
 

「教員の資質向上・教育制度あり方検討会議」の開催状況について 

 

教育総務課 

 

 「教員の資質向上・教育制度あり方検討会議」は平成 24 年７月 10 日に設置し、

８月 10 日に第１回検討会議を開催した。 

 その後、11 月６日に第２回検討会議、12 月 21 日に第３回検討会議を開催し、そ

れぞれ倫理向上専門部会からの報告、研修専門部会からの報告等について検討がな

された。 

 今年度内に検討会議を２回開催し、採用・人事専門部会及び評価専門部会からの

報告について検討を行い、３月末までに全体提言が取りまとめられる予定。 

 

 

○ 第２回検討会議（平成 24 年 11 月６日開催） 

 ＜協議事項＞ 

  １ 倫理向上専門部会からの報告について（別紙１のとおり） 

  ２ 各専門部会からの進捗状況報告について 

 

○ 第３回検討会議（平成 24 年 12 月 21 日開催） 

 ＜協議事項＞ 

  １ 研修専門部会からの報告について（別紙２のとおり） 

  ２ 倫理向上専門部会報告書に対する意見・対応案について 

  ３ 採用・人事専門部会からの進捗状況報告について 

 ＜学校視察＞ 

  １ 長野市立鍋屋田小学校（別紙３参照） 

  ２ 長野市立西部中学校 

 



第１回 第２回 第３回 第４回 第５回

＜８月10日開催＞ ＜11月６日開催＞ ＜12月21日開催＞ ＜３月上旬開催予定＞ ＜３月中下旬開催予定＞

■座長選出、スケジュールの確認

■不祥事発生状況の説明

■倫理向上専門部会長からの報告

■不祥事発生に関する課題の確認

■各課題を検討する部会の設置、部

会長指名

■倫理向上部会からの提言

案報告

■各部会の進捗状況報告

■研修部会からの提言案報

告

■倫理向上部会報告書につ

いて

■各部会の進捗状況報告

■採用・人事部会、評価部

会からの提言案報告

■全体提言の検討

■全体提言の取りまとめ

＜７月27日開催＞ ＜８月28日開催＞ ＜９月21日開催＞ ＜10月16日開催＞ ＜２月５日開催予定＞

■部会長選出、検討内容・スケジュー

ルの確認

■不祥事発生状況の説明（統計、個

別事例）と原因分析

■不祥事発生に関する課題抽出

■本体会議への報告内容の確認

■学校関係者等からのヒアリ

ング（非公開）

■委員要求資料の説明（懲戒

処分決定フロー、非違行為防

止強化月間の取組概要等）

■学校関係者等からのヒアリ

ング（非公開）

■市町村教委との意見交換

会の結果報告

■不祥事防止対策の方向性

■具体的な仕組み作り

■部会報告書（不祥事防

止対策に関する提言案）の

取りまとめ

■他部会の検討を受けた

調整

＜９月３日開催＞ ＜10月22日開催＞ ＜12月14日開催＞ ＜１月21日開催予定＞ ＜２月中下旬開催予定＞

■検討内容・スケジュールの確認

■現行の採用・人事制度の説明と検

証

■課題抽出

■現行制度の課題と改善に

向けた意見交換

■人事における課題について

の検討

■市町村教委等からのヒアリ

ング（公開）

■改善に向けた方向性

（案）についての意見交換

■部会報告書（採用・人事

制度の改善に関する提言

案）の取りまとめ

＜９月４日開催＞ ＜10月30日開催＞ ＜12月26日開催＞ ＜１月28日開催予定＞ ＜２月中下旬開催予定＞

■検討内容・スケジュールの確認

■現行の教員評価制度、学校評価制

度の説明と検証

■課題抽出

■現行制度の課題と改善に

向けた意見交換

■保護者からのヒアリング(公

開)

■部会報告書骨子案の検討

■部会報告書（評価制度

の改善に関する提言案）の

取りまとめに向けた検討

■部会報告書（評価制度

の改善に関する提言案）の

取りまとめ

＜８月29日開催＞ ＜９月19日開催＞ ＜10月24日開催＞ ＜11月21日開催＞

■検討内容・スケジュールの確認

■現行の研修制度（校内・外）の説明

と検証

■課題抽出

■学校関係者等からのヒアリ

ング（一部非公開）

■教員研修に係る論点整理

■教員研修に係る提言の骨

子案の検討

■部会報告書（教員研修

に係る提言案）の取りまと

め

開　　催　　概　　要

主な検討項目・論点

「教員の資質向上・教育制度あり方検討会議」　主な検討項目・論点と開催概要

○教員の資質向上に係る課題の整

理

○専門部会での検討内容に関する

協議・指示

○専門部会の報告(案)の協議と最

終提言のとりまとめ

専

　

門

　

部

　

会

検討会議

倫理向上

採用・人事

評　価

研　修

○非違行為防止のための体制整備

○学校内の教員同士の情報共有・

コミュニケーションのあり方

○管理者責任の明確化と管理運営

能力の強化

○不祥事を起こした教員に関する

情報の関係者間における共有

○教員人事における県教委、市町

村教委及び校長の権限と責任の範

囲

○採用段階での人物評価のあり方

○現行の教員評価制度の検証

○教員の資質向上に結びつく評価

のあり方

○客観性・透明性を確保した評価

制度のあり方

○学校評価と教員評価の関係性

○教員のあるべき姿を見据えた研

修体系の検討

○校内研修の実施内容及び方法

○10年経験者研修以降の研修を含

めた校外研修のあり方

○不祥事を起こした教員に対する

研修（再教育プログラム）のあり方



別紙１ 

 

倫理向上専門部会の報告について 

 

Ⅰ 教員の資質向上・教育制度あり方検討会議が設置されることにいたった背景 

Ⅱ 学校現場に対する現状認識と課題（現場のヒアリングを受けた考察） 

Ⅲ 長野県として取り組んでいること 

Ⅳ 不祥事再発防止に係る提言に向けて 

１ 教員の資質向上について 

（１）ミッションの再認識（定期的な職業倫理意識の向上のための研修・熟議形式等の浸透

策） 

（２）教員の研修のあり方～環境変化に適応できる体制づくりへの見直し 

① 教員自身のリベラルアーツ教育の再徹底～人間力の強化の方策検討 

② 社会視点で考えることのできる取組策の検討 

③ 研修状況について校長・教頭が把握する（データベース化、研修履歴の把握、研修

の受講状況の人事評価への反映） 

（３）教員の能力・資格・適格性の明確化と人事評価との整合性の確保 

① 教員に期待される能力・資格・適格性の明確化 

② 管理職に対するリーダー教育方法の検討と実施（管理職・教務主任等） 

２ 問題教員の排除 

（１）処分の厳罰化（加害者のみならず見て見にふりをした周辺の者も対象） 

① 再教育をして済むものと、済まないものの峻別と再教育の徹底（プログラムが社会

の理解を得られるものでなければならない） 

② 一度でもわいせつな行為をした教員は教壇に立たせない 

③ 懲戒処分を受けた教員に対する研修プログラムの明確化と開示 

（２）緊張感をもった行動ができるような仕組みづくり 

① 通報・相談制度の構築（周辺関係者にも一定の義務） 

② 非違行為防止委員会（仮称）の設置（学校） 

③ 不祥事発生時における原因究明の部署と関係者の責任の明確化（事実の発生と対応

問題の峻別と評価） 

（３）人事情報の体系化と共有化のあり方の見直し（懲罰履歴のデータベース化と人事考課

の一元的管理） 

（４）問題教員に対する対応のあり方の抜本的な見直し（問題教員への対応の厳格化、退職

勧奨等の仕組みが必要ではないか） 

（５）不祥事事例の共有化とオープン化による再発防止の徹底 

３ 開かれた学校運営体制～不信感の払しょく 

（１）校長のあり方の見直し 



① 資質向上、選任要件・能力の明確化（公募制や外部からの登用も検討） 

② 校長の権限と責任の明確化（校長が負う管理者としての善管注意義務とは何か） 

（２）学校の運営管理体制の透明化～外部視点の取り入れと情報開示 

① 保護者との対話の中で子供の将来のあるべき姿を語る場の設置 

② 学校の運営管理の情報開示 

（３）学校運営のあり方の見直し～信頼回復と頑張っている教員を応援 

① 業務の適正化と児童・生徒と向き合う時間の確保（教員の多忙感の削減を通した教

員への支援体制を強化していく仕組みの構築） 

② 組織体制の見直し（２人教頭体制、ミドルリーダーの設置等により教員の活動の支

援体制の強化） 

③ 透明性の高い（風通しのよい）組織体制の構築と校内に目が届きやすい組織づくり

の検討 

④ 空き教室・時間外に活用している教室等の管理体制の見直し（目の行き届かないと

ころをなくすための方策の検討）及び校舎内の各部屋のあり方の見直し（教員と児

童・生徒が隔離されない、教員同士が相互のコミュニケーションがとれるオープン

な建物づくりの検討） 

（４）教育委員会のあり方とモニタリングとしての機能 

① 市町村教育委員会の活動のモニタリングと指導的機能の強化 

② 教育委員会の責任と権限、役割分担の明確化 

③ コンプライアンス体制の確立 

（５）教員の人事評価制度の見直し 

① 地域単位での人事コーディネーターによるきめ細かな支援 

② 評価制度の運用の厳格化・客観化・透明性の確保 

③ 評価項目の見直し（倫理的行動について評価項目に入れる） 

（６）学校運営の先進的・成功的な事例の共有化 

４ 危機管理対応のあり方（社会的コンセンサスによるルール設計） 

（１）信頼確保のための情報開示のあり方 

（２）危機管理マニュアルの策定と見直し（学校・教育委員会レベル） 

（３）日常的な対応（問題教員がいる場合の対応（言動など）） 

５ その他 

（１）教員の研修体系のあり方 

 （２）教員へのサポート体制の確立 

◎ 今後について 

（１）行動計画の策定（本あり方委員会の提言をもとに県教育委員会が立案） 

（２）行動計画の実施（県教育委員会）とモニタリング体制（知事部局）の確立 



別紙２ 

 

研修専門部会の報告について 

 

ⅠⅠⅠⅠ    研修専門部会での審議状況研修専門部会での審議状況研修専門部会での審議状況研修専門部会での審議状況    

        研修専門部会では、以下のとおり４回にわたり会議を開催し、教員の資質や能力の向上

を図るための教員研修のあり方や効果的な研修体系について協議し、Ⅱのとおり提言を作

成した。 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

ⅡⅡⅡⅡ    教員研修に係る提言教員研修に係る提言教員研修に係る提言教員研修に係る提言    

  今回の度重なる教員による非違行為の発生は、これまでの教員研修が十分ではなかった

という問題意識から、「教員の資質向上・教育制度あり方検討会議」に研修専門部会が設置

されたとの認識のもと、次の点を最も重視しながら議論を行った。 

 

 

 

 

 

 

        このことを踏まえ、次ページのとおり６項目について、これからの教員研修について、

とりまとめを行い、「教員の資質向上・教育制度あり方検討会議」への提言とする。 

 

 

 

            第１回（８月第１回（８月第１回（８月第１回（８月 29292929 日）日）日）日）    教員研修に係る課題の整理教員研修に係る課題の整理教員研修に係る課題の整理教員研修に係る課題の整理    

            第２回（９月第２回（９月第２回（９月第２回（９月 19191919 日）日）日）日）    学校関係者からのヒアリング学校関係者からのヒアリング学校関係者からのヒアリング学校関係者からのヒアリング    

                                                            小学校教諭  １名  中学校教諭 ２名 

               高等学校教諭 １名  高等学校長 １名 

    教員研修に係る論教員研修に係る論教員研修に係る論教員研修に係る論点整理点整理点整理点整理    

            第３回（第３回（第３回（第３回（10101010 月月月月 24242424 日）日）日）日）    教員研修に係る提言の骨子案教員研修に係る提言の骨子案教員研修に係る提言の骨子案教員研修に係る提言の骨子案    

    第４回（第４回（第４回（第４回（11111111 月月月月 21212121 日）日）日）日）    教員研修に係る提言案教員研修に係る提言案教員研修に係る提言案教員研修に係る提言案 

① 教員の「育成」という視点から、教員研修はどうあるべきか。 

② 非違行為を未然に防止するための研修はどうあるべきか。 

③ 非違行為を行った教員に対する研修はどうあるべきか。 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        また、別紙のとおり、これらの項目について、平成 24 年度内に速やかに取り組む項目 

及び平成 25 年度以降に取り組む項目として、「取組の工程」を作成した。 

    

提提提提    言言言言    のののの    概概概概    要要要要    

 

１１１１    長野県教育の長野県教育の長野県教育の長野県教育の理念等を踏まえた教員研修体系の構築理念等を踏まえた教員研修体系の構築理念等を踏まえた教員研修体系の構築理念等を踏まえた教員研修体系の構築    

 ○ 平成 25 年度に「長野県教員研修体系作成会議」（仮称）を設置し、教育の理念と教

員のミッション、また、これらを実現するための研修の内容と方法等について検討し、

目指す教員像とそれを実現するための研修を構造化した新たな研修体系を作成する。 

 

２２２２    校外研修の充実校外研修の充実校外研修の充実校外研修の充実    

 ○ ライフステージに応じた指定研修として、10 年経験者研修の後に「キャリアアッ

プ研修」（仮称）を設定することにより、指定研修全体の見直しを行う。 

 ○ 各指定研修において、実践を振り返り、キャリアアップを考える機会を設定する。 

 ○ 教員が参加しやすい校外研修の開催方法と校外研修を補完する方法を研究する。 

 ○ 大学等とのコミュニケーションを十分図る中で、大学等が実施する免許状更新講習

に、長野県の教育課題に関する内容の位置付けを要請する。 

 ○ 教員研修の透明性を高めるための研究をする。 

 

３３３３    校内研修の活性化校内研修の活性化校内研修の活性化校内研修の活性化    

 ○ 「校内研修活性化委員会」（仮称）において、教職員に対する効果的な校内研修の

事例の収集及び研究を行い、「校内研修手引書」（仮称）を作成する。 

 ○ 「校内研修手引書」（仮称）を生かした校内研修活性化の方策を検討し実施する。 

○ 学校の要請に応じて、校種を超えて、指導主事が研究授業等の校内研修に参加する。 

 

４４４４    管理職、教務主任等の役割に応じた研修管理職、教務主任等の役割に応じた研修管理職、教務主任等の役割に応じた研修管理職、教務主任等の役割に応じた研修    

 ○ 校長研修及び教頭研修（指定研修）を充実させる。 

 ○ 中堅教員研修（希望研修）として、新たに、リーダーを育てチーム力を高める講座

を構成する。 

    ○ 体験型・参加型などの方法により、主体的に取り組める研修とする。 

    

５５５５    非違行為を行った教非違行為を行った教非違行為を行った教非違行為を行った教職職職職員員員員に対する研修に対する研修に対する研修に対する研修    

 ○ 懲戒処分（戒告・減給・停職）を受けた教職員に対する研修を実施する。 

   内容 ① 所属校での研修（期間：１ヶ月間） 

      ② 総合教育センターでの研修 

      ③ 所属校での事後研修（期間：1 ヶ月以上） 

 ○ 管理監督者で処分を受けた教員に対する研修を実施する。 

    

６６６６    学び続ける教員のキャリアアップを図るための支援学び続ける教員のキャリアアップを図るための支援学び続ける教員のキャリアアップを図るための支援学び続ける教員のキャリアアップを図るための支援    

 ○ 教員のキャリアアップを図るための、校種に応じた支援の方法について研究する。 

 ○ 校長が教員の研修状況を把握し、キャリアアップの助言方法について検討する。 




