
文教民生常任委員会  
 

令和４年４月６日 

委 員 会 室 

 

１  開  会  

 

 

２  協議事項  

 

⑴  事務事業評価事業  

子どもの読書活動推進事業について（図書館出席）  

 

 

 ⑵  特定所管事務調査  

   ＩＣＴを活用した教育の在り方について（学校教育課出席）  

 

 

 ⑶  課題懇談会を振り返って  

 

 

 ⑷  その他  

 

 

 



１．対象事業名　子どもの読書活動推進事業

２．事業予算　　令和３年度予算 818千円

３．担当部署　　教育委員会生涯学習課図書館

４．事業内訳　　①ブックスタート事業

　　　　　　　　②図書の運搬業務委託

　　　　　　　　③郷土カルタ大会の開催

５．実績

①ブックスタート事業

区　分

需用費（消耗品費）

・絵本配布冊数

区　分 Ｈ28年度 Ｈ29年度 Ｈ30年度 Ｒ元年度 Ｒ２年度 Ｒ３年度

出生届時 67 240 244 260 210 216

10か月児乳児相談時 67 269 247 225 182 173

計 134 509 491 485 392 389

※ブックスタートは平成29年１月開始。

260,000

執行済額（円）

257,840 2,160

支出残額（円）

　　　文教民生常任委員会事務事業評価に係る報告

　出生届時と10か月児乳児相談時に絵本を配布

　予算は配布用絵本の購入費用（需用費のみ）

・予算執行状況（令和４年３月末現在）

予算額（円）

（単位：冊）

（令和４年４月６日文教民生常任委員会報告資料）
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②図書の運搬業務委託

区　分

委託料

・図書団体貸出冊数

区　分 Ｈ28年度 Ｈ29年度 Ｈ30年度 Ｒ元年度 Ｒ２年度 Ｒ３年度

こども園幼稚園保育園 0 419 1,127 1,550 1,589 1,698

小学校 4,150 6,494 4,389 8,095 14,244 14,600

中学校 95 580 250 51 976 156

高校 49 118 148 114 14 16

学校園以外 1,297 1,418 2,110 1,898 2,763 3,835

計 5,591 9,029 8,024 11,708 19,586 20,305

③郷土カルタ大会の開催

区　分

報償費

　コロナ禍により大会開催できず、予算は未執行。

528,000 484,880 43,120

（単位：冊）

・予算執行状況（令和４年３月末現在）

30,000 0 30,000

　なお、１月９日に「にしわき郷土カルタあそび」を実施。これは、こどもプラザと合同
で開催した正月イベントの中で実施したもので、カルタには約80人（延べ）が参加。

　市内学校園への図書の運搬業務を委託する事業
　　令和４年３月末　登録団体数 286団体
　　利用団体数 令和２年度 132団体　　令和３年度 97団体

　にしわき郷土カルタを使った大会開催時の賞品等の費用

・予算執行状況（令和４年３月末現在）

　予算は大会に係る賞品等の購入費用（報償費のみ）

予算額（円） 執行済額（円） 支出残額（円）

　予算は学校園への貸出図書の運搬業務委託料（委託料のみ）

予算額（円） 執行済額（円） 支出残額（円）
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ブックスタートの様子

（１０か月児乳児相談時・市民交流施設 はぐくむスタジオ）

にしわき郷土カルタあそびの様子

（令和４年１月９日開催・みらいえ多目的ホール）

←

にしわき郷土カルタを取り入れて

作成した「にしわき郷土カルタで

すごろく」。令和４年の新年に図

書館で配布しました。
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評価者

事業評価（５段階評価）

○ △ ×
実施すべき○

成果十分○

民間ですべき×

重複している×

適切○

前年比較効果あり○

達成○

達成可能○　高過ぎる目標は達成できないことが前提となる夢物語になりがち

低すぎる×　逆に低すぎる目標も問題がある

外注可能な場合で　活用されているなら○

環境への配慮が必要な場合で　配慮されているなら○

コスト面から見る提供サービス手法のあり方　適切なら○

サービスの質から見た提供手法のあり方　　　適切なら○

委託が望ましいなら×

適切なら○

図られていれば○

必要な場合で　適切であれば○

成果（成果目標）と事業目標（行動目標）

5
4
3
2
1

議会による事務事業評価（議員）
評価対象事業名
所管常任委員会

基本政策
政策
施策

項目 評価
評　価　内　容

理由（該当する項目を三段階で評価）
（○）良好・すべき　（△）どちらともいえない　（×）不良・すべきでない

エ）他事業とサービスが重なっていないか
オ）他自治体と比べサービスの対象、内容が適切か
カ）市民全員のためになっているか

有効性

ア）前年以前と比較し、事業効果は上がっているか
イ）事業目標が達成できているか
ウ）目標が達成可能な事業であるか
エ）目標が低く設定されていないか
オ）職員や外部からの人材活用が十分なされているか

妥当性

ア）社会情勢からみて実施すべきか
イ）一定の成果が上がっているか、引続き継続すべきか
ウ）行政で行うべきか（税金を使うべきか）

カ）環境を保全する配慮がなされているか

効率性

ア）コスト削減を考えたとき、実施方法は適切か
イ）提供するサービスの質を考えたとき、実施方法は適切か
ウ）地域、民間業者等に委託することが望ましくないか
エ）事業に投入された人員は適切か
オ）事業の合理化は図られているか
カ）受益者負担等は適切か

総合評価

（事業評価に対する特記事項及び今後の方向性の理由）

成果目標は目指す「結果」であるのに対して、行動目標はそのために日々やるべき「行
動」である。例を挙げると成果目標：３カ月で３キロやせる
行動目標：毎日１万歩歩く。21時以降は食べない。というようなものになる。事業で例
えると「横断歩道をいつまでにどこに整備する」というのは事業目標であり、そのおか
げで交通事故が減ったというのが成果目標達成となる。総合計画にある「政策」「施
策」の目標と「事務事業」の目標の関係がソレに当る。

今後の方向性 拡充 評価指標

※単年度事業以外は
その理由を総合評価
に対する特記事項に
記載

現状のまま継続すべき
極めて高い

高い

見直しのうえ継続すべき
普通

廃止

低い

事業単位を見直し 極めて低い

（統廃合・縮小のうえ継続）



評価者

事業評価（５段階評価）

○ △ ×
○

△
○
○
○

△
○
○
○
○

△

○
○

×
△

○
△

5
4
3
2
1

※単年度事業以外はそ
の理由を総合評価に対
する特記事項に記載

○ 現状のまま継続すべき
極めて高い

高い

見直しのうえ継続すべき
普通
低い

事業単位を見直し 極めて低い
（統廃合・縮小のうえ継続）

廃止

総合評価 4.3

（事業評価に対する特記事項及び今後の方向性の理由）

低迷を続ける市内経済のカンフル剤として、中小の起業・第二創業・新商品開発に対する支援
は必要。ただ成果がすぐに表れるわけではないので、成果指標をどう捉えるかが難しい。継続
した調査をしつつ、フォローをすることも大事。移住支援メニューとしての活用を期待した
い。

今後の方向性 拡充 評価指標

効率性 4

ア）コスト削減を考えたとき、実施方法は適切か
イ）提供するサービスの質を考えたとき、実施方法は適切か
ウ）地域、民間業者等に委託することが望ましくないか
エ）事業に投入された人員は適切か
オ）事業の合理化は図られているか
カ）受益者負担等は適切か

エ）他事業とサービスが重なっていないか
オ）他自治体と比べサービスの対象、内容が適切か
カ）市民全員のためになっているか

有効性 4

ア）前年以前と比較し、事業効果は上がっているか
イ）事業目標が達成できているか
ウ）目標が達成可能な事業であるか
エ）目標が低く設定されていないか
オ）職員や外部からの人材活用が十分なされているか

妥当性 5

ア）社会情勢からみて実施すべきか
イ）一定の成果が上がっているが、引続き継続すべきか
ウ）行政で行うべきか（税金を使うべきか）

カ）環境を保全する配慮がなされているか

項目 評価
評　価　内　容

理由（該当する項目を三段階で評価）
（○）良好・すべき　（△）どちらともいえない　（×）不良・すべきでない

基本政策 02　産業が元気！活力とにぎわいあふれるまち
政策 01　活力と活気を生み出す商工業
施策 03　地場産業・工業の振興

【記入例】議会による事務事業評価（議員）
評価対象事業名 ものづくり・あきない経営革新支援事業
所管常任委員会 総務産業



西脇市のＩＣＴ教育の現状についての質問 
 

１．西脇市 GIGAスクール構想実施計画はあるか？              （林） 

 ・何年までに何を整備し、どのような水準まで教育ができるようになるのかという計画 

 

２．教育総合会議での GIGAスクール構想（及びＩＣＴを利用した教育について）協議し 

たことはあるか？                           （林） 

 

３．小学校・中学校で、児童生徒が登校しない時にオンラインで授業を行った実績校はど 

こか？                                （林） 

 ・クラス全員がオンライン授業した例 

 ・欠席した児童生徒だけがオンライン授業を受けた例 

 

４．オンライン授業が出来なかった原因は何か？            （林・藤原哲） 

 ・教師のスキル不足 ・ICT支援員の役割、ICT支援員不足 ・機器の不足 

 全員がオンライン授業する場合は、ZOOMや TEAMSでも可能。 

  オンライン（教室にいない生徒）とリアル（教室にいる生徒）をハイブリッド授業す 

  る場合は、カメラと大型モニターが必要となってくる。授業風景を映すだけなら必要  

なわけでもないが、それは当たり前だが授業ではない。 

 

５．授業で、アクティブラーニングに配布タブレットがどのように使われているか？ 

（林・村岡・吉井・高瀬洋・藤原哲） 

 ・理科だったらこんな使い方をしている。社会ならこんな使い方をしている等 

 

６．授業に積極的にタブレット等を利用できていない学校はどこか（学校間格差） 

（林・村岡・吉井・高瀬洋・藤原哲） 

 ・利用出来ていないクラス（教師）の傾向はどのような感じか（学級間格差） 

 ・ＩＣＴ支援員の週１回程度の訪問で解決できる問題か？ 

 

７．タブレット等上手く使えない児童生徒に対するサポート体制はどうか（生徒間格差）（林） 

 ・スクールサポーター制度を利用している例はあるか？ 

 

８．現在までに通信トラブル等の例はあるか？                   （林） 

 ・校内全児童生徒が一斉に繋いだ時の負荷テスト等は行ったか？ 

 ・トラブル発生時には迅速に回復処置ができたか？ 

 

９．現在までに児童生徒アカウントトラブル（ハッキング等）は無いか？       （林） 

 ・卒業生たちのアカウント抹消は上手くいったか？ 

 

10．保護者に対してGIGAスクール構想の理解をしてもらう機会は設けたか？    （林） 

 ・自宅での学習には理解が必要不可欠 

 

11．フィルタリング規制内容は誰が決めているか？教育委員会か？各学校か？業者か？ 

  検索をかけるとたびたびエラーが出る。特に問題があるとは思えないものでもエラー 

が発生する（保護者 談）フィルタリング規制変更はできるのか？      （林） 



12．クラウドシステムで各学校間の ICTを使った授業実践例などを教師間で共有できる 

ようになっているか？                          （林） 

 

13．市内学校間でオンライン合同授業などを実施した例はあるか？また市外の学校と合 

同授業等を実施した例はあるか？                     （林） 

 

14．ICT活用教育アドバイザーなどの派遣をしてもらったことはあるか？また令和４年 

度に計画されているか？                         （林） 

 

15．GIGAスクール運営支援センターについて兵庫県内ではどのような動きになってい 

るのか？また西脇市あるいは広域連携での設置の予定はどうか？       （林） 

 

16．西脇市の ICT教育は、県内においてどのくらいのレベルに位置していると考えている 

  のか、また全国的にはどうか。                    （村岡） 

 

17．学力全国一を目指すために、どのように ICT教育に取り組んでいくのか。 （村岡） 

 

18．ウイズコロナ・アフターコロナ下における、ICT教育やオンライン授業への取組に対す

る考え方と実施方法は。                       （村岡） 

 

19．ウイズコロナ・アフターコロナ下における、オンライン授業とリアル授業との連携は。

（村岡） 

 

20．目標と課題が明確にあってこそ、子どもたちはそれを遂行する計画や手順などを考える 

  ようになるが、ICT教育において、そういったことをどのように展開していこうとして

いるのか。                             （村岡） 

 

21．家庭での学びについて。家庭でのインターネットの利用できる環境整備は確認されたが、

家庭での学習の支援についての対処は。                （吉井） 


