
基本的考え方3 信頼に応え得る教員の聾成

重点施策3一① 資質ある優秀な人材の確保

1 乙れまでの取組の状況と今後の方向性

【これまでの虜果】

I教育は人なりjといわれるように、掌校教育において、特に、三子どもたちと直接触れあう教

員はとりわけ大きな役割を担っており、ラどもたちの人格形成にも大きな関わりを持ってい

ます。

これまで、面接話験の充実等、より人物重視の採用試験となるよう試験内容の見直しを行

うことにより、指導力量を備えた情熱あふれる教員を確保してきました。

また、平成20年度からは正規教員や常勤講師として一定の勤務実績を持っている方を対

象とした特別選考の導入により、即戦力となる人材や多様な経験、能力のある人材を確保し

ています。

【舎後の眼掴】

本市では、今後10年余の聞に全教員の約50%のベテランと呼ばれる経験豊かな教員の退

職が見込まれます。学校全体での教育活動への影響力ぜ生じないよう、これまで以上に、教育に

対する使命感や確かな力量を持った資質ある優秀な人材の確保が重要な課題となっていま

す。

【舎後の方向性】

今後、資質ある優秀な人材の確保に向けて、「求められる教員像Jを踏まえながら、教員採用

誌験の内容の充実、改善を図り、即戦力となる人材や多様な人材の確保に取り組んでいきま

す。

2 主芯事業と取組事項
o r求められる教員像Jに基づく人物重視の選考

掌校教育の充実には、教育に対する使命感や情熱、教育専門家としての優れた資質や専門的

力量を持ち、また、公務員としての目見や高い備理観、社会性といった資質を持った人材が強

く求められます。

このI教員像J'を踏まえ、より人物を重視した採用試験となるよう、評定員研修の充実や評定

員の一部に民間人や専門家(臨床山理土など)を起用し、多面的な人物評定を行うとともに、試

験内容の工夫・改善を進め、教員としてふさわしい資質・能力を備えた人材の確保に取り組み

ます。

H21 H22 H23 H24 H25 

計画
... 

評定員の外部室岡| " 
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0 多様な人材の確保

複雑・多様化する掌校教育に的確に対応するためには、多様な経験を育する人材が求めら

れます。

このため、教職経験に即した特別選者、教職大掌院卒業生を対象とした特別選者、社会人と

しての経験を育する者を苅象とした特別選考を実施し、実践的な指導力など教員としての高

い力量を現に育している即戦力となる人材や豊かな社会経験を持つ人材の確保に取り組み

ます。

また、スポーツ・芸術特別選考を実施して、これらの分野で、特に秀でた人材を確保し、教科

指導や部活動の指導において、特色ある教育を推進します。

さらに、教員退職者の豊富な知識・経験を活用していくため、教員08の登録制度(教員08

パンク)を創設します。

H21 H22 H23 H24 H25 

11特別選考の実胞 l .‘ .... 
計画 ... 

パンクの創設| .... 

0 受験者確保の取組

本市が求める資質ある優秀な人材を確保するためには、本市の教育や都市の魅力について、

積極的に情報発信を行い、より多くの人に本市の教員をめざしてもらうことが必要です。

このため、大学との連携を図り、教員をめざす掌生に対し本市の求める人材について'情報を

提供し、福岡都市圏や北部九州を中山に、大学訪問による説明会の開催、ホームページによる

教員採用部験案内の充実などを通し、全国的な広報活動を展開し、受験者確保の取り組みを進

めていきます。

H21 H22 H23 H24 H25 

{説明会の開催(訪問大掌を順次弧大)I .‘ .... 
計画

|HPの内容に|→HPの | 』

ついて検討 充実 | .... 

3 評価指標

指標名 指標の概要 対象
現状恒 目標値
(H20) (H25) 

教員採用話験

~ の受験者鍛の 教員採用誌験の受験者数の増加 1.828人 2.000人
状況
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重点施策3-② 教職員の資質・能力の向上・活性化

1 これまでの取組の状況と舎後の方向性

【これまでの鴎果】

掌校教育において教職員の果たす役割は極めて大きく、日々の研修を遇してI教員としての

使命感H指導に関する専門的知識H実践的芯指導力J等の資質・能力の向上・活性化を図る乙

とは非常に重要です。

これまで、教職員の資質・能力の向上・活性化をめざし、学校内外での研修事業を進めると

ともに、教科等の研究団体で行う自主的な研修活動を朗成する取り組みを行ってきました。特

に教育センターでは、研修講座、研究委嘱・指定、調宣研究、指導主事等の掌校への派遣等の支

援を行ってきました。

【舎後の田園】

令後10年の聞に、掌梗現場では、多くのベテランの教職員が退職し、それにともない若手教

職員が増加します。そのために、ベテラン教職員の知識・技能を若手教職員に継承する取り組

みを行うとともに、それぞれの経験や暗に応じて求められる能力を身につけることが大きな

課題です。

また、新学習指導要領の実施にともなう、教育の新しい考え方や指導法等を研修する必要も

あります。さらに昨今では、教職員は、日々の業務に追われることが多くなり、掌校を離れて

研修を行うことが難しい現状があり、それを踏まえた取り組みが必要になってきています。

【舎笹の方向性】

掌校における研修が充実するよう促すとともに、教職員としてのライフステージに応じた

研修に新規の講座等を加えるなどの見直しを行います。また、教職員として更なる力量アップ

やリーダーとなる教聴員などそれぞれに向けた事業を行っていきます。さらに、研修講座等を

夜間に開設するなど、教職員がより研修に参加しやすい環境づくりに努めます。

ごれらの研修事業の改善を通して、一人ひとりの教職員が資質・能力を高め、自信を持って

「公教育の福岡モデルjに示した内容を推進できるよう取り組みを進めていきます。

2 主な事業と取組事項
0 教職経験や職能に応じた指導力形成を図る研修事業

現在実施している研修に加え、副枝長等新た毛主職にとってl必要な研修を行うとともに、幼稚

園教諭・養護教諭・事務職員や栄養職員に対する研修を整備し、継続的に指導力の育成に努め

ます。特に、学校としての組縮力を強化する組錨マネジメント能力の向上を図ります。また、

講師(正式採用になっていない臨時の教員)に対し、掌級経営や授業の進め方などの研修を行

い指導力の育成に努めます。

H21 H22 H23 H24 H25 

|継続実施 l ... ... 
計画

全常勤講師対象 新規常劃講師対象 .. 
IJ¥・申告1固 IJ¥・申告1固 ... 
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0 指導改善研修の推進

指導力に課題のある教員の指導力の向上を図るため、指導改善研修の取り組みを進めると

ともに、郊果的な運用に努めます。

計画暗部
H22 H23 H24 トi25

0 優秀な教員表彰事業

日々の教育実践に霞議を尽くし、学習指導や生徒指導iこ優れた指導力を発揮し、教職員ー保

護者ー士飽域から高い信頼を得ている教員の表彰を行うことにより、教員の意欲を高めます。

0 教科マイスター養成講座事業{新規}

学習指導ー笠徒指導 a挙級(学校)経嘗等の指導力・経営力に優れた教員を育成するシステム

を構築し、教員の総合的な指導力の向上に努めますa

H21 H22 H23 H24 H25 

計画

0 授業づくり等Q&A事議{新線}

教員が、日々の教育活動の中で、早急に対応が必要になった指導上の課題!こ、指導主事!;:質

問したり、アドバイスを受けたりできるf授業づくりQ&AJを夜間に授業力向上麦援センタ

ーで行います。

計画恒琵到
H22 H23 H24 H25 

0 夜間特別講座{新規)

元校長等が身につけている学習指導・生徒指導師学校経営に関わる専門的怠知識・技能を教

員へ伝えるととな目標に、元校長等を講師とした研修講座夜行います。広く教員が受講でき

るように夜間!;:授業力向上支援センターで開催します。

H21 H22 H23 H24 トi25

計画 教事}噂試行
2回実施
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0 研究蚕曝，指定事業

本市や学校の教育課題を解決するための研究委嘱幅指定のあり方在毘澄し、学力パワーア

ップ総合推進事業や小中連携教育推進事業等、滋奇の事業との連携，統合を留り、本事業をよ

り効果的に推進します。

H21 H22 H23 H24 ト，25

|実施
副島

計画
v 

i全宙実施
国勘

|見直し検討| i一部施行
酋勘

v 

~ 

0 非常勤研修員による調査研究事業

非常勤研修員、指導主事等と大学教官が共向で、本市の教育諜題解決に向けた論讃研究を

進める中で、校内研究を提進していくリーダー性と専門性を身につけた教員を養成していき

ます。

計画田百

H22 H23 H24 H25 

0 採用前研修事業

次年度線局候補者名簿に登載されている蓄のうち希望者に対して、事前研修会を行いま

す。教員としてのの構えや掌校生活等の情報を事前に学ぶことにより、採用後の教育活動が

円滑に行えるようにすることを目標に進めます。

H21 H22 H23 H24 ト，25

内容の鰭 i 歯』

計画
w 

国島3回実施 v 

。新教職員研究研修等履露システム構築事業

教職員の研修意欲を高めることを目的に、枝務情報化推進事業の進展に合わせて新システ

ムの構築を進めます。

H21 H22 H23 H24 H25 

計画
i現シスァムの継続管理

i 校務情報1~推進事業との連携 新システム稼麹i

0 教員評価制度の充実

広市では、組織的量計画的主主学校経蛍の推進を図るとともに、その中核を主主す教員一人ひと

りの資質・能力の向上を図る立とを目的に、目標管理の手法による教員評価制度を実施して

います。
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この制度が、これまで以上に、学校の組織マネジメントシステムとして、教職員の経営参画

意識を高め、掌授の経営方針に墓づく目標の達成や学校課題の解決に向けた取り組みを促す

とともに、人材育成システムとして、教職員の資質・能力の向上ややりがい、達成感を高める

ものとなるよう、評価の活用のあり方を書め、制度の充実・改善に取り組みます。

H22 H23 H24 H25 

計画 H充実改善H
0 メンタルヘルス対策の推進

近年、教職員の精神疾患による病気休職者数が年々措加傾向にあります。精神疾患の種患・

再発の防止への取り組みは、教職員の健康を保持するとともに、児童生徒への掌習環境を確

保するという点で重要です。

新たに、教臨員に対するf/C¥の健康計画J;を策定し、メンタルヘルスに関する知識の啓発や

研修、休職者の円滑な復職のための麦援などメンタルヘルス対策の推進を図り、教職員のIC¥

身の健康保持に取り組みます。

H23 H24 H25 

| 計画 11叩策定 111充実改善H
3 評価指標

対象
現状値 目標値

指標名 指標の概要
(H20) (H25) 

全国学力・掌習状況調査において、「教職員は、 小学校 小学校
校内外の研修や研修会に参加し、その成果を

校長
84.3% 90.0% 

教育活動に積極的に反映させているかJとい 中掌校 中掌校
う設聞に対し、「よくしているHどちらかとい 62.9% 70.0% 

研修の浪及 えばしているJと回答した校長の割合
知果

研修枝追跡調宣で達成されたと回答した校長、
校長 79.2% 87.5% 

教員の劃合(研修の波及効果)
教員 75.0% 87.5% 

研修参加へ
授業力向上麦提センターの利用者総数 ~ 4.130人 10.000人の環境づく (H19) 

り

精神性疾患に 精神性疾患による病気休職者の教員に占める
教員

0.85% 
0.75% よる病気休職 割合 (H19) 

者の状況
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