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～ は じ め に ～ 

 
 オバマ氏は大統領選挙に勝利したときに、「ここまで来るのに、ずいぶん長
くかかったが、アメリカには変化がやってきた」という旨の演説をしました。

ここまで来るまで、多大な努力をしてきたことをうかがい知ることができます。

努力を重ねてきたからこそ、変化が訪れるのではないでしょうか。 
 さて、岸和田では、５つの再生を掲げ、行政運営に取り組んでいますが、な
かなか変化の兆しが見えにくい現状にあります。岸和田に変化がやってきたと

実感できるようになるためには、モノマネの政策やコンサル、シンクタンク頼

みの安直な政策でなく、独自性を持つ政策を自前で創り出すことがとても重要

です。そのため、多くの自治体では「政策形成能力」をもつ人材の育成に取り

組み、努力を続けています。 
 このようななか、本市では、昭和 63年からいち早く「行政課題研究」研修を
スタートさせ、政策づくりの基礎となる「問題の発見、解決能力」の養成に取

り組んできました。（過去 17回で延べ 275名の職員がこの研修を受講していま
す。） 
 また、採用後、５年もすると、中核的な業務を担うようになることから、中
核的業務を担う職員に「問題の発見、解決能力」を身につけて欲しいとの思い

から、平成 19 年度より必須研修に位置付けています。（昨年度は、24 名の職
員がこの研修を受講しました。） 
 この研修は、従来型の受身の研修とは異なり、研修生が「主体的に考え、自
主的に学ぶ」ものであるという点に大きな特色があります。この研修のエント

リーにあたり、日々、現実に直面している課題をテーマとして書いていただき

ました。提出された 18のテーマのなかから、研修生が議論をし、より重要な３
つのテーマに絞りました。そののち、研修生は、それぞれ興味のあるテーマに

ついて、研究活動に入りました。 
 本報告書は約８ヶ月にわたる研修の成果をまとめたものです。 
 それぞれのグループからの提案は、財政状況の厳しいことを踏まえ、費用対
効果を意識し、職員として、市民として、すぐにでも実行できるアイデアがた

くさん詰まった、具体的なものになっています。 
 職員の皆さんには、是非ご一読いただき、研修の成果が研修生だけのもので
なく、職員全体のものとなるようにしていただきたいと思います。 
 最後になりましたが、和歌山大学の足立先生をはじめ、この研修に際して、
快く視察を受け入れていただきました自治体の皆様、聞き取り調査、資料提供

など、ご協力いただきました皆様に心から御礼を申し上げます。 
 
 
                                            平成 21年３月 
                                              市 長 公 室 人 事 課 
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平成 20年度行政課題実践研修報告書 
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サマリー 

 

『市民満足を目指した職員の資質向上』の研究概要 

 
１．はじめに 
 少子高齢化や高度情報化などの社会変化に伴い、市民の自治体に対する要望
や期待は多様化、高度化してきており、自治体はそういった市民ニーズに応え

ていく必要があります。 
 市民の期待に応え、的確な行政運営をしていくためには、職員一人ひとりの
持つ能力を最大限に活用しなければなりません。 
 私達は、職員一人ひとりが自己の適性を発見し、また日々の業務にやりがい
を持ち、自ら進んで能力開発を進めていく職業生活環境のあり方について研究

しました。 
 
２．本市の現状と課題 
平成 13 年９月人事課が実施した人材育成に関するアンケートによると、「組
織の活性化、職員の意欲向上には何が効果的と思うか」という質問に対し、多

数の職員が「職員全体の意識改革」と回答しています。一方、自分の能力を最

大限に発揮するために、スペシャリスト志向が強いことがわかります。 
 本市では、平成 14年３月に「人材育成基本方針」（以下、「基本方針」という。）
を策定しました。基本方針では人材を育成していくため育成型人事考課制度、

育成型ジョブ・ローテーション、複線型人事制度、自己申告制度の改善などが

うたわれ、現在新規採用後在課３年の者及び主幹・担当長以下で４年以上在課

の者を対象とした自己申告書の活用が行われています。 
 しかし、職員一人ひとりが抱える問題や、今後のキャリアプランをどのよう
に描いていくかを現在の自己申告制度で把握することは困難です。 
現行の人事制度を継承しながらも、職員がやりがいを感じ自分の持てる能力

を最大限に発揮できるような環境整備が必要となります。 
 
３．先進都市視察 
まず、大阪府内の近隣自治体を調査し、職員の意識改革と意欲向上のための人

事制度を導入している河内長野市、豊中市を視察しました。 
 次に全国の自治体の状況を調べ、トータル人事制度を確立し、多種多様な人事
制度を実施している愛知県豊田市、平成 16 年度から複線型人事制度を導入する
など、早くから新たな人事制度実施に取り組んできた千葉県柏市、政令指定都市

という大規模な自治体で複線型人事制度を実施している神奈川県川崎市を視察

しました。 
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４．考察 
 本市において、職場環境面から現在ある人事制度を工夫・改善することにより、
職員の意欲を高めることはできないだろうかと考えました。 
 視察先の自治体を見ると、ジョブ・ローテーションの必要性を重視するものの、
諸般の事情により理想どおりの人事異動が難しい現状も見受けられました。   
 しかし、自己の能力や適性を発見するためにも、若年のうちに様々な仕事を経
験することは必要であると思います。そして、将来的には自らの希望する分野で

仕事ができる方法を選択できればよいと考えます。 
 次に、自己のキャリアプランが明確になれば、働く上で目標を持ち、職務に意
欲的に取り組むようになるのではないかと考えます。 
 職員一人ひとりが高い意欲を持って働くことは、組織全体のモチベーションの
向上にもつながると考えます。そのためにも、職員の積極的なキャリア形成を支

援する人事制度が望まれます。職員の能力を最大限活用するためには、現行の人

事制度をベースに、さらに工夫や改善の余地があると考えました。 
 
５．職員の資質向上のための提案 
これまでの視察・考察をふまえて議論した結果、まずはやる気・働く意欲の向

上が必要であると考えました。 
やる気・働く意欲を向上させるためには、積極的・能動的に利用できる人事制

度が必要であり、職員の意見・働き方を実現できることが重要であると考え、２

つの提案をします。 
 
① 自己申告制度の充実 
  自己申告書は自分自身の意見、キャリアプランを表現することができる貴 
重な機会です。 
 それを利用し、自己の意見を表現できることで意欲の向上につながり、さら
にキャリアプランを示すことを可能とすることによって自分の意思を伝え、プ

ランに沿った職務につけることでモチベーションを保つだけでなく、やる気や

働く意欲の向上にもつながります。 
   
② 複線型人事制度の導入 
 職員本人が目標を明確にし、意欲的に職務に励み、職員個人の希望を実現す
ることで組織の活性化につなげることを目的とします。 
また、団塊世代の大量退職に際し知識・技術の継承はもとより、人員不足の

中で行政サービスの質を維持・向上させるためにも、専任職となる職員を育成

する「専任コース」及び専門的知識を最大限活用する「専任職」を設けます。 
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第１章 職員の資質向上にむけて 

 
１．はじめに 
 少子高齢化や高度情報化などの社会変化に伴い、市民の自治体に対する要望
や期待は多様化、高度化してきており、自治体はそういった市民ニーズに応え

ていく必要があります。 
 一方、多くの自治体が財政難のなか、本市もその例外ではなく厳しい状況に
あり、歳出削減のために今行っている業務の見直しや人件費の削減を行うなど、

無駄なところにお金をかけない姿勢が求められます。 
 しかし、財政難のため人員削減を余儀なくされたとしても、それを理由に市
民サービスの質を低下させて良いことにはなりません。 
市民の期待に応え、的確な行政運営をしていくためには、職員一人ひとりの

持つ能力を最大限に活用しなければなりません。 
 人事考課制度や各種研修は、利用する職員の意識次第で効果は異なってしま
います。 
 私達は、職員一人ひとりが自己の適性を発見し、また日々の業務にやりがい
を持ち、自ら進んで能力開発を進めていく職業生活環境のあり方について研究

しました。 
 
２．用語の定義 
 この報告書において聞き慣れない用語や混同を避けるため、用語の定義をし
ておきたいと思います。 
 
・キャリアプラン 
岸和田市職員としての、自分の将来像（なりたい将来の職務や働き方）を実現

するための具体的計画。 
 
・専任コース 
専門的な知識、技能を要する人材を育成するため設けたもの。 
 
・専任職（エキスパート） 
資格、免許は必要としないが、特定の分野で業務に精通し、専門的スタッフと

して業務の進行・管理にあたる職員。 
※本市の自己申告書やアンケートではスペシャリストと表現 

 

・ゼネラリスト 
幅広い知識・経験を持ち、柔軟な発想で事業の進行・管理にあたる職員。 
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・ライン 
業務の遂行に直接関わるメンバーで、トップからロワーに至るまで単一の命

令系統によって結ばれている組織形態。この形態において組織メンバーは直属

の上司のみから命令を受けることから、責任・権限の関係が明確。 
 
・複線型人事制度 
これまでの担当長、課長、部長といった単線型の昇格ではなく、特定の専門的

な仕事を極める人材を「専任職」として処遇することで高度な専門能力を持った

人材の活用を図る制度。 
 
３．本市の現状と課題 
研究を進めていくにあたり現在活用されている人事制度を再度確認し、改善

点や問題点を考えていくこととしました。 
平成 13 年９月人事課が実施した人材育成に関するアンケートによると、「組
織の活性化、職員の意欲向上には何が効果的と思うか」という質問に対し、多

数の職員が「職員全体の意識改革」と回答しています。一方、自分の能力を最

大限に発揮するために、今後どのような処遇を望みますかという質問では、ゼ

ネラリストを希望する者が 20％に対して、スペシャリストを希望する者が 34％
おり、スペシャリスト志向が強いことがわかります。 
また、色々な仕事を経験後、特性をみて決めるという回答も 26％あり、積極
的な人事異動を希望する職員が多いこともわかります。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（図１） 平成 13年度人事課アンケート 

 
 本市では、平成 14年３月に「人材育成基本方針」（以下、「基本方針」という。）
を策定しました。基本方針では人材を育成していくため育成型人事考課制度、

育成型ジョブ・ローテーション、複線型人事制度、自己申告制度の改善などが

うたわれ、現在新規採用後在課３年の者及び主幹・担当長以下で４年以上在課

の者を対象とした自己申告書の活用が行われています。 

ゼネラリスト 

（総合職）を希望 
20％ 

９％ 
無回答 

11％ 
わからない 

いろいろな仕事を経験後 

特性を見て決める 
26％ 

ス ペ シ ャ リ ス ト 

（専門職）を希望 

34％ 
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 しかし、現状の自己申告書においてゼネラリストまたはスペシャリストへの
希望を聞いているが、それが活用されているとは言えず、私達の身近な職員の

声を聞いても理解しているとは思えません。 
 つまり、希望を聞いてはいるがそれを活用する制度が整備されておらず、周
知もされておりません。 
自己申告書にて漠然とゼネラリストまたはスペシャリストの希望を聞くだけ

ではなく、将来のキャリアプランを考える機会を設け、明確にすることで、自

分に必要な知識やスキルが見えてくるのではないかと思います。 
また、これまでの単線型の人事制度だけではなく、個々のキャリアプランに

合った制度を設けることで、日々の業務に意欲的に向き合い、仕事に取組む姿

勢を向上させるのではないかと考えます。 
加えて、心の病を患う職員が全国的にも多く、メンタルヘルスケアが各自治

体にて導入・検討されている中、職場環境や自分の置かれている状況を訴える

ことができる場を持つことは重要であります。 
 しかし、職員一人ひとりが抱える問題や、今後のキャリアプランをどのよう
に描いていくかを現在の自己申告制度だけで訴えることは困難です。 
現行の人事制度を継承しながらも、職員がやりがいを感じ自分の持てる能力

を最大限に発揮できるような環境整備が必要となります。 
 

第２章 先進都市視察 

まず、大阪府内の近隣自治体を調査し、職員の意識改革と意欲向上のための人

事制度を導入している河内長野市、豊中市を視察しました。 
 次に全国の自治体の状況を調べ、トータル人事制度を確立し、多種多様な人事
制度を実施している愛知県豊田市、平成 16 年度から複線型人事制度を導入する
など、早くから新たな人事制度実施に取り組んできた千葉県柏市、政令指定都市

という大規模な自治体で複線型人事制度を実施している神奈川県川崎市を視察

しました。 
 
１．自己申告書の有効活用（河内長野市） 

 
（１）選定理由  
河内長野市は、平成 18年 10月に庁内公募制度の導入・複線型人事制度の検討
などが盛り込まれた「人材育成基本方針」を制定し、職員の意識改革と意欲の向

上に取り組んでいます。 
以上のことより、河内長野市を視察先として選定しました。 
 
（２）河内長野市の概要  
河内長野市は、大阪府南東端に位置します。人口は平成 20 年４月１日現在約
12万人で市職員は 675人となっています。人口千人あたりの職員数は 5.7人と、
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府内都市平均の 8.7人を大きく下回っています。 
 
（３）自己申告書の有効活用 
河内長野市では、平成９年から実施している自己申告制度を充実することによ

って、職員の意向を把握しています。 
自己申告書は、全職員に配付していますが、異動して間もない職員からの提出

は少なく、全体の提出率は約 50％です。内容は異動に関するものが主ですが、職
員からの意見が直接聞ける機会として重要視し、体調不良による休職の予防・救

済策を考える上で参考にしています。 
庁内公募制度・複線化型人事制度は、導入には至っていません。職員からの要

望もなく、また、職員数が少ないため多くの希望者が見込めないことが理由です。 
 
（４）考察 
河内長野市では自己申告制度を充実することで、職員の意向をより把握するこ

とに努めていました。本市でも毎年全職員に交付することで、職員が意見を伝え

る機会を確保することは有効であると考えます。 
 
２．計画的な人材育成（豊中市） 
 
（１）選定理由 
 豊中市では市民サービスの質を向上させるため「自らの責任のもと、自ら考え、
仕事を進める」職員を長期的に育成し、職員一人ひとりが意欲をもっていきいき

と仕事ができるようジョブ・ローテーションや職員意向調査、複線型人事制度を

導入しています。 
 以上のことより、豊中市を視察先として選定しました。 
 
（２）豊中市の概要 
 豊中市は大阪府北部の北摂地域に位置し、人口は平成 20年４月１日現在約 39
万人で市職員は 3,827 人となっています。平成 13 年４月１日より特例市に移行
しています。 
 
（３）人材の育成 
 豊中市では複雑高度化する行政課題や市民ニーズに的確に対応するため、技術
職、専門職、技能職等の専門職員の職域拡大や人事評価など様々な取り組みを行

っています。 
 
①ジョブ・ローテーション制度  
若年層の職員には異動経験を通じて幅広い職務経験を身に付け、仕事の質の

向上と職場の活性化を図るためにジョブ・ローテーションを実施しています。 
 原則としては採用後 10 年間で３箇所の部署を経験することになっています
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が、事務事業等の運営上、必要がある場合には異動を最長２年まで延長するこ

とが可能です。 
 
②複線型人事制度  
事務職の分野にも専門的な知識・技能を要する職域の人材を育成するため

「専門職歴コース」を設定し、職員の意欲、能力、資質を引き出し、エキスパ

ートを計画的に育成しています。 
 対象はジョブ・ローテーション終了後から在職 12年～15年の職員で、現在
は税務コース、福祉コース、情報処理コースの３つのコースがあります。コー

スの適用を希望する場合は適用申込書を提出し、所属長との面談や推薦などと

合わせてコースの適用の可否が総合的に判断されます。適用期間は 10 年で、
例えば税務専門コースなら市民税課・固定資産税課・納税管理課の３課を回り

経験を積む仕組みです。 
ジョブ・ローテーション中に経験した職務をさらに深めたい職員や、新たに

専門知識を身に付けたい職員にも、自分自身の意欲や希望を活かせる制度とな

っています。 
 
（４）考察 
 豊中市では、ジョブ・ローテーションと複線型人事制度を活用することにより、
職員の意欲、能力、資質を引き出し、職員の人材育成ができています。 
本市においても、ジョブ・ローテーションと複線型人事制度の導入は職員の育

成に有効です。さらに専門職歴コース修了後の職員が、専門的知識を活かせる制

度があればより職員の意欲を向上させることができると考えられます。 
 
３．職員の自己実現を支援する人事制度（豊田市） 
 
（１）選定理由 
豊田市は、平成 11 年３月に人材育成基本方針を策定し、人事考課制度や昇任
試験制度など人材育成のため各種制度を導入しています。更なる改革を進めるた

め、庁内公募制度と複線型人事制度を導入するなど、人事制度改革の先進都市と

して有名です。 
 以上のことより、豊田市を視察先として選定しました。 
 
（２）豊田市の概要 
豊田市は愛知県の中央北端に位置します。人口は平成 20年４月１日現在約 42
万人で市職員は 3,229人となっています。挙母町という養蚕中心の農村地帯でし
たが、トヨタ自動車の進出により、昭和 34年に市名を「豊田」に変更しました。
現在も、自動車関連企業の企業城下町として繁栄しています。自動車関連工場は

約 400あり、その従業者数は約 77,000人で、市内の工場で働く人の約 85％を占
めます。 
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（３）豊田市トータル人事システム 
豊田市では、職員の自己実現を支援するため「トータル人事システム」を策定

し、人事制度改革に取り組んでいます。 
 
①ジョブ・リクエスト制度 
希望する部署への異動を申し出る制度として、ジョブ・リクエスト制度を導

入しています。応募者が希望先の所属長と面談を行い、人事課が、その内容を

参考に、内示にて結果を発表しています。平成 14 年度の導入以来、毎年、応
募者は７～８名で約半数の異動が実現しています。 
募集の際に、「ジョブ・リクエスト制度求人情報」という冊子を配付します。

求める人材や業務内容など各課の紹介を集めたもので、自己申告書の記入の際

にも活用されています。 
 
②自己申告制度 
 自己申告書は毎年全員に配付されています。提出率はほぼ 100％で、人事課
へ直接意見を伝える唯一の機会として職員全体に浸透しています。所属長に提

出され、所属長は意見を記入します。また、所属長による面談も行っています。

所属長との意思疎通の機会として捉えられていることも、提出率が高い一因と

いえます。 
人事課としては、人事異動への活用が主な目的ですが、職場不適応者やメン

タル不調者の発見にも役立てています。 
 平成 18 年度からデータベース化を行い、ジョブ・ローテーションなどの人
事配置に活かしています。 
 
③複線型人事制度 
自治体職員に対して、専門的な知識が求められていることが背景にあります

が、この制度も、職員個人の希望を実現することで、組織の活性化につなげる

ことを目的にしています。 
入庁後 35 歳までは、ジョブ・ローテーション期間にあてています。専任職
コースへの申込みは、35歳から可能です。申込み後、エキスパート育成期間と
して、関係する部署をローテーションします。申込者は、平成 16 年の導入以
来、約 80 名です。各部署の事情により、異動の時機が限られており、まだ関
係部署へ異動していない申込者もいます。 
最終的には、主幹・専門監として、課長・部長に専門的な視点からアドバイ

スできる人材に育成するのが目的です。高度な専門知識を有していれば、一般

コースの職員でも、主幹・専門監としての活躍を期待していますが、あくまで

本人の希望・申込を前提としています。 
 
（４）考察 
豊田市トータル人事システムは、一人でも多くの職員の意向を伝える機会を確
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保し、応えていくことで、職員のやる気が高まり、より能力が発揮されるように

なる、ひいては組織の活性化につながる、との考えに基づいています。 
そのためには、個々の職員が自身のキャリアプランについて考え、その実現に

向けて取り組むことが必要です。また、自己申告書提出時に行われる所属長との

面談においても、自身のキャリアプランを伝えなければなりません。 
自分の将来について長期的な視点に立って考えることは、やる気を高めるだけ

でなく、日ごろの業務に対する姿勢を見直し、改善するよい機会であると考えま

す。 
 
４．人材の有効活用（柏市） 
 
（１）選定理由 
 柏市では、人員削減や住民ニーズの複雑化・多様化に伴い、業務の困難性・専
門性が高まり、専門の能力及び知識を駆使した住民対応をするために複線型人事

制度を平成 16年度より導入しています。 
以上のことより柏市を視察先として選定しました。 
 
（２）柏市の概要 
 柏市は、千葉県北西部の東葛飾地域に位置し、首都圏東部の中心的な地域とな
っています。平成 17年３月 28日に沼南町と合併し、人口は平成 20年４月１日
現在約 39万人で職員数は 2,691人となっています。 
 
（３）人材の活用 
 柏市では、より良い市民サービスを提供するために、職場づくりの取り組み
として組織風土について様々な方策を講じています。 
組織風土の方策として、毎年異動申告票を活用し、複線型人事制度を導入して

います。 
 柏市では異動申告票の提出を在課１年の者を含め、全職員が毎年提出できるよ
うにしています。記入を容易にするために回答欄にチェックボックスを設け、所

属課の職場環境、健康状態を記入する欄を設けています。 
 複線型人事制度は、専門性の高い業務に対応すると共に、仕事を通じて自己実
現をすることができるとして平成 16 年度より導入されています。市業務の中で
も特に専門性の高い業務を担当する部署に、「専任職」と呼ばれるスタッフ職【専

任副主幹（非管理職）、専任主幹（管理職）、副参事（管理職）】を設け、専門の

能力及び知識を駆使した住民対応ができるようにしています。 
 こうした方策により、職員一人ひとりが仕事に意欲的に取り組み、自己の能力
を最大限に活かすことができています。 
 
（４）考察 
 柏市では複線型人事制度の導入によって専門的な知識、経験を活用することが
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できていました。専門的な知識、経験を持った職員を育成することができる制度

があれば、より人材の有効活用ができると考えられます。 
 異動申告票は毎年配布され、職場環境や健康状態についても記入する欄を設け、
職員の意見を広く集めることで、職場環境の改善や、職場不適応者の早期発見に

も役立つと考えられます。また、チェックボックスを設けることにより異動申告

票を記入する負担、管理する負担が軽減されると考えられます。 
 
５．適材適所を目指した人事制度（川崎市） 
 
（１）選定理由 
川崎市では、職員の専門的な知識や経験、能力をより効率的に発揮させる仕

組みを構築するため、平成 20年度より職員の経験や専門性を活かすことができ
るように複線型人事制度を導入しています。 
以上のことより、川崎市を視察先として選定しました。 
 
（２）川崎市の概要 
川崎市は神奈川県の北東端に位置する政令指定都市です。政令指定都市 17市
の中で面積が最も小さいのですが、人口は平成 20年４月１日現在約 139万人で
職員数は 13,931人となっています。 
 
（３）人材の活用 
川崎市は以前より、団塊世代の大量退職に備え、技術の継承はもとより、人

員不足の中で、行政サービスの質をいかに維持・向上させるかを大きな課題と

捉え様々な取り組みを行ってきました。 
第一義的に複線型人事制度の導入は、高度化・多様化する行政ニーズへの対

応のため、職員の専門的知識・経験を活かすことが挙げられます。しかし、川

崎市では、職員の多様なキャリア観を尊重し、多様な働き方を提供することに

より、一人ひとりの能力を最大限引き出し、やる気や働き甲斐を向上させるこ

とができるとも考えられ導入されています。 
専任職となった職員は、高度な職務遂行能力で後進の指導、育成や市民サー

ビスに貢献していくことになります。また専任する職務の知識をさらに深め長

期的な課題に対応するため、一般の課長補佐の異動基準が同一ポスト３年であ

るのに対し、専任職は同一ポスト４～５年程度とより長く従事することとなっ

ています。現在配置が予定されている職務分野は８分野（用地取得、課税、滞

納債権管理回収、法務・訴訟、戸籍・住民記録、保険・年金、生活保護、バス

運行管理）となっており、今後増やしていく予定とのことです。 
 
（４）考察 
川崎市の複線型人事制度は、専門的な知識を持ち合わせている職員が対象で

あるので、現在ある人材資源の有効活用という面で非常に有効であると言えま
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す。 
川崎市人材育成基本計画の中のめざすべき職員像の一つ「自己実現を図る職

員」を実現するためには、将来の自身の働き方をイメージすることができる複

線型人事制度の導入及びキャリアプランの作成は非常に効果的であると考えら

れます。 
 

第３章 考察 

 視察した先進都市では、職員の意欲の向上のために様々な人事制度を取り入れ
ていました。職員の自己実現を支援しやる気を引き出すため、複線型人事制度や

自己申告書の有効活用、ジョブ・リクエスト制度といった人事制度上の工夫をし

ていました。 
職員の資質向上のためには、何よりも職員自身が意欲を持って、日々の職務に

取り組むことが重要であると考えます。職務にやりがいを持ち、よりよい仕事を

したいと思うことで初めて、職員自らが積極的に能力開発に取り組むと考えます。 
本市においては、職場環境面から現在ある人事制度を工夫・改善することによ

り、職員の意欲を高めることはできないだろうかと考えました。 
 まず、適材適所の人事配置により、適性に合った仕事に就くことができればよ
いと考えました。職員のやる気や能力が最大限に発揮されるのは、やはり自分の

希望分野でやりたい仕事に従事するときではないかと思います。そのためには、

若年のうちにジョブ・ローテーションを積極的に行い、自己の適性や関心分野の

仕事を発見できるとよいのではないかと考えます。視察先の市を見ると、ジョ

ブ・ローテーションの必要性を重視するものの、諸般の事情により理想どおりの

人事異動が難しい現状も見受けられました。しかし、自己の能力や適性を発見す

るためにも、若年のうちに様々な仕事を経験することは必要であると思います。

そして、将来的には自らの希望する分野で仕事ができる方法を選択できればよい

と考えます。 
 次に、キャリアプランを考える機会があればよいと考えました。現在、本市で
は自己のキャリアプランを考える機会はあまりなく、将来の展望も特に考えずに

仕事をしている現状があります。職員一人ひとりがキャリアプランを考える機会

は必要だと思われます。自己のキャリアプランが明確になれば、働く上で目標を

持ち、職務に意欲的に取り組むようになるのではないかと考えます。たとえば年

一回程度、異動申告を考える時期にキャリアプランを考える場が必要だと感じま

した。 
毎年提出するようにすれば、多くの職員の声を吸い上げ、職場環境の改善を行

う上で役立てることができるのではないかと考えます。また、自己申告書の記載

内容により、職場不適応者やメンタル不調者の早期発見ができます。業務による

ストレスを抱えている職員を早期に発見することができれば、職場環境の改善や

個人の相談に応じるなどのケアが可能となり、病気欠務による損失の減少につな

がります。職員が意欲を持っていきいきと働くためには、職場環境も重要な要因
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になると考えます。 
 職員一人ひとりが高い意欲を持って働くことは、組織全体のモチベーションの
向上にもつながると考えます。そのためにも、職員の積極的なキャリア形成を支

援する人事制度が望まれます。職員の能力を最大限活用するためには、現行の人

事制度をベースに、さらに工夫や改善の余地があると考えました。 
 

第４章 職員の資質向上のための提案 

はじめにもあるように、本市においても財政難が深刻で人員削減が行われる状

況にあり、かつ市民からの厳しい目が向けられている中、これまで以上に市民満

足を向上させるためには、職員の資質の向上が必要不可欠です。 
資質を向上させるためには、目標を持って積極的に職務に取り組み、スキルア

ップのための努力が必要です。 
そして、そのためには何が必要か、この点をこれまでの視察と考察をふまえて

議論した結果、まずはやる気や働く意欲の向上が必要であると考えました。 
考察でも述べているとおり、やる気や働く意欲を向上させるためには、積極的

かつ能動的に利用できる人事制度が必要であり、職員の意見を聴き、働き方を実

現できることが重要であるという結論に至り、私達は２つの提案をします。 
１つは自己申告制度の充実、もう１つは複線型人事制度の導入です。 

 
１．自己申告制度の充実 
 自己申告書は自分自身の意見、キャリアプランを表現することができる貴重な
機会です。 
キャリアプランを示すことによって自分の意思を伝え、プランに沿った職務に

つけることでモチベーションを保つことができ、やる気や働く意欲の向上にもつ

ながります。 
 また、組織としても自己申告書は職員のキャリアプランを確認できる重要な機
会であり、職員の雇用管理・適正な人事配置を行ううえでなくてはならないもの

だと考えます。 
現行の自己申告制度の改善点は３点あります。 
 
（１）毎年、全職員に配布 
自己申告書を毎年、主幹、担当長以下の全職員に配布します。 
提出は任意ですが、自己申告書を毎年全職員に配布し、内容を後述の様式１の

ように変更し、職場環境や業務状況の確認のためのチェックボックスをつくりま

す。 
自己申告書は必ず所属長に提出し、異動についての所属長の意見を記入しても

らいます。 
異動後１年目から提出でき、所属長が一人ひとりの記載内容を確認することに

より、職場での不適応状態や体調不良者、職場の問題点や改善が必要な点の発見
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が早くなり、それについての対応が素早くなります。 
 
（２）求人広告の作成 
各課に仕事内容や求める人材などを記載した求人広告（図３のようなもの）を

作成してもらい、自己申告書と一緒に全員に配布します。 
 これまでは知人や自分の異動希望先の職員から情報を収集し、ぼんやりとした
イメージだけで異動希望先を検討していたものが、実際の職務内容や求める職員

像が示されることで、ある程度明確に職務をイメージして検討できるようになり

積極的な異動先の選択ができるようになります。 
 組織としても仕事内容と求める人材を示すことによって異動後のミスマッチ
を防ぐことができ、事務の効率化にもつながります。 
 また、一部公募の機能も果たし、組織として積極的かつ透明性をもった人事異
動ができることになり、庁内全体の活性化にもつながるものと考えます。 
 
（３）発現とフィードバック 

 
①キャリアプランの記入 
 将来のキャリアプランを考え明確にする
ことで、自分に必要な知識や研修が見えて

きます。 
そして、そのキャリアプランを人事課に

報告することで、その人のキャリアプラン

に合った異動や職務配置に活かしてもら

うことができます。  
 
②異動結果のフィードバック 
自己申告書に記載された異動希望に対

し、異動理由を所属長から各職員にフィー

ドバックしてもらいます。異動の理由がわ

かることで透明性が確保できるとともに、

仮に自分の思いとは違う処遇であったと

しても、理由が示されることにより自分自

身が納得できることで、次年度の働く意欲

につなげることができます。 
 

 ①、②を行うことで、右上図２のような効果が生まれ、市民満足の向上につな
がります。 
 

 

（図２） フィードバックの効果 
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ノーマライゼーションが実現する社

会をともに作りましょう！ 

（主な業務内容） 
○障害者手帳の交付 
○障害者福祉サービス利用の相談 
○障害者福祉計画の策定 
○住宅改修の相談 
○見舞金、手当の支給 

 
＜求める人材＞ 
高齢者施策に興味のある人 
高齢者と関わるのが好きな人 
＜主な業務内容＞ 
介護保険業務（申請から認定調査まで） 
☆ 後期高齢者医療に関する業務 
高齢者福祉サービス（さわやか理美容、敬老

金支給、金婚をお祝いする会など） 
地域包括支援センターもあります 

 
（求める人材） 
･とにかくタフな人 
･話すことが好きな明るい性格の人 
･やりがいがあり少しだけ違う仕事がしたい 
（業務内容） 
● 生活困窮者への支援 
ジョークの飛び交うアットホームな職場で達

成感を味わってみませんか？ 

 

  
（求める人材） 
♪正確にスピーディに仕事をこなす人 
♪外国語ができる人 
♪人と話すのが好きな人 
（主な業務内容） 
・住民票の異動 
・戸籍に関する届出 
・住居表示 

   
＜求める人材＞ 
・健康づくりに関心がある人 
・犬が苦手ではない人 
＜主な業務内容＞ 
・特定健康診査・保健指導 
・母子保健事業、成人保健事業 
・狂犬病の集合予防注射 
・健康づくり事業の企画・運営 

 
＜求める人材＞ 
○計画を立てるのが好きな人 
○文章をまとめるのが得意な人 
○国際的な仕事が好きな人 
＜主な業務内容＞ 
★マドカホールの管理 
★文化育成団体への支援 
★姉妹都市（３カ国４都市）との交流 

生活福祉課 

 

（図３） 求人広告【例】 
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２．複線型人事制度の導入 
現行の人事制度は、様々な職場と職務を経験する中で、担当長→課長→部長と
昇格していくゼネラリストの育成が主眼となった単線型のシステムといえます。

また、職員が自己の希望する仕事を主張する機会が少なく職員自身、将来像が描

きにくい状況にあります。 
私達の研究は職員本人が目標を明確にし、意欲的に職務に励み、職員個人の希

望を実現することで組織の活性化につなげることを目的としています。 
また、団塊世代の大量退職に際し知識・技術の継承はもとより、人員不足の中

で行政サービスの質を維持・向上させるためにも、専任職となる職員を育成する

「専任コース」と専門的知識を最大限活用する「専任職」を設ける複線型人事制

度を提案します。 
 
（１）専任コースの設置 
 まず、職員本人が自分の適性や希望の職務を発見するためにも、ジョブ・ロー
テーションとして新規採用後 10 年間で少なくとも３課を異動で経験することが
必要であると考えます。 
専任コース対象者はジョブ・ローテーションによって基礎的な知識を身に付け

たうえで、自らこの仕事をしたい、そのプロになりたい、と思うようになった人

です。 
専任コースを希望する職員は【専任コース適用申込書】様式２を現所属長に提

出し、現所属長は申込者と面談を通じて本人の適性や意向を確認し、【専任コー

ス適用申込書】の所属長欄に人事考課の内容や日常業務を含め意見を記入し、人

事課長に提出します。 
人事課長は、この結果やそれまでの経歴を踏まえ、配属対象課長と協議の上、

コース適用の可否を判断します。 
ジョブ・ローテーションは、10 年で３課を回ることを目安に考えていますが、
配属先の状況により、在籍期間が長くなってしまう人が出てしまいます。そのた

め、専任コースへの申込みは、年齢 32歳～40歳担当長以下の職員が可能である
とします。 
専任コース適用期間中はあくまでラインの流れの一つとしてとらえ、通常どお

り主査・担当長への昇格可能とします。 
 コースの設定は業務内容で考え、表１に示す５コースとします。 
専任コース適用中の異動先は専任コースの業務内容に関係する課に限定され

ます。 
例えば保険・医療コースを選択した場合（図４）、障害福祉課に在課経験があ

る人は、児童育成課・高齢介護課・保険年金課の３課の中で保険・医療に関わる

業務を担当します。 
専任コースの期間は 10 年間とし、修了後は専任職へと進むこととします。人
員の都合などから専任コースから専任職にスムーズに移行できない場合も予想

され、５年間のコース期間延長も可能とします。 
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（表１） 専任コース及び専任コース配属対象課 

コース名 専任コース配属対象課 

１．保険・医療コース 
障害福祉課、児童育成課、高齢介護課、 
保険年金課 

２．法務・訴訟コース 
総務管財課、監査事務局、改革推進課、 
病院事務局 

３．徴収コース 
納税課、保育課、病院事務局、保険年金課、 
建築住宅課 

４．福祉コース 
障害福祉課、高齢介護課、生活福祉課、 
児童育成課 

５．情報システムコース 情報政策課、システム所管課 

 
長期に渡って同じ職務に取り組むことで、モチベーションが低下するなどの

マイナス面が出てくることも予想されるので、定期的に所属長が面談を行い、本

人の適性や習熟度を確認するといったような工夫も重要だと考えます。 
専任コース適用は本人からの申し出によるので、原則、専任コースからの離脱

はありません。しかし、エキスパートの育成という専任コースの目的から考えて

本人の意欲が重要であることから、事情によっては【専任コース離脱願】様式３

を提出できることとします。 
【専任コース離脱願】を提出し、離脱対象となったものは、翌年度以降の異動

の対象となります。 
なお、異動先は専任コース対象課以外となりますが、人員管理の関係上、翌年

度の異動を約束されたものではありません。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

一

般

職

員

保
険
・
医
療
専
任
職

保険・医療専任コース 
            

10 年間対象課にて
専門知識を習得 

高 齢 介 護 課

障 害 福 祉 課

保 険 年 金 課

児 童 育 成 課

所属長による定期的な 
適正・熟練度の確認 

（図４） 保険・医療専任コースイメージ 
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（２）専任職の設置 
専任職対象者は年齢 45歳～55歳まで、専任コース修了者、または専任コース
を選択していなくても専任コース配属対象課に複数課在籍したことのある職員

とします。 
専任職は、コース同様「保険・医療専任職」「法務・訴訟専任職」「徴収専任職」

「福祉専任職」「情報システム専任職」の５つとします。 
専任職も本人の希望によるので、希望する職員は【専任職希望申出書】（様式

４）を現所属長に提出します。現所属長は面談の上、意見欄に記入の上、人事課

長に提出します。 
後日、人事課長と希望先所属長とが面談の上、任用の適否を決めます。 
専任職に任用されれば、専任主幹・専任参事となり、後進の育成および当該分

野の研究に取り組み、専門的な知識で今後の方針や計画を立案するなどその分野

の中心的な役割を果たしてもらいます。 
複線型人事制度導入のメリットとしては 
・自分で仕事を選択できることにより、責任感、意欲が高まる。 
・今後の見通しが立ち、長期的な視野に立って仕事に取り組むことができる。 
・業務に関する習熟度も増し、複雑・多様化する市民ニーズに応対が可能とな

る。 
・職場の同僚や後輩に対して、指導やアドバイスができる。 
などの効果が期待されます。 
自治体職員に対して、高度な知識が求められていることが背景にありますが、

この制度も職員個人のキャリアプランを実現することで組織の活性化につなげ

ることを目的にしています。 
また組織運営の面からみても、専任コース・専任職を設置することで、計画

的な人材育成ができるという利点が期待できます。 
 

第５章 おわりに 

 私達は行政課題研究に取り組む中で、いかに職員のやる気を引き出すか、個々
の職員の能力を活かす方法はないかと考えました。そのためには人事制度が受動

的なものではなく、自己のスキルアップやキャリアアップのために能動的に利用

できる制度でなければならないとの思いから今回の提案に至りました。 
自己申告書については、職員側から「自己申告書の提出のたびにキャリアプラ

ンを書くのは面倒だ」という意見が出ることも予想されます。しかし、一部強制

的にキャリアプランを作成するようにしたことも、自己の適性を理解し、職員一

人ひとりが目標を持って積極的に職務に取り組む必要があると考えたからです。

今すぐ実行でき、お金もかからず職員の意識改革に貢献できることは大きな利点

だと思います。 
また、複線型人事制度の導入についても、本市の職員規模では人数的に難しい

ことが予測されます。少ない職員規模のもとでは、組織的な事情から計画的な人
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事異動が難しいからです。しかし、少ない人員規模だからこそ、今ある人材を有

効活用することが重要です。職員本人にとってもやりたい仕事ができ、一石二鳥

であると考えます。改善策として、将来的に機構改革を実施するなどして、部課

の規模を拡大することにより、異動にも対応しやすくすることが考えられます。 
職員全体の意識が向上すると、組織全体のレベルアップにつながります。その

結果、人員削減の現状にあっても、市民満足につながる仕事ができるのではない

かと考えます。 
 
 



 22

氏名
生年月日 年齢 □ｾﾞﾈﾗﾘｽﾄを目指す(色々な仕事を経験したい） 　□以前にｴｷｽﾊﾟｰﾄｺｰｽ異動申請書を提出済

発令年月日 発令年月日 □ｴｷｽﾊﾟｰﾄｺｰｽを希望(右の該当箇所にチェックを入れる　□今回ｴｷｽﾊﾟｰﾄｺｰｽ異動申請書を提出する
□他のｴｷｽﾊﾟｰﾄ分野があれば選択したい 　□ｴｷｽﾊﾟｰﾄｺｰｽ異動申請未提出
　　　(　　　　　　　　　　　　　　　　　　　)分野 　　　希望のｺｰｽにチェックを入れる
□特に考えていない □保険・医療ｺｰｽ

□法務・訴訟ｺｰｽ
□徴収ｺｰｽ
□福祉ｺｰｽ

在課年数（平成20年３月末） □情報ｼｽﾃﾑｺｰｽ
主な担当業務（主なものから簡潔に記入） これまでの経験と自己の適性を踏まえ、５年後の自分の職務や働き方についての考えを記入してください
①
②
③
④

□非常に多い □非常に難しい □非常にある □非常にある
□多い □難しい □ある □ある
□普通 □普通 □普通 □普通
□やや少ない □やややさしい □ややない □あまりない
□少ない □やさしい □ない □ない

（活用したい資格・免許等：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
□非常に効率的 □非常に協力的 □非常に良好 □非常に落ち着いている
□概ね効率的 □概ね効率的 □概ね良好 □やや落ち着いている
□普通 □普通 □普通 □普通
□やや非効率 □やや非協力 □やや悪い □やや疲れる
□非効率 □非協力 □悪い □疲れる
[現在の職務で達成したこと、取り組んできたこと] 今後向上させたい能力・技能(キャリアアップのために取得を予定している資格など）

[異動希望の有無] [異動するとすれば、どのような業務・部門を希望するか]
□市民ｻｰﾋﾞｽ、窓口など直接市民と接する業務

□A．異動を希望する □予算経理や課(施設)の庶務 □施設の管理・運営 職務上の必要、または、自身のｷｬﾘｱｱｯﾌﾟのため、今後どのような研修を受講したいと考えていますか
□B．必要があれば異動してもよい □法務・契約業務など法律の運用に関する業務 □今後、研修を受講したいと考えている
□C．異動を希望しない □各種事業の計画立案、実施 □OA機器を使う業務 それは、どのような研修ですか

□人事労務・財務など行政管理に関する業務
□情報収集研究・調査、計画の立案
□専門的な知識・経験を生かせる部門
（具体的に　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
□他団体への派遣 □今のところ考えていない
□その他 （具体的に　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） （職場での問題点や改善が必要な点など自由に記載ください）

第１希望

第２希望

第３希望

[異動上配慮してほしいこと（健康状態・親族など）]

業
務
状
況

主たる業務の状況（レ印を付ける）
仕事の量 難易度 適性 やりがい

歳

新
↓
旧

所
属
長
意
見

所属長氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　印

キ
　

ャ
　
リ
　
ア
　
プ
　
ラ
　
ン

自
由
意
見

今後の自分の進路について

資　格　[新たに取得したものがあれば追加記入してください]
精神的に

自
己
評
価

異
動
申
告

AまたはCの場合、その理由

希望部署名 理　　由

職
場
環
境

仕事の効率性 協力体制 人間関係

　　　　　　年　　　月

発令文

所属
職名

経
歴
・
配
属
年
月
日

発令文

整理番号 職員番号

 (様式１)　自己申告書(事務系職員用)
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[ ] [ ] [ ]

[ ] [ ]

１．専任コースの適用について、意見等を記入してください。

徴収

福祉

印

（活用できるもの）

（今後 スターしたいもの）

４．これまでの職務の内容を記入してください。

（ 望した動機）

（ 点的に取組みたい課題）

１．希望する専任コース

補職名（職名） 職員コード

２．その他意見があれば、記入してください。

（ 薦・ 見）

保険・医療 法務・訴訟 専任コース

に、必要な能

力資質のほ

か、接遇・マ

ナー、規律

性・使命感な

ど基本となる

能力・資質に

ついてもお書

きください。

[ ] 不適当

日）日

氏 名

年 月年 月

※

適当

所属長意見

所属長

（面談実施日　　

[ ]法務・訴訟

] 情報システム

[ ]

福祉

徴収

所 属 長 意 見 裏面

コ　ー　ス

[ ] [

[ ] [

保険・医療 ]

年

年

月

月

年

年

月

月

～

年 月

月年～

～

年

年

月

月～

（　　　　　　　　　　　）

課担当名 具体的な職務内容年月

歳

２．専任コースを志望した動機及びコースを適用された場合、重点的に取り組みたい課題に

ついて記入してください。

３．志望する専任コースにかかる免許・資格・能力・技能・知識等で活用できるものや今後マ

スターしたいものを記入してください。

情報 ステム

氏名 年齢

（様式２）　専任コース適用申込書

専任コース適用申込書 表面

年

所属名 現所属在職
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所属名 ース適用

補職名（職名） 職員 ード

氏名 年齢

見

[ ] 保険・医療 [ ] 法務・訴訟 [ ] 徴収

[ ] 福祉 [ ] 情報システム

（理由）

年 月 日 （面談実施日　　 年 月 日）

（様式３）　専任コース離脱願

３．コースを離脱した場合、対象部門からの異動について記入してください。

２．異動について記入してください。

（異動について、本人の意向と異なる場合は、面談後の本人の意向を記入してください。）

３．その他意見があれば、記入してください。

[ ]

[ ]

[ ]

[ ] 異動しなくてもよい

（　　　　　　　　　　　）

歳

１．離脱を申込む専任コース

[ ] 異動したくない

（理由）

[ ] 対象部門外へ異動したい

（他に取組みたい課題や興味を持って取組んでいる事柄等があるため、専任コースからの
離脱を希望する場合は、その内容について記入してください。）

２．専任コースを離脱しようとする理由を記入してください。

情報システム

法務・訴訟

所属長意見

[ ] [ ]

[

印名

異動させなくてもよい

[ ]

所属長

異動させたくない

対象部門内へ異動させたい

氏

対象部門外へ異動させたい

専任コース離脱願 表面

]

所 属 長 意 見

コ　ー　ス

]

福祉

保険・医療[
年

裏面

徴収

[ ]

１．専任コースの離脱について、意見等を記入してください。
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所属名 職名（職名）

氏名 年齢 職員 ード

（ 部 課 氏名 ）

５．所属長意見

１.専任を希望する職務分野

情報システム専任

保険・医療専任

４．専任職になるにあたっての自己ＰＲ

３．希望する専任職に関連する資格

資　格　名

～

月

月

年

年 月 日

月 日

取得年月日

～

月

月

年

年

年

年

月

月

年

年

]

～

2.希望する専任職に関連する経歴

所属名（又はポスト） 在　課

[ ]

] [

（様式４）　専任職希望申込書

専任職希望申込書

（　　　　　　　　　　　）

歳

印

[ ] [ 法務・訴訟専任

具体的な職務内容

徴収専任

[ ] 福祉専任
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平成 20年度行政課題実践研修報告書 

「まちづくりに活かす、ふるさと納税」 

第１章 住民に利用される「ふるさと納税」とは 

１．ふるさと納税とは 
２．岸和田市における、ふるさと納税 
３．岸和田市ふるさと寄附制度を岸和田市民が利用した場合 
４．多くの住民に利用してもらえる制度を目指して 

第２章 ふるさと納税に対する住民意識アンケート調査 

１．アンケート内容 
２．調査結果 
３．研究内容からの除外 
４．アンケート結果と研究内容の検討 

第３章 先進都市の状況 

１．視察先の選定 
２．視察・調査の概要 
（１）新しいＰＲ方法 

（２）謝礼品の充実 

（３）寄附金をどのように使うか 

第４章 考察 

１．岸和田市ふるさと寄附制度をもっと理解してもらうために 
（１）低い認知度 

（２）ＰＲ方法の検証 

２．寄附者に喜ばれる謝礼品 
（１）寄附者のためらい解消方法 

（２）謝礼品の検証 

３．事業の選択 
（１）３つの方法 

（２）寄附者の思い 

第５章 提案 

１．職員とサポーターによるＰＲ 
２．謝礼品を事業者から募集 
３．寄附者にわかりやすい事業 

第６章 おわりに 

 チーム名：ウェディングファンド 
 
辻野 真史（情報政策課） 
亀田 真吾（環境保全課） 
泉本 貴士（生活福祉課） 
高橋 慶典（営業課） 
中井 義人（固定資産税課） 
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サマリー 

「まちづくりに活かす、ふるさと納税」の研究概要 

 
１．住民に利用される「ふるさと納税」とは 
 平成 20年４月 30日より、自治体に対する寄附金が個人住民税や所得税から
控除されるふるさと納税制度がスタートしました。当初、ふるさと納税は都会

に転出した者がふるさとに貢献することを目的として検討されてきましたが、

施行された制度は、そのようなふるさとの定義とは関係なく、どの自治体にも

寄附できる制度となっています。 
 岸和田市ふるさと寄附制度を利用すると、寄附者は 11種類の提案メニューの
中から寄附金の使途を選択することができます。また、市は 10,000円以上の寄
附をいただいた方に謝礼品としてだんじり祭グッズを贈呈しています。 
 ふるさと寄附をすると、寄附者は寄附金の使途を指定することができるため、
自分の思いを市の施策に反映させることができます。しかしこの反面、ふるさ

と納税制度は 5,000円が寄附金の控除対象とならないことや、控除を行う際に
は確定申告をしなければならないことなど、寄附者の負担となる面があります。 
 そこで私たちは、ふるさと納税制度の問題点を考察し運用面において工夫す
ることによって、岸和田市ふるさと寄附制度を改善し、寄附者の要望をまちづ

くりに活かせる制度を提案したいと考えました。 
 
２．ふるさと納税に対する住民意識アンケート調査 
 アンケートの結果、岸和田市ふるさと寄附制度の認知度は、ふるさと納税制
度の認知度に対して低いということがわかりました。また、岸和田市ふるさと

寄附制度を利用するにあたり謝礼品が必要と考える人は約半数を占め、その中

の半数以上はだんじり祭グッズ以外の謝礼品をもらいたいと回答していました。

そして、現在行っている使途の提示方法より、住民の意見がもっと反映される

仕組みが必要という意見が 87％にもなりました。 
 
３．先進都市の状況 
 広報紙やホームページ、案内書以外のＰＲ方法として、あわら市では市外在
住者や市内企業をサポーターとして登録し、ＰＲ活動をしていただいています。

また、井原市では寄附者にサポーターとなっていただいています。 
 ふるさと納税制度において、寄附者への謝礼品をより魅力のあるものにする
ために、池田市では謝礼品を事業者から募集しています。 
 住民の意見を施策に反映するために、市川市では個人市民税の１％を住民の
望む市民活動団体の事業に充てる１％支援制度を実施しています。 
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４．考察 
 アンケート結果や視察などで得た情報を基に岸和田市ふるさと寄附制度に活
かせる改善方法を検証しました。 
 まず、岸和田市ふるさと寄附制度の低い認知度の原因は、ふるさと納税制度
の施行自体が間もないこと以外にＰＲ不足であると分析しました。「ふるさと」

という言葉のイメージが先行しており、寄附先が自分の生まれ育った故郷の自

治体に限られると誤解する住民もいます。多くの方に制度を正しく認知しても

らい、活用してもらうために効果的なＰＲ方法を検証しました。有名人、マス

コミに頼る方法ではなく、従来のＰＲ方法に加えて、住民や寄附者から協力者

を仰ぎＰＲ活動を実施する方法を検証しました。 
 次に、住民が岸和田市ふるさと寄附制度を利用した際、一部税額控除を受け
られないなどの、寄附者に負担が伴う制度です。制度利用のためらいを解消す

る方法として、謝礼品を魅力的なものにする必要があると分析しました。謝礼

品として贈呈しているだんじりグッズに加え、地元企業から謝礼品となる商品

を募集する方法を検証しました。 
 また、岸和田市ふるさと寄附制度は寄附者に大きく事業を示して寄附を募っ
ています。事業を選択して寄附できるため、寄附者にわかりやすく、寄附者の

意向を政策に反映しやすい制度にする必要があります。事業の選択方法、提示

方法を検証しました。 
 
５．提案 
 岸和田市ふるさと寄附制度の効果的なＰＲ方法として、窓口だけでなく、本
市で実施している出前講座など、各課において住民と直接対面する機会を利用

して、岸和田市ふるさと寄附制度のＰＲを実施します。事業に関心を持って寄

附した人にサポーターとして協力を仰ぎ、ＰＲをしてもらいます。 
 次に、謝礼品を充実させます。商工会議所や農協などと連携し、岸和田市内
で生産・製造されている商品などを中心に、事業者から謝礼品となる商品を現

行のだんじり祭グッズと同額の 1,500円程度で募集します。 
 また、寄附者にとってわかりやすく利用しやすい制度にするため、企画課が
実施している市民意識調査などを参考にして、住民が寄附したいと思えるよう

な事業を具体的に提示します。事業を提示する際には、事業額の公表、予算措

置及び事業内容について住民へ説明します。 
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第１章 住民に利用される「ふるさと納税」とは 

 
１．ふるさと納税とは 
 平成 20年４月 30日の地方税法改正により、自治体に対する寄附金が個人住
民税や所得税から控除される制度がスタートしました。いわゆる、ふるさと納

税制度と呼ばれるものです。納税と名前がついていますが、実際は自治体への

寄附金の控除制度を拡充したものです。 
 制度の概要は、個人が自治体に対して 5,000円を超える寄附をした場合、寄
附金額から 5,000円を除いた額を、翌年の所得税と住民税の合計額から、住民
税のおよそ 10％まで税額控除できるという制度です。控除を受ける場合は確定
申告をする必要があります。 
 当初、ふるさと納税は、都会に転出した者が成長する際に地方が負担した教
育や福祉のコストに対する還元の仕組みを作り、生涯を通じた受益と負担のバ

ランスをとるべきではないかという地方自治体の長からの意見や、都会で生活

している納税者からの自分が生まれ育ったふるさとに貢献したい、自分とかか

わりの深い地域を応援したいという意見から検討が始まりました。しかし、施

行された制度はそのようなふるさとの定義とは関係なく、どの自治体にも寄附

できる制度となっています。 
 ふるさと納税を活用すれば、納税者が自分の意思で、納税対象や使途を選択
できるため、税の意義と納税の大切さを自覚する貴重な機会となります。 
 また、納税者がどの自治体に寄附しても構わないため、自治体間競争が刺激
されることにより、自治体の自治意識が高まることが期待されています。 
 
２．岸和田市における、ふるさと納税 
 岸和田市においても、平成 20年６月に岸和田市ふるさと寄附条例を制定し、
ふるさと納税制度の活用を推進しています。岸和田市にふるさと寄附する場合

は、表１に記載している 11種類の提案メニューの中から使途を選択することに
なり、寄附されたお金は基金として積み立てられます。 
 また、10,000円以上の寄附をいただいた方には、謝礼品としてだんじり祭グ
ッズを贈呈しています。平成 20年 12月 29日現在で 28件（表１）、金額にして
3,338,149円の寄附が集まっています。 
 
表１ 岸和田市ふるさと寄附の提示メニューと寄附状況（平成 20年 12月 29日現在） 

 提示メニュー 件数

１ 
｢ソーリャ！」岸和田だんじり祭の振興 

（岸和田だんじり祭の振興に関する事業） 
３ 

２ 
｢ふるさと岸和田」の環境を守り、育てよう！ 

（環境の保全並びに景観の維持及び再生に関する事業） 
０ 

３ 
｢すくすく・のびのび」子育て環境 

（子育て支援及び青少年の健全育成に関する事業） 
７ 
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 提示メニュー 件数

４ 
目指せ！スポーツ先進都市 

（スポーツの普及及び振興に関する事業） 
１ 

５ 
きしわだオリジナル商品の創造 

（産業の普及及び振興に関する事業） 
０ 

６ 
目指そう！市民によるまちづくり 

（市民活動の普及及び振興並びにコミュニティ活動の推進に関する事業）  
５ 

７ 
岸和田発！文化あふれるまち 

（文化振興に関する事業） 
２ 

８ 
元気いっぱい岸和田っ子の育成 

（教育の振興に関する事業） 
２ 

９ 
お年寄りが元気なまち岸和田の創造 

（高齢者等の保健福祉の増進を図るための事業） 
４ 

10 
岸和田城の修復 

（岸和田城周辺整備に関する事業） 
２ 

11 
うるおいあふれる歴史的まちなみの保全 

（歴史的町並み及び歴史的建造物の保全に関する事業） 
２ 

 
３．岸和田市ふるさと寄附制度を岸和田市民が利用した場合 
 岸和田市ふるさと寄附制度は、市外在住者だけでなく市内在住者でも利用で
きます。そして、市内在住者からも寄附を受けることで次のようなメリットが

あります。 
 まず、岸和田市にとっては、控除対象外の 5,000円や所得税と府民税分は増
収となるため、歳入面で効果があります。図１の例の場合、市内在住者から寄

附を受けた場合は歳入が 21,100円増加します。 
 逆に、市内在住者が他の自治体に寄附した場合、歳入が 18,900円減少します。 
 

控除対象外額 

5,000円 

控除対象外額 

5,000円 

所得税の軽減額 

3,500円 

控除対象額のうち所得税分 

3,500円 

控除対象額のうち府民税分 

12,600円 

新
た
な
市
の
歳
入 

住民税の特例控除額 

28,000円 

寄附金 

 

40,000

円 

 

控除対象額 

 

35,000円 

住民税の基本控除額 

3,500円 

住

民

税

控

除

額 

控除対象額のうち市民税分 

18,900円 

従
来
の
市
の
歳
入 

図１ 住民がふるさと寄附した場合における税額控除計算と市の歳入 
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給与収入が 700 万円の夫婦で子どもが２人世帯（所得税限界税率 10％、住民税所得割額

293,500円）の方が、岸和田市に４万円の寄附をした場合 

・所得税軽減額【控除対象額×所得税限界税率】 

 35,000円×10％＝3,500円 

・住民税基本控除額【控除対象額×10％】 

 35,000円×10％＝3,500円 

・住民税特例控除額【控除対象額×（90％－所得税限界税率）】 

 35,000円×（90％－10％）＝28,000円 

※住民税の内訳は、府民税が 40％、市民税が 60％です 

 
４．多くの住民に利用してもらえる制度を目指して 
 住民にとっては、岸和田市に寄附をする際に寄附金の使途を指定することで、
どのような事業に力を入れてほしいかを市に伝えることができます。その思い

を市の施策に反映することで、住民の要望をまちづくりに活かすことができま

す。そして、多くの住民に岸和田市ふるさと寄附制度を利用してもらい、要望

を伝えてもらうことが、より良いまちづくりに繋がると考えました。 
 しかし、岸和田市ふるさと寄附制度を利用してもらうにあたって、次のよう
な問題があります。まず、最低 5,000円は寄附者の自己負担となってしまいま
す。そして、控除を行う際には確定申告をする必要があるなど、手続きに手間

がかかってしまいます。 
 そこで、私たちはふるさと納税制度の問題点を考察し運用面において工夫す
ることによって、岸和田市ふるさと寄附制度の改善を提案します。方法として

は、市外からだけでなく市内在住者を含めた多くの住民にとって利用しやすい

仕組みを考案し、自治体間で税金の奪い合いを行うのではなく、多くの住民に

岸和田市ふるさと寄附制度を利用してもらい、その要望をまちづくりに活かせ

る制度を提案したいと考えました。 
 

第２章 ふるさと納税に対する住民意識アンケート調査 

 私たちは、住民のふるさと納税に対する関心を調べるため、制度に関するア
ンケートを市役所新玄関前と岸和田カンカンベイサイドモールで２日に分けて

実施しました。 
 
１．アンケート内容 
 主な調査内容は以下のとおりです。 
 ①ふるさと納税制度の認知度 
 ②岸和田市ふるさと寄附制度の認知度 
 ③ふるさと納税で控除できない 5,000円の自己負担と謝礼品 
 ④寄附金の使途を寄附者と公募市民および市職員の協議制により決定する案 
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２．調査結果 
 アンケートは 229 名に対して行いました。傾向を検証するため、無回答につ
いては集計から除外しています。 
 
 
 
 
 
 
       図２ ふるさと納税制度と岸和田市ふるさと寄附制度の認知度 
 
 
 
 
 
 
       図３ 市内在住者と市外在住者の岸和田市ふるさと寄附制度の認知度 
 

 ふるさと納税制度と岸和田市ふるさと寄附制度の認知度（図２）について、
ふるさと納税制度を知っている人は 75％でした。しかし、岸和田市ふるさと寄
附制度を知っている人は 33％に留まりました。市内在住者と市外在住者の岸和
田市ふるさと寄附制度の認知度（図３）について、市内在住者の方の認知度が

高いため、広報紙やホームページによるＰＲ効果は出ていると考えられます。 
 ただし、私たちは当制度を住民が利用することのメリットや控除を受けるま
での一連の流れを知って欲しいと考えています。充分に知ってもらって初めて、

利用すべきか否かの判断ができると思うからです。しかし、そこまで理解して

いる人の割合となると、さらに低くなると思われます。 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 図４ 制度を利用する意思と謝礼品の  図５ 使途の決定に寄附者と公募市民および 

    必要性                市職員による協議制を導入する案 

利用する、 
謝礼品は不要 
33％ 

利用する、 
他の品を検討 
すべき 
27％ 

制度を 
利用しない 
21％ 

利用する、

今のままで

19％ 良い 

良い、 
公募市民と 

して参加 

したい 

65％ 

良い、 
公募は不参加 
22％ 

不要、 

現行のままで良い 

 

13％ 

市内在住者 

市外在住者 21％ 

33％ 

ふるさと納税制度 

岸和田市ふるさと寄附制度 

75％ 

33％ 
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 制度を利用する意思と謝礼品の必要性（図４）について、謝礼品は不要でそ
のような経費にお金をかける必要はないと考える方が 33％いましたが、今のま
まで良いと考える人は 19％、他の謝礼品を考えるべきとする人は 27％います。 
 簡単に制度の説明を行った上で、制度の利用に前向きな方の中では謝礼品が
必要と考えている人の合計が約半数を占めています。しかし、今の謝礼品で良

いと考える人の割合は少ないため、検討が必要です。そしてアンケートの中で

岸和田の特産品や日用品が良いのではという意見もあり、謝礼品のニーズは

様々で、種類を増やす必要があると思われます。 
 また、制度を利用しないと考える人は 21％しかおらず、制度を利用する上で
のメリットを充分理解していただき、現在の運用を改善することで、今以上の

利用に繋がるのではないかと考えました。 
 使途の決定に寄附者と公募市民および市職員の協議制を導入する案（図５）
の評価について、現在行っている使途の提示方法より、住民の意見がもっと反

映される仕組みが必要という意見が 87％になりました。そのため、もっと住民
の意見が使途に反映できるような方法を検討する必要があります。 
 
３．研究内容からの除外 
 私たちは、岸和田市ふるさと寄附制度をより利用しやすい制度にするために
色々な面から研究内容を検討しましたが、客観的な評価が難しい点や現時点で

の導入には費用が掛かるという点で、研究内容から除いたものもあります。 
 まず、控除を受けるために確定申告が必要な点について、確定申告をしてい
ないサラリーマン等にとっては確定申告の手続きは新たな負担になります。そ

こで確定申告の手続きを簡素化することにより、利用しやすい制度になるので

はないかと考えました。しかし、確定申告は国の制度であり、市独自で手続き

を変えることはできません。寄附の募集時や領収書を送付する際に手続きをわ

かりやすく説明することで、間違いや不明点を減らし、制度を利用する上での

手間を省くことができるかもしれません。しかし、効果を客観的に評価するこ

とが困難であるため、今回の研究から除くこととしました。 
 また、クレジットカードによる寄附や、インターネットを通じての寄附を可
能にすることで、平日の日中に金融機関や市役所へ足を運んでいただく必要が

なくなると考えました。しかし、収納システムの構築には費用が掛かるため、

今後、全庁的にこれらの収納手段が利用できる基盤が確立した際に導入すべき

と考えました。なので、この点も今回の研究から除いています。 

 

４．アンケート結果と研究内容の検討 
 アンケートの結果と研究内容の検討から、私たちは次の３つのポイントにつ
いて調査することにしました。 
 まず、広報紙やホームページ、案内書だけでは認知度が低いため、これらの
媒体以外のＰＲ方法を調査しました。次に、約半数の人は制度を利用する上で

謝礼品が必要としていたことから、謝礼品をより魅力のあるものにするための
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方法を調査しました。最後に、90％近い人は住民の意見をもっと使途に反映し
て欲しいということでした。そこで、住民の意見をもっと使途に反映する方法

を調査することにしました。 
 

第３章 先進都市の状況 

 
１．視察先の選定 
 以上のアンケート結果および研究経過を踏まえて、住民からＰＲ活動などを
していただくサポーターを募集し、ＰＲを進めているあわら市と魅力的な謝礼

品を用意するため企業などから謝礼品を募集している池田市、市民が自分の納

めた個人市民税の１％を支援金として、ボランティア団体やＮＰＯの事業を選

択し助成することができる１％支援制度を実施している市川市を視察すること

にしました。 
 
２．視察・調査の概要 
 
（１）新しいＰＲ方法 
 
 ①住民主体のＰＲ 
  現状の広報紙やホームページによるＰＲ以外にも、住民や寄附者によるＰＲ 
 という視点で、あわら市が実施しているサポーター制度について調査しまし 
 た。 
  これは、ふるさとあわらサポートプロジェクトという制度で、ふるさとあ 
 わらサポーター、ふるさとあわらサポート基金、ふるさと情報ネットワーク 
 の３つからなり、市内外のあわらファンの方からあわら市を応援してもらう 
 という制度です。 
  ふるさとあわらサポーターとは、市外在住者や市内企業などに、あわら市 
 のＰＲマネージャーになってもらい自主的なＰＲや情報提供を通して応援し 
 ていただく制度です。サポーターの活動内容としては、社内イントラ、ホー 
 ムページ、個人ブログなどによる、あわら市のＰＲです。また、あわら市へ 
 の政策提言や情報提供なども募っています。具体的には、福井県を拠点に活 
 動しているミュージシャンの楽衆玄達が、各地でのコンサートで、「あわら八 
 景」という曲を演奏し、あわら市のＰＲを行っている等があります。このほ 
 か、別のサポーターは、毎週土曜日の夜、温泉街で街を元気にするストリー 
 トライブを行っており、サポーター自身や制度がマスコミでも数多く取り上 
 げられた、という例もありました。また、サポーターからは、観光振興策の 
 問い合わせや、ＪＲの芦原温泉のパンフレットにあわら市の情報が少ない等 
 の情報提供がありました。 
  次に、ふるさとあわらサポート基金とは、事業や施策に対する寄附という 
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 形で応援していただくもので、ふるさと納税制度と連携しています。寄附金 
 を基金として積み立て、寄附時に指定していただいた事業の財源として使用 
 しています。視察した平成 20年９月 25日現在の寄附件数は 12件、内訳と 
 しては市外７件、市内５件です。金額は 1,267,319円でした。 
  最後に、ふるさと情報ネットワークとは、登録していただいた方に、あわ 
 ら市の情報や身近な話題をお届けします。広報あわらメール便の担当や福井 
 新聞社と協力してメールマガジンを配信し、あわら市の話題やイベント、身 
 近な情報などを提供しています。 
  視察の結果、サポーターによるあわら市のＰＲは効果が出ていると考えら 
 れるため、このサポーター制度をふるさと納税のＰＲと結びつけることがで 
 きないか、検討することにしました。 
 
 ②もう１つのサポーター制度 
  あわら市と同じようにサポーター制度を実施している自治体で、ふるさと 
 納税と連携したやり方で実施している自治体を調査したところ、井原市の井 
 原市ふるさとサポーター制度がありました。井原市では、寄附者同士のＰＲ 
 がなされており、寄附者がサポーターとしてＰＲ活動をしています。 
  井原市サポーター制度とは、ふるさと納税制度を利用して井原市に寄附し 
 ていただいた人に、井原市ふるさとサポーターとして、できうる範囲で井原 
 市のＰＲや応援活動をお願いしているという制度です。また、ＰＲ活動に活 
 用していただくために、オリジナル名刺及びデニム製名刺入れを提供してい 
 るほか、「ふるさと便り」として市広報紙・観光パンフレット等を一年間届け 
 ています。 
  さらに、市内在住者には、井原市のＰＲや応援活動をしていただける市外 
 在住のご親戚やご友人に対し、ふるさと納税を通じて井原市ふるさとサポー 
 ターとして応援してくださるよう、積極的な呼びかけをしています。 
 
（２）謝礼品の充実 
 アンケートを実施した結果、謝礼品についてもっと他の物が良いという意見
が多数ありました。実際、5,000 円の自己負担に対して、少しでも軽減するた
め、謝礼品に力を入れる自治体も多数あります。動機付けとして積極的に効果

を期待することは難しいが、寄附に対するためらいを解消する効果は、アンケ

ート結果からも期待できるのではないかと考えました。 
 そこで、謝礼品をもっと充実できないかということで、池田市が実施してい
る、謝礼品を企業などから公募している方法について調査しました。 
 池田市では、平成 13年度から寄附による住民行政参画ということが考えられ
てきましたが、税法の関係から実施できていませんでした。しかし、ふるさと

納税制度が始まったことにより、寄附者は自らの税金の使途を一定の範囲で選

択できるようになりました。この制度を利用することで、寄附による住民行政

参画の実現を図りました。そして、多くの住民に参画して欲しいという発想か



 39

ら、5,000 円は全額返すべきだと考えました。そこで、現金で 5,000 円を返す
ことを検討しましたが、現金で返すとなると制度の趣旨にそぐわないと考えら

れ、5,000 円分を商品に置き換え、謝礼品を贈呈するという結論に至ったそう
です。しかし、市が直接提供できる謝礼品では限りがあり、寄附者の希望に添

えないため、謝礼品を事業者から募集することになりました。5,000 円以上の
商品で、送料も事業者が負担するという条件で謝礼品を募集しています。市の

負担は 5,000円のみです。現在、表２の 19の商品から選択できるようになって
います。 
表２ 謝礼品の種類 

（１）炭入り石けん「池田炭」 

（２）いけだ女のワイン（赤・白） 

（３）清酒「春團治」 

（４）ビリケンさんグッズセット 

（５）日清食品インスタントラーメン詰め合わせセット 

（６）不死王閣 昼食＋入浴セット（ソフトドリンク付） 

（７）不死王閣 ギフト券 5,000円分（ソフトドリンク付） 

（８）とよす有庵「お八つ」 

（９）とよす 銘菓詰め合わせ 

（10）池田市役所内及び池田病院内喫茶「パーラー池田」ふれあいチケット 

（11）赤ちゃんの足型彫刻フォトフレーム（デザインＡ・Ｂ）お仕立て券 

（12）瓦せんべい（市制施行 70周年記念オリジナル焼印入り） 

（13）写真付き飾り皿（皿立付き・12号） 

（14）池田 おたなＫＡＩＷＡＩ コーヒー＆焼き菓子セット 

（15）ダイハツ煎餅＆サブレ詰め合わせ、カレー、ミニカーセット 

（16）「ふくまるワイン」（赤）＆「清酒 春團治」セット 

（17）「ふくまるワイン」（白）＆「清酒 春團治」セット 

（18）「ふくまるワイン」（赤）＆「ふくまるグッズ」セット 

（19）「ふくまるワイン」（白）＆「ふくまるグッズ」セット 
 
（３）寄附金をどのように使うか 
 住民へのアンケート結果（図５）では、寄附金の使途についてもっと住民の
意見を反映できる方法が良いという意見が多数でした。寄附金の使途を寄附者

が具体的に選択できるようにすることで、住民にとって自分が必要と考える事

業の実現のために寄附をするという意識を持ってもらうことができると考えま

した。 
 そこで、市川市が実施している１％支援制度について調査しました。これは、
ボランティア団体やＮＰＯなどが事業を提示して、その事業に対し、住民が支
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援したい団体を選択して自分の個人市民税の１％を支援金として支援できると

いう制度です。この制度は、市民の納税に対する意欲を高めるとともに、市民

活動団体の事業を支援し促進していくことを目的にしています。ふるさと納税

とは制度が違いますが、住民から意見を吸上げるという点、納税に対する意識

の向上や、住民参加・協働という視点で岸和田市ふるさと寄附制度にも活かせ

るのではないかと考えまし

た。 
 また、人口の約４分の１
が東京へ通勤または通学し

ている市川市にとって、地

域への関心を持ってもらう

ことも期待されています。 
 市川市の担当者に話を聞
くと、一番に力を入れてい

るのはＰＲであり、制度を

理解してもらうことだといいます。支援していただく市民の方はもちろんのこ

と、事業を応募してもらう団体に対しても根気よく説明会や出張受付、休日の

ＰＲ活動、商業施設や広報車、ケーブルテレビ、ＦＭラジオでのＰＲ、インタ

ーネット、ポスター、ＰＲ誌などでのＰＲを繰り返し、みなさんに理解しても

らって利用に繋げたということです。また、この制度では、こういった行政側

のＰＲたけでなく、ボランティア団体やＮＰＯなどの事業に対して支援のお金

を出すので、各団体においてもＰＲ活動が積極的に行われ、支援の届出に繋が

っています。また、平成 19年度からは個人住民税の納税者以外の人にも利用で
きるように、ボランティア活動などに参加した際にもらえる地域ポイントでの

届出も可能となりました。 
 そのような努力のかいもあり、応募団体数・支援届出人数・支援金額ともに
制度開始当初より伸びていて、平成 20年度は、支援届出人数は 8,278人、支援
金額は 19,433,692円になっています。 
表３ 平成 20年度 １％支援制度届出結果 

 
有効届出 

人数 

有効届出 

金額 

交付決定 

額 

基金積立 

額 

団体を選択した納税者 

 
7,196人 17,263,797円 13,244,735円 4,019,062円 

市民活動団体支援基金への積

み立てを選択した納税者 
1,082人 2,058,568円 － 2,058,568円 

地域ポイント 

（団体を選択） 
- 105,323円 56,789円 48,534円 

地域ポイント（市民活動団体支

援基金への積み立てを選択） 
- 6,004円 － 6,004円 

計 8,278人 19,433,692円 13,301,524円 6,132,168円 

   

市民税１％＋地域 

ポイントに応じた額が 

団体に支援されます 
支援したい 

団体を選びます

図６ １％支援制度の仕組み 
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表４ １％支援制度届出の推移 

  平成 18年度 平成 19年度 平成 20年度 

有効届出人数 6,344人 5,136人 8,278人 

有効届出金額 15,190,815円 13,885,739円 19,322,365円 

地域ポイントでの届出金額 － 42,131円 111,327円 

※平成 19年度市民活動団体支援制度から地域ポイントでの届出が開始。 
 
 この制度の、ふるさと納税とは違う点は、支援金の限度額が個人市民税の１％
であるということ、すでに納税されている前年度の個人市民税から割り当てら

れるということ、また、市内在住者が対象だということです。これに対して、

ふるさと納税は所得税と住民税の合計額の 10％まで税額控除でき、しかも、翌
年度の住民税からの控除であるため、図１のとおり新たな収入が見込まれます。 
 以上、制度の違いはあるものの１％支援制度とふるさと納税制度は、住民が
望むような事業の実施に対して住民自らが納付する税金を利用する点で類似し

ています。さらに、１％支援制度の住民が希望する事業にお金を使うことによ

って、同じ事業の実現を希望する住民同士が相互にＰＲしている点などは、岸

和田市ふるさと寄附制度に十分活かすことができると考えます。 
 

第４章 考察 

 
１．岸和田市ふるさと寄附制度をもっと理解してもらうために 
 
（１）低い認知度 
 どのような制度であっても、制度の存在やメリットを知ってもらわなければ、
利用してもらえません。そのため、制度のＰＲは非常に重要な要素であると考

えます。特にふるさと納税については、寄附金の税額控除の制度である点、ふ

るさと納税制度を実施している自治体であれば、ふるさと以外のどの自治体に

も寄附できるという点、自治体によっては寄附金の使途を指定できるという点

などは、ふるさと納税という名前を聞いただけではわかりません。 
 現在、本市ではふるさと納税制度を導入し、岸和田市ふるさと寄附制度とし
て、広報紙及びホームページへの掲載、案内書の配布によりＰＲを実施し、寄

附を呼びかけています。 
 しかし、住民アンケートの結果（図２）では、ふるさと納税制度は知ってい
るが、それを受けて岸和田市ふるさと寄附制度を施行していることを知ってい

る人の割合は低く、ＰＲ不足がその要因の１つだと考えられます。中には、ふ

るさと納税は自分の出身地の自治体に寄附するものであるとか、住所地へは寄

附できないものであるという誤解を持つ人もいました。 
 本市が、岸和田市ふるさと寄附制度を今よりもさらに有効に活用していくた
めには、より一層のＰＲを実施し制度の内容を正しく理解してもらう必要があ
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ります。そして、このＰＲの成功が、私たちのグループのテーマである、住民

の思いを反映し、住民からの寄附をまちづくりに活かす、協働によるまちづく

りを推進するためのふるさと納税の活用に必要不可欠であると考えました。 
 
（２）ＰＲ方法の検証 
 私たちはより多くの人に制度を知ってもらうため、現在の広報紙やホームペ
ージ、案内書によるＰＲ以外の方法として、当初はマスコミや有名人を使って

のＰＲに着目しました。 
 具体的には、テレビ岸和田の放送や広告車を使う、また市外にアンテナショ
ップを設置してはどうかと考えました。しかし、お金を掛けるべき対象は事業

であるため、あまり費用を掛けるのは望ましくないと考えました。次に、有名

人にＰＲを依頼することを検討しました。これは大阪府の橋下知事や高知市の

広末涼子さんなど著名人にマスコミを通してＰＲを行ってもらうという方法で

す。ふるさと納税情報センターの寄附の受付状況のページに掲載されている通

り、大阪府が多額の寄附を受けていたことからも有名人によるＰＲの効果の大

きさはわかります。しかし、特定の個人に頼ったＰＲでは継続性に問題がある

ため、この方法では不十分と考えました。 
 そこで、他市で実施されているＰＲ方法で本市においても有効と考えられる
ものについて調査したところ、以下の方法がありました。 
 池田市では、まず職員に対してふるさと納税による寄附を受けることが市に
どれほどメリットがあるかを理解させるため、職員向けに制度説明を実施して

います。さらに民間企業に対しても、池田市長自らがＰＲ活動を率先して行い、

制度に対する市の取り組みをＰＲしています。 
 あわら市では、ふるさとあわらサポートプロジェクトにより住民の方々に市
のＰＲの担い手となってもらい、あわら市の活動をＰＲしていただくサポータ

ー制度を導入しています。 
 また、井原市では、サポーター制度をふるさと納税制度に絡め、ふるさと納
税制度を利用して井原市に寄附していただいた人に、井原市ふるさとサポータ

ーとして、井原市のＰＲや応援活動をお願いしています。実際にサポーターの

活動により、ふるさと納税の実績も上がっています。 
 このサポーター制度を活用すれば、マスコミや有名人によるＰＲに比べ低コ
ストで継続的なＰＲが可能となります。また、住民によるＰＲは、知人や友人

に紹介してもらうだけでなく、様々な会合などでふるさと納税制度のＰＲをし

てもらえ、制度に興味のなかった人も含め、多くの方々に制度を知ってもらう

きっかけとなります。 
 職員への制度の理解の徹底や、住民からサポーターを募る方法は、特段の予
算措置をすることなくできる方法です。また、サポーター制度は市が一方的に

情報を発信するのではなく、住民と市が一緒になってＰＲできる方法だと考え

ました。 
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２．寄附者に喜ばれる謝礼品 
 
（１）寄附者のためらい解消方法 
 ふるさと納税制度は、確定申告の手続きが必要であることや、5,000 円は控
除対象とならないことから、利用者にとって負担が大きい制度です。そのため、

制度を利用することへのためらいが、低い利用率の原因となっていると考えら

れます。しかし、確定申告は国の制度であり市は独自でその手続きを変えるこ

とができません。また、控除対象とならない 5,000円をそのまま現金で返すこ
とは、制度の趣旨にそぐわないため望ましくありません。そこで、制度の利用

を促進するためには、ふるさと納税制度を利用する上での寄附者のためらいを

解消することが必要です。 
 寄附者のためらいを解消する取り組みとして、本市を含め多くの自治体では
謝礼品を贈呈しています。三島市では、季節の特産野菜を年に２回贈呈してい

ます。地域の特産品を謝礼品とすることで、市のＰＲも行っています。山口市

では、森林セラピー体験ツアーやえび狩り世界選手権参加チケットを贈呈して

います。市に実際足を運んでもらうことで、市をＰＲするだけでなく、市の活

性化に繋げています。 
 本市では、だんじり祭グッズを贈呈しています。だんじり祭は、本市を代表
するものであり、また、寄附金の使途のメニューのひとつであるため、だんじ

り祭グッズは市外から寄附を募るためのわかりやすい謝礼品です。 
 
（２）謝礼品の検証 
 ①住民アンケートの結果 
  住民へのアンケート結果（図４）では、現在の謝礼品で良いと考える人が 
 19％、他の謝礼品をもらいたいと考える人が 27％となり、謝礼品を必要とし 
 ている人の合計が 46％を占めていました。現在の謝礼品で良いと考える人の 
 中には、もし、だんじり祭グッズ以外の謝礼品があるなら、どちらをもらう 
 か検討したいと話している人もいました。また、他の謝礼品をもらいたいと 
 考える人は、具体的な物として、特産品や生活必需品、食品が欲しいと回答 
 していました。 
  より多くの住民に岸和田市ふるさと寄附制度を利用してもらうために、寄 
 附へのためらいを解消する方法として、謝礼品を多くの人のニーズに応える 
 ことができるものに改善することが必要です。 
 
 ②謝礼品を募集 
  池田市は、寄附者のためらいを解消するために、寄附者に喜ばれる謝礼品 
 を贈呈しようと事業者から謝礼品を募集しています。5,000円相当額以上の 
 商品を事業者から募集し、多くの種類の謝礼品から寄附者が好きなものを選 
 択できる仕組みを作っています。謝礼品の種類は食物、記念品など様々であ 
 るため、寄附者から喜ばれています。また、市に関係のある商品を謝礼品と 
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 して採用することで、市のＰＲにも繋がっています。 
  謝礼品を事業者から募集する方法は、謝礼品の種類を増やすことができる 
 ため、寄附者にとって魅力のある方法です。寄附者にとって魅力的な謝礼品 
 を用意することで、寄附に対するためらいの解消方法になると考えます。 
 
３．事業の選択 
 
（１）３つの方法 
 寄附金の使途は、寄附者が自らの税金の使途を選択できるというふるさと納
税制度において非常に重要なものです。また、寄附を受ける自治体にとっては、

寄附者の思いを政策に反映できることや、魅力的な使途を用意することで歳入

を増やすことができます。 
 自治体がふるさと納税を受ける際の寄附金の使途の提示の方法には、具体的
に事業を指定する方法、大きく事業を示す方法及び使途を指定しない方法があ

ります。 
 まず、具体的に事業を指定する方法では、寄附者の思いにあった事業が示さ
れていれば寄附者の思いが正確に反映されます。例えば、宇部市では山口国体

の開催、現代日本彫刻展の開催、ときわ公園の整備、活性化など具体的に寄附

の使途を提示しています。しかし、使途が細分化され１つの事業に対する寄附

額が低額になると、効率的に運用できないことや、寄附の使途を限定し過ぎて

それ以外の事業への寄附が得られないなどの問題点があります。 
 次に、使途を指定しない方法では、寄附金の事業への割り当ては自治体の裁
量に委ねられるため、寄附金の運用はとてもしやすくなります。福井市や呉市

などではこの方法で寄附を募集しています。寄附者にとって寄附金の使途に拘

らず寄附したい自治体だけを選ぶことが目的であれば十分かもしれませんが、

寄附金の使途を指定したい人にとってはその思いが伝わらないことや市内在住

者には今までの納税と変わらないといったことが問題となります。 
 大きく事業を示す方法はこれらの中間と言えます。産業振興、教育環境整備、
福祉のまちづくりなどの大きな枠組みで事業を提示し、具体的な事業への寄附

金の割り当てについては自治体が決定することになります。岸和田市の 11のメ
ニューもこの形で事業を提示したもので、他の自治体の多くがこの方法を採用

しています。また、市川市やあわら市のように使途を指定しないという方法と

組み合わせて提示している自治体もあります。具体的な事業への寄附金の割り

当ては自治体の裁量に委ねられますが、寄附者はその思いを伝えることができ

ます。ただ、大きな事業でしか使途を提示していないので、寄附者が想像して

いた事業以外で使われる可能性があります。 
 
（２）寄附者の思い 
 ①住民アンケートの結果 
  実際、住民へのアンケート結果（図５）では、寄附金の使途に関して住民 
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 と職員とで協議した方がよいという意見が 90％近くもあり、そして、65％も 
 の人がその協議に参加したいという回答でした。これは、多くの住民が寄附 
 を行う際には、その使途についても思いを伝えたいと考えているとことを示 
 しています。それ故、寄附を受ける自治体は住民の思いを反映するような制 
 度を作らねばなりません。市が提示したメニューだけでは具体的にどのよう 
 な使われ方をするのかがわかりにくいという意見も多く、寄附者が望む事業 
 を具体的に提示する必要があると考えます。 
 
 ②住民の思いを反映するには 
  住民の思いを反映するような制度としては、ふるさと納税制度が始まる以 
 前から、寄附者や納税者の意向を政策に反映しようとしたものがあります。 
 寄附による投票条例がそれです。自治体が政策メニューを提案し、住民が自 
 ら望む政策メニューに寄附することで政策の実現を図る仕組みです。住民が 
 政策メニューを選択する事により、住民参加型のまちづくりを行います。長 
 野県泰阜村のふるさと思いやり基金は、目標額を定め目標額に到達したもの 
 は事業化しています。また、夕張市の幸福の黄色いハンカチ基金では、行政 
 が提示した事業以外に民間の団体から事業を公募し提示しています。 
  また寄附による投票条例以外でも、具体的な事業を選定する方法として、 
 福井県池田町では寄附者の中から委員を選出し、委員会を組織しています。 
 寄附金を使う事業を希望する町民は、委員の前でプレゼンテーションを行い、 
 委員会はその内容を吟味し、まちづくりに適した事業への拠出を決めていま 
 す。 
  視察先の市川市でも、寄附者や納税者の意向を政策に反映する方法として、 
 １％支援制度がありました。しかし、市川市では支援したいと思う団体や興 
 味のある事業が少ないと利用率が低くなるという問題点もあるそうです。 
  住民の思いを反映するためには提示する事業の内容、選定方法及び実効性 
 が問題となってきます。 
 

第５章 提案 

 まちづくりに活かす、岸和田市ふるさと寄附制度について３つの提案をしま
す。 
 
１．職員とサポーターによるＰＲ 
 岸和田市ふるさと寄附制度のＰＲとして、広報紙やホームページによるＰＲ
に加えて、さらに効果的なＰＲ方法を提案します。 
 現在は岸和田市ふるさと寄附制度を担当している職員だけがＰＲに携わって
いますが、全職員に税金及び岸和田市ふるさと寄附制度についての理解を徹底

します。そうすることによって、さらに説得力のあるＰＲができると考えられ

ます。 
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 方法としては、窓口だけでなく本市で実施している出前講座など、各課にお
いて住民と直接対面する機会を利用して、岸和田市ふるさと寄附制度のＰＲを

積極的に実施します。それにより、ふるさと寄附をすれば自分たちの関心のあ

る事業に寄附金が活用されるということを住民に理解していただけます。 
 このような場で、同じような思いを持っている住民へのＰＲを実施してもら
い、ふるさと寄附をしてもらいます。さらに事業に関心を持って寄附した人に

サポーターとして協力を仰ぎ、友人や知人、共通の趣味をもった人などに対し

てＰＲをしてもらうことにより、岸和田市ふるさと寄附制度を利用していただ

ける方々がより一層増加することが期待できます。 
 職員とサポーターによるＰＲは新たな予算措置が必要ないため、すぐにでも
取り組むことができます。 
 
２．謝礼品を事業者から募集 
 岸和田市ふるさと寄附制度を利用する上でのためらいを解消するために、謝
礼品を充実させます。 
 具体的には、商工会議所や農協などと連携し、岸和田市内で生産・製造され
ている商品などを中心に、事業者から謝礼品となる商品を募集します。市内で

生産・製造している商品から謝礼品を選定することによって、市内でどのよう

な商品が製造されているか、どのような特産物があるか、市民の方に紹介する

ことができ、岸和田に対する関心が高まります。 
 募集した謝礼品に対する市の負担については、現在、市が謝礼品としている
だんじり祭グッズと同額の 1,500円程度とします。そうすれば、新たな費用を
かけずに謝礼品を充実することができます。 
 また、市がホームページや案内書で制度のＰＲをする際、謝礼品について、
その品名、写真及び事業者名を紹介する代わりに、事業者には、店頭などで岸

和田市ふるさと寄附制度のＰＲをしてもらいます。そうすることで、市は多く

の住民に岸和田市ふるさと寄附制度を知ってもらえる効果が期待できます。ま

た、事業者は市の謝礼品として採用されている商品であると宣伝することがで

き、商品のイメージアップや売上増加への効果が期待できます。 
 ただし、市の公共性を鑑み、商品の選定及びホームページ等への掲載にあた
っては岸和田市広告収入事業推進ガイドラインに準じた形で実施します。 
 
３．寄附者にわかりやすい事業 
 納税と言う行為をまちづくりに活かすために、寄附者の思いをより反映する
ような岸和田市ふるさと寄附制度を考えると、具体的な使途を提示した方が寄

附者にとってわかりやすく利用しやすい制度であると考えます。 
 そこで、現行の 11のメニューは大枠としてそのまま残し、それらのメニュー
の中に具体的な事業を提示し、寄附を募集します。たとえば、教育の振興に関

する事業のメニューに具体的な事業として小学校の耐震化事業や通学路などで

のパトロール事業などを提示します。 
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 具体的な事業を選定するにあたっては、第三者機関を設けて委員を選定した
り、新たに住民の意見と要望を聴取したりすると、予算措置が必要となったり、

意見の収拾がつかなくなる可能性があります。そこで、提示する事業は企画課

が実施している市民意識調査などを参考にして、住民が寄附したいと思えるよ

うな事業を市が提示することとします。提示した事業については、より多くの

寄附金を集めるため、市は責任をもって、寄附者や住民に対し事業に関する説

明を実施します。 
 また、提示する事業は、長野県泰阜村のように事業額を提示して寄附金を募
集します。そうすることで、寄附者にはどのくらい寄附金が集まれば事業が実

施できるかがわかり、寄附金がまちづくりに活かされていることを実感しやす

くなります。 
 さらに、事業の実効性を確保するために、寄附金を求めた事業については、
同額とはいかないまでも寄附金に見合った予算措置を行うこととし、寄附金の

集まらない事業については、なお一層の事業説明を行い、その事業の必要性を

理解してもらいます。それでも寄附金の集まらない事業については、事業の改

廃を検討します。 
 

第６章 おわりに 

 平成 20年６月に岸和田市ふるさと寄附条例を施行してから、延べ 28人、333
万円の寄附が寄附者の思いとともに寄せられています。この貴重な寄附金を有

効に活用するには、寄附者の思いを確実に事業に反映できるような制度改革が

必要です。この制度を協働によるまちづくりにより活かすという私たちの提案

は、その解決策になると思います。 
 現在の本市の制度では全ての寄附金が特定財源となるので、市民の利用が高
くなると、一般財源を圧迫する可能性があります。しかし、それは岸和田市ふ

るさと寄附制度がまちづくりに活かされた結果です。その際には、財政調整基

金の様な一般財源として使える基金を設けるなど、今後改善していく課題があ

ります。 
 岸和田市ふるさと寄附制度が、住民との協働によるまちづくりの推進および
住民満足度の高い行政サービスの提供に活用されるよう、研究報告をさせてい

ただきます。 
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サマリー 

 

「学校園情報化による教育環境の改善と充実」の研究概要 

 
１．はじめに 
 子ども達の学力を育み、安心安全に過ごせる教育環境を整えることは、自治
体の重要な責務の一つである。しかし今、学校では、学力低下や学級崩壊の深

刻化、子どもの個人情報の漏洩の恐れなど、様々な問題を抱えている。 
 本市においても、事前に行ったヒアリング調査の結果、「個人情報漏洩の恐れ」
と「学校教職員の業務過多」の２点が特に問題となっていることがわかった。 
 そこで我々は、これらの問題解決に、コンピュータ機器、ネットワークとい
った情報機器・情報通信技術、いわゆる ICT（Information and Communication 
Technology）の活用が有効であると考え、ICT を活用した教育環境の改善提案
を行うことにした。 
 
 
２．情報化とは？ 
 我々が考える学校園情報化とは「電算化」「OA 化」といった事務効率と正確
性の向上を目的としたコンピュータ利用だけではなく、さらにインターネット

等のネットワーク利用により、効率よく情報を収集・集積、処理・分析、発信

することで、学習指導や教材研究、児童や地域とのコミュニケーションを支援

できる環境を構築することである。 
 
 
３．岸和田市の現状 
 岸和田市内の学校における課題及びその発生原因を把握するため、教職員を
対象にアンケート調査を行った。 
 その結果、現状の学校業務では「情報セキュリティのリスクが大きい」こと、
「教職員が業務過多で、子どもたちに向き合う時間・保護者に情報を発信する

時間がなかなか取れない状況にある」ことがわかった。 
 また、それらの原因が、学校の情報環境が整っていないことによるところが
大きい事もわかった。 
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４．先進自治体の取り組み 
 我々は学校における「セキュリティ対策」「事務の効率化と指導環境の充実」
「地域・保護者への情報発信」を重要なポイントとしてとらえ、すでに ICTに
よってそれらの課題解決に取り組んでいる先進自治体である千葉県浦安市、福

井県越前市への視察を行った。 
 先進自治体では、自治体としてどうあるべきかといった長期的なビジョンに
基づく構想を持ち、行政全体を最適化する中で個々の課題解決に取り組んでい

た。 
 
 
５．考察と提案 
 岸和田市が抱える課題は多く、その一つひとつに個別に対応することは効率
が悪い。そこで、先進自治体の取り組みを参考にして、各課題の関連性を見出

して複合的に対応するべきであると考えた。 
 
 ①提案 
  １．子どもの情報を安全かつ正確に蓄積・共有できる仕組みの構築 
  （１）一人に１台のパソコンの整備 
  （２）校内ネットワーク（校内 LAN）の構築と庁内 LANの拡張 
  （３）認証システムの導入によるデータへのアクセス権管理 
  （４）学校セキュリティポリシーの策定 
 
  ２．子どもに有益な情報を積極的に与えることができる仕組みの構築 
  （１）庁内 LAN拡張に伴うグループウェア・文書管理システムの活用 
  （２）学校業務システム導入による学校業務の効率化 
 
  ３．学校と地域の連携を促進する仕組みの構築 
  （１）CMSの導入による積極的な情報発信 
  （２）学校と地域の人や団体が連携するためのデータバンクの設立 
  （３）防災、安全情報共有の促進 
 
 ②提案実現のポイント 
  ・教育委員会、市長部局、学校を横断的にまとめる組織の設立 
  ・長期的な情報化推進計画の立案 
  ・教育委員会内における情報部門の設立 
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はじめに 

 
学校園（以下まとめて「学校」とする。）は、次代を担う子どもの教育の場で

あると同時に、生涯学習の場、防災の拠点としての役割を有している、地域に

根差した最も市民に馴染みの深い公共施設の一つである。そして、地方自治体

には、「子どものために充実した教育環境を整える」という重要な責務がある。 
しかしながら現在、その責務を果たす上で、新聞紙上等を賑わせているよう

なニュース、例えば「子どもの個人情報の漏洩」、「学力低下」、「学校教職員の

業務過多」、「学校と保護者・地域の人や団体との連携不足」、「学校裏サイトに

よるネットいじめ」等、全国的に起こっている様々な問題を本市でも抱えてお

り、これらの問題は本市の喫緊に取り組むべき重要な課題である。 
そこで、我々は本市の学校で起きている具体的な問題を浮き彫りにするため

に市立小学校、中学校、そして幼稚園それぞれ２校ずつ合計６校にヒアリング

を行った。 
ヒアリングによって、学校現場では次に列挙するような具体的な問題を、教

職員の方々が特に強く訴えられていたものであることがわかった。 
・業務の多くは情報化されパソコン等で行っているが、セキュリティが不安で

ある 
・業務が忙しいのにパソコンの台数があまりにも少なく、どうしても持ち帰っ

て業務を行ったり、私物のパソコンを持ち込んで業務を行わざるを得ない 
・もっと授業の準備や保護者への連絡などに時間をかけたいが、その他の業務

で忙しくて多くの時間を割けない 
ヒアリングの結果を受けて本市が特に喫緊に解決しなければならない課題を

次の２点にまとめることができると考えた。一つ目は、「個人情報の漏洩」の課

題である。本市においても２年前に市立斎場の火葬者等の情報が漏洩したこと

は、記憶に新しい。学校では非常に繊細で重要な個人情報を扱っているので、

もし学校から「個人情報の漏洩」が起きれば学校だけでなく市教育委員会の責

任が問われることとなる。また、漏洩件数によってはそれに伴う莫大な損害賠

償が必要になる等、非常に大きな問題となることが予想される。 
二つ目の課題は「学校教職員の業務過多」である。教職員が子どもと接する

ことや授業準備に時間が割けず、業務処理に忙殺されていることが原因の一つ

と考えられ、「学力低下」に繋がる重要な課題と考えられる。また、「学校教職

員の業務過多」は保護者・地域への情報発信の機会を減少させることに繋がり、

「学校と保護者・地域の人や団体との連携不足」といった負の連鎖の根幹にな

る重要な課題であると考えられる。 
これらの課題を解決し、教育環境を改善する手段は様々なものが考えられる

が、我々はコンピュータ機器、ネットワークといった情報機器・情報通信技術、

いわゆる ICT（Information and Communication Technology）を活用すること
が最も有効ではないかと考えた。ICT を活用することによって、個人情報の漏
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洩を防ぎ、教職員の業務軽減を行うことができる。つまり、現在の教育環境を

改善し、充実したものとするという市の重要な責務を果たすことができるので

はないかと考えた。 
そこで、我々は、学校の情報環境、セキュリティ環境、業務の情報化の現状

と業務内容を、学校教職員へのより詳細なアンケートを通じて把握・分析した。

また ICTを活用して具体的な成果をあげている先進自治体の事例を学び、上記
の課題を解決する ICTを活用した学校の教育環境の改善方法を提案する。 
 

第１章 学校の情報環境の現状 

 
 情報環境の現状把握のため、まず情報セキュリティや業務についてのヒアリ
ングを前述の通り市立学校６校に対して行った。そのヒアリング結果をベース

に、全市立学校（５８校）の情報担当者を対象として、情報セキュリティ環境

と業務の現状をアンケートした。同時に、全市立学校の教職員からランダムに

選び３０１人に調査アンケートを行った。（文中で示すアンケートは原則教職員

対象の調査アンケートを使用した。割合は全教職員中のものではなく、有効回

答数によるものである。） 
 
１．学校の情報セキュリティの現状 
 
（１）書類・電子媒体の保管・管理状況 
書類の管理は、８１％の教職員が個人

情報を含む書類を施錠管理している。 
 これに対して、電子媒体（記録メディ
ア）の管理は、教職員の４９％が個人情

報を含む電子媒体を施錠管理または暗号

化して管理しており、書類の管理状況に

比べて電子媒体の管理状況は十分ではな

いことがわかった。（図１） 
また、学校にあるパソコンの管理は、

パソコンを使用する教職員の３７％がパ

ソコン起動時に ID・パスワードを設定し
ていないと回答しており、パソコン内に

保存された個人情報等のデータを教職員

以外の第三者に容易に閲覧される危険性

があると考えられる。（図２） 
 個人情報を含む書類の廃棄は、１件を
除きほぼ１００％の教職員がシュレッダ

ー等で復元不可能な状態にして廃棄して

図１ 電子データの管理状況 

図２ ID・パスワードの管理 
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いる、との回答だった。これに対して、個人情報を含む電子媒体の廃棄は、約

半数の教職員が物理的破壊・データ削除ソフトを使用して廃棄していると回答

するにとどまり、半数以上が通常のデータ削除やフォーマット（初期化）をし

て廃棄していた。近年、通常の削除をしてもデータを復元するソフトウェアが

一般的に普及していることを考えると、電子媒体の廃棄の対策は十分なされて

いるとはいえず、危険性は高いと考えられる。 
以上の結果から、書類の管理は学校内でルールが定められ、教職員も遵守し

ていることがわかったが、電子媒体の管理は、各学校内で独自の規則が定めら

れていても、教職員には徹底されていないことがわかった。 
 
（２）学校での私物パソコンの使用状況 
 
 次に、アンケートで、「私物パソ
コンの業務での使用状況」の調査

を行ったところ、７２％の教職員

が業務に私物パソコンを使用して

おり（図３）、使用している教職員

のうち４２％が、学校に持ち込み

使用していることがわかった。ま

た実際に、３０％がコンピュータ

ウィルスに感染した経験をもって

いることがわかった。 
NPO 法人日本ネットワークセキ

ュリティ協会の『2006 年情報セキュリティインシデントに関する調査報告書
Ver.2』（2007年 10月 10日）によると、情報漏洩の原因の１２．２％がコンピ
ュータウィルスであるとの報告がされている。 
 私物パソコンを学校に持ち込み業務に利用することは、教職員の３０％がコ
ンピュータウィルスに感染した経験をもっていることを考慮すれば、おのずと

学校のパソコンにもウィルスが感染する危険が高くなると同時に、個人情報が

漏洩する危険性が生じてしまう原

因につながっていくことが推測さ

れる。 
「それではなぜ、私物パソコン

を持ち込むのか」という質問に教

職員の５９％が、使用する理由を

「職場のパソコンが足りないか

ら」と答えている。（図４） 
 また、前項で、電子媒体の管理
は学校で一定程度ルールが定めら

れているにも関わらず、パソコン

図３ 私物パソコンの業務利用 

図４ 私物パソコンを利用する理由 



 59

に ID・パスワードを設定していない、適切なデータの廃棄をしていないなどの
電子媒体の管理が徹底されていない傾向にあることを指摘できる。持ち込まれ

た私物パソコンでは、ID・パスワードの設定や、データの廃棄は困難であり、
そのような状況を生む一つの要因になっていると考えられる。 
 
（３）書類・電子媒体の持ち帰り状況 
学校から自宅への書類・電子媒体の持ち帰り状況であるが、約７１％の教職

員が書類の持ち帰りをしたことがあると回答し（図５）、約６４％の教職員が電

子媒体の持ち帰りをしたことがあると回答した。（図６） 

  
また、書類を持ち帰ったことのある教職員のうちの７８％、電子媒体を持ち

帰ったことのある６１％の教職員が個人情報を含む書類・電子媒体を持ち帰っ

たことがある、と回答した。 
 前述の『2006年情報セキュリティインシデントに関する調査報告書 Ver.2』
によると、情報漏洩の発生原因の４８％が紛失・置忘れ・盗難である。（図７）

また、情報漏洩は約５０％が紙媒体と電子媒体からの漏洩であるとのことであ

るので、学校の書類・電子媒体の持ち帰り状況を鑑みると情報が漏洩する危険

性が非常に高くなると考えられる。 
 さらに、同報告書によれば１件の漏洩事故、事件での個人情報の漏洩人数は
電子媒体からが最も多く、書類での漏洩と比較すると被害が非常に大きくなっ

ており、電子媒体の取り扱いには特に注意しなければならないことが伺える。

（図８：フロッピーディスク等可搬記録媒体には USBフラッシュメモリなどが
含まれている。） 

図５ 自宅への書類の持ち帰り状況 

 
図６ 自宅への電子データの 

持ち帰り状況 
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 「それではなぜ、自宅に電子データを持ち帰るのか」という質問に対する教
職員の回答は、書類を持ち帰ったことのある教職員の９２％が「業務時間に仕

事が終わらないから」というものである。（図９） 
 以上の調査結果と日本ネットワー
クセキュリティ協会の報告書から、

学校の情報セキュリティ上の目標が、

「電子媒体の学校内での保管・廃棄

ルールを徹底すること」、「コンピュ

ータウィルスへの感染防止、書類・

電子媒体の持ち帰りを禁止するこ

と」であることがわかった。 
 しかしながら、同時に管理ルール
の徹底や書類・データの持ち帰りを

禁止することの妨げとして「業務時

間中に仕事が終わらない」という点

と「学校にパソコンが少ない」とい

う点があり、業務を行う上で、パソ

コン等の OA機器が必須であることも調査から浮かび上がった。 
 
２．学校の情報化の現状と業務の実態 
 
（１）学校の情報化の現状 
 現状の学校での業務用パソコン配置状況調べでは、平均すると、1校あたり、
３～４台配置しており、教職員一人当りのパソコン台数は、５～６人に 1台と
いう非常に少ない状況であった。 
 図３で、学校で教職員が業務を行う上でパソコンが必須であり、図５・６・

図７ 漏洩原因比率【件数】 

（出典：NPO法人日本ネットワークセキュリティ協会 

『2006年情報セキュリティインシデントに関する調査報告書 Ver.2』） 

図８ 漏洩経路（媒体）比率【人数】 

図９ 自宅に電子データを持ち帰る理由 
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９で業務の持ち帰りが多く発生しているとの傾向が見られたが、パソコンの配

置の現状がその傾向の裏づけとなっていると考えられる。 
 また、３７％の学校が一部のパソコンを有線で結ぶネットワークを学校独自
で構築していたが、その方法や状況はそれぞれ学校によって異なっていた。 
学校からのヒアリングによれば、職員室での業務に使用しているデータを一

元管理している学校は、ネットワークを構築している学校の中でも殆どなく、

それぞれのパソコンに業務で使用する電子データが保管されていることが殆ど

であった。 
 また、調査結果では９５％の学校がネットワーク構築の殆どを担当者一人に
まかせていることが判明したが、ヒアリングではその担当者が異動でいなくな

ればネットワークの構成が分からなくなり、管理に支障をきたすという回答が

あった。 
 参考までに、本市では情報政策課が一元的にパソコンの整備・管理を行い、
現在市職員１～２人に１台のパソコンがある状況である。また業務で使用する

電子データは、基本的に情報政策課が管理するサーバーで一元管理され、IDと
パスワードで認証をしている。学校の状況を市役所にあてはめるならば、２０

人の課に３～４台のパソコンがあり、パソコンの購入からネットワーク構築、

セキュリティ対策、情報の一元管理を課独自で行い、それぞれが担当業務を行

わなければならない状態となる。このような状況に学校はある。 
 次の項では、アンケートで明らかになった学校の業務の情報化の状況と、実
際の業務内容の検証結果を報告する。 
 
（２）学校の校務の情報化状況と業務内容の実態 
 アンケート結果によれば、教職
員が担当業務内容を紙ベースでは

なく電子データで処理しているケ

ースが多く、学校業務の５３％は

情報化されている、との結果が出

ている。（図１０）しかしながら、

これは学校業務全体のフローが電

子化されているという意味ではな

い。先に述べた学校の情報化の現

状では、個人レベルで各担当業務

にかかる帳票等を電子データで作

成している程度であると思われる。 
 なお、学校からのヒアリングに
よれば、中学校の成績処理は、殆どの学校で、同じ成績処理システムを使用し

ているとのことであったので、ごく一部の業務は学校業務全体として情報化が

行われていると思われる。 
次に、学校における業務の負担感や、情報化による作業時間や業務の質の改

図１０ 学校業務における情報化の状況 
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善に対する期待度のアンケート結果である。 
 業務の負担感は、業務の中で「教育委員会等の外部や学校内部での各種報告
書の作成」、「指導要録Ⅰ・Ⅱの作成」、「学級費等の徴収業務」、「教育委員会等

への文書収受・発送」、「会計報告業務」が、業務の中でも負担感が高い業務と

して職員に認識されており、業務を圧縮したいと考えていることがわかった。

（図１１） 
 逆に、時間をかけたいと考えている業務は、「教材・テストの作成」、「月・週
指導案の作成」、「進路指導資料の作成」、「相談・指導記録の作成・管理」の順

であった。（図１２） 

 
図１１ 圧縮したい業務順 

 

 
図１２ 時間をかけたい業務順 

 

 



 63

 しかしながら、実際の年間作業時間を調査したところでは、「進路指導資料の
作成」、「学級費等の徴収業務」、「各種報告書の作成」、「通知表の作成」、「テス

ト結果集計表の作成」といった順で業務時間が長く、逆に、時間をかけたいと

思っている「教材・テストの作成」、「月・週指導案の作成」、「相談・指導記録

の作成」は全体の中でそれほど時間がかけられていないことがわかった。（表１） 
 
表 1 業務別年間作業時間トップ 10 

順位 業務名 
年間作業時間 
（単位：時間） 

1 進路指導資料作成・管理（中学校のみ） 317.1 
2 学級費等の徴収業務 181.5 
3 指導要録Ⅰ・Ⅱの作成 172.4 
4 通知表の作成 88.6 
5 テスト結果集計表の作成 61.0 
6 会計報告書の作成・管理 43.3 
7 各種備品の管理 35.4 
8 健康診断票の作成・管理 32.3 
9 特別教室・備品の使用スケジュール管理 30.8 
10 月末統計の作成 30.5 

 
 これらの結果から、教職員の大多数は、子どもに直接関わらない内部での事
務処理は極力簡素化し、子どもに直接関わる業務は積極的に時間をかけたいと

考えているが、実際は内部の事務処理に多くの時間が割かれていることがわか

った。また、情報化による業務改善の期待度は、「名簿の作成」、「授業時間管理」、

「テスト結果集計」、「徴収金の管理」の順で高いが、全体的に情報化によって

作業時間や業務の質が改善される期待度は非常に高く、「手書きの業務の削減が

期待できる」という回答が全体の７５％、「資料を再利用し業務を軽減でき便利

である」が全体の９２％であった。また、パソコンが現状でも５３％の業務で

使用されていた。以上から、パソコンの導入による省力化がさらに必要とされ

ていることがわかる。 
 
（３）保護者・地域の人や団体への情報発信の現状 
 学級便りのような紙媒体を用いた情報発信は、大半が「十分に行っている」
と回答した。「行っている」とあわせると８５％であり、日常的に行われている

と推測される。（図１３）ヒアリングの結果では、学級便りは自宅のパソコンを

用いて頻繁に作成・発信しており、毎日作成している教職員もいる。その他に

は、保護者に来校してもらい、ビデオ・スライド上映を行っている学校、携帯

メールを用いて緊急情報や修学旅行中の生徒情報を一斉発信している学校もあ

る。幼稚園の場合はインターネットが繋がっていないので、保護者・地域への

情報発信以前に業務に必要なメールの収受発信も不可能な状態である。 
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ホームページを用いた情報発信は、ほぼ全ての小中学校がホームページを作

成している。なお、やはり幼稚園はインターネット回線がないため、ホームペ

ージが存在しない。 
 そして、情報発信の頻度は、「あまり行っていない」「行っていない」との回
答が半分以上を占め、ホームページを作成している学校の半数以上が情報更新

を積極的には行っていないことが判明した。（図１４） 
ヒアリングの結果でも、ホームページは開設しているだけの状態で、更新頻

度を上げることの重要性は認識しているが、現実はあまりできていないという

回答が多い。ホームページの管理は担当者が一人で通常業務の合間に作成・更

新作業を行っているケースが殆どであり、何を掲載するか情報・意見収集を行

い、掲載内容を決定し、データを作成するのは非常に負担が大きい。そしてホ

ームページを作成できる端末は学校に１～２台しか存在しないので、作業の機

会が確保しづらいということも合わせると、更新頻度をなかなかあげることは

できないとのことである。なお、不特定多数に向けて情報発信を行うと、情報

を悪用されるリスクも発生するので、何をどこまで載せて良いか、判断が難し

い部分という意見もあった。 
ホームページによる情報発信が十分に行い得るかは、その学校に特にパソコ

ンに詳しい教職員がいるかどうか、そして全体的にパソコンを活用できている

かどうかが影響を与えているようである。 
情報発信作業は一部の詳しい教職員に依存する部分が多く、大きな負担がか

かっているとの声が多かったので、より多くの教職員がパソコンを活用するこ

とによって負担を分散させる必要がある。ただ、教職員も人によって得手、不

得手や ICTに関する知識の差等があるので、今すぐ全員が十分にパソコンを使
いこなし情報発信を行う、というのも現実的には困難である。よって、十分な

事前、事後のサポート体制構築が必要と考えられる。市議会からも「学校から

地域への情報発信をもっと積極的に」という声があったが、アンケートやヒア

リングのとおり、学校は情報発信が十分に行える環境ではない。 
 

図１３ 紙媒体で学校の活動や 

行事の保護者への周知状況 

図１４ ホームページで学校の活動や 

行事の保護者への周知状況 
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第２章 先進自治体における取り組み 

 
 第１章での考察を受けて、我々は学校における「セキュリティ対策」、「事務
の効率化と指導環境の充実」、「地域・保護者への情報発信」を重要なポイント

としてとらえた。そして、すでに ICTによってそれらの課題解決に取り組んで
いる先進自治体である千葉県浦安市、福井県越前市への視察を行った。（表２） 
 
表２ 各市の概要 

 浦安市 越前市 岸和田市 
人口 160千人 87千人 200千人 

予算規模 
（H20当初） 

583 億 5,000 万円 545 億 6,410万円 643億 9,550万円 

市の概要 

千葉県の北西部に

位置する。老齢者

人口比率が全国で

最も低い。 

福井県嶺北地方の

中南部に位置す

る。平成 17 年 10
月 1 日、武生市と
今立郡今立町が合

併して誕生した。 

大阪府泉南地域に

位置する。平成 14
年 4 月 1 日より特
例市。 

小学校／生徒数 17校／10,682人 17校／5,043人 24校／13,150人 
中学校／生徒数 8校／3,424人 8校／2,701人 11校／5,974人 
 
１．情報セキュリティ対策と学校間ネットワークの構築 
 浦安市、越前市ともに、子どもの大切な情報を守るため、全市をあげて以下
（１）、（２）、（３）、（４）で述べる取り組みを行っている。注目すべきは、リ

スクのある事柄を一方的に禁止するのではなく、安全な機器や環境を提供する

ことで、業務に支障のない運用を行っていることである。 
 
（１）パソコン整備は紙や鉛筆と同じく必要不可欠なもの 
 教職員用パソコンの整備を行い、セキュリティ上のリスクが高い私物パソコ
ンの業務利用を禁止している。 
 特に越前市では、「パソコンは仕事をする上で必要不可欠なもの。いわば紙や
鉛筆と同じ」であるとして、教職員一人に１台のパソコンが整備されている。

また、教職員がこれまで利用していた古い私物パソコンの廃棄とデータ消去を

自ら行い、子どもの大切な情報を守るという意識を高めている。 
 
（２）安心安全な情報管理 
 市役所と学校、図書館、公民館などの教育施設をつなぐ専用ネットワークを
整備し、安全な情報のやり取りを可能にしている。（図１５）利用できる情報は、

IDカードやパスワードによる個人認証で制限され、権限の無い者が情報を見た
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り持ち出したりすることはできない。 
 また、専用ネットワークの整備によって、情報を一元管理することが可能と
なり（図１６）、情報の暗号化やコンピュータウィルス対策なども組織的に行わ

れ、セキュリティ対策強化のための仕組みを実現している。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図１５ 学校ネットワークのイメージ 

（出典：越前市教育委員会視察時提供資料） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図１６ 情報機器の一元管理状況 

（出典：越前市教育委員会視察時提供資料） 

 

 

Ｂｅｆｏｒｅ

Ａｆｔｅｒ

暑い・汚い　
臭い環境

空調・クリーン・セキュリ
ティの高い環境へ
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（３）安心安全な体制・ルール作り 
 学校の情報管理は、学校ごとで個別に管理を行うのではなく、教育センター
を中心に統一された管理体制が組まれている。 
 また、情報環境を利用するルールであるセキュリティポリシーは、自宅に持
ち帰っての仕事が発生する等の学校業務の特質に合わせ、市役所とは別に策定

している。 
越前市では、最低限守るべき事項を１枚の紙にまとめるなど、分かりやすさ

を第一にするといった工夫を行っている。 
  
（４）緊急時の自宅等での情報操作 
 個人情報の外部への持ち出しを原則禁止としているが、教職員の業務では、
自宅に持ち帰っての仕事がどうしても発生する。その解決策として浦安市では、

自宅パソコンからでも安全に学校ネットワークに接続し、業務情報を利用でき

る「メタフレーム（ サーバーにインストールされているソフトをクライアント
で操作できるようにするツール）」という技術を採用している。 
 一方、越前市では、保存した情報を自動的に暗号化する USBメモリーを使用
することで、万が一の紛失や盗難に備えている。 
 
２．事務の軽減と指導環境の充実 
 両市ともに、業務の効率化を図ることで「子どもと向き合う時間を増やす」
ことを教育環境改善のテーマとしている。浦安市は「こどもの成長記録提供シ

ステム」を構築している。一方、越前市は「えちぜん＠かおかおネット」をポ

ータルサイト（越前市ネットワーク上で情報収集する際、最初にアクセスする

入り口として機能するように、さまざまなページへのリンク集や検索機能など

が用意されたサイト）を作り、そのポータルサイトから各業務システムにアク

セスする仕組みを構築している。 
 
（１）情報の電子化 
 子どもの情報を電子化することで、
出席簿、成績表、健康カードといった

帳票の管理・印刷がシステムで行える

ようになった。これにより、負荷の大

きかった転記作業が削減できた。（図１

７） 
 また、情報を電子化することで、こ
れまで大量の紙文書から探していたも

のが、システムから迅速に検索できる

ようになり、検索作業の軽減にもつな

がっている。（図１８） 
 

図１７ 電子出席簿サンプル 
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図１８ 資料検索の改善状況 

 
（２）情報の共有 
 学校間ネットワークの構築により、電子メールや掲示板を利用した教職員間
の情報共有が可能になった。特に、これまで月に１回の研究会などでしか機会

がなかった他校との情報交流がいつでも可能になった。 
 また、各教職員が作成した資料や教材、ノウハウといった情報を業務システ
ムに登録しており、これらを有効利用

することで、授業準備に費やす時間の

削減に努めている。 
 さらに浦安市では、インターネット
上で購入できる教材（オンデマンド教

材）を利用している。１年区切りで利

用料を支払う仕組みなので、最新の教

材を安価に利用することができ、柔軟

に使用教材を選択できる。現在は、１，

０００種類以上の教材を各校が必要に

応じて利用している。（図１９） 
 
（３）指導環境の充実 
 学校内においては、各教室等をネットワークで接続するとともに、パソコン
とプロジェクタが整備されている。これによって、ビデオ動画やインターネッ

トを利用した授業が可能になり、子どもの理解力向上に役立っている。 
 また、学校間や姉妹校とのテレビ会議に利用し、コミュニケーション能力の
育成にも活用されている。（図２０） 
 特に浦安市では、教室にパソコンを常設しており、子どもは調べ物に利用し
たり、自主学習を行ったりすることができる。（図２１）また、コンピュータ学

習支援のためインストラクターを派遣するなど、情報教育を推進する取り組み

を行っている。 

Ｂｅｆｏｒｅ

Ａｆｔｅｒ

電子化して集約し教員が必要な時にすぐに検索

図１９ オンデマンド教材の検索 
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（４）全ての教職員が活用できるようにするための取り組み 
情報機器の円滑な運用をサポートするため、相談窓口となるヘルプデスクを

教育センターに設置し、質問受付や障害対応などをワンストップ化している。 
これにより、迅速な対応が可能になると共に、そういった作業に費やされる教

職員の負担を削減している。 
特に越前市では、誰でも簡単に扱えるよう、機器ごとに障害時の連絡先や接

続順のシールを貼るといった取り組みを行っている。（図２２、２３） 

 
 

３．保護者・地域の人や団体への積極的な情報発信 
 学校教育を盛り立てていくには、保護者・地域の人や団体の協力が不可欠で
ある。そのためには、学校でどのようなことが行われているのかが十分に公開

され、学校が地域の人や団体に開かれた存在となる必要がある。 
浦安市、越前市それぞれの特色ある情報発信の取り組みを紹介する。 

 
（１）「こどもの成長記録システム」を利用した情報発信 
 浦安市では、市民会議からの「学校からの情報発信の充実」「学校による情報
格差の解消」という提言を受け、「こどもの成長記録システム」による情報管理

を進めた。 

図２０ プロジェクタを使った授業の様子 図２１ 地域学習ソフト 

「浦安郷土学習 BOX」 

図２２ 機器ごとに貼られた連絡先 図２３ 接続順指定シール 
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 これにより、子どもの情報がデータベースとして蓄積され、テストの成績や
身体測定の結果などが、保護者が知りたい様々な切り口で提供できるようにな

った。また、その情報は一元管理・共有されているので、学校によって情報提

供の格差が出るということもない。 
 様々な情報提供を受けることができることは、保護者にとって有益なものと
なるだけでなく、子どもにとってもグラフなどで分かりやすい情報が提供され

るので、今後の生活・勉強の励みとなるといった効果が得られている。 
 
（２）CMSを活用した保護者・地域の人や団体への情報発信 
 越前市では、全学校でホームページが開設されているが、本市の現状と同様、
担当者一人に負担がかかり、更新頻度が低く、保護者の知りたい情報があまり

載っていないことが問題となっていた。 
 そこで、Web コンテンツ
を構成するテキストや画像、

レイアウト情報などを一元

的に保存・管理し、サイト

を構築したり編集したりす

るソフトウェア、いわゆる

CMS（Contents Management 
System）を導入し、全教職
員が積極的に情報発信でき

るようにしたところ、更新

回数は増加し、三日に一度

程度だった更新頻度もほぼ

毎日に改善された。（図２

４）また、提供される情報

も整理分類され、内容も大幅に増えて充実したものとなった。（図２５） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Before After

図２４ ホームページ更新の改善状況 

（出典：越前市教育委員会視察時提供資料） 

図２５ ホームページ情報の改善状況 

（出典：越前市教育委員会視察時提供資料） 
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第３章 本研究における考察 

先進市は、情報化という手段を用い、第 1章で我々が課題と考えた、学校に
おける「セキュリティ対策」、「業務の効率化と指導環境の充実」、「保護者・地

域の人や団体への情報発信」を解決していることがわかった。 
また、先進市は個々の業務改善や機能向上を図る部分最適化ではなく、自治

体としてどうあるべきかといった長期的なビジョンに基づく構想を持ち、全体

最適化の中で個々の課題解決に取り組んでいた。 
我々は、第 1章で上記の課題を個別に分析したが、解決方法は個別に導き出

すのではなく、それぞれの課題に関連性を見出し複合的に対応する方法が良い

と考える。まずはその関連性を考察した上で、本市が掲げるべきビジョン・解

決方法を提案したい。 
次の図２６は、セキュリティ面での課題を起点として、第１章でわかった個

別の課題で関連性のあるものを線で結んだ図である。セキュリティを起点とし

た理由は、子どもの学力や心身の発達状況等の個人情報は厳重に守られるべき

情報であるが、本市の学校の現状では、その情報が漏洩する危険性が非常に高

く、喫緊に解決しなければならない最重要課題だと考えたからである。 

教職員の51％が個人情報を含む
電子媒体を施錠・暗号化して管理
していない（電子媒体で保管して
いる体制）

学校の業務の53％
にOA機器を利用し
ている

教職員の63％が学校のパソコンに
ID・パスワードを設定していないと
回答

教職員の72%が業務に私物パソコ
ンを利用している

全体の64%の教職員が電子媒体を
自宅に持ち帰ったことがある

電子媒体の持ち帰り経験のある教
職員の61%が個人情報を含む書
類・電子媒体を持ち帰ったことがあ
る

私物パソコンを利用する理
由の59%が「パソコンが少な
いから」

【課題の発生原因④】
業務を持ち帰る理由の
92%が「仕事が終わらな
いから」

【課題の発生原因①】
1校あたりの職員室のパ
ソコン台数は3～4台程
度（学校独自に整備）

負担感の高く年間作業時間の
長い業務（抜粋）

指導要録Ⅰ・Ⅱの作成

学級費等の徴収業務

市教委等への文書収受発

会計報告の作成・管理

【課題の発生原因②】
職員室内ネットワークを
構築し、データを一元管
理していない

各種備品の管理

健康診断票の作成・管理

時間をかけたい業務（抜粋）

テスト・教材の作成

月・週指導案の作成

相談・指導記録の作成・管理

学年・学級便りの作成

保護者・PTA対応・記録の作
成
テスト結果集計表の作成

学級便りによる情報周知は
「充分に行っている」「行ってい
る」との回答は85%であった
が、ホームページの更新は全
学校の半数が「あまり行ってい
ない」「行っていない」と回答

【課題の発生原因③】
学校に情報管理に関す
る明確なルールがない

解決しなければならない課題① 解決しなければならない課題② 解決しなければならない課題③

 
図２６ 課題の関連図 



 72

解決しなければならない課題①は電子媒体の持ち帰り理由の９２％が「仕事

が終わらないから」（課題の発生要因④）ということから、まず第一に業務をス

リム化を検討する必要がある。ただ、本研究では業務の要不要の判断はできな

いため、持ち帰りをなくすために業務を効率化することを考えたい。業務の効

率化のためには調査によって判明した教職員にとって負担感が高く、作業時間

が長い業務を効率化することが有効である。 
また、次の図２７のように、学校で取り扱う各帳票の情報は相互参照や転記

が多い。しかし、現状では職員室のネットワークが構築されておらず、データ

は一元管理されていない。（課題の発生原因②）このため、教職員個人がそれぞ

れ別々に情報を作成・管理しており、結果として情報が分散化し、転記や相互

参照が難しい状況が発生している。つまり、データを一元管理する仕組みを構

築することが業務の効率化、さらに電子媒体の持ち帰りを無くすことにも繋が

ると考えられる。 

氏名

家庭情報 進学先

(学籍の部 )
学籍情報

氏名 氏名 成績情報

出欠 進学先
情報

出席
情報 成績情報

　健康状況 出欠情報

学級編成
名簿

学級名簿
児童生徒
名簿

健康観察簿 出席簿

保健日誌

（前年度 ）
児童生徒
名簿

家庭環境
調査票

児童生徒
進学情報

指導要録
補助簿

（前年度 ）
児童生徒
名簿

通知表

卒業生台帳

指導要録の抄本

指導要録

 

図２７ 名簿管理に関係する帳票の流れ 

（出典：教育アプリケーション基本提案書 2007年 3月第 1.0版） 
 
解決しなければならない課題②の私物パソコンの業務利用は、学校の業務の

５３％に OA機器を使用しているにもかかわらず、1校あたりに職員室にパソコ
ンが３～４台しかないという状況が主な発生原因（課題の発生原因②）である。 
また、解決しなければならない課題①の電子媒体の持ち帰りは、言い換えれ

ば、自宅で業務を行うということなので、私物パソコンを業務に利用している

と考えられる。このため、課題②は、課題①にも関連していると思われる。 
さらにホームページの更新頻度が低いことも、ホームページを更新できるパ
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ソコンが１～２台しかないことが原因の一つになっていると思われる。 
この課題②を解決するためには、学校の業務に必要十分な数のパソコンを整

備することが有効であると考える。また、必要十分なパソコンの整備は、課題

①の解決だけでなく、ホームページの更新頻度の向上にも繋がると思われる。 
解決しなければならない課題③は、図２６のとおり、明確なルールが決めら

れていないことが主な要因であると思われる（原因③）。電子媒体の管理の不備

の解決は、そもそも電子媒体を必要としない仕組みを作ることが有効であり、

ネットワークの構築による情報の一元管理がその対策となると考える。 
このように、セキュリティ面での課題は、業務の効率化や、保護者・地域の

人や団体への情報発信とも関連している。このため、個々の業務改善や機能向

上を図る部分最適化ではなく、自治体として学校がどうあるべきかといった長

期的なビジョンに基づく構想を持ち、個々の課題解決に取り組む必要がある。 
我々は、そのビジョン、つまり学校のあるべき姿を「自治体・学校・市民が

連携して一人ひとりの子どもをしっかりと見つめることができるような学校」

と考えた。 
そして、その実現のためには、「子どもの情報を安全かつ正確に蓄積・共有で

きる仕組み」「子どもに有益な情報を積極的に与えることができる仕組み」「学

校と地域の連携が促進される仕組み」を複合的に構築することが本市が抱える

課題解決に繋がると考えた。 
次章では我々が考える長期的なビジョンに沿い、上記仕組みの具体的な構築

方法と問題解決方法を述べる。 
 

第４章 本研究における提案 

 
１．子どもの情報を安全かつ正確に蓄積・共有できる仕組みの構築 
（１）一人に１台のパソコンの整備 
教職員一人に１台のパソコンを整備することは、私物パソコンの業務利用を

原則禁止とするルールを徹底することを可能とする。 
費用は、情報政策課の庁内パソコン導入実績金額が１台あたり年間約２万４,

０００円であることと、教職員数が約１,２００人であることから、機器の保守
を含む年間の賃借料が約２,８８０万円必要となる。 
 
（２）校内ネットワーク（校内 LAN）の構築と庁内 LANの拡張 
校内 LANと学校、市役所を結ぶネットワークを構築することで、教職員一人

ひとりが、学校内各室の情報コンセントと整備されたパソコンを接続し、市役

所のサーバー内に置かれたデータにアクセスしたり、データを蓄積することが

可能となる。この結果、情報を一箇所でまとめて管理できる体制が実現し、パ

ソコンからパソコンに電子媒体を使用してデータを移動させることがなくなる

ため、電子媒体からの情報漏洩のリスクが軽減される。 
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また、一つの場所でデータを管理することにより、教職員間での情報共有を

促進することができる。例えば、一人の子どもの個人情報を複数の教職員の視

点で容易に確認することができ、また継続して正確な個人情報データを蓄積・

保管することが可能となる。 
庁内 LANの拡張費用は、情報政策課の平成１８年度と平成１９年度の実績か

ら、初年度導入経費が約４,０００万円必要である。ただし、３,０００万円を
超える場合、回線使用料を除く架設・設計費は総務省の平成２０年度地域イン

トラネット基盤施設整備事業による国庫補助があるため、実質負担額は約３,
０００万円となる。また、校内 LANの整備も、１校平均３５０万円（学校管理
課試算による）とすると、幼稚園を除く小中学校３５校で、約１億２,２５０万
円となる。ただし、上記事業内で補助を受けることができるため、実質は約８,
２００万円必要である。このため、実質初期導入経費は約１億１,２００万円必
要となる。なお、経常経費として、学校間ネットワークの回線使用料、拠点ス

イッチの保守は、年間約２,１００万円必要となる。 
 
（３）認証システムの導入によるデータへのアクセス権管理 
データの一元管理を行う上で、不特定多数の人がサーバーや特定のデータに

アクセスできないよう、データアクセスを行う際に、許可された人だけがデー

タを閲覧することができるアクセス権を管理する認証システムを導入する。 
具体的には、IC カードもしくは USB メモリタイプのキーをパソコンに挿し、

IDとパスワードを入力することで、そのキーに与えられた権限の範囲のデータ
の閲覧・編集が可能となる仕組みである。これにより、校長、教頭、教諭、事

務職員等それぞれに閲覧可能な情報範囲を設定することが可能となる。また、

カードを持たない者や、IDパスワードを知らない者は、サーバーにアクセスで
きない仕組みが完成する。 
費用は、平成２１年度に学校管理課予算範囲内で上記と同様の仕組みを職員

室内に構築する予定である（アクセス先は各学校のサーバーとなる。）ため、新

たに費用は発生しない。ただし一人１台のパソコンが整備されれば、カード費

用やライセンス料は追加で発生する。 
 
（４）学校セキュリティポリシーの策定 
 上記の提案（１）、（２）、（３）の仕組みを構築すると同時に、電子データを
含む情報の取り扱いを決定する基本方針、学校にある情報を守るための対策基

準、一人ひとりの教職員がセキュリティ対策を実行するための実施手順を定め

た学校セキュリティポリシーを策定する。学校セキュリティポリシーは、本市

セキュリティポリシーに準ずる形で学校の現状を踏まえつつバランス感覚に優

れた独自のセキュリティポリシーを定める必要がある。 
そして、行政・教育委員会が行う研修、学校長による周知徹底を行い、定め

られた学校セキュリティポリシーを一人ひとりの教職員が理解し、遵守できる

体制を整える。 
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学校には、上記の提案（１）、（２）、（３）、（４）といった、情報セキュリテ

ィを確保し、個人情報漏洩リスクを失くす仕組みが必要である。 
ただし、初期導入経費として約１億４，０００万円、経常経費として年間約

５,０００万円かかることになり、情報セキュリティの確保、情報の一元管理の
ためだけの経費としては非常に高額である。 
しかしながら、情報漏洩事故が発生することによって教育現場及び本市に対

する信頼を失うことや、訴訟等による損害賠償額の大きさ（判例上は一人あた

り１万５,０００円～３万５,０００円の損害賠償額）を考えれば、上記のよう
なインフラ整備への経費は決して高くない。 
 
２．子どもに有益な情報を積極的に与えることができる仕組みの構築  
１．で述べた（１）（２）（３）（４）の仕組みは情報セキュリティ・情報の一

元管理といった部分的な課題解決だけに留まるものではない。我々が考えるビ

ジョンを実現するための以下の仕組みを有効に活用することにより、より費用

対効果を高めることができる。 
 
（１）庁内 LAN拡張に伴うグループウェア・文書管理システムの活用 
現在市役所で導入しているグループウェアにアンケート機能を加え、また文

書管理システムを学校用に改良を加え、学校でその機能を使用できるようにす

る。この結果、例えば電子データで行えるアンケート機能を利用した迅速な調

査回答が可能になり、教育委員会、学校ともに大幅に業務効率が上がり、業務

時間が圧縮される。 
さらに、電子データでのやりとりが可能なため、紙の消費量も大幅に削減で

きる。 
 また、グループウェアのスケジュール管理や備品管理、掲示板といった機能
は、物理的に離れているが基本的には同じ業務を行っている学校において、最

も効果を発揮する。 
例えば、使用頻度は低いが全ての学校に必要な備品を学校間で貸し借りする

ことにより、物品を有効に使うことが可能となり、結果として予算を効率的に

執行することができる。また、各学校それぞれの同じ教科の担当者が定期的に

集まり、会議を行っているが、各担当者が一人１台整備されたパソコンを利用

して、事前にグループウェアの掲示板で活発に情報交換することが可能となり、

集まる機会、時間を短縮することが可能となる。 
 
（２）学校業務システム導入による学校業務の効率化 
学校が管理している保護者情報、給食費等の引き落とし口座、子どもの環境

調査表と、本市が所有する住民記録、税情報、福祉情報とオンラインで連結し

たデータベースを構築する。そのうえで、現在教育委員会と学校が帳票でやり

とりしている、学籍・就学事務、就学援助、学校保健事務、学校徴収金事務を

オンラインで行う業務システムを導入する。 
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この結果、教育委員会と学校間の情報は電子データでやりとりが行われ、教

育委員会業務や学校現場での転記作業が軽減・効率化される。また、教育委員

会・学校での業務時間の削減、通信費、用紙代の削減が実現する。   
学校現場においては、オンラインで連結したデータベースから必要な情報を

抽出することで、転記や二重管理を行う必要がなくなるため、迅速かつ正確に

名簿作成、指導要録の作成等の業務行うことができ、業務負担、時間が軽減さ

れる。 
また、教職員一人に１台整備されたパソコンを活用し、日々教職員が、子ど

もの行動の記録や発達の状態をデータベースに蓄積することで、子どもに関す

る情報をより詳細に把握することが可能となる。また、そのほかの教職員や保

護者が知りたい情報を迅速かつ正確に抽出することが可能となり、現在より多

くの視点から子どもを見つめることが可能となる。 
システム構築費用は、自治体によって設計内容がそれぞれ異なるため、不明

である。参考ではあるが、提案の一部システムを導入している浦安市の「こど

もの成長提供システム」は２５校に導入し年間約８６０万円の費用が発生して

いるとのことである。 
 
（１）、（２）は、業務時間の短縮、業務の効率化、業務の質の改善を行うも

のであり「１．子どもの情報を安全かつ正確に蓄積・共有できる仕組み」の提

案をさらに効果的にするものである。しかしながら、これは間接的に子どもに

影響するが、直接子どもに有益な情報を与えるものではない。以下の項では、

効率化、省力化によってできた時間と１．で提案したインフラを活かした、「子

どもに有益な情報を積極的に与えることができる仕組み」の具体的な内容を述

べる。 
 
（３）学校間ネットワーク・校内 LANを活用した指導環境の改善 
 1 章の図１２からもわかるように、学校の教職員は、子どもに直接関わる業
務に注力したいと考えている。そして、日々、教材研究や教職員間の研修によ

って、子どもの学力向上、学ぶ意欲の向上、道徳心の向上といった課題に取り

組んでいる。 
 この取り組みをさらに支援するためには、学校間ネットワークや教職員一人
に１台整備されたパソコンを活用し、教職員間で教材やノウハウの共有を行う

ことが効果的であると考える。 
 具体的には、現在、個々の教員の授業実践方法のノウハウを一元的、体系的
にサーバーに蓄積すれば、経験の浅い教職員もベテラン教職員の優れたノウハ

ウを学ぶことができる。 
教育委員会や各教科の研究会で授業に効果があると判断された教育用ソフト

ウェアやプリント教材は、全学校に一括購入・導入する。そして、教職員がそ

れぞれのパソコンからグループウェアにアクセスして、そのソフトウェア、プ

リント教材を利用することで、どの学校でも子どもは均質な教育を受けること
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も可能となる。 
また、例えば本市の小学校では離れた２４箇所で、全く同じ目的で、同じ時

期に、同一の教科書に則って同じような授業（業務）を行っており、なおかつ

その授業を行っている教職員の数は６年生であれば合計６９人（平成２０年度

５月現在）いる。このため、同じ目的で同じ教科書を使用して授業をする教職

員が協力しながら、とある単元の教材を作成・共用することも可能となる。 
このように、現状では物理的に困難な、全ての教職員が一人の教職員を支え、

一人の教員が全体のために自らの知識を役立てる体制が確立され、より効果的

で質の高い教育内容を全学校で子どもに提供することが可能となる。 
 また、校内 LANを利用すれば、電子データの教材を迅速に呼び出すことが可
能となるため、例えば大きな画面で、紙では表現しにくい動きを動画で見せる

等、より分かり易い授業を行うことが可能となるという点でも電子データで教

材を作成するメリットが考えられる。 
 
３．学校と地域の連携を促進する仕組みの構築  
 近年の社会の急速な変化によって、通学路や校内の見守り等、学校・教育委
員会と保護者や地域の人や団体が連携して対処しなければならない課題も多く

なっている現実がある。 
この項では、学校が地域の拠点として機能するための、「学校から地域への情

報提供を容易にでき、学校と地域の人や団体が連携できる仕組み」を構築する

具体的な方法を提案する。 
 
（１）CMSの導入による積極的な情報発信 
 学校と市役所を結ぶネットワークを構築することで、平成２０年度に広報公
聴課が導入した CMSを学校にも導入することが可能となる。システムの導入経
費は、基本的には不要である。（ただし、学校用にホームページのデザイン等を

変更する場合、多少の費用は発生することが推測される。） 
 CMSの導入と教職員一人に１台のパソコンを整備することにより、教職員は、
自分が担当するクラス、教科の様子や学校行事を、容易に地域の人や団体に市

ホームページを通じて発信することができる。（ただし、発信を行うには校長、

または校長教頭のオンラインでの承認が必要である。） 
また、市ホームページ内に学校のホームページを作ることで、保護者や地域

の人や団体は、学校情報に加えて、自治体が情報発信する学校に関わる関連情

報も１つのホームページ内で見ることができ、複数のウィンドウを開かなくて

もよくなる。 
さらに、全学校で共有している著作権のない教材を家庭学習用として一部公

開することも可能であるため、その学校に通う子どもにとっても効果的である。 
  
（２）学校と地域の人や団体が連携するためのデータバンクの設立 
 現在、学校は、通学路の安全見守り、校内の安全見守り、職業体験など、地
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域の人や団体による様々なボランティアの支援によって支えられている。また、

学校は体育館、運動場の開放、幼稚園は未就園児の遊び広場の開催など、地域

の交流の場、子育てに関する情報等を提供している。 
このような交流をさらに促進し、学校が地域の中心として機能するために、

企画課が現在行っている、協働事業のまちづくり情報（市民活動団体データベ

ース、事業者バンク、ボランティア募集情報等）を発展させる地域連携データ

バンクの設立を提案する。具体的には、図２８のような仕組みとなる。 
（主な業務フロー） 
① 学校・市役所からホームページを通じボランティア募集通知を行い、地域
連携データベースの内容、仕組みを説明する。 

② 市民、企業、団体は、電子申請または直接企画課へ申請し、データベース
にボランティア従事可能なこと、氏名、連絡先を記載する。 

③ 学校はボランティアを必要とする時に、連携コーディネーターに連絡し、
従事内容等を説明し、ボランティアの検索を依頼する。 

  （コーディネーターを介する理由は、学校に負担をかけないため） 
④ 連携コーディネーターは、地域連携データバンクや、自身の人脈を利用し、
学校が希望する条件にマッチする人物を探す。 

⑤ その後、ボランティアを依頼し、承諾後、学校と調整を行う。 
⑥ 実際に市民、企業、団体が学校でボランティアに従事する。 

⑥学校への各種ボランティアを行う

⑤ボランティア依頼　 

③依頼 ④ボランティア検索　　　　　

⑧直接依頼

⑦直接検索

②ボランティア登録　

①ホームページによるボランティア募集案内
　（地域データバンクへの登録依頼）

学校
市役所

地域連携データバンク

連携コーディネーター

市民
企業
団体

 
図２８ 地域連携データバンク運用の仕組み 

 

 地域連携データバンクとは、企画課が現在データベース化している、市民活
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動団体データベース、事業者バンク、ボランティア情報に加えて、電子申請で、

市民や団体がボランティア可能なこと、氏名、連絡先を登録できるデータベー

スとする。申請の受付、データベースの管理は企画課が現状通り行う。また、

連携コーディネーターとは、退職教職員または PTAのなかから、ボランティア
を募り決定し、学校からのボランティア要請の受付とその内容の把握、その要

請内容にマッチした人材、団体の検索と依頼、調整を主な業務として行う人物

のことである。連携コーディネーターを介する理由は、学校にボランティアの

検索、依頼、調整といった新たな業務負担をかけないためである。 
また、学校は図２８の⑦⑧のように、直接地域連携データベースを閲覧し、

直接依頼することも可能とする。（個人のボランティアは情報の取り扱い、情報

へのアクセス権に十分配慮する必要がある。）  
 この仕組みの構築によって、市民が学校に個人としてボランティアに参加し
やすくなるとともに、地域を上げて、子どもを見つめ、教育できる体制が実現

する。 
 なお、学校の体育館、運動場の地域住民への開放等の情報は、ホームページ
を利用して随時、利用状況、利用申請方法を学校ホームページに記載し、学校

にて受け付け、地域の交流をより促進させる。 
 
（３）防災、安全情報共有の促進 
 学校と市役所を結ぶネットワークを構築すれば、現在、機械警備委託にて導
入している防犯カメラや、新規で体育館等に設置する Webカメラとネットワー
クを接続することが可能となる。そして、市役所にて学校の現況が映像として

把握することが技術的に可能となる。有事の際は、危機管理室にて被害状況を

確認できるため、被害状況を迅速に把握することができる。 
 また、庁内 LAN が拡張されることにより、GIS も学校にて利用できる体制が
整うため、学校用に一つレイヤーを用意すれば、通学路や学校が児童に注意喚

起している道の情報を市でも簡単に知ることができ、道路行政に役立てること

が可能となる。 
また、通学路情報や災害情報を地図上で、市民に情報提供することで、地域

全体での防災、防犯体制に活用することが可能となる。 
 
以上１．２．３．が、我々の提案する「ICTを活用した教育環境の改善方法」

であり、「自治体・学校・市民が連携して一人ひとりの子どもをしっかりと見つ

めることができる学校」を実現するものである。 
この実現のためには、教育委員会と学校だけでなく、例えば、学校と市役所

を結ぶネットワークの整備は、情報政策課の協力が、地域連携データバンクは

企画課の協力が必要なように、教育委員会、市長部局、学校が一体となって取

り組まなければならない。 
そして、情報セキュリティの確保といった喫緊に解決しなければならない課

題もあるが、場当たり的に部分最適化を図るのではなく、長期的な運用を想定
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した上で岸和田市全体の最適化の問題として取り組まなければならない。 
これは費用対効果の側面からも当てはまる。なぜなら、ネットワーク、パソ

コンといったインフラにかかる費用は非常に高額であり、部分最適化のためだ

けのインフラ整備であれば、圧倒的に非効率だからである。 
このため、本研究では教育環境の改善のためには、パソコン、ネットワーク

といったインフラの整備が必要であると結論づけたが、インフラが整備される

ことを想定して、学校、教育委員会、市長部局の全課それぞれが受け持つ業務

において、何を改善できるのか、どのような住民サービスを向上させることが

できるのか、さらに、このインフラに何を加えればより良い形で実現できるの

かを検討し、長期的な計画を策定する必要がある。 
そして、それには学校、教育委員会、市長部局の全課の検討結果をまとめる

組織（担当課、またはプロジェクトチーム）が必要であり、その組織が長期的

な情報化推進計画を立案する必要がある。実際に整備する段階へ進むと、情報

政策課だけではなく、教育委員会内にも情報化を専門とする担当が必要になっ

てくるであろう。 
このように、喫緊の課題である学校の情報セキュリティの確保、学校教職員

の業務過多といった課題を解決するためには、課題を学校だけの問題とせず、

自治体経営に関わる全体的な問題として取り組む体制が必要である。 
 

おわりに 

 
現在、インターネットを含む ICTは、電気・ガス・水道・電話と同じく、我々

の生活の中に欠かすことのできない存在となっており、将来的に考えてもさら

に ICTの影響力は大きくなることが推測される。実際に、近年の企業や一般家
庭への ICT活用の加速度には目を見張るものがある。また、市長部局において
も、この 10年の ICT活用の機会は日を追うごとに増しており、パソコン、庁内
LAN などの情報機器、システムがない状態ではもはや業務が停止してしまう状
態である。 
そして、学校だけが ICTの波からとり残されている。情報漏洩の危険性を抱

え、教職員は非効率な業務に忙殺され、注力したいと考えている教材研究や指

導案の作成に時間を割けず、子どもと向き合う時間は十分にとれない。我々は、

この事実は重く受け止めなければならないことと考え、研究を進めてきた。勿

論、市民の直接生命にかかわること、例えば学校の耐震化等が本市にとっての

最重要課題であり、喫緊に取り組まなければならないことは間違いない。しか

し、我々は、それらが一定解決すれば、次に課題として出てくる問題は、「学校

の ICT環境の改善」であると考える。そのために今から入念に検討、準備を行
うことは決して早すぎることではない。 
また、今回の提案で、インフラ整備には年間５,０００万円必要であると述べ

た。その他システム導入等を考慮して、その２倍の１億円が学校の情報化に必
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要であると想定しよう。これは、本市の平成２０年度予算の０．１５５％であ

る。本庁、教育委員会、学校、地域が一体となって未来の岸和田市を担う人材

を育成するためのお金として、決して高い金額ではない。 
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資 料 

 
「市立学校園の校務・教務情報化に関する調査」アンケート結果 
 
アンケート実施期間：２００８年８月１５日～９月１日 
アンケート対象者数：３４７人 
アンケート回収者数：３０１人 
アンケート回収方法：郵送による回収 
 
（本文で使用した図表の元となるデータのみ表記している） 
 
●学校回答用アンケート結果 
 

Ⅲ．校務情報化の現状について 
 １．各業務の情報化の進み具合について 
 （「わからない」、「業務を行っていない」との回答は省く） 

業務の状況 回答業務数 

ほぼ情報化している 337 

一部情報化している 280 

ほとんど情報化されていない 558 

（「図１０ 学校業務における情報化の状況について」に対応） 

 

 
Ⅳ．学校と保護者・地域との関係について 
 １．学年便り・学級便りを作成して活動内容等を保護者に周知しているか 

実施状況 
回答数

(人) 

充分行っている 40 

行っている 13 

あまり行っていない 1 

行っていない 2 

わからない 0 

有効回答数 56 

（「図１３ 紙媒体で学校の活動や行事を保護者に周知している」に対応） 

 
 
 
 
 

 ２．ホームページで活動内容等を保護者・地域に周知しているか 
実施状況 回答数(人)

充分行っている 7 

行っている 16 

あまり行っていない 9 

行っていない 23 

わからない 0 

有効回答数 55 

（「図１４ ホームページで学校の活動や行事を保護者に周知している」に対応） 

 

●教職員回答用アンケート結果 
 
Ⅱ．情報資産の管理状況について 
２.  書類の取り扱い 
(２) 書類の管理方法について 

回答項目 
回答数

(人) 

①全ての書類を施錠保管 23 

②重要書類は施錠保管 218 

③施錠なし保管 52 

④なし 3 

合計(有効回答数) 296 

 
(３) 書類の廃棄について 

回答項目 
回答数

(人) 

①全て復元できないよう廃棄 62 

②重要書類のみ復元できないよう廃棄 233 

③そのまま廃棄 1 

合計(有効回答数) 296 

 
（４） 書類の持ち帰りについて 

回答項目 
回答数

(人) 

①全く無し 86 

②たまにあり 185 

③日常的にあり 22 

合計(有効回答数) 293 

（「図５ 自宅への書類の持ち帰り状況」に対応） 
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３. 電子媒体の取り扱い 
(１) 電子データの管理について 

回答項目 
回答数

(人) 

①全て施錠・暗号化して保管 35 

②個人情報は施錠・暗号化して保管 105 

③施錠・暗号化なしで保管 116 

④特になし 28 

合計(有効回答数) 284 

（「図１ 電子データの管理状況」に対応） 

 

(２) 電子媒体の廃棄について 

回答項目 
回答数

(人) 

①物理的破壊やデータ削除ソフト 122 

②通常のデータ削除やフォーマット 140 

③削除せず廃棄 4 

合計(有効回答数) 266 

 
（３） 電子媒体の持ち帰りについて 

回答項目 
回答数

(人) 

①全く無し 104 

②たまにあり 134 

③日常的にあり 54 

合計(有効回答数) 292 

（「図６ 自宅への電子データの持ち帰り状況」に対応） 

 
（５）（３）で②、③の選択者対象 自宅に電子データを持ち帰る理由 

回答項目 
回答数

(人) 

①業務時間中に仕事が終わらない 182 

②自宅のほうが集中できる 10 

③特に意味無し 1 

④その他 3 

合計(有効回答数) 196 

（「図９ 自宅に電子データを持ち帰る理由」に対応） 

 

 

 

４. パソコンの取り扱い 
(１) ID・パスワードの管理について 

回答項目 
回答数

(人) 

①定期的に変更 14 

②設定のみ定期的変更なし 133 

③設定していない 87 

④パソコンを利用しない 10 

⑤わからない 53 

合計(有効回答数) 297 

（「図２ ID・パスワードの管理」に対応） 

 
（２） 私物パソコンの業務利用について 

回答項目 
回答数

(人) 

①していない 82 

②利用している 個人情報なし 125 

③利用している 個人情報あり 88 

合計(有効回答数) 295 

（「図３ 私物パソコンの業務利用」に対応） 

 

（４） 私物パソコンの職場への持ち込みについて 

回答項目 
回答数

(人) 

①職場へ持ち込まず自宅でのみ 121 

②職場へ持ち込むが、自宅へはなし 31 

③職場へ持込み、自宅へもあり 56 

合計(有効回答数) 208 

 
（５） 私物パソコンを利用する理由について 

回答項目 
回答数

(人) 

①職場にパソコンが足りない 96 

②性能が低い 6 

③必要なソフトがない 16 

④その他 43 

合計(有効回答数) 161 

（「図４ 私物パソコンを利用する理由」に対応） 
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５. 情報セキュリティにかかる経験について 
情報セキュリティにまつわる体験について（複数回答可） 

回答項目 
回答数

(人) 

①ウィルス感染 93 

②メールの誤送信 10 

③電子媒体の紛失・盗難（個人情報あり） 2 

④電子媒体の紛失・盗難（個人情報なし） 6 

⑤書類の紛失・盗難（個人情報あり） 0 

⑥書類の紛失・盗難（個人情報なし） 5 

合計(有効回答数) 116 

 
Ⅲ．校務の現状について 
２．各業務について、作業時間をどのように改善したいか 

業務分類 
時
間
を 

か
け
た
い 

圧
縮
し
た
い 

現
状
の
ま
ま 

わ
か
ら
な
い 

学級名簿の作成・管理 1 93 108 1 
学籍管理 

環境調査票の管理 5 57 115 4 

出席簿の記入 0 68 142 0 
出欠管理 

月末統計の作成 1 89 125 0 

月・週指導案の作成 64 44 110 5 

学年・学級便りの作成 51 53 115 2 教育計画管理 

テスト・教材の作成 90 69 92 0 

テスト結果集計表の作成 15 92 78 5 

指導要録Ⅰ・Ⅱの作成 6 134 64 7 成績処理 

通知表の作成 14 88 74 4 

相談・指導記録の作成・管理 42 34 84 15 
生徒指導・相談 

進路指導資料作成・管理（中学校のみ） 18 16 22 10 

健康観察カードの記入 2 38 90 6 
保険管理 

健康診断票の作成・管理 1 81 75 7 

会計報告の作成・管理 1 116 70 6 
徴収金管理 

学級費等の徴収業務 0 111 62 6 

スケジュール管理 各種報告書の作成 1 104 44 12 

特別教室・備品の使用スケジュール管理 2 25 24 7 
施設管理 

各種備品の管理 6 104 80 16 

保護者・PTA対応・記録の作成 17 56 81 14 

地域・町会への対応・記録の作成 3 21 18 8 外部対応 

教育委員会等への文書収受・発送 0 74 38 10 

（「図１１圧縮したい業務順の調査結果」「図１２時間を掛けたい業務順の調査結果」に対応） 
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平成 20年 8月 
各学校園長様 
 

市立学校園の校園務・教務情報化に関する調査について（依頼） 
 

平成 20年度行政課題研究グループ 
固定資産税課  芦髙圭史  生涯学習課  笠原  茂 
情報政策課  泉  俊志  学校管理課  井上雅彦 
納税課      安江健志   農林水産課  折田 洋 

 
 表記の件について、近年の学校教育現場では、校務の増加や保護者への対応等から、「教職員が子どもたち

に関わる時間」が減少しているのではないかと推測され、また一方で、業務は増加しているものの、これまで

の業務の省力化・効率化への取組みは依然として進んでいないのではないか、と思われます。 
そこで、私たちは、本市の行政における一つの喫緊の課題の一つとして、「教職員の方々の校務の効率化・

省力化」「教職員の方々の情報共有の仕組みの構築」、また近年その重要性は高まるばかりの「学校園の情報セ

キュリティの充実」を取り上げ、平成 20年度行政課題研究として研究・発表を行うことを決定しました。 
つきましては、この調査自体が「校務の増加」になってしまうという点で大変申し訳ないのですが、今後の

本市の教育現場の事務の改善のために、別紙のアンケート用紙に記入の上、回答をお願いいたします。 
なお、アンケートにかかる留意事項については以下のとおりです。 

 
１．提出期限：平成２０年９月１日（月） 
 
２．提出方法：調査票のご担当者・教職員へ配布後、無記名で記入していただき、同封の回答用封筒に入れ、 

取りまとめた後に提出していただきますようお願いいたします。 
 

３．提出先 ：学校管理課 
 
４．問合せ ：生涯学習課 笠原（直通：423- 9616 ） 学校管理課 井上（直通：423-9680） 
 
５．調査票について 
・  調査票は、①「学校回答用」１部と②「教職員回答用」５～１０部あります。 
・ 「学校回答用」は“学校としての”回答ですので、ご担当者または学校長による回答をお願いします。

・ 「教職員回答用」は教職員個々人の感じていることを調査するものですので、個人で記入していただ

きますようお願いいたします。 
 

６．調査内容について 
・ この調査は誰がどんなことを書いたかを調べるものではなく、また具体的にどの学校がどんな傾向にあ

る、ということを調べるものではなく、全体として、教員の皆様がどのような業務にどのように取り組ん

でいるのか、また業務についてどのように考えているのかを知ろうとするものです。 
 
７．回答にあたってのお願い 
・ 中には回答しにくい質問もあると思いますが、あまり深く考え込まず、思ったことに一番近い項目をチ

ェックし、また思ったことに一番近い事を記入してください。 

 

アンケート依頼文   
 
 
Ⅰ．情報資産の管理状況について 
 当てはまるものに一つ○をつけてください。 

１． 組織の管理体制 

（１） 個人情報等の情報資産の保護にかかる管理体制について 

① 管理責任者・担当者ともに正式に決められている 
② 管理責任者は定めているが、担当者は明確ではない 
③ 管理責任者は明確ではないが、担当者は存在する 
④ 管理責任者・担当者ともに明確でない。または存在しない 
 

（２） 学校ホームページの管理について 

① 校長または教頭が内容を確認し、許可を受けたものを公開している 
② ホームページの管理者となっている教職員が内容を確認し、公開している 
③ ホームページの作成者が独自の判断で公開している 
④ ホームページが無い 
⑤ わからない 
 

（３） 情報セキュリティ・モラルに関する研修・教育について 

① 教職員、児童又は生徒など全員に実施している 
② 教職員に対して実施している 
③ 児童又は生徒に対して実施している 
④ 実施していない 
⑤ わからない 

 

２． 書類の取り扱い 

（１） 書類の管理方法について 

① 施錠して保管するなどのルールが定められ、徹底されている 
② ルールは定められているが、徹底されていない 
③ 特にルールは無い 
④ わからない 
 

（２） 書類の持ち帰りについて 

① 理由を問わず、禁止している 
② 校長の許可を得る、個人情報を含まないものに限るなどのルールが定められ、徹底されている 
③ ルールは定められているが、徹底されていない 
④ 特にルールは無い 
⑤ わからない 
 

（３） 個人情報を含む書類の廃棄について 

① ルールが定められており、徹底されている。 
② ルールが定められているが、徹底されていない 
③ 特にルールはない。 
④ わからない 

学校回答用アンケート 

３． 電子媒体（HD、USB ﾒﾓﾘ、DVD、MO、ﾌﾛｯﾋﾟｰﾃﾞｨｽｸ等）の取り扱い（ﾉｰﾄ型 PC含まず） 

（１） 電子媒体の保管について 

① 施錠して保管する、データを暗号化するなどのルールが定められ、徹底されている 
② ルールは定められているが、徹底されていない 
③ 特にルールは無い 
④ わからない 
 

（２） 電子媒体の持ち帰りについて 

① 理由を問わず、禁止している 
② 校長の許可を得る、個人情報を含まないものに限るなどのルールが定められ、徹底されている 
③ ルールは定められているが、徹底されていない 
④ 特にルールは無い 
⑤ わからない 
 

（３） 電子媒体のデータ消去・廃棄について 

① 不要なデータを削除する、物理破壊するなどのルールが定められ、徹底されている 
② ルールが定められているが、徹底されていない 
③ 特にルールは無い 
④ わからない 

 

４． 学校予算で購入したパソコンの取り扱い 

（１） 職員室内のパソコン同士を結ぶＬＡＮ（注）について 

① 職員室内でＬＡＮを独自に構築して、データ・プリンタ共有を行っている→（２）へ進む） 
② ＬＡＮを構築していない→（３）へ進む 

 

（注）ＬＡＮ…Local Area Network（ﾛｰｶﾙ ｴﾘｱ ﾈｯﾄﾜｰｸ）の略語で、事業所や建物内などの限定された範囲

の中で複数のコンピュータ、プリンタなどを接続し、データをやり取りするネットワーク 

 

（２） ＬＡＮを構築している学校にお伺いします 

① ＬＡＮの仕組みや管理方法の情報は職員で共有しており、トラブルの際は、殆どの職員が対処できる 
② ＬＡＮの仕組みや管理方法は一部の職員しか知らず、トラブルの際は、その職員に対応を依頼してい
る 

 
（３） ＩＤ、パスワードの取り扱いについて 

① ＩＤ、パスワード認証を行い、パスワードについては定期的に変更するなどのルールが定められ、徹
底されている 

② ルールは定められているが、徹底されていない 
③ 特にルールは無い 
④ わからない 
 

（４） 学校で購入したソフトウェアのライセンスの管理について 

① 備品台帳等にライセンス数や有効期限を記載することで、ライセンスを管理している 
② ライセンス数や期限について、特に書類に記載していないが、調査すれば把握可能である 
③ 十分な管理が行えていない 
④ わからない 
 

（５） コンピュータウィルス対策について 

① ウィルス対策ソフトをインストールしており、常に最新の状態に更新している 
② ウィルス対策ソフトをインストールしているが、更新は徹底されていない 
③ ウィルス対策を行っていない 
④ わからない 
 

（６） 私物パソコンの持ち込みについて 

① 理由を問わず、禁止している 
② 持ち込みを認めているが、個人情報を扱わないなど利用を制限している 
③ 持ち込みを認めており、扱う情報の制限もない 
④ 特にルールは無い 
⑤ わからない 

 

５． インターネット・電子メールの利用 
（１） インターネットの利用について 

① 利用時間の制限や、業務利用に限るなどのルールが定められ、徹底されている 
② ルールは定められているが、徹底されていない 
③ 特にルールは無い 
④ わからない 
 

（２） 電子メールの利用について 

① 個人情報を扱わないなどのルールが定められ、徹底されている 
② ルールは定められているが、徹底されていない 
③ 特にルールは無い 
④ わからない 

 

 

Ⅱ．校務情報化の現状について 
１．次に挙げる校務について、情報化（電子データが作成されて、様式を共有している状態）はどこまで進

んでいますか。設問ごとに一つ選択し、○をつけてください。 

設問（業務分類別） 
ほぼ情報

化している 

一部情報

化している

ほとんどさ

れていない

業務を行

っていない

わから 

ない 

全児童・生徒名簿の作成           

学級名簿の作成           

緊急連絡網の作成           

学
籍
管
理
業
務 

環境調査票の管理           

出席簿の作成・管理           

月末統計書の作成・管理           

出
欠
管
理 

業
務 

学期毎出欠状況の作成・管理           

授業時数管理、時間割の作成・管理           

年間指導計画の作成・管理、行事計画の作成・管理           

月・週指導案の作成・管理           

学年・学級だよりの作成・管理           

教
育
計
画
管
理
業
務 

テスト・教材の作成・管理           
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テスト結果集計表の作成・管理           

指導要録Ⅰ・Ⅱの作成・管理           

成
績
処
理 

通知表の作成・管理           

相談・指導記録の作成・管理           生
徒
指
導 

・相
談 進路指導資料作成・管理           

保健日誌の作成・管理           

健康診断票の作成・管理           

保
健
管
理 

健康観察ｶｰﾄﾞの記入           

会計報告書の作成・管理           徴
収
金 

管
理 学級費・給食費・積み立て金・ＰＴＡ会費徴収・管理           

特別教室・備品使用スケジュール表           
施
設 

管
理 各種備品の管理           

保護者・PTA対応、記録の作成           

地域・町会への対応、記録の作成           

教育委員会等への調査回答           

外
部
対
応 

各種報告書の作成           

 
２．すでに情報化（電子データでの管理・共有）を行っている場合はご回答ください。（行ってない場合は 

「Ⅲ．学校と保護者・地域との関係について」へ） 

作業時間について 業務の質について 

設問（業務分類別） 短く 

なる 

変わら 

ない 

長く 

なる 

わから

ない 

改善 

される 

変わら 

ない 

悪く 

なる 

わから

ない 

全児童・生徒名簿の作成                 

学級名簿の作成                 

緊急連絡網の作成                 

学
籍
管
理
業
務 

環境調査票の管理                 

出席簿の作成・管理                 

月末統計書の作成・管理                 

出
欠
管
理 

業
務 

学期毎出欠状況の作成・管理                 

授業時数管理、時間割の作成・管理                 

年間指導計画の作成・管理、行事計画の作成・管理                 

月・週指導案の作成・管理                 

学年・学級だよりの作成・管理                 

教
育
計
画
管
理
業
務 

テスト・教材の作成・管理                 

テスト結果集計表の作成・管理                 

指導要録Ⅰ・Ⅱの作成・管理                 

成
績
処
理 

通知表の作成・管理                 

相談・指導記録の作成・管理                 
生
徒 

指
導 

・
相
談 進路指導資料作成・管理                 

保健日誌の作成・管理                 

健康診断票の作成・管理                 

保
健
管
理 

健康観察ｶｰﾄﾞの記入                 

会計報告書の作成・管理                 徴
収
金 

管
理 学級費・給食費・積み立て金・ＰＴＡ会費徴収・管理                 

特別教室・備品使用スケジュール表                 
施
設 

管
理 各種備品の管理                 

保護者・PTA対応、記録の作成                 

地域・町会への対応、記録の作成                 

教育委員会等への調査回答                 

外
部
対
応 

各種報告書の作成                 

 

Ⅲ．学校と保護者・地域との関係について 
次の各項目について、実施状況を教えてください。設問ごとに一つ選択し、○をつけてください。 

設問 
充分 

行っている 
行っている 

あまり行って

いない 

行って 

いない 
わからない

１．学年便り・学級便りを作成し、学級・学年の活動内容や

行事内容を保護者に広く周知している。 
          

２．ホームページで、学校・学級の活動内容や行事内容を

保護者・地域住民に広く周知している。 
          

３．保護者や地域住民からの意見収集に、ホームページ

や電子メールを活用している。 
          

４．保護者や地域住民から寄せられた意見等を、個人で

はなく組織の情報として蓄積している。 
          

５．町会行事、地域行事等の情報を組織として把握し、学

校内で教職員に周知している。 
          

６．各種団体の学校利用状況について、学校内で情報共

有するとともに、教職員に周知している。 
          

 
 
 
Ⅰ．基礎情報について           
 当てはまるものに○をつけてください 

（１）性 別 ① 男性  ② 女性  

 

（２）年 齢 ① 29歳以下 ② 30～39歳 ③ 40～49歳 ④ 41～49歳 ⑤ ～59歳 

 

（３）役職名 ① 校長  ② 教頭  ③ 教務主任 ④ 学年主任 ⑤ 教科主任 

⑥ その他教諭 ⑦ 講師  ⑧ 事務職員 ⑨ 校務員 

 

（４）教職歴 小学校 （       ）年 中学校 （       ）年 

  幼稚園 （       ）年 行 政 （       ）年 

 

（５）あなたは学級担任をしていますか ① はい  ② いいえ 

 

（６）あなたは情報担当者ですか  ① はい  ② いいえ     

 
 
Ⅱ．情報資産の管理状況について 
 当てはまるものに一つ○をつけてください 

 

１． 組織の管理体制 

（１）個人情報等の情報資産の保護にかかる管理体制について 

① 管理責任者・担当者ともに正式に決められている 
② 管理責任者は定めているが、担当者は明確ではない 
③ 管理責任者は明確ではないが、担当者は存在する 
④ 管理責任者・担当者ともに明確でない。または存在しない 
 

（２）学校ホームページの管理について 

① 校長または教頭が内容を確認し、許可を受けたものを公開している 
② ホームページの管理者となっている教職員が内容を確認し、公開している 
③ ホームページの作成者が独自の判断で公開している 
④ ホームページが無い 
⑤ わからない 
 

（３） 情報セキュリティ・モラルに関する研修・教育について 

① 教職員、児童又は生徒など全員に実施している 
② 教職員に対して実施している 
③ 児童又は生徒に対して実施している 
④ 実施していない 
⑤ わからない 
 

 

 

教職員回答用アンケート 
２． 書類の取り扱い 

（１） 書類の管理ルールについて 

① 施錠して保管するなどのルールが定められ、徹底されている 
② ルールは定められているが、徹底されていない 
③ 特にルールは無い 
④ わからない 
 

（２）書類の管理方法について 

(ア)全ての書類を、キャビネットや机に施錠して保管している 

(イ)個人情報を含むなど重要な書類のみ、キャビネットや机に施錠して保管している 

(ウ)施錠はしていないが、キャビネットや机に整理して保管している 

(エ)特になにもしていない 

 

（３）不要になった書類の廃棄について 

(ア)全ての書類を、シュレッダーにかけるなど復元できないよう廃棄している 

(イ)個人情報を含むなど重要な書類のみ、復元できないよう廃棄している 

(ウ)そのまま捨てたり、裏紙として使用している 

 

（４）書類の持ち帰りについて 

① 全く行わない→３．電子媒体取り扱いへ 

② たまに行っている 
③ 日常的に行っている 
 

（５）（４）で②、③に○をした方にお伺いします。個人情報の有無について 

(オ)個人情報を含んだ書類を持ち帰った事がある 

(カ)個人情報を含んだ書類は持ち帰らない 

 

（６）（４）で②、③に○をした方にお伺いします。持ち帰りの理由について 

① 業務時間中に仕事が終わらないから 
② 自宅の方が集中できるから 
③ 特に意味はない 
④ その他（        ） 

 

（７）（４）で②、③に○をした方にお伺いします。持ち帰った書類の管理について 

① 鍵の付いたカバンなどに施錠して保管している 
② 施錠はしていないが、目を離さないようにしている 
③ 特に何もしていない 
 

３． 電子媒体の（HD、USB ﾒﾓﾘ、DVD、MO、ﾌﾛｯﾋﾟｰﾃﾞｨｽｸ等）の取り扱い（ﾉｰﾄ型 PC含まず） 

（１）電子媒体の管理について 

① 全ての電子媒体を、キャビネットや机に施錠、または暗号化して保管している 
② 個人情報を含むなど重要なものは、施錠または暗号化して保管している 
③ 施錠や暗号化はしていないが、キャビネットや机に整理して保管している 
④ 特になにもしていない 
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（２）不要になった電子媒体の廃棄について 

① 物理的に破壊するか、データ削除ソフトを利用してから廃棄している 
② 通常のデータ削除やフォーマットなどをしてから廃棄している 
③ データを削除せずに廃棄している 

 

（３）電子媒体の持ち帰りについて 

① 全く行わない→４．パソコンの取り扱いへ 

② たまに行っている 
③ 日常的に行っている 
 

（４）（３）で②、③に○をした方にお伺いします。個人情報の有無について 

① 個人情報を含んだ電子媒体を持ち帰った事がある 
② 個人情報を含んだ電子媒体は持ち帰らない 
 

（５）（３）で②、③に○をした方にお伺いします。持ち帰りの理由について 

① 業務時間中に仕事が終わらないから 
② 自宅の方が集中できるから 
③ 特に意味はない 
④ その他（        ） 

 

（６）（３）で②、③に○をした方にお伺いします。持ち帰った電子媒体の管理について 

① 鍵の付いたカバンなどに施錠して保管している 
② 施錠はしていないが、目を離さないようにしている 
③ 特に何もしていない 
 

４． パソコンの取り扱い 

（１）学校で購入したパソコンのＩＤ、パスワードの取り扱いについて 

① ＩＤ、パスワードを設定し、パスワードについては定期的に変更している 
② ＩＤ、パスワードを設定しているが、パスワードの定期的な変更をしていない 
③ ＩＤ、パスワードを設定していない 
④ 学校でパソコンを利用していない 
⑤ わからない 

 

（２）私物パソコンの業務利用について 

① 私物のパソコンは業務に利用していない→５．情報セキュリティにかかる経験についてへ 

② 利用しているが、個人情報など重要な情報は扱っていない 
③ 利用しており、個人情報など重要な情報も扱っている 
 

（３）（２）で②、③に○をした方にお伺いします。コンピュータウィルス対策について 

① ウィルス対策ソフトをインストールしており、常に最新の状態に更新している 
② ウィルス対策ソフトをインストールしているが、更新はあまりしていない 
③ ウィルス対策を行っていない 
④ わからない 
 

 

（４）（２）で②、③に○をした方にお伺いします。私物パソコンの職場への持ち込みについて 

① 職場には持ち込まず、自宅でのみ利用している 
② 職場に持ち込んで利用しているが、自宅に持ち帰ることは無い 
③ 職場に持ち込んで利用しており、自宅に持ち帰ることもある 
 

（５）（２）で②、③に○をした方にお伺いします。私物パソコンを利用する理由について 

① 職場にパソコンが足りないから 
② 職場のパソコンの性能が低いから 
③ 使いたいソフトがインストールされていないから 
④ その他（        ） 

 

５.情報セキュリティにかかる経験について 

情報セキュリティにまつわるあなたの体験をお聞かせください（複数回答可） 

① コンピュータウィルスに感染したことがある 
② 電子メールを間違った宛先に送ってしまったことがある 
③ 個人情報の入った電子媒体を紛失した。または盗難にあったことがある 
④ 個人情報は入っていなかったが、電子媒体を紛失した。または盗難にあったことがある 
⑤ 個人情報が書かれた書類を紛失した。または盗難にあったことがある 
⑥ 個人情報は書かれていなかったが、書類を紛失した。または盗難にあったことがある 
 

 ◆コメント：具体的に盗難やウィルスにかかったことはないけれども、ヒヤリとした 

       体験等がございましたらご記入ください 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６．今後の要望について 

 以下の各項目のうち、職場に整備してほしいものについて（複数回答可） 

① デスクトップコンピュータ 
② ノートコンピューター 
③ サーバ等の管理機材 
④ ハードディスクやＵＳＢメモリ等の電子媒体の周辺機器 
⑤ ワープロや表計算等の基本業務ソフトウェア 
⑥ メールや掲示板など学内・学外とのコミュニケーション支援ソフトウェア 
⑦ ホームページ等の作成支援ソフトウェア 
⑧ 出席管理、成績管理等が行える校務処理用ソフトウェア（専用ソフト） 
⑨ その他 

Ⅲ．校務の現状について 
１．次に挙げる校務について、１回あたりの作業時間と作業頻度を教えてください。設問ごとに一つ選択し、

○をつけてください。また、１回あたりの作業時間（単位：時間 ex １分=１)をお書きください。 

設問（業務分類別） 

１回あたりの 

作業時間 

（単位:分） 

業務を

行って

いない

ほぼ 

毎日 

週２,３回 

程度 

月１,２回 

程度 

学期に

１,２回

程度 

年１,２回

程度 

学級名簿の作成・管理               学
籍
管
理 

業
務 

環境調査票の管理               

出席簿の記入               出
欠
管
理 

業
務 

月末統計の作成               

月・週指導案の作成               

学年・学級だよりの作成・管理               

教
育
計
画 

管
理
業
務 

テスト・教材の作成・管理               

テスト結果集計表の作成               

指導要録Ⅰ・Ⅱの作成               

成
績
処
理 

通知表の作成               

相談・指導記録の作成・管理               生
徒
指
導 

・
相
談 

進路指導資料作成・管理（中学校のみ）               

健康観察ｶｰﾄﾞの記入               保
健
管
理 健康診断票の作成・管理               

会計報告の作成・管理               徴
収
金 

管
理 

学級費・給食費・積み立て金・ＰＴＡ会費等の徴収業務               

特別教室・備品使用スケジュール表               施
設
管
理 各種備品の管理               

保護者・PTA対応、記録の作成               

地域・町会への対応、記録の作成               

教育委員会等への文書収受発送               

外
部
対
応 

各種報告書の作成               

 

２．次に挙げる校務について、作業にかける時間をどのように改善したいか教えてください（生徒指導には

じっくり時間をかけたい、成績管理は時間がかかり過ぎなので圧縮したい等）。設問ごとに一つ選択し、○を

つけてください。 

作業にかける時間 

設問（業務分類別） 時間をか

けたい 

現状のま

ま 

圧縮した

い 

わからな

い 

業務を行っ

ていない 

学級名簿の作成・管理           学
籍
管
理 

業
務 

環境調査票の管理           

出席簿の記入           出
欠
管
理 

業
務 

月末統計の作成           

月・週指導案の作成           

学年・学級だよりの作成・管理           

教
育
計
画 

管
理
業
務 

テスト・教材の作成・管理           

テスト結果集計表の作成           

指導要録Ⅰ・Ⅱの作成           

成
績
処
理 

通知表の作成           

相談・指導記録の作成・管理           生
徒
指
導 

・相
談 

進路指導資料作成・管理（中学校のみ）           

健康観察ｶｰﾄﾞの記入           保
健
管
理 健康診断票の作成・管理           

会計報告の作成・管理           
徴
収
金 

管
理 

学級費・給食費・積み立て金・ＰＴＡ会費等の徴収業務           

動静票の作成・管理           
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル

管
理 

各種報告書の作成           

特別教室・備品使用スケジュール表           施
設
管
理 各種備品の管理           

保護者・PTA対応、記録の作成           

地域・町会への対応、記録の作成           

教育委員会等への文書収受発送           

外
部
対
応 

各種報告書の作成           
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Ⅳ．校務の情報化に対する意識ついて 
 １．学校における校務の情報化の必要性について、あなたのお考えを教えてください。 

 （１）あなたは、校務の情報化の必要性について、どのようにお考えになりますか。（１つ選択） 

 

 ①ぜひ必要である ②必要である ③どちらともいえない ④必要ではない 

 

 （２）あなたは、学校の校務の情報化の実施状況について満足していますか。（１つ選択） 

 

 ①大変満足である ②満足である ③どちらともいえない ④満足していない 

 

 （３）学校における校務の情報化の効果について 

校務の情報化を行うと、下記の項目ではどの程度効果を期待しますか。（設問ごとに１つ選択） 

項目 
大いに期待

できる 
期待できる 

期待できない 

（変わらない） 
わからない

1．手書きが少なくなることで、作業時間が減少する。         

2．情報の再利用により、資料作成にかかる時間が減少する。         

3．効率化により、児童・生徒に直接関わる時間が増える。         

4．効率化により、授業の準備や研究にあてる時間が増える。         

5．効率化により、情報を探す時間が減り、情報を活かす時間が増

える。 
        

6．児童・生徒の情報を一元的に蓄積することができ、学習指導に

活かすことができる。 
        

7．情報の共有化により、意思決定をするための材料が得られやす

くなる。（会議・打合せ時間の圧縮） 
        

8．情報の共有化により、学校と教育委員会の連携が促進される。         

9．情報の共有化により、他校との連携が促進される。         

 

 ２．校務の情報化を推進する上で、次の各項目の重要性についてのお考えをお教えてください。（設問ごと

に１つ選択） 

項目 
大変重要

である 

重要 

である 

あまり重

要ではな

い 

全く重要

ではない 

わからな

い 

1．情報化すべき校務処理の明確化           

2．校務情報化の環境整備のための予算確保           

3．ｺﾝﾋﾟｭｰﾀやﾈｯﾄﾜｰｸを活用できる環境整備           

4．教員のｺﾝﾋﾟｭｰﾀやﾈｯﾄﾜｰｸに関する知識・技能の向上           

5．情報ｼｽﾃﾑの技術ｻﾎﾟｰﾄ体制の整備           

6．情報ｼｽﾃﾑの運用ｻﾎﾟｰﾄ体制の整備           

7．電子ﾃﾞｰﾀの取り扱いやｾｷｭﾘﾃｨ管理などの規則（ｾｷｭﾘﾃｨﾎﾟﾘｼｰ）の整備           

8．校務情報化による効果や、学校運営への活用方法の具体例の提示           

9．校務の情報化についての学校長のﾘｰﾀﾞｰｼｯﾌﾟ           

10．校務の情報化についての教育委員会のﾘｰﾀﾞｰｼｯﾌﾟ           

11．校務の情報化についての管理職のための研修体制の整備           

12．教育委員会や他校との連携を含めた校務処理に関する体制の整備           

13．校外での業務が可能になった場合の教職員の就労規則の改定           

14．全校での校務情報ｼｽﾃﾑの共通化           

15．現場の教師が使いやすいｼｽﾃﾑ、ｿﾌﾄｳｪｱの導入           

 

 ３．校務の情報化は、誰が推進すべきだと思いますか。一つ選択しチェックボックスに○をつけてください。 

項目 チェックボックス 

責任者を設けずに教職員が個々に推進すべきである   

校内の情報担当者が中心となって推進すべきである   

教務主任が中心となって推進すべきである   

教頭が中心となって推進すべきである   

学校長が中心となって推進すべきである   

教育委員会が推進すべきである   

地方自治体が推進すべきである   

その他（                                 ）   
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平成20年度 「行政課題実践研修」受講者と活動実績 

○テーマ：市民満足を目指した職員の資質向上 

【Ａ班 メンバー】 

氏  名 所  属 役  割 備  考 

脇本 也須子 高齢介護課 リーダー  

上田 真吾 生活福祉課 サブリーダー  

藤原 美穂 健康推進課 〃  

大山 茂樹 生活福祉課 書記長  

公文 基博 生活福祉課 記録係  

中村 文洋 文化国際課 〃  

林 亮太 障害福祉課 〃  

 
【当初のテーマ概要文】 
 多くの自治体が財政難のなか、本市も例外ではなく厳しい状況にあります。 
 一方、公務員全員に厳しい目が注がれており、限られた資源を活用し、市民
満足度を高める努力は必須のものとなっています。 
 仮に、財政難のため人員削減が行われたとしても、それを理由に市民サービ
スの質を低下させてはなりません。つまり、職員一人一人の意識、資質の向上

は避けられない課題となっております。 
 現在、本市においても人事考課制度や研修制度といった職員の意識、資質の
向上のため様々な取組みが行われています。 
 しかし、これらの制度の使い手である職員の意識次第で効果は異なってしま
います。 
 我々は、先進事例でもある本市の人事考課制度を再度検証し、また他の先進
市を視察し、職員自身が内発的動機付けにて資質向上を図る側面、外発的動機

付けによって資質向上を図る側面の二つの視点から、市民満足度を高める職場

環境のあり方を提案します。 
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【活動実績】 
日 時 概  要 日 時 概  要 日 時 概  要 
6/3（火） 

10：00～12：00 
開講式 

9/16（火） 

13：30～14：30
グループ研究

11/12（火） 

13：00～17：00 
グループ研究

6/17（火） 

13：00～17：00 
グループ研究 

10/７（火） 

13：30～15：00
豊田市視察 

11/18（火） 

13：00～17：00 
   〃 

7/1（火） 

13：00～17：00 
   〃 

10/７（火） 

13：30～15：00
   〃 

12/2（火） 

13：30～16：30 
   〃 

7/15（火） 

13：40～16：50 
   〃 

10/14（火） 

13：30～15：00
   〃 

12/9（火） 

15：05～17：00 
   〃 

7/29（火） 

13：30～16：00 
   〃 

10/17（金） 

13：30～15：00
   〃 

12/16（火） 

15：05～17：00 
   〃 

8/21（木） 

13：30～14：30 
河内長野市視察 

10/22（水） 

13：30～15：00
   〃 

12/22（月） 

15：05～22：00 
   〃 

8/22（金） 

13：30～14：30 
豊中市視察 

10/24（金） 

13：30～15：00
川崎市視察 

12/24（水） 

15：05～17：00 
成果発表会 

8/26（火） 

13：30～14：30 
グループ研究 

10/24（金） 

13：30～15：00
柏市視察 

1/13(火) 

13：30～17：00 
グループ研究

9/2（火） 

13：30～14：30 
   〃 

10/28（火） 

13：30～17：00
グループ研究

1/21(水) 

13：30～17：00 
   〃 

9/9（火） 

13：30～14：30 
   〃 

11/5（水） 

10：00～12：30
中間報告会   

 
 

○テーマ：まちづくりに活かす、ふるさと納税 

【ウェディング ファンド メンバー】 
氏  名 所  属 役  割 備  考 

辻野 真史 情報政策課 リーダー  

亀田 真吾 環境保全課 サブリーダー  

泉本 貴士 生活福祉課 書記長  

高橋 慶典 営業課 記録係  

中井 義人 固定資産税課 〃  
 
【当初のテーマ概要文】 
 地方税法の改正により、地方自治体に対する寄付金が個人住民税から控除さ
れる制度がスタートした。いわゆる、「ふるさと納税」と呼ばれる制度である。

これにより、納税者は個人住民税の一部を寄付金に置き換え、納付先と使途に
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ついて、一定の選択ができるようになった。地方自治体にとっては、この寄付

金を受け入れることで、住民の希望をより強く反映させたまちづくりを促進で

きるようになる。 
 寄付金を集めるために、多くの地方自治体では寄付金のお礼として特産品を
プレゼントするなどし、寄付金の獲得と特産品の宣伝を行っている。 
 当グループでは、寄付金を集め、住民との協働により、より良いまちづくり
を推進するために、一時的なプレゼント以外の効果的なお礼を考案すること、

住民が望む寄付金の使途を充実させること及び寄付を行う際の税額控除の手続

き等について、住民が利用しやすい制度を構築することを示す。 
 以上により、市民参加型のまちづくりをより促進させる「ふるさと納税」制
度の活用を提案したい。 
 
【活動実績】 
日 時 概  要 日 時 概  要 日 時 概  要 
6/3（火） 

10:00～12:00 
開講式 

9/24（水） 

14：00～16：00
市川市視察 

12/19（金） 

15：00～17：00 
発表リハ 

6/13（金） 

10：00～11：30 
グループ研究 

9/26（金） 

14：00～16：00
あわら市視察 

12/22（月） 

13：00～15：00 
   〃 

6/17（火） 

13：00～14：30 
   〃 

10/6（月） 

13：00～16：00
グループ研究

12/24（水） 

15：05～17：00 
成果発表会 

6/19（木） 

15：00～17：00 
   〃 

10/28（火） 

10：00～16：00

アンケート（市

民課） 

12/29（木） 

15：00～17：00 
グループ研究

7/1（火） 

13：00～15：30 
   〃 

11/5（水） 

10：00～12：30
中間報告会 

1/7（水） 

15：00～17：00 
   〃 

7/15（火） 

13：00～1４：30 
   〃 

11/9（日） 

10：00～15：30

アンケート（カ

ンカン） 

1/14（水） 

13：00～17：00 
   〃 

7/24（木） 

13：00～15：00 
   〃 

11/12（水） 

15：00～17：00
グループ研究

1/21（水） 

10：00～12：00 
   〃 

8/5（火） 

13：00～15：00 
   〃 

11/25（火） 

14：00～16：00
池田市視察 

1/26（月） 

15：00～17：30 
   〃 

8/19（火） 

13：00～15：00 
   〃 

12/9（火） 

16：00～17：30
グループ研究

1/27（火） 

16：30～17：30 
   〃 

9/8（月） 

14：00～16：00 
   〃 

12/16（火） 

15：00～17：00
   〃 

2/2（月） 

16：30～17：30 
   〃 

9/19（金） 

13：00～16：00 
   〃 

12/18（木） 

15：00～17：00
   〃 

2/5（木） 

16：30～17：30 
   〃 
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○テーマ：学校園情報化による教育環境の改善と充実 

【あｓｉｘ メンバー】 
氏  名 所  属 役  割 備  考 

芦髙 圭史 固定資産税課 リーダー  

笠原 茂 生涯学習課 サブリーダー  

泉 俊志 情報政策課 〃  

井上 雅彦 学校管理課 書記長  

安江 健志 納税課 記録係  

折田 祥 農林水産課 〃  

 
【当初のテーマ概要文】 
 本市の教育現場では、庁内 LAN のような各学校同士や各関係機関で情報を共
有・発信・蓄積できるシステムが不十分であり、教職員が校務・教務にかかる

雑務に忙殺され、全体として非効率な作業をしているところが多くあると考え

られる。また情報機器の整備が不十分であるため、自宅からの持ち込みパソコ

ンで仕事をするなど、セキュリティ管理にも改善の余地があると考えられる。 
 そこで、教育の各関係課・各種団体や各校のそれぞれの仕事の進め方や取組
み、現状を、訪問調査等で把握し、問題点・課題を浮き彫りにする。また、子

供とその関係者のためのより良い地域コミュニティづくりに必要なものとして、

学校を地域の交流の拠点として定め、学校の業務改善だけでなく、将来の岸和

田市にとってメリットのある「学校を中心として地域が繋がり、活性化する、

実現可能で具体的な情報共有の仕組み・改善案」を提案する。 
 
【活動実績】 
日 時 概  要 日 時 概  要 日 時 概  要 
6/3（火） 

10:00～12:00 
開講式 

7/15（火） 

13：00～17：00
グループ研究

9/2（火） 

13：00～15：30 
グループ研究

6/17（火） 

13：00～17：30 
グループ研究 

7/29（火） 

13：30～16：00
   〃 

9/17（水） 

18：30～22：00 
   〃 

7/1（火） 

13：00～16：30 
   〃 

8/19（火） 

13：00～14：00
   〃 

9/26（金） 

13：30～15：30 
浦安市視察 
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日 時 概  要 日 時 概  要 日 時 概  要 
9/30（火） 

13：30～15：30 
グループ研究 

11/13（木） 

16：30～18：30
グループ研究

12/24（水） 

15：05～17：00 
成果発表会 

10/9（木） 

13：15～15：15 
越前市視察 

12/3（水） 

16：30～18：00
   〃 

1/7（水） 

16：00～17:30 
グループ研究

10/28（火） 

16：30～20：00 
グループ研究 

12/15（月） 

17：30～20：30
   〃 

1/14（水） 

17：30～19:00 
   〃 

10/31（金） 

10：30～12：00 
   〃 

12/19（金） 

10：00～12：00
   〃 

1/23（金） 

15：00～17:00 
   〃 

11/5（水） 

10：00～12：30 
中間報告会 

12/22（月） 

15：00～17：00
   〃   

 
 
 

 なお、「当初のテーマ概要文」は、６月末において、テーマの柱を意識しつつ、
メンバーが持ち寄る考え方、視点を生かして、研究を進めていく概要を 400 字
程度にまとめたものです。報告書と違う部分は、研究を進める過程において、

メンバーが議論をし、よりよいと思う方向へ修正しています。 
 また、「活動実績」は、２月上旬までのものを記載しています。 
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行政課題実践研修 

～研修の目的、研究活動の進め方と成果～ 

平成 20年６月３日 
 
１．対  象 
 平成 13年度～17年度採用職員（事務職・技術職）で今年度受講を希望する者、
及び、一般職の受講希望者。 
 
２．研修目的 
 市が直面する行政課題について、グループで調査・研究を行い、今後の方策
を検討することにより、問題解決能力と創造性を養い、政策形成能力をもつ職

員の育成を図る。 
 
３．研修の特色とねらい 
○グループで研修を進める 

 役割分担を行い、複数で議論を実施し、取りまとめていくことを通じて、グ
ループワークの手法について学ぶ。 
 
○自主的に研修を進める 

 研究計画を自らが作成し、運営していく。 
 
○実践型・実地型の研修とする 

 本市が直面する行政課題について研究し、解決方法や「あるべき」施策を検
討する。そして、机上ではなく、行動して学ぶ！ 
     →先進地視察へ出かけてください。 
  ※これらのことを通じて、問題解決能力と政策形成能力の向上を図る。 
 
○研修成果の発表 

 プレゼンテーションの方法を学び、報告書の作成に取り組む。 
 
○調査研究のための手法を習得する 

 課題に直面したときに、どのように調査をし、解決を図っていけばよいのか
を学ぶ。 
 
４．研修実施予定 
○時間：午後１時～５時 30分 
 
○場所：職員会館の２階大会議室、または、３階第１・２会議室 
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グループで研究の進め方につい

て計画し、情報・資料収集、実地

調査、視察などにより研究・討議

し、その成果をまとめる。 

10月中旬頃、中間報告会を予定

しています。

○日時 

６／ ３(火) 開講式（オリエンテーション、テーマ決定等） 
６／１７(火) 第１回グループ研究 
７／ １(火) 第２回グループ研究 
７／１５(火) 第３回グループ研究 
８／ ５(火) 第４回グループ研究 
８／１９(火) 第５回グループ研究 
９／ ２(火) 第６回グループ研究 
９／１６(火) 第７回グループ研究 
10／ ７(火) 第８回グループ研究 
10／２１(火) 第９回グループ研究 
11／ ４(火) 第 10回グループ研究 
11／１８(火) 第 11回グループ研究 
12／ ２(火) 第 12回グループ研究 
12／１７(水) 発表会リハーサル 
12／１９(金) 「研修成果発表会」 

 
 上記の日時にはこだわりません。グループで都合のいい日時、場所を設定し
てグループ研究を行うことは可能です。 
 
５．研修の進め方（注意事項） 
○臨時の時間内の活動と時間外の活動 

  ・時間内の活動については、所属長、担当長の許可を得てください。上記
の日程は、５月２２日付けで所属長にはお知らせしていますが、その都

度、所属長、担当長には、この研修に出る旨を言って出てきてください。 
  ・時間外の活動については、自主研修です。超過勤務手当の対象とはなり

ません。振替等も行いません。ご了承ください。 
 
○先進地等の視察研修 

 ２班に分かれて先進地等へ視察に出かけてください。その他、府内の出張、
セミナー参加等の旅費を、１人あたり３万円程度用意しています。 
 人事課にご相談ください。勤怠処理等の事務処理は人事課で行います。 
 
○資料（図書）の購入 

 人事課にご相談ください。購入する場合は、人事課で注文をし、届きしだい
お渡しします。 
 
○各グループ研究の記録作成 

 「グループ活動報告書」を集まって活動するごとに作成して人事課へ提出し
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てください。 
 その際、部外者が読んで内容の概要がわかるように詳細にまとめてください。
その記録が報告書原稿のたたき台になっていきます。 
 
６．研究テーマ 
 エントリーしていただいたテーマより、受講生で協議して決定してください。
なお、今年度の受講生は全員で１８名います。グループ編成の関係もあります

が、テーマは、４～６本に絞ってください。 
 
７．テーマとグループ編成 
 研究テーマが決まれば、誰がどのテーマで研究をすすめるのか、協議してい
ただきます。 
 なお、テーマを決める時には、自分の担当業務（これまでの担当も含めて）
とのかね合いを考えてください。担当業務をこの研究でのテーマに選ぶとグル

ープワークに支障をきたします。（全員がテーマに対して、同等レベルの知識、

経験を有している場合は、問題ありませんが。） 
 自分の“範囲を広げる”という観点からも、原則、自分の担当業務をこの研
究のテーマに選ばないでください。ご理解ください。 
 グループのメンバーが決まれば、リーダー、サブリーダー、書記長を決めて
ください。さらに、グループ名を決めてください。 
 テーマとともに、「グループ別名簿」を人事課へ提出してください。 
 
８．テーマ概要文の作成 
 テーマの柱を意識しつつ、メンバーが持ち寄る考え方、視点を生かして、研
究を進めていく概要を 400字程度にまとめてください。 
 ６月 20日（金）までに人事課へ提出してください。 
 
９．大切にしていただきたい考え方 
 ・行政の視点ではなく、市民の視点で！ 
 ・行政改革の視点で、コスト意識をもって！ 
   →「ばら撒き行政」などではなく、本市の財政状況を勘案して、 
    すぐにでも、実施できそうな施策とする。 
 ・「政策」でなく、「施策」レベルで！ 
   →具体的な事例を挙げ、その問題点、解決策を検討、検証する。 
 ・付加価値をつける！ 
   →「岸和田らしさ」「自分たちらしさ」を解決策に盛り込む。 
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10．研修の成果物 
 約半年間の研究成果を報告書（Ａ４で図表を含み、12 ページ（１万字）程度
を予定）として、とりまとめる。それを研究成果発表会で報告する。 
 
11．研究活動の進め方（イメージ・案１） 

月日 

（予定） 
研究活動の進め方 研修担当とのやりとり 

６月 
・テーマの決定 
  →テーマ概要文の作成 
・グループ分けと役割分担の決定 

・テーマ概要文の提出 
  →整理・公表 
・グループ名簿の提出 
  →整理 

６～７月 
・情報収集 
（岸和田市の現状と先進事例など） 
・提案のイメージづくり 

・開催報告書の提出 

８月 
・情報・資料の整理 
・更なる問題点の発見、検討 

・開催報告書の提出 

９月～10月 

・先進地視察の実施 
（アポ、依頼文・御礼文の送付など） 
・提案の検討と具体化 
・報告書の構成、概要の作成 

・開催報告書の提出 
・視察先の報告 
  →旅費の事務処理 

10月中旬 「中間報告会」  

11月 ・報告書原稿の作成 
・報告書原稿のやり取り 
（３回程度） 

11月 30日 ・報告書の完成稿提出締切日 ←厳守！ 

12月 
・発表会の準備 
（レジメの作成など） 

 

12月 17日 発表会リハーサル  

12月 19日 「研究成果発表会」（予定）  
 
研究活動の進め方（イメージ・案２） 

月日 

（予定） 
研究活動の進め方 研修担当とのやりとり 

６月～10月 案１に同じ  
10月中旬 「中間報告会」  

11月 
中間報告を踏まえて、更なる提案の検

討 
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月日 

（予定） 
研究活動の進め方 研修担当とのやりとり 

12月 
・発表会の準備 
（レジメの作成など） 

 

12月 17日 発表会リハーサル  
12月 19日 「研究成果発表会」（予定）  

12月～１月 ・報告書原稿の作成 
・報告書原稿のやり取り 
（３回程度） 

１月 30日 ・報告書の完成稿提出締切日 ←厳守！ 

 
 ※中間報告会は、和歌山大学経済学部の足立先生をコメンテーターに迎えて
実施する予定です。 

 
 

 なお、中間報告会は、11 月５日（水）に開催し、研究活動の進め方は、メン
バーで協議のうえ、案２の進め方をしました。 
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「行政課題実践研修」エントリー・テーマ一覧 

 年 度 テ  ー  マ 

第２回 平成 20年度 

・公租公課の滞納防止策 
・滞納整理専門部署の拡大 
・土日開庁（市民のニーズに応える） 
・収入に見合った行政を目指す 
・職員の資質向上 
・職員の士気を高める 
・市役所職員の意識改革 
・市民満足度向上のための昇格試験制度の導入 
・文書管理と研修 
・岸和田市におけるリスクマネジメントの実践 
・岸和田市の情報セキュリティ対策 
・コストの共有と情報の共有 
・事務のカイゼン 
・行政コストパフォーマンスの見直し 
・学校園情報化による教育環境の充実・校務効率化 
・定住外国人の受け入れに関する検証 
・職員も利用しやすい 地方公共団体への寄付金制度 
・行政サービスの市民評価制度 

第１回 平成 19年度 

・時間延長と土日開庁 
・地方自治体業務の民間委託 
・放課後教室を活用した児童・生徒の育成 
・市民アンケートの導入 
・社会教育行政の必要性 
・行政サービスの評価 
・顧客満足をめざした空間改善・非効率性からの脱却 
・業務の効率性と市民サービス 
・競争原理の導入による住民サービスの向上 
・行政対象暴力への対応策 
・効率的歳入確保のための組織づくり 
・クレジットカード導入による支払事務の効率化 
・財産調査専門課設立の提案 
・マルチペイメントサービスの導入 
・職員のストレス問題 
・儲ける自治体 
・物品予算の貯蓄化と物品の共有化 
・岸和田の財布の中身をどう変えるか 
・防災対策における市民と自治体の連携 
・安全で住みよいまちづくり 
・情報セキュリティマネジメントにかかる認証取得 
・電子自治体時代へ向けた情報セキュリティ対策 
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 年 度 テ  ー  マ 

第１回 平成 19年度 
・人口の維持 
・情報の共有から担当制活用へ 

（順不同） 
 
 

 

「行政課題研究」研修テーマ一覧 

 年 度 テ  ー  マ 備  考 

第１回 昭和 63年度 

・国際化社会への対応 
・岸和田らしいまちづくり 
・民間活力の導入方法 
・市民参加システムの具体的な体系化 
・岸和田の産業構造に関する調査研究 

 

第２回 平成元年度 

・岸和田らしいまちづくり 
・第３セクター方式の検討 
・ボランティアと行政 
・お役所言葉を見直してみる 

 

第３回 平成２年度 

・ゴミと資源保護 
・余暇時代の到来と市民生活 
・放置自転車問題 
・岸和田のみどり 

 

第４回 平成３年度 

・高齢化社会への対応 
・行政事務の効率化と市民サービス 
・行政における文化性の向上 
・きしわだ祭と観光 

 

第５回 平成４年度 

・岸和田の環境保全 
・水辺を生かしたまちづくり 
・市民の健康と医療 
・駐車場問題 

 

第６回 平成５年度 

・市役所さわやか作戦 
・コミュニティーと職員参加 
・働きやすい職場づくり 
・これからの人材育成 

 

第７回 平成６年度 
・２１世紀の行政 
・岸和田のリストラ（再構築） 

 

第８回 平成９年度 
・子どもに快適なまちづくり 
・高齢者に快適なまちづくり 
・障害者に快適なまちづくり 

 

第９回 平成 10年度 
・エコ社会と公共施設 
・イベントのリニューアル 

 

参 考 
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 年 度 テ  ー  マ 備  考 

第 10回 平成 11年度 
・公共施設のコスト管理 
・行政サービスアップ行動計画 

 

第 11回 平成 12年度 
・公共施設のコスト管理 ＰＡＲＴⅡ 
・行政サービスの受益と負担 

 

第 12回 平成 13年度 ・自治体とＩＳＯ ２グループで実施 

第 13回 平成 14年度 
・人口減少と自治体経営 
・市民協働による花とみどりの 

まちづくり 
 

第 14回 平成 15年度 
・分かりやすい予算書づくり 
・岸和田のブランド戦略 

 

第 15回 平成 16年度 
・都市間競争と行政サービス 
・安全・安心のまちづくり 

 

第 16回 平成 17年度 ・地域マンパワーの活用方法  

第 17回 平成 18年度 

・行政サービス提供のための 
体制を考える 

・市政コールセンターの戦略的活用 
・自治体のメディア戦略 
・職場のナレッジ・マネジメント 
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次     第 

 
平成 20年 12月 24日（水） 
職員会館 大会議室     

 
 
１．開会にあたって（14：00～14：05） 
 
 
２．「先進都市等視察研修」報告（14：05～14：55） 
 ①「放置自転車等の処分」(14:05～14:20) 
 

 ②「子育て支援のあり方」(14:25～14:40) 
 

 
３．先進都市等視察研修総評（14：45～14：55） 
 
 
４．「行政課題実践研修」成果発表（15：05～16：45） 
 ①Ａ班「市民満足を目指した職員の資質向上」(15:05～15:35) 
 
 ②ウェディング ファンド「まちづくりに生かす『ふるさと納税』」(15:40～16:10) 
 
 ③あ six「学校園情報化による教育環境の充実」(16:15～15:45) 
 
 
５．行政課題実践研修総評（16：50～17：00） 

第２回「行政課題実践研修」成果発表会 

及び 

先進都市等視察研修報告会 
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「市民満足を目指した職員の資質向上」 
・趣旨 
 多くの自治体が財政難のなか、本市も例外ではなく厳しい状況にあります。 
 一方、公務員全体に厳しい目が注がれており、限られた資源を活用し、市民満足度を高

める努力は必須のものとなっています。 
 仮に、財政難のため人員削減が行われたとしても、それを理由に市民サービスの質を低

下させてはなりません。つまり、職員一人一人の意識、資質の向上は避けられない課題と

なっております。 
 現在、本市においても人事考課制度や研修制度といった様々な職員の意識、資質の向上

のための取組みが行われています。 
 しかし、これらの制度の使い手である職員の意識次第で効果は異なってしまいます。 
 我々は、本市の人事制度を再度検証し、他の先進市を視察し、職員自身が積極的に資質

向上を目指し職務に励み、より市民満足度を高める職場環境のあり方を提案します。 
・Ａ班のメンバー 
所  属 氏  名 備  考 所  属 氏  名 備  考 
高齢介護課 脇本 也須子 リーダー 生活福祉課 公文 基博 記録係 
生活福祉課 上田 真吾 サブリーダー 文化国際課 中村 文洋   〃 
健康推進課 藤原 美穂   〃 障害福祉課 林  亮太   〃 
生活福祉課 大山 茂樹 書記長    

・視察先 
  河内長野市（大阪府）／豊中市（大阪府）／豊田市（愛知県）／柏市（千葉県） 

  ／川崎市（神奈川県） 

 

 
 

「まちづくりに生かす『ふるさと納税』」 
・趣旨 
 地方税法の改正により、地方自治体に対する寄附金が個人住民税と所得税から控除され

る制度がスタートした。いわゆる、「ふるさと納税」と呼ばれる制度である。これにより、

納税者は個人住民税と所得税の一部を寄附金に置き換え、納付先と使途について、一定の

選択ができるようになった。地方自治体にとっては、この寄附金を受け入れることで、住

民の希望をより強く反映させたまちづくりを促進できるようになる。 
 寄附金を集めるために、多くの地方自治体では寄附金のお礼として特産品をプレゼント

するなどし、寄附金の獲得と特産品の宣伝を行っている。 
 当グループでは、寄附金を集め、住民との協働により、より良いまちづくりを推進する

ために、一時的なプレゼント以外の効果的なお礼を考案すること、住民が望む寄附金の使

途を充実させること及び寄附を行う際の税額控除の手続き等について、住民が利用しやす

い制度を構築することを示す。 
 以上により、市民参加型のまちづくりをより促進させる「ふるさと納税」制度の活用を

提案したい。 

「行政課題実践研修」発表会 資料 
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・ウェディング ファンドのメンバー 
所  属 氏  名 備  考 所  属 氏  名 備  考 
情報政策課 辻野 真史 リーダー 営業課 高橋 慶典 記録係 

環境保全課 亀田 真吾 サブリーダー 固定資産税課 中井 義人   〃 

生活福祉課 泉本 貴士 書記長    

・視察先 
  池田市（大阪府）／あわら市（福井県）／市川市（千葉県） 

 

 

 

「学校園情報化による教育環境の充実」 
・趣旨 
 本市の教育現場では、庁内LANのような各学校同士や各関係機関で情報を共有・発信・
蓄積できるシステムが不十分であり、教職員が校務・教務にかかる雑務に忙殺され、全体

として非効率な作業をしているところが多くあると考えられる。また情報機器の整備が不

十分であるため、自宅からの持ち込みパソコンで仕事をするなど、セキュリティ管理にも

改善の余地があると考えられる。 
 そこで、教育の各関係課・各種団体や各校のそれぞれの仕事の進め方や取組み、現状を、

訪問調査等で把握し、問題点・課題を浮き彫りにする。また、子供とその関係者のための

より良い地域コミュニティづくりに必要なものとして、学校を地域の交流の拠点として定

め、学校の業務改善だけでなく、将来の岸和田市にとってメリットのある「学校を中心と

して地域が繋がり、活性化する、実現可能で具体的な情報共有の仕組み・改善案」を提案

する。 
・あsixのメンバー 
所  属 氏  名 備  考 所  属 氏  名 備  考 

固定資産税課 芦髙 圭史 リーダー 学校管理課 井上 雅彦 記録係 

生涯学習課 笠原 茂 サブリーダー 納税課 安江 健志   〃 

情報政策課 泉  俊志 書記長 農林水産課 折田  祥   〃 

・視察先 
  浦安市（千葉県）／越前市（福井県） 

 

 

 

  なお、先進都市等視察研修報告会に関する資料は、割愛しています。 
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行政課題実践研修成果報告会 アンケート集計結果 

１．【Ａ班】「市民満足を目指した職員の資質向上」 
 
○発表内容についての評価（各項目 10点、総合計 100 点） 

評 価 の ポ イ ン ト 平 均 点 

1-1 本市の現状について、適切な分析をしているか 7.3 
1-2 職員・市民の視点から問題を発見しているか 7.6 
2-1 明確な理念、目標が語られているか 8.0 
2-2 問題解決の方針、方向を明らかにしているか 7.9 
3-1 一般論に終わらず、具体性のある提言やイメージ 
   を提示しているか 

7.8 

3-2 模倣でなく、独自の発想または応用をしているか 6.5 
4-1 市民に受け入れられ、賛同を得られるか 7.4 
4-2 専門用語を羅列せず、誰にでもわかる表現になっ 
   ているか 

7.9 

5-1 費用に見合う十分な効果が得られるか 7.8 
5-2 予想される障害などへの対策を考えているか 6.3 

合 計 点 74.5 
 
○発表の方法・態度・チームワークについて 
 
 ・各自に責任を持たせている発表方法はよかった。 
 ・はじめに用語の定義を示してくれていたので、とてもわかりやすかったです。 
 ・もう少しアドリブとか資料の読み方の強弱をつけるなどのアイデアが欲しい。 
 ・緊張するのは、仕方がないのですが、顔を上げて自分の言葉で話をするのも、い

いように思います。 
                                  など 
 

 
○感想、意見等グループに一言 
 
 ・難しいテーマに取り組まれたことは評価にあたいする。 
 ・職員・市民の立場になって分析されている点についてよく考えられている。 
 ・異動結果のフィードバックは希望どおりの異動でない場合納得する材料となるの

で、良いアイデアだと思いました。 
 ・「目的」とそれを達成するための「手段」の関係で考えたところ、「市民満足度

の向上」という目的達成に合理的につながるのかどうか、この点についてのより

深い考慮があればさらに良かったと思います。 
 ・発表はへいたんな感じで、インパクトがなかった。もっと主張を市のトップ、参

加者にぶつけて欲しかった。 
 ・何が問題なのかはっきりしていない。もう少し、庁内、庁外での問題を掘り下げ

てから視察に行くべき。 
 ・現状分析や予想される障害に対する案がもう少し深ければよかったと思います。 
 ・自己申告書、複線型人事制度、キャリアプラン作成についても、メリットと同時

にデメリットもそれぞれあります。本市の問題点の掘り下げ、各制度のデメリッ

トについての検討などが不十分な印象を持ちました。 
                                  など 
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２．【ウェディング ファンド】「まちづくりに生かす『ふるさと納税』」 
 
○発表内容についての評価（各項目 10点、総合計 100 点） 

評 価 の ポ イ ン ト 平 均 点 

1-1 本市の現状について、適切な分析をしているか 7.9 
1-2 職員・市民の視点から問題を発見しているか 7.7 
2-1 明確な理念、目標が語られているか 7.7 
2-2 問題解決の方針、方向を明らかにしているか 7.4 
3-1 一般論に終わらず、具体性のある提言やイメージ 
   を提示しているか 

7.4 

3-2 模倣でなく、独自の発想または応用をしているか 6.9 
4-1 市民に受け入れられ、賛同を得られるか 7.5 
4-2 専門用語を羅列せず、誰にでもわかる表現になっ 
   ているか 

8.1 

5-1 費用に見合う十分な効果が得られるか 7.1 
5-2 予想される障害などへの対策を考えているか 6.6 

合 計 点 74.3 
 
○発表の方法・態度・チームワークについて 
 
 ・レジュメ・パワーポイントとともに、よくまとめられていて分かりやすい。 
 ・きちんと分担され、聞きとりやすい発表であった。 
 ・アンケート結果集計表と発表の順番が一部異なるところがあったのが少し気にな

りました。 
 ・後ろの人達の動きが少し気になった。前かがみで待っている姿はどうか。 
                                  など 
 

 
○感想、意見等グループに一言 
 
 ・アンケート調査のサンプル数もたくさんあり、苦労がうかがえた。 
 ・アンケート結果をもとにグループ内で十分に議論されていて、現状分析がなされ

ていたので、考察提案も具体性があり共感できた。 
 ・実際にアンケートを行うことで市民の声を聞いている点でよかったと思います。 
 ・「ふるさと納税」を自治体どうしのお金の奪い合いではなく、市民にまちづくり

に参加してもらうための道具ととらえる視点はすばらしい。 
 ・行政の課題ではなくふるさと納税についての発表だけでは物足りない。なぜ、府

内でもこれだけの差があるのかの分析があればいい。 
 ・現実にスタートしている制度をさらにバージョンアップさせるための提案に具体

性が乏しい。一般論に終始具体的に何をどうすればいいというモノがほしかっ

た。 
 ・謝礼品や１１の事業の考察の時間が多く、もう少し「ふるさと納税」自体とはそ

もそも、どんなものかということを解説してほしかったです。 
 ・独自の意見がもう少しあればよかった。 
 ・本市のふるさと納税の現状について、より具体的な数字を提示して欲しかったで

す。（使途、金額等）ウェディングファンドと本発表の関連性は？ 
                                  など 
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３．【あｓｉｘ】「学校園情報化による教育環境の充実」 
 
○発表内容についての評価（各項目 10点、総合計 100 点） 

評 価 の ポ イ ン ト 平 均 点 

1-1 本市の現状について、適切な分析をしているか 8.5 
1-2 職員・市民の視点から問題を発見しているか 8.1 
2-1 明確な理念、目標が語られているか 8.1 
2-2 問題解決の方針、方向を明らかにしているか 7.9 
3-1 一般論に終わらず、具体性のある提言やイメージ 
   を提示しているか 

7.7 

3-2 模倣でなく、独自の発想または応用をしているか 7.0 
4-1 市民に受け入れられ、賛同を得られるか 7.9 
4-2 専門用語を羅列せず、誰にでもわかる表現になっ 
   ているか 

7.4 

5-1 費用に見合う十分な効果が得られるか 7.1 
5-2 予想される障害などへの対策を考えているか 6.8 

合 計 点 76.4 
 
○発表の方法・態度・チームワークについて 
 
 ・解決策もすぐに必要なものと中長期的なものに分けて提案されていたのがよかっ

たと思います。 
 ・市民からのニーズが高い非常に良いテーマの発表だった。 
 ・全体として平たんな印象で、メリハリに欠けていたという印象。もっと危機感が

出る演出が欲しかった。 
 ・発表時にメンバーが座っているのは、立っている発表と比べると印象が悪い。 
                                  など 
 

 
○感想、意見等グループに一言 
 
 ・学校園だけでなく、地域に広げた教育環境の提案がおもしろい。現実の市の状況

から可能である提案をあげておられたのが、実現できそうで良かった。 
 ・現状把握等非常にわかりやすくてよかった。 
 ・多方面から分析されている。 
 ・興味深いテーマだったと思います。市全体を一元化するのはよいと思います。 
 ・当初の提言趣旨から軌道修正したことの苦労がよく分かりました。セキリティに

絞ったことは良かったと思います。 
 ・アンケート結果から本市学校現場の深刻な問題が明らかになったと思います。た

だ、分析は興味深く聞けたが、結果が常識的で平凡な感じがした。300 名以上の
アンケートは努力賞だと思います。 

 ・結局・お金が必要なのかと最後には思ってしまうので、もう少し独自の発想があ
れば良かった。 

 ・市役所内のセキリティ対策や情報化について十分な効果が得られているのかにつ
いてはグループとして議論があったのか。 

 ・具体性があまり感じられなかったのが残念です。 
                                  など 
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行政課題実践研修成果報告会 評価とアンケート 

テーマ  

 
○発表内容について、各項目 10点、総合計 100点満点で評価してください。 

評 価 の ポ イ ン ト 評    点 
１ 現状分析 

① 本市の現状について、適切な分析をしているか。               点 

② 職員・市民の視点から問題を発見しているか。               点 
２ 戦略性・方向性 

 ① 明確な理念、目標が語られているか。               点 

 ② 問題解決の方針、方向を明らかにしているか。               点 
３ 具体性・オリジナル性 
① 一般論に終わらず、具体性のある提言やイメージ 
   を提示しているか。               点 

②模倣でなく、独自の発想または応用をしているか。               点 
４ 市民感覚 

 ① 市民に受け入れられ、賛同を得られるか。               点 
② 専門用語を羅列せず、誰にでもわかる表現になっ 
   ているか。               点 
５ 経済性・実現性 

 ① 費用に見合う十分な効果が得られるか。               点 

 ② 予想される障害などへの対策を考えているか。               点 

                    合 計 点 
 
              点 

 
○発表の方法・態度・チームワークについてはいかがでしたか。 
 
 
 
 
 
 
○ご感想、ご意見等グループに一言お願いします。 
 
 
 
 
  

調査票 
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