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大阪府立学校における学校評価等の変遷に関する考察
−5校の校長経験をもとに−

森　　　　　均

A Study on the Transition of school evaluation, etc. of Osaka 
Prefectural schools

− Based on the experiences as principal at five schools−

Hitoshi Mori

抄　　　　録

　大阪府においては、教育基本法・学校教育法・学校教育法施行規則の改正後、大阪府教

育行政基本条例・大阪府立学校条例等の制定によって、学校評価に関わる状況は大きく変

貌した。

　本稿では、これらの法改正や条例等の制定前後の状況を筆者の府立学校 5校の校長経験

を踏まえて考察し、今後の大阪府における学校評価に関する議論に資するものとする。
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Abstract

In Osaka Prefecture, after the revision of the Fundamental Law of Education, the School 

Education Law, by the enactment of Osaka educational administration basics regulations 

and the Osaka Prefectural school regulations, the situation regarding school evaluation has 

changed greatly.

In this paper, based on the author＇s experiences as principal at five schools, consider 

these changes in order to help the future measures on school evaluation at Osaka Prefectural 

schools.
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1.   目的

　学校評価については、「教育改革国民会議報告―教育を変える 17 の提案―」（2000 年 12

月）、文部科学省「21 世紀教育新生プラン」（2001 年 1 月）、総合規制改革会議「規制改革

の推進に関する第一次答申」（2001 年 12 月）等を踏まえ、2002 年 3 月に小・中学校の設

置基準が制定され、合わせて幼稚園、高等学校については設置基準の一部が改正された際

に、「各学校は自己評価の実施とその結果の公表に努めること」と規定された（1）。その後、

2007 年 6 月に学校教育法が、同年 10 月には学校教育法施行規則がそれぞれ改正され、自

己評価の実施・公表の義務化、学校関係者評価の実施・公表の努力義務化、評価結果の設

置者への報告の義務化が規定された。

　一方、大阪府においては大阪府教育委員会（以下、「府教育委員会」と表記する。）が 1999

年度に今後の 10 年を見通して策定した「教育改革プログラム」（2）にしたがい、学校教育

自己診断の実施など独自の取組みが行なわれてきた。本稿ではその取組みをもとに、教育

基本法・学校教育法等の改正、大阪府教育行政基本条例・大阪府立学校条例等の施行に応

じて、学校評価報告書が工夫・改訂されてきた経過をたどり、今後の大阪府における学校

評価に関する議論に資することを目的とする。

　なお、以下については大阪府立高等学校と同特別支援学校を合わせて府立学校と表記す

る。

2.   大阪府の状況

　2007 年度に学校教育法・学校教育法施行規則が改正されたが、大阪府においては 2012

年度から大阪府教育行政基本条例・大阪府立学校条例が施行された。したがって、学校教

育法等改正前の状況（2007 年度末まで）、学校教育法等改正後から大阪府教育行政基本条

例・大阪府立学校条例施行までの状況（2008 年度当初から 2011 年度末まで）、大阪府教育

行政基本条例・大阪府立学校条例施行後の状況（2012 年度当初以降）に分けて大阪府の状

況を述べる。

2.  1    学校教育法等改正前の状況（2007年度末まで）
　大阪府においては、府教育委員会が 1999 年に策定した「教育改革プログラム」におい

て、「学校が地域住民の信頼に応え、家庭や地域と連携して教育活動を展開するため、学校

運営の透明性を確保するとともに、学校が保護者や地域住民の意向を把握し、その協力を

得て学校運営を行う体制を整備する」（3）とされ、その具体的な取組みとして、学校教育自

己診断の実施と学校協議会の設置が進められた。そして PDCAサイクル（4）において両者を

関連づけ効果的に活用することにより、学校運営の改善を図るとされていた。

　なお、学校教育自己診断は、1998 年度に試行実施、1999 年度からは本格実施され、2002

年度末までに府立学校全校が実施した。また学校協議会は、2000・2001 年度に指定したモ
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デル校において試行され、2003 年度中に府立学校全校に設置された（5）。

　一方で、教職員の評価・育成システムが 2002 年度に試験的実施され、2003 年度の試行

実施を経て 2004 年度から本格実施された（6）。次に、これらについて新任校長研修の内容

と併せて実施された順に述べる。

2.  1.  1    学校教育自己診断について 

　学校教育自己診断の趣旨は、次のとおりである。

　　○ 　学校教育自己診断は、学校教育活動が児童・生徒の実態や保護者・地域住民の学

校教育に対するニーズ等に対応しているかどうかについて、学校自らが診断票（診

断基準）に基づいて学校教育計画の達成度を点検し、学校教育活動の改善のための

方策を明らかにするものである。

　　〇 　学校教育自己診断は、学校が主体的に実施するものである。

　　〇 　学校教育自己診断は、管理職・教職員だけが行うものではなく、児童・生徒、保

護者にも協力を求め、様々な立場からより客観的に行われるものである。

また、学校教育自己診断の目的は、

　　〇 　継続した診断活動を通して、校長のリーダーシップと全教職員の共通理解のもと、

学校教育目標の達成を目指して学校組織と教育活動を活性化する。

　　〇 　学校自らが自校の教育を点検する姿勢を明らかにすることによって、保護者や地

域住民に理解され、支持される開かれた学校づくりをすすめる。

　　〇 　診断活動を積み重ねるとともに、学校が積極的に家庭や地域社会に情報を提供す

ることによって、家庭・地域社会と一体となった、学校教育の在り方や家庭・地域

社会の役割について話し合うための場づくりを目指す。

　　〇 　学校教育の改善のための課題を明らかにすることによって、教育行政の課題を明

らかにする。

とされている（7）。そもそも、府教育委員会は、毎年度「府立学校に対する指示事項」（8）と

「市町村教育委員会に対する要望事項」（9）をそれぞれ冊子にまとめ府立学校と市町村教育

委員会に配付していたが、教育委員から「冊子を配布するだけで終わっているのではない

か。」「何が課題で何が改善されたか、明確にする必要があるのではないか。」等の指摘が

あり（10）（11）、1995 年度に府教育委員会事務局内に勉強会がスタートし自己診断票の作成に

至った（12）。

2.  1.  2    学校協議会について

　府教育委員会が「教育改革プログラム」策定の最終段階を迎えていた 1998 年 9 月、中央

教育審議会から「地方教育行政の在り方について」（答申）が出された。府教育委員会はそ

の中に示された学校評議員制度について、校長の学校運営を支援する観点から、外部の意

見を取り入れることによって学校の閉鎖性を打破し、開かれた学校運営を進めるために学

校協議会（以下、必要に応じて「協議会」と表記する。）として導入した（13）。



− 22 −

大阪女学院短期大学紀要第45号（2015）

　学校協議会の趣旨・目的は、

　　〇 　協議会は、保護者や地域住民の意向を把握し、学校運営に反映させることにより

開かれた学校づくりを進めるために設置するものである。

　　　 　また、協議会は、校長の求めに応じて、保護者や地域住民等が参加して多様な観

点から意見交換や提言を行うことにより、保護者や地域住民等の学校に対する理解

と信頼を深めるとともに、学校運営の改善に資することを目的とする。

また、役割は、

　　〇　協議会は、校長の求めに応じて、次の事項について意見交換や提言を行う。

　　　①　学校運営全般に関すること

　　　②　学校教育自己診断及び診断結果に基づく学校運営の改善の方策等に関すること

　　　③　その他、前条の趣旨を実現するために必要なこと 

会議の運営等については、

　　〇 　委員の中から会長を互選する。会長は、校長の求めに応じて協議会を召集する。

　　〇 　会長は、校長の提示した協議議題について、意見交換や提言を行うために会議を

運営する。

　　〇　校長は、協議事項について説明し、必要に応じて意見を述べる。

　　〇 　協議会は必要に応じ、校長の同意を得て、委員以外から意見を聴取することがで

きる。

　　〇 　校長は、協議会で出された意見や提言について校内で検討し、その結果を協議会

に説明する。

　　〇 　学校は、協議事項や協議会で出された意見・提言について、保護者や地域社会に

広く情報提供を行う。

　　〇　協議会は、少なくとも各学期に 1回以上開催する。

　　〇 　協議会は原則として公開とする。ただし、学校運営への支障やプライバシーの侵

害のおそれがあるなどの場合は、非公開とすることができる。

　　〇 　校長は、委員の委嘱や協議会の運営について、必要に応じ教育委員会と協議を行

う。

守秘義務については

　　〇 　校長は、委員に対して協議会において知り得たことについて守秘義務を課すこと

ができる。

とされている（14）。

2.  1.  3    府立学校新任校長研修「学校課題達成度自己評価」について

　前述の学校教育自己診断・学校協議会の趣旨、目的等には評価という文言は使われてい

ないが、2002 年当時、府立学校新任校長研修において、「学校課題達成度自己評価」が実

施されていた。その趣旨は次のとおりである（15）。

　　○ 　本評価は、校長が、自ら立てた年間目標の達成度を、自らの関わりを中心に、自
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ら評価するという本旨を踏まえ、学校課題への取組みについて自己評価するもので

ある。

　　　① 　校長が、学校経営上の諸課題と自己の目標を明らかにし、その達成度につい　

て自己点検し、自己評価する。

　　　②　学校の諸課題についての年度末の申し送り資料として活用する。

　　　③　学校の諸課題について、校長と府教育委員会との共通認識の形成に資する。

　当時の複数の新任校長にインタビューしたところ、新任校長の中で「『着任早々多忙な時

期に何をさせるのか。』『なぜ新任校長だけにこのようなことをさせるのか。』等と猛反発

が起こり、示された学校課題達成度自己評価票（16）の現状、課題、達成目標の欄だけを記

述して提出することになった。」とのことであった。十分な経緯や趣旨の説明がなく、新

任校長のみを対象にしたことが原因であると考えるが、この研修を当時担当していたのが

問題教員の研修（17）を行っていた大阪府教育センター（以下、「府教育センター」と表記す

る。）の資質向上推進室（18）であったことも新任校長の反発を招いた原因であると考える。

2002 ～ 2004 年度の資料（19）をみると、2002・2003 年度の府教育センターの組織に資質向

上推進室という部署は公表されておらず、2004 年度になって学校経営研究室が公に置かれ

ている。現在は同研究室において教員の資質向上等に係る特別研修だけでなく、管理職研

修等も担当することが示されている。

　なお、学校課題達成度自己評価票は翌年の 2003 年度には「学校の教育目標についての自

己点検票」に名称変更された。

2.  1.  4    教職員の評価・育成システムについて

　教職員の評価・育成システムは、府教育委員会が 2002 年 7 月「教職員の資質向上に関す

る検討委員会」から「教職員全般の資質向上方策」について最終報告（20）を受け、教職員

の意欲と資質能力を高め、教育活動をはじめとする様々な活動の充実、学校を活性化する

方策として実施したシステムである。2002 年度に試験的に実施され、2003 年度の試行実

施を経て、2004 年 4 月から「大阪府立高等学校等の勤務評定に関する規則」等を廃止し、

「府立の高等専門学校、高等学校等の職員の評価・育成システムの実施に関する規則」等が

制定され、この規則に基づき全公立学校の教職員を対象に本格実施された。したがって、

1958 年以来実施されてきた勤務評定（21）は 2003 年度を最後に廃止された（22）。

　教職員の評価・育成システムの特徴は次のとおりである。

　　① 　すべての教職員は校長の掲げる学校目標を共有し、その達成に向けた個人目標を

主体的に設定し、意欲的に取組みを進める。

　　②　校長等は、面談や日常の指導助言を通じて教職員の目標達成を支援する。

　　③ 　評価結果を本人に開示してその理由を説明するなど人材育成の観点が重視されて

いる。

　　④ 　評価の基準や方法はあらかじめ明らかにされ、評価結果に対する苦情申し出制度

がある。
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　　⑤ 　校長の学校運営に対して教職員が提言する仕組みがあり、評価者である校長と被

評価者である教職員の間に双方向の関係が取り入れられている。

　そして、2007 年度以降、普通昇給・特別昇給制度が廃止され昇給は年 1回となり、昇給

とともに勤勉手当の支給についても、教職員の評価・育成システムの前年度の総合評価を

活用することによって勤務実績の反映が図られた（23）。

2.  2    学校教育法等改正後から大阪府教育行政基本条例・大阪府立学校条例施
行までの状況（2008年度当初から 2011年度末まで）

　2007 年度に学校教育法・学校教育法施行規則が改正され、自己評価・学校関係者評価の

実施・公表等が規定された後、大阪府教育行政基本条例・大阪府立学校条例施行まで、す

なわち 2008 年度当初以降から 2011 年度末までの状況を述べる。この間、府教育委員会は、

2008 年度に学校評価の取組みを始めたが、その後は評価報告書の様式変更を繰り返した。

次にその状況を述べる。

2.  2.  1    「2008年度府立学校評価報告書」について

　2008 年 11 月に府教育委員会は 2008 年度の「府立学校評価報告書」の提出を全府立学校

長に通知（24）し、併せて様式は定めず参考様式（A4 版 1 枚）を示した（25）。この通知が府

教育委員会としては学校評価報告書に関する初めての通知であった。

2.  2.  2    「2009年度からの府立学校評価報告書」について

　2009 年 2 月、府教育委員会は開催した「2009 年度　府立学校に対する指示事項説明

会」において、2009 年度からは府教育委員会が定めた府立学校評価報告書の様式（A3 版 1 

枚）（26）を使用するように指示した。前年度に示された参考様式と比較すると主な変更点は

次のとおりである。

　〈主な変更点〉

　　① 　「めざす学校像」と「本年度の教育目標」欄を新設

　　② 　「項目」を「領域」とし、学習指導等、生徒指導等、学校運営等、追加項目の領域

を指定

　　③ 　「自己評価結果」欄（項目：「設定目標」、「自己評価」）を「本年度の取組み計画及

び自己評価」欄とし「具体的な成果目標（成果指標）」、「取組み状況の自己評価」、

「今後進めたい取組み」の項目に変更

　　④ 　A4 版 1 枚から A3 版 1 枚に変更

　また、各学校が、年度当初に立てた計画に基づいて評価できるように「学校教育計画」

の構成・内容も変更を指示した。

2.  2.  3    「2011年度　学校経営計画と学校評価報告書」について
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　2010 年 12 月に府教育委員会は「2011 年度学校経営計画と学校評価報告書」の提出を校

長・准校長（以下、合わせて「校長」と表記する。）宛に通知（27）し、それぞれの様式（A4

版 2 枚）を示した（28）（29）。また、通知文によって 2011 年 1 月末までに「2011 年度学校経

営計画（案）」の提出を求めた。前様式と比較して主な変更点は次のとおりである。

　〈主な変更点〉

　　① 　学校経営計画を新設し「めざす学校像」欄のほか、「中期的目標」欄、「本年度の

重点目標と取組み」欄（項目：「目標」、「取組計画」、「評価指標」）を設置

　　② 　学校評価報告書において「本年度の教育目標」欄を廃止

　　③ 　学校評価報告書において「学校教育自己診断における結果と分析」と「学校協議

会における提言内容」欄を統合

　　④ 　学校評価報告書において「本年度の取組み計画及び自己評価」（項目：「具体的な成

果目標（成果指標）」、「取組み状況の自己評価」、「今後進めたい取組み」）欄を「本

年度の取組み内容及び自己評価」欄（項目：「本年度の重点目標」、「具体的な取組内

容」、「取組内容の自己評価」）に変更

　　⑤ 　「領域」において学習指導等の指定を廃止し、校長の判断で取組み項目を記載でき

るように変更

　それまで府教育委員会は、年度末に評価報告書だけを提出するように通知していたが、

次年度の学校経営計画（案）の提出も求め、学校経営計画（案）の内容や記述方法ついて

3月末までに校長との面談を実施し指導を始めたのである（30）。

2.  2.  4    「2012年度からの学校経営計画及び自己評価」について

　2011 年 12 月、府教育委員会は開催した「2012 年度　府立学校に対する指示事項説明会」

において全府立学校長に対し、学校評価について初めて説明を行った。そして「2012 年度 

学校経営計画及び自己評価」及び「2011 年度　学校評価報告書」の提出を通知（31）し、合

わせて 2012 年 1 月末までに「2012 年度　学校経営計画及び自己評価（案）」及び「2011 年

度　学校評価報告書（案）」の提出も通知した。さらに、「学校経営計画及び自己評価」の

様式（A3 版 2 枚）（32）を示した。前様式と比較して主な変更点は次のとおりである。

　〈主な変更点〉

　　① 　 学校経営計画（A4 版 2 枚）と学校評価報告書（A4 版 2 枚）を学校経営計画及び

自己評価（A3 版 2 枚）に統合　

　　②　 学校経営計画にあった「本年度の重点目標と取組み」欄を廃止　

　　③ 　「本年度の取組み内容及び自己評価」の項目を「中期的目標」、「今年度の重点目

標」、「具体的な取組計画・内容」、「評価指標」、「自己評価」に変更

　また、各計画等について次のように定義された。

　　学校経営計画：中期的目標とともに当該年度に取組むべき重点目標を示したもの

　　学校教育計画：重点目標も含め、当該年度の教育活動全般について示したもの

　　学校経営計画の重点目標：その学校における当該年度の取組の重点
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なお、この様式は現在も使用されている。

2.  3    大阪府教育行政基本条例・大阪府立学校条例施行後の状況（2012年度当
初以降）

　次に大阪府教育行政基本条例・大阪府立学校条例施行後の状況、すなわち 2012 年度当初

以降の状況を述べる。

2.  3.  1    明確化された大綱（33）と学校評価との関係

　2006 年 12 月に改正された教育基本法（以下、「改正教育基本法」と表記する。）では、第

17 条において教育振興基本計画は次のように定められた。

　〈改正教育基本法第 17 条（教育振興基本計画）〉

　　 　政府は、教育の振興に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、教育の振興

に関する施策についての基本的な方針及び講ずべき施策その他必要な事項について、

基本的な計画を定め、これを国会に報告するとともに、公表しなければならない。 

　　 2　地方公共団体は、前項の計画を参酌し、その地域の実情に応じ、当該地方公共団体

における教育の振興のための施策に関する基本的な計画を定めるよう努めなければな

らない。

　つまり、教育振興基本計画の策定は、国については義務規定となったが地方公共団体に

ついては努力義務と規定されたわけである。しかし、大阪府においては、2012 年 4 月 1 日

に施行された大阪府教育行政基本条例第 3条（34）において、改正教育基本法第 17 条で規定

された教育振興基本計画の策定義務を定めた。そして、同時に施行された大阪府立学校条

例においては

　　〇 　大阪府教育委員会は、大阪府が定める教育振興基本計画を踏まえて、府立学校に

共通してその運営となるべき事項を定め、これに基づいて学校の運営を行うように

指示する（35）。

　　〇 　校長は、当該府立学校の運営に関して、その責任を有し、最終的な意思決定を行

う（36）。

　　〇 　校長は、毎年、大阪府が定める教育振興基本計画（以下、「府教育振興基本計画」

と表記する。）と府立学校に共通してその運営となるべき事項を踏まえて学校経営計

画を定めなければならない（37）。

　　〇 　学校評価は、学校経営計画に定めた教育目標の達成状況の評価を含めて行わなけ

ればならない。また、保護者等による学校運営に関する評価及び教員の授業に関す

る評価を踏まえるとともに、学校協議会の意見を聴いて行うものとする（38）。

と定められ、府教育振興基本計画、学校経営計画、学校評価の関係が明確化されたのであ

る。

　さらに 2014 年 6 月には、地方教育行政の組織と運営に関する法律の一部を改正する法律

（以下、「改正地方教育行政法」と表記する。）が成立し、2015 年 4 月 1 日に施行されたが、
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大阪府においては 2015 年 6 月 19 日に開催された初めての総合教育会議（39）において、改

正地方教育行政法において知事が定めることになっている「大綱」に関して、大阪府教育

振興基本計画をあてることが了承された（40）。

2.  3.  2    学校協議会について

　2012 年 4 月、大阪府立学校条例施行後は同第 12 条において新たな学校協議会の設置が

定められ、大阪府立高等学校等の管理運営に関する規則においてさらに詳しく定められた。

それらの内容をもとに府教育委員会が新たに示した学校協議会の実施要項の雛形（41）をみ

ると、主な変更点は次のとおりである。

設置及び目的について

　　〇 　保護者等との連携協力、学校の運営への参加の促進及び保護者等の意向の反映の

ため、学校の運営に関する協議会を置く。

職務として

　　〇　協議会は次の事項について協議を行い、校長に意見を述べる。

　　　①　学校経営計画に関する事項

　　　②　学校評価に関する事項

　　　③　教員の授業その他の教育活動に係る保護者からの意見の調査審議に関する事項

　　　④　その他、校長が必要と認める事項

委員について

　　〇　協議会の委員は大阪府教育委員会が任命する。

　　〇 　委員は原則 6人とし、保護者、地域の住民、その他の関係者、学識経験者を必ず

含むものとする。

　　〇　委員の任期は 2年とし、原則 2回までは再任できるものとする。

　　〇　委員は委員在任中だけでなく退任後も守秘義務を負う。

会議について

　　〇　会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

　　〇 　学校経営計画に関する事項及び学校評価に関する事項については、原則として次

の時期に次の内容についての協議を行う。

　　　①　4月～ 6月：当該年度の学校経営計画に関する事項等

　　　②　8月～ 11 月：当該年度の取組みの進捗確認と改善に向けての意見等

　　　③ 　1月～ 2月：学校による取組みの自己評価を踏まえた学校関係者評価に関する

事項及び次年度の学校経営計画策定に向けての意見等

　　〇 　保護者から提出された意見書について会議の開催が必要な場合は、上記によらず

随時開催することができる。

保護者からの意見について

　　〇 　保護者から申し出られた意見（以下、「保護者の意見」と表記する。）に関する事

務は、事務局が行う。保護者の意見については、会長が必要に応じてその取扱いを
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判断する。

　なお、学校協議会は府教育委員会の附属機関になった。また、保護者の意見の申出は、

所定様式により、メール、郵送、各学校設置の専用箱への投函などの方法によるとされた。

　筆者が、校長として注目した項目は、委員に守秘義務が規定されたことである。従来の

実施要項（雛形）では「校長は、委員に対して、協議会において知り得たことについて守

秘義務を課すことができる。」とされていたが、大阪府立高等学校等の管理運営に関する規

則においては「委員は委員在任中だけでなく退任後も守秘義務を負う。」（42）とされたこと

である。この点については 3.2 において述べたい。

2.  3.  3    大阪府立学校における第三者評価について

　府教育委員会の HP（43）によれば次のように述べられている。

　「府教育委員会は、保護者や地域の方々との連携協力と学校の運営への参加を促進し、そ

の意向を学校教育に反映させるため、全府立学校に、学校協議会を設置しています。各府

立学校では、学校教育自己診断を実施して生徒と保護者の意向を踏まえた自己評価を行う

とともに、学校協議会から、学校の自己評価を踏まえた学校関係者評価・第三者評価を受

け、PDCAサイクルによる学校運営改善を進めています。」

　大阪府立学校条例が施行されるまでに、府教育委員会が参考例として示した学校協議会

設置要項（別紙資料 1　第 4条参照）を見ると、「協議会は、学校教育に対する理解と識見

のある保護者や地域住民、有識者等から校長が委嘱した委員をもって構成する。」とある

が、府立学校条例制定後は 2.3.2 に示したように「委員は原則 6人とし、保護者、地域の住

民、その他の関係者、学識経験者を必ず含むものとする。」（別紙資料 10　第三条 2参照。

下線は筆者による）とされた。そして、府教育委員会は別紙資料 10 の表題の○○○○の箇

所を学校名に置き換えた学校協議会実施要項、委員名簿、委員就任承諾書等の提出を通知

した（44）。このようにして、大阪府立学校条例施行後、全府立学校は全く同じ実施要項で、

つまり学識経験者が必ず委員に含まれる学校協議会が開催されることになったのである。

　これらのことから、府教育委員会は全府立学校において学校協議会の学識経験者である

委員によって第三者評価が実施されているという認識であると考える。

2.  3.  4    「大阪府立学校の管理運営に関する規則」の制定

　2012 年 3 月に、学校協議会や学校経営計画の届出等を加えて改正された「大阪府立高等

学校等の管理運営に関する規則」は、2014 年 3 月に廃止され新たに「大阪府立学校の管理

運営に関する規則」が制定された。学校経営計画の策定については、大阪府立学校条例第

7条で「校長が定める。」こととされているが、地方教育行政の組織及び運営に関する法律

第 23 条（45）の教育委員会の管理権限が及ぶことから、「大阪府立学校の管理運営に関する

規則」では府教育委員会に変更権限があることが明記された（46）。具体的には「教育委員会

が特に必要と認める場合については、学校経営計画の変更を命ずることがある。」という文
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言が追加されたのである。また、他の関係条文についても同様に変更された（47）。

　つまり学校経営計画、教育計画等をはじめとした様々な事項について、策定・決定等を

行う際の校長と教育委員会の関係、すなわち権限と責任の所在をより明確な表現となるよ

う改められたわけである。合わせて、1957 年に本規則制定以来、90 回を超える改正が行わ

れ、部分的な条項の削除・追加が繰り返される中で、規則全体の構成がいびつになってい

たため、適正な構成となるよう条文の並べ替えが行われたのである。このことについても

後ほど述べたい。

3.   まとめにかえて

3.  1    PDCAサイクルの認識について
　筆者は 2003 年度から 2012 年度までの 10 年間にわたって府立学校 5校の校長を務めた

が、この間、学校評価に関する十分な説明や研修は実施されなかった。一方で本稿で述べ

たように、学校評価報告書等の様式は変更が繰り返されてきた。その原因を次に考察する。

　まず、校長も教員出身の府教育委員会事務局幹部も、PDSサイクル（Plan（計画）→ Do

（実施）→ See（評価）→ Plan（計画）→…）に長く慣れ親しんできたことを指摘したい。

それがために、PDCAサイクルにおいてそれぞれの段階の再定義とその定着に時間を要し

たと考える。例えば、2002 年度に示された別紙資料 2では Pは「達成目標」、Dは「達成

の方略」と記載されていたが、2006 年度に示された別紙資料 3では、Pは「達成目標・方

略」、Dは「進捗状況」に変更されている。さらに 2012 年度には、V（ビジョン）−R（リ

サーチ）−PDCAサイクルを示したうえで、Pは「重点目標」、Dは「達成計画」と説明さ

れた（48）。

　次に、Cと Aについても、不慣れ故にその定義に時間を要したと考える（49）。2009 年度に

使用された評価報告書（別紙資料 6）では Cは「取組み状況の自己評価」、Aは「今後 進め

たい取組み」であったが、2011 年度の評価報告書（別紙資料 8）では、Cは「取組内容の

自己評価」で Aを記載する欄がない。2012 年度の評価報告書（別紙資料 9）では Cは「評

価指標」と「自己評価」となり、Aについては「自己評価」欄に記入するように指導を受

けた。

　このような状況から、PDCAサイクルの各段階の定義について府教育委員会事務局内部

で認識の違いがあったと考える。また、大阪府では開かれた学校づくりを念頭に、学校教

育自己診断と学校協議会の活用を展開してきたため、学校評価に対する対応が遅れ、学校

評価報告書等の様式変更が繰り返されてきたと考える。

3.  2    学校協議会委員の守秘義務について
　学校協議会が設置された際に府教育委員会が示した設置要項（参考例）においては、「委

員に対して守秘義務を課すことができる。」（50）と記載されていたが、筆者自身が校長とし

て作成した設置要項においては守秘義務を課さなかった。それより、協議の内容として赴
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任校の課題や協議会の準備・運営がスムーズに進むように校内の事務局体制を明確にして

設置要項に盛り込んだ。当時の教頭との議論の結果、協議会スタートに当たって十分に学

校協議会についての理解が進んでいない委員に守秘義務を課すことは委員の自由闊達な意

見表明を圧迫する可能性があることを重視したのである。ただし、要項に「次年度末には

要項の見直しを行うこと。」を盛り込み、将来の変化に備えた。

　その後、9年後のことであるが、2. 3. 2 で述べたように、大阪府立高等学校等管理運営

に関する規則において委員に守秘義務が課されたので、このことを学校協議会開催時の冒

頭で説明した。校長としては教職員や学校の課題について詳しく率直に説明することがで

き、委員の方々には赴任校の真の姿を知って貰うことができたと考える。

　しかし、本稿で述べた委員の守秘義務について現在の校長は認識しているのであろうか。

複数の校長にインタビューを行ったが、別紙資料 10 に示した改訂された学校協議会実施要

項の第三条 5にそのことが明記されているにも関わらず認識している校長はいなかった。

未だに従前の方法で学校協議会を開催している校長が多いと推測するが、それでは学校協

議会設置の趣旨に添わず目的を達成できないのではないかと考える。

3.  3    法的な位置づけがなされた学校評価について
　学校評価について、大阪府においては教育基本法の改正・学校教育法・学校教育法施行

規則が改正された後、大阪府教育行政基本条例・大阪府立学校条例制定によって法的な位

置づけがなされた。また府立学校の管理運営に関する規則の制定によって、学校経営計画

等について府教育委員会の変更権限が明記された。当時の弁護士出身の教育長は、府教育

委員会の変更権限について「国に確かめた。」と述べている（51）。このような方法が本当に

大阪のためになるのであろうか。法律を遵守することは当然であるが、国に頼るのではな

く大阪府として法律の範囲内でどのように教育を進めていくのかを考えるべきではなかっ

たか。大阪府立学校には高等学校、特別支援学校合わせて 160 校を超えるさまざまな学校

があり多様である。「教育委員会が特に必要と認める場合については、学校経営計画の変

更を命ずることがある。」（52）と定めても、「変更を命ずる」ことは、府立学校が多様化し

ている現状から府教育委員会が厳密に学校の状況を把握しきれず現実的には難しいと考え

る。つまりあえてこの規定を設ける意義が見出せないのである。学校設置者である府教育

委員会と学校とが一体となって初めて府民の期待に応える教育が実践できると考えるが、

「変更を命ずることがある。」という文言の追加は校長に与える心理的な圧迫感は大きいと

考える。

4.   今後の課題

4.  1    府教育委員会が校長から評価を受ける仕組みの構築について
　大阪府の教職員の評価・育成システムについては 2.1.4 で示したように「校長の学校運営

に対して教職員が提言する仕組みがあり、校長と教職員の双方向を取り入れている。」と述
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べられている。現在の評価・育成システムの手引き（53）によると「校長の学校運営に関す

るシート」（54）、「教頭の学校運営に関するシート」（55）の校長、教頭への提出を教職員に求

めている。「校長の学校運営に関するシート」では 10 項目の視点について、「1」：そう思

う、「2」：どちらかといえばそう思う、「3」：どちらかといえばそう思わない、「4」：そう思

わない、「−」：わからない−を記入し、その理由も記載する様式になっている。「教頭の学

校運営に関するシート」についても 7項目の視点について同様に記入する様式である。そ

して、教職員と教頭から校長に提出された「校長の学校運営に関するシート」は、校長に

よってその原本が府教育委員会に送られる。また教職員から教頭を通じて校長に提出され

た「教頭の学校運営に関するシート」は校長が保管する（56）。

　文献によれば、「校長の評価者は教育長である。しかし、教育長をはじめ教委の人事担

当者が校長と日常的に接する機会は、必ずしも多いわけではない。校長の職場での取組み

や行動を把握にしにくい現状を考慮すれば、教職員による評価の必要性はむしろ大きい。」

また「校長の学校運営に関するシートは校長評価に用いられる。」と述べられている（57）。

　要は、教職員は児童・生徒から授業アンケートによって評価され（58）、校長と教頭からも

評価される。教頭は、校長に評価され教職員からも「教頭の学校運営に関するシート」に

よって評価される。校長は、「校長の学校運営に関するシート」によって教職員と教頭から

評価され、それを参考に教育長（府教育委員会）から評価される。

　しかし、府教育委員会は校長から評価を受けない。つまり、府教育委員会と校長の関係

だけが一方向で双方向ではないのである。せめて、人事異動、予算配分、校長が府教育委

員会から通知や指示される様々な事柄について、校長が評価する仕組みが必要ではないか

と考える。

4.  2    明確な第三者評価の導入について
　第三者評価について、府教育委員会は 2.3.3 で述べたように有識者を学校協議会委員に含

めることで「学校協議会において行われている。」という認識であると考える。このことは

文部科学省がガイドラインで示した第三者評価の実施体制（59）の一つに合致している。し

かしながら、法によって第三者評価の実施が義務化も努力義務化も規定されていないにも

関わらず埼玉県や鳥取県においては県レベルで評価委員会を設置し、県立高校全校に対し

て第三者評価が行われていることから（60）、府教育委員会としてはまず評価委員会を設置す

る必要があるのではないか。先行実施している各県にはそれぞれ特徴があるが、筆者の大

阪府立学校の校長経験から次の理由によって埼玉県の手法（61）が大阪府の状況に合うと考

える。

　① 　評価項目が、「めざす学校像及び重点目標」、「重点目標達成への取組状況」であり、

様々なタイプの学校がある大阪府立学校に向いている。

　② 　3年で一巡する方法で、1年目（一次調査）・2年目（二次調査）は教育委員会事務局

職員 2名による学校自己評価システムの取組状況の調査であり、3年目（本調査）は

学校自己評価システムの取組・改善・更新の状況の把握と評価が評価委員 1名と事務
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局職員 1名によって行われている。大阪府立学校においては監査が 3年に 1度行われ

ており、その方法を応用すればよいと考える。

　③ 　埼玉県では県立学校人事課が第三者評価を担当しており、教頭等を本調査の際にオ

ブザーブ参加させ管理職育成の手段としても活用されている。この手法は大阪府立学

校でも有用と考える。

　④ 　2015 年度の学校基本調査によると埼玉県立学校の場合、高校数は 139 校、特別支援

学校数は 35 校である。一方大阪府立学校の場合は、同じく 138 校、32 校であり、同

規模と言える。

4.  3    必要な丁寧な研修
　筆者は、2003 ～ 2012 年度まで府立学校 5校の校長を務めた。2003 年度末に勤務評定が

廃止された後、勤務評定に代わって導入された教職員の評価・育成システムについては、校

長・教頭対象に研修が毎年度行われてきたが、学校評価についての研修は実施されなかっ

た。学校評価についての具体的な説明があったのは、2. 2. 1（4）で述べたように 2011 年

12月であった。学校評価報告書の提出ついて校長に初めて通知されたのは2008年 11月で

あったことを考えると、何らかの研修が行われてもおかしくなかったと考える。振り返っ

てみると 2. 1. 3 で述べたように府教育センターが 2002 年当時、法整備がなされる前に新

任校長に学校評価に係る研修を課していた。当時の担当指導主事の見識の高さを評価した

い。今後も教育改革は進行し新たな取組みが行われていくと考えるが、学校現場で指揮を

執る校長には、教育委員会事務局と教育センターが一体となった丁寧な研修の実施が必要

であると考える。

注

（1）「小学校設置基準及び中学校設置基準の制定等について」（通知）：平成 14（2002）年 3 月 29 日

付　13 文科初第 1157 号　各都道府県教育委員会・各都道府県知事・各指定都市教育委員会・各

指定都市市長・附属学校を置く各国立大学長・国立久里浜養護学校長宛　文部科学事務次官発

（2）大阪府教育委員会（1999）『教育改革プログラム』：1999 年度から 10 年間の計画期間のもと、学

校改革や教育内容の改善などの「学校教育の再構築」と、学校・家庭・地域社会の連携による「総

合的な教育力の再構築」に向け、教育改革に取組む内容が示された。

 〈http://www.pref.osaka.lg.jp/attach/4643/00000000/program.txt〉（2015. 5. 3）

（3）注（2）pp37 参照

（4）PDCAサイクル：事業活動における管理業務を円滑に進める手法の一つ。Plan（計画）→ Do（実

行）→ Check（評価）→ Act（改善）の 4段階を繰り返すことによって、業務を継続的に改善す

る方法である。

 　1. Plan（計画）：従来の実績や将来の予測などをもとにして業務計画を作成する。

 　2. Do（実施・実行）：計画に沿って業務を行う。

 　3. Check（点検・評価）：業務の実施が計画に沿っているかどうかを確認する。

 　4. Act（処理・改善）：実施が計画に沿っていない部分を調べて処理をする。
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 出典：『大阪府立学校条例　逐条解説』（2012）教育振興室高校教育課、教育振興室支援教育課、

教職員室教職員企画課、教職員室教職員人事課、施設財務課　pp11　

 〈http://www.kohoken.s5.pf-x.net/lib2/20120323h.pdf〉（2015. 5. 10）

（5）大阪府教育委員会（2008）「学校関係者評価（外部評価）の充実と自己評価の改善・設置者等に

よる支援の改善を図るための実践研究」報告書（文部科学省委託事業「義務教育の質の保証に資

する学校評価システム構築事業」）pp2

（6）大阪府立高等学校長協会（2009）『校長協会 60 周年記念誌』　pp131

（7）大阪府教育委員会（2006）「学校教育自己診断実施要領」（「学校教育自己診断ハンドブック～活

用の手引～」　大阪教育大学編　pp33）

（8）大阪府教育委員会　「府立学校に対する指示事項」：府立学校における教育の指針として、当該年

度の取組みの重点等を示したもの。　

 〈http://www.pref.osaka.lg.jp/kotogakko/shiji/index.html〉（2015. 5. 17）

（9）大阪府教育委員会　「市町村教育委員会に対する要望事項」：当該年度の大阪府の教育の基本とな

る方針や取組みの重点等について定めたもの。現在は、「市町村教育委員会に対する指導助言事

項」。〈http://www.pref.osaka.lg.jp/shochugakko/sidoujyogen/〉（2015. 5. 17）

（10） 木岡一明（2003）『新しい学校評価と組織マネジメント−共・創・考・開を指向する学校経営−』 

東京　第一法規

（11） 大阪府立生野高等聾学校（2006）『学校教育自己診断の比較分析− 2002・2005 年度の結果から−」

巻頭言

（12） 注（6）pp29 参照

（13） 注（6）pp29 参照

（14） 大阪府教育委員会（2001）『府立学校 学校協議会設置要項（参考例）』　別紙資料 1参照

（15） 大阪府教育センター資質向上推進室（2002）「平成 14 年度 府立学校新任校長研修『学校課題達

成度自己評価』について」　別紙資料 2参照

（16） 別紙資料 3（様式 1）参照。なお、別紙資料 4（様式 2）は提出を求められなかった。

（17） 2002 年 11 月 23 日　読売新聞朝刊　「問題センセイ 50 人教壇去る　大阪府教委　府立高など退

職勧奨」　この記事の中で「大阪府立高校と養護学校（現在は、支援学校）合わせて、全教員の 3.3％

にあたる 343 人が指導力不足と認定されたこと。また、『著しく指導力が不足』している 31 人

を大阪府教育センターでマンツーマンの研修を受けさせたこと」が紹介されている。

（18） 注（17）参照

（19） 大阪府立高等学校長協会（2002 ～ 2004）『大阪府立高等学校職員録』　大阪　（株）タイムス：「大

阪府立高等学校職員録」の末尾に大阪府教育委員会幹部名簿として、大阪府教育委員会事務局

の部署別に、職名、氏名、郵便番号、住所、電話番号が掲載されている。しかし、2002・2003

年度「大阪府立高等学校職員録」には資質向上推進室という部署は記載されていない。2002 年

度当時、資質向上推進室は問題教員の対応にあたっていた関係で公表される資料にはその存在

が示されなかったと考える。

（20） 大阪府教育委員会（2002）「教職員の資質向上に関する検討委員会」最終報告

　　  〈http://www.pref.osaka.lg.jp/attach/3048/00008764/saisyuu.pdf〉（2015. 5. 24）

（21） 「大阪府立高等学校等職員及び府費負担教職員の勤務評定に関する規則の施行について」　33 教

委職第 718 号　職内第 497 号　昭和 33（1958）年 10 月 31 日付　各市町村教委教育長・各出張

所長・各府立学校長宛　大阪府教育委員会教育長発
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（22） 注（6）pp131 参照

　　  筆者は、勤務評定実施の最後の年度である 2003 年度に府立学校の校長を命じられたので、赴任

校の教職員 57 名の勤務評定書を作成した。勤務評定書を府教育委員会に提出した際、担当者に

「どのように活用されるのか。」と尋ねると「保管しておくだけです。」との返答だった。

（23） 注（6）pp132 参照

（24） 「平成 20 年度 府立学校評価報告書の提出について（通知）」　教委高第 2669 号　平成 20（2008）

年 11 月 12 日付　府立学校長宛　教育振興室長発

（25） 別紙資料 5参照

（26） 別紙資料 6参照

（27） 「平成 23 年度学校経営計画及び平成 23 年度学校評価報告書の提出について」（通知）教委高第

2630 号　平成 23（2011）年 12 月 22 日付　府立学校　校長・准校長宛　教育長発　

　　  なお、准校長は、2007 年度に、高等学校定時制の課程・通信制の課程、並びに一部の特別支援

学校に「副校長」の名称で配置されたが、2008 年度から准校長に名称変更された。詳細は、大

阪府立学校の管理運営に関する規則　第 23 条参照

（28） 別紙資料 7参照

（29） 別紙資料 8参照

（30） 府教育委員会の指導助言が始まったのは、2011 年 2 月からである。面談後は担当者と電子メー

ルでやり取りし、3月末までに文言の追加・修正を行った。

（31） 「『平成 24 年度 学校経営計画及び自己評価』及び『平成 23 年度 学校評価報告書』の提出につ

いて」（通知）教委高第 3193 号　平成 23（2011）年 12 月 28 日付　府立学校校長・准校長宛 

教育長発

（32） 別紙資料 9参照

（33） 地方教育行政の組織及び運営に関する法律第 1条の 3（大綱の策定等）　「地方公共団体の長は、

教育基本法第十七条第一項に規定する基本的な方針を参酌し、その地域の実情に応じ、当該地

方公共団体の教育、学術及び文化の振興に関する総合的な施策の大綱（以下、単に「大綱」と

いう。）を定めるものとする。」

（34） 大阪府教育行政基本条例第 3条（教育振興基本計画の策定義務）　「府は、教育基本法（平成

十八年法律第百二十号）第十七条第二項に規定する基本的な計画（以下「基本計画」という。）

を定めなければならない。」

（35） 大阪府立学校条例第 5条（学校運営に関する指針） 

（36） 大阪府立学校条例第 6条（校長の学校運営責任） 

（37） 大阪府立学校条例第 7条（学校経営計画） 

（38） 大阪府立学校条例第 10 条（学校評価） 

（39） 地方教育行政の組織及び運営に関する法律第 1条の 4（総合教育会議）

（40） 2015 年 6 月 20 日　読売新聞朝刊　「府総合教育会議　体力向上で議論　初会合、大綱決まる」

（41） 大阪府教育委員会（2012）「大阪府立〇○○○学校 学校協議会 実施要項」雛形　別紙資料 10 参

照

（42） 大阪府高等学校等の管理運営に関する規則　第 36 条の 4「学校協議会委員は、職務上知ること

のできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。」（現在は、大阪府立

学校の管理運営に関する規則　第 50 条）

（43） 大阪府教育委員会 HPの「学校協議会と学校教育自己診断」の項目で述べられている。
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　　  〈http://www.pref.osaka.lg.jp/kotogakko/hirakaretagakkou/〉（2015. 5. 31）

（44） 「平成 24 年度 学校協議会の設置準備について（通知）」　平成 24（2012）年 5 月 11 日付　教委

高第 1368 号　府立学校校長・准校長宛  教育振興室長発

（45） 地方教育行政の組織及び運営に関する法律が改正され 2015 年 4 月 1 日に施行されたが、教育委

員会の職務権限については第 23 条が第 21 条に改められたものの 19 項目の内容はそのままで改

正されていない。

（46） 大阪府立学校の管理運営に関する規則第 6条（学校経営計画の提出）　大阪府立高等学校等の

管理運営に関する規則第 4条の 3に「ただし、教育委員会が特に必要と認める場合については、

学校経営計画の変更を命ずることがある。」という文言が追加された。

（47） 大阪府立学校の管理運営に関する規則第 9条、12 条、13 条、14 条、37 条、38 条、43 条、44 条、

46 条についても、教育委員会に変更権限があることが明記された。

（48） 大阪府教育委員会　「平成 24 年度 府立学校に対する指示事項説明会」配付資料　平成 24（2012）

年 12 月

（49） 2011 年 4 月 4 日付　日本教育新聞　「直言　学校が変わる〈4〉　第三者評価の導入③」

　　  2010年度に奈良県内の学校73校訪問した堀内伸起（奈良県立教育研究所学校教育アドバイザー）

は、「PDCAの Pと Dは巧みだが Cと Aは十分でないという実態がある」と述べている。

（50） 大阪府教育委員会（2001）「府立学校 学校協議会設置要項（参考例）」　別紙資料 1　第 7条参照

（51） 大阪府教育委員会　2014 年 3 月委員会会議会議録「議題 3　大阪府立学校の管理運営に関する

規則の制定について」

　　  〈http://www.pref.osaka.lg.jp/kyoikusomu/meeting/kaigiroku2603.html〉（2015. 6. 7）

（52） 注（46）参照

（53） 大阪府教育委員会（2014）　「教職員の評価・育成システムの手引き」　pp56

　　  〈http://www.pref.osaka.lg.jp/kyoshokuink/hyoukaikusei/hi-yoshiki.html〉（2015. 6. 7）

（54） 注（53）pp56 参照　

（55） 注（53）pp58 参照

（56） 大阪府教育委員会　評価・育成システム実施要領：注（53）pp25 参照

（57） 教育評価制度問題研究委員会（2005）『教職員評価（育成）制度の現状と課題−先行都府県の実

態に学び、これらの取組みに活かす−』　東京　国民教育文化総合研究所　pp41

（58） 大阪府教育委員会（2014）「授業アンケートの手引き～『教職員の評価・育成システム』で活用

するために～」

　　  〈http://www.pref.osaka.lg.jp/kyoshokuink/hyoukaikusei/hi-yoshiki.html〉（2015. 6. 7）

　　  なお、授業アンケートは 2013 年度から実施された。

（59） 文部科学省（2010）『学校評価ガイドライン〔平成 22 年改訂〕』　pp28

（60） 浅野良一（2015）＂高等学校における第三者評価の現状と課題−埼玉県、大分県、大阪府等での

実践から−＂　関西教育行政学会　2015 年 4 月例会資料

（61） 注（60）参照
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別紙資料１  

平成13年３月 大阪府教育委員会 
 

大阪府立〇○学校 学校協議会設置要項（参考例） 
 
（設置） 

第１条 大阪府立〇○学校に学校協議会（以下「協議会」という。）を設置する。 

（趣旨及び目的） 

第２条 協議会は、保護者や地域住民の意向を把握し、学校運営に反映させること

により開かれた学校づくりを進めるために設置するものである。 

 また、協議会は、校長の求めに応じて、保護者や地域住民等が参加して多様な観

点から意見交換や提言を行うことにより、保護者や地域住民等の学校に対する理解

と信頼を深めるとともに、学校運営の改善に資することを目的とする。 

（役割） 

第３条 協議会は、校長の求めに応じて、次の事項について意見交換や提言を行う。 

  一 学校運営全般に関すること 

  二 学校教育自己診断及び診断結果に基づく学校運営の改善の方策等に関する

こと 

  三 その他、前条の趣旨を実現するために必要なこと 

（委嘱） 

第４条 協議会は、学校教育に対する理解と識見のある保護者や地域住民、有識者

等から校長が委嘱した委員をもって構成する。 

２ 委員の人数は、○名以内とする。 

（任期等） 

第５条 委員の任期は１年とし、再任は妨げない。ただし、別に最長年限を定める。 

２ 特別の事情がある場合、校長は任期の途中で委員を解任することができる。 

３ 校長は、委員に欠員が生じたとき、新たな委員を委嘱することができる。この

場合、任期は前任者の残任期間とする。 

（会議の運営等） 

第６条 委員の中から会長を互選する。 

２ 会長は、校長の求めに応じて協議会を召集する。 

３ 会長は、校長の提示した協議議題について、意見交換や提言を行うために会議

を運営する。 

４ 校長は、協議事項について説明し、必要に応じて意見を述べる。 

５ 協議会は必要に応じ、校長の同意を得て、委員以外から意見を聴取することが

できる。 

６ 校長は、協議会で出された意見や提言について校内で検討し、その結果を協議

会に説明する。 

７ 学校は、協議事項や協議会で出された意見・提言について、保護者や地域社会

に広く情報提供を行う。 

８ 協議会は、少なくとも各学期に１回以上開催する。 

９ 協議会は原則として公開とする。ただし、学校運営への支障やプライバシーの

侵害のおそれがあるなどの場合は、非公開とすることができる。 

10 校長は、委員の委嘱や協議会の運営について、必要に応じ教育委員会と協議を

行う。 

（守秘義務等） 

第７条 校長は、委員に対して、協議会において知り得たことについて守秘義務を

課すことができる。 

（事務局） 

第８条 協議会の事務局を本校に置き、協議会に関する庶務を行う。 

（その他） 

第９条 この要項に定めるもののほか、学校協議会に関して必要な事項は、校長が

定めるものとする。 

附則 この要項は、平成13年○月○日から施行する。 

別紙資料 1

別紙資料 2
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別紙資料５ 
（本年度参考様式）                         

府立        学校 
                                 校長 

 

平成 20年度 府立○○○○学校 学校評価報告書 

 

１．自己評価結果 

項
目 設定目標 自己評価 

 
 
 

  

   

   

   

２．学校教育自己診断における結果と分析  ３．学校協議会における提言内容 

（ 実施 ・ 実施せず ）      

＊実施対象（ 教職員・児童・生徒，保護者・その他 ）

 

＊実施日 第１回（    ）第２回（    ）

第３回（    ） 

 

別紙資料７ 

 

 

 

平成 23 年度 府立○○学校 経営計画 
 

 

１ めざす学校像 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 中期的目標 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

府立         学校

校長(准校長) 

平成 23 年○○月○○日  

＜記入上の注意＞ 

※ 生徒や地域の実態、保護者のニーズやこれまでの成果を踏まえ、学校のあるべき姿や進むべき方向性について、具体的に

記載してください。 

※ 記入にあたっては、どのような資質や能力を持った児童・生徒の育成をめざすのかという視点を踏まえてください。 

＜記入上の注意＞ 

※ 「めざす学校像」の具体的な実現を図るため、中期的（３年後）に学校が到達するプロセスを踏まえた具体的な目標を記

載してください。 
※ 記入にあたっては、可能な限り数値目標を設定するなど、３年間で「何に」「どのように」取り組むのかがわかるように

記載してください。 
 

 別紙資料６ 
 

 

平成○○年度 府立○○学校 学校評価報告書 
 

１ めざす学校像 ２ 本年度の教育目標 
  

 
３ 本年度の取組み計画及び自己評価 

領
域 具体的な取組み計画（成果指標）［平成  年  月 記入］ 取組み状況の自己評価 今後 進めたい取組み 

(１) 

学
習
指
導
等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

(２) 

生
徒
指
導
等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

(３) 

学
校
運
営
等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

(４) 

追
加
項
目 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
４ 学校教育自己診断における結果と分析 
［ 平成   年   月 実施分 ］ 

５ 学校協議会における提言内容 

＊実施対象（ 教職員 ・ 児童・生徒 ・ 保護者 ・ その他 ） 

 

＊実施日 第１回（     ）第２回（     ）第３回（     ） 

＊委員構成  

 

＊内 容 

 

（様式） 府立           学校 
校長   

平成○○年○○月○○日 

 

３ 本年度の重点目標と取組み 

 
 

目標 
 

取組計画 評価指標 

取
組
み
① 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

取
組
み
② 

  

取
組
み
③ 

   

 

＜記入上の注意＞ 

※ 「中期的目標」を踏まえ、今年度の重点目標とするものについて、目標、取組内容及び評価指標を記載してく

ださい。 

※ 評価指標は、可能な限り数値目標を設定するなど、本年度の取組への明確な評価ができるとともに、次年度の

具体的な目標設定時につながるよう記載してください。 

別紙資料 5 別紙資料 6

別紙資料 7
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別紙資料８ 

 

 

  

 

平成 23 年度 府立○○学校 評価報告書 
 

１ めざす学校像 

                     
２ 学校教育自己診断における結果と分析・学校協議会における提言内容  

  

学校教育自己診断の結果と分析 
［ 平成  年  月 実施分 ］ 

学校協議会における提言内容 

 
第１回（   ） 
 
 
 
 
 
 
 
 
第２回（   ） 
 
 
 
 
 
 
 
 
第３回（   ） 
 
 
 
 
 
 
 

府立         学校 
校長(准校長)   

平成○○年○○月○○日

＜記入上の注意＞ 

※ 生徒や地域の実態、保護者のニーズやこれまでの成果を踏まえ、学校のあるべき姿や進むべき方向性について、記載してくださ

い。 

※ 記入にあたっては、どのような資質や能力を持った児童・生徒の育成をめざすのかという視点を踏まえてください。 

注：各欄の大きさは筆者による。 

別紙様式９ 
 

№○○○○ 

                                                        府立○○学校 

校長（准校長） ○○ ○○ 

 

平成 24 年度 学校経営計画及び学校評価 
 

１ めざす学校像 

 
 
 
 
 

 

２ 中期的目標 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【学校教育自己診断の結果と分析・学校協議会からの意見】 

学校教育自己診断の結果と分析［平成 年 月実施分］ 学校協議会からの意見 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３  本年度の取組内容及び自己評価 

 本年度の重点目標 具体的な取組内容 取組内容の自己評価 

取
組
み
① 

 

  

取
組
み
② 

 

  

取
組
み
③ 

 

  

 

注：各欄の大きさは筆者による。 

№○○○○ 

                                                        府立○○学校 

 

３ 本年度の取組内容及び自己評価 

中期的 
目標 

今年度の重点目標 具体的な取組計画・内容 評価指標 自己評価 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

    

別紙資料 8
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別紙資料10 

 

大阪府立○○○○学校 学校協議会 実施要項 

 

（設置及び目的） 

第一条 大阪府立学校条例第十二条第１項の規定により、保護者等との連携協力、学校の運営への参

加の促進及び保護者等の意向の反映のため、学校の運営に関する協議会（以下「協議会」と

いう。）を置く。 

 

（職 務） 

第二条 協議会は次の事項について協議を行い、校長に意見を述べる。 

(1) 学校経営計画に関する事項 

(2) 学校評価に関する事項 

(3) 教員の授業その他の教育活動に係る保護者からの意見の調査審議に関する事項 

(4) その他、校長が必要と認める事項 

 

（組 織） 

第三条 協議会の委員（以下「委員」という。）は大阪府教育委員会が任命する。 

２ 委員は原則６人とし、保護者、地域の住民、その他の関係者、学識経験者を必ず含むものと

する。 

３ 委員の任期は２年とし、原則２回までは再任できるものとする。ただし、平成24年度に任命

する委員の任期については、平成26年 3月末日までとする。 

４ 委員の任期中に欠員が生じた場合、委員を補充する。ただし、その任期は、前任者の残任期

間とする。 

５ 委員は委員在任中だけでなく退任後も守秘義務を負う。 

６ 当該年度の委員については、別表のとおりとする。 

  

（会 長） 

第四条 委員の互選により協議会に会長を置く。 

２ 会長は協議会を代表し、会務を管理する。 

３ 会長はあらかじめ事故があるときに職務を代理する委員を指名する。 

 

（事務局） 

第五条 協議会の庶務を行うために、協議会ごとに事務局を設置する。 

２ 事務局長は教頭とする。その他の事務局職員は校長が任命する。 

 

（会 議） 

第六条 会議は、会長が招集し議長となる。原則として、校長・教頭（事務局）も出席する。 

２ 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。 

３ 学校経営計画に関する事項及び学校評価に関する事項については、原則として次の時期に次

の内容についての協議を行う。 

① ４月～６月：当該年度の学校経営計画に関する事項等 

② ８月～11月：当該年度の取組みの進捗確認と改善に向けての意見等 

③ １月～２月：学校による取組みの自己評価を踏まえた学校関係者評価に関する事項及び次

年度の学校経営計画策定に向けての意見等 

４ 保護者から提出された意見書について会議の開催が必要な場合は、上記によらず随時開催す

ることができる。 

５ 協議会は、会議の円滑な運営のために、必要に応じて学校に、資料の提供、授業見学及び保

護者への意見聴取の機会を求めることができる。 

６ 会議の日程、場所等については、事前に広く府民に周知するとともに、原則として会議を公

開する。ただし、個人のプライバシーに関する情報等を審議する場合や公開により会議の目的

が達成できない場合はこの限りでない。 

７ 会議の記録を作成し、会議資料とともに保存する。会議の記録は、広く府民に公開する。た

だし、個人のプライバシーに関する情報等についてはこの限りでない。 

 

（保護者からの意見） 

第七条 大阪府立高等学校等の管理運営に関する規則第三十六条の七の規定により保護者から申

し出られた意見（以下「保護者の意見」という。）に関する事務は、事務局が行う。 

２ 保護者の意見については、会長が必要に応じてその取扱いを判断する。 

３ 協議会は、調査審議を通じ、必要に応じて校長に意見を述べる。 

 

第八条 この要項に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。 

 

附 則 

１ この要項は、平成 24年○月○日から施行する。（各学校協議会で、全委員への委嘱状手交後

の任意の日付を設定） 

 

（別表） 

会長  

委員（代理）  

委員  

委員  

委員  

委員  
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注：下線は筆者による。


