
局名 部名

教育局 ―

Ⅰ　業務概要

Ⅱ　収支の状況 (単位：千円)

Ⅲ　職員配置状況

Ⅳ　業務実施状況

１　業務実績（数字で表せるもの）

研修等受講者数・相談件数 ※実績数は延数

第１・四半期 第２・四半期 第３・四半期 第４・四半期

25,681 9,126 8,457 4,365 3,243

27,541 9,346 9,734 5,072 3,314

7,367 2,756 1,694 1,397 371

5,978 2,479 2,058 1,304 225

2,751 9 2,684 41 0

2,879 25 2,386 120 0

5,550 0 1,243 1,686 1,101

5,550 0 1,328 1,789 1,179（前年度実績） 4,296

自己研鑽のための研修 2,734

（前年度実績） 2,531

教員志望者対象の研修 4,030

（前年度実績） 27,466

指定研修
（管理職研修等）

6,218

（前年度実績） 6,066

計画数
実績数　　　　　　　　　　　（単位：人、件）　

累計

基本研修
（初任者研修等）

25,191

（注１）人件費には職員数に共済費及び退職手当の平均単価を乗じて算出した共済費相当額（事業主負担分）及び退職
　　　　手当相当額が含まれています。
（注２）差額の△(マイナス)には、県税や県債、国庫支出金等を充当しています。
（注３）各項目毎に千円未満四捨五入を行っているため、各計欄は各項目を合計したものと一致しない場合があります。

項目

業務運営進行表
（平成27年4月1日～平成28年３月31日）

所　属
室・課（出先は所属）名 ホームページ

総合教育センター http://www.edu-ctr.pref.kanagawa.jp/

第１号様式 
所属進行表 

 県立総合教育センターは、神奈川県教育委員会が平成19年８月に制定した「かながわ教育ビジョン」の理念の実現に向け、同

年10月に策定された「教職員人材確保・育成基本計画」に基づき、  

Ⅰ 優れた教育人材の育成  Ⅱ 学校を支援する調査・研究の実施  Ⅲ 県民や学校のニーズに応える教育相談の実施 

を三つの柱とし、神奈川の教育の発展に努めています。 

総合教育センターのキャラクター「グッタ」です。→ 

（ホームページにリンクしています） 

第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期 出納整理期間 累計

年間計画額

1,613 1,613 1,613

4,151 2,960 27 37 318 3,342

47 36 12 13 60

5,811 4,608 39 49 318 0 5,015

項目 (再)配当額

事業費 77,082 11,826 19,432 16,443 17,902 5,061 70,665

維持管理費 64,733 6,734 11,374 11,710 22,371 6,596 58,785

計 141,815 18,560 30,806 28,153 40,273 11,656 129,449

321,468 213,421 329,862 223,145 1,087,896

340,029 244,227 358,015 263,418 11,656 1,217,346

△ 335,421 △ 244,188 △ 357,966 △ 263,100 △ 11,656 △ 1,212,331

収
入

収入科目 収入済額

財産収入

諸収入

その他

収入計(A)

支出済額

　　　　　　 差額(A)-(B)　（注２）

支
出

事
業
経
費

支出計(B)

人件費　（注１）

区分 ４月１日 ７月１日 10月１日 １月１日

常勤職員 83 83 83 83

上記以外の職員 130 130 131 130

計（人） 213 213 214 213

配置職員数

http://www.edu-ctr.pref.kanagawa.jp/
http://www.edu-ctr.pref.kanagawa.jp/Snavi/infoSnavi/gutta.html
http://www.edu-ctr.pref.kanagawa.jp/Snavi/infoSnavi/gutta.html


第１・四半期 第２・四半期 第３・四半期 第４・四半期

0 0 0 400

0 0 680

0 41 17 1,819

0 822 525 1,268

2,906 3,177 3,900 3,453

3,514 4,230 4,021 4,947

学校等支援件数・所員派遣人数 ※実績数は延数

第１・四半期 第２・四半期 第３・四半期 第４・四半期

157 111 199 476

176 113 195 497

73 119 256 36

57 120 234 31

17 10 16 18

5 10 16 13

38 19 34 38

9 19 34 27

42 52 61 50

32 56 55 51

56 30 34 17

59 36 26 10

137

131

特別支援教育充実のための支援派遣人数

（前年度実績）

89

205

194

61

44

129

学校相談体制支援校数

（前年度実績）

学校相談体制支援派遣
人数

（前年度実績）

特別支援教育充実のための支援校数

（前年度実績）

981

484

442

実績数　　　　　　　　　　　（単位：件、校、人）　

累計

943

項目

学校等支援件数

（前年度実績）

学校等支援派遣人数

（前年度実績）

2,615

13,436

16,712

400

680

1,877

教員採用予定者対象の研修

（前年度実績）

県民対象のイベント
事業

（前年度実績）

教育相談件数

（前年度実績）

実績数　　　　　　　　　　　（単位：人、件）　

累計
項目

・基本研修：教職経験に応じて、当該の教職員が必ず受講する研修です。 

○初任者研修講座、10年経験者研修講座など全15講座 

・指定研修：職務や職責に基づき、当該の教職員が必ず受講する研修です。 

○新任校長研修講座、教職員の服務と危機管理に係る研修講座、教育相談コーディネーター養

成研修講座など全35講座 

・自己研鑽のための研修：個々の教員が、自己研鑽のために校長の承認を得て申込みを行い、受

講する講座です。 

○確かな学力を育む教科指導研修講座、豊かな人間関係づくり研修講座、特別支援教育授業づ

くり研修講座など全73講座 

・教員志望者対象の研修：「かながわティーチャーズカレッジ」として、神奈川の教育の将来を

担う人材の育成のために実施している研修です。 

○かながわ教育学講座、実践力向上講座 等 

・教員採用予定者対象の研修：「フレッシュティーチャーズキャンプ」として、本県の新規採

用予定者が、教員生活をスムーズにスタートできることを目的として実施している研修です。 

○総合教育センターでの集合研修、赴任予定校研修 

・県民対象のイベント事業：開かれたセンターづくりとして、県民の方に参加いただける講座や

事を実施しています。 

○親子天体観察会、子どもサイエンスフェスティバル 

・教育相談事業：臨床心理士、言語聴覚士、作業療法士、医師等の多様な専門職を活用し、幼児

から18歳くらいのまでの子どもの教育に関して、不登校やいじめなどの学校生活に係る相談や、

支援を必要とする児童・生徒に関する養育、教育、就学などの相談、また、進路や公立高校の転

編入に関する相談等を行っています。 

○来所による相談、電話・Ｅメールによる相談、要請訪問相談 

「研修」のページ 

ホームページへのリンク 

「教職」のページ 

「県民のみなさまへ」の 
ページ 

「教育相談センター」の 
ページ 

「所員訪問」のページ 

「授業研究」のページ 

ホームページへのリンク ・学校等支援：教育に関する様々な情報の提供等を通じて、授業改善やカリキュラム開発等、学

校に対する支援を行っています。 

○１年経験者研修学校訪問サポート、カリキュラム・コンサルタント、顕微鏡観察用微小生物

提供など 

・学校相談体制支援：教員やスクールカウンセラーをサポートするため、学校からの要請に応じ

た支援を行っています。 

○要請訪問相談、学習支援コンサルテーション 

・特別支援教育充実のための支援：特別支援学校の児童・生徒の自立と社会参加を目指した教育

を進めるための支援を行っています。 

○特別支援学校等アセスメント事業、特別支援学校若手教員育成支援事業 

http://www.edu-ctr.pref.kanagawa.jp/Snavi/kensyuSnavi/index.html
http://www.edu-ctr.pref.kanagawa.jp/Snavi/carrierSnavi/index.html
http://www.edu-ctr.pref.kanagawa.jp/Qnavi/kenminQnavi/index.html
http://www.edu-ctr.pref.kanagawa.jp/Snavi/carrierSnavi/index.html
http://www.edu-ctr.pref.kanagawa.jp/Snavi/soudanSnavi/index.html
http://www.edu-ctr.pref.kanagawa.jp/Snavi/soudanSnavi/index.html
http://www.edu-ctr.pref.kanagawa.jp/Snavi/kensyuSnavi/index.html
http://www.edu-ctr.pref.kanagawa.jp/Snavi/carrierSnavi/index.html
http://www.edu-ctr.pref.kanagawa.jp/Qnavi/kenminQnavi/index.html
http://www.edu-ctr.pref.kanagawa.jp/Snavi/soudanSnavi/index.html
http://www.edu-ctr.pref.kanagawa.jp/Snavi/shoinSnavi/index.html
http://www.edu-ctr.pref.kanagawa.jp/Snavi/kyouzaiSnavi/index.html
http://www.edu-ctr.pref.kanagawa.jp/Snavi/kyouzaiSnavi/index.html
http://www.edu-ctr.pref.kanagawa.jp/Snavi/shoinSnavi/index.html


２　業務実績（数字で表せないもの） 

第１・四半期

第２・四半期

第３・四半期

第４・四半期

第１・四半期

第２・四半期

第３・四半期

第４・四半期

第１・四半期

第２・四半期

第３・四半期

第４・四半期

第１・四半期

第２・四半期

第３・四半期

第４・四半期

第１・四半期

第２・四半期

第３・四半期

第４・四半期

第１・四半期

第２・四半期

第３・四半期

第４・四半期

第１・四半期

第２・四半期

第３・四半期

第４・四半期

第１・四半期

第２・四半期

第３・四半期

第４・四半期

神奈川県教育史（戦後編）の編纂 第１回編集委員会の実施。事務局による県内市町村の戦後教育
史関係資料の調査及び収集。

第２回・第３回編集委員会の実施。事務局による県内市町村の
戦後教育史関係資料の調査及び収集。

第４回・第５回編集委員会の実施。第１回企画委員会の紙面開
催による上半期編纂作業進捗状況の報告。事務局による県内市
町村の戦後教育史関係資料の調査及び収集。

第２回企画委員会において、編纂における現状・課題・見通し
について協議。事務局による県内市町村の戦後教育史関係資料
の調査・収集。

神奈川の支援教育の成果に関する調査研究 研究の目的、内容、手立て等の確認をした。研究成果物の内容
等や今後実施する座談会について検討を行った。

高等学校教育相談コーディネーター座談会を開催。これまでに
実施した調査結果と合わせ取組の成果や課題を分析。

アドバイザーとの研究のまとめに関する方針会議を開催し、こ
れまでの調査や分析の結果と合わせ、神奈川の支援教育の成果
と課題を整理した。

アドバイザーとの研究のまとめに関する第二回方針会議の実
施。研究成果物「最終報告」作成・発信。研究発表大会にて最
終報告。

学校組織マネジメントに関する研究 学校組織マネジメントの理論・手法・先行研究の整理。

本研究の特色として「推進役が若手教員」「教職員の協働」の
２点であることを確認し、それを踏まえた調査研究協力校の選
定方法・依頼方法を検討した。これまでの取組をアドバイザー
に報告し、指導・助言を受けた。

調査研究協力校への依頼の手続きを進めるとともに、研究の中
間報告として、研究集録掲載用原稿を作成した。

研究成果物「中間報告」の作成・発信。各教育事務所へ調査研
究協力校推薦の依頼。

道徳教育の充実に関する研究 道徳教育の現状と課題及び道徳の教科化に関する資料の収集・
分析。「特別の教科　道徳」の実践事例収集。

道徳教育の現状と課題の整理。道徳の時間における「考え、議
論する」道徳科の授業の在り方の分析。

「考え、議論する」道徳科の授業における読み物資料を活用し
た指導方法と評価方法の検討。助言者を招聘した学習会の実
施。

研究成果物「中間報告」の作成・発信。研究発表大会にて中間
報告。

個別教育計画を活用した指導の充実に関する研究 第１回調査研究協力員会を開催し、研究２年目の趣旨確認と各
協力校のテーマの絞込みを行った。

協力校４校における取組の進捗状況を、協力校への訪問や相談
を通して把握した。また、必要に応じて、研究推進に向けて、
手立ての提案を行った。

第２回調査研究協力員会を開催した。調査研究協力校４校の取
組状況を担当指導主事が把握しながら、研究を進めた。協力校
で実施したアンケートの分析の支援や、訪問による聞き取り調
査を実施した。

第３回調査研究協力員会を開催した。調査研究協力校４校の取
組結果について、協議を通して成果と課題について確認を行っ
た。研究集録掲載用の原稿作成、研究成果物発行に向けた原稿
作成を行った。

児童・生徒のコミュニケーションの在り方に関する研
究～情報ツールが及ぼす影響の分析を通して～

調査研究協力員の委嘱。コミュニケーション能力育成のための
系統表に基づいた学習活動案の作成。

第１回・第２回調査研究協力員会の開催。コミュニケーション
能力育成のための検証授業の指導案検討・作成。調査研究協力
員による検証授業実施（３名）。

第３回・第４回調査研究協力員会の開催。コミュニケーション
能力育成のための検証授業の指導案作成・検討。調査研究協力
員による検証授業実施（３名）。検証授業の分析及び考察。

研究成果物「最終報告」及び「実践事例集」の作成・発信。研
究発表大会にて最終報告。

単元における評価基準の設定に関する研究
～関心・意欲・態度を育てるために～

調査研究協力校(小学校２校・中学校２校)の研究授業や研究会
に参加。授業における学習評価に関する事例収集。

調査研究協力校の研究授業や研究会への支援及び事例収集。学
習会の実施。県教連発表大会にて中間報告。

調査研究協力校の研究授業や研究会への支援、事例収集及び聞
き取り調査。助言者を招聘した学習会の実施。

調査研究協力校の研究授業及び研究会への参加。研究成果物
「最終報告」及び「実践事例集」の作成・発信。研究発表大会
にて最終報告。

組織で取り組む授業研究の工夫に関する研究 調査研究協力校への学校訪問による支援。高校教育課との連携
による連絡協議会（11校参加）の実施。

調査研究協力校(高等学校８校)の校内研修会・公開研究授業へ
の支援及び参加。教職員対象アンケートの作成。

調査研究協力校の校内研修会・公開研究授業への支援及び参
加。教職員対象アンケートの実施、集計・分析。

調査研究協力校の校内研修会及び成果報告会への参加。研究成
果物「最終報告」及び「ガイドブック」の作成・発信。研究発
表大会にて最終報告。

項目 実績・進捗状況

 「生きる力」を実現できる授業の実践を行うために、関

心・意欲・態度を中心にし、単元における評価規準を明確

化し、妥当性や信頼性を高めるとともに、学習評価を生か

して授業改善を推進する研究です。 

 児童・生徒のコミュニケーションに関する実態把握のための

アンケート調査を、小・中・高等学校において実施し、調査結

果を分析し、情報化社会におけるコミュニケーションの在り方

について整理するとともに、「思いや考えを伝え合う活動」の

ために必要な能力の育成方法を追求します。 

 各学校の課題を踏まえた、より計画的・系統的な授業研

究の工夫について、教育委員会の「県立高校教育力向上推

進事業Ver．Ⅱ『確かな学力向上推進』」と連携して行っ

ている研究です。 

次期学習指導要領の全面実施に向けて、道徳教育の現状と

改善の方向性、教科化のねらい等を整理するとともに、

「特別の教科 道徳」の指導方法及び評価の在り方等を探

り、各学校の道徳教育の充実に役立てる研究です。 

 学校組織マネジメント、特に「学校組織マネジメントが有

効に機能している学校」に関する情報を発信することで、組

織的な学校づくりに向けた校内体制の充実に資することを目

的とした研究です。 

 本県教育の今後を考える際の歴史的資料として、本

県の戦後教育に関する資料や情報を整理を行い、その

活用を図るために「神奈川県教育史（戦後編）」の編

纂を進めています。 

校内支援体制の現状や教職員の支援教育に対する意識

等を多面的に捉えるために、教育相談コーディネー

ターの取組に焦点を当てて調査及び分析を行い、これ

までの「神奈川の支援教育」の取組を総括し、成果を

広く発信することにより、インクルーシブな学校づく

りを推進することをめざした調査研究です。 

ホームページへのリンク 

「教育研究」のページ 「教育史」のページ 

 特別支援学校における個別教育計画の活用に関する課

題と工夫、特色ある取組をもとに、効果的な活用の手だ

てを検討し、各学校の個別教育計画を活用した指導の充

実に役立てる研究です。 

http://www.edu-ctr.pref.kanagawa.jp/Qnavi/kenkyuQnavi/index.html
http://www.edu-ctr.pref.kanagawa.jp/kyouikushi/index.html
http://www.edu-ctr.pref.kanagawa.jp/Qnavi/kenkyuQnavi/index.html
http://www.edu-ctr.pref.kanagawa.jp/kyouikushi/index.html


Ⅴ　業務運営に関する評価　　

第１・四半期

第２・四半期

第３・四半期

第４・四半期

総合評価

連絡先（電話番号） 0466-81-0188

所属長評価

基本・指定研修、調査・研究ともに順調に進んでいる。相談には丁寧に対応している。

研修・研究ともに当初の予定通り、滞りなく実施している。相談には丁寧に対応している。

自己研鑽のための研修は予定通り終了した。相談には丁寧に対応している。

基本研修等のすべての研修は予定通り終了した。調査・研究事業は、それぞれの成果物
を作成し、発信した。
研修・研究・相談を柱とする当センターの事業により、教育人材の育成、児童・生徒、
保護者や学校への多様な支援を行うことができた。

http://www.edu-ctr.pref.kanagawa.jp/kyouikushi/index.html

	業務運営進行表

