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今年の冬は寒暖の差が激しく，これまでに経験したことのないような突風も吹き荒れました。ま

た，学校ではインフルエンザが猛威を振るい，先生方も子供たちの体調管理に苦慮されたものと思

います。 
 そのような厳しかった冬もようやく過ぎゆき，すでに３月も半ば，段々と春の足音が聞こえてく

ようになりました。 
 ３月は１年間のまとめの季節です。事務所だより最終号の発行に当たり，今年度の取組を振り返

り，１年間の総括をしたいと思います。 

１ 平成２８年度葛南教育事務所運営方針について 
  事務所の所員には，常に「所員の心得６項目」を意識し，職務に当たるよう指導してまいりまし

た。また，７月と１２月には全所員でセルフチェックを実施し，「所員の心得６項目」を含めた事

務所運営方針について，その徹底を図りました。 
  その結果は，以下のとおりです。 

 項目 ７月 １２月 推移 
仕事は笑顔で前向きに 3.24 3.45 ＋0.21 
常に学び続ける姿勢をもっている。 
（研修会への参加・読書・自己研鑽） 3.27 3.42 ＋0.15 

業務遂行に当たっては，自分の考えをもっている。 
（考えなき前例踏襲はしない） 3.33 3.42 ＋0.09 

学校訪問等で，指導・助言すべきことはしっかりと行っている。 3.52 3.55 ＋0.03 
常に現場管理職としての感覚を研ぎ澄ましている。 3.15 3.39 ＋0.24 
法令順守，コンプライアンス意識を常にもっている。 3.54 3.73 ＋0.19 

※評価は 4 段階の平均値 
  この結果から，「所員の心得６項目」について，所員の意識は徐々に高まってきていることがわ

かります。しかし，ほぼ変化のない項目もあり，来年度の事務所運営の課題もはっきりしてきま

した。 

２ 平成２８年度葛南教育事務所重点目標について 
  今年度は，チーム葛南という意識をさらに定着させ，着実に歩みを進めていこうという意味か

ら，スローガンを「チーム葛南 確かな歩み」としたところです。 
  また，各種行事や研修会等，様々な場面で「ＵＮＩＦＹ」（一つになる）の合言葉を前面に出し，

葛南教育事務所管内５市の一体感を醸成してまいりました。 
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総務課では 
「人材育成及び適正な事務処理の推進」を大きな柱として，２つの重点目標を掲げ，管内事務職

員の資質・力量の向上を目指す取組みを行いました。 
（１）人材育成 
      例年行っている初任者研修を，今年度は３年以上の経験者にも開放しました。 
   ５回の研修会を実施しましたが，各回とも５０名を超える参加者があり，給与事務の基礎の

再確認を図り，管内事務職員のスキルアップに寄与できたと考えています。 
（２）適正な事務処理の推進 
   今年度も管内各学校の適正な事務処理を推進するために，所長訪問５６校について総務課長

と総務課職員を同行させて諸表簿の点検活動を行いました。 
   また，７月と９月に教育事務所において３７校に対して，「給与関係諸表簿点検」を実施いた

しました。 
   管内各学校においては，現在までに大きな会計事故は発生しておらず，それぞれの事務職員

の方々が緊張感をもって業務に当たっていただいているものと感謝しております。 

  管理課では 
「信頼される学校づくり」を大きな柱として，４つの重点目標を掲げ，管内校長会議，学校訪問，各

市教育委員会人事担当者会議等で，その実現に取り組んできました。 
（１）安全管理の徹底と信頼される学校づくり 
   学校訪問において，安全安心な学校づくりのためには，全職員が最悪を想定し，組織として事故

の防止を徹底するとともに，日頃から子供たちや職員の危機管理能力の育成に努めることが大切で

あることを徹底してまいりました。 
   来年度は，「誠意ある対応」，「組織の機能を生かした対応」に重点に置き，その基本となる危機

管理の「さ・し・す・せ・そ」について，さらなる徹底を図る考えです。 
（２）不祥事の根絶 
   県内各地で，教職員の不祥事が多発しています。児童生徒から信頼され，尊敬されるべき教

職員が不祥事を起こすということは誠に遺憾なことであり，県教育委員会を挙げて根絶に取り

組んでおります。 
   葛南管内でも重大な不祥事が何件か発生しており，正に非常事態です。このような状況の中，

１０月には各市教育委員会人事担当課長会議を開催し，「管内の不祥事根絶に向けた取組」を新た

に策定し，順次実施しております。 
   来年度は，「切実感」，「当事者意識」，「連帯感」などのキーワードをさらに前面に出し，不祥

事根絶に取り組む考えです。 
（３）組織マネジメントを生かした学校経営の推進 
   学校訪問をとおして，若手が生き生きと活動し，ベテラン層がそれをしっかりと支える活力

ある学校経営を実践されている多くの校長先生に出会いました。そのような学校では，ミドル

層も自らの役割をしっかり自覚し，学校経営に参画していました。 
   管理職の使命は何といっても人材の育成です。教育事務所としては「将来の千葉県教育を支

える教職員は自校で育てる」の合言葉の下，各市校長会と連携協力し，人材の育成に取り組みま

す。 
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（４）児童生徒と向き合う時間の確保 
   学校現場の多忙化解消は，喫緊の課題です。学校訪問において，教職員の勤務状況の確認を

行い，少しでも多忙化が解消するよう指導助言に努めてきました。 
   今後は，各市教育委員会と連携協力し，定時退勤日の実施，部活動を行わない日の設定など

を推奨し，教職員の多忙化解消に一層努力します。 
 
  指導室では 

「生きる力の育成」，「地域とともに歩む学校づくりの推進」を大きな柱として，３つの目標を

掲げ，管内教職員の授業力向上に取組んできました。 
（１）確かな学力の育成（授業改善の推進） 
   今年度は，合同訪問の新たな取組として，各学校における全国学力・学習状況調査の分析状

況についての確認を行いました。ほとんどの学校で，しっかりとした分析がなされていました。

今後は，分析結果を踏まえた具体的な改善策を学校全体で共有し，いかに授業改善に結び付け

ていくかが課題となります。 
   ここ数年，問題解決的な学習形態を推奨しています。先生方の意識も高まってきています。

このことにより，子供の視点に立って授業を構成し，主体的・対話的で深い学びを意識した授業

展開が多く見られるようになりました。 
      来年度は，授業の基本である板書，ノート指導等についても，その重要性を今一度見直し，よ

り効果的な活用が図られるよう指導助言に当たる考えです。 
（２）いじめ及び不登校の未然防止の推進 
   いじめの未然防止対策としては，教員のいじめ問題への対応力の強化を図るため，「いじめ問

題対策リーダー養成集中講座」を実施した他，市教育委員会の要請に応じて「いじめ問題対策チ

ーム」を学校に派遣し，学校組織に対する指導助言にも努めてまいりました。 
   不登校対策については，今年度新たに各市教育委員会と連携し，「不登校対策支援情報交換会」

を実施しました。この会では，現在課題を抱えている学校間の情報交換だけではなく，効果的な

取組により成果を上げている学校も交えた情報交換を実施し，次年度の不登校対策に生きるよ

う配慮しました。 
   今年度も，不登校児童生徒が増加している現状にあり今後も一層の努力が必要です。 
（３）特別支援教育の推進を支える学校体制づくり 
      特別支援教育については，各学校とも個別の指導計画が作成され，校内委員会の役割も定着

するなど，特別に配慮を要する児童生徒への組織的対応が進んできています。 
   また，ユニバーサルデザインの視点を取り入れた授業や環境づくりについても，かなり定着

してきました。この取組が，全校で組織的に行われている学校では，学校全体が落ち着き，特別

に配慮を要する児童生徒の学習意欲も高まっています。 
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【指導室】

平成２８年度の学校訪問は，市教育委員会との合同訪問が５２校，学力向上・生徒指導・特別支援

教育といった課題別訪問は５７校実施しました。事前の資料準備や当日の対応等，御礼申し上げま

す。訪問を振り返り，葛南教育事務所指導室の重点目標の取組状況について報告します。 
（１）確かな学力の育成（授業改善の推進） 
① 全国学力・学習状況調査の分析は各学校で実施されていた。ただ，それらの結果を踏まえた改善

策を学校全体で共有したり，実態に応じた授業改善に取り組んでいたりする学校は少数であった。  

② 問題解決的な学習に対する意識は高まりつつある。特に，子供の視点に立って構成した授業につ

いては，子供たちが主体的に学ぶ授業展開がなされていた。 

③ 話し合い活動等は積極的に取り入れられるようになってきた。今後は，これらの活動をとおして

『子供たちの学びをどう深めていくか』（活動の目的を明確にする。活動の意義・価値を児童生

徒に理解させる等）という視点での授業改善が必要である。 

④ 板書・ノート指導については，その重要性を今一度見直す必要がある。ＩＣＴの活用は年々増加

しているが，より効果的な活用を図っていきたい。 

⑤ 学習のきまりや生活ルール等については掲示物を活用した指導が多くみられた。小・中の連携を

意識し，中学校区での共通理解によりさらに効果を上げている学校がみられた。 

⑥ 家庭学習においては家庭への呼びかけを工夫することで，効果をあげている学校が増え

てきた。呼びかけだけにとどまらず，評価等，事後の扱いも大切にしたい。 

（２）いじめ及び不登校の未然防止の推進 
① 生徒指導の機能を重視した授業，児童生徒への温かな関わりや声かけ等が多くの先生方の間で意

識され，このことが「自分や仲間を大切にする心」につながっていた。 

② 「学校いじめ防止基本方針」に沿った未然防止の取組が確実に行われてきたが，今後より速やか

で慎重なアンケート処理や基本方針の見直し等が必要である。 

③ 訪問相談員・スクールソーシャルワーカー等の活用が充実しており，今後さらに周知を行う。ま

た，不登校児童生徒や保護者とスクールカウンセラーの関わりをより大切にしたい。 

（３）特別支援教育の推進を支える学校体制づくり 
① ユニバーサルデザインの視点を取り入れた授業や学校環境づくりを校内体制で推進している学

校が増えている。特に，全校で組織的に取り組んでいる学校は効果を上げている。 
② 校内委員会の機能を生かし，学力向上・生徒指導・特別支援教育の３つを一体的に捉えて実践

している学校ほど効果を上げている。 
③ 個別の教育支援計画と個別の指導計画の作成・活用により，合理的配慮の提供  

がより効果的なものになっている。 
（４）「地域とともに歩む学校づくり」の推進 
① 多くの学校で保護者や地域による学校支援活動，授業公開，学校評価の公表等を通し，開かれた

学校づくりが推進されていた。今後は，さらに保護者，地域の声を学校運営に生かしたり，学校

の教育資源を地域で活用したりすることで，「地域とともに歩む学校」を目指していきたい。 

② 県や各市において家庭教育を支援する様々な取組が行われている。学校はそれらを積極的に活用

し，家庭・地域に情報発信することを通し，家庭教育の推進を図っていきたい。 
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平成２９年２月１４日から５日間にわたって，採用前研修会を行いました。小学校教諭１５５名，中学校教

諭９９名，特別支援学校教諭１３名，養護教諭４名，事務職員４名の２７５名の２９年度採用内定者を対象

に，教職員としての心構えとこれからの準備について話をしました。 
 開講式では中村所長から，「教師は子供たちの模範でなくてはならない」「教師は子供たちにとって最大の

教育環境である」「研究と修養に努め，信頼される教師，そして尊敬される教師になってほしい」などの話が

ありました。 
また，管理課長や指導室長からも，新規採用者としての心構

えや学級づくりについての話があり，採用内定者は，真剣な眼

差しで話を聞いていました。 
また，５日間で先輩教職員１７名を講師に招き，不安を解消

するために様々なアドバイスをいただきました。グループごと

の質問の時間には，採用内定者から具体的な質問が出され，先

輩教職員の具体例を挙げながらの丁寧な回答に，「不安が解消

された」「４月からの教員生活に向けて気が引き締まった」な

ど，やる気に満ちた感想が多くありました。４月からそれぞれ

の現場で新しい教員生活を迎えますが，明るく元気に活躍して

くれることを期待したいと思います。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

《先輩の声》 
＊悩みや不安は一人で抱え込まず，校長先生や教頭先生，

そして先輩の先生方に相談するようにしてください。 
＊忙しい毎日ですが，土日はリフレッシュするようにしてくださ

い。子供たちの前に笑顔で立てるために，ON と OFF の
切り替えが大事です。 

＊日々の授業は本当に大切です。教材研究も大切ですが，

先輩方の授業を見せてもらったり，積極的に聞いたりして

授業力を高めるようにしてください。 
＊クラスの中には「困らせている」のではなく本当に困ってい

て生活のしづらさを感じている子もいます。そういう子にもし

っかりと目を向けてほしいと思います。 

《内定者の声》 
＊４月から教壇に立つこととなり，不安に思うことばかりでしたが，話を聞く中で，どの先生方も同じように悩みながら子供た

ちと向き合っていることを知り，少し安心しました。頑張っていきたいと思います。 
＊保護者との関係を作っていくためには，「悪いことばかりでなく，良いことも報告をする」という話がとてもヒントになりまし

た。保護者にもきちんと向き合えるようにしていければと思います。 
＊やりがいのある仕事だけれどもプライベートも大切にする。そんな先輩たちがキラキラ輝いて見えました。私も早くそんな

魅力的な教員になりたいです。 
＊小学校の先生だけでなく，特別支援学校の先生の話を聞くことができました。コーディネーターの仕事内容を知ることが

できたので，どのように関われば良いのか，理解できて良かったです。 
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平成２８年給与改定に伴い，手当額が変更されました。 
・子（職員に配偶者がない場合の１人目を除く）に係る支給月額の引き上げ(28 年度) 

・配偶者に係る支給月額の引き下げ及び子に係る支給月額の引き上げ等を段階的に実施 

                                 （29 年度以降） 
区分 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 平成 31 年度 平成 32 年度 

配偶者 13,000 10,000 6,500 6,500 6,500 
子 7,000 8,000 10,000 10,000 10,000 

父母等 6,500 6,500 6,500 6,500 6,500 
※職員に配偶者がない場合の扶養親族 1 人に係る手当額については，平成 28 年度は 11,000 円，平成 29 年度は子 10,000 円・父母等

9,000 円，平成 30 年度以降はこの表に掲げる子又は父母等の額とする 

   

就職による扶養手当の取消，２２歳となった後，最初の 3 月 31 日に支給終了となる扶養親族

については，その年の１月から取消（終了）の時点までの資格要件を満たしているかを判断する

必要があります。 
例のように１月から取消（終了）までの間にアルバイト等による収入がある場合には，給料明

細等でその期間の総収入金額を確認します。 
 

例【取消（終了）の時点までの総収入金額確認：４月１日就職による取消の場合】 
１～３月のアルバイト収入＝35 万円 

130 万円（年間所得限度額）×3/12＝32 万 5 千円 
35 万円≧32 万 5 千円のため所得限度額超過 

 
 扶養親族の総収入金額が所得限度額を超過する場合には，原則，所得限度額超過となった年の１

月１日に遡及して取消となり，その間支給された扶養手当は戻入となりますので，速やかに取消の

手続きを行ってください。 
（扶養親族の収入が事業所得の場合，確定申告書や収支内訳書等による確認が必要です） 

※共済組合の被扶養者の手続きを必要に応じて行ってください。 
 
 

                

 

 

扶養親族の収入について 

確認をお願いします！ 


