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評価委員会委員からいただいた主な意見 

 

点検・評価の客観性を確保する観点から、岸和田市教育委員会評価委員会各委員から点検・

評価に関して以下のご意見をいただきました。 

ご意見に対しますシートの修正や考え方について、記載（網掛け）しております。 

 

○教育総務部 総務課○ 

 項目番号１ 教員の業務負担軽減（教員の業務負担軽減に向けた取組みの推進） 

◇ 「４.取組みの成果（効果）目標」の成果の指標となる数値について、超過勤務時間数と

ありますが、令和２年度はタイムレコーダーの整備までを予定されていたのであれば、超

過勤務時間数が減った増えたという議論は次年度以降になりますので、指標は変えられた

方がいいと思います。 

⇒成果の指標を「タイムレコーダー設置数」に修正しました。 

◇ 「５.令和２年度の取組み内容」の面接指導を行った数について、３人や６人という数字

が全体の何％にあたるかを示していただけると、より実態が分かりやすいと思います。 

◇ 一番多く残っていた教職員の残業時間はどれ位なのか、具体的に数字で出して欲しい。そ

れをどのように対処したのかを説明して頂きたい。 

⇒「５．令和２年度の取組み内容」に調査対象者数及び面接指導後の対応について記載し

ました。 

◇ 「７.今後の課題・方向性」に「協議を行い、業務負担軽減策を検討し取組みを進める。」と

ありますが、スケジュールを明記することはできないでしょうか。 

⇒取組み内容については、今後関係者と協議を行い進めてまいりますが、現在具体的な内  

容は決まっておりません。内容によりまして、すぐに実施できるものや予算を伴うものも  

ありますので、現時点でスケジュールは未定です。 

◇ 「７.今後の課題・方向性」ですが、タイムレコーダーを入れて客観的な資料ができます   

ので、表現はまかせますが、分析とかの記載が必要ではないかと思います。 

⇒「７.今後の課題・方向性」として「在校時間データを分析し学校と情報共有を進める。」

と記載しました。 

 

≪施策・事業に対する意見等≫ 

● 教員の勤務時間実態把握のしくみが整備されたことは評価できる。 

 

 

○教育総務部 学校適正配置推進課○ 

 項目番号 10 学校園の適正規模・適正配置（学校園の適正規模・適正配置の推進） 

◇ 「６.評価」に地域説明会を延期せざるを得ない状況の中、急遽取組んだこと等も明記し

た方が良いと思います。 

◇ 「６.評価」にある「R３年度早々の地域説明会を設定した」について、第１回会議で HP

や動画作成などに取り組んだと答えられたので、市民への周知の努力をされている印象を

受けました。より一層市民に理解を深めて頂くため HP 等の準備を始めたことも、追加さ
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れてはどうでしょうか。 

 ⇒前回の第１回評価委員会で、現在、実施計画（案）の地域説明会が延期となっている中、

市民の皆さまに出来るだけ速やかに実施計画（案）の内容を知っていただくため、市のホ

ームページ上において、動画配信している旨をご説明いたしましたが、動画配信について

は、作成準備も含め、すべて令和３年度から取り組みました。 

そのため、令和２年度末の取組についての追記につきましては、「６．評価」に、「延期

後の地域説明会に、出来るだけ多くの皆さまにご参加いただけるように、広報きしわだや

市のホームページ、さらには関係する学校や町会を通じて周知を行うための準備を行った」

と追記させていただきました。 

◇ 「６.評価」で「市内８カ所で市民説明会を開催」とありますが、参加者人数、参加者が

納得したのか、不満の多い地区はどうするのか、などの説明があればいいと思います。 

⇒「不満の多い地区はどうするのか」については、「７．今後の課題・方向性」に記載のと

おり、「保護者や地域住民の不安を解消し、理解を得られるよう丁寧な説明と話し合い」を

行っていきたいと考えています。 

「５．令和２年度の取組み内容」に、参加者人数を追記させていただきました。 

「６．評価」に、「また、各説明会の会場では、市民の皆さまから賛否両論や様々なご質

問があったため、それら一つ一つに対して、その場でご説明やご回答を行うとともに、後

日、そのすべての内容を市のホームページで公開した。」の項目を追記させていただきまし

た。 

 

項目番号 22 新型コロナウイルス感染拡大への主な対応 

◇ 説明会延期の対応について記載されているが、他課の対応と異質なもので違和感を感じ

ます。掲載するのであれば、延期したことを補完するために行った対応も記述すべきと思

います。 

⇒点検・評価シート（案）の項目番号 10 に記載した内容と重複するため、学校適正配置推

進課の記述部分を削除します。 

 

 

○教育総務部 学校給食課○ 

 項目番号８ 学校給食、食育の充実（学校給食運営の充実） 

◇ 「６．評価」の総括結果で、「その効果が給食環境の向上に直結できない」という表現が

ありますが、具体的にはどういう内容でしょうか。 

⇒「６．評価」の総括評価の「ただし、その効果が給食環境の向上に直結できない」とい

う表現を「また、令和２年度は新型コロナウイルスの影響で全小学校給食室にスポットク

ーラーを設置し、給食室の環境改善を行った」と変更いたしました。 

◇ 「スポットクーラーの設置」は、「項目番号 22 新型コロナウイルス感染症の感染拡大

に伴う主な対応」として後に記載されていますが、給食調理室の職場の環境改善について

ももう少し触れてもいいのではと思いました。その方が運営の充実を多岐にわたり検討さ

れていることがわかるように思います。 

⇒「５．令和２年度の取組み内容」に「◇新型コロナウイルス感染症の影響により、授業

時数確保のため夏季休業期間を短縮し給食を提供することとなった。高温多湿な給食調理
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室の環境改善のため、常盤小（平成元年度設置済）を除く 23 小学校に「スポットクーラ

ー」の設置を行った。」と追記させていただきました。 

 

≪施策・事業に対する意見等≫ 

● 学校給食の食材には、なるべく地産・地消のためにも、地元の野菜などを取り入れるよ

うにしていただきたいと思います。 

⇒現在、小学校では野菜や肉などの生鮮物資につきましては単独購入方式で、各学校が地

元の八百屋さんなどと直接契約し、納品いただいております。 

季節にもよりますが、青ネギ、みつば、小松菜や水ナスなどで府内産や泉州産のものが

入っています。 

また、中学校では、給食センターで市内 11 中学校の給食を調理しております。生鮮物資

につきましては、岸和田市学校給食会の事業者に参加いただいて「物資選品会」を開き、

購入物資を決めております。 

地元野菜につきましては、季節にもよりますが、特にこの地域で生産が盛んな「青ネギ」

や「みつば」「たまねぎ」などは府内産のものを指定して選品会を行っております。 

ただ、中学校給食では１回で 5,000 食以上を賄える食材が必要ですので、どの野菜でも

府内産という指定は難しく、比較的に量や品質の揃う品目で地産地消を進めているのが現

状です。 

 

 

○教育総務部 学校管理課○ 

 項目番号 11 安心・安全で快適な学校園（トイレ等施設改修による環境改善） 

◇ 大便器洋式化について整備がほとんど完了したとありますが、学校によっては作業が遅

れているところもあるように思います。進捗はどうでしょうか。 

⇒大便器の洋式化について、すでに改修済みの学校や洋式便器数が満たされている学校を

含め、整備については、一定完了しています。ただし、改修済みや洋式便器数が満たされ

ている学校においても使う頻度等により改修が必要な学校については、令和３年度に洋式

化への改修を予定しております。 

◇ 改善が進むことで教育的効果がどれくらいあがっていったのかというプラスの方向も

含め、完了して学校や地域からこんな声がありますと言うのを総合評価に入れていただく

と、よりその効果もよくわかると思います。 

◇ 予定より早くトイレの改修が進んだことによる教育効果があれば明示した方がよい。時

期尚早なら、次年度は、明示できるように効果を把握する方法等を検討ください。 

⇒「６．評価」に「学校現場の声」を追記させていただきました。 

◇ 第１回会議で説明がありましたが、和式トイレも必然的に残していることや、体育館で

のトイレを避難所としての観点から多機能トイレの設置に努めていることなども加えて

もいいのではと思いました。トイレの手洗いは自動水栓にしているのでしょうか（コロナ

対策として）。 

⇒トイレの手洗いを自動水栓としている割合は 26％です。今後残りの手洗いについても自

動水栓化について検討を進めます。「６．評価」に「和式トイレを残していること」また、

「７．今後の課題・方向性」に「多機能トイレの整備」を追記させていただきました。 
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≪施策・事業に対する意見等≫ 

● 学校側で衛生面の十分な処置がとれておらず、子どもが使えないという状況もあると聞

いたことがあります。必要な消耗品が購入できるなど、学校配当予算で衛生面に関しても

十分配慮いただきたい。 

⇒必要な消耗品等が購入できるよう、学校に予算配当を行っています。今後も予算確保に

努めます。 

● トイレ等の環境改善の内容として、手洗いの自動化、照明の自動化、体育館トイレの洋

式化は入れないのでしょうか。また全教育施設の洋式化をめざして欲しいと思います。 

⇒トイレ等の環境改善の内容として、手洗いの自動水栓化、体育館トイレの洋式化につい

て整備に向けて検討します。照明の自動化については、使用状況、節電効果等について調

査研究したいと思います。 

 

 

○教育総務部 産業高校学務課○ 

 項目番号４ 専門教育の充実（産業教育の充実） 

◇ 「６.評価」の総括評価で、「進路状況が 100％で、目標通りである」とありますが、こ

の 100％とはどういう受け止め方をしたらいいでしょうか。 

⇒令和２年度において、全日制のその他５名は、アルバイト３名、芸能関係２名で、アル

バイトの方も留学資金を貯めるためと次年度以降の就職を考えてのアルバイトです。定時

制のその他６名も、アルバイト、大学浪人、縁故就職待ちとなっており、希望通りの進路

に 100％決まっていることにより評価しています。 

◇ 全日制の定員割れの要因を広報の活動の課題としているように読み取れますが、他の要

因は考えられないのでしょうか。 

⇒他の要因として、入試制度の変更が考えられます。2016 年度入試より前後期入試が一本

化され、実技試験を伴わない商業科・情報科の入試が一般入試として普通科と同時期に実

施されることになりました。私立高校の無償化の影響もあり私立志望が高まり、公立高校

での定員割れが続出する中、更にこの入試制度の変更で、商業科や工業科といった専門高

校か普通科高校かのいずれかを選択して受験しなければならなくなり、結果的に志望者が

普通科高校へ流れています。 

「専門高校＝就職する学校」というイメージが強く、就職するか進学するか決めかねて

いるなら普通科へという考えが根強くあるため、専門高校からの進学実績をアピールする

など、広報活動をしていますが、中学生やその保護者、中学校の先生方になかなか伝わら

ないのが現状です。 

就職実績は勿論、進学実績、更には進学後にも産業高校で取得した検定資格、専門知識

や技術が大いに役立つことなどをしっかり広報していく必要があると考えます。 

 

≪施策・事業に対する意見等≫ 

● 産業高校は、今年度、競争率が１を割ってしまいました。商業科と情報科では教科内容

は多少異なると思いますが、検定種別ごとの合格者数結果を見てもあまり変わりがありま

せん。選抜競争率、学科の定数等を見ても、世間のニーズと産業高校がやっておられるこ

とに開きがあるように感じます。そのあたりについて考慮をお願いしたいです。 



資料№１ 

5 

 

⇒検定種別ごとの合格者数については、商業科総数 480 人、情報科総数 240 人を分母とし 

ており、取得率で比較すると大きな差があります。また、情報科の特色としてプログラミ 

ングを学ぶことや国家資格であるＩＴパスポートの取得などがあげられます。情報科の学 

びにはコンピュータ設備の充実が欠かせません。現在、府内の公立高校の中では随一を誇 

る設備を導入していただいております。情報科の定員を増やすことは、設備や教員構成の 

点で限界があります。 

なお、商業科については、岸和田市産業教育審議会答申にもとづき、更に魅力的な内容 

になるよう、選択制を導入するなど、令和４年度入学生からカリキュラムの変更を行い、

新たな学習をスタートさせます。 

 

 

○学校教育部 学校教育課○ 

項目番号２ 活用する力の育成（学力向上支援事業・読書活動事業の推進） 

◇ 読書活動事業で学校司書の派遣とありますが、「７．今後の課題・方向性」で「拡充」と

なっていますので、人数とまではいきませんが、学校司書についても拡充の意味を加えた

記載として欲しいです。 

⇒「７．今後の課題・方向性」で「拡充」となっておりますが、「学力向上支援事業」を総

合的に捉えての拡充と考えております。ただ、読書活動の充実に関しても重要であると考

えておりますので、予算措置を含め努力してまいります。 

◇ 成果指標として分析するのが難しい分野であるとも思いますが、コロナウイルスの状況

がある中、支援員を拡充されたりと手立ても打っておられます。数字には表れない部分で

成果があった部分を書き込みができれば、市民の皆さんにも安心材料となるのかなと思い

ます 

⇒昨年のコロナ禍による臨時休業等の影響を踏まえ、学力保障の観点から、年度途中より

補助金（国 1/3・府 1/3・市 1/3）を活用して学習支援員を配置いたしました。本年度は臨

時交付金を活用して引き続き学習支援員を配置いたしております。 

 また、「６．評価」の<学力向上支援事業>の項目３つ目に「学習支援員の派遣」を追記い

たしました。 

◇ 授業改善は進んでいるが、正答率は緩やかに低下傾向にあるというのは、どのように解

釈すればいいのでしょうか。 

⇒「６．評価」の<学力向上支援事業>の文章内容を変更しております。 

◇ チャレンジテストについて、府比データだけでなく、本市の元年度と２年度の対比があ

れば、取組みの成果が分かりやすいのではないでしょうか。 

⇒チャレンジテストの対府比を追記いたしております。依然として各教科の正答率は低い

状況であります。引き続き、学力向上に向け取り組みを進めてまいります。 

「６．評価」の欄の<学力向上支援事業>の項目 1 つ目に「R２年度のチャレンジテスト対

府比」の数値を計上いたしました。 

 

≪施策・事業に対する意見等≫ 

● 学校司書の配置については法的にも努力義務という言葉になっており、派遣とは若干意

味合いは違うかと思います。予算の兼ね合いもあり難しいと思いますが、学校司書の増員
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もしくは時間を増やしていくことが子ども達のためになるのではないかと思います。 

⇒予算措置を含め努力してまいります。 

 

項目番号６ 生徒指導の充実（生徒指導体制・教育相談体制の充実） 

◇ 「４.成果の指標となる数値」にいじめの解消率を加えてください。 

⇒令和元年度、令和２年度のいじめ事案の解消率を追記しております。令和元年度に比べ、

解消率は上昇しております。令和２年度より、積極的にいじめを認知するよう指導してき

たことで、認知件数が増えたことも影響していると考えております。 

◇ 「６.評価」は「目標を下回った」としているのに、なぜ「７．今後の課題・方向性」は

「現状のまま継続」なのか。文面からは、「拡充」か「改善して継続」という印象を受けま

す。 

⇒「改善して継続」に変更いたしました。令和３年度、生徒指導支援員等、内容を改善し

て取り組んでおります。 

◇ 「５.令和２年度の取組み内容」の最下段の◇にある学校支援チームについて、その参加

人数、支援チーム人数とその役割の説明と、いじめが減少するような対策としてどのよう

に行ったかの説明があればお願いします。 

⇒それぞれ専門的な立場で学校の支援にあたっていただき、連絡会等で連携いたしており

ます。精神科医１名⇒教育相談室で月１回の相談業務、SC12 名⇒全中学校に週１回勤務、

子ども・保護者に対してのカウンセリング、心理カウンセラー７名⇒教育相談室で週１回

勤務、子ども・保護者に対してのカウンセリング、SSW６名⇒学校と関係諸機関・専門家と

のコーディネート業務、SL１名⇒月１回の司法を踏まえた学校からの相談、教育相談室指

導員５名⇒校長 OB、教育相談室 PTA 協力員１名⇒年３回の適応指導教室協力者会議メンバ

ー、教育相談室主任１名⇒教育相談室の運営、不登校児童生徒支援員３名⇒不登校児童生

徒への対応、校長 OB や養護教諭 OB、子ども支援員５名⇒校長 OB や警察 OB 等、各学校に

出向いて活動。いじめが減少するようにその役割ごとで、時には学校へ出向いていただき、

学校への的確なアドバイス等を行っています。連携することで、いじめ事案を早急に解決

したケースも多々ございます。「７．今後の課題・方向性」に記載をしておりました学校支

援チームの構成メンバーを「５．令和２年度の取組み内容」の欄に移動させております。 

 

項目番号７ 夢や志を育むキャリア教育（自ら進路を選択・決定する力の育成） 

◇ 目標通り事業を実施した結果、成果（子どもの姿等）も明示できれば、尚いいと思いま

す。 

⇒キャリア教育に関する取組みを通して育みたい能力や望ましい態度を身についてきて

いることがアンケート結果より伺えます。計画的な取組みにより一定の成果が出ています

が、年度末の結果の数値自体は依然として高くないため、継続した取組みが必要であると

考えております。「６．評価」の３つ目の項目に子ども対象のアンケート結果の抜粋を記載

いたしました。 

 

項目番号９ 体力の向上（体力向上の取組みの推進） 

◇ 「『悉皆』研修を実施し」という言葉がありますが、どういう状況でしょうか。過去あま

りそのような表現は使っていなかったので、適切な表現について確認をお願いします。 
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⇒「悉皆研修」を「１名以上の出席を依頼」に変更しております。 

◇ コロナの影響で多くの事業が中止される中、「救急救命に関する講習は、各学校で実施」

等の実績があれば、記述をした方がいいのではないでしょうか。 

⇒コロナ禍の影響でそれぞれの研修が中止になっておりますが、各校の校内研修でそれを

補っていただいております。「救急救命に関する講習」はコロナ禍の影響以前より、各校で

も校内研修として実施していただいております。「６．評価」の欄の６つ目の項目といたし

まして救急救命講習について追記しております。 

◇ 「成果の指標となる数値」に、全国体力・運動能力、運動習慣等調査の体力合計点を掲

げていますが、対府比は記載できないでしょうか。 

 ⇒コロナ禍の影響で令和２年度は全国体力・運動能力、運動習慣等調査は実施しておりま

せんので掲載しておりません。「４．取組みの成果(効果)目標」の成果の指標の欄に令和元

年度の対府比の数値を追記いたしました。 

 

≪施策・事業に対する意見等≫ 

● 体力向上の取組みの中に、小学生はスポーツ少年団への入団を薦めてはいかがでしょう

か。 

⇒この項目における体力向上の取組みにつきましては、２の目標にも記載のとおり、学校

教育を通して行う取組みについての評価となっております。ただ、ご意見をいただいた通

り、小学生がスポーツ少年団を通じて体力の向上、健全育成を図っていただいている面も

ございます。学校施設の開放等により地域と連携してまいります。 

 

 

○学校教育部 人権教育課○ 

 項目番号３ 特別支援教育の充実（「あゆみファイル」の活用） 

◇ 「あゆみファイル」の対象者が増加していることや、学校現場から支援員派遣の要望が

あることを追加記載することで、事情が伝わりやすいのではと感じました。 

⇒「６．評価」欄に、「あゆみファイル」の本格的な運用が始まった平成 22 年度の作成数

を記載し、昨年度の作成数との比較ができるようにしました。 

また、介助員・支援員の配置については、毎年ほぼすべての学校から要望があるため、

その旨を記載しました。 

 

≪施策・事業に対する意見等≫ 

● 「あゆみファイル」の取組はいいシステムであると思います。より一層工夫しながら充

実させて頂きたいと思います。 

⇒このファイルは、市の子育て支援地域協議会に設置されている障害児療育部会で、関係

機関の連携のもと内容を検討しています。今後の方向性としましては、近年、医療的なケ

アが必要な子どもが増えていることを踏まえ、医療面の記載をどのように充実させるかと

いったことを検討して行く予定です。 

 項目番号５ 人権教育の充実（研修・啓発の充実） 

◇ コロナに関する人権侵害事象がないように、各学校では様々な取組みが行われたと思い

ます。巻末に記載があるので、ここでは触れないということでしょうか。 
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⇒新型コロナウイルス感染症に伴う偏見や差別を防ぐための取組みを巻末に記載してい

ることもあり、ご指摘の通り、重複を避けるため本項目では触れておりません。 

◇ 「６.評価」で総括評価を「目標通り」としているので、「７.今後の課題・方向性」は「現

状のままで継続」でいいのではないでしょうか。記載のように「改善して継続」とするの

であれば改善点をもっと詳しく記載すべきだと思います。 

⇒今後の方向性は大きく変わらないため、「現状のまま継続」と修正しました。 

 

 

○生涯学習部 生涯学習課○ 

 項目番号 12 青少年の健全育成（青少年のための地域支援ネットワークづくり） 

◇ 「５.令和２年度の取組み内容」の「中高生の本音」事業について、事業内容が分かりま

せん。アンケートを実施したと説明を受けましたので、対象、回収率、アンケート項目な

ど、簡単な説明を加えてはどうでしょうか。 

⇒点検・評価シート（案）に記載しました。 

◇ コロナ禍で大変であったと思います。事業内容について、もう少しわかりやすく記載し

て貰えると有難いです。 

⇒点検・評価シート（案）に記載しました。 

 

≪施策・事業に対する意見等≫ 

● 昨年は公民館の取組み、評価、課題についての記述が多くありましたが、今回は記載が

ないため、コロナの影響も多大にあったであろうと理解はしていますが、取組みやその評

価が気になります。 

⇒令和元年度に受益者負担の見直しと、公民館の活動団体（クラブ）の登録要綱の見直し

を行いました。 

 また、令和２年度の講座（短期・定期）は、緊急事態宣言で学校が休業になったことに

よりまして、学校でのチラシ配布が出来なかったなど周知する場が減り、市立公民館にお

いては子どもの申し込みが伸び悩みました。そして、受講決定後もキャンセルが出て開講

自体が危ぶまれる講座や、調理系の講座に関しては、感染の危険度が高いものについては

開催を取りやめたものもありました。 

また、新型コロナウイルス感染症の感染状況により、企画段階での取りやめや延期・中

止になった講座も多くありました。 

そして、課題として取り上げておりました庁内の連携強化については十分な対応は出来

ておりません。 

 

 項目番号 13 生涯学習推進体制の整備（生涯学習基本方針の推進） 

◇ 「６.評価」の「合計 100 事業」について、推進〇事業・青少年×事業・公民館△事業・

図書館□事業と簡単な内訳での事業数の記載があるとイメージがしやすいです。 

⇒点検・評価シート（案）に記載しました。 

≪施策・事業に対する意見等≫ 

● 「生涯学習基本方針」に関わることを具体化していく作業は大変であったと思います。 
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○生涯学習部 スポーツ振興課○ 

 項目番号 16 スポーツに親しむ環境づくり（各種スポーツ教室等の開設） 

◇ 意見なし 

 

 項目番号 17 スポーツに親しむ環境づくり 

（社会体育施設の適切な管理運営と計画的な施設整備） 

◇ 「市民体育館」とありますが、現在は「中央体育館」のみとなっていますので、名称の

統一をお願いします（春木・中央と２つあった時は市民体育館と呼称していました）。 

⇒市民体育館と記載していたところをすべて、中央体育館に修正しました。 

◇ 第１回会議でスケートボードに関する関係課との話が出ましたが、オリンピック種目と

して注目されている種目でもありますし、他課と連携して対応されていることがあれば加

えてもいいのではと思います。 

 ⇒「７．今後の課題・方向性」の中に、「スケートボードやクライミングなど新しい競技の

普及や環境整備等について、関係課や民間事業者などと連携していく。」を追加しました。 

 

≪施策・事業に対する意見等≫ 

● 再編基本方針を拝見しました。スポーツクライミングやスケートボードなどオリンピッ

ク種目も色々増えます。再編する中で、種目についても社会の需要など考えていかねばな

らないと思います。 

● スケートボードに関して、安心してスケートボードができる場所の増加、マナー教育の

徹底が望まれます。歩行者や自転車・自動車と衝突しそうになる現場を何度も目撃してい

ます。大きな事故にならないうちにお願いします。 

 ⇒「７．今後の課題・方向性」の中に、「スケートボードやクライミングなど新しい競技の

普及や環境整備等について、関係課や民間事業者などと連携していく。」を追加しました。 

● 中央体育館の正門横建物（スポーツ協会事務所及びスポーツ振興課所管倉庫）入口部分

の天井部分が一部落下しています。応急措置をしていただいていますが、大変危険な状態

ですので、早期改善をお願いします。 

⇒緊急対応はしましたが、今後の補修について、早くできるよう努めてまいります。 

 

 項目番号 22 総合体育館管理事業 

◇ 新型コロナウイルス感染拡大への対応とのことで、「総合体育館管理事業」の記載があ

りますが、その他の施設は対応がなかったのでしょうか。中央体育館などへの対応もお願

いします。 

 ⇒事業の目的に「中央体育館、市民道場心技館」を追加し、成果のところに、「窓の開放や

扇風機を活用するなど」を追加しました。 

 

 

○生涯学習部 郷土文化課○ 

項目番号 18 文化財の保護と郷土資料の活用（市内文化財を活用した普及行事の開催） 

◇ 「３.事業費」に「100 周年事業」とありますが、何がいつ 100 周年なのか説明が必要で
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はないでしょうか。 

◇ 「100 周年事業」と記載されていますが、項目番号 19 では「市政施行 100 周年記事業」

となっていますので、表現の統一をお願いします。 

⇒「３、事業費」の大きな差がある理由欄の「100 周年事業」を修正しました。内容とし

ましては、項目番号１９の３事業費に合わせ「令和 3 年度には、市制 100 周年記念事業と

して実施する」と変更しました。 

 

≪施策・事業に対する意見等≫ 

● コロナ禍の中、活発に様々な事業をされているなと感心しています。子ども向け事業も

継続して行い、子どもに岸和田の良さや郷土愛というのを育んでいただけたらと思います。 

● コロナの影響で様々な制限がある中で、展示解説等の新しい取組みを行ったことは評価

できると思います。 

⇒郷土愛を育むため、人員体制を整備し、身近な地域での展示や講座、岸和田城における

展示解説の拡充、また子どもたちへの普及事業を進めてまいりたいと考えています。 

 

項目番号 19 身近な自然の保護と啓発（屋内外における多彩な行事の開催） 

◇ 意見なし 

 

≪施策・事業に対する意見等≫ 

● コロナの影響をあらかじめ予測して、様々な工夫ある取組みを実施できたことは評価で

きる。広報においてもマスコミをうまく活用できていたと思います。 

 ⇒今後は、オンラインによる出前授業や講座、自然資料館の動画配信、また、魅力ある取

組を進めることで、郷土の自然の大切さや自然保護を再認識いただけるよう、普及啓発・

研究活動を充実させてまいりたいと考えております。 

 

 

○生涯学習部 図書館○ 

項目番号 14 読書に親しむ環境づくり（子ども読書活動推進） 

◇ 「読書が好き」な子どもの割合を全国平均以上にすることを目標にしていたが、おそら

く全国学力テスト中止によりデータがなく表記が削除されたと思います。可能であれば別

の意識調査を参考にするのもありと思いますが、なければその旨を表記しておいたほうが

いいと思います。 

⇒「読書が好き」な子どもの割合については、ご指摘のとおり令和２年度の「全国学力・

学習状況調査」が中止されたことにより、データがございません。 

しかし、本市の「第３次子ども読書活動推進計画」でこの数値を目標値として設定して

いること、「全国学力・学習状況調査」が令和３年度は実施されることから、他の数値の利

用は断念し、平成 31 年の数値を掲載することといたしました。 

 

項目番号 15 読書に親しむ環境づくり 

（図書館ネットワークの充実によるサービスの拡充） 

◇ 貸出冊数など、評価の指標となる数値からみれば、どのような状況でしょうか。例えば
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開館日一日あたりの冊数とかは表現できないでしょうか。 

⇒貸出冊数につきましては、図書館全体の年間貸出冊数として、806,140 冊と掲載してお

ります。貸出冊数は、平成 27 年度に 112 万冊あまりありましたが、その後減少傾向とな

っています。いわゆる「活字離れ」や電子書籍の普及が要因と考えておりますが、特に令

和２年度は新型コロナの影響もあり、貸出冊数が落ち込みました。 

開館日一日あたりの冊数を表現できないか、というご意見を頂戴しましたが、本館、５ 

分館、自動車文庫それぞれで年間の開館日数が異なるほか、特に令和２年度は、緊急事態  

宣言による閉館中であっても、電話やインターネット予約による貸出を継続するなど、開 

館日一日あたりで表記すると複雑になるため、年間合計の貸出冊数のみ表記しております。 

 

≪施策・事業に対する意見等≫ 

● 自動車文庫については、市民センターで図書館業務が充実されている例もあるでしょう

から、19 か所の実施個所が適切であるのか今後検討ください。 

⇒自動車文庫につきましては、運行開始当初と比較しますと、図書館分館の開設や利用者

の減少により地域のステーションを廃止したり、小学校への訪問個所を増やしたりして現

在に至っております。 

近年の自動車文庫の動向といたしましては、学校現場ではよく利用いただいている反面、  

地域のステーションの利用は減少しております。 

また、障がい者への本の宅配など、図書館への来館が困難な方へのサービスに対するニ

ーズが変化してきていると感じております。 

今後も、利用数などの動向を見ながら自動車文庫ステーションの見直しを行い、より効

率的な自動車文庫の運営を図ります。 

● コロナ渦の中、サービス提供時間の拡大ができたことは評価できる。 

 

 

○全体を通して○ 

▽ 新型コロナウイルスに関する表現で「感染拡大のため」とありますが「感染拡大の防止

のため」や「感染症の対策のため」といった言葉の方が適切ではないでしょうか。項目№

22 のタイトルも表現の変更がいるかと思います。 

⇒「感染拡大の防止のため」「コロナ禍」等の表現を用いて統一しました。 

▽ 昨年度の点検評価の意見を踏まえ、総括評価を加えるなどの改善をおこない、見やすく

なっていると思います。 

▽ シートの左下「４．取組みの成果(効果）目標」の右側「(参考）成果の指標となる数 

値」の欄の記載について、令和２年度の目標や実績を記述している場合と、令和元年度 

の実績を記述している場合があります。令和２年の成果の指標となる数値(目標)を書く 

欄という印象もあります。統一をお願いします。 

⇒「４．取組みの成果（効果）目標」の「（参考）成果の指標となる数値」は、「（参考）成 

果の指標」と改め、指標内容を記載するよう統一しました。 

前年度実績数値は、「５.取組み内容」に記載しています。 

前々年度実績数値、前年度目標数値は、必要に応じ記載されています。 


