
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　生徒数の状況（平成２８年１月１日現在）

１年 ２年 ３年 合計

　 6 7 6 19

男 114 115 102 331

女 127 160 133 420

　

（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。

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 http://www.zamasogo-ih.pen-
kanagawa.ed.jp/

所属のホームページ

座間総合高等学校

室・課（出先は所属）名

学級数

生徒数

第１号様式 

所属進行表 

 本校は、全日制普通科（総合学科）の高等学校です。

必履修科目をはじめ、多彩な選択科目が設置されています。 

 学校の施設や、行事等は所属ホームページに掲載してあり

ますのでご覧ください。 

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

61,665 192 5,560 30,642 25,340 61,735

2,692 2,590 2,590

108 23 86 29 27 4 168

64,465 2,806 5,646 30,670 25,367 4 64,493

項目 (再)配当額

事業費 69,633 2,304 4,786 32,085 28,831 846 68,853

維持管理費 32,262 3,628 9,575 7,259 8,719 3,861 33,042

計 101,895 5,933 14,361 39,344 37,550 4,707 101,895

175,909 120,824 184,070 127,754 608,557

181,841 135,185 223,414 165,304 4,707 710,452

△ 179,035 △ 129,540 △ 192,744 △ 139,937 △ 4,703 △ 645,958

収
入

収入科目 収入済額

使用料及び手数料

財産収入

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 62 63 63 63

上記以外の職員 40 47 48 44

計（人） 102 110 111 107

配置職員数

http://www.zamasogo-ih.pen-kanagawa.ed.jp/
http://www.zamasogo-ih.pen-kanagawa.ed.jp/


２　年間行事予定

4月 10  月 第３試験

5月 第１試験 11  月 マラソン大会　　国際フェスタ

6月 体育祭　　　第２試験 12  月 第４試験　　　球技大会

7月 夏季自然教室  1  月 卒業試験

8月 宿泊語学研修      2  月 進路講話

9月 向日葵祭(文化祭) 修学旅行(東北方面)  3  月 第５試験･球技大会･姉妹校訪問

３　進路の状況

平成24年 平成25年 平成26年

226 232 226

４年制大学 96 71 70

短期大学 27 17 21

専門学校・各種学校 61 88 89

就職 17 23 27

その他・進学準備等 25 33 19

Ⅴ　業務運営に関する評価　　

１　平成27年度の学校目標
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２　平成27年度の学校目標の評価
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オリエンテーション　　　社会見学

　

基本的な生活習慣・規範意識の確立を図り、自律した市民として求められる能力の
育成を図る。

地域に愛される総合学科高校づくりを進め、その特色を生かした教育活動を推進す
る。

生徒・職員の防災・減災意識を高め、命を守る活動を実践する。職員の事故不祥事
を防ぐ。

校内での生徒会活動や部活動をより一層活性化させるとともに、校外の様々な活動
への参加を通し、生徒の自主性の育成を図る。

本校独自のキャリア教育を推進し、外部の教育力も積極的に活用しながら、生徒が
主体的に進路決定できるようにする。

生徒の自主的学習態度を育成し、｢確かな学力｣を定着させる授業づくりを進める。

総合学科として、一昨年度に系列と科目の見直しを行い、昨年度はその試行を行った。また、キャ
リア教育と国際理解教育が色濃く反映するような教育課程編成に努めた。

昨年度から始めた３年間一貫したキャリア教育プログラム（「産業社会と人間」「総合的学習の時
間」）の２年目であり、キャリア教育全般の体系を再構築した。その中で、より一層多様な学習活
動と行事の深化を目指した。

【改善方策等】

国際フェスタの運営にあたる国際理解委員の活動をより活性化させる必要がある。宿泊語学研修や
姉妹校訪問等の研修体制を整え、安定した参加者を確保し、今後も継続的に国際理解教育の活動を
充実させていく工夫と体制づくりが必要である。

５つの系列を生かして、魅力のある科目設定と授業内容を目指し、学校設定科目の精選と充実を図
る。

本校は創立７年を経、総合学科らしさや特性を生かすことを追求した様々なプログラムを、継続し
て発展的に創り上げていくことが、本校のミッションを達成する上で重要である。   （セカンド
ステージの展開）

キャリア教育の基本段階の取組みとして、日常的に、遅刻指導と頭髪服装指導を行い、基本的生活
習慣を確立する取組は、一定の成果をあげている。

外国につながる生徒への教育相談体制や支援体制の充実をはかるため、在県外国人生徒の支援会議
を定期的に開催した。様々な情報交換や協議を行うことで、本校の課題解決に向けた取組みと外部
との連携を深めることが出来た。

卒業者数

進学

地域に愛される総合学科高校づくりを進め、その特色を生かした教育活動を推進す
る。

基本的な生活習慣・規範意識の確立を図り、自律した市民として求められる能力の
育成を図る。
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交通安全については、職員による日常的な登下校指導や駐輪指導だけでなく、交通安全教室や交通
安全講話を、座間警察署と連携して行った。さらに、自転車マナーアップキャンペーンを、座間市
職員と座間警察署の協力により、朝生徒登校時に校門において行った。

【改善方策等】

授業改善に向けては、引き続き魅力的な授業内容の追求と、生徒主体の授業を目指して、組織的な
研究授業および協議や授業見学等を活用するなど、教員自身が研鑽を積み努力していく意識を向上
させる必要がある。

履修指導の充実が、生徒の意欲向上につながり、確かな学力の定着となる。今後は、生徒に対する
科目選択指導の際に、基礎から発展への道筋がつながるように、効果的な説明を行うことで生徒の
選択する意欲を高めることが必要である。

家庭学習の習慣の確立を目指し、生徒の自主的な学習意欲を向上させるために、授業における学習内容
や課題学習について、組織的な方策を検討する必要がある。

【改善方策等】

自転車通学マナーについては継続的に指導を行っており、今年は交通事故件数も減少した。今後も
引き続き、地域や警察等と連携して、交通事故防止に向けて、効果的な指導方法や取組みを行って
いく必要がある。

スマートフォン、携帯電話の利用マナーについては、不断の指導が必要である。

一昨年度、確立した授業評価・授業改善年間計画を推進し、生徒による授業評価アンケートの実施
分析結果を生かして、校内の組織的な授業改善および生徒主体の授業実現に向けて、教科会および
全体会を実施し協議した。その結果、授業改善に向けた課題の共通認識をもつことが
でき、個々の問題としてではなく、組織的に問題意識を共有することができた。

有志を募って、毎年行っている地元小学校でのボランティア活動（座間遊友クラブ）に、７月と１
２月に生徒が参加した。また、座間市と地元自治会が主催している本校近郊の７月のひまわり祭
に、生徒ボランティアが参加した。生徒にとって、社会的なコミュニケーション能力向上に有効に
機能している。

【改善方策等】

キャリア教育推進にあたり、「産業社会と人間」「総合的な学習の時間」の３年計画の元年として
具体的なプログラムを開始した。また、今年度から生徒主体の時間割の組み方を変更し、キャリア
教育プログラムを実施しやすいシステムにして、教育内容の充実を図っている。

各種ガイダンスや校外学習等の充実を図るため、従前のグループだけではなく年次の職員で担当を
分担する体制を実行した。

外部機関との連携として、地元の座間市議会の議場見学や、環境教育の一環として企業や公共機関
の取り組みであるエコプロダクツの見学等を行い、多様な学習機会を提供した。

【改善方策等】

キャリア教育の３年間プログラムの推進のため、校内のシステム作りを確立し有効に機能させるこ
とが必要である。そのためには、これまで以上に、外部機関との連携を広げて、生徒が主体となっ
たキャリア教育活動の充実を図ることが重要である。

生徒の自主的学習態度を育成し、｢確かな学力｣を定着させる授業づくりを進める。

本校独自のキャリア教育を推進し、外部の教育力も積極的に活用しながら、生徒が
主体的に進路決定できるようにする。

校内での生徒会活動や部活動をより一層活性化させるとともに、校外の様々な活動
への参加を通し、生徒の自主性の育成を図る。

生徒・職員の防災・減災意識を高め、命を守る活動を実践する。職員の事故不祥事
を防ぐ。

部活動のさらなる活性化と３年間継続参加生徒の増加を追求することが、生徒の豊かな人格形成と
キャリア力の充実にもなる。部活動のタテヨコのつながりが、生徒のコミュニケーション力を高
め、社会性をつけることになる。引き続き部活動の加入と継続促進のために、魅力ある部活動づく
りへ、地道な指導を行う必要がある。

地域やボランティア活動への生徒参加は、一定の成果をあげているが、一部の有志になっている状
況である。今後は、学校全体で取組む雰囲気作りをはかり、さらなる地域貢献を目指すことが、地
域から信頼される学校づくりのために重要である。

防災面では、避難訓練時に、地域自治会や行政関係者及び防災ボランティアとの情報交換会を行
い、防災教育のあり方と職員研修や地域の救助活動について協議した。

生徒会本部役員が主体的に活動して、体育祭や文化祭等の学校行事を主導するように指導すること
ができた。引き続き、生徒主体の活動の実現を目指して、リーダーシップと課題解決能力の育成に
努める。

部活動や委員会活動において、他校や地域との合同練習や共同活動を企画実行し、地域に根ざした
学校づくりと生徒の地域貢献の意識向上を目指した。
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連絡先（電話番号） 046-253-2920

私費に関して、年間３回の管理職チェックを行い、会計担当者会議を有効に機能させて、会計規準
に則った適切な処理が行われている。不祥事防止に関しても十分の取組を行った。

【改善方策等】

防災活動については、座間市の指定避難所として、地域や消防との連携だけではなく、座間市の行
政とも連携を深めていき、生徒への防災教育と職員への防災研修の視点で充実させていく必要があ
る。

大規模災害発生時を想定して、地域との情報交換会を継続して行い、避難所開設と運営について、
地域と協働してマニュアル化していくことが必要不可欠である。

修学旅行において、震災教育プログラムを取り入れ、防災意識を高め、命の尊さを認識する機会を
提供した。


