
Ⅰ　主な取組の進捗状況（Plan・Do)

決算
見込額

進捗状況

① 校務支援システムの充実 11,674 順調

② 校務用コンピュータの整備 52,521 順調

③ 学校安全体制整備事業 3,287 順調

　　　　　　（単位：千円）

教育庁保健体育課

教育行政や学校安全対策におけるICT利活用

平成27年度

担当部課主な取組

教育庁教育支援課

教育庁教育支援課

対応する主な課題

教育行政や学校安全対策に向けては、指導体制の充実や、
教職員が子どもたちと向き合う時間を確保できるよう、校務の
効率化・高度化が求められている。
このため、校務のICT導入、学校防災システムの利活用促進
などに取り組む。

基本施策 3-(5)

「おきなわICT総合戦略」基本施策総括表
基本方向 ICTによる行政サービスの向上と業務効率化
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（様式１）

プロジェクト編
記載 № 3-(5)-①

１　取組の概要（Plan）

24 25 26 27 28 29～ 実施主体

54.3％
導入率

57.0% 59.6% 62.3% 65.0%

→ 県

２　取組の状況（Do）
（１）取組の推進状況 （単位：千円）

予算 決算見込 主な財源

11,674 11,674 県単等

「おきなわICT総合戦略」主な取組検証票
基本方向 ICTによる行政サービスの向上と業務効率化

基本施策 教育行政や学校安全対策におけるICT利活用

主な取組 校務支援システムの充実

取組内容
　校務の情報化を図るため、「進路相談支援システム」、「中学校生徒情報管理システ
ム」の機能改善及びヘルプデスクの運営を行う。また、定時制・通信制版校務支援システ
ム、特別支援学校版校務支援システムの構築を行う。

年度別計画

担当部課

ICTの利活用
等の概要

　校務の情報化を図るため、「進路相談支援システム」、「中学校生徒情報管理システ
ム」の機能改善及びヘルプデスクの運営を行う。また、定時制・通信制版校務支援システ
ム、特別支援学校版校務支援システムの構築を行う。

平成27年度実績

教育庁教育支援課

事業名 活動内容

活動指標名 計画値 実績値

校務支援シ
ステムの整
備事業

　県立高等学校60校中の59校で活用されている
進路相談支援システムに関する保守運用を行っ
た。また、次年度の学校サーバ更新に合わせ、26
年度に単位制･通信制の学校も利用できるよう、
大幅改修を行ったため、27年度は年間を通じ、５
校の県立高校において動作検証を実施した。

74.9％
（27年度）

校務支援システム導入率
62.3％

（27年度）

推進状況 平成27年度取組の効果

　県立高校及び市町村立小中学校において、校務の情報化の推進を行ったことにより、
校務支援システム導入率は、計画値の62.3％に対し、すでにH27年度(28年3月)の実績
値は74.9％であり、全国平均（83.4％）に近づく導入状況を実現することができた。
　校務支援システムのサポートを行うことにより、進路指導の充実や教員の教材研究、
個別指導の充実が図られた。

順調

校務支援システムの改修・開発及び導入推進等

110



（２）今年度の活動計画 （単位：千円）

当初予算 主な財源

25,780 県単等

（３）これまでの改善案の反映状況

（４）成果指標の達成状況

基準値 現状値 H28目標値 改善幅 全国の現状

― ― ― ― ―

傾向 全国の現状

76.0％
(26年3月)

75.4％
(27年3月)

74.9％
(28年3月)

83.4％
(28年3月)

状
況
説
明

３　取組の検証（Check）
（１）推進上の留意点（内部要因、外部環境など）

（２）改善余地の検証（取組の効果の更なる向上の視点）

平成28年度計画

事業名 活動内容

校務支援シ
ステムの整
備事業

　28年度に予定している校務支援サーバ更新事業に合わせ、
新進路相談支援システムの整備も行う。操作方法も新しくなる
ため、研修等を実施する。

成果指標

平成27年度の取組改善案 反映状況

参考データ 沖縄県の現状

―

①平成26年度にシステムサーバOSのサポート終了に伴い、別
事業で校務支援システムを改修したが、平成27年度は、改修
後の同システムの操作性等について検証を行う。

②小中の教員や自治体の情報教育担当者等に対し、校務の
情報化における情報の共有や公簿の電子化によるメリット等
を、研修会や講座で周知し推進を図る。

③特別支援学校版校務支援システムについては、関係機関に
よる検討委員会を設置し、具体的なシステムの機能等を検討
していく。

①平成28年度の学校サーバ更新に向けて、26年度に単位
制･通信制の学校も利用できるよう大幅改修を行い、27年度
は年間を通じ５校の県立高校において動作検証を実施し、
184件の不具合を修正することで、28年度の円滑な導入に備
えることができた。

②市町村情報教育担当者連絡会議を開催し、主に校務の情
報化に関する講演を実施した。

③特別支援学校版校務支援システム導入に関する検討委員
会を実施し、検討報告書を作成することができた。

・特別支援学校版校務支援システムについては、効果的なシステムの開発に向けて、関係機関と連携
を図ることが必要である。

・小中学校の校務支援システムの普及については、各市町村教育委員会の公簿の電子化への対応
が必要になるとともに、今後の全国的な動向について情報を提供する必要がある。

校務支援システムの整備状況

　特別支援学校版校務支援システムの導入について検討を行い、導入する方向で今後詳細を
検討していくこととなっており、整備状況は改善していくと考える。

○内部要因
・全日制高等学校「進路相談支援システム」において、定時制課程及び通信制課程の機能を追加する
改修を平成26年度に行った。今年度は、課程の異なる５校で検証を実施し、28年度の本稼働へ備えて
いる。
・特別支援学校における校務支援システムとしての必要性を検討する委員会を実施した。その結果、
各生徒の健康状態や小中高を通した教育計画、地域の関係機関との連携などで活用できる、特別支
援学校の特性を踏まえた校務支援システムが必要であるとの報告書が作成され、28年度は予算化と
開発に向けての委員会開催が予定されている。
○外部環境の変化
・小学校版、中学校版の校務支援システムに関しては、設置者(市町村)が主体となって整備していくこ
とが原則であるため、今後、新たな開発・改修は行わない。しかし、県として教育の情報化を推進する
ために、市町村同士が互いに情報交換ができるような場を設定する必要がある。
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４　取組の改善案（Action）

・特別支援学校版校務支援システムについては、関連部署担当者による意見を集約するため、検討委
員会を開催し、システムの具体的な機能等を検討していく。

・小中の教員や自治体の情報教育担当者等に対し、教育情報の共有や公簿の電子化によるメリット等
の情報交換の場を設定することで、校務の情報化における推進を図る。

・平成28年度に校務支援用サーバ更新に合わせ、改修した新進路相談支援システムの導入を行うとと
もに、その研修を行うことで、更なる校務の情報化を図る。
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（様式１）

プロジェクト編
記載 № 3-(5)-②

１　取組の概要（Plan）

24 25 26 27 28 29～ 実施主体

88.0%
整備率

89.3% 90.5% 91.8% 93.0%

→ 県

２　取組の状況（Do）
（１）取組の推進状況 （単位：千円）

予算 決算見込 主な財源

56,826 52,521 県単等

（２）今年度の活動計画 （単位：千円）

当初予算 主な財源

86,220 県単等

「おきなわICT総合戦略」主な取組検証票
基本方向 ICTによる行政サービスの向上と業務効率化

基本施策 教育行政や学校安全対策におけるICT利活用

主な取組 校務用コンピュータの整備

取組内容
　校務の効率化、教材研究の充実を図るため、県立学校において教員１人１台の校務用
コンピュータが整備できるよう調整を行う。

年度別計画

担当部課

ICTの利活用
等の概要

　校務の効率化、教材研究の充実を図るため、県立学校において教員１人１台の校務用
コンピュータが整備できるよう調整を行う。

平成27年度実績

教育庁教育支援課

事業名 活動内容

活動指標名 計画値 実績値

教育情報化
推進事業

　県立学校28校に、460台のノートパソコンをリー
ス契約（５年）で整備を行った。

校務用コンピュータ整備率
91.8％

(27年度)
110.5％
(27年度)

推進状況 平成27年度取組の効果

平成28年度計画

事業名 活動内容

　当初、平成28年度までに93％の整備を目指していたが、平成27年度で既に110.5％の
整備率を達成することができ、進捗状況に関しては順調である。
　県立学校にこれまで、5,057台の校務用コンピュータを整備することにより、教員の校務
の効率化による事務負担が軽減され、児童生徒に向き合う時間の確保につながり、教育
の質の改善が図られている。

教育情報化
推進事業

　県立学校67校に、1,012台のノートパソコンをリース契約（５
年）で整備を予定している。

順調

校務用コンピュータの教員一人一台の整備
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（３）これまでの改善案の反映状況

（４）成果指標の達成状況

基準値 現状値 H28目標値 改善幅 全国の現状

― ― ― ― ―

傾向 全国の現状

102.6％
(26年3月)

108.0％
(27年3月)

110.5％
(28年3月)

116.2
(28年3月)

状
況
説
明

３　取組の検証（Check）
（１）推進上の留意点（内部要因、外部環境など）

（２）改善余地の検証（取組の効果の更なる向上の視点）

４　取組の改善案（Action）

成果指標

平成27年度の取組改善案 反映状況

①整備率100％を平成26年度で達成はしたが、平
成21年度に配布した校務用コンピュータ1,472台の
端末OSが29年４月にはサポート終了を迎えるた
め、半分の736台を平成27年度、残り半分の736台
を平成28年度に整備を行う。

②WindowsVista端末の校務用コンピュータの更新
により、情報セキュリティを確保しつつ、教員１人１
台の整備を引き続き支援していく。

①今年度、当初予定していた736台の調達には至
らず、460台は整備することができた。

②Vista端末の更新用端末として、平成27年度は
460台のWindows10端末を整備し、情報セキュリ
ティを確保した。28年度には、残り1,012台の整備
を行う。

―

・入札を行う前に、再度、予算範囲内での仕様・ボリュームであるかを確認し、入札不調とならないよう
に調整する必要がある。

・WindowsVista端末の校務用コンピュータの更新により、情報セキュリティを確保しつつ、教員１人１台
の整備を引き続き支援していく。

教員の校務用コンピュータ整備率

　県立学校においては、平成24年度～26年度の３年間で、2,765台の校務用コンピュータを整備
することにより、教員１人１台の目標を達成した。また、平成21年度に整備したVista端末のサ
ポート終了に伴う1,472台の更新分として、27年度に460台の更新を済ませ、尚且つ28年度に、
1,012台の整備を行うことで、教員１人１台の環境整備を維持することが可能になる。

○内部要因
・平成21年度、県立学校へ校務用コンピュータとしてWindowsVista端末1,472台を整備しているが、
WindowsVista端末のサポート終了期間が平成29年４月に予定されており、そのコンピュータの更新整
備が必要である。
・県が校務用コンピュータを整備することにより、個人情報の安全管理、ウイルス対策等の情報セキュ
リティの確保につながる。

○外部環境の変化
・機器類の調達においては、為替変動も大きな外部要因となりうる。

・WindowsVista端末のサポート終了が平成29年４月に予定されており、平成28年度中に更新整備を済
ませることにより、情報セキュリティの確保が図られる。
・為替変動等の外部要因にも対応可能なものにするため、弾力的な予算確保が必要である。

参考データ 沖縄県の現状
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（様式１）

プロジェクト編
記載 № 3-(5)-③

１　取組の概要（Plan）

24 25 26 27 28 29～ 実施主体

560人
防災ﾘｰﾀﾞｰ
育成数

20校
防災システ
ム設置済校
数

→ 県

２　取組の状況（Do）
（１）取組の推進状況 （単位：千円）

予算 決算見込 主な財源

4,705 3,287 県単等

「おきなわICT総合戦略」主な取組検証票
基本方向 ICTによる行政サービスの向上と業務効率化

基本施策 教育行政や学校安全対策におけるICT利活用

主な取組 学校安全体制整備事業

取組内容
　東日本大震災の教訓、本県の地理的条件を踏まえ、児童生徒の安全確保体制を構築
するため、学校防災リーダーを育成するための研修会を実施する。また、海抜１０ｍ未満
の県立学校に学校防災システムを導入し、効果的な避難訓練を展開する。

年度別計画

担当部課 教育庁保健体育課

ICTの利活用
等の概要

学校防災対応システムの導入並びに利活用

平成27年度実績

事業名 活動内容

学校安全体
制整備事業

　児童生徒の安全確保体制を推進するため、学校
防災リーダーを育成するための研修会を開催し
た。また、学校防災システム導入校（県立学校20
校）のシステムを活用した避難訓練等を実施した。

活動指標名 計画値 実績値

防災リーダー育成数 560人 512人

県立学校への

防災システム

の整備

学校防災リーダーの育成

児童生徒の安全確保体制の構築
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（２）今年度の活動計画 （単位：千円）

当初予算 主な財源

3,570 県単等

（３）これまでの改善案の反映状況

（４）成果指標の達成状況

基準値 現状値 H28目標値 改善幅 全国の現状

― ― ― ― ―

傾向 全国の現状

97.6％
（25年）

97.6％
（26年）

97.8％
（27年）

→ ―

状
況
説
明

推進状況 平成27年度取組の効果

順調

　防災リーダー育成研修会は、平成24年度当初計画値では560名であったが、廃校・統
合さらに小中併置校の参加変更等により、平成27年度計画は520名と見直された。それ
に対して実績値512名となり順調である。参加者アンケート結果によると、「講義内容はよ
く理解出来た（50％）」「ある程度理解できた（48％）」との結果であり、「多くの先生に受講
させたい」、「継続して欲しい」といった意見からも効果が高かったものと思われる。また、
県立学校20校へ導入した「学校防災システム」を活用した避難訓練の実施や東日本大
震災被災経験者を講師として招き、講演会を開催し、生徒、職員の防災意識の高揚を図
ることができた。

平成28年度計画

事業名 活動内容

学校安全体
制整備事業

　児童生徒の安全確保体制を構築するため、学校防災リー
ダーを育成する研修会を実施する。また、学校防災システム導
入済み研究指定校２校において、システム活用を想定した実
践研究を行う。

成果指標

―

平成27年度の取組改善案 反映状況

①学校防災リーダー育成研修会は各地区２日間
の日程で実施していたが、１日開催に工夫短縮す
る。

②研修会受講後は、それぞれの学校で伝達講習
及び校内研修を実施するよう促す。

③育成した防災リーダーを中心とした地震・津波の
避難訓練が全ての学校で確実に実施できるように
促す。

④研究指定校の安全担当者を、全国的な研修会
に参加させ、より効果的な安全体制構築の実践研
究を行う。

①平成27年度より研修内容を精査し、2日間から1
日短縮して開催した。

②学校防災リーダー育成研修会後の各学校での
伝達講習会等の実施率が高まった。

③学校防災に関する基礎知識を身につけ学校に
おける防災リーダー（512名）の育成を図ることが
できた。また、地震・津波の避難訓練の実施率は
97.8％まで向上した。
④研究指定校の安全担当者を全国的な研修会に
参加させ、その後の取組に反映させた。

参考データ 沖縄県の現状

地震・津波の避難訓練実施率

　平成23年3月に起こった東日本大震災以降、学校における防災意識が高まってきている。
　平成24年度から実施の「学校防災リーダー育成研修会」でさらに防災教育を充実させ、地震・
津波の避難訓練実施率１００％を目指している。
　平成27年度は、小学校が98.9％（266/269校）、中学校が95．9％（142/148校）、県立学校
97.4％（76/78校）実施されており、全体で97.8％（486/495校）となっている。
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３　取組の検証（Check）
（１）推進上の留意点（内部要因、外部環境など）

（２）改善余地の検証（取組の効果の更なる向上の視点）

４　取組の改善案（Action）

・安全教育の三領域である「災害安全」、「生活安全」、「交通安全」の全てに関する研修も実施する必
要がある。

・学校防災リーダー育成研修会後は、受講者（学校防災リーダー）が中心となり各学校で伝達講習及
び地震・津波の避難訓練が実施できるよう、実施を促し、報告を受ける。

・研究指定校における成果発表会に参加を呼びかけるとともに、沖縄県健康教育研究大会及び九州
地区健康教育研究大会において実践発表を行い、研究の成果を多くの学校へ提供させる。

・研究指定校（２校）による実践研究が一段落したため、次年度以降は学校防災システムを導入する全
ての設置校を対象とした連絡協議会の場を設定し、更なる学校安全体制の整備に努める。

○内部要因
・中学校では、授業時数確保のために実施していない学校がある。
・避難訓練等は、学校の実情に合わせて行うことから、海抜の高い地域では津波避難訓練を実施して
いない学校がある。

○外部環境の変化
・地震･津波等の予期せぬ災害時に対応できる、学校の安全確保体制の構築が求められている。
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