
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　施設利用状況（数字で表せるもの） 

　　学校開放施設使用者数　

第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期

3,000 878 392 636 544

2,900 929 549 1,023 613（前年度実績） 3,114

項目 年間目標
（計画人数）

実績人数　　　　　　　　　　　（単位：人）　

累計

施設使用者数 2,450

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
www.kanazawa-sh.pen-kanagawa.ed.jp/

所属のホームページ

金沢養護学校

室・課（出先は所属）名

（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。

第１号様式 

所属進行表 

校長の桐山直人です。                  

 校長は、次の仕事をしています。 

＜児童・生徒の笑顔があふれ安全、安心な学校づくり＞ 

＜保護者、地域から信頼される学校づくり＞  

 を目指し、学校運営が円滑に進むように業務全般を統括管理しています。 

所属長の写

真・イラスト

など（任意） 

 

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

455 455 455

106 17 22 20 27 4 90

0

561 473 22 20 27 4 546

項目 (再)配当額

事業費 103,687 15,250 21,971 25,042 28,743 12,680 103,687

維持管理費 62,459 8,737 15,413 14,642 18,641 5,025 62,459

計 166,146 23,987 37,385 39,684 47,385 17,706 166,146

441,071 291,315 377,110 294,582 1,404,078

465,058 328,700 416,793 341,967 17,706 1,570,224

△ 464,585 △ 328,678 △ 416,774 △ 341,940 △ 17,701 △ 1,569,678

収
入

収入科目 収入済額

使用料及び手数料

諸収入

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 168 168 169 169

上記以外の職員 19 19 22 22

計（人） 187 187 191 191

配置職員数

http://www.kanazawa-sh.pen-kanagawa.ed.jp/


３　業務実績（数字で表せないもの） 

２として
(1)職員間、保護者との情報交換･連携を、ポ
イントを明確にしつつ効果的に行う。
(2)個別の支援計画･個別教育計画の検討・作
成のため校内専門職の活用の充実を図り、専
門職の日常的・多面的な活用による教育支援
に繋げる。
(3)発達の状況や障害特性に応じて合理的配慮
の視点に基づいた教材・教具等の工夫に努
め、効果的なT･Tによる授業実践に繋げる。
(4)具体的想定のもと、リスクマネージメント
研修や多様な訓練を実施し、教員の危機予測
能力及び組織としての危機管理力を高める。
(5)ケース会を積極的に開き、より事前対処的
な、人権に配慮した対応に努める。ケースの
状況・内容によっては、ケース会の各段階を
踏まえて検討を進める。

３として
(1)個別の支援計画・個別教育計画を基に、保
護者との間で「キャリア教育」の視点の共有
化を図る。
(2)将来を見通す力を育成するため、体験研修
やアフターフォローへの同行など、より多く
の教員が参加できる実践的研修を設定する。
(3)各学部段階における「キャリア教育」の内
容を整理・検討し、教育課程や各個別の計画
に反映する。
(4)各学部段階に応じた課題を保護者と共有す
るため、具体的で細やかな情報提供を、担
任・保護者向けに行う。
(5)積極的な社会参加に向け、「清掃技能検
定」に関する情報を共有し、日常の授業改善
に生かす。

項目 実績・進捗状況

１　「自立と社会参加」に向け、小学部
から高等部を通した系統性・発展性のあ
る教育課程の内容構成に基づく授業の改
善

２　一人ひとりの障害や発達､環境の把握
による合理的配慮を含めた教育支援

３　「キャリア教育」の視点による長期
展望を基に、各学部段階の関係性を押さ
えた教育指導の充実

１として
(1)小学部・中学部・高等部の年齢や発達段階
に応じた指導の連続性の確立を図る教育課程
の充実を進める。
(2)教科会等を活用し、実践報告に加え、授業
を見合う等の機会を設定し、学部・学年間の
指導の連続性を意識する。
(3)清掃技能検定等に計画的に参加し、視点を
共有し教育内容との関係を考え系統性のある
指導内容を目指す。
(4)テーマ・ねらいを明確にした研修会、教材
教具展の開催や、公開研究会や学校見学、授
業参観等で教育関係者や保護者からの助言を
得て指導改善に生かす。

第１四半期



５として
(1)地域の教育資源（ゲストティーチャー･ボ
ランティア等）を活用し、継続的な学校支援
を推進する。
(2)いのちの大切さを基本とし、多様な想定を
もとに、児童・生徒の安全や健康を守る環境
や体制・マニュアルを作成し、各部門・学部
での実践的活用を図る。
(3)開かれた学校としてホームページの活用や
学校を公開する機会を積極的に設けて理解推
進を図り、関係諸機関や児童・生徒の各家庭
との連携を深める。
(4)教員一人ひとりが学校の体制や取り組み等
を理解した上で説明責任を果たし、タイム
リーでより「見える化」を図った情報発信を
心がける。
(5)具体的想定での多様な防災訓練の実施や、
地域防災訓練への積極的な参加等を通し、防
災マニュアルの改善や地域資源に結びついた
防災教育計画を検討する。

４　地域との多様なつながりを継続拡充
し支援教育のセンター機能によるインク
ルーシブ社会形成の推進

４として
(1)公開研修会や教材教具展、学校公開等の機
会に合理的配慮の視点を情報発信する。
(2)地域や関係機関との多様な連携・活動の継
続により、理解推進や協力関係を充実させ
る。
(3)居住地交流や研究会等の繋がりを強化し、
地域の小・中学校の支援教育推進と本校の教
育理解に努める。
(4)コーディネータ会議や巡回相談・ボラン
ティア育成等を通し、高等学校との関係を深
め、高等学校のインクルーシブ教育推進に協
力する。
(5)地域関係者の招へいや専門職の派遣・活用
等を通して、校内外の各段階でのケース会議
の円滑な企画・運営力を向上させ、多様な課
題への即応力・機動性に繋げる。

５　保護者・地域への情報発信に努め、
円滑な連携・協働を拡充し、信頼を得ら
れる学校運営

第１四半期

第２四半期

１　「自立と社会参加」に向け、小学部
から高等部を通した系統性・発展性のあ
る教育課程の内容構成に基づく授業の改
善

１として
(1)小学部・中学部・高等部の年齢や発達段階
に応じた指導の連続性の確立を図る教育課程
の充実を進める。
(2)教科会等を活用し、実践報告に加え、授業
を見合う等の機会を設定し、学部・学年間の
指導の連続性を意識する。
(3)清掃技能検定等に計画的に参加し、視点を
共有し教育内容との関係を考え系統性のある
指導内容を目指す。
(4)テーマ・ねらいを明確にした研修会、教材
教具展の開催や、公開研究会や学校見学、授
業参観等で教育関係者や保護者からの助言を
得て指導改善に生かす。



第２四半期

２として
(1)職員間、保護者との情報交換･連携を、ポ
イントを明確にしつつ効果的に行う。
(2)個別の支援計画･個別教育計画の検討・作
成のため校内専門職の活用の充実を図り、専
門職の日常的・多面的な活用による教育支援
に繋げる。
(3)発達の状況や障害特性に応じて合理的配慮
の視点に基づいた教材・教具等の工夫に努
め、効果的なT･Tによる授業実践に繋げる。
(4)具体的想定のもと、リスクマネージメント
研修や多様な訓練を実施し、教員の危機予測
能力及び組織としての危機管理力を高める。
(5)ケース会を積極的に開き、より事前対処的
な、人権に配慮した対応に努める。ケースの
状況・内容によっては、ケース会の各段階を
踏まえて検討を進める。

２　一人ひとりの障害や発達､環境の把握
による合理的配慮を含めた教育支援

３　「キャリア教育」の視点による長期
展望を基に、各学部段階の関係性を押さ
えた教育指導の充実

４　地域との多様なつながりを継続拡充
し支援教育のセンター機能によるインク
ルーシブ社会形成の推進

３として
(1)個別の支援計画・個別教育計画を基に、保
護者との間で「キャリア教育」の視点の共有
化を図る。
(2)将来を見通す力を育成するため、体験研修
やアフターフォローへの同行など、より多く
の教員が参加できる実践的研修を設定する。
(3)各学部段階における「キャリア教育」の内
容を整理・検討し、教育課程や各個別の計画
に反映する。
(4)各学部段階に応じた課題を保護者と共有す
るため、具体的で細やかな情報提供を、担
任・保護者向けに行う。
(5)積極的な社会参加に向け、「清掃技能検
定」に関する情報を共有し、日常の授業改善
に生かす。

４として
(1)公開研修会や教材教具展、学校公開等の機
会に合理的配慮の視点を情報発信する。
(2)地域や関係機関との多様な連携・活動の継
続により、理解推進や協力関係を充実させ
る。
(3)居住地交流や研究会等の繋がりを強化し、
地域の小・中学校の支援教育推進と本校の教
育理解に努める。
(4)コーディネータ会議や巡回相談・ボラン
ティア育成等を通し、高等学校との関係を深
め、高等学校のインクルーシブ教育推進に協
力する。
(5)地域関係者の招へいや専門職の派遣・活用
等を通して、校内外の各段階でのケース会議
の円滑な企画・運営力を向上させ、多様な課
題への即応力・機動性に繋げる。



５として
(1)地域の教育資源（ゲストティーチャー･ボ
ランティア等）を活用し、継続的な学校支援
を推進する。
(2)いのちの大切さを基本とし、多様な想定を
もとに、児童・生徒の安全や健康を守る環境
や体制・マニュアルを作成し、各部門・学部
での実践的活用を図る。
(3)開かれた学校としてホームページの活用や
学校を公開する機会を積極的に設けて理解推
進を図り、関係諸機関や児童・生徒の各家庭
との連携を深める。
(4)教員一人ひとりが学校の体制や取り組み等
を理解した上で説明責任を果たし、タイム
リーでより「見える化」を図った情報発信を
心がける。
(5)具体的想定での多様な防災訓練の実施や、
地域防災訓練への積極的な参加等を通し、防
災マニュアルの改善や地域資源に結びついた
防災教育計画を検討する。

第２四半期

第３四半期

１として
(1)小学部・中学部・高等部の年齢や発達段階
に応じた指導の連続性の確立を図る教育課程
の充実を進め、次年度に向けて時間割等の適
正化を検討・整備している。
(2)教科会等を活用し、実践報告に加え、授業
を見合う等の機会を設定し、学部・学年間の
指導の連続性を意識するため、定期的に開催
し、各学部・部門で今後の参考としている。
(3)清掃技能検定等に計画的に参加し、視点を
共有し教育内容との関係を考え系統性のある
指導内容を目指すため、検定に向けて授業で
取組んでいる。H28.2月に県の検定実施予定。
(4)テーマ・ねらいを明確にした研修会、教材
教具展を夏季休業期間中に開催し、公開研究
会や学校見学、授業参観等で教育関係者や保
護者からの助言を得て指導改善に反映してい
る。

２として
(1)職員間、保護者との情報交換･連携を、ポ
イントを明確にしつつ効果的に行い効果をあ
げている。
(2)個別の支援計画･個別教育計画の検討・作
成のため校内専門職の活用の充実を図り、専
門職の日常的・多面的な活用による教育支援
に繋げ効果をあげている。
(3)発達の状況や障害特性に応じて合理的配慮
の視点に基づいた教材・教具等の工夫に努
め、効果的なT･Tによる授業実践に継続的な取
組みを展開している。
(4)具体的想定のもと、リスクマネージメント
研修や多様な訓練を実施し、教員の危機予測
能力及び組織としての危機管理力を高める目
的で、DIG等の実践的訓練を実施した。
(5)ケース会を積極的に開き、より事前対処的
な、人権に配慮した対応に努める。ケースの
状況・内容によっては、ケース会の各段階を
踏まえて検討を進める。多様な課題に効果的
に対応している。

２　一人ひとりの障害や発達､環境の把握
による合理的配慮を含めた教育支援

１　「自立と社会参加」に向け、小学部
から高等部を通した系統性・発展性のあ
る教育課程の内容構成に基づく授業の改
善

５　保護者・地域への情報発信に努め、
円滑な連携・協働を拡充し、信頼を得ら
れる学校運営



１として
小学部・中学部・高等部の年齢や発達段階に
応じた指導の連続性の確立を図るとともに、
教科会・研修会等を活用し、指導改善を進め
る中で、視点を共有し系統性のある指導がで
きた。

１　「自立と社会参加」に向け、小学部
から高等部を通した系統性・発展性のあ
る教育課程の内容構成に基づく授業の改
善

第４四半期

第３四半期

４として
(1)公開研修会や教材教具展、学校公開等の機
会に合理的配慮の視点を情報発信を積極的に
行っている。
(2)地域や関係機関との多様な連携・活動の継
続により、理解推進や協力関係を地域支援担
当教員を中心に充実が図られている。
(3)居住地交流や研究会等の繋がりを強化し、
地域の小・中学校の支援教育推進と本校の教
育理解に努め効果をあげている。
(4)コーディネータ会議や巡回相談・ボラン
ティア育成等を通し、高等学校との関係を深
め、高等学校のインクルーシブ教育推進に、
講演会の開催等の実践により推進している。
(5)地域関係者の招へいや専門職の派遣・活用
等を通して、校内外の各段階でのケース会議
の円滑な企画・運営力を向上させており、多
様な課題への即応力・機動性を発揮してい
る。

３として
(1)個別の支援計画・個別教育計画を基に、保
護者との間で「キャリア教育」の視点の共有
化のもと、指導の充実が図られている。
(2)将来を見通す力を育成するため、体験研修
やアフターフォローへの同行など、より多く
の教員が参加できる実践的研修を夏季休業中
に実施した。
(3)各学部段階における「キャリア教育」の内
容を整理・検討し、教育課程や各個別の計画
に反映させている。
(4)各学部段階に応じた課題を保護者と共有す
るため、具体的で細やかな情報提供を、担
任・保護者向けに積極的に行っている。
(5)積極的な社会参加に向け、「清掃技能検
定」に関する情報を共有し、日常の授業授業
実践を行い改善に生かしている。

５として
(1)地域の教育資源（ゲストティーチャー･ボ
ランティア等）を積極的に活用し、継続的な
学校支援を推進している。
(2)いのちの大切さを基本とし、多様な想定を
もとに、児童・生徒の安全や健康を守る環境
や体制・マニュアルを作成し、各部門・学部
での実践的活用を図っている。
(3)開かれた学校としてホームページの活用や
学校を公開する機会を積極的に設けて理解推
進を図っており、関係諸機関や児童・生徒の
各家庭との連携を深めるツールとして、充実
した内容で活用が図られている。
(4)教員一人ひとりが学校の体制や取り組み等
を理解した上で説明責任を果たし、タイム
リーでより「見える化」を図った情報発信を
心がけている。
(5)具体的想定での多様な防災訓練の実施や、
地域防災訓練への積極的な参加等を通し、防
災マニュアルの改善や地域資源に結びついた
防災教育計画を検討し、改善に繋げている。

５　保護者・地域への情報発信に努め、
円滑な連携・協働を拡充し、信頼を得ら
れる学校運営

４　地域との多様なつながりを継続拡充
し支援教育のセンター機能によるインク
ルーシブ社会形成の推進

３　「キャリア教育」の視点による長期
展望を基に、各学部段階の関係性を押さ
えた教育指導の充実



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

３として
各学部段階における「キャリア教育」の内容
を整理・検討し、具体的で細やかな情報提供
を行うことにより、保護者との間で「キャリ
ア教育」の視点の共有化を進め、教育指導の
充実を図ることができた。

４　地域との多様なつながりを継続拡充
し支援教育のセンター機能によるインク
ルーシブ社会形成の推進

４として
小・中学校との居住地交流や、高等学校の
コーディネータ会議や巡回相談を進めるとと
もに、地域や関係機関との多様な連携・活動
の継続により、インクルーシブ教育の推進を
進めることができた。

５　保護者・地域への情報発信に努め、
円滑な連携・協働を拡充し、信頼を得ら
れる学校運営

５として
ホームページの活用や学校を公開する機会を
積極的に設けて理解推進を図り、関係諸機関
や児童・生徒の各家庭との連携を深めるとと
もに、教員一人ひとりが学校の体制や取り組
み等を理解した上で説明責任を果たし、タイ
ムリーでより「見える化」を図った情報発信
進めたことにより、信頼感を深めた学校運営
をすることができた。

第４四半期

２　一人ひとりの障害や発達､環境の把握
による合理的配慮を含めた教育支援

２として
発達の状況や障害特性に応じて合理的配慮の
視点に基づいた教材・教具等の工夫に努め、
職員間、保護者との連携を密に行うととも
に、校内専門職の活用の充実を図り、個別の
支援計画に生かしたことにより、合理的配慮
を深めた教育支援を行うことができた。

３　「キャリア教育」の視点による長期
展望を基に、各学部段階の関係性を押さ
えた教育指導の充実

045-770-6871連絡先（電話番号）

所属長評価

概ね学校目標に沿って進捗と判断している。

概ね学校目標に沿って進捗と判断している。

学校目標を概ね達成し、充実した学校運営を進めることができた。

学校目標を概ね達成し、充実した学校運営を進めることができた。

概ね学校目標に沿って進捗と判断している。


