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平成２４年度 生徒・保護者アンケートの集計結果と分析

秋田県立花輪高等学校

回答数 生 徒 ４１５名 （回答率 ９２％）

保護者 ３４２名 （回答率 ７６％）

１ 花輪高校の学校教育目標について
（単位％）

生徒の約 39 ％が知っていると

回答しました。全校集会、学年集

会、ホームルームなどの学校の教

育活動全体を通じて、生徒に学校

教育目標の周知徹底を図るととも

に、具体的に分かりやすい表現に

することも必要と考えます。

保護者の約 36 ％が「知ってい

る」と回答しました。生徒とほぼ

同じ数値です。この結果は、学校

としては教育目標が十分に周知さ

れているとはいえない状況です。

学校として、ＰＴＡ総会、学年Ｐ

ＴＡ、支部ＰＴＡなどの機会をと

らえて学校教育目標を説明すると

ともに、ホームページ等を活用して、周知徹底を図りたいと考えます。

２ 花輪高校の教育活動に関して

【生徒】

(1) 学習指導について

生徒の学習意欲の高まる授業の展開、及び生徒が自発的に家庭学習する指導の展

開いずれも、保護者アンケートの回答より、はいと答えた数値が下がっています。

特に１年生は約 23 ％、２年生が約 31 ％という数値で、１・２年生に対して、習熟

の程度に応じた学習指導の展開などが必要と考えます。生徒が自発的に家庭学習す

る指導についても、同様に１・２年生の数値が低く出ています。授業の充実・分か

る授業の展開が自発的な家庭学習に繋がると思うので、校内授業研究、授業アンケ

ートなどを通じて教師一人一人が授業改善に取り組むように努めたいと思います。

(2) 進路指導について

進路情報の提供が適切に行われていると回答したのが、約 63 ％と過半数を上回っ

ており、保護者と比べると高い数値になっています。しかし、進学、就職ともにな

お一層の指導の充実が求められています。

知っている 知らない 無回答

１ 年 ３５．６ ６３．７ ０．７
生

２ 年 ３２．９ ６６．４ ０．７

徒 ３ 年 ４７．６ ４０．６ １１．９

全 体 ３８．８ ５６．６ ４．６

１ 年 ４２．７ ４８．７ ８．６
保

２ 年 ２６．１ ６５．２ ８．７
護

３ 年 ４０．０ ４９．１ １０．９
者

全 体 ３６．３ ５４．４ ９．４
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(3) 行事や部活動、生徒会活動について

概ね適切に実施されていると回答いただいております。

学校行事は、１年生が約 68 ％で、２・３年生の約 83 ～ 84 ％に比べて低いのが気

になります。まだ、十分に慣れていない中での実施ということが要因とも考えられ

ます。生徒会活動、委員会活動は、１年生が約 31 ％、２年生が約 45 ％、３年生が

約 53 ％で、学年が進むにつてれ、数値が上がっていますが、活動の充実が必要と考

えます。

部活動は全体で約 59 ％が適切に行われていると回答しています。約 10 ％がいい

えと回答しています。意見・要望の中には、専門の部活動顧問をおいてほしいとい

う声もありました。すべての部に専門の顧問をおくことは現在の教員配置から難し

い状況なので、外部コーチを招聘するなどして、可能な限り対応していきたいと考

えております。

(4) 生徒指導について

１年生が約 53 ％、２年生が約 60 ％、３年生が約 78 ％が適切に行われていると回

答しています。１年生が他学年と比較して低い数値になっているのが気になります。

【保護者】

(1) ＰＴＡ活動について

概ね適切に実施されていると回答いただいております。

(2) 学習活動について

全体的に低く出ておりますが、各学年部を比較すると、２年生の数値が少し低く

出ております。一般的に中だるみの２年生ということが言われますが、本校におい

てもその傾向があると思われます。全学年を通じて、生徒が学習意欲の高まる授業、

分かる授業を展開することが大事になってきます。そのことが、生徒が興味関心を

もって自発的に家庭学習に取り組むことに繋がると考えます。

(3) 進路指導について

進路情報の提供が適切に行われていると回答したのが、約 46 ％と過半数を下回っ

ております。進学、就職ともになお一層の指導の充実が必要です。

(4) 行事や部活動について

概ね適切に実施されていると回答いただいております。が、色々御意見・御要望

もいただいておりますので、謙虚に受け止め改善に努めたいと思います。

(5) 生徒指導について

適切に行われていると回答したのは約 56 ％で、もっと丁寧にきめ細かく、一貫し

た指導を継続していきます。
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３ お子様を入学して（入学させて）良かったかと思いますか （単位％）

生徒は、良かった・だいたい良かったの回答を合わせると、１年生が約 61 ％、２年

生が約 74 ％、３年生が約 81 ％、全体で約 72 ％でした。１年生が少し数値が低いの

が気になります。

保護者は、良かった・だいたい良かったの回答を合わせると、１年生が約 71 ％、２

年生が約 83 ％、３年生が約 84 ％、全体で約 77 ％でした。生徒と同様に１年生の数値が

少し低いのが気になります。

○「よかったと思う」・「だいたいよかったと思う」の保護者の主な記載［理由］

①文武両道

・勉強、部活を頑張りながら、自分の目標に向かって進学できてよかった。

・部活動のおかげで心身ともに成長できている。

・土曜授業、課外授業などがあってよい。

②本人の様子

・本人が楽しそうに毎日学校に通っている様子や充実した学校生活を送ってい

る様子から。

③自宅からの近さ

・通学時間が短く、自宅に近く安心して通わせることができる。

●「あまり良かったと思わない」・「良かったと思わない」の保護者の主な記載［理由］

①先生方の口のきき方

・何名かの先生ではあると思いますが、生徒に対して、高圧的な言い方をされ

る方がいると聞いてびっくりしている。

思 う だいたい思う あまり思わない 思わない よく分からない

１ 年 １９．３ ４１．５ １１．９ ７．４ １６．３
生

２ 年 ２７．７ ４６．７ ８．０ ５．８ ７．３

徒 ３ 年 ４８．３ ３２．９ ４．９ ２．８ ９．１

全 体 ３２．１ ４０．２ ８．２ ５．３ １０．８

１ 年 ３６．８ ３４．２ １１．１ １．７ ９．４
保

２ 年 ４７．８ ３４．８ ４．４ ２．６ ６．１
護

３ 年 ４５．５ ３８．２ ５．５ ０．９ ４．６
者

全 体 ４３．３ ３５．７ ７．０ １．８ ６．７

＊なお、無回答もありますので、合計が 100 ％にならないことを御了承願います。
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②指導・対応の仕方

・クラス内で人間関係が上手くいっていない様子です。学校行事で親でさえ自

分の子どもがクラスで浮いているのが分かる程なのに、担任はどう思い指導

しているのか見えてこない。

③部活動の練習の在り方

・テスト１週間前、期間中に生徒が夜７時半過ぎても学校にいることに驚いた

（補習が終わってからの部活動のためだと思うが）。全国レベルのスキー部、

陸上部は理解できるが、その他の部は休みでもいいのでは･･･。

④進路指導の在り方

・進学に力を入れていると聞いていたが、入学させてみると期待と違った。

・１年生から２年生にあがる時、進路を考えて決定しますが、適切なアドバイ

スをもらえず、今になって困っています。

・就職（公務員）に関してはまったく良くなかった。

⑤不祥事について

・不祥事がよく起こる。

⑥お金のかかりすぎ

・何を行うにもお金がかかりすぎです。部活動においては特に！お金のない家

も考えてほしい。

４ 現在の花輪高校で一番力を入れてもらいたい指導は何ですか。 （単位％）

生徒の方は、 全体で見ると進学指導が一番多く、約 32 ％の生徒があげております。

特に１・２年生が多く回答しています。二番目が学習指導で約 26 ％ですが、３年生だ

けが学習指導が一番多く約 30 ％で、大学受験をひかえ学習の大切さを感じているので

はないかと思います。三番目が生徒指導で、全体で約 12 ％です。３年生が約 19 ％と

学習指導 進学指導 就職指導 生徒指導 部活動指導

１ 年 ２９．６ ３２．６ １０．４ ８．２ ９．６
生

２ 年 １７．５ ３８．０ １３．９ １０．２ １５．３

徒 ３ 年 ３０．１ ２６．６ ７．０ １８．９ ９．８

全 体 ２５．８ ３２．３ １０．４ １２．５ １１．６

１ 年 ４７．９ １４．５ ８．６ １２．８ ８．６
保

２ 年 ３８．３ ２０．０ １１．３ ７．８ ８．７
護

３ 年 ４５．５ ２０．９ ６．４ ８．２ ６．４
者

全 体 ４３．９ １８．４ ８．８ ９．７ ７．９

＊なお、その他、無回答もありますので、合計が 100 ％にならないことを御了承願います。
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他の学年と比較して多くなっています。意見・要望を読むと１年生に対する生徒指導

の徹底を求めている意見が複数見られました。１年生に対する丁寧な生徒指導が求め

られていると感じます。

保護者の方は、学習指導が各学年でいずれも一番多く、全体では約 44 ％の保護者が

あげております。基本となる学習の大切さを示しています。二番目が進学指導で、全

体で約 18 ％です。進学希望者が多いなかで、進学指導の充実を望む声が多いことが伺

えます。三番目が生徒指導で、全体で約 10 ％です。１年生が約 13 ％と他の学年と比

較して多くなっています。保護者の集計結果からも１年生に対する丁寧な生徒指導が

求められていると感じます。

○保護者の主な記載内容［理由］

㋐学習指導

①基本は学習・生徒の本業

・進学にも就職にも必要とするものなので、進路の違いにかかわらず、学習指

導は必要と思われる。

・進路の差はあれど、基礎学力が必要だから。

②分かりやすい学習指導

・学習の仕方を教えてください。

・学力の低い生徒に勉強の仕方を指導していただければと思います。机に向か

っていても成果が現れず、辛いようです。

・自発的な家庭学習がもっと身に付くような指導があればよいと思います。

・勉強に対する自発的意欲に欠ける気がする。

・不得意教科を少しでも無くしてあげたいので、興味・関心が持てる授業を期

待しています。

・苦手な科目をしっかり教えてほしい。

・授業をいかに充実させるかがすべてに通ずると思います。

③学力向上

・学力の低下が見られるので何とかしてほしい。

・底辺の底上げを図り、全体的に向上できるよう学校として取り組んでほしい。

・大学進学に向けて、さらなる学習指導を望んでいる為

㋑進学指導

①進学希望

・できれば子どもを国立大学に進学させたいから。

②具体的・適切なアドバイス

・１年生の三者面談のとき、適切なアドバイスがほしかった。

・進路についてもう少し具体的なアドバイスがほしい。

・親もよく分からず、過去のデータなど教えてほしい。

・個人的にもっと多くの情報が欲しかった。担任にもっと熱心に指導して欲し

かった。
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③進学指導の強化・改善

・全てゆるい!!

・受験に向けての取組が遅いのでは、と思います。数ヶ月前からセンター試験

への問題集など、徹底的に行い、また、個人個人の弱いところへの指導、志

望校への対策も強化していただきたい。

・花輪高校からでもよい大学に行けるという実績をつくってほしいから。鹿角

の中学生が誇りをもって花高を選択できるようになってほしい。

㋒就職指導

①適切、親身な就職指導・情報提供

・就職についてはあまりよくないと聞くので、就職指導にも親身になってもら

いたい。

・これからの生徒の将来の手助けとして、一人一人の思っていることを熱心に

聞いてアドバイス（指導）してほしい。

・進学だけでなく就職者に対しても情報が欲しいです。

㋓生徒指導

①指導内容

・人として何が大事なのかということも指導していってほしい。これからの人

生の中で強く生きていく心を養っていってほしい。

②整容指導

・整容指導なんてあってないようなもの!! 登下校の生徒の服装は短いスカート

にだらしないズボン。女子の髪は長いまま、男子の髪は目が隠れている。家

に帰るまで気をゆるめてはいけない!! ジャージで登下校も目につく!!

まじめにやっている方がバカを見ていた気がする。

③生徒指導の強化

・万引きをした生徒もいると聞いている。もっと生徒指導をきびしくしてほしい。

・いじめとまではいかなくても、生徒同士のトラブルがあったり、停学者が出

たりという声が聞かれます。

・ 近、あまりいい話が聞こえておりません。本当はそれ以外に力を入れてほ

しいところですが、まずは生徒指導をしっかりやってもらいたいし、子ども

たちのことを把握してもらいたい。

㋔部活動指導

①各部活動指導の強化

・全国トップクラスの駅伝やスキー等に力を入れて、花輪高校の名を広めてほ

しいし、私たちも応援したい。

・継続的に全国レベルの大会に出場するため、その指導体制を強化・維持して

ほしい。

・部活動で、東北、全国へと活躍している生徒達を見られるのは、地域の誇りで
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あり、励みでもあります。また、文武両道を頑張っているところも素晴らしい

と思います。ますます花輪高校の名前を全国に広めていただきたいです。

・指導できる方が担当していただきたい。もしくは、きっちり統率出来る方を

つけてほしい。陸上部、スキー部に力がかたよっている気がします。

・一部の部活に力を入れていると思われるが、他はまったくというほどだめだ

と思う。指導者が毎年変わるため、有望な生徒が入学してこないのが原因で

は？（スキー、陸上部以外の部活にも力を入れてほしい）

②勉強との両立

・部活動を通し子どもは色々なことを学び、社会性に繋がる成長をしたと感じ

ていますが、テスト期間、学習に関する行事を優先して欲しいと思います。

㋕その他

・㋐～㋔全部です。一つ選ぶのは無理です。全部に力を入れてほしいです。

さらに、上記の選択肢の中に学校関係者の向上ということも付け加えて下さい。

・先生方の人間性を正していただきたい。

・社会人になる前の準備期間であり、心の持ち方等の指導。

・将来社会人になった時に、必要とされる人間像の育成。″チャレンジする人間、

役立つ人間″の育成の徹底。

・社会的なこと。交通のマナーとか、常識的なことが欠けているのが残念。朝の

登校時の横断するマナーはちょっとひどい。無理矢理渡ろうとする生徒もいる。

勉強だけが良ければいいのでしょうか。

・（個別指導）コミュニケーションを大事にしながら、生徒の可能性を引き出し

ていただき、先生との信頼関係を深めてほしいと願っているからです。
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５ 花輪高校に対する主な意見・要望について（生徒の意見・要望一部含む）

❶ 施設・設備面について

・かさ立て･･･子どもたちのかさが無くなることが多いように思われます。か

さ立ても「かぎ付き」にしてもらいたい。

・傘の盗難を何とかしてほしい。

・学校が寒い。三者面談に言ってびっくりしました。子どもも寒いと言って、

カイロも持って行っています。

・もっと暖房を入れてほしい。

・雨具かけがあればいい。

・通学に公的機関を使っていますが、待ち時間があり、時間がもったいない。

図書室等を学習のために使わせてほしい。

・通学路が狭い。道路の拡幅を学校側から市へ要望してほしい。

・通学路の除雪をきちんとしてほしい。

・カメ虫対策。

【回答】

施設・設備の管理については、生徒が学びやすいような環境づくりに努め

ているところです。

各教室の暖房については、暖房方式が集中ボイラーのため個々の教室ごと

の管理はできませんが、できるだけ寒くないように配慮してまいります。な

お、季節の変わり目はどうしても寒く感じますので、厚着をするなど個人で

の対策もお願いしております。

その他の要望に関しては、予算の問題もありますので、対応可能かどうか

検討してまいります。併せて、傘の盗難につきましては、生徒指導部を中心

に指導の徹底も図っていまいります。

❷ 職員の不祥事について

・生徒が頑張っているなか、臨時職員の酒気帯び運転での逮捕の件、非常に残

念でなりません。

・花輪高校の名を汚す腹立たしい事件です。生徒の指導はもちろんですが、職

員の意識の向上にも努めていただきたい。

・子どもたちが頑張っているので、先生達の失敗はいけないと思います。また

もや事務室の方で･･･。２度あることは３度とならない様にしていただきたい。

・生徒指導の強化は 優先だが、教職員の事件が連続している状況に、改善策

やその意志が全然感じられない。しっかりしろ‼ 謝罪の姿勢も分からない。

しっかりしろ‼

・今回、臨時職員の逮捕に関して、子どもたちを指導する立場の大人がなぜこ

のようなことになったのか、良いこと、悪いことを今教えていく時期に何を
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しているのでしょう？職員の方々も人ですので、飲むなとは言いませんが、

常識が欠如していると思います。

【回答】

上記以外にも、お叱りの御意見を何件かいただいております。日頃から教

職員に対しては、不祥事防止に向けて指導しておりましたが、このような事

件が起こったことに対しまして、心よりお詫び申し上げます。

本校教職員一同、襟を正して損なわれた信頼回復に取り組み、新たに「飲

酒運転防止マニュアル」を作成するなど、二度とこのような不祥事を起こさ

ないように努めてまいります。

❸ 部活動指導（制服着用）について

・部活が強いから花輪高校の規則を破ってもいいという考えに反対です。駅伝、

制服での登校していない。弱いけど生活の態度に注意され、きちんと着替え

てるのが規則なのに。どうなのでしょうか。･･･帰り、見て下さい。親の車

に乗って帰る子どものことを。先生もどうかと思います。

・登校、下校時、制服ではない生徒が目立つ。特に、駅伝部など強い部活など

黙認されているのは不公平。以前から言われていることなのに、改善されて

いないのはおかしいです。寄付を集める時のみ協力を言われても納得できま

せん。頑張っている子どもたちのために、しっかり指導していただきたい。

【回答】

特定の部だからといって、学校の規則を破ることは許されないことです。

原則として制服での登・下校になります。ただ、朝７時前は学校が開錠され

ていない状況ですので、外で着替えるわけにもいきません。朝７時前に朝練

習を行う部活動の生徒は通年の異装届を提出した上で、部活動又は学校のジ

ャージで登校してよいことといたします。また、放課後、整骨院等へ通院す

る場合、制服のままだと施術に不都合な場合は、通院の都度、異装届を提出

した上で、部活動または学校のジャージで下校してもよいことといたします。

今後、各事情に応じてきちんと異装届を提出させ、登下校時の制服着用につ

いて指導してまいりますので、ご理解願います。学校として不公平感がない

ように、今後さらに指導してまいります。

❹ 部活動の格差について

・部活によっての格差？が色々あることを何となく感じました。思うように結

果のでない部活の皆さん、へこたれず頑張って下さい‼ どうか学校関係者

の皆さん、このような部活の要望にも暖かく耳を傾けて下さい。

・「大会に勝つ」部活が優遇されすぎている印象があります。
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・強化している部活だけでなく、全部の部にもう少しお金を出してほしい。子

どものいる部にももう少し出してほしい。不公平を感じる。

・部活の担当の先生は経験のある方をお願いしたいと思います。スキー部、陸

上部ばかりに力を入れているように感じます。

・部活動は、陸上部やスキー部以外にもきちんと力を入れてほしい。せっかく

中学校で東北大会などで活躍した子どもたちが入っても先生が経験のない人

などがついて、伸びる部も伸びないと思います。

・全国駅伝大会、応援しています。駅伝部の皆さんの日頃の努力や、ご家族も

早朝からのサポートを継続するのも大変なことと思います。他の生徒達へ、

良い影響を与えてくれていると思います。

【回答】

保護者、生徒ともに格差を感じているという意見が出ております。本校で

は、部活動（運動部、文化部）に生徒の90％以上が加入しています。その中

で、特定の部活動を優遇しているということはありません。各部には生徒会

より地区大会、全県大会の旅費などが規定に従い支給されております。

ただ、年度当初に部活動運営委員会で年間の実績を重視して、強化部が指

定され、部活動後援会から強化費が支給されています。また、県内予選を通

過した東北大会以上の大会について、部活動後援会より派遣費が補助されて

いるのは事実です。本校生徒の部活動を後援することを目的に設置された部

活動後援会の会則に基づいて行われておりますので、御理解願います。

顧問については、本校では全教員がいずれかの部活動の顧問についており

ます。部によっては、部員数が多かったり、競技の種類が複数あったりして、

複数の顧問が必要です。また、すべての顧問がその競技の専門家ではありま

せんので、外部コーチをお願いしている部もありますが、指導が不十分な場

合もあると考えられます。すべての部に専門性を備えた顧問がつくのが望ま

しいのですが、教員の配置とも関わり、なかなか望むようにはいかない事情

があることを御理解願います。

❺ 経費等に関して

・ズック、体操着などまとめているのに高すぎる。ズック 6,000 円必要なし。

セーター 7,000 円の必要なし。弱すぎる。もう少し丈夫なものを。

・学習合宿は必要ないのではないでしょうか？経費をかけ宿泊しなくとも、学

校や地元の施設等を利用してもいいのでは･･･と思います。

・花輪高校だけではないと思いますが、とにかくお金のかかりすぎです。全部

の家庭が金持ちではないのです。先生方は本当に考えているのですか（公務

員はいいよ）

・指定セーターが高いわりにすぐほつれてくる。卒業式のときに着るわけでも

ないので、色だけ指定してあとは自由にしてもらえると、買い換えと洗濯す
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るときなどに便利です。

【回答】

指定セーターについては、保護者、生徒の両方から御意見をいただいてお

ります。業者に問い合わせをするとともに、平成25年度に制服検討委員会を

設けて、改善に向けて指定セーター等の検討をしたいと考えております。ま

た、保護者の皆様方の負担軽減になるよう、各学年の事業や教材等の見直し

を進めていきたいと考えております。

❻ 教職員の指導や対応、態度について

・部活でも何でも本人が熱くなって取り組むべきことをもっともっと指導して

ほしかった。高校生活で本人が成長できたのか、･･･と思う所もあります。

・高校と中学校とは違うということは分かっているつもりですが、少しほった

らかしというイメージがあります。

・先生方の言葉で生徒のやる気が失われることが多々あるような気がする。授

業中、生徒に話したことを「親に言わないように」と言った先生もいた。先

生方の生徒に対する態度と保護者に対する態度が極端に違う。

・若い先生（経験が少ない）から進路指導を受けても心配な点がたくさんあり

ます。教師の育成をお願いいたします。先生方の考え、思い（花高に対する）

が統一されていないように思います。

・同じ教科でも、担当の先生によって、生徒達が理解できる、できないの差が

あることは残念に思う。

・指導者の「質」「理解度」「職員の研究熱心さ」が今まで以上に要求されて

いると思います。生徒に何をさせるべきか、校長先生はじめ職員全体が積極

的に取り組んでいただければ、更なる良き伝統を築くことができるのでは。

【回答】

保護者、生徒の皆さんの御意見を真摯に受け止め反省し、教職員は言動に

十分注意するよう指導していきたいと思います。生徒の話をじっくり聴いて、

生徒の気持ちをしっかり受け止めるとともに、生徒のやる気を引き出す指導

に努めてまいります。また、若手教員についても学年部や教科内で共通理解

を図り、時には主任や管理職から指導助言を受けながら、指導力の向上に努

めてまいります。

また、進路指導（進学・就職）関係の情報についても、生徒・保護者の皆

さんに丁寧にタイムリーに伝えていくようにします。

教員は、大空に飛び立つ子どもたちの『滑走路』という姿勢で指導に当た

りますが、何かありましたらいつでも学校に御連絡ください。
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❼生徒指導について

・メールやブログでの攻撃があったと聞いている。教職員の皆さんは分かって

いますか。今のうちに注意しないと、また同じことを繰り返すのでは･･･。

・だんだん花高生らしからぬ行動をする生徒が増えている。

【回答】

確かにメールでの生徒同士のトラブルがありました。関係者に事情を確認

して注意をするとともに、学年集会を開いてメールやブログの使い方につい

て生徒に注意を喚起しました。年度当初には情報モラル教室を開催しました

が、生徒の心には十分届かなかったようです。今後とも生徒指導部、学年部

を中心に指導を継続していきます。

また、生徒アンケートからは、だんだんマナーが悪化している気がする、

態度が悪い人が増えているように感じるなど、 近の花高生を心配する意見

が多く出ていました。生徒指導をきめ細やかに継続的・組織的に行い、だめ

なことはだめとはっきり注意していくようにします。

❽ 学校運営について

・高校再編が進められている中で、貴校が何を特徴付けて"生き残り"を図るの

か不明瞭である。スキー、駅伝偏重しすぎ！

・目標があるのであれば達成度合いがまったく見えない。実施したから良いの

ではないはずだと思いますが。未達成に対してどの様に取り組むのか、提示

がないのでは？目標があったら、実績、未達成に対する取組も示すべきでは？

【回答】

ホームページの本校の中期ビジョンには四つの「この５年間で達成を目指

す具体的目標」を掲げています。この四つの目標の達成状況（進路状況、部

活動結果）は、ホームページや学校案内などで明示しております。未達成に

対する取組については、進路についていえば学年ＰＴＡなどで具体的な取組

や計画を説明しております。しかし、十分とはいえませんので、今後、実績

や未達成に対する取組についても説明責任を果たすようにしてまいります。


