
平成 28年度 点検評価票〔中間〕（９月 30日現在） 

中期経営目標 教職員の服務規律の厳正確保を図る。 

短期経営目標 教職員による不祥事を０（ゼロ）にする。 

１ 短期経営目標（具体） 

平成 28年度の懲戒処分件数を０件にする。 

２ 取組・方策 

○すべての主催研修において，「服務規律の確保」に関する内容の講話等を行った。 

・９月末までに 16回の講話または演習を実施した。 
月 日 曜日 研修名 内 容 

4 
８ 金 校長会 服務規律の確保について 

26 火 教頭・事務長会 服務規律の確保について 

5 
11 水 校長会 服務規律の確保について 

24 火 教頭・事務長会 服務規律の確保について 

6 

1 水 校長会 服務規律の確保について 

10 金 第 1回初任者研修 教職員の服務について 

13 月 特別支援教育コーディネーター等研修 個別の指導計画等の作成及び活用について 

17 金 
第 1回学びの変革推進協議会 

（第 1回教務主任研修） 

（第 1回研究主任研修） 

著作権について 

7 

6 水 校長会 服務規律の確保について 

19 火 教頭・事務長会 服務規律の確保について 

25 月 
生徒指導主事研修 いじめ防止対策推進法に基づく対応について 

保健主事研修 アレルギー疾患対策基本法に基づく対応について 

8 
3 水 進路指導主事等研修 個人情報の適切な管理の在り方 

19 金 第２回初任者研修 旅行命令について 

9 
2 金 校長会 服務規律の確保について 

13 火 教頭・事務長会 服務規律の確保について 

 

○５月を「不祥事根絶強化月間」とし，重点的な取組を行った。 

・以下の３点について取り組み，実施率は 100％であった。 

 ①管理職は，目標管理に係る業績評価（自己申告）における当初申告の面談時に不祥事根絶に 

係る指導を行う。 

 ②服務研修（校内研修）において，過去に江田島市で生起した懲戒処分事案を扱う。 

③不祥事根絶に係るのぼり旗を学校教育機関の正門・玄関付近等に掲げる。 

○全児童生徒に「いじめ」「体罰」「セクシュアル・ハラスメント」のアンケートを実施した。 

・１学期の各学校の実施率は 100％で，体罰，セクシュアル・ハラスメントに該当する回答はな

かった。 

３ 評価 

評価指標 懲戒処分件数 

実績値（平成 27 年度） ０件 

目標値（平成 28 年度） ０件 

総合評価 ０件 

○定めた取組・方策を計画的に実施し，現時点では目標を達成している。 

４ 改善策 

○なし 



平成 28年度 点検評価票〔中間〕（９月 30日現在） 

中期経営目標 児童生徒の学力の向上を図る。 

短期経営目標 
基礎的・基本的な知識・技能を定着させ，思考力・判断力・表現力を向上

させる。 

１ 短期経営目標（具体） 

広島県「基礎･基本」定着状況調査において，全ての教科で県の平均通過率を５ポイント以上

上回る。 

２ 取組・方策 

○「学びの変革」推進協議会を設置し，各校の教務主任・研究主任及び会場校（パイロット校）の

教員を対象に，広島版「学びの変革」アクション･プランを踏まえた課題発見・解決学習の進め

方に係る協議･演習を行った。（6月 17日） 

○学校訪問時に「学力向上チェックリスト」を基に，取組状況について指導助言を行った。 

○学力調査（全国学力･学習状況調査，広島県「基礎･基本」定着状況調査）の結果の分析を行い，

ホームページ及び広報（11月）で公表する。（予定） 

○第１回初任者研修において，「授業の匠」教員による授業の参観及び学力向上に関する協議を行

った。（６月 10日） 

○ＩＣＴ活用事業，外国語指導事業として，市町の挑戦加配を活用し，ティーム・ティーチングに

よる計画的な授業を実施している。 

○先進校（茨城県古河市立大和田小学校等）を各小中学校の教諭１名が視察する。（11月 10日，11

日予定） 

３ 評価 

評価指標 広島県「基礎・基本」定着状況調査の平均通過率 

実績値（平成 27 年度） 
小学校５年生 国語 +2.1，算数 +1.6，理科 +0.9 

中学校２年生 国語 ▲1.4，数学 +0.5，理科▲1.5，英語▲1.8 

目標値（平成 28 年度） 全ての教科で県平均通過率を５ポイント以上上回る。 

総合評価 

平成 28年度広島県「基礎・基本」定着状況調査結果 

 小学校 中学校 

江田島市 広島県 江田島市 広島県 

国語 69.0（+5.3） 63.7 76.6（+6.9） 69.7 

算数・数学 74.5（+5.1） 69.4 70.6（+3.8） 66.8 

理科 65.8（+5.2） 60.6 52.0（+0.2） 51.8 

英語   74.9（+5.3） 69.6 

※（  ）内は，県平均通過率との差 

○小学校においては，全ての教科で目標を達成することができた。 

○中学校では，国語，英語においては目標を達成できたが，数学，理科において県平均通過率

を上回ったものの５ポイント以上上回ることはできなかった。 

４ 改善策 

○第２回「学びの変革」推進協議会を 10 月に開催し，各校で研究主任を中心とした主体的な学

びを促す授業改善について指導助言を行う。 

○引き続き，「学力向上チェックリスト」の取組状況を把握し，指導助言を行う。 



平成 28年度 点検評価票〔中間〕（９月 30日現在） 

中期経営目標 児童生徒の豊かな心を育成する。 

短期経営目標 
① 暴力行為の発生件数を減少させる。 

② 自己効力感を向上させる。 

１ 短期経営目標（具体） 

① 中学校における暴力行為の 1000人あたりの発生件数を 11.5件以下とする。 

② 意識調査「自分にはよいところがあります」の問いに対する肯定的回答の割合を小学校５

年生で 88％以上，中学校２年生で 85％以上にする。 

２ 取組・方策 

○校長会，教頭・事務長会で，問題行動等生徒指導上の諸問題の発生状況を示すとともに，未

然防止の取組について指導した。 

○生徒指導主事・保健主事研修（7月 25日）で，県立教育センターのサテライト講座を活用し，

児童生徒の心の回復力を育成する指導の在り方について研修を行った。また，生徒指導主事

を対象に，「いじめ防止対策推進法」に基づく対応について服務研修を行った。さらに，積極

的生徒指導の進め方について取組の実践報告をさせるとともに協議を行った。 

○９月を「いじめ撲滅月間」とし，重点的な取組を行った。 

 ①いじめ撲滅に向けた児童会・生徒会を中心とした児童生徒の主体的な活動を実施する。 

②平成 28年８月５日付け江田島市教育委員会教育長通知「生徒指導資料６『いじめに取り組

む』の送付について」等を活用した校内研修を実施する。 

③いじめの未然防止に向けた広報活動を行う。 

ア いじめ防止対策推進法に基づく「学校いじめ防止基本方針」及び各校の「いじめ防止

委員会等設置要綱」をホームページに掲載する。 

 イ いじめ相談窓口を学校便り等で周知するとともに，ホームページに掲載する。 

 ウ 江田島市ＰＴＡ連合会が作成したいじめ防止に係るのぼり旗を掲げる。 

 エ 学校便り等で，「いじめ撲滅月間」の取組の紹介をする。 

○生徒指導自主研究グループを発足させ，積極的生徒指導について研究している。 

○各学校で児童生徒を対象としたネットトラブル講演会を実施している。 

○ふるさと実感事業実施計画書に基づき補助金を交付し，各学校が取組を進めている。 

３ 評価 

評価指標 
① 暴力行為の 1000人あたりの発生件数（中学校） 

② 意識調査「自分にはよいところがあります」の肯定的回答割合 

実績値（平成 27 年度） 
① 15.4件 

② 小５：79.8％，中２：77.1％ 

目標値（平成 28 年度） 
① 11.5件 

② 小５：88％，中２：85％ 

総合評価 
① 2.3件（暴力行為：1件（生徒間暴力）） 

② 小５：87.0％，中２：65.1％（６月の「基礎･基本」定着状況調査） 

① 現時点では，目標値内である。 

② 現時点では，目標値を下回っている。平成 29年２月に最終アンケート調査を実施する。 

４ 改善策 

○「いじめ撲滅月間」における各学校の取組を整理し，自校の取組に生かすよう指導する。 

○市道徳教育推進協議会で平成 29年１月に道徳教育推進教師に対してアンケート調査を行い，

取組の進捗状況等を指導する。 

 



平成 28年度 点検評価票〔中間〕（９月 30日現在） 

中期経営目標 児童生徒の体力の向上を図る。 

短期経営目標 体力・運動能力を向上させる。 

１ 短期経営目標（具体） 

体力・運動能力調査の全国平均以上の種目数割合を 77.0％以上にする。 

２ 取組・方策 

○小学校に対して，１校１競技について指導し，各校において取組を実施している。 

 

 

 

 

 

 

 

○県立広島大学地域戦略協働プロジェクトを活用し，体力･運動能力についての分析を基に，各校

に指導する。（予定） 

○10月及び 11月に実施する江田島市体力向上推進協議会の授業研究会において，児童生徒の体力

向上に係る具体的な指導を行う。（予定） 

○中学校に対して，補助金事業で公式大会以外の練習試合についても補助した。（中学校体育連盟

主催の大会について，平成 26年度から安芸郡と合同で開催している。） 

学校名 内容 

切串小学校 投力（ドッジボール） 

江田島小学校 走力（陸上競技） 

中町小学校 持久力（陸上競技） 

鹿川小学校 持久力（ドッジビー） 

三高小学校 走力・持久力（陸上競技） 

大古小学校 投力（ドッジボール） 

柿浦小学校 平衡感覚(一輪車） 

３ 評価 

評価指標 体力・運動能力調査の全国平均以上の種目数割合 

実績値（平成 27 年度） 75.7％ 

目標値（平成 28 年度） 77.0％ 

総合評価 未公表（県教委が 11月に公表予定） 

 

４ 改善策 

○なし  

 


