年、６年が地域へ出かけてごみ拾い
などの環境改善活動に取り組んだ。

　継続して取り組んできたクリーン集会は学校や地域の環境整
備ということだけではなく、児童の環境学習に大きな意味を感
じてきた。緊急事態宣言下の学校休業中に計画していたため、
実施を見送ったが、次年度は再度実施方法を検討していきた
い。
　運動場を含めた環境整備についてはできることを行ってきた
が、ＰＴＡ奉仕作業も縮小する中で難しさを感じた。一部の保
護者や地域ボランティアが植木の剪定などに力を貸していただ
き、感謝したい。現状では学校の力だけで芝生運動場をはじめ
とする校庭の整備は非常に負担が大きく、ボランティアの力を
借りれないものかと検討している。

＜目標値＞
・クリーン集会
・安全点検月１回
・芝生運動場の維持管理
・グランド施肥８回、刈り込み夏季月３回～４回
・日常の清掃指導



重点目標

達成状況 今後の課題・方針 評価

Ｂ

Ｂ

Ｃ

【５】保護者、地域とのコミュニケーションを図り、地域と一体となった学校運営・教育活動を実践する。　学校自己評価：　Ｂ

〔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 コミュニティスクールとして、「地域とともにある学校
づくり」を推進し、学校運営協議会での熟議を具体的な形
で学校運営に反映していく

＜目標値に対する達成状況＞
・学校運営協議会の開催年間４回（４月は書面決議）
・学校運営協議会委員の授業・行事参観の実施　11月実施
・学校運営協議会によるビジョンの共有
・学校関係者評価の実施と公開　2月実施予定
・地域関係者アンケート「学校は地域と連携して教育活動をすすめ
ようとしている」　100%
・ホームページでの学級情報の発信　月２回程度
・学校だより地域回覧　発行数２３（１月１５日現在）

　コロナ禍の学校運営を学校運営協議会で議論していただき、学校
運営に生かすことができた。しかし学校の様子をじかに見ていただ
く機会は少なくなってしまった。

　コロナ禍の難しい学校運営を強いられる中で学校運営協議会
で議論していただくことで学校の方向性を定めることができ
た。３年度は創立４０周年となる。コロナ禍での周年行事の持
ち方などを検討していく必要がある。また学校運営協議会自体
が３年目を迎え、役員、委員の体制も変更されるところが出て
くるが、協議会の本格的な展開となってくるため、より一層の
熟議を深めていきたい。
　２年度後半に学校支援ボランティアの募集と体制づくりを検
討し始めている。具体化に向けて取り組んでいくとともに、学
習支援体制の整備から総合的な学習の時間における地域学習の
充実へと進めていきたい。

＜目標値＞
・学校運営協議会の開催年間４回
・学校運営協議会委員の授業・行事参観の実施
・学校運営協議会によるビジョンの共有
・学校関係者評価の実施と公開
・地域関係者アンケート「学校は地域と連携して教育活動
をすすめようとしている」80％以上
・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回以上発行(地域回覧）

2020(令和２)年度　亀山南小学校　具体的行動計画　学校自己評価表Ⅴ

＜行動計画＞【○岩脇、江藤】
② 開かれた学校づくりを推進する。
・フリー参観　・家庭訪問　・地区集会
・地域ふれあい集会
・学校保健委員会　・地域行事への参加
　

＜目標値に対する達成状況＞
・学校だより地域回覧　発行数２３（１月１５日現在）
・学年通信の発行　年２５号以上　１２月現在で３学年で達成
・学校運営協議会だよりの地域回覧　年間３回発行
・ホームページの随時更新
・保護者アンケート肯定的意見　93%

　コロナ禍の学校運営を進めるうえで、直接的な接触が難しくな
り、多くの行事を中止することとなった。そのため学校だよりをは
じめとするツールを用いた学校からの情報発信を意識してきた。

　「学校の様子や願いを伝えている」という項目に対してのＡ
評価が昨年より２０ポイント以上向上したが、学校だよりや学
校配信メールによる情報発信を評価していただいたと考えられ
る。行事の縮小もあってホームページの更新が少なくなってし
まったが、次年度も単に出来事を紹介することにとどめず、積
極的に学校の姿勢や考えを発信していきたい。
　コロナの終息を願いつつとなるが、再び学校を地域に開くこ
とができるよう準備していく。学校公開をはじめ、地域ととも
にある学校づくりのため具体的な取り組みを行っていきたい。

＜目標値＞
・学校だより月１回以上地域回覧
・学年通信の発行年２５号以上
・学校運営協議会だよりの地域回覧
・ホームページの随時更新
・保護者アンケート肯定的意見８５％以上

＜行動計画＞
③ 学校、保護者、地域がふれあい、活動する機会を設定
し、連携して子どもの健全育成に努める。　【○岩脇、江
藤】

＜目標値に対する達成状況＞
・地域ふれあい集会　中止
・まちづくり協議会との連携による地域の運動会、文化祭　中止
・老人会等との交流活動　中止

　天神和賀、南部ともにまちづくり協議会による行事が中止となっ
たため、地域の運動会、文化祭、農芸祭、老人会訪問などが中止と
なった。また学校でも長年継続してきた「地域ふれあい集会」と中
止せざるを得なかった。

　学校へ地域や保護者の方をお招きすることはもちろん地域の
活動に学校や児童が参加することもできない一年であった。３
年度についてもまだまだ同様の状態が続くことも予想される
が、感染対策をしっかりと講じるとともに実施の可能性を探る
とともにリモートでの活動の可能性を研究していきたい。＜目標値＞

・地域ふれあい集会の開催
・まちづくり協議会と連携した地域の運動会、文化祭への
参加
・老人会等との交流活動



重点目標

達成状況 今後の課題・方針 評価

Ｃ

Ｃ

Ｂ

【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：　Ｃ

〔評価〕Ａ：達成　　Ｂ：概ね達成　　Ｃ：不十分

2020(令和２)年度　亀山南小学校　具体的行動計画　学校自己評価表Ⅵ

＜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。
【○岩脇、三谷、上田、草川】

＜目標値に対する達成状況＞
・職員会議等の有効性に対する教職員評価　91%
・校内人事、分掌の公平性、意欲的環境に対する職員評価　79%

　1年を通じて常勤職員が不足した状態にあったため、全教職員に授
業時数や校務分掌の増加を強いることとなった。結果として子ども
と接する時間が少なくなってしまったり、業務が増大したりしてし
まった。

　常勤職員が一人いないとすると、単純計算で他の教職員の授
業時間がそれぞれ１時間ずつの増となる。これに加えて校務分
掌も上乗せされることとなり、日常的な負担は大きくなること
を痛感した。行政からの支援を求めるとともに学校としても対
応力、協力体制を整えていきたい。また会議や打ち合わせでの
提案方法の工夫、資料の事前配布と事前の読み込みがあらため
て必要である。
　結果として児童が不利益を被ることになった。それぞれの業
務改善意識を改革し、児童との時間確保に努めていく。

＜目標値＞
・職員会議等の有効性に対する教職員評価80%以上
・校内人事、分掌の公平性、意欲的環境に対する職員評価
　80%以上
・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。【○岩脇、三谷、草川】

＜目標値に対する達成状況＞
・ＯＪＴの推進に対する教職員評価　90%
・職場の人間関係に対する教職員評価　74%
・職員会議等の有効性に対する教職員評価　91%
・自己目標設定シートの効果的な活用
・ストレスチェックでは職場の人間関係でのストレスもリスクが高
い結果がある。また上司からの支援も全国平均は十分に上回ってい
るが、市内平均よりはやや低い結果があった。

　教職員の人間関係に対する評価が２年で10%ずつ落ち込みを見せ
た。その他の項目が向上しているだけにしっかりと考察し、改善を
図る必要がある。

　学校評価アンケートからは、人間関係に対する肯定的評価が
低下しているが、Ａ評価のみを見ると26%から52%と倍増してい
る。非常によくなったと感じる職員が半数以上いる一方で人間
関係に不安を感じている職員がいることをしっかりと受け止
め、職員間で共有して改善を図っていきたい。
　また校務分掌からの企画立案等が個人の手に委ねられている
様子があり、それに対する不安等が影響している可能性がる。
職員会議提案をはじめ、企画段階から複数で活動していけるよ
うな体制をとっていきたい。

＜目標値＞
・ＯＪＴの推進に対する教職員評価80％以上
・職場の人間関係に対する教職員評価80%以上
・職員会議等の有効性に対する教職員評価80%以上
・自己目標設定シートの効果的な活用
・ストレスチェック職場の支援　全国・市内平均以上

行動計画及び目標値

＜行動計画＞
①総勤務時間の縮減に取組むとともに、休暇等の積極的な
取得に努める。【○岩脇、三谷、草川】

＜目標値に対する達成状況＞
・一人あたり月平均時間外労働　26.2時間（12月末現在）
・一人あたり年間休暇取得日数　18.2日（12月末現在）（前年度末
24）
・定時退勤日　月2回設定＋個人の定時退勤日月1回

　一人あたり月平均時間外労働は目標値に近いが昨年より４時間増
となった。ストレスチェックからも仕事の量的負担、そのコント
ロールともに市内のデータよりも悪くなっており、一人一人への負
担の大きさがうかがえる。

　一人あたり月平均時間外労働等の増加は、コロナ禍、教職員
数の不足が原因と考えられるが、数字としては市内小学校では
ワースト上位にある。改善活動の必要性は変わらない。行政に
も改善を働きかけるとともに学校体制として職場環境の改善に
も取り組んでいく。
　退校予定時刻ボード等の活用は目標を定めるという意味では
効果があるが、単に退勤を促すためだけのものになってしまう
と職場の雰囲気に影響しかねない。勤務時間＋９０分という目
標ラインを意識して声をかけ合うとともに、仕事の分担や助け
合いの意識を持っておかなければならない。
　ストレスチェックでは仕事の量的負荷と上司の支援に課題が
見られた。校務分掌の適正配置やリーダーシップの改善に取り
組みたい。

＜目標値＞
・一人あたり月平均時間外労働26時間以下、年間360時間以
下
・月最大45時間以下
・一人あたり年間休暇取得日数前年度比1日増
・毎月3回定時退勤日実施
・退校予定時刻ボードの活用
・会議資料の事前配付による会議の効率化
・職員会議・全体研修会以外の放課後の会議60分以内


