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 教育委員会事務の点検・評価について 

 

 

１ 趣 旨 

地方教育行政の組織及び運営に関する法律第２６条に、教育委員会は、効果的な

教育行政の推進と、市民への説明責任を果たすために、教育委員会事務の点検・評

価を行い、その結果に関する報告書を公表することが義務付けられており、本市お

いても、令和２年３月に策定した「草津市教育振興基本計画（第３期）」の進捗状況

の確認を行うことも兼ねて、計画の施策体系に沿った点検・評価を実施しました。   

また、点検・評価にあたっては客観性を確保するため、草津市教育委員会事務外

部評価委員会を開催し、委員より意見、助言等をいただきました。 

 

 

２ 点検・評価の対象 

「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」に規定する教育委員会の権限に属す

る事務および市長から補助執行を受け教育委員会において実際に管理･執行している

事務を点検･評価の対象としました。また、市長部局の職員が補助執行している事務

についても、今回より対象といたしました。 

なお、令和２年度から草津市教育振興基本計画（第３期）がスタートしたことか

ら、これまでの課題を踏まえた実施方法の見直しを行い、計画に掲げられた４つの

「施策の基本方向」に対して、それぞれ位置づけた９つの基本項目（３４の基本施

策を含む）について、点検・評価を実施しました。 

 

（計画の構成と点検評価の対象） 

 基本方向 基本項目 施策 事業 対象項目数 

Ｒ２まで    〇 ９０ 

Ｒ３以降  〇 （〇）  ９（３４） 

 

 

３ 点検・評価の方法および評価指標 

① 点検評価の方法について 

 「草津市教育振興基本計画（第３期）」に掲げた基本方向・基本項目に対してどの

ような成果が得られたのか確認することにより、計画の進捗状況を管理するため、

３４の基本施策における各事業の取組や成果を点検し、そのうえで９つの基本項目

ごとに定められた成果指標の目標値への達成度により評価を行いました。 

【報４－１】 
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② 目標達成度の概要について 

 令和２年度において目標達成度が１００％を超えた成果指標は、５項目で全体の

２９．４％となりました。１００％未満は１２項目で７０．６％となっています

が、そのうち８項目は９０％以上の達成度となっています。 

◆Ｒ２目標達成度の状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 草津市教育委員会事務外部評価委員会 

点検・評価の客観性・透明性を確保するため、教育に関し学識経験を有する方な

ど外部の方々の意見、助言をいただきました。 

（１）草津市教育委員会事務外部評価委員   （敬称略） 

        渡邊 暁彦  （滋賀大学教授） 

        片山 善久  （元公立小学校校長） 

        角谷 貴美子 （公募市民） 

 

（２）開催日時 

   第１回 令和３年８月 ３日（火） ９時３０分から 

   第２回 令和３年８月２５日（水） ９時３０分から 

 

（３）総評【抜粋】 

 ・草津市教育振興基本計画（第３期）が令和２年度からスタートした矢先、新

型コロナウイルス感染症という未曽有の事態に、現場の混乱は相当なものであ

ったと推察する。 

・しかしながら、計画において設定された成果指標のうち８８％が達成度 

８０％を超えていることは、様々な努力と工夫を重ね、各種施策の展開に尽力

されたものと感謝する。 

目標達成度 成果指標の数 割合 

１００%以上 ５ ２９．４% 

９０%以上 １００%未満 ８ ４７．０% 

８０%以上 ９０%未満 ２ １１．８% 

７０%以上 ８０%未満 １ ５．９% 

５０%以上 ７０%未満 ０ ０% 

５０%未満 １ ５．９% 

計 １７ １００．０% 
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・今般のコロナ禍によるさまざまな経験を糧に、引き続きピンチをチャンスと

とらえる精神で、あらゆる困難に立ち向かっていただきたい。 

・本計画の推進にあたっては、各種事業の実施に終始するのではなく、その事

業が基本計画に基づく基本方向、基本項目に向かってどのような成果・効果が

あがっているのか、しっかりと検証してほしい。 

 

５ 今後の予定 

 内部点検および外部評価委員会に基づき、教育委員会事務の点検・評価の結果に

関する報告書を作成し、これを議会に報告および公表することについて、９月３０

日開催の９月定例教育委員会に議案として提出いたします。 
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　成果指標（実績・目標達成度）一覧表

基本項目

（）内は報告書該当

ページ

成果指標 R2目標値 R２実績値
目標達成度（％）

（）内は単純平均
R２実績に対する分析等

「自分にはよいところがあると思
う」と答えた児童生徒の割合（％）
（小６・中３）

小６　83.5
中３　73.5

小６　78.5
中３　76.1

小６　94.0
中３ 103.5

（98.8）

各中学校区において、校園所の職員が保育や授業の実践交流
を行い、課題を明確にし、研究協議や分科会を実施すること
で、人権意識の基盤となる学力の定着や基本的生活習慣の確
立に向けた教育活動を進めることができた。

「運動やスポーツをすることは好
き」と答えた児童生徒の割合（％）
（小５男・女・中2男・女）

小５男　72.5
　　女　52.9

中２男　62.3
　　女　44.9

小５男　70.5
　　　女　47.2

中２男　66.1
　　　女　44.5

小５男　97.2
　　 女　89.2

中２男　106.1
　  女　99.1

（97.9）

令和２年度は、女子において低下傾向がみられる。新型コロ
ナウイルス感染症の影響により、運動についても様々な制約
を受けたことも要因としては考えられるが、授業改善をはじ
めとした取組で体力とともに、運動好きという気持ちを育て
る必要がある。

「授業では、課題の解決に向けて自
分で考え、話し合う活動を通じて考
えを深めることができていると思
う」と答えた児童生徒の割合（％）
（小６・中３）

小６　79.5
中３　74.0

小６　77.2
中３　74.4

小６　  97.1
中３  100.5

（98.8）

授業では、自分で課題を立てて、その解決に向けて情報を集
め、話し合いをする機会を増やすことで、児童生徒が自分の
考えを整理して深めることが、徐々に定着してきていると考
えられる。

「家で自分で計画を立てて勉強をし
ている」と答えた児童生徒の割合
（％）
（小６・中３）

小６　71.0
中３　53.5

小６　73.2
中３  59.9

小６　103.1
中３  112.0

（107.6）

新型コロナウイルス感染拡大防止のための臨時休業が４月か
ら５月まで実施されたため家庭学習の時間が前年度よりも増
加し、自分で家庭学習の時間割を立てられるよう支援するこ
とで、家庭学習の学び方が身についた児童生徒が増えたと考
えられる。

「読書が好き」と答えた児童生徒の
割合（％）

77.5 ―

※参考
「学校の授業時間以外に普段（平
日）１日当たり１時間以上読書をし
ている」と答えた児童生徒の割合
（％）（小６・中３）

―
小６　20.2
中３ 11.6

―

「図書館を使った調べる学習コンクール（地域コンクー
ル）」や「くさつビブリオバトル」等を継続して取組むとと
もに、学校司書や司書教諭、学校図書館ボランティアが協力
して、児童生徒の図書館利用の活性化を図ることで、読書習
慣が身についてきている児童生徒が増えてきていると考えら
れる。

「自分なりの課題をもって自己研修
に努めている（１(低)～５(高)の５段
階評価）」の平均値

4.1 3.6 87.8
R2年度はコロナ禍で一時的に業務が増え、研修に対する意
識が低くなったが、今後は研修に取り組める時間が確保で
き、自己研鑽できると考える。

「ワーク・ライフ・バランスを意識
している
（１(低)～５(高)の５段階評価）」の
平均値

3.8 3.7 97.4
各校で超過在校時間の縮減に向けての取組が進められ、働き
方改革が進んできたが、コロナ禍により業務が増え、実績値
が変わらなかったと考える。

「学校目標に向かって教職員一人ひ
とりが実践を進め、組織として機能
している（１(低)～５(高)の５段階評
価）」の平均値

3.8 4.0 105.3
すべての学校において様々な教育課題に直面しながらも、教
員が各自日々学校目標を意識したうえで、教員同士が協力し
ながら教育活動を進めた結果と考える。

「保護者や地域住民への積極的な情
報発信ができている（１(低)～５(高)
の５段階評価）」の平均値

4.6 4.2 91.3

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、学習参観等の開
催回数が減ったことが影響していると考えられるが、各校の
特色ある取組や子どもの学習活動の様子等を積極的に情報発
信することに努めた。

５．教育環境

の充実

（P４５～）

非構造部材の耐震化工事実施校の割合（％）70.0 65.0 92.9
計画では、小学校１校の実施であったが、夏季休業期間の短
縮に伴い、必要な工期が確保できず、工事を実施できなかっ
たことにより、目標値を達成することができなかった。

「家の人と学校での出来事について
話をしている」と答えた児童生徒の
割合（％）
（小６・中３）

小６　53.5
中３  46.0

小６　46.0
中３　46.8

小６ 　86.0
中３ 101.7

(93.9)

小学校6年生においては、コロナ禍における臨時休業や学校
内における友人同士の語らいの機会の減少等から、学校につ
いての話題が減ってしまったことが目標値を下回った要因で
あると考える。

地域協働合校の推進に満足している
市民の割合（％）

21.5 21.5 100.0
コロナ禍において、従来どおりの方法で事業を実施すること
が難しくなったが、新たな手法や事業内容の精選により、目
標値を達成することができた。

生涯学習・スポーツの充実に満足し
ている市民の割合（％）

24.5 24.8 101.2
新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点からスポーツ活動
が縮小したことや、学習機会が減少したことが影響している
と考える。

図書館利用者の満足度（％） 58.0 75.6 130.3
新型コロナウイルス感染症拡大防止により、在宅時間の充実
を求める市民が増えたことで図書館が注目され、市民の高度
多岐にわたる読書要求に応えた結果だと考える。

社会体育施設利用者の満足度（％） 71.0 56.1 79.0
新型コロナウイルス感染症拡大防止から臨時閉館等の制限を
設けたこともあり、満足度が減少したと考える。

８．文化・芸

術の振興

（P６２～）

文化・芸術の振興が図れていると思
う市民の割合（％）

24.0 21.2 88.3

新型コロナウイルス感染症の影響により、多くの事業が中止
や縮小となったが、市民意識調査の結果、文化・芸術の振興
が図られていると思う市民の割合は、前年度と同じ21.2％
となった。コロナ禍でも感染対策を講じながら可能な限り事
業を実施したことが評価されていると考える。

文化財指定件数（件） 95.0 94.0 98.9
未指定文化財の調査等を行ったが、新たな文化財の指定には
至らなかった。

史跡草津宿本陣・草津宿街道交流館
の年間入館者数（人）

34,200 12,454 36.4
新型コロナウイルスの影響により、特に団体旅行客が減少し
たことが大きな要因となり大幅に入館者数が減少した。

１．豊かな心

と健やかな体

の育成

（P１４～）

４．学校経営

の充実

（P４０～）

３．教職員の

指導力の向上

（P３５～）

※R2から全国学力・学習調査
の質問項目が変更されたため

実績なし

２．確かな学

力の育成

（P２７～）

９．文化財の

保存と活用

（P６５～）

７．生涯学

習・スポーツ

の充実

（P５４～）

６．家庭・地

域での教育の

充実

（P４８～）


