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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条に基づき、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、平成２７年３月に策定した「草津市教育振興基本計画（第２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。 

今年度の点検・評価にあたっては、昨年度に引き続き、事業ごとに設定した評価

項目に対する実績値および目標達成度ならびに過去の外部評価委員会等の意見に対

する対応の状況を中心に、草津市教育委員会事務外部評価委員会委員の意見、助言

等をいただきながら、点検・評価を実施しました。 

 

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、「草津市教育振興基本計画（第２期）」の「施策の基

本方向」として位置づけた、９つの目標と４０施策について、点検・評価を実施し

ました。 

〔教育委員会の権限に属する事務のうち、市長部局の職員が補助執行している事務

は点検・評価の対象としていません〕 

 

３ 点検・評価の方法および評価指標 

①「草津市教育振興基本計画(第２期)」に掲げた施策の進捗状況を管理するため、４０

施策の具体目標ごとに評価項目を定め、計画期間の最終年度に到達すべき目標値と 

年度ごとの目標値を設定し、実績に基づく目標達成度により評価を行いました。 

 

②目標達成度の概要について 

 平成３０年度の事業については、設定した評価項目の目標値に対して、目標達成度

が７５％を上回る評価項目は７５あり、全体の約８６．２％を占めています。 

反対に目標達成度が７５％未満の項目は１２あります。７５％未満の事業と原因、

今後の取組については、４ページのとおりです。 

 

【報２－１】 
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 ○Ｈ３０目標達成度の状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○目標達成度の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 草津市教育委員会事務外部評価委員会 

点検・評価の客観性を確保するため外部評価委員会を開催し、教育に関し学識経

験を有する方など外部の方々より意見や助言をいただき、その意見等を各評価シー

トに記載しました。 

  今年度は、下記の方々に外部評価をお願いしました。 

     教育委員会事務外部評価委員 

糸乗 前  （滋賀大学教授） 

川端 一  （元公立小学校校長） 

         木村 桂  （公募委員） 

 

① 第１回、第２回外部評価委員会（７月５日・７月１６日） 

  ２日間にわたって外部評価委員会を開催し、点検・評価報告書の全シートについて

外部評価委員より意見や助言をいただきました。 

 

 

目標達成度 評価項目数 割合 

１００％以上 ４５ ５１．７％ 

７５％以上 １００％未満 ３０ ３４．５％ 

５０％以上 ７５％未満 １０ １１．５％ 

５０％未満 ２ ２．３％ 

計 ８７ １００．０％ 

目標達成度 Ｈ２７割合 Ｈ２８割合 Ｈ２９割合 Ｈ３０割合 

１００％以上 ４３．９％ ４８．８％ ５４．０％ ５１．７％ 

７５％以上 １００％未満 ５２．４％ ４５．２％ ３９．１％ ３４．５％ 

５０％以上 ７５％未満 ３．７％ ４．８％ ６．９％ １１．５％ 

５０％未満 ０．０％ １．２％ ０．０％ ２．３％ 
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② 外部評価委員の主な意見、評価 

  平成３０年度教育委員会事務について、 

・ いじめ問題への取組について、「いじめの早期発見および解決に向けた取組が

されていると思う。今後も未然防止の観点を大切にしながら継続してほしい。」 

・ ＩＣＴ教育について、「ＩＣＴ機器を活用することが重荷になっている教員も

いるかと思うので、今後も研修を通じて全ての教員がＩＣＴを活用できるよう

にサポートしていってほしい。」 

・ 競技スポーツの推進について、「幼少期から特定の種目に取り組むのも良いこ

とだと思うが、より多くの種目に触れる機会があると、自分に適したスポーツ

を見つける一助になると思う。」 

など、全体を通して、概ね良い評価をいただきながら、今後に向けた意見や助

言をいただきました。 

 

③ ７月定例教育委員会での付議（７月２９日開催） 

 実施会議および外部評価委員会による、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、７月２９日

開催の７月定例教育委員会に議案として提出いたします。 



- 4 - 

 

目標達成度が７５％を下回った事業の一覧 
 

 

施策 達成度 事業名 評価項目 原因 今後の取組 特記事項 

3 
(P13) 

74.5% 
子どもが参加する地域交
流・体験活動機会の充実 

地域で実施される地域協
働合校事業に参加した小
中学生の人数 

大規模交流イベントへの参加から、教科に
直結した体験学習への参加へとシフトして
いることから、参加人数は減少している。 

大規模交流イベントの減少により参加人数
の増加が望めない中、より教育に繋がる活
動を推進し、体験学習の質の向上を図る。 

指標設定時と比べて
事業の規模や内容
等が大幅に変化して
いるため、単純に経
年比較することが困
難になっている。 

3 
(P13) 

49.7% 
子どもと大人の地域交流
活動の支援 

地域で実施される地域協
働合校事業に参加した大
人および小中学生の人数 

行事の形態が、教科に直決した体験学習
にシフトしていることから、大人の参加者数
も減少している。 

同上 

11 
(P31) 

65.3% 
青少年健全育成に関わ
る指導者の育成・支援 

青少年育成事業に参加し
た人数 

市子ども会指導者連絡協議会の活動が休
止状態となり、関係者の参加が見込めなっ
たため。 

市子ども会指導者連絡協議会以外の青少
年関係団体の事業にも参加できるよう、調
整を進める。 

 

11 
(P31) 

3.4% 
青少年の地域活動への
参加 

青少年リーダー養成講座
等に参加した人数 

市子ども会指導者連絡協議会の活動が休
止状態となり、主催されていた養成講座が
開催されなかったため。 

市子ども会指導者連絡協議会以外の青少
年関係団体とも連携し、リーダー養成講座
のあり方を検討する。 

 

25 
(P64) 

54.4% 
地域ボランティアによる学
校支援の推進 

学校支援参加者平均延べ
人数 

行事の形態が変化し、大規模交流イベント
が減少したことに比例して、大人の参加者
が減少している。 

大規模交流イベントの減少により参加人数
の増加が望めない中、より教育に繋がる活
動を推進し、体験学習の質の向上を図る。 

施策３と同 

31 
(P77) 

74.8% 
図書館運営事業・南草津
図書館運営事業 

利用者アンケートによる総
合満足度(満足・やや満足) 

利用者アンケートの項目に「普通」を追加
した結果、「満足」・「やや満足」から「普通」
に回答が分散されたため。 

引き続き、利用者の声を生かした運営に努
めていく。 

アンケートの手法を
変更したことにより数
値が変動したもの。 

35 
(P85) 

58.8% 
各種スポーツ大会等の充
実 

市民スポーツ・レクリエーシ
ョン祭の参加者数 

スポーツ・レクリエーション祭が雨天により
規模を縮小しての開催となったため。 

ＹＭＩＴアリーナを活用し、天候に左右されず
安定した運営が可能な規模でのイベントとな
るよう検討する。 

 

36 
(P89) 

64.7% 
草津市スポーツ協会等活
動支援事業 

県民体育大会の点数（総
得点数） 

目標を設定した年度と比べて、上位に入賞
する競技が減少し、全体の点数が低調に
なっているため。 

競技力向上に向け草津市スポーツ協会を中
心として、市内競技団体等と一層の連携に
取り組んでいく。 

 

37 
(P91) 

74.2% 
社会体育施設管理運営
事業 

施設利用者の利用満足度
（％） 

Ｈ２９からインターネットを通じたアンケート
を実施し、より多くの意見を集めたことによ
る満足度の減少。 

引き続き、施設整備を進めるとともに、アン
ケート結果を踏まえて、利用者満足度を高
める取組を進める。 

アンケートの手法を
変更したことにより数
値が変動したもの。 

40 
(P97) 

69.6% 
文化・芸術活動の育成支
援と各種事業の充実 

市美術展覧会の観覧者数
（人） 

文化・芸術の多様化が進むとともに、愛好
者の高齢化・固定化が進んでいることから
観覧者が減少している。 

文化振興審議会・美術展覧会実行委員会に
おいて、会場や分野、奨励賞の新設など、よ
り魅力的な展覧会に向けて検討する。 

 

41 
(P99) 

54.4% 
地域ボランティアによる学
校支援の推進 
【再掲（施策２５）】 

学校支援参加者平均延べ
人数 

再掲（施策２５参照） 

42 
(P101) 

74.5% 
子どもが参加する地域交
流・体験活動機会の充実 
【再掲（施策３）】 

地域で実施される地域協
働合校事業に参加した小
中学生の人数 

再掲（施策３参照） 


