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第１ 外部監査の概要 

１ 外部監査の種類 

地方自治法第 252 条の 37 第１項に基づく包括外部監査 

 

２ 選定した特定の事件（テーマ） 

学校教育等に係る財務事務の執行について 

 

３ 事件を選定した理由 

岡崎市（以下、「市」という。）の令和２年度の普通会計等における教育費の決算金額は 183 億

円であり、一般会計の歳出額の 10.7％を占めている。 

市は、「第７次岡崎市総合計画」の教育分野のうち学校教育、社会教育に関して、今後の方針

とその実現のために必要な施策を明らかにするものとして、「岡崎市学校教育等推進計画 2021-

2025」を策定し、必要な取組を進めている。 

中でも、ＩＣＴ環境の整備、学び方改革及び働き方改革を推進する「岡崎版 GIGA スクール構

想1」については、新型コロナウイルス状況下においてより重要性が増すと考えられ、学校教育

等に関する事務も状況の変化に応じて適切に行われることが期待される。 

教育を取り巻く環境が変化する中で、学校教育等に関する現状把握に基づき、正確な課題認

識を行い、その対応について効果的かつ効率的に実施しているかどうかを検討することは、市

が進める総合計画の推進に有用であると考え、テーマに選定した。 

 

４ 外部監査の対象部署 

教育委員会事務局 

・教育政策課 

・施設課 

・学校指導課 

・社会教育課 

・学校給食センター 

 
1 GIGA スクール構想とは、Society 5.0 時代を生きる子供たちにとって、誰一人取り残されること

のない、公正に個別最適化された学びを全国の学校現場で持続的に実現させ、令和時代のスタン

ダードな学校像として、全国一律のＩＣＴ環境整備を行う国の事業である。 

岡崎版 GIGA スクール構想では、国の方針を受けて、一人一人が確実に自分の端末を使いこなす

ための公教育最先端の活用環境を構築することで、多様性のある子供たちが、自らの特性を生か

し、個別最適化された学習に取り組めるようにし、 Society5.0 時代をたくましく生き抜く資質・

能力を育成することを目標とし、ＩＣＴ環境の整備、学び方改革及び働き方改革を進める方針であ

る。 

Society5.0 とは、仮想空間と現実空間を高度に融合させたシステムにより、経済発展と社会的課

題の解決を両立する、人間中心の社会をいう。 
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５ 外部監査の対象期間 

令和２年度（自：令和２年４月１日 至：令和３年３月 31日） 

ただし、必要があると判断した場合には、令和元年度以前に遡り、また、一部令和３年度につ

いても対象とした。 

 

６ 外部監査の実施期間 

自：令和３年５月 28 日 至：令和４年２月 13日 

 

７ 外部監査の方法 

 監査の主な要点 

 学校教育に関する事務が、関連する法令、条例及び規則等に準拠して行われているか。 

 学校教育に関する事務が、経済性に配慮して行われているか。 

 学校教育に関する事務が、目的に適合しており、有効かつ効率的に行われているか。 

 学校教育に関する事務の内部統制が、適切に整備・運用されているか。 

 

 主な監査手続 

 学校教育に関する事務の概要を把握するため、ヒアリング及び関連諸法令、条例及び規則

等の閲覧を実施する。 

 岡崎市学校教育等推進計画のうち、令和２年度に実施された取組※１に関する事務が適切

に行われ、また、効果測定及び必要な連携が行われていることを確認するため、ヒアリン

グ、関連資料の閲覧及び資料のサンプルチェック※２を実施する。 

 学校教育に関する事務処理及び承認が適切になされているかを確認するため、ヒアリング、

関連資料の閲覧及び資料のサンプルチェック※２を実施する。 

 その他、包括外部監査人が必要と認めた監査手続を実施する。 

※１ 岡崎市学校教育等推進計画のうち、令和２年度に実施されていない取組については、監

査対象外とした。 

※２ サンプルチェックに関しては、各手続に関連する資料から無作為にサンプリングを行い、

検証を行った。 

 

なお、当監査において、学校の施設管理及び財産管理が適切になされているかを確認する

ため、令和３年９月３日に新香山中学校、奥殿小学校及び大樹寺小学校の現場視察を予定し

ていたが、新型コロナウイルス感染症の拡大により、愛知県に８月 27 日から緊急事態宣言 
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が発令されることとなった。そのため、小中学校の実情を踏まえて同日予定していた監査委

員監査は今年度中止せざるを得ない状況となり、当監査においても現場視察を中止せざるを

得ず、代替手続きとして、小中学校から教育委員会に提出された資料の確認を実施した。 

 

８ 包括外部監査人補助者 

岩 田  香 織 （ 公 認 会 計 士 ） 

吉 田 由美子 （ 公 認 会 計 士 ） 

鈴 木  徹 也 （ 公 認 会 計 士 ） 

大 野 由美子 （ 公 認 会 計 士 ） 

田 中 愛子 （ 公 認 会 計 士 ） 

宮 崎  翼 （ 公 認 会 計 士 ） 

城 野  沙 織 （ 公 認 会 計 士 ） 

大 竹  理 子 （会計士試験合格者） 

加 藤 優美子  

 

９ 利害関係 

包括外部監査人及び補助者は、いずれも監査の対象とした事件について地方自治法第 252 条

の 29 の規定により記載すべき利害関係はない。 

 

 

【本報告書の記載内容に関する留意事項】 

報告書中の表の数値は、端数未満の金額は切り捨て、比率は四捨五入している。 

したがって端数処理の関係上、合計とその内訳が一致しない場合がある。 

 

外部監査を通じて発見した、指摘すべき事項、意見を付すべき事項について、 

それぞれ、【指摘】、【意見】として記述した。それぞれの内容は以下のとおりである。 

【指摘】 「法令や規則等に違反している事項、不当な事項等」 

【意見】 「自治体運営の経済性・効率性・有効性、公平性、正確性を踏まえた結果、 

改善することが望まれる事項」 

 

本報告書に記載されている情報は、監査時点のものであり、公開情報、市から提出を 

受けた資料のほか、その内容に関する質問を基礎として試算している。 

入手した資料や情報自体の妥当性・正確性までは包括外部監査人は十分に検証できて 

おらず、また、本報告書における税収概算額の試算は、多様なものがありうる中での 

一つを採用したに過ぎず、今後の状況等により、影響額が異なる可能性がある。 
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第２ 包括外部監査対象の概要 

１ 岡崎市教育委員会の概要 

（１） 教育委員会制度の概要 

教育委員会は、地方自治法第 180 条の５の定めにより、都道府県及び市町村等に置かれる

合議制の執行機関であり、生涯学習、教育、文化、スポーツ等の幅広い施策を展開する。 

 

【教育委員会制度の意義】 

① 政治的中立性の確保 

◎個人の精神的な価値の形成を目指して行われる教育においては、その内容は、中立

公正であることは極めて重要。 

このため、教育行政の執行に当たっても、個人的な価値判断や特定の党派的影響力か

ら中立性を確保することが必要。 

② 継続性、安定性の確保 

◎教育は、子どもの健全な成長発達のため、学習期間を通じて一貫した方針の下、安定

的に行われることが必要。 

また、教育は、結果が出るまで時間がかかり、その結果も把握しにくい特性から、学校

運営の方針変更などの改革・改善は漸進的なものであることが必要。 

③ 地域住民の意向の反映 

◎教育は、地域住民にとって身近で関心の高い行政分野であり、専門家のみが担うの

ではなく、広く地域住民の意向を踏まえて行われることが必要。 

 

【教育委員会制度の特性】 

① 首長からの独立性 

◎行政委員会の一つとして、独立した機関を置き、教育行政を担当させることにより、

首長への権限の集中を防止し、中立的・専門的な行政運営を担保。 

② 合議制 

◎多様な属性を持った複数の委員による合議により、様々な意見や立場を集約した中

立的な意思決定を行う。 

③ 住民による意思決定（レイマンコントロール） 

◎住民が専門的な行政官で構成される事務局を指揮監督する、いわゆるレイマンコン

トロールの仕組みにより、専門家の判断のみによらない、広く地域住民の意向を反映し

た教育行政を実現。 

 

【教育委員会制度の仕組み】 

○教育委員会は、地域の学校教育、社会教育、文化、スポーツ等に関する事務を担当す

る機関として、全ての都道府県及び市町村等に設置。 

○首長から独立した行政委員会としての位置付け。 
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○教育委員会は、教育行政における重要事項や基本方針を決定し、それに基づいて教

育長が具体の事務を執行。 

○月 1～2回の定例会のほか、臨時会や非公式の協議会を開催。 

○教育長及び教育委員は、地方公共団体の長が議会の同意を得て任命。 

任期は教育長は 3年、教育委員は 4 年で、再任可。 

（出典：文部科学省ホームページ） 
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（２）岡崎市教育委員会 

 行政組織図 

（職員の数） 令和２年４月１日現在 

 教育長 １人 

事務局 80 人 

教育機関 67 人 

 148 人 

（派遣指導主事を含む） 

（岡崎市学校給食協会への派遣職員、 

再任用職員（短時間勤務）、 

会計年度任用職員等は除く） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 総務課は令和３年４月１日より教育政策課（総務政策係・GIGA スクール戦略係・給食

施策係）となっている。 

（出典：令和２年度教育要覧） 
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 職員配置状況 

 令和２年４月１日職員の配置状況は【図表２－１－１】のとおりである。 

 

【図表２－１－１】職員の配置状況 

（単位：人） 

区  分 

行 政 職 員 
技能業務 

職員 
合 計 

部長等 課長等 
事務職員 

技術職員 
専門主事 

事 務 局 ２     ２ 

総 務 課  １ 14 ２ ２ 19 

施 設 課  １ 12  10 23 

学校指導課  １ ６ 16  23 

社会教育課  １ 11  １ 13 

小・中学校     53 53 

学校給食センター  １ ２   ３ 

総合学習センター  1 ２   ３ 

教育相談センター  １  １  ２ 

少年自然の家   １  ２ ３ 

視聴覚ライブラリー   １ １ １ ３ 

合計 ２ ７ 49 20 69 147 

※ 教育長を除く 

（出典：令和２年度教育要覧） 

 

 職務分掌 

本監査において対象とした事務局及び主な教育機関の事務分掌は【図表２－１－２】及び

【図表２－１－３】のとおりである。 

 

【図表２－１－２】事務局の事務分掌 

課名

等 

事  務  分  掌 

総務

課 

※ 

1. 事務局内の総合調整に関すること。 

2. 教育委員会の会議の庶務を処理すること。 

3. 教育委員会規則その他公表を要する規程を公布すること。 

4. 組織を計画すること。 

5. 文書を収受し、発送し、及び完結文書を整理保存すること。 



 

8 

 

 

課名

等 

事  務  分  掌 

6. 公印を管守すること。 

7. 職員の任免、分限、懲戒及び表彰をすること。 

8. 職員の給与、勤務時間その他の勤務条件を決定すること。 

9. 公務災害補償の事務を処理すること。 

10. 奨学資金に関する事務を処理すること。 

11. 教育行政に関する相談に関すること。 

12. 学校（市立の小学校及び中学校をいう。以下同じ。）の施設の設置、変更及び廃止の手続を

すること。 

13. 学校災害に係る補償等の事務を処理すること。 

14. 西三河地方教育事務協議会と連絡すること。 

15. 岡崎市いじめ問題対策委員会の庶務を処理すること。 

16. 予算を見積ること。 

17. 予算の執行計画その他予算の執行管理をすること。 

18. 学校の情報システムに関する企画及び調達をすること。 

19. 教育ネットワークの管理及び運用をすること。 

20. 学校の情報セキュリティに関すること。 

21. 学校給食について指導し、及び助言を与えること。 

22. 学校給食センターの整備を計画すること。 

23. 岡崎市学校給食センター運営委員会の庶務を処理すること。 

24. 学校給食センターと連絡すること。 

25. 他の課の所管に属さない事務を処理すること。 
 

施設

課 

1. 学校その他教育機関の施設の用に供する土地の取得に関すること。 

2. 学校の施設の保守管理及び修繕に関すること。 

3. 学校の用に供する教育財産(運動場の夜間照明設備を除く。)の目的外使用を許可するこ

と。 

4. 学校の施設及び設備の整備を計画し、及び工事を施行すること。 

5. 学校の施設及び設備に関する国庫補助金及び県費補助金に関する事務を処理すること。 

6. 教育機関の施設の整備等に関する技術的調整をすること。 
 

学校 

指導

課 

1. 学校教育について指導し、及び助言を与えること。 

2. 学校事務及びその共同実施について指導し、及び助言を与えること。 

3. 県費負担教職員の人事及び給与について内申すること。 

4. 県費負担教職員の服務を監督し、及び勤務成績の評定に係る事務を処理すること。 

5. 教科書その他教材の取扱いに関する事務を処理すること。 

6. 岡崎市いじめ問題対策連絡協議会の庶務を処理すること。 

7. 学齢生徒及び学齢児童の就学並びに生徒及び児童の入学、転学及び退学の手続をするこ

と。 

8. 通学区域を設定し、廃止し、及び変更すること。 
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課名

等 

事  務  分  掌 

9. 就学援助に係る事務を処理すること。 

10. 学校保健について指導し、及び助言を与えること。 

11. 学校の環境衛生に関する事務を処理すること。 

12. 岡崎市立学校衛生委員会の庶務を処理すること。 

13. 就学児童の健康診断に係る事務を処理すること。 

14. 学校医等に関すること。 

15. 独立行政法人日本スポーツ振興センターに係る事務を処理すること。 

16. 学校、岡崎市総合学習センター、岡崎市少年自然の家及び岡崎市教育相談センターと連絡

すること。 
 

社会 

教育

課 

1. 社会教育に関する事業を計画し、及び実施すること。 

2. 社会教育に係る指導者を養成すること。 

3. 青少年に関する事務を処理すること。 

4. 文化財の保護及び活用に関すること。 

5. 文化財の調査及び研究に関すること。 

6. 文化財に関する講習会、講演会その他の催しを主催すること。 

7. 岡崎市視聴覚ライブラリー、岡崎少年愛護センター及び岡崎市旧本多忠次邸と連絡するこ

と。 

8. 岡崎市社会教育審議会、岡崎市少年愛護センター運営委員会、岡崎市文化財保護審議会、

岡崎市文化財保存活用地域計画協議会及び岡崎城跡整備委員会の庶務を処理すること。 
 

※ 総務課は令和３年４月１日より教育政策課となっている。 

（出典：令和２年度教育要覧） 

 

【図表２－１－３】主な教育機関の事務分掌 

課 名 等 事  務  分  掌 

学校給食センター 

1. 小学校及び中学校の児童及び生徒に対し学校給食を実施する事業を行

う。 

2. 岡崎市立幼保連携型認定こども園条例(平成 28 年岡崎市条例第 46 号)第

３条に規定するこども園の幼児等に対し、給食を実施する事業を行うこ

とができる。 

総合学習センター 

1. 教育に関する専門的及び技術的な事項の調査研究を行うこと。 

2. 教育関係職員の研修を実施すること。 

3. 教育に関する情報及び資料の収集及び提供に関すること。 

4. 地域住民等の生涯学習活動のために施設を利用に供すること。 

5. 前各号に掲げるもののほか、総合学習センターの事業として教育委員会

が適当と認めるものを実施すること。 

少年自然の家 
1. 少年の自然探究その他自然に親しむ諸活動の指導及び助言をすること。 

2. 少年の集団生活及び集団活動の訓練及び助言をすること。 
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課 名 等 事  務  分  掌 

3. 少年団体の指導者の養成及びその資質の向上のため、講習会、研究会等

を開催すること。 

4. 前各号に掲げるもののほか、少年自然の家の設置の目的を達成すること。 

教育相談センター 

1. 教育相談を行うこと。 

2. 教育相談に関する調査及び研究並びに情報の収集及び提供を行うこと。 

3. 不登校の児童及び生徒に対する適応指導教室を実施すること。 

視聴覚ライブラリー 

1. 視聴覚教育に関する器材及び資料を収集し、及び利用に供すること。 

2. 視聴覚教育に関する講習会、研究会等を開催すること。 

3. 視聴覚教育の向上及び普及に関し指導すること。 

4. 前３号に掲げるもののほか、視聴覚ライブラリーの設置の目的を達成す

ること。 

旧本多忠次邸 

1. 旧本多忠次邸に関する資料を展示すること。 

2. 文化財を通じた歴史及び文化に関する展覧会、講演会、講習会、研究会

等を開催すること。 

3. 文化財を通じた歴史及び文化に関する資料の展示のために施設を利用に

供すること。 

4. 前３号に掲げるもののほか、旧本多忠次邸の事業として教育委員会が適

当と認める事業を実施すること。 

（出典：令和２年度教育要覧） 

 

市長が教育委員会の職員に補助執行させる事務は、【図表２－１－４】のとおりである。 

 

【図表２－１－４】市長が教育委員会の職員に補助執行させる事務 

補助執行させる職員 補助執行させる事務 

教育委員会の事務を

補助する職員及び教

育委員会の管理に属

する機関の職員 

1. 教育委員会の所掌に係る事項に関する予算の見積りをすること。 

2. 教育委員会の所掌に係る事項に関する予算の執行計画、流用、充用、

繰越しその他予算の執行管理をすること。 

3. 教育委員会の所掌に係る事項に関する歳入の徴収、減免及び還付をす

ること。 

4. 教育委員会の所掌に係る事項に関する支出負担行為の手続をするこ

と。 

5. 教育委員会の所掌に係る事項に関して岡崎市決裁規程(昭和 56 年岡崎

市訓第 9 号)に定めるところにより調定並びに支出負担行為及びこれ

に伴う支出命令をすること。 

6. 岡崎市奨学資金条例(平成 13 年岡崎市条例第 43号)を実施すること。 

7. 教育委員会の所掌に係る事項に関する教育財産の取得(移築、改築、移

設、改設、修繕及び模様替えを含む。)の手続をすること。 
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教育委員会が市長部局の職員に補助執行させる事務は、【図表２－１－５】のとおりであ

る。 

 

【図表２－１－５】教育委員会が市長部局の職員に補助執行させる事務 

補助執行させる職員 補助執行させる事務 

市民生活部の市民課

及び支所の職員 

学齢児童又は学齢生徒の保護者に対し、就学すべき小学校又は中学校を指

定すること。 

社会文化部（スポーツ

振興課及び国際課を

除く）の職員 

文化に関すること（文化財の保護に関することを除く。）。 

社会文化部のスポー

ツ振興課の職員 

1. スポーツに関すること（学校における体育に関することを除く。）。 

2. 学校体育施設のスポーツ開放事業に関すること。 

体育館の職員 体育館の管理及び運営に関すること。 

岡崎市立中央図書館

及び岡崎市立額田図

書館の職員 

1. 図書資料を収集し、保存し、閲覧させ、及び貸し出すこと。 

2. 資料展示等を企画し、及び運営すること。 

3. 地域図書室と連絡し、及び運営を支援すること。 

4. 図書館運営に関し必要な事項を処理すること。 

岡崎市美術博物館の

職員 

1. 施設を管理し、及び運営すること。 

2. 美術及び博物に関する作品その他の資料を収集し、保管し、及び利用

に供すること。 

3. 美術及び博物に関する作品その他の資料の調査研究を行うこと。 

4. 美術及び博物に関する作品その他の資料の展覧会、講習会、研究会等

を企画すること。 

5. 美術及び博物に関する作品その他の資料の収集及び寄託に関する事

務を処理すること。 

岡崎市美術館の職員 

1. 施設を管理し、及び運営すること。 

2. 美術に関する作品その他の資料を収集し、保管し、及び利用に供する

こと。 

3. 美術に関する作品その他の資料の調査研究を行うこと。 

4. 美術に関する展示会、講演会、講習会、研究会等を企画すること。 

（出典：令和２年度教育要覧） 

   

 市立学校の規模 

市立小学校の令和２年５月１日現在の児童数及び教職員数は【図表２－１－６】のとおり

である。  
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【図表２－１－６】市立小学校児童数及び職員数 

番号 校 名 
創立 

年月 
所在地 

児童数 県費負担職員 市費職員 

通常 

学級 

特別 

支援 

学級 

校長・教員 養護 事務 栄養 事務 校務 

１ 梅 園 M2.9 稲熊町四丁目 68 番地１ 771 21 33.5 1 2 0 0 1 

２ 根 石 M5.5 欠町字石ヶ崎１番地２ 705 20 33.5 1 1 1 0 1 

３ 男 川 M6.4 大平町字中道 17 番地 591 28 32.5 1 1 1 0 1 

４ 美 合 M26.1 岡町字南石原 30 番地 295 8 20.0 1 1 1 0 (1) 

５ 緑 丘 S50.4 美合町字沢渡 12 番地 635 6 30.5 1 1 0 0 (1) 

６ 羽 根 S10.5 羽根町字池脇 24 番地２ 712 15 34.0 1 1 0 0 1 

７ 岡 崎 M6.7 針崎町字フロ１番地 773 17 35.0 1 2 0 0 (1) 

８ 六 名 S11.4 六名三丁目２番地１ 974 16 38.0 
1 

1 

1 

1 
0 0 1 

９ 三 島 M6.3 明大寺町字池上１番地 441 10 23.0 1 1 0 0 1 

10 竜 美 丘 S51.4 竜美台一丁目１番地 800 29 42.0 2 2 0 0 
1 

1 

11 連 尺 M4.2 城北町４番地 417 11 22.5 1 2 0 0 1 

12 広 幡 M7.4 広幡町 11 番地１ 594 29 31.0 1 1 0 0 1 

13 井 田 S26.4 井田町字茨坪４番地３ 1145 23 44.0 2 2 0 0 2 

14 愛 宕 S31.4 伊賀町字愛宕山１番地 162 14 14.0 1 1 0 0 1 

15 福 岡 M6.9 福岡町字西市仲３番地 642 14 31.5 1 1 1 0 1 

16 竜 谷 M25. 竜泉寺町字松本 34番地４ 148 2 11.5 1 1 0 0 
 1 

1 

17 藤 川 M5. 藤川町字西町北 44番地 295 9 19.5 1 1 0 0 1 

18 山 中 M13.9 舞木町字天神越１番地 241 12 17.5 1 1 0 0 1 

19 本 宿 M25.10 本宿町字三本松入 14 番地１ 302 11 21.0 1 1 0 0 (1) 

20 生 平 M38.4 生平町字鶸場 25 番地１ 54 4 11.0 1 1 0 0 1 

21 秦 梨 M6. 秦梨町世土田２番地 51 2 11.0 1 1 0 0 (1) 

22 常 磐 南 M6.4 田口町字岩本 12 番地４ 179 3 13.0 1 1 0 0 1 

23 常 磐 東 M25.10 米河内町字惣作 32番地 47 0 9.0 1 1 0 0 1 

24 常 磐 M6.3 滝町字入ノ谷３番地４ 261 5 17.5 1 1 0 0 1 

25 恵 田 M7.4 恵田町字三月ヶ入 71 番地１ 46 1 10.0 1 1 0 0 1 

26 奥 殿 M5.9 奥殿町字仲西 73 番地２ 94 4 12.0 1 1 0 0 1 

27 細 川 M4. 細川町字石田 45 番地 843 27 38.5 
1 

1 
2 0 0 (1) 

28 岩 津 M6.2 岩津町字申堂 24 番地２ 610 22 29.0 1 1 1 0 1 

29 大 樹 寺 M6.12 鴨田町字広元 31 番地 600 22 32.0 1 1 1 0 1 

30 大 門 S51.4 大門四丁目４番地１ 790 15 34.5 1 2 0 0 1 

31 矢 作 東 T4.4 矢作町字切戸 28 番地 655 17 30.0 1 1 0 0 1 

32 矢 作 北 M6.7 橋目町字西遠山９番地２ 752 13 34.0 1 2 0 0 1 

33 矢 作 西 T13.3 宇頭町字長合 40 番地 333 10 21.0 1 1 1 0 (1) 

34 矢 作 南 M5.12 大和町字西島 13 番地 803 12 34.5 1 2 1 0 1 

35 六ツ美中部 M41.3 下青野町字井戸尻 71 番地 268 6 18.5 1 1 1 0 1 

36 六ツ美北部 M41.4 土井町字炭焼２番地 698 19 32.5 1 1 0 0 (1) 

37 六ツ美南部 M41.3 中島町字下井ノ上９番地１ 690 14 30.0 1 1 0 0 1 

38 城 南 S52.4 城南町一丁目 11 番地 453 30 27.5 1 1 0 0 (1) 

39 上 地 S58.4 上地三丁目 31 番地 735 23 34.5 1 2 0 0 (1) 

40 小 豆 坂 S59.4 戸崎町字藤狭 13 番地５ 611 10 29.0 1 1 0 0 1 

41 北 野 S60.4 北野町字山下１番地１ 556 9 28.0 1 1 0 0 1 

42 六ツ美西部 H9.4 赤渋町字道本 33 番地 733 12 34.5 1 1 0 0 (1) 

43 豊 富 M7.3 樫山町字西ノ沢３番地 214 3 12.0 1 1 0 0 (1) 

44 夏 山 M7.8 夏山町字細田７番地１ 19 0 7.0 1 1 0 0 (1) 

45 宮 崎 M6. 石原町字古城９番地 22 0 5.0 1 1 0 0 1 

46 形 埜 M6.9 桜形町字中嶋 13 番地 48 5 11.0 1 1 0 0 (1) 

47 下 山 M5.8 保久町字市場 16 番地 21 1 7.0 1 1 0 0 1 

合計（47 校） 21,829 584 1,148.0 
49.0 

2 

56.0 

2 
9 0 

22 

13 

(14) 
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※１ （）は会計年度任用職員数、□は再任用職員数である。 

※２ 県費負担職員の短時間勤務再任用を 0.5 人と計算している。 

（出典：令和２年度教育要覧） 

 

市立中学校の令和２年５月１日現在の生徒数及び教職員数は【図表２－１－７】のとおり

である。 

 

【図表２－１－７】市立中学校生徒数及び職員数 

番号 校 名 
創立 

年月 
所  在  地 

生 徒 数（人） 県費負担職員 市費職員 

通常学級 
特別支援 

学級 
校長・教員 養護 事務 栄養 事務 校務 寮監等 

１ 甲 山 S22.4 中町字北野東 20 番地１ 786 17 44.5 
1 

1 
2 0 0 2 0 

２ 美 川 S22.4 丸山町字ハサマ４番地１ 542 13 32.0 1 1 0 (1) 1 0 

３ 南 S22.4 戸崎町字野畔８番地１ 378 3 26.5 1 1 0 0 1 0 

４ 竜 海 S22.4 明大寺町字栗林 48番地１ 955 16 56.0 2 2 0 0 1 0 

５ 葵 S22.4 伊賀新町 31 番地１ 713 11 40.0 1 2 0 0 1 0 

６ 城 北 S36.4 城北町３番地１ 453 13 26.5 1 1 0 (1) 1 0 

７ 福 岡 S22.4 福岡町字井杭３番地 445 10 26.5 1 1 0 0 1 0 

８ 東 海 S22.4 山綱町字中柴 51 番地 438 3 28.0 1 1 1 (1) 1 0 

９ 河 合 S22.4 茅原沢町字上平７番地 59 1 10.0 1 1 0 0 1 0 

10 常 磐 S22.4 滝町字山籠 109 番地 221 5 18.0 1 1 0 0 1 0 

11 岩 津 S22.4 東蔵前二丁目 36 番地 366 9 24.5 1 1 1 0 1 0 

12 矢 作 S22.4 暮戸町字蓮代 18 番地 680 16 42.0 1 2 1 0 1 0 

13 六 ツ 美 S22.4 下青野町字井戸尻 72 番地 543 12 30.0 1 1 0 (1) 1 0 

14 矢 作 北 S56.4 東大友町字筆屋 43番地１ 842 16 48.0 2 2 0 0 1 0 

15 新 香 山 S59.4 桑原町字大沢 20 番地 86 464 9 26.5 1 1 0 0 1 0 

16 竜 南 S61.4 緑丘二丁目 17 番地 492 13 32.0 1 1 0 (1) 1 0 

17 北 S63.4 上里一丁目 10 番地 636 10 37.0 1 1 0 (1) 1 0 

18 六ツ美北 H4.4 井内町字六反２番地 759 15 44.0 1 2 0 (1) 1 0 

19 額 田 S47.4 樫山町字原新田 88番地 193 3 19.0 1 1 0 0 1 

1 

1 

(6) 

20 翔 南 H25.4 針崎町字春咲１番地２ 597 14 36.0 1 1 0 (1) 1 0 

合計(20 校) 10,562 209 647.0 
21.0 

2 
26.0 3 (8) 

17 

5 

1 

1 

(6) 

※１ （）は会計年度任用職員数、□は再任用職員数である。 

※２ 県費負担職員の短時間勤務再任用を 0.5 人と計算している。 

（出典：令和２年度教育要覧） 

 

児童生徒数を、人数規模別に集計したところ、【図表２－１－８】及び【図表２－１－９】

のとおりであり、市立小中学校の人数規模は様々である。 
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【図表２－１－８】人数規模別小学校数（全 47校） 

（単位：校） 

 

（出典：令和２年度教育要覧より監査人作成） 

 

【図表２－１－９】人数規模別中学校数（全 20校） 

（単位：校） 

 

（出典：令和２年度教育要覧より監査人作成） 
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市は平成 25 年に、市立の小中学校の適正規模及び適正配置並びにこれらに関連する事項を

調査検討する学校適正規模検討委員会を立ち上げており、同委員会は、平成 27 年３月に「岡

崎市学校適正規模に関する提言」を公表している。 

 

岡崎市学校適正規模に関する提言 

７ 適正化に向けた提言 

（１）大規模校・過大規模校 

今後の児童生徒数の推移等の動向を注視しながら、隣接の学校との通学区域の変更、学区

選択制の導入等によって、学校の適正規模を検討することも適切であると考えます。このう

ち、通学区域の変更等が困難な場合には、教室の改修、仮設教室の建設も選択肢として考えら

れますが、アンケートにおいて「問題が生じた場合、教師が気づかないことも生じてしまう」、

「細かい指導が行き届きにくい」といったデメリットの意見も寄せられており、単に施設を

増設するハード面の充足だけでなく、教員配置、少人数指導などのソフト面の配慮が重要で

あり、校内での情報共有、学校間の連携といった環境整備を図る必要があります。 

  

（２）小規模校・過小規模校 

今後の児童生徒数の推移等の動向を注視し、隣接の学校との通学区域の変更等によって、

学校の適正規模に努めることが適切であると考えます。しかしながら「先生の目が届きやす

く、きめ細かい指導がしやすい」、「個々の活動の場が増え、責任感が育つ」といったメリット

の意見も寄せられており、適正規模の水準を下回る規模であることをもって直ちに通学区域

の変更等を導入するのではなく、まず児童生徒の教育環境をソフト面で改善できないかを十

分に検討することが重要です。例えば、学校同士の交流活動や学校と地域との交流を行うこ

とで、適正規模の学校に相応する集団の中で多様な考え方に触れる機会、学びあいの機会、切

磋琢磨する機会を提供することができ、こうした環境整備を先行させることが適切であると

考えます。 
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 教育費の推移 

教育総務費・小学校費・中学校費・学校教育費・社会教育費・保健体育費の主な費用の過去

５年間の決算額の推移は【図表２－１－10】のとおりである。 

 

【図表２－１－10】教育費の推移                     （単位：千円) 
  平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 令和元年度 令和２年度 

1 

 

 

 

教 育 総 務 費 1,685,741 1,727,046 1,732,988 2,121,915 2,730,459 

１ 教 育 委 員 会 費 2,920 2,894 3,228 3,172 3,479 

２ 事 務 局 費 866,768 912,437 948,110 932,579 990,054 

３私立学校振興費 816,052 811,714 781,649 1,186,162 1,736,925 

2 

 

 

 

小 学 校 費 2,476,844 2,544,472 3,419,013 5,302,685 2,867,189 

１ 学 校 管 理 費 1,807,733 2,025,388 2,847,638 4,981,794 2,537,729 

２ 教 育 振 興 費 175,366 182,510 192,107 186,023 164,033 

３ 学 校 建 設 費 493,745 336,573 379,267 134,868 165,426 

3 

 

 

 

 

中 学 校 費 1,551,105 1,432,275 1,203,334 2,411,064 1,278,798 

１ 学 校 管 理 費 1,221,145 1,222,365 988,560 2,201,426 1,087,661 

２ 教 育 振 興 費 143,219 151,372 148,769 152,397 132,079 

３ 寄 宿 舎 管 理 費 58,280 58,538 57,275 57,240 59,058 

４ 学 校 建 設 費 128,459 0 8,728 0 0 

4 

 

 

 

 

 

 

学 校 教 育 費 3,609,898 3,576,725 3,700,371 3,884,348 6,493,504 

１ 指 導 研 修 費 382,711 408,192 462,816 637,632 2,676,100 

２ 学 校 保 健 費 220,237 214,109 215,413 213,575 212,945 

３ 学 校 体 育 費 42,444 47,880 48,282 43,466 19,773 

４学校給食センター 2,664,551 2,691,322 2,756,766 2,768,735 2,685,141 

５ 教 育 研 究 費 196,087 215,220 217,092 220,938 899,543 

６学校給食センター建設費 103,866 0 0 0 0 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

社 会 教 育 費 2,291,715 2,121,547 2,390,699 2,124,080 2,127,885 

1 社会教育総務費 21,736 18,784 19,220 18,068 17,401 

2 青 少 年 費 18,881 17,177 17,560 17,240 16,069 

3 少年愛護センター 7,596 8,740 7,790 7,476 6,540 

4 文 化 振 興 費 157,768 28,058 27,976 32,723 28,359 

5  文 化 財 保 護 費 103,498 155,713 145,254 162,228 215,896 

6 図 書 館 費 467,947 502,525 473,326 485,908 495,588 

7 美 術 館 費 271,838 54,058 56,525 60,996 62,374 

8  美 術 博 物 館 費 322,294 332,998 343,999 340,410 329,952 

9 視聴覚ライブラリー 41,646 45,815 51,678 50,519 48,752 

10 市民センター費 188,778 185,077 213,788 167,877 162,337 

11 少年自然の家費 61,416 109,418 110,970 62,998 46,882 

12 地域文化広場費 171,575 179,165 426,659 185,354 197,229 

13 六 名 会 館 費 1,487 1,604 0 0 0 

14 図書館交流プラザ 455,250 482,408 495,946 532,278 500,500 

6 

 

 

 

保 健 体 育 費 338,658 593,451 478,352 858,648 2,832,017 

１ 社 会 体 育 費 270,103 311,395 401,207 749,830 2,744,620 

２ 体 育 館 費 56,525 189,566 48,368 48,492 51,533 

３ 地 区 体 育 館 費 12,029 92,489 28,776 60,325 35,864 

合計 11,953,963 11,995,519 12,924,760 16,702,743 18,329,855 

（出典：教育費歳出決算推移） 
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２ 岡崎市学校教育等推進計画（2021～2025） 

 岡崎市学校教育等推進計画（2021～2025） 

 計画策定の趣旨 

近未来の社会は、少子高齢化や国際化がさらに進展し、人工知能(AI)やビッグデー夕の

活用等の技術革新に伴う超スマート社会(Society5.0)が到来すると言われている。子ども

たちが目まぐるしく変化する社会をたくましく生き抜いていくためには、自ら学び考え行

動し、個性と創造力が豊かで、人間性と思いやりの心にあふれる知・徳・体の調和がとれた

人間形成が求められる。とりわけ学校教育は、人間形成をする上で、子どもの可能性を大き

く広げ、未来を拓く重要な鍵となる。 

岡崎市教育委員会は、次代を生きる子どもたちに必要な資質・能力として、自ら考え判断

する力、仲間と協力し実行する力、多様性を理解し、互いを尊重し合って共に生きる力、新

たな価値を創造する力が重要だと考える。これらを体現できる資質・能力を育成するキー

ワードが「自立」「共生」「創造」である。 

これまで、「子どもの幸せを強く願う思い」と「人間形成への情熱」を基に、社会に必要

とされる資質・能力を見極め、子どもを中心に据えた教育活動を展開してきた。それは、豊

かな知の育成、体力の向上や道徳性の涵養、理科教育、英語教育等、先進的で、時代を経て

も色あせないものである。 

教育に真摯に向き合う姿勢は、これからも変わることはない。しかし、近年の急激な社会

変化の中で、社会が求める人物像はより多様化している。こうした状況の中で、学校教育で

は、基礎的・基本的な内容を重視しつつ、教科・領域の本質に迫る学習活動を通して、子ど

もたちに学ぶことの意味を実感させることが重要である。 

また、特別な支援を必要としている子どもを含め、多様な特性をもつ子どもたち一人ひ

とりに個別最適な学びを保障し、子どもの資質・能力をより的確に育成できる教育を実現

することが必要である。さらに、ふるさとを愛する心を醸成することや、学校や地域の実態

に応じて、創意工夫を凝らした特色ある教育課程を編成することで、子どもたちに確かな

知性と豊かな感性を育んでいく。そして、子どもが喜んで通うことができる、安心、安全で

あり、持続発展可能な教育が実現できる教育環境をつくることで、子どもの学びを保障し

ていく。 

こうした子どもの学びを支えるためには、教職員がゆとりをもって生き生きと働く中で、

自らを高めていくことが大切である。そのためにも教職員の働き方改革も進めていくこと

が大切である。 

岡崎の子どもたちが、予測できない社会変化に主体的に向き合い、未来を拓き、豊かに生

きていく力を育んでいけるよう、社会の急激な変化に対応した学校教育を、地域社会・家庭

と連携・協働しながら推進していく。 
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 計画の位置付け 

教育基本法第 17条第２項により地方公共団体は、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に努めることとされている。 

平成 15 年度、市は、「21 世紀教育ビジョン」とその実現に向けて取り組むべき施策を体

系化した「21 世紀教育ビジョン推進計画」を策定した。 

平成 28 年度、教育分野の政策を総合的かつ計画的に推進するため、「21 世紀教育ビジョ

ン」と「21 世紀教育ビジョン推進計画」を一本化した「岡崎市教育ビジョン」を策定した。 

平成 30 年度、国は新たな教育振興基本計画（第３期）を策定した。これを受けて、これ

までの計画の理念を引き継ぎつつ、国の教育振興基本計画の理念や考え方を踏まえ、岡崎

市学校教育等推進計画（以下、「学校教育等推進計画」という。）を策定することとした。 

本計画は、市総合計画の教育分野のうち学校教育、社会教育に関して、今後の方針とその

実現のために必要な施策を明らかにするものとして位置付けられる。 また、生涯学習推進

計画、スポーツ推進計画、文化振興推進計画、文化財保存活用地域計画とともに、教育基本

法第 17 条第２項に基づき策定する市の教育振興基本計画として位置付けられる５つの計

画のうちの一つとされる。 

 

【図表２－２－１】学校教育等推進計画の位置づけ 

 

（出典：学校教育等推進計画） 
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 計画の期間 

令和３年度から令和７年度までの５年間とする。 

 

 計画策定にあたり考慮すべき事項 

(ア) 国の教育振興基本計画の概要 

教育振興基本計画は、平成 18 年に改正された教育基本法第 17 条第１項に基づき、教

育基本法の理念の実現と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

に、基本的な方針や講ずべき施策等について、政府が定める計画である。 

計画期間は、概ね５年間とされており、第１期計画は平成 20 年に、第２期計画は平成

25 年に策定された。これに引き続き、平成 30 年度から５年間を計画期間とする第３期の

教育振興基本計画が策定された。 

第３期計画は、２部構成となっており、第１部は総論として「我が国における今後の教

育政策の方向性」が、第２部は各論として「今後５年間の教育政策の目標と施策群」がそ

れぞれ掲載されている。 

第１部は、「Ⅰ.教育の普遍的な使命」、「Ⅱ.教育をめぐる現状と課題」、「Ⅲ. 2030 年以

降の社会を展望した教育政策の重点事項」、「Ⅳ.今後の教育政策に関する基本的な方針」、

「Ⅴ.今後の教育政策の遂行に当たって特に留意すべき視点」で構成されている。 

「Ⅰ.教育の普遍的な使命」では、平成 18年 12 月に全面改正された教育基本法に規定

する教育の理念、目的、目標を踏まえ「教育立国」の実現に向けて更なる取組を進めてい

くことが必要とされている。 

「Ⅱ.教育をめぐる現状と課題」では、これまでの取組の成果として、初等中等教育段

階における世界トップレベルの学力の維持、学力の底上げ、学校と地域との組織的な連

携・協働、学校施設の耐震化の進展等が挙げられている。 

また、社会の現状や 2030 年以降の変化等を踏まえ、取り組むべき課題として、人口減

少・高齢化の進展、急速な技術革新、グローバル化の進展と国際的な地位の低下、子ども

の貧困など社会経済的な課題、地域間格差など地域の課題等といった社会状況の変化、

子どもや若者をめぐる課題、地域コミュニティの弱体化、家庭の状況変化、教師の負担等

といった教育をめぐる状況変化について指摘されている。 

「Ⅲ. 2030 年以降の社会を展望した教育政策の重点事項」では、第３期計画において、

まず社会の大きな変化を受け止め、また、持続可能な開発目標を始めとして社会の持続

的な成長・発展を目標とする国際的な政策動向も踏まえ、第２期計画で掲げた「自立」

「協働」「創造」の３つの方向性を実現するための生涯学習社会の構築を目指すという理

念を引き続き継承している。そして、超スマート社会(Society5.0)や人生 100 年時代の

到来に向け、教育を通じて生涯にわたる一人ひとりの「可能性」と「チャンス」を最大化
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することを今後の教育政策の中心に据えて取り組むこととしている。 

「Ⅳ.今後の教育政策に関する基本的な方針」では、第３期計画においては、生涯にわ

たる「可能性」と「チャンス」の最大化に向けた視点と、教育政策を推進するための基盤

に着目し、次の５つの方針によりその取組を整理している。 

 

１ 夢と志をもち、可能性に挑戦するために必要となる力を育成する 

２ 社会の持続的な発展を牽引するための多様な力を育成する 

３ 生涯学び、活躍できる環境を整える 

４ 誰もが社会の担い手となるための学びのセーフティネットを構築する 

５ 教育政策推進のための基盤を整備する 

 

「Ⅴ.今後の教育政策の遂行に当たって特に留意すべき視点」では、客観的な根拠を重

視した教育政策の推進として、教育政策において PDCA サイクルを確立し、それを十分に

機能させていくことが必要であるとしている。 

また、教育投資の在り方（第２期計画期間における教育投資の方向）では、人材への投

資の抜本的な拡充を行うため、「新しい経済パッケージ」等を着実に実施し、教育費負担

を軽減することや、各教育段階における教育の質の向上のための教育投資の確保が必要

であるとしている。 

さらに、新時代の到来を見据えた次世代の教育の創造では、超スマート社会

(Society5.0）の実現など、社会構造の急速な変革が見込まれる中、次世代の学校の在り

方など、未来志向の研究開発を不断に推進することや人口減少・高齢化などの地域課題

の解決に向け、「持続可能な社会教育システム」の構築に向けた新たな政策を展開するこ

とを示している。 

第２部では、第１部で示された５つの基本的な方針の実現に向けて、それぞれの方針

ごとに平成 30 年度からの５年間を対象とした、教育政策の目標、目標の進埗状況を把握

するための測定指標及び参考指標、目標を実現するために必要となる施策群について整

理されている。 

地方公共団体は、教育基本法第17条第２項において政府の教育振興基本計画を参酌し、

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とされている。 

今後、各地方公共団体においては、第３期計画において整理された教育政策の目標、測

定指標、参考指標、施策群や PDCA サイクルの進め方等を踏まえ、教育の振興のための施

策に関する計画の策定について、未策定である場合にはその策定に、策定済みである場

合はこれを機にその見直しに努めるなどの対応が求められている。 
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【図表２－２－２】基本的な方針と教育政策の目標 

基本的な方針 教育政策の目標 

１ 夢と志を持ち、可

能性に挑戦するため

に必要となる力を育

成する 

(1) 確かな学力の育成＜主として初等中等教育段階＞ 

(2) 豊かな心の育成＜主として初等中等教育段階＞ 

(3) 健やかな体の育成＜主として初等中等教育段階＞ 

(4) 問題発見・解決能力の修得＜主として高等教育段階＞ 

(5) 社会的・職業的自立に向けた能力・態度の育成＜生涯の各段階＞ 

(6) 家庭・地域の教育力の向上、学校との連携・協働の推進 

２ 社会の持続的な

発展を牽引するため

の多様な力を育成す

る 

(7) グローバルに活躍する人材の育成 

(8) 大学院教育の改革等を通じたイノベーションを牽引する人材の育

成 

(9) スポーツ・文化等多様な分野の人材の育成 

３ 生涯学び、活躍で

きる環境を整える 

(10) 人生 100 年時代を見据えた生涯学習の推進 

(11) 人々の暮らしの向上と社会の持続的発展のための学びの推進 

(12) 職業に必要な知識やスキルを生涯を通じて身に付けるための社会

人の学び直しの推進 

(13) 障がい者の生涯学習の推進 

４ 誰もが社会の担

い手となるための学

びのセーフティネッ

トを構築する 

(14) 家庭の経済状況や地理的条件への対応 

(15) 多様なニーズに対応した教育機会の提供 

５ 教育政策推進の

ための基盤を整備す

る 

(16) 新しい時代の教育に向けた持続可能な学校指導体制の整備等 

(17) ＩＣＴ利活用のための基盤の整備 

(18) 安全・安心で質の高い教育研究環境の整備 

(19) 児童生徒等の安全の確保 

(20) 教育研究の基盤強化に向けた高等教育のシステム改革 

(21) 日本型教育の海外展開と我が国の教育の国際化 

 

(イ) 新学習指導要領の概要 

近年、グローバル化や、スマートフォンの普及、ビッグデータや人工知能（AI）の活用

などによる技術革新が進んでいる。10 年前では考えられなかったような激しい変化が起

きており、今後も、社会の変化はさらに進むと思われる。 

このように社会の変化が激しく、未来の予測が困難な時代の中で、子どもたちには、変

化を前向きに受け止め、社会や人生を、人間ならではの感性を働かせてより豊かなもの

にしていくことが期待される。 

子どもたちが学校で学ぶことは、社会と切り離されたものではない。社会の変化を見

据えて、子どもたちがこれから生きていくために必要な資質・能力を踏まえて今回、第７

次の学習指導要領が改訂された。 

新しい学習指導要領では、教育課程全体や各教科などの学びを通じて「何ができるよ

うになるのか」という観点から、「知識及び技能」「思考力・判断力・表現力等」「学びに
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向かう力、人間性等」の３つの柱からなる「資質・能力」を総合的にバランスよく育んで

いくことを目指している。 

「知識及び技能」は、個別の事実的な知識のみでなく、習得した個別の知識を既存の知

識と関連付けて深く理解し、社会の中で生きて働く知識となるものも含む。そして、その

「知識及び技能」をどう使うかという、未知の状況にも対応できる「思考力、判断力、表

現力等」、学んだことを社会や人生に生かそうとする「学びに向かう力、人間性等」を含

めた「資質・能力」の３つの柱を、一体的に育成することを目的としている。 

また、「何を学ぶか」だけでなく「どのように学ぶか」も重要視されており、主体的・

対話的で深い学び（アクティブ・ラーニング）の視点からの学習過程の改善が求められて

いる。 

これからの子どもたちは、グローバル化や情報化などによる社会の変化に対応し、ま

た、自分たちを取り巻く様々な社会の課題に向き合い、解決しようとする力が必要とな

る。 

そのような資質・能力を育むために、新たな学習指導要領では、次のような教育の充実

を図っている。 

小学校３・４年で「外国語活動」が、小学校５・６年で教科としての「外国語」が導入

される。「聞く」「読む」「話す」「書く」の力を総合的に育む。 

小学校では「プログラミング教育」が必修化される。コンピュータに意図した処理を行

わせるための論理的な思考力「プログラミング的思考」などを育む。また、中学校ではプ

ログラミングに関する内容の充実を図っていく。 

なお、学習指導要領は、法的拘束力をもつようになった昭和 33 年（1958 年）からはじ

まり、概ね 10年に１回のペースで改訂が行われてきた。これまでの変遷は【図表２－２

－３】のとおりである。 
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【図表２－２－３】学習指導要領改訂の変遷 

改訂時期 主な特徴 

第１次 昭和 33 年（1958 年） 〇教育課程の基準としての性格の明確化 

〇道徳の時間の新設 

〇系統的な学習を重視 

第２次 昭和 43 年（1968 年） 〇教育内容の現代化 

第３次 昭和 52 年（1977 年） 〇知・徳・体の調和のとれた児童生徒の育成 

〇ゆとりある充実した学校生活の実現 

〇各教科の指導内容の精選 

第４次 平成元年（1989 年） 〇自ら学ぶ意欲と自己教育力の育成 

〇個に応じた指導の推進 

〇小学１・２年生に「生活科」の新設 

第５次 平成 10 年（1998 年） 〇「生きる力」の育成 

〇「総合的な学習の時間」の新設 

第６次 平成 20 年（2008 年） 〇基礎的・基本的な知識・技能の習得 

〇思考力・判断力・表現力の育成 

〇言語活動の充実 

〇小学５・６年生に「外国語活動」の新設 

第７次 平成 29 年（2017 年） 〇目指す資質・能力を「知識及び技能」「思考力、判断力、

表現力等」「学びに向かう力、人間力等」の３つの柱に整理 

〇「主体的・対話的で深い学び」の実現に向けた授業改善 

〇小学５・６年で教科としての「外国語」の導入 

〇小学校における「プログラミング教育」の必修化 

 

令和２年度に小学校、令和３年度に中学校が完全実施となる。第７次学習指導要領改

訂の下、新たな学びへの挑戦を始める。 

 

 基本理念 

「未来を拓き 豊かに生きる力をもった子どもの育成」～自立・共生・創造を目指して～ 

 

 基本目標 

基本理念の実現に向け、次のとおり学校教育分野で５つ、社会教育分野で１つの基本目

標を定める。 

 

《学校教育分野》 

基本目標１ 未来を生きる資質•能力を育成する魅力ある教育を推進する 

変化の速度が増す未来の社会を柔軟に生き抜くために、授業や行事を中心とした教育

活動を通して、粘り強く課題の解決に取り組む力を育成する。また、個性を尊重し合い、

他者と共に生きるために必要な確かな知性と豊かな感性、健やかな体を育む教育を推進

する。 
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基本目標２ 子どもの多様性や特性を認め、可能性を伸ばす教育を推進する 

全ての子どもの可能性を伸ばすことができるよう、個の実態を把握し、子どもの特性

を尊重した教育を推進する。いじめや長期欠席への対策を始め、特別支援教育、外国人児

童生徒への適応支援、性的マイノリティ2とされる児童生徒への対応等、個別の必要性に

応じたきめ細やかな指導・支援を行う。 

 

基本目標３ 岡崎の人•もの•ことを生かした特色ある教育を推進する 

地域の偉人、文化、歴史などを教材としたり、地域の人材を活用したりして、地域性を

生かした教育活動を推進する。子どもたちが地域の人、もの、ことを知り、新たに地域の

魅力や価値を見出せるように地域の教育的資産を生かした特色ある教育活動を推進する。 

 

基本目標４ 教職員が生き生きと働くことができる働き方改革を推進する 

子どもたちの豊かな学びを実現するためには、教職員の資質・能力の向上が必須とな

る。教職員の働き方改革を進め、教師が自ら人間性や創造性、授業力を高めるとともに、

心身の健康を保ち、生き生きと教育活動を行うことができる体制を構築する。 

 

基本目標５ 持続発展可能な教育を実現する学校教育環境を整備する 

安全安心で先進的な教育環境は、学校教育の基盤となる。学校施設の計画的な改修や

長寿命化、新学校給食センターの建設などを進めるとともに、Society5.0 の到来を見据

えた「岡崎版 GIGA スクール構想」によるＩＣＴ環境の整備・充実を進め、多様な学び方

に対応できる環境を整える。 

 

《社会教育分野》 

基本目標６ 家庭、地域、学校との連携•協働を推進する 

子どもから大人へ成長し、家庭・地域・学校において生涯にわたり学び続けられるよ

う、家庭や地域の教育力を高めるための支援を行う。また、地域全体で子どもたちの成長

を支えていくため、学校と地域の連携・協働を推進する。 

 

 重点的に取り組む事項 

基本目標の実現に向けて、国・社会の動向や市の現状を踏まえ、様々な施策を展開してい

く。その中でも、特に今後５年間で重点的に取り組むべきことを、次のとおり重点事項とし

て位置付ける。 

  

 
2 性的マイノリティ：性的少数者の総称 
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《学校教育分野》 

(１) 学び方改革の推進 

一斉教授型授業からの脱却、個に応じた学習展開、アクティブ・ラーニングなど、学び方

の多様化が進み、様々な形態の教育が生まれている。技術革新に伴い、ものの見方・考え方

が変容していく中で、これからの時代を生きる子どもたちに必要な能力を習得させること

が求められている。 

【主な取組】 

・誰一人取り残さない個別最適化された学びの研究 

・新学習指導要領の着実な実施 

・子どもたちの共生の心を育む教育活動の推進 

 

(２) 子どもの可能性を伸ばす教育の推進 

少子高齢化の進行、国際化の進展、性の多様性など子どもたちを取り巻く環境は目まぐ

るしく変化している。それぞれの教育的ニーズを把握し、多様な社会に対応した、きめ細や

かな指導・支援を行うことが求められている。 

【主な取組】 

・きめ細やかな教育の実現に向けた環境整備 

・いじめ未然防止の徹底 

・校内フリースクールの拡充 

・外国人児童生徒への指導・支援の充実 

・生育環境に応じた適切な支援の充実 

 

(３) 教育の情報化の推進 

Society5.0 の到来を見据え、第３期教育振興基本計画では、情報活用能力の育成、ＩＣ

Ｔ利用の促進、校務の情報化等の方針が示されるとともに、「GIGA スクール構想の推進」事

業では、１人１台端末の整備と活用が国家戦略として推進されている。児童生徒が予測困

難な未来社会をたくましく生き抜き、自己実現を目指していくために「岡崎版 GIGA スクー

ル構想」に基づき、ＩＣＴを主体的に活用し、新たな価値を創造していく力が求められてい

る。 

【主な取組】 

・プログラミング学習の継続実施と改善 

・「岡崎版 GIGA スクール構想」の運用支援体制の確立 

・教育ネットワークの基盤整備と情報セキュリティの強靭化 

・次世代型髙速大容量ネットワーク整備に向けた実証研究 

 

(４) 教職員の働き方改革の推進と教職員の育成 

学校教育の充実、子どもたちの健全育成のためには教職員が心身ともに健康な状態で働

くことができる環境づくりが大切である。保護者や地域の理解を得ながら、これまで見ら
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れた教職員の勤務時間外従事時間を削減しつつ、充実した教育を展開する取組が求められ

ている。 

【主な取組】 

・多様な研修形態の実施 

・多様なスタッフの配置・連携 

・「Okazaki スマートワーク」の推進 

・勤務時間外従事時間の削減の推進 

 

(５) 学校施設等の効率的な整備と有効活用 

学校施設は築 30年以上の建物が７割を超え、老朽化が進んでいる。老朽化対策の実施に

あたっては、ＩＣＴを始めとした多様な教育内容・方法への対応を踏まえ、安全で快適な教

育環境を将来にわたり確保するため、長寿命化のための改修工事を計画的に実施する必要

がある。 

特にプールの老朽化は深刻であり、今後の学校プールの在り方について研究する必要が

ある。また、一部の学校給食センターでは、老朽化が進んでおり、児童生徒により安全で安

心な学校給食を提供するため、新たな学校給食センターの整備を推進する必要がある。 

【主な取組】 

・学校施設の計画的な老朽化対策の推進 

・新学校給食センターの整備推進 

・学校プールの在り方についての研究 

 

《社会教育分野》 

(６) 学校と地域の連携・協働の推進 

時代の変化に伴い、地域社会のつながりや支え合いの希薄化等による地域の教育力の低

下や学校が抱える課題は複雑化・困難化している状況である。学校と地域がパートナーと

して連携・協働して、地域総がかりでの教育の実現を図ることが求められている。 

【主な取組】 

・学校と地域の連携・協働を推進する仕組みの構築 

 

 施策の体系 

基本目標１ 未来を生きる資質・能力を育成する魅力ある教育を推進する 

 

基本施策① 「粘り強く課題の解決に取り組む力」を育む教育の推進 

予測困難な未来社会を生き抜くために、ＩＣＴの効果的な活用や英語教育（国際理解

教育を含む）、キャリア教育の充実を図り、豊かな知見を育むことが重要です。今後必要

な資質能力を育むとともに、自ら社会の課題を見つけ、多様な他者と協働しながら、主体

的に課題解決に向けて取り組む力を育みます。 
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≪測定指標・数値目標≫ 

・プログラミング学習モデルカリキュラムで示した授業実施率 

・発話をおおむね英語で行っている中学校教員の割合 

・将来の夢や目標を持っている児童生徒の割合 

 

基本施策② 「確かな知性」を育む教育の推進 

基礎・基本を大切にし、児童生徒の個性や問題意識を基盤とした自ら学ぶ教育を推進

し、学ぶ楽しさを実感し、学び続けるための確かな学力を育む。 

 

≪測定指標・数値目標≫ 

・課題の解決に向け、自分で考え、自分から取り組んでいる児童生徒の割合 

・勉強は大切と考える児童生徒の割合 

 

基本施策③ 「豊かな感性」を育む教育の推進 

感性を豊かに働かせながら、個の思いや考えを基に、新しい意味や価値を創造してい

く資質・能力を育むために、体験活動や道徳教育、多様な表現や鑑賞の活動等を通して、

豊かな心や創造性を育む教育の充実を目指す。 

 

≪測定指標・数値目標≫ 

・自分は良いところがあると答える児童生徒の割合 

・人の役に立つ人間になりたいと思っている児童生徒の割合 

・地域や社会をよくするために何をすべきかを考えることがある児童生徒の割合 

 

基本施策④ 「健やかな体」を育む教育の推進 

生き生きと人生を送るためには，体力の向上や身体の健康保持・増進が重要である。学

校では、教育活動全般を通じて、生涯にわたってたくましく生きるために必要な健康や

体力の育成を目指す。 

 

≪測定指標・数値目標≫ 

・朝食を毎日食べている児童生徒の割合 

・学校給食における地場産物の使用割合 

・週の運動時間が 7時間未満の児童生徒の割合 

・部活動指導員の配置数 
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基本目標２ 子どもの多様性や特性を認め、可能性を伸ばす教育を推進する 

基本施策⑤ いじめ・長期欠席対策の充実 

多様な価値観や発達特性をもつ児童生徒の中には、人間関係に悩み、友達との良好な

関係を築くことが苦手であったり、集団の中で生活することに対してなじめなかったり

する場合がある。児童生徒間で起こるいじめや長期欠席等の問題にきめ細かに対応でき

る学校を目指す。 

 

≪測定指標・数値目標≫ 

・校内フリースクールの設置校数 

・いじめはどんな理由があってもいけないと考える児童生徒の割合 

 

基本施策⑥ 外国人児童生徒等への支援の充実 

質の高い日本語指導を行うことができる体制を整備し、指導を受けた外国人児童生徒

が他の児童生徒とともに日本語で自立した学習活動や学校生活を送ることができるよう

にする。 

 

≪測定指標・数値目標≫ 

・対話型アセスメント DLA3の実施率と達成率 

 

基本施策⑦ 特別支援教育の推進 

支援（配慮）の必要な児童生徒の自立や社会参加に向けた主体的な取組を支援すると

いう視点に立ち、児童生徒一人ひとりの教育的ニーズを把握し、そのもてる力を高め、生

活や学習上の困難を改善又は克服するため、適切な指導及び支援を行う。 

 

≪測定指標・数値目標≫ 

・特別支援教育に関する教員研修受講率 

・通級指導を受けている児童生徒の個別の教育支援計画4の作成率 

・通級指導を受けている児童生徒の個別の指導計画5の作成率 

 
3 対話型アセスメント DLA:Dialogic Language Assessment の略で、学校において児童生徒の日本語

の能力を把握し、その後の指導方針を検討するためのツール 
4 個別の教育支援計画：福祉、医療、労働等の関係機関との連携を図りつつ、乳幼児期から学校卒

業後までの長期的な視点に立って、一貫して適確な教育的支援を行うために障がいのある児童生徒

一人ひとりについて作成した計画 
5 個別の指導計画：学校における教育課程や指導計画、当該児童生徒の個別の教育支援計画等を踏

まえて、より具体的に一人ひとりの教育的ニーズに対応して指導目標や指導内容・方法等を盛り込

んだ計画 
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基本施策⑧ 多様な教育ニーズへの対応の強化 

教育相談や就学相談、子どもの貧困、児童虐待等、多様な背景をもつ子どもや保護者の

ニーズを捉えて丁寧に対応し、一人ひとりの子どもの能力や可能性を最大限に引き出す

ことができる教育機会の提供や環境整備を行う。 

 

≪測定指標・数値目標≫ 

・少人数学級の実施計画の策定及び実現 

・学校に行くのは楽しいと思う児童生徒の割合 

・スクールソーシャルワーカーの配置数 

 

基本目標３ 岡崎の人・もの・ことを生かした特色ある教育を推進する 

基本施策⑨ 特色ある学校づくりの推進 

児童生徒のそれぞれの個性を生かし、その能力が十分に発揮できるようにするため、

児童生徒や地域の実情を十分に踏まえ、創意工夫を生かした特色のある教育活動が展開

できる学校づくりを推進する。 

 

≪測定指標・数値目標≫ 

・創意工夫のある教育を推進している学校数 

 

基本施策⑩ 開かれた学校づくりの推進 

地域コミュニティの希薄化が進む現代社会において、子どもたちに自然体験や社会体

験などの様々な経験を提供するためには、世代を超えた人々の交流が欠かせない。学校

は、地域の人的・物的資源の活用や社会教育との連携を深めることで、地域コミュニティ

の核となる開かれた学校づくりを目指す。 

 

≪測定指標・数値目標≫ 

・保護者や地域の人との協働による取組が学校の教育水準の向上に効果があったと考

える学校の割合 

 

基本目標４ 教職員が生き生きと働くことができる働き方改革を推進する 

基本施策⑪ 教職員の資質・能力の向上 

キャリアに応じて求められる資質・能力を明確にした教員育成指標を策定し、体系的

な研修を実施することなどを通して「専門性」「人間性」「指導性」の一層の向上を目指

す。 
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≪測定指標・数値目標≫ 

・学校の授業は分かりやすいと答える児童生徒の割合 

・児童生徒のＩＣＴ活用を指導することができる教員の割合 

 

基本施策⑫ 専門性に基づくチーム体制の構築 

複雑化・多様化した学校の課題に対応し、子どもたちの豊かな学びを実現するために、

専門性に優れた人材を積極的に活用し、連携・協働して課題の解決に当たることができ

る体制を整える。 

 

≪測定指標・数値目標≫ 

・事務の共同実施に関する運営マニュアル策定済みのブロック数 

 

基本施策⑬ 一人ひとりが力を発揮できる環境の整備 

業務の明確化、適正化や長時間労働の是正などを行い、教職員が限られた時間の中で、

個々の専門性を生かしつつ、教材研究や授業準備のための時間や児童生徒等に接する時

間を十分確保できるような環境整備を目指す。 

 

≪測定指標・数値目標≫ 

・Okazaki スマートワークの導入により働き方が改善されたと回答する教職員の割合 

・ストレスチェックの総合健康リスク 

 

基本施策⑭ 学校におけるマネジメント機能の強化 

複雑化・多様化した課題に対応し、教職員や専門スタッフ等の多職種で組織される学

校をチームとして機能させるためには、管理職、中でも校長のリーダーシップとマネジ

メントカの向上が欠かせない。優秀な管理職を確保するため、中堅教職員の段階から、管

理職として求められる資質・能力を継続的に伸ばしていくことができるような仕組みを

構築し、学校のマネジメント機能の強化を図る。 

 

≪測定指標・数値目標≫ 

・３年間のうちに研究テーマ又は研究内容を新たに設定した学校の割合 

 

基本目標５ 持続発展可能な教育を実現する学校教育環境を整備する 

基本施策⑮ 学びを支える教育環境の基盤整備 

教育施設の計画的な保全と長寿命化、校舎増築等を行い、児童生徒が安心して学べる

教育環境を整備する。 
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≪測定指標・数値目標≫ 

・大規模改修実施済みの学校数 

・西部学校給食センターの建設 

・学校の大便器の洋式化率 

 

基本施策⑯ Society5.0 を見据えた情報化の環境整備 

利便性とセキュリティを両立した安全で強靭な教育ネットワークシステムを基盤に、

次世代型髙速大容量の通信環境の実証研究等に取り組むことにより、Society5.0 を見据

えた教育の情報化を推進し、公教育最先端のＩＣＴ活用環境の構築を目指す。 

 

≪測定指標・数値目標≫ 

・ＩＣＴ支援員の配置数 

・重要情報の情報漏洩の発生件数 

・SINET6へ接続する学校数 

 

基本施策⑰ リスクに備えた体制の整備 

将来危惧される巨大地震や自然災害等から児童生徒の安全を確保するため、リスクに

備えた教育施設を整備するとともに、児童生徒の防災・防犯意識の向上を図る。 

 

≪測定指標・数値目標≫ 

・ガラス飛散防止対策済みの学校数 

・防犯カメラ設置済みの学校数 

・体育館（避難所）のトイレ改修・スロープ設置済みの学校数 

 

基本施策⑱ 先進的な教育環境の構築 

自然環境への配慮、児童生徒数の減少など社会状況に応じた先進的な学校づくりを推

進するため、新しい時代に対応した先進的な教育環境を構築する。 

 

≪測定指標・数値目標≫ 

・エコスクールに認定された学校数 

 

 

 

 
6 SINET:日本全国の大学、研究機関等の学術情報基盤として、国立情報学研究所が構築、運用して

いる情報通信ネットワーク 
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基本目標６ 家庭、地域、学校との連携•協働を推進する 

基本施策⑲ 子ども・若者育成支援の推進 

次世代を担う子ども・若者が、健全な環境の中で健やかに成長し、自立・活躍できる社

会を目指し、子ども・若者を取り巻く環境の変化に対応しながら、関係機関との連携を図

り、育成支援を行う。 

 

≪測定指標・数値目標≫ 

・子ども・若者支援地域協議会の設置 

 

基本施策⑳ 家庭教育・地域教育への支援の充実 

家庭は、子どもにとって、全ての教育の出発点であり、生涯にわたって「生きる力」の

基礎となる資質や能力を育てていく場所である。子どもから大人へ成長し、家庭・学校・

地域において生涯にわたって学び続けられるよう、家庭や地域の教育力を高めるために

支援を行う。 

 

≪測定指標・数値目標≫ 

・わいわい子育て講座7の受講者数 

・PTA 連絡協議会の行事への単位 PTA 参加者数 

 

基本施策㉑ 視聴覚・情報教育の推進 

岡崎市視聴覚ライブラリーでは、家庭・地域・学校の教育力を高める支援として、映像

や情報に関するサービスを行う。視聴覚・情報教育の推進拠点として、生涯にわたり学び

続けられるよう活動の支援を推進する。 

 

≪測定指標・数値目標≫ 

・教材・機材貸出数 

・情報モラル出前講座開催数 

 

基本施策㉒ 学校と地域の連携・協働の推進 

学校と地域が目標やビジョンを共有し、連携・協働して、地域全体で子どもたちの成長

を支えるとともに、地域の活性化を図る。学校と地域との連携を推進するため、コミュニ

ティ・スクール（学校運営協議会制度）と地域学校協働活動を一体的に進めていく。 

 
7 わいわい子育て講座：子育てネットワーカーとの共催により開催する子育て講座（全３回）のこ

とで、就園前の乳幼児と保護者に向けて親子体操や絵本の読み聞かせなどを行い、親子のふれあい

や仲間づくりの場、また学習機会を提供するもの。 
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≪測定指標・数値目標≫ 

・岡崎版コミュニティ・スクールのモデル設定学校数 

・地域学校協働活動推進員の配置 

 

 計画の進行管理 

学校教育等推進計画を効果的に推進するため、施策の目標値を設定し、進行管理を行う。

また、社会情勢の変化などを踏まえ、計画策定から概ね３年後を目途に、中間評価を行い、

次期計画の策定に着手する。 
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第３ 監査の結果と意見（総括） 

包括外部監査の結果、【指摘】12件・【意見】45件を識別した。 

識別した指摘及び意見の問題、原因及び解決策について、以下の概念整理に基づき一覧に示し

た。 

 

１ 監査結果の要約 

発見された主な指摘及び意見は次のとおりである。なお、以下は「第４ 監査の結果と意見

（各論）」に記載の指摘事項のなかでも、特に重要と考えられる監査結果である。 

 

 教員の働き方改革 

社会の急激な変化が進む中で、子供が予測不可能な未来社会を自立的に生き、社会の形成

に参画するための資質・能力を育成するため、学校教育の改善・充実が求められている。ま

た、学習指導のみならず、学校が抱える課題は、より複雑化・困難化している。このような

中、文部科学省が行った教員勤務実態調査（平成 28 年度）の集計において、教員の長時間労

働の実態が明らかとなった。 

このため、『文部科学省では、教師のこれまでの働き方を見直し、自らの授業を磨くととも

に、その人間性や創造性を高め、子供たちに対して効果的な教育活動を行うことができるよ

うにすることを目的として、学校における働き方改革を進めている。』（文部科学省「学校にお

ける働き方改革について」 

（https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/hatarakikata/index.htm 閲覧日：令和３年 10

月 28 日）） 

このように、GIGA スクール構想等の新しい教育への対応のため、教員の働き方改革や教員

の学習指導に対応する時間確保が課題となる中、市は「学校教育等推進計画」基本目標４にお

いて「教職員が生き生きと働くことができる働き方改革を推進する」とし、「教職員の働き方

改革の推進と教職員の育成」を重点的に取り組む事項とし、教員以外の多様なスタッフの人

材活用による教育の質の向上や教員の人材育成を行うとともに、ＩＣＴ導入による事務の効

率化に取り組んでいる。 

これらの取組について、教員以外の多様なスタッフの人材確保（【図表３－１－１】参照）

及びＩＣＴ導入による事務の効率化（【図表３－１－２】参照）に関する指摘・意見が見受け

られた。 

 

教員以外の多様なスタッフの人材確保は、新しい教育手法のサポートを行うＩＣＴ支援員、

多様な生徒への教育を行うフリースクール支援員、スクールソーシャルワーカー、部活動支

援員等の導入を進めているが、全国平均や「学校教育等推進計画」の目標人員数の確保が実現

されていないため、人材の確保に努めることが望まれる。 
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【図表３－１－１】教員以外の多様なスタッフの人材確保に関連する指摘・意見① 

No. 指摘・意見 区分 頁 

3 引き続き、ＩＣＴ支援員の適切な配備を進めることが望まれる。 意見 55 

15 部活動指導に携わる者について、人材の確保に努めることが望まれる。 意見 74 

16 
校内フリースクールの支援員について、引き続き、人材の確保に努めることが

望まれる。 
意見 76 

34 
スクールソーシャルワーカーについて、引き続き、人材の確保に努めることが

望まれる。 
意見 100 

 

ＩＣＴ導入による事務効率化は、WEB アンケート活用等の事務効率手法が各校統一されて

いない事例や紙ベースの事務作業を効率化が可能と推察される事例が見受けられたため、事

例の横展開やＩＣＴ化の更なる検討を推進することが望まれる。 

なお、市においても、デジタル戦略係を新設し、ＤＸ化に向けて動き出してはいるところで

はあるが、学校教育等に関する事務においても、事務効率化に関する課題や不適切な事務処

理に関する課題に対応するため、ＤＸ化を推進していくことが考えられる。 

 

【図表３－１－２】ＩＣＴ導入による事務の効率化に関連する指摘・意見② 

No. 指摘・意見 区分 頁 

12 小学校審判実技講習会申込について、電子化を検討することが望まれる。 意見 70 

13 
各種スポーツ大会の参加者を把握する際、出欠アプリ等の活用を検討すること

が望まれる。 
意見 73 

17 
校内フリースクールの個別支援計画の作成について、電子化を検討することが

望まれる。 
意見 78 

18 
校内フリースクールにおいても遠隔授業を行うなど、タブレットを活用した効

果的な支援を行うため、支援員に対する研修の充実を図ることが望まれる。 
意見 78 

25 起案書の回議が必要な担当者及び役職者の範囲を見直すことが望ましい。 意見 90 

26 
システム改修やシステム更新時に、手入力データのリスト様式での出力を可能

とするといった業務効率化や正確性の向上のため検討が望まれる。 
意見 90 

28 
就学援助対象者のリスト（様式 12）の作成と突合業務の効率化の為、業務手順

を変更することが望ましい。 
意見 92 

29 学校評価アンケートは業務効率化のため WEB 化を進めることが望ましい。 意見 95 

33 
教科・領域指導員訪問の日程調整に関する事務負担の軽減を図るため、集計し

やすいよう、日程調整を WEB 回答とすることなどを検討することが望まれる。 
意見 99 

45 奨学資金の WEB 申請の導入可能性について検討することが望まれる。 意見 124 
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 岡崎版 GIGA スクール構想のＩＣＴ環境の整備における情報セキュリティ 

文部科学省では、『GIGA スクール構想における１人１台端末整備や高速大容量の校内通信

ネットワーク整備が概ね整うなど、急速な学校ＩＣＴ環境整備の推進への対応として情報セ

キュリティの重要性が高まっている。１人１台端末を活用するために必要なセキュリティ対

策やクラウドサービスの活用を前提としたネットワーク構成等の課題に対応するため、「教

育情報セキュリティポリシーに関するガイドライン」を策定し、地方公共団体が設置する学

校（小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校及び特別支援学校をいう。以

下同じ。）を対象とした情報セキュリティポリシーの策定や見直しを行う際の参考となるよ

う、学校における情報セキュリティポリシーの考え方や内容を示している。』（文部科学省

「教育情報セキュリティポリシーに関するガイドライン公表について」

（https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/zyouhou/detail/1397369.htm 閲覧日：令和３年

10 月 28 日）） 

市は市立小中学校における情報資産の管理や教育ネットワークの利用について、保有する

情報資産に関する情報セキュリティ対策を総合的、体系的かつ具体的に取りまとめた「岡崎

市立小中学校情報セキュリティポリシー」に基づき運用しているものの、情報セキュリティ

（【図表３－１－４】参照）に関する指摘・意見が見受けられた。 

 

【図表３－１－３】情報セキュリティポリシーの構成 

 
（出典：岡崎市立小中学校情報セキュリティポリシー） 

 

教職員の働き方改革を支える OK システムや児童生徒に配布された iPad など新たな情報セ

キュリティリスクが発生しているため、不要な ID 棚卸、機密性の高いファイルや情報端末へ

のアクセス管理など情報セキュリティ対応の強化検討を進めることが望まれる。 
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【図表３－１－４】情報セキュリティに関連する指摘・意見③ 

No. 指摘・意見 区分 頁 

35 
ID の棚卸にかかるルールを整備するとともに、ID の棚卸を実施し、不要な ID

が残存していないか確認する必要がある。 
指摘 104 

36 
定期的に機密性の高いファイルへの持ち出しログを分析し、モニタリングする

ことが望ましい。 
意見 104 

37 

指導主事訪問の際には、校務用 PCの現物確認、外部記憶媒体の管理、共用 ID

の利用状況の確認、iPad の現物確認を実施していることを確認することが望ま

しい。 

意見 104 

38 
児童生徒用 iPad のパスコードまたは指紋認証の設定状況のモニタリングを行

い、より実効性の高い管理を行うことが望まれる。 
意見 105 

 

 「学校教育等推進計画」の計画の進行管理 

教育基本法第 17 条第２項では、「地方公共団体は国の教育振興基本計画を参考にしつつ、

その地域の実情に応じ、教育施策に関する基本的な計画（以下基本計画）を定めるよう努める

もの」と定められている。 

市は、法に基づき、令和３年３月に学校教育等推進計画を策定し、計画を効率的に推進する

ため、施策の目標値を設定した進行管理を行い、計画策定からおおむね３年度を目途に、中間

評価を行い、次期計画の策定に着手するとしており、計画推進における PDCA サイクルの構築

は重要であると考えられるが、PDCA の P（目標設定）（【図表３－１－５】参照）、C（横断的評

価）（【図表３－１－６】参照）、A（組織間連携）（【図表３－１－７】参照）に関する指摘・意

見が見受けられた。 

 

PDCA の P（目標設定）は学校教育等推進計画の実行評価を行うため、定量目標等の設定が

行われているが、目標値が設定されていない取組も多く、少なくとも重点事項については、取

組ごとの目標値を定め、進行管理を行うことが望まれる。また、具体的な目標値を設定された

取組についても、取組自体の実施状況を目標値としているものや、取組の結果達成が見込ま

れる効果を目標値としているものが見受けられるため、取組自体の実施状況を目標値とする

ものと、取組の結果、達成が見込まれる目標値を整理した上で、効果的な進行管理を行うこと

が望まれる。 
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【図表３－１－５】目標値の設定に関連する指摘・意見④ 

No. 指摘・意見 区分 頁 

1 
重点事項については、取組ごとの目標値を定め、進行管理を行うことが望まれ

る。 
意見 49 

2 

取組自体の実施状況を目標値とするものと、取組の結果、達成が見込まれる効

果を目標値とするものに整理した上で、効果的な進行管理を行うことが望まれ

る。 

意見 49 

9 適切な事業の実施状況を表す指標への見直しが望まれる。 意見 63 

 

PDCA の C（横断的評価）は実行評価に対象者の成果アンケートを利用されている点は評価

できるため、学校単位での分析に加えて市全体の分析を行うことにより、学校単位で対応す

べき課題か、市全体で対応すべき課題かを見極めることができる上、課題への対応事例を学

校間で共有することも可能となるため、学校評価アンケートの設問の共通化を検討すること

が望まれる。 

 

【図表３－１－６】取組の横断的な評価に関連する指摘・意見⑤ 

No. 指摘・意見 区分 頁 

30 学校評価アンケートの効率化と活用のため設問の共通化の検討が望まれる。 意見 95 

53 
わいわい子育て講座参加者への口頭でのアンケート結果を記録することが望ま

れる。 
意見 129 

 

PDCA の A（組織間連携）は有効事例等の共有や組織間連携により事業をより推進するため、

特別支援教育に関する校内研修の学校間の情報共有や、中学校区児童生徒健全育成協議会の

活動内容の中学校区間の情報共有、また、少年愛護センターと教育相談センターの施設間の

連携や、わいわい子育て講座に関する教育委員会とこども部との連携が望まれる。 
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【図表３－１－７】実行主体の組織間連携に関連する指摘・意見⑥ 

No. 指摘・意見 区分 頁 

19 
引き続き、少年愛護センターと教育相談センターの連携を進めていくことが望

まれる。 
意見 81 

20 
特別支援教育について、各校の校内研修の内容を把握し、各校で共有すること

が望まれる。 
意見 84 

31 
中学校区児童生徒健全育協議会活動報告の内容について、中学校区間で情報を

共有することが望まれる。 
意見 97 

54 
わいわい子育て講座について、こども部への所管課替えや双方の所管課での協

力体制が構築されることが望まれる。 
意見 129 

55 
PTA 交流会のアンケート結果を活用し、時世に応じた PTA 連絡協議会の活動支

援を行うことが望まれる。 
意見 131 

56 
視聴覚ライブラリーで購入する DVD について、岡崎市中央図書館での保有の有

無について考慮されることが望まれる。 
意見 135 

 

 防災・防犯対策 

南海トラフ地震対策等の防災対策の重要性及び令和３年度に実際に発生した市内中学校へ

の不審者の侵入などを防止するための防犯対策の重要性が増す中、「岡崎市学校教育等推進計

画」では、基本施策⑰リスクに備えた体制の整備において「将来危惧される巨大地震や自然災

害等から児童生徒の安全を確保するため、リスクに備えた教育施設を整備するとともに、児

童生徒の防災・防犯意識の向上を図る」とし、「学校施設の防災・防犯機能の強化」の具体的

な取組として、下記２項目を記載している。 

 

・地震、竜巻、台風等でガラスが破損し飛散する被害を防止するため、窓ガラスに飛散防止

フィルム貼りを行う。 

・児童生徒が安心して学校生活を送ることができるよう、登下校で使用する門に防犯カメ

ラを設置する。 

これらの取組について、設備の整備状況（【図表３－１－８】参照）及び運用状況（【図表３

－１－９】参照）に関する指摘・意見が見受けられた。 

  

設備の整備状況は、令和２年度末までの市内小中学校のトイレの洋式化率が全国の実施率

と比較して低い水準であり、教育環境の改善のため、引き続き、対策を推進することが望まれ

る。 
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【図表３－１－８】設備の整備状況に関連する指摘・意見⑦ 

No. 指摘・意見 区分 頁 

39 引き続き、トイレの洋式化を推進することが望まれる。 意見 111 

40 引き続き、窓ガラスに飛散防止対策を推進することが望まれる。 意見 115 

 

設備の運用状況は登下校に使用されないため防犯カメラを設置していない門には、施錠等

の何らかの防犯対策を講じ、登下校に使用する防犯カメラを設置した門についても、登下校

時の開門している間は意識的にモニター確認する等、現状のモニタリング状況の改善が望ま

れる。 

  

【図表３－１－９】設備の運用状況に関連する指摘・意見⑧ 

No. 指摘・意見 区分 頁 

41 防犯カメラ非設置の門に対しても何らかの防犯対策を講じることが望まれる。 意見 116 

 

 学校教育に関する不適切な事務の執行 

市では、令和３年７月に、令和２年度「小中学校修学旅行実施等事業費補助金」の支払い事

務が遅延するという事例が発生し、適切な事務の執行が重要となる中、教育に関する事務に

関連する書類の閲覧及びサンプルチェックを行った結果、他にも不適切な事務処理が見受け

られた。 

これらの不適切な事務処理は様々な原因によるものであるが、その事項が発生した理由は

何らかの問題を抱えているためと考えるため、発生した原因の簡易整理を行った。発生原因

は、①ルール等の設定が適切ではないルール化の課題（【図表３－１－10】参照）、②ルールを

実行する仕組が不足している仕組の課題（【図表３－１－11】参照）、③不適切事務の事前予防

機能が不足している予防統制の課題（【図表３－１－12】参照）、④不適切事務の事後発見機能

が不足している発見統制の課題（【図表３－１－13】参照）に整理することができる。一般的

には、①ルール整備→②ルールを実現する仕組構築→③仕組運用のミスを事前予防する

チェック体制の構築→④事後的にミス発見を行う発見統制の構築の順番で管理体制の強化が

行われるが、どのレベルで不適切事務を防止するかの視点を持つことは、効率性と有効性の

双方の観点で重要である。 

 

ルール化の課題は奨学資金貸付時の連帯保証人の債務返済能力の確認や、収入要件及び成

績要件を満たしているかの判断について、条例や規則と実際の実務が一致していないため、

今後の奨学資金の在り方の見直しを含めたルールの見直しが望まれる。また、防犯カメラに

ついては、管理運用マニュアルの作成や記録装置の盗難防止策を講じることが望まれる。 
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【図表３－１－10】ルールの見直し又はルール化に関連する指摘・意見⑨ 

No. 指摘・意見 区分 頁 

10 
「点検表」の訂正印の要否及び該当がない場合の記載方法を統一することが望

まれる。 
意見 66 

11 
引き続き、収納方法の多様化等、学校給食費の収納率向上への取組が望まれ

る。 
意見 69 

32 
起案用紙の決裁内容に含まれる内容については、鉛筆書きではなく、ボールペ

ン書きとすることが望まれる。 
意見 99 

42 管理運用マニュアルの作成や記録装置の盗難防止策を講じることが望まれる。 意見 116 

43 引き続き、配付する記念品の妥当性について検討することが望まれる。 意見 122 

46 
継続手続の際には、「岡崎市奨学資金条例施行規則」第５条に基づき、連帯保

証人の債務返済能力を確認する必要がある。 
指摘 125 

47 
保護者以外の連帯保証人の必要性を含め、奨学資金の今後の在り方について、

継続して検討を行うことが望まれる。 
意見 126 

48 

岡崎市奨学資金条例と実際の運用が異なるため、収入要件又は成績要件のどち

らか一方のみを満たす場合の、総合的な判断基準を定めた審査要領を作成す

る、又は条例を改正する必要がある。 

指摘 126 

49 
WEB 申請の可能性を含め、私立高等学校授業料補助金の今後の在り方につい

て、継続して検討を行うことが望まれる。 
意見 127 

50 
補助金申請書の訂正印の押印等、適切な修正がなされたことが客観的に把握で

きることが望まれる。 
意見 128 

57 視聴覚ライブラリーが保有する教材の貸出率を向上させる取組が望まれる。 意見 136 

 

ルールを実行する仕組の課題は、起案書の確認者と承認者の役割の明確化や、証憑の確認

方法など、規定や規則では定められていないルールを補完する仕組の構築である。 

 

【図表３－１－11】ルールを補完する仕組に関連する指摘・意見⑩ 

No. 指摘・意見 区分 頁 

5 
研修事業の経費の内訳について、研修内容に合わせて支出されている経費かど

うか内容を把握されることが望まれる。 
意見 56 

6 
研修事業の決算報告書に添付された領収書だけでは内訳がわからない場合に

は、請求書や納品書も添付することが望まれる。 
意見 57 

22 
起案書の承認業務の効率的かつ効果的な運用の為、確認者別の確認事項を明確

にすることが望ましい。 
意見 89 

23 
制度申請説明に関する添付資料の翻訳業務の納期について、スケジュール管理

や作業調整管理の徹底が望まれる。 
意見 89 

 

事前予防統制の課題は、申請書及び報告書の記入漏れまたは記入誤りが見受けられたため、
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単純ミスを確認できる事前予防統制の強化である。 

 

【図表３－１－12】予防統制に関連する指摘・意見⑪ 

No. 指摘・意見 区分 頁 

4 
研修事業計画書を作成する学校側は提出日の記載をすべきであり、提出を受け

る市側は記載漏れがないか確認すべきである。 
指摘 56 

8 

キャリアスクールプロジェクトに関する事業報告書を提出する学校側は添付す

る領収書に日付がない場合は取引先に記載を依頼すべきであり、提出を受ける

市側は領収書の日付についても確認すべきである。 

指摘 60 

14 
体育行事活動等推進業務に関する収支決算書添付の日付のない領収書につい

て、適切に記載するように指導する必要がある。 
指摘 74 

44 
「岡崎市奨学資金貸付申請書」について、記入漏れの無いことを受付時に確認

し、訂正する場合は、市のルールに基づき適切に対応する必要がある。 
指摘 124 

51 わいわい子育て講座の会計報告書の開催日の記入誤りがあった。 指摘 129 

52 わいわい子育て講座会計報告書に確認証跡を残すことが望まれる。 意見 129 

 

事後発見統制の課題は、市の情報資産に関する返還又は廃棄した事実を示す書面や通学バ

ス従事者からの秘密保持の誓約書についての報告が漏れてしまう事例や、就学援助手続が遅

延した事例があり、このような事例が発生しないよう、網羅的な報告等を確認する発見統制

の強化が望まれる。 

 

【図表３－１－13】発見統制に関連する指摘・意見⑫ 

No. 指摘・意見 区分 頁 

7 
市の情報資産を提供した場合は、返還又は廃棄した事実を示す書面の提示を求

める必要がある。 
指摘 57 

21 
通学バス運行日誌兼実績の運転者について、個人情報取扱特記事項に従った報

告書が提出されていることを確認するべきである。 
指摘 87 

24 起案書の回議が正しく行われているか、起案書保管時に確かめる必要がある。 指摘 90 

27 就学援助手続が遅延しないようにする必要がある。 指摘 90 

 

２ 識別した指摘及び意見の一覧 

包括外部監査の結果識別された指摘、意見について、【図表３－２－１】のとおり一覧化した。 
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 【図表３－２－１】指摘及び意見の一覧 

基

本 

目

標 

基

本 

施

策 

取 

組 

名 

No. 指摘・意見 区分 頁 
要約 

※ 

学校教育等推進計画      

    1 
（１） 重点事項については、取組ごとの目標値を定

め、進行管理を行うことが望まれる。 
意見 49  ‘④ 

     2 

（２） 取組自体の実施状況を目標値とするものと、

取組の結果、達成が見込まれる効果を目標値とする

ものに整理した上で、効果的な進行管理を行うこと

が望まれる。 

意見 49 ‘④ 

基本目標１ 未来を生きる資質・能力を育成する魅力ある教育を推進する。   

  基本施策① 「粘り強く課題の解決に取り組む力」を育む教育の推進   

    誰一人取り残さない個別最適化された学びの研究【学校指導課】【教育政策課】 

      3 
ア 引き続き、ＩＣＴ支援員の適切な配備を進める

ことが望まれる。 
意見 55 ‘① 

      4 

イ 研修事業計画書を作成する学校側は提出日の記

載をすべきであり、提出を受ける市側は記載漏れが

ないか確認すべきである。 

指摘 56 ‘⑪ 

      5 

ウ 研修事業の経費の内訳について、研修内容に合

わせて支出されている経費かどうか内容を把握され

ることが望まれる。 

意見 56 ‘⑩ 

      6 

エ 研修事業の決算報告書に添付された領収書だけ

では内訳がわからない場合には、請求書や納品書も

添付することが望まれる。 

意見 57 ‘⑩ 

      7 
オ 市の情報資産を提供した場合は、返還又は廃棄

した事実を示す書面の提示を求める必要がある。 
指摘 57 ‘⑫ 

    キャリア教育の充実【学校指導課】      

      8 

ア キャリアスクールプロジェクトに関する事業報

告書を提出する学校側は添付する領収書に日付がな

い場合は取引先に記載を依頼すべきであり、提出を

受ける市側は領収書の日付についても確認すべきで

ある。 

指摘 60 ‘⑪ 

  基本施策② 「確かな知性」を育む教育の推進      

    基礎・基本の指導の徹底【学校指導課】【教育政策課】      

      9 
ア 適切な事業の実施状況を表す指標への見直しが

望まれる。 
意見 63 ‘④ 

  基本施策③ 「豊かな感性」を育む教育の推進      

    子どもたちの共生の心を育む教育活動の推進【学校指導課】   

      10 
ア 「点検表」の訂正印の要否及び該当がない場合

の記載方法を統一することが望まれる。 
意見 66 ‘⑨ 

  基本施策④ 「健やかな体」を育む教育の推進      

    望ましい食習慣の形成や食育の推進【学校指導課】      

      11 
ア   引き続き、収納方法の多様化等、学校給食費の

収納率向上への取組が望まれる。 
意見 69 ‘⑨ 
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基

本 

目

標 

基

本 

施

策 

取 

組 

名 

No. 指摘・意見 区分 頁 
要約 

※ 

    学校体育の着実な実施【学校指導課】      

      12 
ア 小学校審判実技講習会申込について、電子化を

検討することが望まれる。 
意見 70 ‘② 

    各種運動大会の適正な実施【学校指導課】      

      13 
ア 各種スポーツ大会の参加者を把握する際、出欠

アプリ等の活用を検討することが望まれる。 
意見 73 ‘② 

      14 

イ 体育行事活動等推進業務に関する収支決算書添

付の日付のない領収書について、適切に記載するよ

うに指導する必要がある。 

指摘 74 ‘⑪ 

    部活動の適正な実施【学校指導課】      

      15 
ア 部活動に携わる者について、人材の確保に努め

ることが望まれる。 
意見 74 ‘① 

基本目標２ 子どもの多様性や特性を認め、可能性を伸ばす教育を推進する。   

  基本施策⑤ いじめ・長期欠席対策の充実      

    校内フリースクールの拡充【学校指導課】      

      16 
ア 校内フリースクールの支援員について、引き続

き、人材の確保に努めることが望まれる。 
意見 76 ‘① 

      17 
イ 校内フリースクールの個別支援計画の作成につ

いて、電子化を検討することが望まれる。 
意見 78 ‘② 

      18 

ウ 校内フリースクールにおいても遠隔授業を行う

など、タブレットを活用した効果的な支援を行うた

め、支援員に対する研修の充実を図ることが望まれ

る。 

意見 78 ‘② 

    関係機関の連携と相談体制の強化【学校指導課】      

      19 
ア 引き続き、少年愛護センターと教育相談セン

ターの連携を進めていくことが望まれる。 
意見 81 ‘⑥ 

  基本施策⑦ 特別支援教育の推進      

    学校組織の対応力強化【学校指導課】      

      20 
ア 特別支援教育について、各校の校内研修の内容

を把握し、各校で共有することが望まれる。 
意見 84 ‘⑥ 

  基本施策⑧ 多様な教育ニーズへの対応の強化      

    きめ細やかな教育の実現に向けた環境整備【教育政策課】【学校指導課】  

      21 

ア 通学バス運行日誌兼実績の運転者について、個

人情報取扱特記事項に従った報告書が提出されてい

ることを確認するべきである。 

指摘 87 ‘⑫ 

    生育環境に応じた適切な支援の充実【学校指導課】      

      22 

ア 起案書の承認業務の効率的かつ効果的な運用の

為、確認者別の確認事項を明確にすることが望まし

い。 

意見 89 ‘⑩ 

      23 

イ 制度申請説明に関する添付資料の翻訳業務の納

期について、スケジュール管理や作業調整管理の徹

底が望まれる。 

意見 89 ‘⑩ 
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基

本 

目

標 

基

本 

施
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取 

組 

名 

No. 指摘・意見 区分 頁 
要約 

※ 

      24 
ウ 起案書の回議が正しく行われているか、起案書

保管時に確かめる必要がある。 
指摘 90 ‘⑫ 

      25 
エ 起案書の回議が必要な担当者及び役職者の範囲

を見直すことが望ましい。 
意見 90 ‘② 

      26 

オ システム改修やシステム更新時に、手入力デー

タのリスト様式での出力を可能とするといった業務

効率化や正確性の向上のため検討が望まれる。 

意見 90 ‘② 

      27 
カ 就学援助手続が遅延しないようにする必要があ

る。 
指摘 90 ‘⑫ 

      28 

キ 就学援助対象者のリスト（様式 12）の作成と突

合業務の効率化の為、業務手順を変更することが望

ましい。 

意見 92 ‘② 

基本目標 3 岡崎市の人・もの・ことを生かした特色ある教育を推進する   

  基本施策⑨ 特色ある学校づくりの推進      

    学校評価の活用【学校指導課】      

      29 
ア 学校評価アンケートは業務効率化のため WEB 化

を進めることが望ましい。 
意見 95 ‘② 

      30 
イ 学校評価アンケートの効率化と活用のため設問

の共通化の検討が望まれる。 
意見 95 ‘⑤ 

  基本施策⑩ 開かれた学校づくりの推進      

    関係諸団体との連携の強化【学校指導課】      

      31 

ア 中学校区児童生徒健全育協議会活動報告の内容

について、中学校区間で情報を共有することが望ま

れる。 

意見 97 ‘⑥ 

基本目標 4 教職員が生き生きと働くことができる働き方改革を推進する。   

  基本施策⑪ 教職員の資質・能力の向上      

     教員育成指標に基づいた教員の資質・能力の向上【学校指導課】   

      32 

ア 起案用紙の決裁内容に含まれる内容について

は、鉛筆書きではなく、ボールペン書きとすること

が望まれる。 

意見 99 ‘⑨ 

    教科・領域指導員制度の充実【学校指導課】    ‘ 

      33 

ア 教科・領域指導員訪問の日程調整に関する事務

負担の軽減を図るため、日程調整を WEB回答とする

ことなどを検討することが望まれる。 

意見 99 ‘② 

  基本施策⑫ 専門性に基づくチーム体制の構築      

    多様なスタッフの配置・連携【学校指導課】      

      34 
ア スクールソーシャルワーカ－について、引き続

き、人材の確保に努めることが望まれる。 
意見 100 ‘① 

  基本施策⑬ 一人ひとりが力を発揮できる環境の整備      

    「Okazaki スマートワーク」の推進【教育政策課】      
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基

本 

目

標 

基

本 

施

策 

取 

組 

名 

No. 指摘・意見 区分 頁 
要約 

※ 

      35 

(ア)ID の棚卸にかかるルールを整備するとともに、

ID の棚卸を実施し、不要な ID が残存していないか

確認する必要がある。 

指摘 104 ‘③ 

      36 
(イ)定期的に機密性の高いファイルへの持ち出しロ

グを分析し、モニタリングすることが望ましい。 
意見 104 ‘③ 

      37 

(ウ)指導主事訪問の際には、校務用 PC の現物確認、

外部記憶媒体の管理、共用 ID の利用状況の確認、

iPad の現物確認を実施していることを確認すること

が望ましい。 

意見 104 ‘③ 

      38 

(エ)児童生徒用 iPad のパスコードまたは指紋認証の

設定状況のモニタリングを行い、より実効性の高い

管理を行うことが望まれる。 

意見 105 ‘③ 

基本目標 5 持続発展可能な教育を実現する学校教育環境を整備する   

  基本施策⑮ 学びを支える教育環境の基盤整備      

    快適な教育環境の整備【施設課】      

      39 
ア 引き続き、トイレの洋式化を推進することが望

まれる。 
意見 111 ‘⑦ 

  基本施策⑰ リスクに備えた体制の整備      

    学校施設の防災・防犯機能の強化【施設課】      

      40 
ア 引き続き、窓ガラスに飛散防止対策を推進する

ことが望まれる。 
意見 115 ‘⑦ 

      41 
イ 防犯カメラ非設置の門に対しても何らかの防犯

対策を講じることが望まれる。 
意見 116 ‘⑧ 

      42 
ウ 管理運用マニュアルの作成や記録装置の盗難防

止策を講じることが望まれる。 
意見 116 ‘⑨ 

基本目標 6 家庭、地域、学校との連携・協働を推進する      

  基本施策⑲ 子ども・若者育成支援の推進      

    二十歳のつどい（成人式）の開催【社会教育課】      

      43 
ア 引き続き、配付する記念品の妥当性について検

討することが望まれる。 
意見 122 ‘⑨ 

  基本施策⑳ 家庭教育・地域教育への支援の充実      

    家庭の教育力向上への支援【教育政策課】【社会教育課】      

      44 

ア 「岡崎市奨学資金貸付申請書」について、記入

漏れの無いことを受付時に確認し、訂正する場合

は、市のルールに基づき適切に対応する必要があ

る。 

指摘 124 ‘⑪ 

      45 
イ 奨学資金の WEB 申請の導入可能性について検討

することが望まれる。 
意見 124 ‘② 

      46 

ウ 継続手続の際には、「岡崎市奨学資金条例施行

規則」第５条に基づき、連帯保証人の債務返済能力

を確認する必要がある。 

指摘 125 ‘⑨ 
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基
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基
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No. 指摘・意見 区分 頁 
要約 

※ 

      47 

エ 保護者以外の連帯保証人の必要性を含め、奨学

資金の今後の在り方について、継続して検討を行う

ことが望まれる。 

意見 126 ‘⑨ 

      48 

オ 岡崎市奨学資金条例と実際の運用が異なるた

め、収入要件又は成績要件のどちらか一方のみを満

たす場合の、総合的な判断基準を定めた審査要領の

作成をする、又は条例を改正する必要がある。 

指摘 126 ‘⑨ 

      49 

カ WEB 申請の可能性を含め、私立高等学校授業料

補助金の今後の在り方について、継続して検討を行

うことが望まれる。 

意見 127 ‘⑨ 

      50 

キ 補助金申請書の訂正印の押印等、適切な修正が

なされたことが客観的に把握できることが望まれ

る。 

意見 128 ‘⑨ 

      51 
ク わいわい子育て講座の会計報告書の開催日の記

入誤りがあった。 
指摘 129 ‘⑪ 

      52 
ケ わいわい子育て講座会計報告書に確認証跡を残

すことが望まれる。 
意見 129 ‘⑪ 

      53 
コ わいわい子育て講座参加者への口頭でのアン

ケート結果を記録することが望まれる。 
意見 129 ‘⑤ 

      54 

サ わいわい子育て講座について、こども部への所

管課替えや双方の所管課での協力体制が構築される

ことが望まれる。 

意見 129 ‘⑥ 

    PTA 連絡協議会の活動支援【社会教育課】      

      55 

ア PTA 交流会のアンケート結果を活用し、時世に

応じた PTA 連絡協議会の活動支援を実施することが

望まれる。 

意見 131 ‘⑥ 

  基本施策㉑ 視聴覚・情報教育の推進      

    視聴覚・情報教育に関する機材・教材の充実活用の推進【社会教育課】   

      56 

ア 視聴覚ライブラリーで購入する DVDについて、

岡崎市中央図書館での保有の有無について考慮され

ることが望まれる。 

意見 135 ‘⑥ 

      57 
ア 視聴覚ライブラリーが保有する教材の貸出率を

向上させる取組が望まれる。 
意見 136 ‘⑨ 
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※ 要約は「１ 監査結果の要約」の下記分類を示す。 

① 教員以外の多様なスタッフの人材確保に関連する指摘・意見 

② ＩＣＴ導入による事務の効率化に関連する指摘・意見 

③ 情報セキュリティに関連する指摘・意見 

④ 目標値の設定に関連する指摘・意見 

⑤ 取組の横断的な評価に関連する指摘・意見 

⑥ 実行主体の組織間連携に関連する指摘・意見 

⑦ 設備の整備状況に関連する指摘・意見 

⑧ 設備の運用状況に関連する指摘・意見 

⑨ ルールの見直し又はルール化に関連する指摘・意見 

⑩ ルールを補完する仕組に関連する指摘・意見 

⑪ 予防統制に関連する指摘・意見 

⑫ 発見統制に関連する指摘・意見 
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３ 学校教育等推進計画に対する指摘・意見 

 重点事項については、取組ごとの目標値を定め、進行管理を行うことが望まれる。【意見】 

 取組自体の実施状況を目標値とするものと、取組の結果、達成が見込まれる効果を目標値と

するものに整理した上で、効果的な進行管理を行うことが望まれる。【意見】 

「学校教育等推進計画」では、計画を効果的に推進するため、基本施策毎に施策の目標値を設

定し、進行管理を行うとしている。 

施策の目標値と取組との関連を確認したところ、【図表３－３－１】のとおり、再掲を含む個

別の取組 78 件に対して、施策の目標値の中で、具体的な目標値が設定されていない取組が、25

件あり、そのうち７件は重点事項となっている取組であった。 

「学校教育等推進計画」では、進行管理を行うとしているが、現在の目標値の進行管理を確認

しても、全ての取組の進行管理ができるわけではない状況である。 

少なくとも、重点事項については、取組ごとの目標値を定め、進行管理を行うことが望まれ

る。 

また、具体的な目標値を設定された取組についても、例えば、「プログラミング学習の継続実

施と改善」という取組に対する目標値「プログラミング学習モデルカリキュラムで示した授業

実施率」のように、取組自体の実施状況を目標値としているものや、「キャリア教育の充実」と

いう取組に対する「将来の夢や目標をもっていると答えた児童生徒の割合」のように、取組の結

果達成が見込まれる効果を目標値としているものが見受けられた。これらについても、計画見

直しの際には、取組自体の実施状況を目標値とするものと、取組の結果、達成が見込まれる効果

を目標値とするものに整理した上で、効果的な進行管理を行うことが望まれる。 

 

【図表３－３－１】取組と施策の目標値の関連 

基

本 

目

標 

基

本 

施

策 

重

点 

事

項 

取組名 
測定指標・ 

数値目標 

基本目標１ 未来を生きる資質・能力を育成する魅力ある教育を推進する。  

  基本施策① 「粘り強く課題の解決に取り組む力」を育む教育の推進 

    〇 
誰一人取り残さない個別最

適化された学びの研究 
該当なし。 

    〇 
プログラミング学習の継続

実施と改善 

プログラミング学習モデルカリキュラムで示し

た授業実施率 

      国際理解・英語教育の推進 
発話をおおむね英語で行っている中学校教員の

割合 

      キャリア教育の充実 
将来の夢や目標をもっていると答えた児童生徒

の割合 

      問題解決型学習の推進 該当なし。 
 基本施策② 「確かな知性」を育む教育の推進 
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基

本 

目

標 

基

本 

施

策 

重

点 

事

項 

取組名 
測定指標・ 

数値目標 

    

課題解決に向け、自分で考え、自分から取り組

んでいる児童生徒の割合 

勉強は大切と考える児童生徒の割合 

   〇 
新学習指導要領の着実な実

施 
該当なし。 

     
小学校 5・6年生の教科担

任制の導入に向けた研究 
該当なし。 

     基礎・基本の指導の徹底 該当なし。 

     
全国学力・学習状況調査の

実施・分析・活用 
該当なし。 

     科学の心を育む教育の推進 該当なし。 

     
幼児教育と学校教育の連携

の推進 
該当なし。 

 基本施策③ 「豊かな感性」を育む教育の推進 

     

自分は良いところがあると答える児童生徒の割

合 

人の役に立つ人間になりたいと思っている児童

生徒の割合 

地域や社会をよくするために何をすべきかを考

えることがある児童生徒の割合 

  〇 
子どもたちの共生の心を育

む教育活動の推進 
該当なし。 

     

伝統や文化等に関する教育

やふるさと岡崎の心を醸成

する学習の推進 

該当なし。 

     
福祉体験や社会体験活動の

充実 
該当なし。 

     
持続発展可能な社会づくり

を見据えた教育の推進 
該当なし。 

 基本施策④ 「健やかな体」を育む教育の推進 
     学校保健活動の推進 該当なし。 

     
望ましい食習慣の形成や食

育の推進 

朝食を毎日食べている児童生徒の割合 

学校給食における地場産物の使用割合 

     
現代的課題に対する保健教

育の充実 
該当なし。 

     学校体育の着実な実施 週の運動時間が７時間未満の児童生徒の割合 
     各種運動大会の適正な実施 該当なし。 
     部活動の適正な実施 部活動指導員の配置数 

基本目標２ 子どもの多様性や特性を認め、可能性を伸ばす教育を推進する。 

  基本施策⑤ いじめ・長期欠席対策の充実  

    〇 いじめ未然防止の徹底 
いじめはどんな理由があってもいけないと考え

る児童生徒の割合 

    〇 校内フリースクールの拡充 校内フリースクールの設置校数 
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基

本 

目

標 

基

本 

施

策 

重

点 

事

項 

取組名 
測定指標・ 

数値目標 

      いじめ問題への対応の充実 
いじめはどんな理由があってもいけないと考え

る児童生徒の割合（再掲） 

      長期欠席の未然防止の充実 該当なし。 

      
長期欠席者への新たな支援

の充実 
該当なし。 

      ハートピア岡崎の充実 該当なし。 

      
関係機関の連携と相談体制

の強化 
該当なし。 

  基本施策⑥ 外国人児童生徒等への支援の充実 

    〇 
外国人児童生徒への指導・

支援の充実 

対話型アセスメントＤＬＡの実施率と達成率       
外国人児童生徒の在籍する

学校等への支援 

      
初期指導教育（プレクラ

ス）の充実 

  基本施策⑦ 特別支援教育の推進  

      
特別な支援を必要とする子

どもへの早期対応の充実 

特別支援教育に関する教員研修受講率 

通級指導を受けている児童生徒の個別の教育支

援計画の作成率 

通級指導を受けている児童生徒の個別の指導計

画の作成率 

      学校組織の対応力強化 

      理解の促進と指導力の向上 

  基本施策⑧ 多様な教育ニーズへの対応の強化 

      学校に行くのが楽しいと思う児童生徒の割合 

  〇 
きめ細やかな教育の実現に

向けた環境整備 
少人数学級の実施計画の策定及び実現 

    〇 
生育環境に応じた適切な支

援の充実 
スクールソーシャルワーカーの配置数 

      児童虐待防止の推進 該当なし。 

      
性的マイノリティとされる

児童生徒への理解と対応 
該当なし。 

    
再

掲 
校内フリースクールの拡充 該当なし。 

基本目標 3 岡崎市の人・もの・ことを生かした特色ある教育を推進する  

  基本施策⑨ 特色ある学校づくりの推進 

      
創意工夫のある教育活動の

推進 
創意工夫のある教育を推進している学校数 

      学校評価の活用 該当なし。 

  基本施策⑩ 開かれた学校づくりの推進  

      学校の情報発信の促進 保護者や地域の人との協働による取組が学校の

教育水準の向上に効果があったと考える学校の

割合 
      関係諸団体との連携の強化 

基本目標 4 教職員が生き生きと働くことができる働き方改革を推進する。 

  基本施策⑪ 教職員の資質・能力の向上 
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基

本 

目

標 

基

本 

施

策 

重

点 

事

項 

取組名 
測定指標・ 

数値目標 

      
学校の授業はわかりやすいと答える児童生徒の

割合 

  〇 多様な研修形態の実施 
児童生徒のＩＣＴ活用を指導することができる

教員の割合 

      
教員育成指標に基づいた教

員の資質・能力の向上 
該当なし。 

      
強化・領域指導員制度の充

実 
該当なし。 

  基本施策⑫ 専門性に基づくチーム体制の構築  

    〇 
多様なスタッフの配置・連

携 
該当なし。 

      事務の共同実施の充実 
事務の共同実施に関する運営マニュアル策定済

みのブロック数 

  基本施策⑬ 一人ひとりが力を発揮できる環境の整備  

    〇 
「Okazaki スマートワー

ク」の推進 

Okazaki スマートワークの導入により働き方が

改善されたと回答する教職員の割合 

    〇 
勤務時間外従事時間の削減

の推進 
該当なし。 

      
教職員の心身の健康の保

持・増進 
ストレスチェックの総合健康リスク 

  基本施策⑭ 学校におけるマネジメント機能の強化 

       
3 年間のうちに研究テーマ又は研究内容を新た

に設定した学校の割合 

   トップマネジメントの強化 該当なし。 

      
カリキュラム・マネジメン

トの推進 
該当なし。 

      ミドルリーダーの養成 該当なし。 

基本目標 5 持続発展可能な教育を実現する学校教育環境を整備する 

  基本施策⑮ 学びを支える教育環境の基盤整備 

    〇 
学校施設の計画的な老朽化

対策の推進 
大規模改修実施済みの学校数 

    〇 
新学校給食センター整備推

進 
西部学校給食センターの建設 

      
児童生徒数増加に対応した

校舎整備 
該当なし。 

      快適な教育環境の整備 学校の大便器の洋式化率 

  基本施策⑯ Society5.0 を見据えた情報化の環境整備 

    〇 
「岡崎版 GIGA スクール構

想」の運用支援体制の確立 
ＩＣＴ支援員の配置数 

    〇 

教育ネットワークの基盤整

備と情報セキュリティの強

靭化 

重要情報の情報漏洩の発生件数 
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基

本 

目

標 

基

本 

施

策 

重

点 

事

項 

取組名 
測定指標・ 

数値目標 

    〇 

次世代型高速大容量ネット

ワーク整備に向けた実証研

究 

SINET へ接続する学校数 

  基本施策⑰ リスクに備えた体制の整備 

      児童生徒の安全確保の推進 該当なし。 

      
児童生徒のリスクマネジメ

ント能力の育成 
該当なし。 

      
学校施設の防災・防犯機能

の強化 

ガラス飛散防止対策済みの学校数 

防犯カメラ設置済みの学校数 

体育館（避難所）のトイレ改修・スロープ設置

済みの学校数 

      
学校における感染症対策の

推進 
該当なし。 

  基本施策⑱ 先進的な教育環境の構築 

    〇 
学校プールの在り方につい

ての研究 
該当なし。 

      
教室の整備の在り方につい

ての研究 
該当なし。 

      
環境を考慮した学校施設の

整備推進 
エコスクールに認定された学校数 

基本目標 6 家庭、地域、学校との連携・協働を推進する 

  基本施策⑲ 子ども・若者育成支援の推進 

      青少年健全育成の推進 該当なし。 

      
子ども・若者育成支援の

ネットワーク整備 
子ども・若者支援地域協議会の設置 

      
二十歳のつどい（成人式）

の開催 
該当なし。 

  基本施策⑳ 家庭教育・地域教育への支援の充実  

      家庭の教育力向上への支援 わいわい子育て講座の受講者数 

      PTA 連絡協議会の活動支援 PTA 連絡協議会の行事への単位 PTA 参加者数 

      地域の教育力向上への支援 該当なし。 

  基本施策㉑ 視聴覚・情報教育の推進 

      

視聴覚・情報教育に関する

機材・教材の充実活用の推

進 

教材・機材貸出数 

      
映像制作等を通じた学習機

会の提供 
該当なし。 

      情報モラルの啓発 情報モラル出前講座開催数 

  基本施策㉒ 学校と地域の連携・協働の推進 

    〇 
学校と地域の連携・協働を

推進する仕組みの構築 

岡崎坂コミュニティ・スクールのモデル設定学

校数 

地域学校協働活動推進員の配置 

（出典：学校教育等推進計画より監査人加工） 
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第４ 監査の結果と意見（各論） 

Ⅰ 基本目標１ 未来を生きる資質・能力を育成する魅力ある教育を推進する 

Ⅰ－１ 基本施策① 「粘り強く課題の解決に取り組む力」を育む教育の推進 

１ 誰一人取り残さない個別最適化された学びの研究【学校指導課】【教育政策課】 

 取組の概要 

 個別最適化された授業や評価の在り方について研究するため、特定の市内小中学校に研究

を委嘱する。 

 学習者主体の学習スタイルの定着を図るため「Ｍｙタブレット8」の活用を推進する。 

 ＩＣＴを活用した指導力の向上を図るための指導資料の作成や教職員への研修を実施する。 

 

 タブレット型情報端末導入事業概要（取組に関連する事務事業評価※） 

政府は、令和元年 12月５日に閣議決定した「安心と成長の未来を拓く総合経済対策」の中

で、Society5.0 を担う人材の教育や個別最適化学習のための環境を速やかに整備することを

決めた。これを受け、文部科学省は 12月 19 日に大臣メッセージを発し、「令和時代のスタン

ダードとしての１人１台端末環境」の整備を早急に進めていく方針が示された。この政府に

よる「GIGA スクール構想」を踏まえ、市では「岡崎版 GIGA スクール構想」を立ち上げ、小学

校４年生以上の「Ｍｙタブレット」をはじめとする１人１台端末の整備を進めていくことと

なる。市では、日常的な利用が定着しており、「岡崎版 GIGA スクール構想」ではこれまでの

整備・運用ノウハウを最大限に活用して展開する。 

（出典：岡崎市業務活動評価表） 

※ 学校教育等推進計画の取組に紐づく事務事業評価9があるものについて記載する。以下

同様。 

 

【図表４－１－１】事務事業評価における指標の推移 

（単位：回） 

指標名  平成 30 年度 令和元年度 令和２年度 
令和３年度 

見込 

実施した授業回数 2,232 4,464 4,464   

授業を受けた児童生徒数 33,010 33,175 33,193  33,046 

（出典：岡崎市業務活動評価表） 

 
8 Ｍｙタブレットとは、タブレット端末を小学４年生以上の個人に紐づけて貸与する形態である。 
9 事務事業評価とは、事業の計画を立て実施するこれまでの行政運営に、事業を実施した結果、 事

業の目的を果し市民が満足するものであったかを分析・評価し、次の計画に反映させる活動を行政

運営に加え改革していくものである。 
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【図表４－１－２】投入コストと人員の推移 

（単位：千円） 

指標名 平成 29 年度 平成 30 年度 令和元年度 令和２年度 
令和３年度 

見込 

事業費 24,232 29,188 48,275 2,039,659  73,270 

人件費 2,672 2,689 4,069 4,438  6,294 

（出典：岡崎市業務活動評価表） 

 

 監査の結果 

 引き続き、ＩＣＴ支援員の適切な配備を進めることが望まれる。【意見】 

文部科学省は「GIGA スクール構想」では、令和５年度までに全学年で１人１台タブレット

配布達成を目標としている。市は、令和２年度に全小中学校において、１人１台タブレット端

末（iPad）の整備が完了しており、いち早くタブレット端末を活用した授業の在り方につい

て、検討が進められている状況である。 

そのため、令和３年８月 27 日から令和３年９月 30 日まで実施された新型コロナウイルス

感染症緊急事態宣言下においても、小中学校の分散登校を実施し、登校しない児童生徒は、各

学級からタブレット端末を使用したオンラインでの授業を全クラスで実施した。 

このように、岡崎版 GIGA スクール構想の実現に向かって、着実に進められており、現段階

では、タブレットを使用することにより、登校しなくても従来の教室での授業を受けること

ができるようになったところである。 

一方で、小中学校及び教員によって、タブレット端末の利用状況に差が出ており、引き続き

ＩＣＴ支援員の適切な配備が重要となっている。 

文部科学省の教育のＩＣＴ化に向けた環境整備５か年計画（2018 年～2022 年）で目標とさ

れている水準のうち、ＩＣＴ支援員は４校に１人配置とあるところ、市は、令和２年度は 11

校に１人配置（67 校÷６人）となっており、学校教育等推進計画の目標値についても、令和

７年度に８校に１人配置（67 校÷８人）と、文部科学省が目標とする水準に達していない状

況である。しかし、市では、ヘルプデスクを設け、必要に応じてＩＣＴ支援員を小中学校に派

遣する方法を採用しており、文部科学省の目標水準に達していないものの、少人数で効率的

な支援を行っている。 

【図表４－１－３】のような個別最適化された学びを進めるため、学校教育等推進計画に

あるとおり、引き続きＩＣＴ支援員の適切な配備を進めることが望まれる。 
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【図表４－１－３】岡崎版 GIGA スクール構想 

 

（出典：岡崎市ホームページ） 

 

 研修事業計画書を作成する学校側は提出日の記載をすべきであり、提出を受ける市側は記

載漏れがないか確認すべきである。【指摘】 

現教職員の研修事業とは、各学校が行う、教職員の授業研究等の研修及び教職員の研究

会にかかる報償費（講師料）、研究図書・消耗品費及び研究発表校印刷製本費を市が負担す

るものである。各学校からの事業費の申請にあたり提出される研修事業計画書について、

日付欄が空欄のものが１件発見された。「令和２年度現職研修事業費の内示及び事業計画書

の提出について（通知）」によると、研修事業計画書の提出期日は、令和２年６月８日とさ

れており、期日とおりに提出されたことが客観的に確認できるように、日付欄の入力は必

須である。そのため、研修事業計画書を作成する学校側は提出日の記載をすべきであり、提

出を受ける市側は記載漏れがないか確認すべきである。 

 

 研修事業の経費の内訳について、研修内容に合わせて支出されている経費かどうか内容を

把握されることが望まれる。【意見】 

委託された研修事業の決算報告書及び領収書について確認したところ、研修参加者は 30

名程度であるのに対して、経費として研修収録ファイルの購入が 50～60冊と記載があるも
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のがあった。内容を確認するために担当課へ質問したところ、内容は特に把握していない

とのことであった。委託料として税金が使われている以上、研修内容に合わせて支出され

た経費かどうか内容を把握されることが望まれる。 

 

 研修事業の決算報告書に添付された領収書だけでは内訳がわからない場合には、請求書や

納品書も添付することが望まれる。【意見】 

委託された研修事業の決算報告書及び領収書について確認したところ、「本代」など一括

で表記されていて内訳が不明瞭のものが複数発見された。領収書に請求書や納品書などを

添付することは必須ではないとのことであるが、委託した研修事業に関係のない経費が紛

れてこんでしまう可能性もあるため、領収書だけでは内訳がわからない場合には、請求書

や納品書も添付することが望まれる。 

 

 市の情報資産を提供した場合は、返還又は廃棄した事実を示す書面の提示を求める必要が

ある。【指摘】 

「岡崎市立梅園小学校ほか 31 校校内ネットワーク更新業務仕様書」第 11 条によると、

市から情報資産の提供を受けた場合は、業務終了時に返還又は廃棄し、その事実を示した

書面を提示するものとされている。 

当業務において、市の情報資産である図面を委託先に提供していたが、委託先が図面を

返還又は廃棄した際の書面が提示されていなかった。 

情報資産の漏洩リスクを回避するため、仕様書に基づき、市の情報資産を提供した場合

は、返還又は廃棄した事実を示す書面の提示を求める必要がある。 

岡崎市立梅園小学校ほか 31 校校内ネットワーク更新業務仕様書（令和２年４月） 

11．セキュリティ要件 

(7) 市から業務遂行のために必要な情報資産の提供を受けた場合は、業務終了時に返還

又は廃棄すること。その場合は、書面により返還又は廃棄の事実を示すものとする。 

 

２ プログラミング学習の継続実施と改善【教育政策課】 

 取組の概要 

 継続的かつ日常的に教科学習の中でプログラミング学習に取り組むためにモデルカリキュ

ラムを作成し、確実に実施するよう指導・助言する。 

 子どもがプログラムを組む楽しさを実感できるように、プログラミングフェスタを実施す

る。 

 論理的思考力を育てるために、ロボット教材等多様なプログラミング教材を計画的に配備

する。 
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 情報教育推進事業概要 

令和２年度より完全実施される小学校新学習指導要領では、各教科を通じてプログラミ

ング学習が位置付けられている。これを受け、市では、「岡崎市プログラミング学習」モデ

ルカリキュラムを作成し、１年先行して全市的な実施を開始した。 

本事業では、児童のプログラミング的思考を育むために、「岡崎市プログラミング学習」

で利用する小型ロボット教材を各学校に配備することで、児童が主体的にプログラミング

学習に取り組めるようにするものである。 

（出典：岡崎市業務活動評価表） 

 

【図表４－１－４】指標の推移 

（単位：校） 

指標名  平成 30 年度 令和元年度 令和２年度 
令和３年度 

見込 

小学校数 0 0 47  47 

（出典：岡崎市業務活動評価表） 

 

【図表４－１－５】投入コストと人員の推移 

（単位：千円） 

指標名 平成 29 年度 平成 30 年度 令和元年度 令和２年度 
令和３年度 

見込 

事業費 0 0 0 5,842  0 

人件費 0 0 0 2,731  1,945 

（出典：岡崎市業務活動評価表） 

 

 監査の結果 

監査手続の結果、【指摘】又は【意見】とすべき事項は発見されなかった。 

 

３ 国際理解・英語教育の推進【学校指導課】 

 取組の概要 

 小学校の英語教育を充実させるため、３年生以上の全ての授業に外国語指導助手や小学校

英語支援員を配置する。 

 中学校では、英語表現力向上のため、生徒が自分の意見や考えを英語で伝え合う GCT10カリ

 
10 GCT とは Global Communication Time の略。中学校の英語の授業において、年間 20 回行ってい

るオールイングリッシュの活動で、生徒が自分のもっている英語力を駆使して課題達成に向けて取

り組むことで、方略的言語能力の育成を目指すものである。 
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キュラムを作成する。 

 児童生徒が学習の成果を発揮できるよう、英語スキットや英語スピーチの発表会を年１回

開催する。 

 

 国際理解教育・英語教育振興事業概要 

グローバル化が加速する国際社会において、外国の人々と相互理解を図ることができるコ

ミュニケーション能力の育成が求められている。外国語指導助手と小学校英語支援員の配置、

中学校における３か国との相互交流により、英語教育の充実を図り、将来にわたって国際社

会で活躍できる子供の育成を図る。 

（出典：岡崎市業務活動評価表） 

 

【図表４－１－６】指標の推移 

（単位：人） 

指標名  平成 30 年度 令和元年度 令和２年度 
令和３年度 

見込 

外国語指導助手配置人数 0 32 32 32 

小学校英語指導補助者配置人数 0 25 25 25 

（出典：岡崎市業務活動評価表） 

 

【図表４－１－７】投入コストと人員の推移 

（単位：千円） 

指標名 平成 29 年度 平成 30 年度 令和元年度 令和２年度 
令和３年度 

見込 

事業費 0 0 167,814 182,650  171,423 

人件費 0 0 2,048 2,048  5,487 

（出典：岡崎市業務活動評価表） 

 

 監査の結果 

監査手続の結果、【指摘】又は【意見】とすべき事項は発見されなかった。 

 

４ キャリア教育の充実【学校指導課】 

 取組の概要 

 全ての教科領域の学びを生き方につなぐ、新しい視点に立ったキャリア教育を研究する。 

 発達段階に応じた教育活動を実施するため、系統的な教育計画の作成等について指導・助

言する。 
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 学校のキャリア教育を支援する体制づくりのため、職場体験学習の新規受入先の開拓や、

研修会などを実施する。 

 

 教育研究委託事業概要 

県研究委託事業の再委託 

キャリアスクールプロジェクト：中学生の職場体験学習を核としたキャリア教育の推進 

（出典：岡崎市業務活動評価表） 

 

【図表４－１－８】指標の推移 

（単位：校） 

指標名  平成 30 年度 令和元年度 令和２年度 
令和３年度 

見込 

研究事業参加 20 20 0 20 

（出典：岡崎市業務活動評価表） 

 

【図表４－１－９】投入コストと人員の推移 

（単位：百万円） 

指標名 平成 29 年度 平成 30 年度 令和元年度 令和２年度 
令和３年度 

見込 

事業費 978 936 835 70  2,571 

人件費 2,004 2,017 1,356 2,048  686 

（出典：岡崎市業務活動評価表） 

 

 監査の結果 

 キャリアスクールプロジェクトに関する事業報告書を提出する学校側は添付する領収書に

日付がない場合は取引先に記載を依頼すべきであり、提出を受ける市側は領収書の日付に

ついても確認すべきである。【指摘】 

キャリアスクールプロジェクトは、県からの研究委託事業であり、総合的な学習の時間、

特別活動、各教科等の特性を考慮し、教育課程に適切に位置付けてガイダンス事業・職場体

験学習・プレゼンテーション事業を行っている。 

当プロジェクトに関する決算報告書及び領収書について確認したところ、提出された領

収書の日付が漏れているものが発見された。 

業務対象期間内の費用であるか確認するためには、領収書に日付が記載されている必要

がある。 

そのため、事業報告書を提出する学校側は添付する領収書に日付がない場合は取引先に

記載を依頼すべきであり、提出を受ける市側は領収書の日付についても確認すべきである。 
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５ 問題解決型学習の推進【学校指導課】 

 取組の概要 

 児童生徒が問題意識をもって自ら知識を獲得していく単元計画の立案や、学習課題の設定

等について指導員訪問11等で指導・助言する。 

 問題の探究と解決に向けた効果的な学習形態や教師支援について研究するため、教育研究

大会等を実施する。 

 子どもの学びを振り返り、教師の授業力向上を図るため、教育研究論文の執筆を推奨する。 

 

 監査の結果 

監査手続の結果、【指摘】又は【意見】とすべき事項は発見されなかった。 

  

Ⅰ－２ 基本施策② 「確かな知性」を育む教育の推進 

１ 新学習指導要領の着実な実施【学校指導課】 

 取組の概要 

 新学習指導要領の実施に伴い「主体的・対話的で深い学び」の視点を踏まえた授業の実践に

ついて指導主事12の学校訪問等を通して指導・助言する。 

 カリキュラム・マネジメント13の確立、「主体的・対話的で深い学び」の視点からの教育課

程の編成と授業改善に関する研修を実施する。 

 教材の整備や効果的な指導の実践を市内小中学校に広げるため、特定の市内小中学校に研

究を委嘱する。 

 

 教育課程研究事業概要 

新学習指導要領の実施に伴い、児童生徒の基礎学力の向上のため、年間指導計画の検討、Ｉ

ＣＴ機器の活用に関わる教材開発の研究を図る。プログラミング学習を実施するためのロ

ボット教材の購入、タブレット端末活用リーフレット、通知表記載の手引きを作成すること

 
11 指導員訪問とは、教科・領域の指導に関し豊かな識見を有する者として教育委員会から委嘱され

た指導員（教員）が学校を訪問し、教科・領域に関する指導や助言を行うものである。 
12 指導主事とは、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第 18条第２項の規定により市町村の

教育委員会に置かれる専門的職員で、学校等における教育課程、学習指導その他学校教育に関する

専門的事項の指導に関する事務に従事する。 
13 カリキュラム・マネジメントとは、学校の教育目標の実現に向けて、子どもや地域の実態を踏ま

え、教育課程（カリキュラム）を編成・実施・評価し、改善を図る一連のサイクルを計画的・組織

的に推進していくこと。 
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で新学習指導要領に対応した教育を行う。 

（出典：岡崎市業務活動評価表） 

 

【図表４－１－10】投入コストと人員の推移 

（単位：千円） 

指標名 平成 29 年度 平成 30 年度 令和元年度 令和２年度 
令和３年度 

見込 

事業費 0 0 865 583  229 

人件費 0 0 5,425 2,731  2,744 

（出典：岡崎市業務活動評価表） 

 

 監査の結果 

監査手続の結果、【指摘】又は【意見】とすべき事項は発見されなかった。 

 

２ 小学校 5・6 年生の教科担任制の導入に向けた研究【学校指導課】 

 取組の概要 

 小学校高学年での教科担任制の在り方についての研究を、国や県の動向を注視しつつ、特

別委員会14で進める。 

 小学校高学年での教科担任制を先進的に導入している学校の視察等を通し、最新の情報に

基づいた研究を深める。 

 

なお、当取組は、令和３年度以降実施予定であり、令和２年度は実施されていない。 

 

３ 基礎・基本の指導の徹底【学校指導課】【教育政策課】 

 取組の概要 

 自分の進度に合わせた学習や学び直しができるようにするため、タブレットドリルを導入

する。 

 教師の授業力や指導力の向上を図るため、研究発表会、指導員訪問、現職研修を実施する。 

 各校の現状や、学力の状況等を主事訪問で確認し、確実な取組がなされるよう指導・助言す

る。 

 
14 特別委員会とは、市の計画に基づく委託事業を円滑に企画・運営するために設置される組織であ

る。 
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 児童生徒・教師用指導書購入事業概要 

各教科・領域の授業において、児童生徒の学習を補助する教材として、ことばのきまり、み

んなの安全などを購入する。 

また、教師用教科書・指導書の購入。 

生徒用補助教材、教師用教科書・指導書の購入 

児童用補助教材、教師用教科書・指導書の購入 

（出典：岡崎市業務活動評価表） 

 

【図表４－１－11】指標の推移 

（単位：％） 

指標名  平成 30 年度 令和元年度 令和２年度 
令和３年度 

見込 

児童生徒・教師用指導書購入率 100 100 100 100 

（出典：岡崎市業務活動評価表） 

 

【図表４－１－12】投入コストと人員の推移 

（単位：千円） 

指標名 平成 29 年度 平成 30 年度 令和元年度 令和２年度 
令和３年度 

見込 

事業費 59,111 55,250 46,225 263,848  120,389 

人件費 4,677 672 3,730 2,731  4,801 

（出典：岡崎市業務活動評価表） 

 

 監査の結果 

 適切な事業の実施状況を表す指標への見直しが望まれる。【意見】 

児童生徒・教師用指導書購入事業の事務事業評価の指標について、児童生徒・教師用指導書購

入率を指標とされている。しかし、児童生徒・教師用指導書は市が購入するものであり、予算執

行を行えば指標は必ず 100％になるため、事業を評価するにあたって、適切な指標とは言えない

と考える。そのため、実際の利用状況や効率性等、適切な事業の実施状況を表す指標への見直し

が望まれる。 

数値目標としては、例えば、必要数よりも多く購入したため不要となり廃棄することとなっ

た数量の割合等を設定することも一案である。 
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４ 全国学力・学習状況調査の実施・分析・活用【学校指導課】 

 取組の概要 

 教育施策・指導の改善・充実を図るため、全国学力・学習状況調査の結果を踏まえた課題の

把握・分析を行う。 

 全国学力・学習状況調査の結果の分析を基にした授業改善に関する研修を実施する。 

 小中学校で分析結果を共有し、授業改善に取り組むとともに、発達段階に適した系統的な

授業づくりを研究する。 

 

なお、当取組は、令和３年度以降実施予定であり、令和２年度は実施されていない。 

 

５ 科学の心を育む教育の推進【学校指導課】 

 取組の概要 

 科学資産を活用した実践が各学校で行われるよう支援するため、地元企業や学術機関等と

の連携を進める。 

 小学校の理科授業の充実のため、理科観察実験支援員を配置する。 

 理科自由研究の質的向上を図るため、自由研究相談会を開催したり、児童生徒の理科自由

研究の成果を発表する機会を提供したりする。 

 

 科学技術・理科教育振興事業概要 

本事業は、岡崎市の児童生徒に、科学的リテラシーを伸長する機会を積極的に与え充実を

図るものである。主な事業内容は以下のとおりである。 

 

① 岡崎市小中学校理科作品展 夏休みの理科自由研究で優秀なものを全市小中学校から出品。 

② 自然科学研究機構の出前授業 自然科学研究機構の３つの研究所より、市内全中学校に研

究者を派遣し、最先端科学に触れる機会をもつ。 

③ 国研セミナー 年２回。小中学校の理科教員を対象に、自然科学研究機構の研究者が、最先

端科学を講義する。理科教員と研究者との質疑応答も行われる。 

（出典：岡崎市業務活動評価表） 
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【図表４－１－13】指標の推移 

（単位：人） 

指標名  平成 30 年度 令和元年度 令和２年度 
令和３年度 

見込 

理科作品展参加人数 16,890 16,589 2,643  18,000 

理科作品展来場者数 7,485 0 0  7,500 

（出典：岡崎市業務活動評価表） 

 

【図表４－１－14】投入コストと人員の推移 

（単位：千円） 

指標名 平成 29 年度 平成 30 年度 令和元年度 令和２年度 
令和３年度 

見込 

事業費 1,517 1,517 7,702 7,659 3,722 

人件費 1,336 2,017 4,747 2,731 2,744 

（出典：岡崎市業務活動評価表） 

 

 監査の結果 

監査手続の結果、【指摘】又は【意見】とすべき事項は発見されなかった。 

 

６ 幼児教育と学校教育の連携の推進【学校指導課】 

 取組の概要 

 幼児期の教育と、学校教育で育成するそれぞれの資質・能力の関連や接続への理解を深め

る研修会を実施する。 

 発達段階について理解を深め、子どもの生きる力や健やかな育ちを支えるため、幼保小連

絡協議会15を設置する。 

 小１プロブレム16に対応するため、生活科を中心としたスタートカリキュラムの適切な編成

を指導・助言する。 

 

なお、当取組は、令和３年度以降実施予定であり、令和２年度は実施されていない。 

 

 
15 幼保小連絡協議会とは、幼稚園（私立 22 園）、保育園（公立 34園・私立 18 園）、認定こども園

（公立３園）及び小学校（公立 47校）で構成された組織である。 
16 小１プロブレムとは、小学校に入学したばかりの１年生が、集団行動がとれない、授業中に座っ

ていられない、教師の話を聞かないなどと学校生活になじめない状態が続くことである。 
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Ⅰ－３ 基本施策③ 「豊かな感性」を育む教育の推進 

１ 子どもたちの共生の心を育む教育活動の推進【学校指導課】 

 取組の概要 

 他を認め、多様な考えを受け入れ、自分の考えや意見をより良いものへと再構築するため

のチーム学習を主体とした授業を展開する。 

 年間 35 時間（第１学年は 34 時間）の「特別の教科 道徳」の授業に継続的に取り組み、

豊かな心の醸成を図る。 

 互いの個性を尊重し支え合い、多様な在り方を認め合える共生社会の形成に向けたインク

ルーシブ教育を推進する。 

 

 監査の結果 

 「点検表」の訂正印の要否及び該当がない場合の記載方法を統一することが望まれる。【意見】 

市では、学期ごとに年３回、指導主事が全小中学校を訪問し、学習指導要領のとおり授業

が行われているか、また、設備や職員の状況について、「点検表」の確認項目について検討

し、必要な指導・助言を行っている。 

令和２年度学期末指導主事訪問「点検表」を確認したところ、記載を修正する際、赤字二

重線で修正されているものと、二重線の上に訂正印を押印されているものが見受けられた。

また、「３教職員の健康状況等」に、該当がない場合は空欄になっているものと、該当なし

と記載されているものが見受けられた。 

訂正印の要否及び該当がない場合の記載方法を統一することが望まれる。 

 

２ 伝統や文化等に関する教育やふるさと岡崎の心を醸成する学習の推進【学校指導課】 

 取組の概要 

 「ふるさと岡崎の心」を醸成するために、岡崎の人物、文化、歴史などを題材・教材とした

教育活動を推進する。 

 総合的な学習や特別活動と、郷土の伝統や文化との関連を図るため、「特色ある学校づくり」

を推進する。 

 伝統や文化等の素晴らしさを実感できるよう、地域の伝統、文化、一流の芸や技などに触れ

る機会を提供する。 
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 学校行事実施事業概要 

小中学生の豊かな感性を育み、健やかな成長を図るために文化行事等を開催する。 

（出典：岡崎市業務活動評価表） 

 

【図表４－１－15】投入コストと人員の推移 

（単位：千円） 

指標名 平成 29 年度 平成 30 年度 令和元年度 令和２年度 
令和３年度 

見込 

事業費 21,974 21,955 25,035 11,021  14,051 

人件費 10,690 9,412 9,493 6,144  4,801 

（出典：岡崎市業務活動評価表） 

 

 監査の結果 

監査手続の結果、【指摘】又は【意見】とすべき事項は発見されなかった。 

 

３ 福祉体験や社会体験活動の充実【学校指導課】 

 取組の概要 

 「直接体験」を重視した福祉体験や社会体験活動の更なる充実を図るため、情報収集及び

新しい情報を発信する。 

 福祉体験活動の各学校の取組を進めるため、社会福祉協議会主催の福祉実践教室への参加

を促す。 

 中学２年生における職場体験学習等、社会体験活動を取り入れた生活科や総合的な学習を

推進する。 

 

 監査の結果 

監査手続の結果、【指摘】又は【意見】とすべき事項は発見されなかった。 

 

４ 持続発展可能な社会づくりを見据えた教育の推進【学校指導課】 

 取組の概要 

 各学校の実情に合わせて各教科・領域の学びを効果的に編成するため、年間カリキュラム

作成ツール「カリマネくん」を提供する。 

 岡崎市環境学習プログラムをモデルとして、各学校の地域の特性や子どもの実態に合わせ

た環境学習を推進する。 
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 ＳＤＧｓ17が掲げる 17 の目標（課題）を子どもが自らの問題として捉え、取り組むための

研究を推進する。 

 

 監査の結果 

監査手続の結果、【指摘】又は【意見】とすべき事項は発見されなかった。 

 

Ⅰ－４ 基本施策④ 「健やかな体」を育む教育の推進 

１ 学校保健活動の推進【学校指導課】 

 取組の概要 

 基本的な生活習慣の確立や自己肯定感の高い子どもを育てる保健教育を充実させるため、

授業時間を確保する。 

 保健教育の中心的な役割を担う養護教諭や教職員の質的向上のための研修を実施する。 

 保健管理等を推進するために、学校医、学校薬剤師等で組織する学校保健会を設置する。 

 

 監査の結果 

監査手続の結果、【指摘】又は【意見】とすべき事項は発見されなかった。 

 

２ 望ましい食習慣の形成や食育の推進【学校給食センター】【学校指導課】 

 取組の概要 

 給食部会において、各教科・領域の指導を通した、食に関する効果的な指導の在り方につい

ての研修を行う。 

 学校給食を食育に生かすために、栄養教諭の専門性を生かした市内全小中学校への給食巡

回指導を実践する。 

 多面的な食育を推進するため、給食における「かみかみ献立18」を継続したり、防災食献立

を導入したりする。 

 

 学校給食費の概要 

学校給食法第 11条第２項に基づき、下記食材材料費の実費分のみ保護者の負担となる。 

 
17 ＳＤＧｓとは、「誰一人取り残さない」持続可能で多様性と包摂性のある社会の実現のため、

2015 年９月の国連サミットで採択された 2030 年を年限とする 17 の国際目標である。 
18 かみかみ献立とは、歯ごたえのある食材を取り入れた学校給食の献立である。 
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・小学校１食あたり 240 円 

・中学校１食あたり 275 円 

請求は、原則、口座振替（引落し）で行っているが、残高不足などで口座振替ができず、未

納が発生した場合は、督促状兼納付書を送付している。 

 

 監査の結果 

 引き続き、収納方法の多様化等、学校給食費の収納率向上への取組が望まれる。【意見】 

市の学校給食の収納率の推移は、【図表４－１－16】のとおりである。 

 

【図表４－１－16】給食費収納率の推移 

 
（出典：教育政策課作成資料より監査人加工） 

 

平成 28 年度に文部科学省が実施した「学校給食費の徴収状況」の調査結果によると、平

成 28 年度の学校給食の未納額の割合は 0.4％であり、収納率に置き換えると 99.6％とな

る。 

市の平成 28 年度の現年分の収納率は 99.04％と文部科学省の調査結果を下回っており、

令和２年度の現年分の収納率についても過去５年間で最も低くなっていることから、収納

率の改善が望まれる。 

また、過年分の収納率が 50％程度と低くなっていることに鑑みても、現年分の収納率の

向上が重要であると考えられる。 

市では、給食費を保護者から直接徴収するなど、収納率向上のための取組を実施してい

るが、引き続き、収納方法の多様化等、学校給食費の収納率向上への取組が望まれる。 
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３ 現代的課題に対する保健教育の充実【学校指導課】 

 取組の概要 

 子どもが熱中症から自分の身体を守れるように、熱中症防止マニュアルや熱中症予防指導

案を作成する。 

 食物アレルギーの事故防止のため、学校における食物アレルギー対応の手引きの活用につ

いて、指導・助言する。 

 日常生活における感染症予防に関する内容理解を深め、心身ともに安全な生活を送れるよ

う適切に情報提供する。 

 

 監査の結果 

監査手続の結果、【指摘】又は【意見】とすべき事項は発見されなかった。 

 

４ 学校体育の着実な実施【学校指導課】 

 取組の概要 

 子どもが仲間と運動する楽しさを実感し、体力向上につながる授業づくりのため、指導員

訪問で指導・助言する。 

 動きの可視化を図り、上達するための体の動かし方がわかる授業を展開するためタブレッ

ト端末等の活用を図る。 

 自己目標の達成を積み重ねる体育の学習の継続によって、運動の日常化に発展させるため

の研修を実施する。 

 

 監査の結果 

 小学校審判実技講習会申込について、電子化を検討することが望まれる【意見】 

小学校審判実技講習会（自主研修）は、各種目（ソフトボール、バレーボール、バスケッ

トボール及びサッカー）の審判の仕方に関する講習会で、各小学校の体育主任の先生から、

各種目の審判の仕方などに不安をもっていたり、興味を持っていたりする先生を中心に、

校長の承認を得て参加するものである。 

講習会の申込み方法を確認したところ、各学校から申込用紙を FAX することになってい

た。市内の小学校は 47校あり、47枚分の申込用紙を集計する必要がある。事務負担の軽減

を図るため、電子化を検討することが望まれる。 
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【参考】小学校審判実技講習会申込用紙 

 

（出典：学校指導課作成資料） 

 

５ 各種運動大会の適正な実施【学校指導課】 

 取組の概要 

 子どもの健康管理や教職員の負担軽減を図るために、小中学校の各種運動大会をキッズデ

イズ19に開催する。 

 効率的な大会運営を行うため、同一週の土日にわたる大会日程の改善、１日当たりの試合

数の制限を図る。 

 熱中症や傷害予防等、子どもの安全管理のため、夏の大会の屋内種目では空調設備が整っ

 
19 キッズデイズとは、10月の第一週の授業日の一部を休業とする制度である。 
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た公共施設で開催する。 

 各種小中学校大会派遣補助事業概要 

各種小中学校大会、文化部活動大会における児童生徒の派遣の補助。 

市内小中学生の大会参加に係る交通費の一部を補助することにより、保護者の負担を軽減

し、部活動の振興を図る。 

（出典：岡崎市業務活動評価表） 

【図表４－１－17】指標の推移 

（単位：人） 

指標名  平成 30 年度 令和元年度 令和２年度 
令和３年度 

見込 

各種小中学校大会派遣人数 25,400 25,400 0 26,000 

（出典：岡崎市業務活動評価表） 

 

【図表４－１－18】投入コストと人員の推移 

（単位：千円） 

指標名 平成 29 年度 平成 30 年度 令和元年度 令和２年度 
令和３年度 

見込 

事業費 36,859 37,147 5,182 0 10,746 

人件費 3,341 2,689 2,373 2,048 2,744 

（出典：岡崎市業務活動評価表） 

 

 体育行事活動等推進事業概要 

体育的行事を円滑に推進させるために、適切な施設を使用する。 

・市内小中学生の各種スポーツ大会における事業の推進 

・中学校部活動の振興（民間指導者派遣） 

（出典：岡崎市業務活動評価表） 

 

【図表４－１－19】指標の推移 

（単位：人） 

指標名  平成 30 年度 令和元年度 令和２年度 
令和３年度 

見込 

各種大会参加人数 2,000 2,000 2,000 2,000 

（出典：岡崎市業務活動評価表） 
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【図表４－１－20】投入コストと人員の推移 

（単位：千円） 

指標名 平成 29 年度 平成 30 年度 令和元年度 令和２年度 
令和３年度 

見込 

事業費 11,021 11,135 39,969 19,774 38,188 

人件費 4,009 3,371 6,781 2,048 2,058 

（出典：岡崎市業務活動評価表） 

 

 監査の結果 

 各種スポーツ大会の参加者を把握する際、出欠アプリ等の活用を検討することが望まれる。

【意見】 

令和２年度岡崎市小学校体育大会では、新型コロナウイルス感染対策として、入場者を

制限するため、観戦できる保護者は児童１名につき１名とし、入場の際には、事前に配布し

た入場許可証の提示を必要とする運用を行っていた。 

大会当日の観戦者を把握するには、紙で提出された入場許可証を集計する必要がある。

今後は感染対策に限らず、事務負担軽減のため、出欠アプリ等の活用を検討することが望

まれる。 

 

【参考】入場許可証 

 

(出典：学校指導課提供資料) 
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 体育行事活動等推進業務に関する収支決算書添付の日付のない領収書について、適切に記

載するように指導する必要がある。【指摘】 

体育行事活動等推進業務では、小中学校の各種スポーツ大会の運営（報償金・参加費・施

設使用料他）及び中学校部活動の振興事業として、人的整備をすすめるとともに、技術の向

上と部活動の活性化を図っている。 

令和２年度体育行事活動等推進業務に関する収支決算書及び領収書について確認したと

ころ、提出された領収書の日付が漏れているものが発見された。 

業務対象期間内の費用であるか確認するために、日付の入力は重要であることから、適

切に記載するように指導する必要がある。 

 

６ 部活動の適正な実施【学校指導課】 

 取組の概要 

 より高度な技能習得のため、中学校に専門的な知識・技能を有する外部指導者や部活動指

導員の配置を進める。 

 地域で部活動に代わる活動機会を確保できるように、体制整備に向けた検討を行う。 

 成長期にある子どもたちの運動、食事、休養等のバランスの取れた生活を確立するため、適

切な休養日及び効率的な活動日や時間を設定する。 

 

 監査の結果 

 部活動指導に携わる者について、人材の確保に努めることが望まれる。【意見】 

中学校部活動外部指導者数及び部活動指導員数は、【図表４－１－21】のとおりであり、

市内中学校 20 校の全部活数に対する指導者数の割合は、令和２年度の 16.6％から、令和３

年度は 15.6％と減少傾向にある。なお、担当者に確認したところ、市は外部指導者から部

活動指導員への切り替えを進めており、外部指導者数が減少し、部活動指導員数が増加し、

全体としては減少傾向にあるものの、異常な減少ではないとのことである。 

しかし、基本施策⑬一人ひとりが力を発揮できる環境の整備の重点事項である「教職員

の勤務時間外従事時間の削減の推進」の取組の概要において、「部活動の在り方を研究する」

とされている。この取組を進める上で、部活動に携わる者について、人材の確保に努めるこ

とが望まれる。 
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【図表４－１－21】中学校部活動指導者数 

                （単位：人） 

  部活数 

令和２年度 令和３年度 

外部 

指導者数 

部活動 

指導員数 
計 

外部 

指導者数 

部活動 

指導員数 
計 

中学校全校（20校） 302 42 8 50 35 12 47 

1 校当たり平均人数 15.10 2.10 0.40 2.50 1.75 0.60 2.35 

部活数に対する 

指導者数の割合 
 13.9％ 2.6％ 16.6％ 11.6％ 4.0％ 15.6％ 

（出典：学校指導課作成資料より監査人加工） 
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Ⅱ 基本目標２ 子どもの多様性や特性を認め、可能性を伸ばす教育を推進する 

Ⅱ－１ 基本施策⑤ いじめ・長期欠席対策の充実 

１ いじめ未然防止の徹底【学校指導課】 

 取組の概要 

 教職員に対し、市いじめ防止基本方針等の内容の周知徹底を図る。 

 学級集団適応心理検査を２回行い、結果分析から学級における個々の状況把握、潜在的な

問題把握に努める。 

 人権週間等における啓発活動や実践事例等の収集・公開を行うなど、人権教育を推進する。 

 

 監査の結果 

監査手続の結果、【指摘】又は【意見】とすべき事項は発見されなかった。 

 

２ 校内フリースクールの拡充【学校指導課】 

 取組の概要 

 パイロット校における成果と課題を踏まえ、全中学校への整備を推進する。 

 個の支援・指導内容をまとめた「個別支援計画」等を活用し、計画的で組織的な支援を行

う。 

 個の学習状況に応じた指導や配慮の充実を図るため、ＩＣＴなどの機器や機能を積極的に

導入する。 

 

 校内フリースクール概要 

校内フリースクールは、何らかの事情で学校や教室に行きづらさを感じていたり、集団

生活が苦手で不安を抱えたりする生徒が、教室復帰だけでなく、もてる可能性や能力を最

大限に伸ばすことで、社会的な自立に向けた力を育む場所である。 

令和２年度に３校、令和３年度に５校（予定）の中学校が校内フリースクールを開設し

た。担任と支援員を配置し、生徒への指導・支援を行っている。 

（出典：令和３年度教育要覧） 

 

 監査の結果 

 校内フリースクールの支援員について、引き続き、人材の確保に努めることが望まれる。

【意見】 
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「令和２年度児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査結果の概

要（令和３年 10月 13 日）文部科学省」によると、小中学校における長期欠席者数は、年々

増加しており、令和２年度は新型コロナウイルスの感染回避による欠席数を除いても増加

傾向にある。 

 

【図表４－２－１】小・中学校における長期欠席の状況について 

 

（出典：「令和２年度児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査結果

の概要（令和３年 10月 13 日）文部科学省」） 

 

長期欠席者の問題に対応するため、市では学校教育等推進計画において、校内フリースクー

ルの拡充を重点事項としており、令和７年度までに 15 校とすることを目標とし、令和２年度は

３校開設、令和３年度は５校開設と整備が進められている。 

不登校生徒に対する効果的な支援として校内フリースクールの整備は重要であり、「この教室

に通いたい」と思える魅力あふれる場所とするため、支援員として人材の確保が必要である。 

令和２年度は、元教員の方をパートタイムで支援員として雇用しているが、人材の確保に努

めることが望まれる。 
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 校内フリースクールの個別支援計画の作成について、電子化を検討することが望まれる。

【意見】 

 校内フリースクールにおいても遠隔授業を行うなど、タブレットを活用した効果的な支援

を行うため、支援員に対する研修の充実を図ることが望まれる。【意見】 

校内フリースクールでは、一人ひとりの支援・指導内容をまとめた「個別支援計画」の様

式を作成し、活用しているが、紙での運用は事務負担が大きく、適時の情報共有が難しいた

め、個別支援計画の作成について、電子化を検討することが望まれる。 

また、校内フリースクールにおいても、通常学級同様、遠隔授業を行うなど、タブレット

を活用した効果的な支援を行うため、支援員に対する研修の充実を図ることが望まれる。 

 

３ いじめ問題への対応の充実【学校指導課】 

 取組の概要 

 教職員に対し、市いじめ防止基本方針等の内容の周知徹底を図る。 

 いじめの積極的認知と情報共有の徹底を促すとともに、いじめ問題の対応に関する研修の

充実を図る。 

 いじめ問題対策連絡協議会20を年２回開催し、学校と関係機関との連携を一層強化する。 

 

 監査の結果 

監査手続の結果、【指摘】又は【意見】とすべき事項は発見されなかった。 

  

４ 長期欠席の未然防止の充実【学校指導課】 

 取組の概要 

 児童生徒が安心して教育を受けられる魅力ある学校づくりを推進する。 

 生活アンケートの有効活用等により長期欠席者の態様を的確に把握し、ケースに応じた対

策を講じる。 

 Web 版学級集団適応心理検査へ移行することで、速やかに結果を分析し、個の状況に応じた

支援を推進する。 

 

なお、当取組は、令和３年度以降実施予定であり、令和２年度は実施されていない。 

 
20 いじめ問題対策連絡協議会とは、いじめ防止対策推進法第 14 条第１項の規定により設置される

組織であり、学校、教育委員会、児童相談所、法務局、警察等の職員で構成される。 
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５ 長期欠席者への新たな支援の充実【学校指導課】 

 取組の概要 

 ＩＣＴ機器等を積極的に活用し、校内適応指導教室の運営を充実させる。 

 民間施設との連携等を図ることで、長期欠席者に対する多様で適切な教育機会の確保を推

進する。 

 個に応じた配慮や支援の充実を図るため、家庭や校外施設でのＩＣＴなどの機器や機能を

積極的に活用する。 

 

なお、当取組は、令和３年度以降実施予定であり、令和２年度は実施されていない。 

 

６ ハートピア岡崎の充実【学校指導課】 

 取組の概要 

 学校、ハートピア岡崎双方における児童生徒の状況について確実に情報共有できるように

連携を強化する。 

 児童生徒の社会的な自立を目指し、体験活動や進路指導等、指導内容の充実を図る。 

 指導員の増員等、児童生徒一人ひとりにきめ細かな指導ができる体制の充実を図る。 

 

 教育相談センター管理運営事業概要 

教育相談、教育相談に関する研究及び情報の収集提供、適用指導教室を実施するための施

設の管理運営を行う。 

・平成 22 年１月４日から教育研究所を中心に行ってきた教育相談機能等を「教育相談セン

ター」業務として実施。 

・平成 22年１月４日から「ハートピア岡崎」は「教育相談センター」内に移転。 

・平成 27年９月１日から「ハートピア上地」が「総合学習センター」内に開所。 

（出典：岡崎市業務活動評価表） 

 

【図表４－２－２】指標の推移 

（単位：件、人） 

指標名  平成 30 年度 令和元年度 令和２年度 
令和３年度 

見込 

そよかぜ相談室 相談件数 2,751 2,705 2,618  2,800 

ハートピア岡崎 通所人数 61 40 35 70 

（出典：岡崎市業務活動評価表） 
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【図表４－２－３】投入コストと人員の推移 

（単位：千円） 

指標名 平成 29 年度 平成 30 年度 令和元年度 令和２年度 
令和３年度 

見込 

事業費 7,186 5,197 6,482 7,148 7,620 

人件費 5,883 5,156 7,254 6,492 7,407 

（出典：岡崎市業務活動評価表） 

 

 監査の結果 

監査手続の結果、【指摘】又は【意見】とすべき事項は発見されなかった。 

 

７ 関係機関の連携と相談体制の強化【学校指導課】 

 取組の概要 

 学校と教育委員会は、警察、児童相談所、市の担当部局と情報共有する体制を確立し、連携

して支援に当たる。 

 臨床心理士、登校支援員等による各種相談・支援体制の充実を図る。 

 相談体制を強化するために、全中学校区でスクールソーシャルワーカーを活用する。 

 

なお、当取組は、令和３年度以降実施予定であり、令和２年度は実施されていない。 

 

 中学校区児童生徒健全育成協議会概要 

中学校区児童生徒健全育成協議会は、中学校区の PTA が中心となり、関係諸団体との密接

な連携を深め、児童生徒の健全育成を推進するために平成13年度に組織づくりが開始された。 

小学校、中学校及び関係諸団体と連携を密にして運営することにより、小中一貫した生徒

指導と児童生徒及び学区住民の防犯に対する意識高揚を図った。 

平成 15 年度には 15 中学区で組織化された。その後、携帯電話の普及等による問題行動の

広域化や変質者被害の多発等を踏まえて、市内全中学校区の校長と地域の代表が集まる情報

交換会を２回開催した。 

平成 16 年度は、市内の全ての中学校区で組織化を図り、その代表者と校長を集めて、中学

校区児童生徒健全育成連合協議会が発足した。 

平成 18 年度は、全国で起きた「いじめ自殺」を受け、その対応策を協議した。 

平成 19 年度は、「いのちの教育」アクションプランの推進に向けて、子供たちの健全育成

に向けた活動を展開した。 

平成 20 年度からは、「いのちの教育」アクションプラン推進協議会の地域部会として活動

を継続した。 
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平成 23 年度以降は、各中学校区児童生徒健全育成協議会の充実を図りながら、確かな行動

連携を目指した取組を展開している。 

 

 監査の結果 

 引き続き、少年愛護センターと教育相談センターの連携を進めていくことが望まれる。【意

見】 

市には現在、少年愛護センターと教育相談センターがあり、それぞれの概要は【図表４－

２－４】のとおりである。 

 

【図表４－２－４】少年愛護センターと教育相談センターの比較 

 少年愛護センター 教育相談センター 

所管課 社会教育課 学校指導課 

開所の 

経緯 

青少年の健全育成の推進と非行防止の

ための活動を行うために開所した。 

教育研究所の相談部門と不登校児童生徒のた

めの適応指導教室が合併し開所した。 

実施 

事項 

センター補導 １日２回 

学区補導 月１回 

面接相談 

14 件（令和２年度実績） 

電話相談 

23 件（令和２年度実績） 

そよかぜ相談室 

 ・不登校に関する相談 

 ・就学に関する相談 

 ・特別支援教育に関する相談 

 

ハートピア岡崎 

 ・通所指導 

 ・登校相談支援活動 

 

市では、非行防止を目的とする少年愛護センターと、不登校・ひきこもりを対象とする教

育相談センターは、目的や対象が異なるものであるため、別々のセンターを設けてそれぞ

れ対応している。たしかに非行防止と不登校・引きこもりの対応という目的は異なるもの

であるが、情報を共有することにより、より効果的な支援が可能となると考える。そのた

め、引き続き連携を進めていくことが望まれる。 

 

Ⅱ－２ 基本施策⑥ 外国人児童生徒等への支援の充実 

１ 外国人児童生徒への指導・支援の充実【学校指導課】 

 取組の概要 

 日本語指導が必要な児童生徒に対して、担当教員が、担任等と連携した日本語指導が行え

るよう、個別の指導計画の確実な作成ができるよう支援する。 

 各学校の日本語教育担当教員の指導力向上と日本語教育講師の支援力向上のための研修を

実施する。 
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 日本語教育講師の派遣を希望する小中学校に対して、十分に派遣できるよう、日本語教育

講師の増員をする。 

 

 帰国・外国人児童生徒教育支援事業概要 

国際化の進展に伴い、市の小中学校に在籍する日本語指導が必要な児童生徒が増加する中、

当該児童生徒日本語指導・教科指導、生活指導等の充実を図るため、平成５年より本事業を実

施している。日本語指導が必要な児童生徒は 610 人を超えている。 

（出典：岡崎市業務活動評価表） 

 

【図表４－２－５】指標の推移 

（単位：回） 

指標名  平成 30 年度 令和元年度 令和２年度 
令和３年度 

見込 

日本語教育講師派遣回数 3,366 3,366 3,366  3,366 

（出典：岡崎市業務活動評価表） 

 

【図表４－２－６】投入コストと人員の推移 

（単位：千円） 

指標名 平成 29 年度 平成 30 年度 令和元年度 令和２年度 
令和３年度 

見込 

事業費 25,228 25,348 34,594 41,789 49,085 

人件費 2,004 5,378 4,747 6,842 5,487 

（出典：岡崎市業務活動評価表） 

 

 監査の結果 

監査手続の結果、【指摘】又は【意見】とすべき事項は発見されなかった。 

 

２ 外国人児童生徒の在籍する学校等への支援【学校指導課】 

 取組の概要 

 編入児童生徒等の臨時対応としての日本語指導や翻訳、生活適応相談をする支援員を派遣

する。 

 入学式や入学説明会、懇談会での通訳など、児童生徒・保護者・学校の要望に応じて支援員

を派遣する。 

 外国人児童生徒及び保護者に対して母語での通訳支援と翻訳支援ができるようタブレット

端末の整備を行う。 
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なお、当取組は、令和３年度以降実施予定であり、令和２年度は実施されていない。 

 

３ 初期指導教育（プレクラス）の充実【学校指導課】 

 取組の概要 

 現指導カリキュラムを随時見直し、児童生徒の日本語能力に合わせたカリキュラムにて指

導を行う。 

 指導員が児童生徒の在籍校に定期的に訪問するなど、卒級後の在籍校での支援を行う。 

 外国からの編入の状況に合わせ、日本語初期指導教室の拡充を図る。 

 

なお、当取組は、令和３年度以降実施予定であり、令和２年度は実施されていない。 

 

Ⅱ－３ 基本施策⑦ 特別支援教育の推進 

１ 特別な支援を必要とする子どもへの早期対応の充実【学校指導課】 

 取組の概要 

 新学齢時を対象とした就学相談会や相談員の保育園等への巡回訪問を充実させる。 

 幼稚園、保育園等との円滑な接続を図り、「個別の支援計画」を活用した一人ひとりに適し

た支援を行う。 

 就学前の早期発見や適切な支援が行われるよう、関係機関との連携を推進する。 

 

 特別支援教育推進活動事業概要 

障がいのある児童生徒の就学前から中学校卒業後までを見通した関係諸機関との情報共有

や行動連携など、教育支援体制の充実を図る。 

（出典：岡崎市業務活動評価表） 

 

【図表４－２－７】指標の推移 

（単位：件） 

指標名  平成 30 年度 令和元年度 令和２年度 
令和３年度 

見込 

そよかぜ相談（就学関係）相談件数 309 298 326  300 

（出典：岡崎市業務活動評価表） 
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【図表４－２－８】投入コストと人員の推移 

（単位：千円） 

指標名 平成 29 年度 平成 30 年度 令和元年度 令和２年度 
令和３年度 

見込 

事業費 356 2,895 13,761 17,434 16,763 

人件費 1,990 2,022 4,747 6,827 8,917 

（出典：岡崎市業務活動評価表） 

 

 監査の結果 

監査手続の結果、【指摘】又は【意見】とすべき事項は発見されなかった。 

 

２ 学校組織の対応力強化【学校指導課】 

 取組の概要 

 各学校において、特別支援教育コーディネーターを中心として、外部人材を活用するなど

校内研修を充実させる。 

 安定した学級運営のために、特別支援学級に在籍する児童生徒数を踏まえた人的体制の充

実を図る。 

 学校の体制をサポートするため、教育相談センターの機能の充実を図る。 

 

 監査の結果 

 特別支援教育について、各校の校内研修の内容を把握し、各校で共有することが望まれる。

【意見】 

取組の概要において「ア 各学校において、特別支援教育コーディネーターを中心とし

て、外部人材を活用するなど校内研修を充実させる」とある。これについて、各学校それぞ

れで対応しているが、どのような研修を実施しているかなどのアンケート等の調査は実施

していないとのことである。特別支援教育コーディネーターの研修のアンケートでは、特

にコーディネーター初年度の教員から、どのように対応していくかの不安や情報共有を求

める声もあり、各学校での校内研修の内容を調査し、各学校で共有することでより有効に

研修を活用することが望まれる。 

 

３ 理解の促進と指導力の向上【学校指導課】 

 取組の概要 

 「個別の支援計画」の作成方法や、学級運営などの特別支援教育に係る研修を充実させる。 
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 特別支援教育研修、特別支援学級管理運営研修などの各種研修会を充実させる。 

 特別支援学校との連携を図り、障がい者理解に関する学習や交流及び共同学習の一層の推

進を図る。 

 

 監査の結果 

監査手続の結果、【指摘】又は【意見】とすべき事項は発見されなかった。 

 

Ⅱ－４ 基本施策⑧ 多様な教育ニーズへの対応の強化 

１ きめ細やかな教育の実現に向けた環境整備【教育政策課】【学校指導課】 

 取組の概要 

 「岡崎市30人学級実施検討会議」の議論を踏まえ、市内小中学校に少人数学級を導入する。 

 教師の児童生徒と向き合う時間の確保や児童生徒の学習サポートと学校生活への適応支援

を行うために、学校スタッフを配置する。 

 小規模校について「特認校制21」を利用した場合の期待される効果や課題を整理し、導入に

ついての検討を進める。 

 

 30 人学級実施検討会議開催 

(ウ) 岡崎市附属機関設置条例に基づき、市立小中学校における３０人学級の実施に関する

審議を行うため、教育委員会の附属機関として、「３０人学級実施検討会議」を設置する。 

（出典：岡崎市業務活動評価表） 

 

【図表４－２－９】指標の推移 

（単位：人） 

指標名  平成 30 年度 令和元年度 令和２年度 
令和３年度 

見込 

実施検討会議開催数   5  

（出典：岡崎市業務活動評価表） 

 

  

 
21 特認校制とは、従来の通学区域は残したままで、隣接する区域内の希望する学校について、通学

区域に関係なく市内のどこからでも就学を認める制度である。 
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【図表４－２－10】投入コストと人員の推移 

（単位：千円） 

指標名 平成 29 年度 平成 30 年度 令和元年度 令和２年度 
令和３年度 

見込 

事業費    1,467  

人件費    7,089  

（出典：岡崎市業務活動評価表） 

 

 小学校通学バス運行事業概要 

額田地区の遠距離通学児童の安全のため通学バスを運行する。 

当初は、額田町時代に使用していたバスを額田中学校の寮の送迎と小学校の遠距離通学に

も利用していたが、そのバスが 10年以上経過し使えなくなり運転手も定年退職したため、廃

止となった。それに伴い、平成 24 年度から額田中学校も含め、額田地区すべての遠距離通学

区域は民間委託で通学バスを運行することになった。 

平成22年度に統廃合で３校が廃校となり、遠距離通学となった豊富・宮崎小学校の児童は、

平成 26 年９月末まで無料のコミュニティバス（ほたる・のってこバス）で対応できる時間帯

に登下校していた。しかし、平成 26 年 10 月からコミュニティバスの運行便数減と有料化及

び土日祝日の行事に対応するため、民間委託により通学バスを増便した。平成 31 年４月から

形埜小（切山地区）からの通学児童が０人となったため、切山地区の登校バスを廃止した。 

（出典：岡崎市業務活動評価表） 

 

【図表４－２－11】指標の推移 

（単位：人） 

指標名  平成 30 年度 令和元年度 令和２年度 
令和３年度 

見込 

通学バス利用対象人数 85 77 79 77 

（出典：岡崎市業務活動評価表） 

 

【図表４－２－12】投入コストと人員の推移 

（単位：千円） 

指標名 平成 29 年度 平成 30 年度 令和元年度 令和２年度 
令和３年度 

見込 

事業費 31,946 34,187 28,861 29,665  33,562 

人件費 995 336 339 1,365  1,372 

（出典：岡崎市業務活動評価表） 
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 へき地学びの絆づくり推進事業概要 

・へき地小規模校の教材器具等の整備、へき地学校に勤務する教員の研修、その他へき地

における教育の充実を図る。 

・へき地学校及び準へき地学校が郷土の伝統芸能や産業に関心を抱かせ、地域の一員とし

て根付く後継者としての自覚を持たせたり、都市の生活体験をさせたりすることによって、

へき地学校の充実を図る。 

・少人数の学校同士が合同で授業を行う集合学習の実施により、器楽合奏・合唱（音楽）や

球技等のゲーム（体育）の授業が可能となり、本来のねらいを達成するため。 

（出典：岡崎市業務活動評価表） 

 

【図表４－２－13】指標の推移 

（単位：日） 

指標名  平成 30 年度 令和元年度 令和２年度 
令和３年度 

見込 

集合学習実施日数 4 4 5 5 

（出典：岡崎市業務活動評価表） 

 

【図表４－２－14】投入コストと人員の推移 

（単位：千円） 

指標名 平成 29 年度 平成 30 年度 令和元年度 令和２年度 
令和３年度 

見込 

事業費 683 690 703 724  664 

人件費 1,336 1,345 339 683  686 

（出典：岡崎市業務活動評価表） 

 

 監査の結果 

 通学バス運行日誌兼実績の運転者について、個人情報取扱特記事項に従った報告書が提出

されていることを確認するべきである。【指摘】 

「児童通学バス運行業務委託契約書」の個人情報取扱特記事項第７条第４項によると、

契約期間中に従事者の変更・増員があった場合には新たに従事する者に秘密保持に関する

誓約書の提出させたことを書面にて報告するよう定められている。 

当初に受託者から提出された報告書と月次で提出される通学バス運行日誌兼運行実績を

比較した結果、通学バス運行日誌兼運行実績に記載された運転者の中に、報告書に記載の

ない従事者の名前が記載されているものが見受けられた。 

そのため、通学バス運行日誌兼実績の運転者について、個人情報取扱特記事項に従った

報告書が提出されていることを確認するべきである。 
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２ 生育環境に応じた適切な支援の充実【学校指導課】 

 取組の概要 

 家庭の経済状況等によって、子どもの学びの機会が失われることがないよう、就学援助制

度を実施する。 

 貧困家庭の子ども等を生活支援や福祉制度につなげられるようスクールソーシャルワー

カーを活用する。 

 貧困の連鎖を防止するため、きめ細かな学習指導による学力保障とキャリア教育の充実を

図り、全ての子どもが夢と希望をもって成長できるようにする。 

 

 新入学児童生徒就学支援事業 

新型コロナウイルス感染症の拡大の影響により家計の収入が減少する中、子どもの新入学

を迎える家庭の経済的負担の軽減を図るため、図書カード（3,000 円分）の配付を行う。 

（出典：岡崎市業務活動評価表） 

 

【図表４－２－15】指標の推移 

（単位：人） 

指標名  平成 30 年度 令和元年度 令和２年度 
令和３年度 

見込 

令和３年度小学校新１年制児童数    3,800 

令和３年度中学校新１年制生徒数    4,000 

（出典：岡崎市業務活動評価表） 

 

【図表４－２－16】投入コストと人員の推移 

（単位：千円） 

指標名 平成 29 年度 平成 30 年度 令和元年度 令和２年度 
令和３年度 

見込 

事業費     23,400 

人件費     4,802 

（出典：岡崎市業務活動評価表） 

 

 就学援助制度 

経済的理由によって、就学困難な児童及び生徒に対し学用品、通学用品費、学校給食費、修学

旅行費などの費用の一部を援助し、義務教育の円滑な実施を図る。 
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【図表４－２－17】就学援助者数の推移（３月現在） 

（単位：人） 

区分  平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 令和元年度 令和２年度 

小学校 1,416 1,409 1,467 1,411 1,362 

中学校 968 909 894 890 880 

計 2,384 2,318 2,361 2,301 2,242 

（出典：教育要覧より監査人作成） 

 

 監査の結果 

 起案書の承認業務の効率的かつ効果的な運用の為、確認者別の確認事項を明確にすること

が望ましい。【意見】 

就学援助額決定時の起案書を閲覧した結果、主担当者１名、副担当者２名、係長１名、副

課長１名、課長１名の計６名の押印がされていることを確認した。また、他の起案書におい

ても、同様に複数人の押印がされているものが見受けられた。 

担当者に確認したところ、分担は、主担当者が起案内容を作成し、副担当者が起案内容と

根拠資料等の突合、係長、副課長は財政・行政的視点での確認、最終承認者は課長であると

のことであった。 

起案内容の確認を複数人で行うことは有益であるが、効率的かつ効果的な業務遂行の為

には、担当を割り振ることにより、妥当性の検討・承認と情報共有の閲覧を分けることが効

果的であると考える。 

そのため、起案書の承認業務の効率的かつ効果的な運用のため、確認者別の確認事項を

明確にすることが望まれる。 

 

 制度申請説明に関する添付資料の翻訳業務の納期について、スケジュール管理や作業調整

管理の徹底が望まれる。【意見】 

就学援助制度の配布資料を閲覧した結果、令和２年度において就学援助の外国語での資

料の翻訳が間に合わず、参考資料として令和元年度の資料を添付していた。 

該当する「資料内容」は、令和２年度と令和元年度と大幅な変更はなかったため特段不利

益は生じていなかったものの、就学援助は重要な施策であり、適切な資料や書類を配布す

ることが前提である。適切な資料、書類を使用することで対象となる生徒や保護者の誤申

請や外国語での手続を実施しなければならない心理的負担を軽減でき、安心して利用・相

談できる環境づくりにつながると考えられる。 

適切な書類の整備のため、通常見込まれる業務スケジュールの年間計画を策定し、関連

部署にスケジュールを確認する、他部署との連携が必要となる業務を先行して実施すると

いったスケジュール管理や作業調整管理の徹底が望まれる。 

資料の翻訳は毎期発生することが予測される業務であり、年度期初から翻訳業務の時間

枠の確保を行うことも視野に入れることも考えられる。 
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 起案書の回議が正しく行われているか、起案書保管時に確かめる必要がある。【指摘】 

 起案書の回議が必要な担当者及び役職者の範囲を見直すことが望ましい。【意見】 

就学援助額決定時の起案書を閲覧した結果、担当者の回議漏れが発見された。 

回議が必要な担当者が不在であったため、回議漏れが起こっていたが、承認まで完了し

ていたため、そのまま起案書が保管されていた。 

回議漏れについては、特段問題は生じていなかったものの、起案書の回議が正しく行わ

れているか、起案書保管時に確かめる必要がある。 

また、前述の「ア 起案書の承認業務の効率的かつ効果的な運用の為、確認者の確認事項

を明確にすることが望ましい。【意見】」の意見と同様に、起案書回議業務の効率的かつ効果

的な運用の為、起案書の回議が必要な担当者及び役職者の範囲を見直すことが望ましい。 

 

 システム改修やシステム更新時に、手入力データのリスト様式での出力を可能とすると

いった業務効率化や正確性の向上のため検討が望まれる。【意見】 

就学援助額決定時の起案書を閲覧した結果、認定者の確定作業において、バッチ処理が

できない対象者は手入力で対応し処理後に処理した内容を手書きにて起案書添付資料に追

加していた。 

現状のシステムでは、手入力対応したデータをリスト化して出力することができない。 

システムからリストを出力できれば、事務作業の負担軽減になるとともに手書きによる

記載漏れや誤りを防ぎ、網羅性のチェックと処理完了の確認を行えると考えられる。手入

力分についてもシステムから出力したリストでチェックすることが望ましい。 

システム改修やシステム更新時に、手入力データのリスト様式での出力を可能とすると

いった業務効率化や正確性の向上のため検討が望まれる。 

 

 就学援助手続が遅延しないようにする必要がある。【指摘】 

就学援助の支払負担行為決議書を閲覧した結果、申請承認が遅延し、４月に遡及して支

払いを実施した事例が３件発見された。 

承認が遅延した経緯は、次のとおりである。 

 

【事例１】 

就学援助の申請書類が本人から４月学校休校中に担当教諭に提出された。担任教諭が

２ヶ月半ほど机の引き出しに保管したまま提出を失念していた。その後、担任教諭が７

月初め頃に申請書類を机から発見し、申請書類を提出した。 

本人から学校への提出時期に遅れはなかったが、学校から申請書類が速やかに提出さ

れず、手続が遅延した。 

 

【事例２】 
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就学援助の継続申請についての案内を本来は２月に該当者に実施すべきであった。 

学校に認定者がいれば、学用品費を支給するための支給金額データが６月末に送付さ

れるが、そのデータが届かなかったことから本来の時期より５ヶ月程度経過時点の７月

初めに案内漏れが判明した。その後案内を実施したことから、承認が通常より遅延した。 

 

【事例３】 

コロナ禍で申請期間が後ろ倒しになったことから情報照会等の手続に時間を要し、承

認が通常より遅延した。 

 

就学援助事務手引には、申請を受けてから承認するまでの期間についての定めはないも

のの、本来は速やかに処理することが必要であり、処理の遅延は、生徒及び保護者に過度な

負担をかけるため、手続が遅延しないようにする必要がある。 

申請や案内に漏れが生じることを防ぐために、現在は、学校担当者への研修時に口頭で

の注意喚起、掲示板で文書の掲示を行っているが、以下のような対応を検討することが望

ましい。 

 

【事例１に対する対応策】申請書を保護者から学校指導課へ直接提出する。 

制度案内及び相談は実際に児童生徒や保護者と接する機会が多い学校が行うが、申請

書類に提出用封筒を同封し、申請書類が保護者から直接学校指導課へ提出する方法が考

えられる。 

学校指導課へ直接提出することにより、学校の担任教諭の机で生徒の経済状況に関す

る個人情報が記載された書類を保管することによる紛失及び情報漏洩リスクの軽減につ

ながると考えられる。 

 

【事例２に対する対応策】継続申請の対象となる現受給者のリストを各学校に配布する。 

引き続き保護者が申請書類を学校に提出する場合、学校指導課は継続申請の対象とな

る現受給者のリストを各学校に配布し、学校が対象者の申請書類の提出状況を管理し、

学校指導課に報告することにより、継続申請者からの提出漏れが生じるリスクの軽減に

つながると考えられる。 

また、就学援助申請の案内については、現在実施している書類の配布に加えて、学校か

らの連絡用に保護者が登録しているメールアドレスに情報を配信するなどの複数のアプ

ローチを実施することで、対象者に必要な情報が届かないリスクの軽減につながると考

えられる。 

 

【事例３に対する対応策】WEB 申請の導入を検討する。 

WEB 申請の導入を検討することにより、書類申請手続の効率化、書類紛失リスクの削減

及び手続き申請状況の把握が可能になると考えられる。 

また、今後自治体ＤＸを進める際に、就学援助についても案内、申請、承認、進捗管理
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を一元管理する仕組の構築について検討されたい。 

 

 就学援助対象者のリスト（様式 12）の作成と突合業務の効率化の為、業務手順を変更する

ことが望ましい。【意見】 

支払行為負担決議書を閲覧した結果、岡崎市就学援助費支給要綱第 10 条に基づき作成さ

れている様式 12 について、システムより対象者を記載した状態で様式 12 に出力できない

ことから様式のみを各校に配布し、氏名、学年、支給金額等を各校で記載して提出してい

る。記載を受けた内容を学校指導課にてシステム情報と突合していることが分かった。 

様式のみを各校に配布するのではなく、突合に使用しているシステムデータから様式 12

に内容を反映し、それを各校に配布し内容に相違ないかを確かめる形式に変更することで、

各校担当者の負担減少と、確認業務の時間短縮により、支給が迅速に行われると考えられ

る。今後システム改修、システム更新時にリスト出力方式への変更も視野に入れて検討す

ることが望ましい。 

 

３ 児童虐待防止の推進【学校指導課】 

 取組の概要 

 迅速に相談・通告できる体制を整備するため、虐待に関する管理職の研修を実施する。 

 児童相談所や市の担当部局との連携をより密にするために、定期的な情報交換を行う。 

 保護者の虐待防止への意識醸成を図るため、虐待防止の啓発資料を積極的に配布する。 

 

なお、当取組は、令和３年度以降実施予定であり、令和２年度は実施されていない。 
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４ 性的マイノリティとされる児童生徒への理解と対応【学校指導課】 

 取組の概要 

 教育相談を徹底し、本人の心情に配慮した対応をする。また、学校からの配布物や掲示物等

で情報発信をする。 

 教職員が性の多様性に関する正しい理解を身に付け、適切に対応することができるように

するための研修機会を提供する。 

 性的マイノリティに関する本を学校図書室に置いたり、ニュースについて児童生徒が話し

合ったりする機会を設ける。 

 

なお、当取組は、令和３年度以降実施予定であり、令和２年度は実施されていない。 
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Ⅲ 基本目標 3 岡崎市の人・もの・ことを生かした特色ある教育を推進する  

Ⅲ－１ 基本施策⑨ 特色ある学校づくりの推進 

１ 創意工夫のある教育活動の推進【学校指導課】 

 取組の概要 

 創意工夫ある教育活動を推進するため、学校評価委員会22を設置し、各学校の規模や内容に

応じて軽重をつけた予算配分を実施する。 

 発展性、創造性、斬新性などを発揮した教育活動を、各学校が行えるよう、計画書や報告書

の提出を依頼し、評価及び適切な指導・支援をする。 

 

 特色ある学校づくり推進事業概要 

学校は、創意工夫を生かした「特色ある学校づくり」を進めることによって、地域に開かれ

た学校・信頼される学校づくりの推進を図る。また、地域や学校、児童生徒の実態に合わせた

活動を通して、「豊かな人間性」を備えた児童生徒の健全育成を図る。本事業は、学校の創意

工夫ある教育活動に対して経費の支援を行い、市内各小中学校の「特色ある学校づくり」を支

えている。 

（出典：岡崎市業務活動評価表） 

 

【図表４－３－１】指標の推移 

（単位：校） 

指標名  平成 30 年度 令和元年度 令和２年度 
令和３年度 

見込 

事業実施校 67 67 67 67 

（出典：岡崎市業務活動評価表） 

 

【図表４－３－２】投入コストと人員の推移 

（単位：千円） 

指標名 平成 29 年度 平成 30 年度 令和元年度 令和２年度 
令和３年度 

見込 

事業費 11,823 11,840 11,840 11,840  1,005 

人件費 2,672 1,345 1,356 2,731  686 

（出典：岡崎市業務活動評価表） 

 

 

 
22 学校評価委員会とは、特色ある学校づくり推進事業の効果的な運営を支援するために設置された

特別委員会の一つである。 
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 監査の結果 

監査手続の結果、【指摘】又は【意見】とすべき事項は発見されなかった。 

 

２ 学校評価の活用【学校指導課】 

 取組の概要 

 それぞれの学校が実施する教育活動について、第三者の目で評価できるよう、各学区の有

識者や代表者を学校評議員23に委嘱する。 

 児童生徒や保護者にアンケート結果や学校関係者評価委員会24等による評価を共有するこ

とで、改善策を提示したり、予算上の支援を行ったりする。 

 

 監査の結果 

 学校評価アンケートは業務効率化のため WEB 化を進めることが望ましい。【意見】 

学校評価アンケート結果を閲覧したところ、市の学校評価アンケートは、紙ベースでの

実施が多く、WEB アンケート（オンライン形式）で実施しているのは市立の小学校 47 校中

３校、中学校 20校中３校であった。 

紙ベースのアンケート実施は、作成から配布、回答の回収、結果集計といった業務に WEB

アンケートと比べ時間がかかる。 

市内の小中学生は１人１台のタブレット端末を貸与されており、タブレットを活用する

ことで WEB アンケートの実施は可能である。WEB 化することで紙ベースの業務より時間短

縮が見込まれ、効率化した時間でアンケートを実施する目的である、結果の分析やアンケー

トより判明した事実をもとに改善や対応をとることができる。 

今後、学校評価アンケートは業務効率化のため WEB 化を進めることが望ましい。 

 

 学校評価アンケートの効率化と活用のため設問の共通化の検討が望まれる。【意見】 

学校評価アンケートを閲覧した結果、学校評価アンケートの設問は小中学校ごとに作成

されており、設問内容は各校で際立った相違はなく、ほぼ同様であった。 

内容がほぼ同一であることから、アンケート設問は各校で作成するのではなく、小学校、

中学校として共通化することで、アンケート実施業務の効率化が見込まれる。 

加えて、学校評価アンケート設問を共通化することで学校単位分析だけでなく、市全体

の分析が容易に行われる。学校評価アンケート結果から、改善すべき内容は、校区での対応

 
23 学校評議員は、学区有識者、社会教育委員代表、民生児童委員、PTA 代表の中から学校長の推薦

により教育委員会が委嘱し、学校長の求めに応じて学校運営に対して意見を述べることができる。 
24 学校関係者評価委員会は、小中学校、学校評議員、担当教諭、児童生徒の代表者等で構成される

組織で、年に３回開催され、授業や学校行事の参観、教職員や児童生徒との対話等を行う。 
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が適切か、市としての取組が必要か見極めることができる。学校評価アンケート結果から

の対応事例の学校間での共有も容易に可能となる。 

今後、学校評価アンケートの効率化と活用のため設問の共通化の検討が望まれる。 

 

Ⅲ－２ 基本施策⑩ 開かれた学校づくりの推進 

１ 学校の情報発信の促進【学校指導課】 

 取組の概要 

 各学校が、緊急の情報や連絡を迅速に伝えられるよう市内の全小中学校に一斉メール配信

システムを構築する。 

 各学校が地域や家庭に対して、負担なく情報の発信ができるよう、扱いやすい学校ＨＰ作

成システムを提供する。 

 「Ｍｙタブレット」を利活用し、学校と家庭をネットワークでつなぐ取組を研究する。 

 

 学校情報メール配信システム運用事業概要 

警察や他市町の教育委員会などを通して岡崎市教育委員会に入る緊急情報を、市内小中学

校に短時間で正確に伝達するシステムを構築する事業。また、緊急事件発生に対応する保護

者への児童生徒の受渡し連絡や、体育大会や修学旅行等の行事に関わる保護者への連絡を、

学校から事前に登録された保護者や学校関係者、地域の方の携帯電話へ情報伝達するシステ

ムも備える。このシステム構築により、緊急時に短時間で正確に情報伝達ができ、各学校の児

童生徒への安全な対応を可能にしている。 

（出典：岡崎市業務活動評価表） 

 

【図表４－３－３】指標の推移 

（単位：％） 

指標名  平成 30 年度 令和元年度 令和２年度 
令和３年度 

見込 

保護者登録率 100 100 100  100 

（出典：岡崎市業務活動評価表） 
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【図表４－３－４】投入コストと人員の推移 

（単位：千円） 

指標名 平成 29 年度 平成 30 年度 令和元年度 令和２年度 
令和３年度 

見込 

事業費 634 634 639 645 679 

人件費 1,336 672 678 1,365 2,058 

（出典：岡崎市業務活動評価表） 

 

 監査の結果 

監査手続の結果、【指摘】又は【意見】とすべき事項は発見されなかった。 

 

２ 関係諸団体との連携の強化【学校指導課】 

 取組の概要 

 子どもたちの安全な登下校のために、学区の代表者や交通安全ボランティアと連携し、通

学路の合同点検を行うとともに、危険箇所について関係部局に対策を要望する。 

 子どもたちの生活について、学区の情報や課題を共有し、適切に対応できるよう、各中学校

に児童生徒健全育成協議会25を設置する。 

 

 監査の結果 

 中学校区児童生徒健全育成協議会活動報告の内容について、中学校区間で情報を共有する

ことが望まれる。【意見】 

令和２年度中学校区児童生徒健全育成協議会活動報告書を確認したところ、中学校区ご

とに様々な成果と課題が報告されており、保護者による見守りやあいさつ運動など、特色

のある活動を行っている校区も見受けられた。 

担当者に確認したところ、報告書の内容について、他の中学校区との情報共有は行って

いないとのことであったが、活動内容を検討する際に有用な情報であるため、可能な範囲

で、中学校区間で情報を共有することが望まれる。 

 

 

 
25 児童生徒健全育成協議会とは、総代、社会教育委員、民生委員・児童委員、岡崎警察署、保護

司、校長、生活指導主任・生徒指導主事、PTA 役員、少年補導委員等で構成された青少年の健全育

成を図るための組織である。 
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Ⅳ 基本目標 4 教職員が生き生きと働くことができる働き方改革を推進する 

Ⅳ－１ 基本施策⑪ 教職員の資質・能力の向上 

１ 多様な研修形態の実施【学校指導課】 

 取組の概要 

 研修内容の精選・見直しを図るとともに、ｅラーニングやＩＣＴを活用した弾力的な研修

を導入する。 

 市の関係部局との連携を図り、教育に関する出前授業等を研修に取り入れる。 

 先進的な教育等の理解のために、オンライン研修システムを構築し、教員のＩＣＴ活用指

導力の向上を図る。 

 

 指導研修事業概要 

岡崎市における教員研修の指導方針「専門性」、「人間性」、「指導性」の一層の向上を目指

し、教育公務員特例法の一部改正（平成 29年４月施行）を踏まえ、岡崎市においてもキャリ

アに応じた求められる資質・能力を明確にした教員育成指標に基づき、体系的な研修を実施

する。 

（出典：岡崎市業務活動評価表） 

  

【図表４－４－１】指標の推移 

（単位：回） 

指標名  平成 30 年度 令和元年度 令和２年度 
令和３年度 

見込 

初任者研修開催回数 19 19 17  17 

１０年経験者研修開催回数 10 10 10 5 

（出典：岡崎市業務活動評価表） 

 

【図表４－４－２】投入コストと人員の推移 

（単位：千円） 

指標名 平成 29 年度 平成 30 年度 令和元年度 令和２年度 
令和３年度 

見込 

事業費 23,374 27,401 39,248 33,565 36,832 

人件費 9,353 9,412 15,596 23,212 18,519 

（出典：岡崎市業務活動評価表） 

 

 監査の結果 

監査手続の結果、【指摘】又は【意見】とすべき事項は発見されなかった。 
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２ 教員育成指標に基づいた教員の資質・能力の向上【学校指導課】 

 取組の概要 

 初任者研修では、実践的指導力と使命感を養うとともに、教員としての基礎・基本を身に付

けることを目指す。 

 中堅教諭等資質向上研修では、課題対応力の向上、ミドルリーダーとしての意識化と専門

性の向上を図る。 

 新任校長・教頭・教務主任研修では、新たな教育課題に対応できる教員を育成する手だて等

を指導する。 

 

 監査の結果 

 起案用紙の決裁内容に含まれる内容については、鉛筆書きではなく、ボールペン書きとす

ることが望まれる。【意見】 

令和２年度初任者研修に関するファイル内の起案用紙を確認したところ、用紙の一番下

の欄に、研修の開催場所や依頼先などの補足情報が鉛筆書きされたものが散見された。 

起案用紙の決裁内容に含まれる内容については、鉛筆書きではなく、ボールペン書きと

することが望まれる。 

 

３ 教科・領域指導員制度の充実【学校指導課】 

 取組の概要 

 専門性の高い学習指導法の伝授や現職研修を支援する「教科・領域指導員会」の設置を継続

する。 

 教科・領域指導員の指導力向上や先進的な教育の理解・推奨のために、計画的な自主研修会

を実施する。 

 研究授業等の参観・指導、若手教員との授業づくりを通して、現職研修の充実と若手の支援

を図る。 

 

 監査の結果 

 教科・領域指導員訪問の日程調整に関する事務負担の軽減を図るため、集計しやすいよう、

日程調整を WEB 回答とすることなどを検討することが望まれる。【意見】 

教科・領域指導員訪問は、市教員の授業力の向上を図ることを目的としており、全小中学校

から提出された「教科・領域指導員訪問の希望調査票」に基づき、日程調整が行われている。
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そのため、小学校 47 校及び中学校 20 校の計 67 校から紙ベースで提出された調査票を集計

し、調整する必要がある。事務負担の軽減を図るため、集計しやすいよう、日程調整を WEB 回

答とすることなどを検討することが望まれる。 

 

Ⅳ－２ 基本施策⑫ 専門性に基づくチーム体制の構築 

１ 多様なスタッフの配置・連携【学校指導課】 

 取組の概要 

 課題を抱えた子どもに対応するため、各校の実態に合わせたスクールカウンセラーの運用

の計画と実施をする。 

 文部科学省が推奨している配置形態となるよう、部活動指導員の中学校全校一人配置を進

める。 

 スクールソーシャルワーカーの中学校拠点校化の実施と増員を進める。 

 

 スクールソーシャルワーカー概要 

教育相談・支援体制の充実のため、教育分野に関する知識に加えて、社会福祉士等の専門的

な知識・技術を用いて、児童生徒の置かれた様々な環境に働きかけて、支援を行う。現在、教

員 OB を４名、社会福祉士を４名、合計８名を配置している。 

 

 監査の結果 

 スクールソーシャルワーカーについて、引き続き、人材の確保に努めることが望まれる。

【意見】 

「スクールソーシャルワーカー活用事業に関する Q&A（令和３年１月文部科学省）」によ

ると、文部科学省は、課題を抱えた児童生徒に対し、教師と連携・分担しながらチームで支

援を行うことができるよう、スクールカウンセラー（SC）やスクールソーシャルワーカー

（SSW）等の専門スタッフの資質向上・配置促進を行っている。 

また、各地方公共団体において、専門スタッフが力を発揮できる研修や事例の共有を促

進し、令和元年度までに、原則として、SC を全公立小中学校に配置するとともに、SSW を

全中学校区に配置し、それ以降は、配置状況も踏まえ、配置時間の充実等学校における専門

スタッフとしてふさわしい配置条件の実現を目指している。 
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（出典：「スクールソーシャルワーカー活用事業に関する Q&A（令和３年１月）文部科学

省」） 

 

スクールソーシャルワーカーの対応実績は、年々増加傾向にあり、岡崎市においても、

スクールソーシャルワーカーの配置数について、令和元年度は８人だったところ、令和７

年度は 11人を目標としている。 

教育相談・支援体制の充実のため、専門的な知識及び経験を有するスクールソーシャル

ワーカーについて、引き続き、人材の確保に努めることが望まれる。 

 

２ 事務の共同実施の充実【学校指導課】 

 取組の概要 

 事務職員の資質能力の向上を図るため、事務職員研修を充実する。 

 各共同学校事務室の運営マニュアルを策定し、事務処理体制や評価制度の確立を図る。 

 共同学校事務室の活動事例を教職員へ紹介するなどし、情報共有を推進する。 

 

なお、当取組は、令和３年度以降実施予定であり、令和２年度は実施されていない。 
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Ⅳ－３ 基本施策⑬ 一人ひとりが力を発揮できる環境の整備 

１ 「Okazaki スマートワーク」の推進【教育政策課】 

 取組の概要 

 「OK アクセス26」の活用により、「教職員版テレワーク」の可能性を探るとともに、多様で

柔軟な働き方を支援する。 

 グループウエア27の活用により、円滑な情報共有を促すとともに遠隔会議やオンライン研修

を推進し、多忙化解消を図る。 

 教職員用タブレット端末を活用したペーパーレスの推進や高速エコプリンタの活用による

業務の効率化を図る。 

 

 小中学校校務支援事業概要 

平成 23 年に文部科学省が「教育の情報化」を取りまとめ、教育の情報化の方向が示された。

その柱の一つに、校務の情報化の必要性が求められている。この業務は、校務支援ソフトを全

小中学校に導入することで、学校における事務的作業を電子化し、教職員の多忙化を解消す

ることで、児童生徒に向かってきめ細かな教育活動が行える時間を生み出し、教育の質の向

上を図ることを目的としている。 

（出典：岡崎市業務活動評価表） 

【図表４－４－３】指標の推移 

（単位：人） 

指標名  平成 30 年度 令和元年度 令和２年度 
令和３年度 

見込 

登録人数 33,010 33,175 33,193   

利用者数 1,833 1,860 1,867   

（出典：岡崎市業務活動評価表） 

 

【図表４－４－４】投入コストと人員の推移 

（単位：千円） 

指標名 平成 29 年度 平成 30 年度 令和元年度 令和２年度 
令和３年度 

見込 

事業費 7,421 13,484 17,279 18,270  

人件費 1,670 3,362 3,391 2,389  

（出典：岡崎市業務活動評価表） 

 
26 OK アクセスとは、職場外から安全に教育ネットワークにアクセスできる機能である。 
27 グループウエアとは、教職員間のコンピュータネットワークを活用した情報共有のためのシステ

ムソフトウエアである。 
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 監査の結果 

 「岡崎版 GIGA スクール構想」の推進に関する情報セキュリティに関する指摘・意見 

文部科学省は「GIGA スクール構想の実現」事業概要において、下記目標を掲げている。 

 

 Society 5.0 時代を生きる子供たちにとって、誰一人取り残されることのない、公正

に個別最適化された学びを全国の学校現場で持続的に実現させる。 

 

 令和時代のスタンダードな学校像として、全国一律のＩＣＴ環境整備を行う方針とし

ているが、岡崎市においては、文部科学省の方針を受け、「岡崎版 GIGA スクール構想」

を掲げ、目標として、一人一人が確実に自分の端末を使いこなすための公教育最先端

の活用環境を構築することで、市の多様性のある全ての子供たちが、自らの特性を生

かし、個別最適化された学習に取り組めるようにし、Society5.0 時代をたくましく

生き抜く資質・能力を育成することを掲げている。 

 

かかる目標の元、岡崎市の方針として以下の３点を掲げている。 

 

１） ＩＣＴ環境の整備 

○令和２年度中に全67校の校内ネットワーク（有線＋無線）の整備を目指す。 

○一定学年以上で個人に貸与し、「Ｍｙタブレット」としてフル活用する。 

○ＩＣＴ支援員の拡充を通して、１人１台環境の円滑な運用をサポートする。 

 

２） 学び方改革 

○一斉授業からの脱却と、学習者主体の授業への転換。（小中各１校で研究中） 

○「岡崎市プログラミング学習」（実施中）をはじめとした、ＩＣＴ活用授業の推

進。 

○「Ｍｙタブレット」を生かした「子供eラーニング」（家庭学習との連携）の研

究。 

 

３） 働き方改革 

○「Okazakiスマートワーク」の推進。（職場外アクセス機能、高速エコプリンタ

等） 

○定例校長会議や研究発表会、教育研究大会でのペーパーレス化。（実施済） 

○ｅラーニングによる研修やMicrosoftクラウドを活用した協働的な業務の推進。 

 

 上記方針を推進するにあたっては、適切なセキュリティを保ったうえでのＩＣＴの利

活用が必要となるため、主に岡崎市立小中学校教育ネットワークシステム（以下、「OKシ

ステム」という。）について、情報セキュリティの観点から検討を行った。 
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(ア) ID の棚卸にかかるルールを整備するとともに、ID の棚卸を実施し、不要な ID が残存し

ていないか確認する必要がある。【指摘】 

教職員の働き方改革を支える OK システムは導入後１年を経過しているが、ID の棚卸

を実施していない。ID の棚卸は、システムの利用権が必要最小限の教職員に付与されて

いるか、異動、退職等による、ID の削除漏れがないかを確認する有効な手段である。現

状、ID の付与と削除は申請に基づき実施されているが、特に削除については申請漏れの

リスクがある。また、IDの棚卸にかかるルールがない状況であり、速やかに、ID の棚卸

にかかるルールを整備するとともに、ID の棚卸を実施し、不要な IDが残存していないか

確認する必要がある。また、ID の棚卸は、システムの実機上設定されているユーザのす

べてを対象として、ID の棚卸対象となる ID に漏れが生じないように留意する必要があ

る。 

 

(イ) 定期的に機密性の高いファイルへの持ち出しログを分析し、モニタリングすることが望

ましい。【意見】 

電子データに関しては、管理方針を明文化し、その機密性に応じて、情報を分類し、機

密度に応じた管理を行っている。また、機密性の高いファイルへの持ち出しログを取得、

保管している。しかしながら、ログは、インシデントが発生した場合に分析することを想

定しており、定期的にモニタリングを行う運用とはなっていない。このため、現状の管理

方法では、不適切なアクセスがあった際にも適時に発見されず、不適切なアクセスが長

期にわたり発見されず、影響が大きくなった段階で、事後的に発見されるリスクがある。

このため、定期的に機密性の高いファイルへの持ち出しログを分析し、モニタリングす

ることが望ましい。 

 

(ウ) 指導主事訪問の際には、実際の校務用 PCの現物確認、外部記憶媒体の管理、共用 ID の

利用状況の確認、iPad の現物確認を実施していることを確認することが望ましい。【意見】 

各学校の教職員・児童生徒用 iPad 管理については、学期末の指導主事訪問時の「点検

表」に点検項目として記載されている。具体的には、iPad 充電保管庫施錠、校務用パソ

コン管理状況等について点検項目に記載されているが、点検は保管庫施錠状況、iPad 利

用同意書、OK アクセス利用申請書を確認するのみで、実際の校務用 PC の現物確認、外部

記憶媒体の管理、共用 ID の利用状況の確認、iPad の現物確認などの現地での現物確認に

までは至っていない。主事訪問の項目は多岐にわたり、セキュリティ管理に使える時間

は限定されると考えられるが、現地訪問の機会を有効に活用し実効性の高い点検を行う

必要がある。また、機密情報へのアクセスなど、事前に現地訪問しなくても把握できる情

報をもとに、現地で確認することなど実施項目や実施方法を工夫することが望まれる。 

指導主事訪問の際には、実際の校務用 PCの現物確認、外部記憶媒体の管理、共用 IDの

利用状況の確認、iPad の現物確認を実施していることを確認することが望ましい。 
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(エ) 児童生徒用 iPad のパスコードまたは指紋認証の設定状況のモニタリングを行い、より

実効性の高い管理を行うことが望まれる。【意見】 

１人１台の端末を貸与する場合、児童生徒の情報を適切に管理し、不適切なアクセス

を防止するため、パスコードまたは指紋認証の設定により、端末の情報を適切に管理す

る必要がある。他方で、特に小学校低学年で複雑なパスコードを設定することは、児童生

徒にとっては困難と想定されるため、セキュリティと利便性のバランスをとる必要があ

ると考えられる。そのため、現状、iPad の利用申請書の提出にあたり、パスコードまた

は指紋認証の設定を必須としており、当該利用申請書の提出を持って、パスコードまた

は指紋認証を設定しているものと扱っており、実運用は各学校で確認することとなって

いる。しかし、実際に設定されているかの確認をどのように行っているかまでは把握さ

れていない。 

児童生徒用 iPad のパスコードまたは指紋の設定状況のモニタリングを行い、より実効

性の高い管理を行うことが望まれる。 

 

２ 勤務時間外従事時間の削減の推進【学校指導課】 

 取組の概要 

 持続発展可能な教育としての部活動の在り方を研究し、抜本的な改革を推進する。 

 教職員の働き方に関する調査・研究を実施し、業務の明確化・適正化を進めるとともに、教

職員の意識啓発を図る。 

 教職員の時間外従事時間等を把握するとともに、ガイドライン等を活用して、業務改善な

どを図る。 

 

なお、当取組は、令和３年度以降実施予定であり、令和２年度は実施されていない。 

 

３ 教職員の心身の健康の保持・増進【学校指導課】 

 取組の概要 

 ストレスチェックの結果を分析し、学校運営や業務改善等に生かす取組を推進することで、

全職員の健康維持・管理に努める。 

 長時間労働により疲労が蓄積し、健康に悪影響を及ぼすおそれのある教職員に対し、医師

の面接指導をもとに業務改善を進める。 

 

なお、当取組は、令和３年度以降実施予定であり、令和２年度は実施されていない。 
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Ⅳ－４ 基本施策⑭ 学校におけるマネジメント機能の強化 

１ トップマネジメントの強化【学校指導課】 

 取組の概要 

 「チームとしての学校」という新たな学校像を目指す学校経営者としての資質能力向上を

図るため、組織マネジメント概論の修得を目指した研修を深める。 

 学校経営者として、教職員評価に的確な学校目標を設定するとともに、学校経営ビジョン

づくり、人権教育・教育法規等についての研修を行う。 

 

なお、当取組は、令和３年度以降実施予定であり、令和２年度は実施されていない。 

 

２ カリキュラム・マネジメントの推進【学校指導課】 

 取組の概要 

 新任教務主任研修でカリキュラム・マネジメントの原理や学校が抱える今日的課題につい

て講義や協議を行う。 

 学習指導要領に基づいた各学校のモデルとなる市の年間学習指導計画（小・中学校）を策定

する。 

 年間カリキュラム作成ツール「カリマネくん」を活用して、特色を生かしたカリキュラム編

成を可能にする。 

 

なお、当取組は、令和３年度以降実施予定であり、令和２年度は実施されていない。 

 

３ ミドルリーダーの養成【学校指導課】 

 取組の概要 

 在職期間が５年・10 年を経過した教員を対象として、必要とされる資質・能力を育成する

中堅教諭等資質向上研修を実施する。 

 教員育成指標に基づき、専門性の向上や得意分野の伸長を図るための研修を実施する。 

 教育を幅広い視点から見つめたり、視野を広めたりできるように、異校種体験研修を実施

する。 

 

なお、当取組は、令和３年度以降実施予定であり、令和２年度は実施されていない。 
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Ⅴ 基本目標 5 持続発展可能な教育を実現する学校教育環境を整備する 

Ⅴ－１ 基本施策⑮ 学びを支える教育環境の基盤整備 

１ 学校施設の計画的な老朽化対策の推進【施設課】 

 取組の概要 

 学校施設の老朽化対策を個別施設計画に基づき進める。 

 長寿命化改修工事により、施設の安全性を確保するとともに、教育環境の質的向上を図る。 

 

 監査の結果 

監査手続の結果、【指摘】又は【意見】とすべき事項は発見されなかった。 

 

２ 新学校給食センター整備推進【教育政策課】 

 取組の概要 

 より一層おいしく、安全で安心な学校給食を児童生徒に提供するため、老朽化した西部学

校給食センター及び南部学校給食センターの建て替えを推進する。 

 

 岡崎市学校給食協会補助事業概要 

学校給食事業の円滑な運営を図るため、公益財団法人岡崎市学校給食協会に学校給食の食

材調達、調理、配膳及び学校給食センターの維持管理に係る人件費分について補助を実施す

る。 

（出典：岡崎市業務活動評価表） 

 

【図表４－５－１】指標の推移 

（単位：食） 

指標名  平成 30 年度 令和元年度 令和２年度 
令和３年度 

見込 

延べ給食数 6,469,480 5,918,558 6,562,047  

（出典：岡崎市業務活動評価表） 
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【図表４－５－２】投入コストと人員の推移 

（単位：千円） 

指標名 平成 29 年度 平成 30 年度 令和元年度 令和２年度 
令和３年度 

見込 

事業費 665,592 685,597 668,394 648,478 686,541 

人件費 5,271 1,345 1,000 1,024 1,715 

（出典：岡崎市業務活動評価表） 

 

 監査の結果 

監査手続の結果、【指摘】又は【意見】とすべき事項は発見されなかった。 

 

３ 児童生徒数増加に対応した校舎整備【施設課】 

 取組の概要 

 急激な児童生徒数増加により教室不足が予想される学校に対しては、将来の増加見通しを

把握し、校舎の増築等を進める。 

 

 緑丘小学校校舎整備事業概要 

緑丘小学校の校舎増築により、急激な児童数増加による教室不足の解消を図る。 

（出典：岡崎市業務活動評価表） 

 

【図表４－５－３】投入コストと人員の推移 

（単位：千円） 

指標名 平成 29 年度 平成 30 年度 令和元年度 令和２年度 
令和３年度 

見込 

事業費    39,477  

人件費    3,482  

（出典：岡崎市業務活動評価表） 

 

 六名小学校校舎整備事業概要 

六名小学校の校舎増築により、急激な児童数増加による教室不足の解消を図る。 

（出典：岡崎市業務活動評価表） 
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【図表４－５－４】投入コストと人員の推移 

（単位：千円） 

指標名 平成 29 年度 平成 30 年度 令和元年度 令和２年度 
令和３年度 

見込 

事業費    8,470  

人件費    2,731  

（出典：岡崎市業務活動評価表） 

 

 監査の結果 

監査手続の結果、【指摘】又は【意見】とすべき事項は発見されなかった。 

 

４ 快適な教育環境の整備【施設課】 

 取組の概要 

 快適な教育環境の整備を推進するため、小中学校のトイレの大便器の洋式化、床のドライ

化等を行う。 

 快適で環境にやさしい教育環境の整備を行うため、大規模改修時に校舎、屋内運動場の照

明のＬＥＤ化を行う。 

 大規模改修時に段差の解消やトイレの改修等、バリアフリー化を推進する。 

 屋内運動場の空調設備の設置について検討する。 

 

 便所簡易改修工事概要 

令和２年度に小中学校において実施された便所簡易改修工事は、【図表４－５－５】及び【図

表４－５－６】のとおりである。 

また、トイレの洋式化率は【図表４－５－７】、床のドライ化率は【図表４－５－８】のと

おりである。 
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【図表４－５－５】簡易改修工事９校 

No. 小学校 完成年月日 請負工事代金額 

1 三島小学校 
令和２年９月 23日 9,075,000 円 

2 秦梨小学校 

3 六名小学校 
令和２年９月 30日 11,660,000 円 

4 生平小学校 

5 奥殿小学校 

令和２年９月 30日 14,740,000 円 6 宮崎小学校 

7 下山小学校 

8 矢作東小学校 
令和２年９月 23日 18,700,000 円 

9 矢作西小学校 

計 54,175,000 円 

（出典：工事契約書） 

 

【図表４－５－６】保全工事４校 

No. 小学校 完成年月日 請負工事代金額 

1 男川小学校 令和２年 12 月 10 日 48,598,000 円 

2 城南小学校 令和２年 12 月 11 日 56,980,000 円 

3 根石小学校 令和２年 12 月 11 日 61,270,000 円 

4 矢作中学校 令和２年 12 月 11 日 58,080,000 円 

計 224,928,000 円 

（出典：工事契約書） 
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【図表４－５－７】快適な教育環境の整備（トイレの改修）洋式化率 

 
（出典：施設課作成資料より監査人作成） 

 

【図表４－５－８】快適な教育環境の整備（トイレの改修）床のドライ化率 

 
（出典：施設課作成資料より監査人作成） 

 

 監査の結果 

 引き続き、トイレの洋式化を推進することが望まれる。【意見】 

令和２年度における市の小学校における洋式化率は 54.7％、中学校は 38.4％であった。

全国の小中学校の平均値 57.0％と比較すると、小学校はほぼ同じ水準であるが中学校は全

国平均の７割程度である。 

平成30年度に文部科学省が行った教育環境改善に関する調査では、トイレ改修（洋式化）

によりトイレを我慢することが減ったことで集中力の向上や健康面の改善、掃除に対する



 

112 

 

 

意欲の向上など生活面の改善等の効果が報告されている。引き続きトイレ洋式化を推進す

ることが望まれる。 

 

Ⅴ－２ 基本施策⑯ Society5.0 を見据えた情報化の環境整備 

１ 「岡崎版 GIGA スクール構想」の運用支援体制の確立【教育政策課】 

 取組の概要 

 全市的な「Ｍｙタブレット」の活用環境を確立するとともに、持ち帰り運用を定着させ、家

庭学習との連携を強化する。 

 クラウドサービスの活用に関する研究を進め、ｅラーニングやオンライン授業の環境を構

築する。 

 ＩＣＴ支援員の増員と保守体制の強化を通じて、「Ｍｙタブレット」やアカウントの円滑な

管理・運用の基盤を確立する。 

 

なお、当取組は、令和３年度以降実施予定であり、令和２年度は実施されていない。 

 

２ 教育ネットワークの基盤整備と情報セキュリティの強靭化【教育政策課】 

 取組の概要 

 ヒューマンエラーによる情報漏洩を防ぐための仮想化技術による「ネットワーク分離シス

テム」を導入する。 

 標的型攻撃やシステム障害等に対する防御力を高める監視システムの強化とシステム構成

の適正化を行う。 

 新システムに適合した「岡崎市立小中学校情報セキュリティポリシー」に基づきリスクマ

ネジメントを強化する。 

 

なお、当取組は、令和３年度以降実施予定であり、令和２年度は実施されていない。 

 

３ 次世代型高速大容量ネットワーク整備に向けた実証研究【教育政策課】 

 取組の概要 

 各家庭とつながる双方向型のオンライン授業を可能とする通信環境とネットワーク機器の

整備を進める。 

 学術情報ネットワーク「SI NET」への接続による高速大容量通信を生かした教育活動の研

究を進める。 
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 ５Ｇ（第５世代移動通信システム）の教育利用に関する実証研究に参加し、環境構築の実現

の可能性を探る。 

 

なお、当取組は、令和３年度以降実施予定であり、令和２年度は実施されていない。 

 

Ⅴ－３ 基本施策⑰ リスクに備えた体制の整備 

１ 児童生徒の安全確保の推進【学校指導課】 

 取組の概要 

 地域及び関係機関との連携を図り、通学路の安全点検や登下校時の見守り支援などを実施

する。 

 児童生徒の安全の向上を図るため、保護者へ不審者情報等をメールにより配信する。 

 アレルギー対応検討委員会を通じてアレルギー対応について必要な事項を検討・調査し、

予防に努める。 

 

 監査の結果 

監査手続の結果、【指摘】又は【意見】とすべき事項は発見されなかった。 

 

２ 児童生徒のリスクマネジメント能力の育成【学校指導課】 

 取組の概要 

 児童生徒が自ら危険を回避する能力の育成を図るため、地震や火災を想定した避難訓練を

計画的に実施する。 

 日常生活で起こる事故の内容や発生原因、結果と安全確保の方法について理解を深める学

習を推進する。 

 交通ルールについて理解を深め、安全な歩行や自転車利用ができるようにするため、交通

安全教室を開催する。 

 

なお、当取組は、令和３年度以降実施予定であり、令和２年度は実施されていない。 

 

３ 学校施設の防災・防犯機能の強化【施設課】 

 取組の概要 

 地震、竜巻、台風等でガラスが破損し飛散する被害を防止するため、窓ガラスに飛散防止
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フィルム貼りを行う。 

 児童生徒が安心して学校生活を送ることができるよう、登下校で使用する門に防犯カメラ

を設置する。 

 大規模改修時に、避難所に指定されている屋内運動場のトイレ改修やバリアフリー化を推

進する。 

 

 岡崎市立井田小学校ほか６校校舎ガラスフィルム貼改修工事概要 

令和２年度に小中学校において実施された校舎ガラスフィルム貼改修工事は、【図表４－５

－９】及び【図表４－５－10】のとおりである。 

 

【図表４－５－９】校舎ガラスフィルム貼改修工事 

No. 小中学校 完成年月日 請負代金額 

1 井田小学校 

令和２年９月 16日 8,448,000 円 
2 福岡小学校 

3 城南小学校 

4 大門小学校 

5 矢作北中学校 

令和２年９月 16日 8,457,900 円 6 竜南中学校 

7 北野小学校 

計 16,905,900 円 

（出典：工事契約書） 
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【図表４－５－10】小学校（全 47校）及び中学校（全 20校）の対策工事と実施率 

（単位：校） 

年度 
小学校 中学校 

実施校 実施率 実施校 実施率 

平成 27 年度以前 7 14.90％ 4 20.00％ 

平成 28 年度 0 14.90％ 0 20.00％ 

平成 29 年度 3 21.30％ 1 25.00％ 

平成 30 年度 1 23.40％ 0 25.00％ 

令和元年度 1 25.50％ 2 35.00％ 

令和 2年度 5 36.20％ 2 45.00％ 

合計 17  9  

※ 建設時に飛散防止が施されていた３校を含む 

（出典：施設課作成資料） 

 

 岡崎市立男川小学校ほか４校防犯カメラ設置工事概要 

令和２年度に小学校において実施された防犯カメラ設置工事は、【図表４－５－11】のとお

りである。 

 

【図表４－５－11】小学校における防犯カメラ設置工事 

No. 小学校 完成年月日 請負代金額 

1 男川小学校 

令和２年 10 月９日 6,974,000 円 

2 羽根小学校 

3 六名小学校 

4 広幡小学校 

5 城南小学校 

（出典：工事契約書） 

 

 監査の結果 

 引き続き、窓ガラスに飛散防止対策を推進することが望まれる。【意見】 

市の小学校全 47校のうち、令和２年度末までに窓ガラスの飛散防止対策が完了した学校

は 17 校、中学校は全 20校のうち９校で完了しており、小中学校を合わせた実施率は 38.8％

であった。 

学校施設は児童生徒にとって重要な施設であると同時に、罹災時には近隣住民の避難場

所となることから、地域社会にとっても非常に重要な施設である。防災・防犯機能の強化に

向けて、引き続き、窓ガラスに飛散防止対策を推進されることが望まれる。 
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 防犯カメラ非設置の門に対しても何らかの防犯対策を講じることが望まれる。【意見】 

市は小学校５校において防犯カメラを設置したが、そのうち３校については各学校の全

ての門に防犯カメラが設置されているわけではなかった。また、防犯カメラ非設置の門はい

ずれも管理棟からひとつ校舎を隔てた所に設置されている門であった。 

これらの門に防犯カメラが設置されていない理由について岡崎市教育委員会（以下、「市

教育委員会」という。）に質問したところ、防犯カメラは、児童生徒の安全確保を目的に、

閉鎖の管理が困難な登下校で使用する門を対象に設置しているため、閉鎖の管理が可能な

通勤車両、給食車両及び管理車両のみが出入りする門には設置していないとの回答が得ら

れた。 

平成 31 年３月に文部科学省より示された小学校施設整備指針によると、不審者の侵入防

止や犯罪防止等の観点から防犯設備を門の周辺に設置することが有用であること、見通し

のきかない位置に門を設けざるを得ない場合は来訪者の出入管理に特に留意することが重

要であることが記載されている。 

加えて、防犯カメラを設置することで侵入者に狙われにくくする抑止効果が得られるこ

とから、設置・非設置の門が混在する状況は非設置の門についての安全性が相対的に低下す

る可能性が考えられる。 

したがって、防犯カメラ非設置の門に対しても門の施錠の徹底等の何らかの防犯対策が

講じられることが望まれる。 

これにより、登下校時のみならず学校滞在時間においても児童・保護者の安心感を醸成で

きると期待される。 

  

 管理運用マニュアルの作成や記録装置の盗難防止策を講じることが望まれる。【意見】 

防犯カメラの映像の管理方法について担当者に確認したところ、管理運用マニュアルは

作成されておらず、記録装置は職員室に設置し、教職員の不在時は施錠されるものの、ワイ

ヤーロックは設置されておらず、盗難や地震時の落下対策は不十分であった。 

防犯カメラの映像は個人を特定できる映像が含まれるため、防犯カメラの管理運用マ

ニュアルを策定し、管理責任者を定めることにより、データの紛失及び改ざん、情報漏洩が

起こらないよう対策を講じられることが望まれる。 

なお、監査を受けて、令和３年９月 17 日に、「岡崎市学校施設防犯カメラ設置及び運用要

領」が施行された。 

 

４ 学校における感染症対策の推進【学校指導課】 

 取組の概要 

 家庭と連携した健康観察の徹底や正しい手洗い、咳エチケットなど基本的な対策の徹底を

図る。 

 少人数学級の導入やＩＣＴの活用を推進する。 
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 学校医や学校薬剤師と連携した保健管理体制の整備と感染症発生時の連絡体制・対応計画

の周知徹底を図る。 

 

なお、当取組は、令和３年度以降実施予定であり、令和２年度は実施されていない。 

 

Ⅴ－４ 基本施策⑱ 先進的な教育環境の構築 

１ 学校プールの在り方についての研究【学校指導課】 

 取組の概要 

 民間事業者の施設を活用した水泳授業実施の可能性を検討するため、モデル校を選定し実

施する。 

 学校プール施設の在り方について、学校教育、公共施設のマネジメントの両面からの検討

を行う。 

 

なお、当取組は、令和３年度以降実施予定であり、令和２年度は実施されていない。 

 

２ 教室の整備の在り方についての研究【施設課】 

 取組の概要 

 教室の前面に黒板を配置した整備内容について、ＩＣＴ化の進展を踏まえ、今後の学習内

容・方法に応じた未来志向の整備の在り方を研究する。 

 

なお、当取組は、令和３年度以降実施予定であり、令和２年度は実施されていない。 

 

３ 環境を考慮した学校施設の整備推進【施設課】 

 取組の概要 

 校舎等の大規模改修や増築時に、木材利用、照明の LED 化、太陽光施設整備など自然環境

に配慮した学校施設の整備（エコスクール）を推進する。 

 

 市立岡崎小学校校舎増築工事概要 

令和２年度に実施された岡崎小学校校舎増築工事は、【図表４－５－12】のとおりである。 
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【図表４－５－12】岡崎小学校校舎増築工事 

 完成年月日 請負工事代金額 

新築棟建築工事 

令和３年 10 月 29 日 519,200,000 円 渡り廊下建築工事 

増築棟建築工事 

給排水衛生設備工事 令和３年 11 月 30 日 140,191,700 円 

電気設備工事 令和３年 11 月 30 日 68,750,000 円 

計 728,141,700 円 

（出典：工事契約書） 

 

 監査の結果 

監査手続の結果、【指摘】又は【意見】とすべき事項は発見されなかった。 
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Ⅵ 基本目標 6 家庭、地域、学校との連携・協働を推進する 

Ⅵ－１ 基本施策⑲ 子ども・若者育成支援の推進 

１ 青少年健全育成の推進【学校指導課】【社会教育課】 

 取組の概要 

 少年愛護センター指導員が小中学校・高等学校の教員や地域指導員とともに、街頭補導を

行い、非行少年の早期発見に努める。 

 地域全体での青少年健全育成の取組の意識向上を目指すため、地域住民への啓発を行う。 

 少年（青少年）相談体制の向上を目指すため、他の相談機関等との連携を図る。 

 

 児童生徒健全育成推進事業概要 

岡崎市の児童生徒の健全育成のため、中学校区の家庭・地域・学校が連携を深め、小中一貫

した生徒指導を進めるなど、具体的な対応策を講じる。 

（出典：岡崎市業務活動評価表） 

 

【図表４－６－１】指標の推移 

（単位：時間、回） 

指標名  平成 30 年度 令和元年度 令和２年度 
令和３年度 

見込 

相談員（スクールソーシャルワーカー、 

警察ＯＢ）の勤務時数 
4,134 4,171 7,332  7,500 

相談員（スクールソーシャルワーカー、 

警察ＯＢ）の相談回数 
3,554 3,939 4,715 4,800 

（出典：岡崎市業務活動評価表） 

 

【図表４－６－２】投入コストと人員の推移 

（単位：千円） 

指標名 平成 29 年度 平成 30 年度 令和元年度 令和２年度 
令和３年度 

見込 

事業費 27,185 38,291 87,418 103,577 121,416 

人件費 1,990 3,362 8,137 8,192 8,917 

（出典：岡崎市業務活動評価表） 

 

 少年愛護センター管理運営事業概要 

少年愛護センターでは、指導員（小学校・中学校・高等学校の教員や、民生委員・主任児童委

員等の地域指導員）による街頭補導活動を主とし、少年相談や不審者情報の集約および発信、青
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少年健全育成啓発活動なども行い、少年の非行・被害防止に努めている。 

街頭補導活動については、指導員の方が、ゲームセンターや大型店舗などを巡回し、非行少年

や非行の恐れのある少年の早期発見、指導を行うことで少年非行の早期防止を行っている。 

少年相談では、センター指導員が少年非行や問題行動、悩みなどについて、電話または来所に

よる相談を受け、解決が図られるよう指導助言を行っている。 

不審者情報の集約・発信では、児童・生徒が不審者等の被害にあった情報を市内小学校・中学

校・高等学校から集約し、またその情報を各校に随時発信することで少年の被害防止を図ってい

る。 

青少年健全育成啓発活動では、「青少年の非行・被害防止に取り組む県民運動（夏期・冬期）」、

「子ども・若者育成支援県民運動」等のテーマで国や県の強調月間に呼応する形で啓発活動を行っ

ている。 

（出典：岡崎市業務活動評価表） 

 

【図表４－６－３】指標の推移 

（単位：回） 

指標名  平成 30 年度 令和元年度 令和２年度 
令和３年度 

見込 

街頭補導活動数 554 529 274 420 

街頭啓発活動実施回数 3 3 0 0 

（出典：岡崎市業務活動評価表） 

 

【図表４－６－４】投入コストと人員の推移 

（単位：千円） 

指標名 平成 29 年度 平成 30 年度 令和元年度 令和２年度 
令和３年度 

見込 

事業費 8,741 7,511 7,477 6,541 7,942 

人件費 3,125 3,481 2,787 9,198 5,389 

（出典：岡崎市業務活動評価表） 

 

 監査の結果 

監査手続の結果、【指摘】又は【意見】とすべき事項は発見されなかった。 

 

２ 子ども・若者育成支援のネットワーク整備【社会教育課】 

（１） 取組の概要 

 有害情報の氾濫等、子ども・若者をめぐる環境の悪化、ニート、ひきこもり、長期欠席等の

子ども・若者の抱える問題が深刻化しており、関係機関・支援機関によるネットワークを構

築し、連携して支援を行う。 
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 困難を有する子ども・若者に対し切れ目なく、伴走型の支援が行えるよう、総合相談窓口を

設置する。 

 

なお、当取組は、令和３年度以降実施予定であり、令和２年度は実施されていない。 

 

３ 二十歳のつどい（成人式）の開催【社会教育課】 

 取組の概要 

 民法改正に伴い、成人年齢が 20 歳から 18 歳に変更となるため「成人式」から「二十歳の

つどい」などと名称を変更し、式典内容等についての検討を行う。 

 青少年の健全育成を推進するため、成人による自主的な企画・運営を行う実行委員会形式

とし、実行委員会をサポートする。 

 

 成人式開催事業概要 

毎年１月に新成人を祝う式典を開催している。 

例年、岡崎中央総合公園武道館で開催していたが、新型コロナウイルス感染症対策のため、

令和３年成人式から 21 箇所（市立中学校 20 校の屋内運動場、岡崎市民会館）の分散会場に

て開催した。各会場における成人式の企画運営については、新成人で構成する岡崎市成人式

実行委員会が行った。長年、成人の日当日に開催してきたが、祝日開催の場合、社会人となっ

ている新成人は企業によって出勤日であるため参加できない等の意見があり、近隣市町の状

況も調査したうえで平成 25 年より成人の日前日の日曜日開催に移行した。 

（出典：岡崎市業務活動評価表） 

【図表４－６－５】指標の推移 

（単位：％） 

指標名  平成 30 年度 令和元年度 令和２年度 
令和３年度 

見込 

新成人参加率 79.7 80.8 78.7 80.0 

（出典：岡崎市業務活動評価表） 

 

【図表４－６－６】投入コストと人員の推移 

（単位：千円） 

指標名 平成 29 年度 平成 30 年度 令和元年度 令和２年度 
令和３年度 

見込 

事業費 8,280 8,457 8,591 11,764 11,789 

人件費 3,768 3,827 3,454 3,824 2,974 

（出典：岡崎市業務活動評価表） 
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 監査の結果 

 引き続き、配付する記念品の妥当性について検討することが望まれる。【意見】 

二十歳のつどいでは、記念品として特製カードホルダーにいれた図書カードが配付され

ている。あらかじめある程度の出席者数を想定して用意されており、未配付となった図書

カードについては返品できる特約のついた契約となっている。ただし、特製カードホルダー

については、該当年度が記載されていることもあり、返品が不可能であることから、未配付

分については廃棄されており、令和２年度の廃棄額は 88,312 円であった。担当課に確認し

たところ、過去に他市町村の記念品の状況などを調査し、別のものを検討したこともある

が、返品可能な図書カードが最善であるとの結果から変更していないとのことであった。

過去において検討されてはいるが、廃棄されるものがある現状を鑑みて、引き続き、配付す

る記念品の妥当性について検討することが望まれる。 

 

Ⅵ－２基本施策⑳ 家庭教育・地域教育への支援の充実 

１ 家庭の教育力向上への支援【教育政策課】【社会教育課】 

 取組の概要 

 わいわい子育て講座28を子育てネットワーカーの会と共催し、地域での家庭教育を支援する。 

 「家庭の日」啓発ポスターの募集を行い、最優秀作品から作成したポスターを地域に配布

して「家庭の日」の啓発を行う。 

 

 奨学資金関連事業概要 

岡崎市奨学資金条例に基づき、経済的な理由で修学困難な学生に対し、奨学資金の貸付を

行うもの。 

（出典：岡崎市業務活動評価表） 

 

【図表４－６－７】指標の推移 

（単位：人） 

指標名  平成 30 年度 令和元年度 令和２年度 
令和３年度 

見込 

貸付者数 52 40 37 55 

（出典：岡崎市業務活動評価表） 

 

 

 
28 わいわい子育て講座：子育てネットワーカーとの共催により開催する子育て講座（全３回）のこ

とで、就園前の乳幼児と保護者に向けて親子体操や絵本の読み聞かせなどを行い、親子のふれあい

や仲間づくりの場、また学習機会を提供するもの。 
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【図表４－６－８】投入コストと人員の推移 

（単位：千円） 

指標名 平成 29 年度 平成 30 年度 令和元年度 令和２年度 
令和３年度 

見込 

事業費 22,816 20,818 16,019 14,818 24,462 

人件費 4,009 4,034 4,069 3,755 4,458 

（出典：岡崎市業務活動評価表） 

 

 私立高等学校等授業料補助事業概要 

私立高等学校等に在籍する者の保護者等、授業料を負担している者のうち、経済的に困難

な者の負担の軽減を図るため、予算の範囲内において、授業料の補助を行う。 

補助金額：年額 12,000 円 

なお、実質授業料負担額が 12,000 円未満の場合は、当該授業料額を限度とする。 

（出典：令和２年度教育要覧） 

 

【図表４－６－９】指標の推移 

（単位：人） 

指標名  平成 30 年度 令和元年度 令和２年度 
令和３年度 

見込 

補助対象者数 1,897 1,869 842 1,080 

（出典：岡崎市業務活動評価表） 

 

【図表４－７－10】投入コストと人員の推移 

（単位：千円） 

指標名 平成 29 年度 平成 30 年度 令和元年度 令和２年度 
令和３年度 

見込 

事業費 21,889 22,723 22,394 9,952 12,960 

人件費 4,009 3,698 3,730 3,079 3,772 

（出典：岡崎市業務活動評価表） 

 

 家庭教育推進事業概要 

教育の原点は家庭にあるという、教育基本法及び平成 15 年の岡崎市社会教育審議会からの

提言「家庭における教育力の復活について」の趣旨を踏まえ、「家庭の日」の周知、子育てに

関する悩みを解消するための各種講座の開催、学校・地域と連携した家庭教育のための体制

づくりの支援など、各種の家庭教育事業を展開している。 

家庭教育啓発業務、家庭教育講座開催業務、子育て講座開催業務、家庭教育推進モデル地区

事業委託業務を見直し、平成 24 年度から「家庭教育推進業務」に統合した。 
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また、平成 25年度から、家庭教育推進業務のうちの家庭教育講座を地域生涯学習講座に統

合した。 

（出典：岡崎市業務活動評価表） 

 

【図表４－６－11】指標の推移 

（単位：点、％） 

指標名  平成 30 年度 令和元年度 令和２年度 
令和３年度 

見込 

家庭の日啓発ポスター応募数 519 380 209 210 

わいわい子育て講座参加率 87.2 104.0 86.7 90.0 

（出典：岡崎市業務活動評価表） 

 

【図表４－６－12】投入コストと人員の推移 

（単位：千円） 

指標名 平成 29 年度 平成 30 年度 令和元年度 令和２年度 
令和３年度 

見込 

事業費 579 565 599 539 776 

人件費 2,228 1,583 1,595 2,248  1,604 

（出典：岡崎市業務活動評価表） 

 

 監査の結果 

 「岡崎市奨学資金貸付申請書」について、記入漏れの無いことを受付時に確認し、訂正する

場合は、市のルールに基づき適切に対応する必要がある。【指摘】 

 奨学資金の WEB 申請の導入可能性について検討することが望まれる。【意見】 

令和２年度に提出された「岡崎市奨学資金貸付申請書」を確認したところ、【図表４－６

－13】のとおり、不備が発見された。 

 

【図表４－６－13】「岡崎市奨学資金貸付申請書」の不備 

No. 不備内容 

5 記入漏れ 
全て鉛筆書きされており、学歴の区分（卒業・在学・中退・休学）が未記入

となっていた。 

18 記入漏れ 2.法定代理人・親権者（保護者）欄のふりがなが漏れていた。 

10 訂正印なし 
家庭（世帯員）の状況について、家族の職業・勤務先又は学校・学年が訂正

印なく修正されていた。 

 

「岡崎市奨学資金貸付申請書」について、記入漏れの無いことを受付時に確認し、訂正す

る場合は、市のルールに基づき適切に対応する必要がある。 
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また、令和２年度の申請数は 19 件と多くないものの、紙ベースで提出される申請書の内

容をシステムに打ち込み、世帯収入を確認するため、課税証明等を確認し、成績証明書につ

いても、手集計で計算するのは、一定の事務負担がある。 

WEB 申請によれば、記入漏れをエラー表示することにより、記入漏れをなくしたり、所得

については申請者からの課税証明の提出を省略し、市側で確認することにより、市民サー

ビスの向上を図ったりすることが可能となる。 

そのため、奨学資金の WEB 申請の導入可能性について検討することが望まれる。 

 

岡崎市奨学資金条例施行規則 

(貸付けの申請) 

第 2 条 条例第 5 条に規定する奨学資金の貸付けの申請は、市長が別に定める日までに、

次に掲げる書類を提出してするものとする。 

(1) 申請書 

(2) 同一の世帯に属する全ての者の所得を明らかにする書類 

(3) 成績証明書 

 

 継続手続の際には、「岡崎市奨学資金条例施行規則」第５条に基づき、連帯保証人の債務返

済能力を確認する必要がある。【指摘】 

「岡崎市奨学資金条例施行規則」第５条によると、継続手続を行う場合、連帯保証人の住

民票の写し、連帯保証人の印鑑登録証明及び連帯保証人の所得を明らかにする書類を提出

しなければならないとされているが、継続手続時に当該書類の提出を受けていなかった。 

継続手続の際には、「岡崎市奨学資金条例施行規則」第５条に基づき、連帯保証人の債務

返済能力を確認する必要がある。 

 

岡崎市奨学資金条例施行規則 

(借用証書の提出) 

第 4 条 奨学生は、奨学資金の貸付けを受けるに当たり、借用証書に次に掲げる書類を添付し

て市長に提出するものとする。 

(1) 連帯保証人の住民票の写し 

(2) 連帯保証人の印鑑登録証明書 

(3) 連帯保証人の所得を明らかにする書類 

2 条例第 8条第 2項に規定する規則で定める要件は、連帯保証人のうち 1人は奨学生の保護者

(子に対して親権を行う者。親権を行う者のないときは未成年後見人をいう。以下同じ。)又

は保護者であった者とし、他の 1人は債務返済能力のある独立した生計を営む者とする。 

(継続手続) 

第 5 条 奨学生は、貸付けを受けようとする年度ごとに第 3 条及び前条第 1 項に掲げる書類並

びに成績証明書を市長に提出しなければならない。 

2 前項の規定にかかわらず、市長が認める場合は、前条第 1項各号に定める書類の提出を省略
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することができる。 

 

 保護者以外の連帯保証人の必要性を含め、奨学資金の今後の在り方について、継続して検

討を行うことが望まれる。【意見】 

「岡崎市奨学資金条例」第８条第２項によると、連帯保証人は２名必要であり、「岡崎市

奨学資金条例施行規則」第４条第２項によると、連帯保証人は、保護者の他、債務返済能力

のある独立した生計を営む者とする必要がある。 

令和２年度に新たに奨学資金貸付対象者の連帯保証人を確認したところ、年金所得のみ

の祖父母及び住所が同一の兄弟姉妹となっているなど、債務返済能力のある独立した生計

を営むものであることに疑問のある方が散見された。 

また、奨学資金貸付対象者となったものの、保護者以外の連帯保証人が見つからず、貸付

を辞退された事例もあり、保護者以外の連帯保証人の必要性については、慎重に判断され

たい。 

保護者以外の連帯保証人の必要性を含め、奨学資金の今後の在り方について、継続して

検討を行うことが望まれる。 

 

岡崎市奨学資金条例 

(借用証書) 

第 8 条 奨学生は、規則で定めるところにより借用証書を提出しなければならない。 

2 前項の借用証書には、規則で定める要件を備えた連帯保証人 2 人が連署しなければなら

ない。 

 

 岡崎市奨学資金条例と実際の運用が異なるため、収入要件又は成績要件のどちらか一方の

みを満たす場合の、総合的な判断基準を定めた審査要領を作成する、又は条例を改正する

必要がある。【指摘】 

「岡崎市奨学資金条例」第３条によると、奨学資金の貸付けを受けることができる者は、

経済的な理由により就学が困難であり、かつ成績優秀であること等の要件を備えた者とさ

れている。 

「経済的な理由により就学が困難」であることに関する要件は、世帯収入を基に算定し、

「成績優秀であること」に関する要件は、成績表を基に成績を点数化することにより、それ

ぞれ、一定の数値基準を設けて審査を行っている。 

令和２年度の審査結果は【図表４－６－14】のとおり、奨学資金貸付対象と判定された

18 件のうち、４件は、収入要件又は成績要件のうち、どちらか１つを満たしていない状況

であった。担当者に確認したところ、収入要件及び成績要件について、一定の数値基準を設

けているものの、どちらか一方の要件を満たしていれば、総合的に判断し、貸付対象として

いるとのことであった。 

「岡崎市奨学資金条例」では、収入要件及び成績要件を共に満たす必要があるものの、実
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際には、収入要件又は成績要件のどちらか一方を満たしていれば、貸付を受けることがで

きる。 

このように、条例と実際の運用が異なるため、収入要件又は成績要件のどちらか一方の

みを満たす場合の、総合的な判断基準を定めた審査要領を作成する、又は条例を改正する

必要がある。 

 

【図表４－６－14】審査結果 

審査結果 
要件 

申請件数 
収入要件 成績要件 

奨学資金貸付対象   

 満たす 満たす 14 件 

 満たす 満たさない １件 

 満たさない 満たす ３件 

 計 18 件 

奨学資金貸付対象外   

 満たさない 満たさない １件 

 計 １件 

合計 19 件 

（出典：教育政策課作成資料より監査人作成） 

 

岡崎市奨学資金条例 

(貸付けを受ける者の要件) 

第 3 条 奨学資金の貸付けを受けることができる者は、経済的な理由により修学が困難で

あり、かつ、次に掲げる要件を備えた者とする。 

(1) 市内に引き続き 1年以上住所を有する者の子であること。 

(2) 学校教育法(昭和 22 年法律第 26 号)に規定する大学(専攻科、別科及び大学院の課程

を除く。)又は専修学校(専門課程に限る。)に在学する者であること。 

(3) 修学の意思が強固な者であること。 

(4) 成績優秀であること。 

 

 WEB 申請の可能性を含め、私立高等学校授業料補助金の今後の在り方について、継続して検

討を行うことが望まれる。【意見】 

私立高等学校授業料補助金は、私立高等学校等に在籍する者の保護者等、授業料を負担

している者のうち、経済的に困難な者の負担の軽減を図るため、負担した授業料の金額を

上限とし、国の高等学校等就学支援金及び愛知県授業料軽減補助金による支給額と授業料

総額の差額を支給するものである。 

国の高等学校等就学支援金は、令和２年４月以降、私立高等学校の授業料は実質無償化



 

128 

 

 

されており、【図表４－６－15】のとおり、高等学校等就学支援金の制度が改正され、私立

高等学校に通う生徒への支援が拡充されている。 

 

【図表４－６－15】高等学校等就学支援金の概要 

 

                   （出典：文部科学省ホームページ） 

 

令和２年度に提出された「私立高等学校等授業料補助金交付申請書兼請求書」を確認し

たところ、私立高等学校の授業料は 40 万円前後であることから、国の高等学校等就学支援

金の拡充を受け、国と県からの補助金でほとんどの授業料を賄うことができる状況であり、

市の補助金は、残りの数千円程度を支給したというケースも見受けられた。 

令和２年度の補助件数は、国及び県の支援額が増加したことにより、市の補助金対象者

が減少したものの、令和３年度は千件程度の申請が見込まれている。 

紙ベースで提出された約千件の申請書を職員が確認し、補助金の振込口座を１件ずつ登

録する作業は、事務負担が大きい割に、申請者が受け取れる額は少額である。 

そのため、WEB 申請の可能性を含め、私立高等学校授業料補助金の今後の在り方につい

て、継続して検討を行うことが望まれる。 

 

 補助金申請書の訂正印の押印等、適切な修正がなされたことが客観的に把握できることが

望まれる。【意見】 

岡崎市私立高等学校等授業料補助金交付申請書を閲覧したところ、振込口座番号の誤り

などについて、手書きで修正されているものの、訂正印などがないものが複数発見された。

修正については、明確なルールはないとのことであるが、訂正印の押印や赤字での修正の

徹底など、客観的に正確な情報への訂正であることが明確にされることが望まれる。 
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 わいわい子育て講座会計報告書の開催日の記入誤りがあった。【指摘】 

市教育委員会はわいわい子育て講座の共催者である子育てネットワーカーの会から開催

会場毎に１年間の会計報告書を受けているが、六ツ美市民センターからの会計報告書にお

いて開催日の記入間違いがあったが修正されていなかった。 

その理由について市教育委員会に質問したところ、開催日は確認漏れであるという回答

が得られた。 

モニタリング機能を発揮するためにも、会計報告書の確認作業が形骸化することのない

よう会計報告書の確認目的を改めて周知することが望まれる。 

 

 わいわい子育て講座会計報告書に確認証跡を残すことが望まれる。【意見】 

子育てネットワーカーの会から提出された会計報告書には市教育委員会が報告内容を確

認したことを示す証跡が残されていなかった。 

前述の指摘（「ク わいわい子育て講座会計報告書の開催日の記入誤りがあった。【指摘】」）

のとおり、会計報告書提出時の確認漏れを防止するため、事後検証に備えて、確認者を記録

するなどの証跡を残されることが望ましい。 

 

 わいわい子育て講座参加者への口頭でのアンケート結果を記録することが望まれる。【意見】 

市は、わいわい子育て講座の参加者に対してアンケートを実施しているが、令和２年度

はアンケート結果が残されていなかった。 

その理由について市教育委員会に質問したところ、新型コロナウイルスの流行により例

年通りに書面でのアンケートを行うことが出来ず、口頭で行ったため記録が残されていな

いとの回答が得られた。 

アンケート結果の共有や備忘として記録しておくことは、今後の計画を立てる上でも非

常に有用であると考えられるため、口頭でアンケートを行った場合には記録を残しておく

ことが望まれる。 

 

 わいわい子育て講座について、こども部への所管課替えや双方の所管課での協力体制が構

築されることが望まれる。【意見】 

わいわい子育て講座は、就園前の乳幼児と保護者に向けて開催している講座であるが、

主催が市教育委員会であることから、社会教育課が所管課となっている。市では、就園前の

乳幼児を対象に、子育て支援業務を多く実施している、こども部がある。わいわい子育て講

座事業と、こども部が実施している事業内容が重複しているわけではないが、子育て広場

や地区子育て支援センターなどで開催することでより多くの参加が見込まれることも考え

られる。今後は、こども部が、わいわい子育て講座も含めて包括的に乳幼児及びその保護者

に対する事業を実施するために事業の所管課替えを行うことや、双方の所管課で協力し、

より多くの乳幼児及び保護者が講座を周知し、参加されることが望まれる。 
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２ PTA 連絡協議会の活動支援【社会教育課】 

 取組の概要 

 単位 PTA 相互の連絡調整や情報交換を行う。 

 PTA 活動の活発化を図るため、各種会議や研修会、交流会を開催する。 

 PTA 活動の啓発、情報共有を図るため、「PTA おかざき」発行による広報活動を推進する。 

 

 PTA 連絡協議会運営費補助事業概要 

昭和 21年に文部省が PTAの普及を奨励し、翌22年以降に市内の各小中学校が PTAを設立、

昭和 25 年に市内の各 PTA の連絡調整をとるため岡崎市 PTA 連絡協議会（略称 市 P 連）が発

足した。 

各小中学校・こども園の PTA（以下、「単位 PTA」という。）の活動を活性化するため、単位

PTA 相互の情報交換や会員の資質向上を図り、各種行事を開催している。 

・各種研修会開催（PTA 交流会・視察研修会・PTA 研修会・会長会議等） 

・総会、役員会（年６回）、理事会（年２回）、委員会（PTA 交流、広報、母親、事業検討特

別）の開催 

・昭和 51年より PTA おかざき新聞の発行（年 10 回） 

（出典：岡崎市業務活動評価表） 

 

【図表４－６－16】指標の推移 

（単位：％、校(園)） 

指標名  平成 30 年度 令和元年度 令和２年度 
令和３年度 

見込 

市Ｐ連行事への単位 PTA 参加率 94 94.7 76.4 83.0 

市Ｐ連行事参加 PTA数 67.7 68.2 13.0 60.0 

（出典：岡崎市業務活動評価表） 

 

【図表４－６－17】投入コストと人員の推移 

（単位：千円） 

指標名 平成 29 年度 平成 30 年度 令和元年度 令和２年度 
令和３年度 

見込 

事業費 684 792 683 373 554 

人件費 4,431 5,175 5,454 6,072  4,918 

（出典：岡崎市業務活動評価表） 
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 監査の結果 

 PTA 交流会のアンケート結果を活用し、時世に応じた PTA 連絡協議会の活動支援を実施す

ることが望まれる。【意見】 

市は PTA 交流会を行った後、参加者に対してアンケートを実施している。アンケート結

果には新型コロナウイルス流行の影響が反映されており、コロナ禍におけるオンライン

ミーティングの活用や小規模ブロックごとの開催、PTA 活動のガイドラインの策定を求め

る意見が見受けられた。 

アンケート結果の活用状況について市教育委員会へ質問したところ、アンケート結果は

組織内で供覧の上検討中であるとの回答が得られた。 

PTA 交流会のアンケート結果を活用し、時世に応じた PTA 連絡協議会の活動支援を実施

することが望まれる。 

 

３ 地域の教育力向上への支援【社会教育課】 

 取組の概要 

 各学区社会教育委員会での活動支援を図るため、学区社会教育委員長連絡協議会での研修

会等を開催する。 

 学区社会教育委員会の自主的な企画、運営による「地域生涯学習講座」の開催を支援する。 

 小学校が企画、運営する「地域生涯学習講座（家庭教育講座）」の開催を支援する。 

 

 地域生涯学習講座開催支援事業概要 

急速な高齢化の進展や長寿化による余暇時間の増大、そして価値観が多様化している現代

社会では、高齢者の積極的な社会参加や生涯学習活動への参加のニーズが高まっている。 

岡崎市では、地域での生涯学習を推進するため、他市では例の少ない各学区社会教育委員

会との連携により、各小学校区の住民を対象とした市民自身の企画による生涯学習講座の開

催を支援している。平成 25 年度より家庭教育講座を統合し、小学校で開催されていた児童の

保護者などを対象とした家庭教育のための講座も本事業の対象として加えた。 

（出典：岡崎市業務活動評価表） 

 

【図表４－６－18】指標の推移 

（単位：講座） 

指標名  平成 30 年度 令和元年度 令和２年度 
令和３年度 

見込 

開催講座数 118 110 77 0 

（出典：岡崎市業務活動評価表） 
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【図表４－６－19】投入コストと人員の推移 

（単位：千円） 

指標名 平成 29 年度 平成 30 年度 令和元年度 令和２年度 
令和３年度 

見込 

事業費 996 907 899 462 0 

人件費 451 456 453 476 0 

（出典：岡崎市業務活動評価表） 

 

 学区社会教育委員会運営補助事業概要 

岡崎市学区社会教育委員長連絡協議会の事務局として、学区社会教育委員長研修会（年２

回）、役員会（年４回）、学区社会教育事業等（年２～３回）を開催している。 

学区社会教育委員会は、昭和 26 年に岡崎市公民館条例が制定され、各小学校に公民館が併

設された際に、小学校区ごとに設立された組織である。現在まで活動が行われており、全国的

にも例の少ない組織団体となっている。 

学区の社会教育の推進と住民の教養文化の向上を図り、明るく健全な地域社会を築くため

につくられた自主的な組織体であり、組織形態や活動内容は各学区により異なるが、PTA・子

ども会・女性団体・スポーツ推進委員・各町総代・老人クラブ・民生委員・交通安全指導員・

消防団・婦人自主防災クラブなどの諸団体の委員により構成されている。文化部、体育部、青

少年部、女性部、福祉部などにより、研修会などの社会教育事業、運動会や各種スポーツ事

業、敬老会事業など、学区住民の教養や文化の向上、健康増進、青少年健全育成のための様々

な活動を行っている。 

（出典：岡崎市業務活動評価表） 

 

【図表４－６－20】投入コストと人員の推移 

（単位：千円） 

指標名 平成 29 年度 平成 30 年度 令和元年度 令和２年度 
令和３年度 

見込 

事業費 6,381 6,388 6,396 5,093 6,420 

人件費 1,446 1,884 1,787 2,114 1,716 

（出典：岡崎市業務活動評価表） 

 

 社会教育事業指導助言事業概要 

昭和 46 年の社会教育審議会の答申により、昭和 47 年に文部省が社会教育の高度化・多様

化に対応するために制度を発足させ、現在まで多くの市町村が社会教育指導員を設置してい

る。 

市においても、岡崎市社会教育指導員規則（昭和 47 年３月 31 日教育委員会規則第６号）

に基づき、社会教育に関する事業及び社会教育関係団体の育成に関し、指導及び助言を行っ
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ている。また、西三河家庭教育推進協議会委員など関係機関の委員としても委嘱され活動し、

岡崎市少年愛護センター指導員として、街頭補導及び少年相談業務の支援も行っている。 

（出典：岡崎市業務活動評価表） 

 

【図表４－６－21】投入コストと人員の推移 

（単位：千円） 

指標名 平成 29 年度 平成 30 年度 令和元年度 令和２年度 
令和３年度 

見込 

事業費 3,238 3,098 2,686 2,653 2,862 

人件費 119 119 459 1,014 802 

（出典：岡崎市業務活動評価表） 

 

 社会教育審議会運営事業概要 

社会教育委員は、社会教育法に基づき選任され、社会教育の諸計画を立案したり、教育委員会

の諮問に応じ、これに対して意見を述べる。また、これらの職務を行うために必要な研究調査を

行うことが定められており、ここでいう諮問会議が岡崎市社会教育審議会である。 

審議会では社会教育の振興及び企画等も審議されている。 

（出典：岡崎市業務活動評価表） 

 

【図表４－６－22】投入コストと人員の推移 

（単位：千円） 

指標名 平成 29 年度 平成 30 年度 令和元年度 令和２年度 
令和３年度 

見込 

事業費 532 637 514 159 268 

人件費 1,789 1,800 1,815 2,114 1,259 

（出典：岡崎市業務活動評価表） 

 

 監査の結果 

監査手続の結果、【指摘】又は【意見】とすべき事項は発見されなかった。 

 

Ⅵ－３ 基本施策㉑ 視聴覚・情報教育の推進 

１ 視聴覚・情報教育に関する機材・教材の充実活用の推進【社会教育課】 

 取組の概要 

 社会教育・学校教育を支援するため、各種視聴覚機器、教材を整備し、貸出に供する。 

 機関誌やホームページを通し、視聴覚機器・教材の利活用に関する情報発信を行う。 
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 視聴覚ライブラリー備品整備事業概要 

岡崎市視聴覚ライブラリー条例（昭和 48 年６月 20 日条例第 28 号）、岡崎市視聴覚ライブ

ラリー管理規則（昭和 48 年６月 25 日教育委員会規則第６号）に基づき、社会教育活動及び

学校教育活動の振興に資することを目的とする視聴覚教育に必要な施設としての業務を実施

するための備品を整備している。 

（出典：岡崎市業務活動評価表） 

 

【図表４－６－23】指標の推移 

（単位：回） 

指標名  平成 30 年度 令和元年度 令和２年度 
令和３年度 

見込 

視聴覚ライブラリー備品購入数 8 7 4 1 

（出典：岡崎市業務活動評価表） 

 

【図表４－６－24】投入コストと人員の推移 

（単位：千円） 

指標名 平成 29 年度 平成 30 年度 令和元年度 令和２年度 
令和３年度 

見込 

事業費 1,841 2,092 1,505 987 200 

人件費 3,006 3,025 2,712 2,731 2,401 

（出典：岡崎市業務活動評価表） 

 

 視聴覚事業啓発事業概要 

視聴覚教材・機材の利用促進、および視聴覚・情報教育の普及を図る目的で、機関誌の発行

及び配付、教材等予約システム及びホームページの運用を行っている。 

平成 29 年度にシステム更新を行い、サーバのクラウド化や統計機能の拡充を行った。 

令和元年度からは機関誌発行業務を統合し、新たに機関誌の発行及び配布が業務内容に加

わっている。 

（出典：岡崎市業務活動評価表） 

【図表４－６－25】指標の推移 

（単位：人、点） 

指標名  平成 30 年度 令和元年度 令和２年度 
令和３年度 

見込 

貸出教材視聴者数 140,184 136,472 76,828  64,000 

貸出（教具）点数 2,562 2,493 1,781 1,900 

（出典：岡崎市業務活動評価表） 
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【図表４－６－26】投入コストと人員の推移 

（単位：千円） 

指標名 平成 29 年度 平成 30 年度 令和元年度 令和２年度 
令和３年度 

見込 

事業費 6,024 1,330 2,328 1,594 1,570 

人件費 2,672 3,025 4,109 3,455 3,480 

（出典：岡崎市業務活動評価表） 

 

 視聴覚ライブラリー運営事業概要 

視聴覚ライブラリーは、岡崎市視聴覚ライブラリー条例、岡崎市視聴覚ライブラリー管理

規則に基づき、社会教育活動及び学校教育活動の振興に資することを目的とする視聴覚・情

報教育に必要な施設として設置されている。その目的達成に必要な業務を実施する。 

（出典：岡崎市業務活動評価表） 

 

【図表４－６－25】指標の推移（再掲） 

（単位：人、点） 

指標名  平成 30 年度 令和元年度 令和２年度 
令和３年度 

見込 

貸出教材視聴者数 140,184 136,472 76,828  64,000 

貸出（教具）点数 2,562 2,493 1,781 1,900 

（出典：岡崎市業務活動評価表） 

 

【図表４－６－27】投入コストと人員の推移 

（単位：千円） 

指標名 平成 29 年度 平成 30 年度 令和元年度 令和２年度 
令和３年度 

見込 

事業費 18,805 18,791 17,705 17,506 18,417 

人件費 6,933 6,159 7,334 10,579 11,984 

（出典：岡崎市業務活動評価表） 

 

 監査の結果 

 視聴覚ライブラリーで購入する DVD について、岡崎市中央図書館での保有の有無について

考慮されることが望まれる。【意見】 

視聴覚ライブラリーで令和２年度に購入された DVD 一覧について、岡崎市中央図書館の

HP の検索機能で確認したところ、３件について岡崎市中央図書館に実在するものであった。

この点について担当課にヒアリングしたところ、視聴覚ライブラリーは視聴覚教材・機材

の利用促進、および視聴覚・情報教育の普及を図る目的で設置されており、貸出対象者に制
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限がない図書館とは目的や貸出対象が異なることから、購入の際に図書館での保有の有無

については考慮していないとのことであった。目的や貸出対象者は異なるが、視聴覚ライ

ブラリーで貸出対象となっている者は、当然に岡崎市中央図書館でも借りることができる

ため、双方で保有することの意義は疑問が生じる。購入する DVD については、学校関係者

で構成する「教材選定委員会」が候補 DVD を選定するとのことであるが、その際に、岡崎

市中央図書館での保有の有無についても確認されることが望まれる。 

 

 視聴覚ライブラリーが保有する教材の貸出率を向上させる取組が望まれる。【意見】 

視聴覚ライブラリーの教材及び教具は、幼稚園、保育園、小中学校、庁内各部署をはじ

め、青少年団体、高齢者団体、法人事業所等の団体への貸出を行っているものの、令和２年

度の貸出回数及び貸出回数に貸出期間７日を乗じた数値を、保有数に年間日数 365 日を乗

じた数値で除した貸出率は、【図表４－６－28】のとおり、１％未満の教材が散見された。 

そのため、積極的な周知により、視聴覚ライブラリーが保有する教材の貸出率を向上す

ることが望まれる。 

 

【図表４－６－28】教材貸出率 

教材 保有数① 貸出回数② 貸出率（②×7日）÷（①×365 日） 

購入ビデオ（DVD） 1,100 468 0.82% 

購入ビデオ（VHS） 1,838 24 0.03% 

寄贈ビデオ（DVD） 185 16 0.17% 

寄贈ビデオ（VHS） 758 9 0.02% 

寄贈（CD-ROM） 57 1 0.03% 

自作ビデオ 281 27 0.18% 

自作マルチメディア 31 1 0.06% 

16 ミリ映画（資料映画含） 1,539 15 0.02% 

8 ミリ映画 31 0 0.00% 

レーザーディスク 137 8 0.11% 

スライド（組） 13 0 0.00% 

録音教材 97 0 0.00% 

コンパクトディスク 204 1 0.01% 

（出典：令和２年度教育要覧及び社会教育課資料より監査人作成） 
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２ 映像制作等を通じた学習機会の提供【社会教育課】 

 取組の概要 

 ビデオ講習会の開催により、小中学生が映像制作を体験できる機会を提供し、想像力・発想

力の育成を図る。 

 ふるさと岡崎メディアコンクールの開催により、映像制作活動の啓発を行い、生涯にわた

る学習機会を作る。 

 親子映画会の開催により、映像鑑賞を通して世代間交流を図ることができる場を提供する。 

 

 映像制作啓発事業概要 

業務見直しにより、「自作視聴覚教材コンクール実施業務」と「ビデオ講習会実施業務」を

統合し、令和元年度から新設された業務である。 

小・中学生対象の映像制作講習会を実施するなど、映像作品の制作支援を通じて、児童、生

徒の自己表現力・創造力・コミュニケーション力を高める。 

学校教育や社会教育の充実を図るために必要な素材の収集、市民や児童、生徒、教員の制作

活動の発表・顕彰の場として、映像作品コンクールを実施する。 

（出典：岡崎市業務活動評価表） 

 

【図表４－６－29】指標の推移 

（単位：人、点） 

指標名  平成 30 年度 令和元年度 令和２年度 
令和３年度 

見込 

ビデオ講習会参加者数 0 95 24 50 

自作視聴覚教材コンクール応募数 0 209 183 190 

（出典：岡崎市業務活動評価表） 

 

【図表４－６－30】投入コストと人員の推移 

（単位：千円） 

指標名 平成 29 年度 平成 30 年度 令和元年度 令和２年度 
令和３年度 

見込 

事業費 0 0 590 437 572 

人件費 0 0 4,646 4,686 3,679 

（出典：岡崎市業務活動評価表） 

 

 監査の結果 

監査手続の結果、【指摘】又は【意見】とすべき事項は発見されなかった。 
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３ 情報モラルの啓発【社会教育課】 

 取組の概要 

 急速に進化する視聴覚・情報機器利用に伴う情報モラルの啓発のため、情報モラル出前講

座を開催する。 

 視聴覚機器・教材の利用方法に関するサポートや、情報セキュリティについても要望に合

わせ講座を開催する。 

 

 情報モラル出前講座 

視聴覚ライブラリー職員が、児童生徒や保護者・教員、一般市民を対象に情報モラルに関す

る講習会を随時行っている。ネットトラブルに関する情報提供や注意喚起が講座の主な内容

である。 

（出典：岡崎市の社会教育） 

 

【図表４－６－31】指標の推移 

（単位：回、人） 

指標  平成 29 年度 平成 30 年度 令和元年度 令和２年度 

回数 14 15 23 15 

参加者数 3,700 2,940 6,780 2,920 

（出典：岡崎市の社会教育） 

 

 監査の結果 

監査手続の結果、【指摘】又は【意見】とすべき事項は発見されなかった。 

 

Ⅵ－４ 基本施策㉒ 学校と地域の連携・協働の推進 

１ 学校と地域の連携・協働を推進する仕組みの構築【学校指導課】【社会教育課】 

 取組の概要 

 文部科学省が提唱するコミュニティ・スクールの在り方を参考に、岡崎版のコミュニティ・

スクールの実施について検討する。 

 学校と地域が組織的に一体となり連携・協働するための仕組みや体制を構築する。 

 地域住民と学校との情報共有等を図るため、地域学校協働活動推進員の配置を検討する。 

 学区社会教育委員会のネットワークを活かし、地域学校協働活動の推進を図る。 
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なお、当取組は、令和３年度以降実施予定であり、令和２年度は実施されていない。 

 

令和３年度から「岡崎版コミュニティ・スクール推進委員会」を立ち上げて調査・研究を進

めており、担当主事が、文部科学省及び愛知県教育委員会の研修等に参加し、先進事例の視察

を行う予定である。 

 

以上 


