
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 20,190 順調

② 校務用コンピュータの整備 86,220 順調

③ 学校安全体制整備事業 3,263 順調

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

　　　　　　（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28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
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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

20,276 20,190 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 教育庁教育支援課

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28年度実績

事業名 活動内容

校務支援シ
ステムの整
備事業

　県立高校60校に対して、昨年度新たに構築した
進路相談支援システムのシステムサーバの更新
にあわせ、9月にシステムを稼働させた。特別支援
学校版校務支援システムについては、構築に向
けた検討委員会を５回開催するとともに関係予算
を計上した。「中学校生徒情報管理システム」につ
いては3月でサポートを終了し、システムは41市町
村へ移管する手続きを行った。

活動指標名 計画値 実績値

校務支援システム導入率
65.0％
（28年）

74.9%
(28年3月)

校務支援システムの改修・開発及び導入推進等 
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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

29,055 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

推進状況 平成28年度取組の効果

順調

　平成28年度計画値65.0%に対して実績値が74.9%と計画値を上回っている。県立高校に
ついては新進路相談支援システムの稼働により、これまで稼働していなかった定時制・
通信制課程を含めた県立高等学校60校全てに校務支援システムを稼働・運用すること
が可能となった。特別支援学校についても平成30年稼働に向けて準備を進めている。
　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。

平成29年度計画

事業名 活動内容

校務支援シ
ステムの整
備事業

　新進路相談支援システムの円滑な運用を図るため、新しい操
作や運用に関する研修会を実施する。県立中学校３校に対し
て、「生徒情報管理システム」サポート終了に伴い、代替となる
システムの検討を進める。

成果指標

―

平成28年度の取組改善案 反映状況

①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。

②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。

③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。

①特別支援学校版校務支援システムのシステム
要件を検討する実務者会議を５回開催し、具体的
な機能を仕様に盛り込むことができた。

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内容を充実させたこと
で、意識の高揚が計れた。

③計画的なサーバ更新を行うとともに、研修を充
実させた事で、９月のシステム開始の際に、ス
ムーズな移行が図られた。

参考データ 沖縄県の現状

校務支援システムの整備状況

　新進路相談支援システムの運用開始により、定時制・通信制課程をもつ学校など、これまで
運用していない学校においても運用が開始される事が予想される。また、平成30年度に特別支
援学校版校務支援システムが運用開始を予定しているため、県立学校については整備状況が
進む事が予想される。市町村については、「生徒情報管理システム」のサポート終了より、独自
に予算を確保することで新たな校務支援システムの導入を図ることになるため、進行状況に
よって整備率が下がる可能性もある。
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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）

・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。
・文部科学省の進める統合型校務支援システムの普及促進に向け、校務に関する文書等の電子化・
標準化の考え方の整理及び指針、工程表の策定などが求められる。

・新進路相談支援システムを効果的に運用するための研修を総合教育センターと連携して行う。
・特別支援学校版校務支援システムのサーバについて円滑な入札を、県立学校教育課と連携して行
う。
・県立中学校の新たな校務支援システムについて、県立学校教育課と連携して、構築に向けた方向を
検討する。

○内部要因
・新進路相談支援システムのスムーズな運用と、新たにサポートされた定時制課程、通信制課程につ
いて、対応する課程・学校への研修が求められている。
・特別支援学校における校務支援システムの構築が開始され、サーバの整備と、それに伴う入札が行
われる。サーバについては、システム要件を考慮して、運用に適正なサーバの入札ができるよう検討
する必要がある。
・県立中学校については、「生徒情報管理システム」のサポート終了に伴い、新たな校務支援システム
の構築が求められている。

○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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（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

86,220 86,220 県単等

（２）今年度の活動計画 （単位：千円）

当初予算 主な財源

「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 教育庁教育支援課

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28年度実績

事業名 活動内容

教育情報化
推進事業

　県立学校66校に、1012台のノートパソコンをリー
ス契約（５年）で整備を行った。

活動指標名 計画値 実績値

推進状況 平成28年度取組の効果

校務用コンピュータ整備率
93.0％
(28年)

110.5％
(28年)

順調

　平成28年度計画値93.0％に対して、実績値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。

平成29年度計画

事業名 活動内容

校務用コンピュータの教員一人一台の整備 
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97,171 県単等
教育情報化
推進事業

   県立学校80校に、1118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。
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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)

↗
116.1％

(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28年度の取組改善案 反映状況

①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。

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予定していた1012台のノートパソコンを整備す
ることができた。

②平成21年度に備品整備したVista端末の平成29
年3月末までの廃棄処分等を行い、情報セキュリ
ティの確保に繋げた。

参考データ 沖縄県の現状

教員の校務用コンピュータ整備率

・新たなニーズに対応するため、限られた予算内で整備するために、コンピュータ単価を精査し、より多
くのコンピュータを整備できるよう仕様の検討を進める。
・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。

　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、28年度に、1,027台(新規開校分15
台含む)の整備を行い、同時にサポート終了した1,472台の廃棄を行ったことで、教員１人１台の
環境整備を維持することができた。

○内部要因
・教員一人一台の校務用コンピュータの整備を達成しているが、現場では教員以外の職種（実習助
手、寄宿舎職員等）についても業務遂行のため校務用コンピュータが必要である。
・各高等学校の現場では、校務用コンピュータの一部を、非常勤職員共有又は成績管理用として準備
室に常設し利用しているため、その台数を調査し、整備をする必要がある。
・上記の新たなニーズに対応するため、計画的・段階的な整備を進める必要があり、そのための整備
方針・整備計画の策定が必要である。

○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。
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・校務用コンピュータを利用している職種（教員以外）及び共有又は成績管理用として利用されているコ
ンピュータの台数を調査し、適正な整備台数を把握し、計画的・段階的な整備のための整備方針・計
画の策定を行う必要がある。
・必要な台数を確保するため、仕様書を見直すなど、コンピュータの単価を精査し、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。
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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

4,222 3,263 県単等

防災リーダー育成数 520人 501人

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

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28年度実績

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。

「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

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

24,009 ―

（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％
（26年）

97.8％
（27年）

96.5％
（28年）

↘ ―

状
況
説
明

参考データ 沖縄県の現状

地震・津波の避難訓練実施率

　文部科学省の「学校における教育の情報化の実態等に関する調査結果」（平成28年3月現在）
によると、本県は、5.3人/台と平成28年度の年度別計画の値を達成するとともに、全国平均（6.2
人/台）を上回っている整備状況である。

学校安全体
制整備事業

学校防災対応システム導入校20校の機器の入れ替えと新たに2
校にシステム導入。システムを活用した避難訓練・防災教育マ
ニュアルを作成するため、学校防災対応システム導入校連絡協
議会を実施する。作成したマニュアルを県内学校に周知し、防災
教育の充実を図る。

成果指標

―

平成28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。

②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
成果を多くの学校に提供させる。

③研究指定校（２校）による実践研究が一段落した
ために、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。

①学校防災リーダー育成研修会後の各学校での
避難訓練実施率は96.5％で高い実施率は維持し
ている。

②研究指定校における成果発表会に加え、九州
健康教育大会及び沖縄県健康教育大会で実践発
表を行い、研究の成果を各学校に提供した

③学校安全体制整備を図る為、学校防災システ
ム導入校による連絡協議会及び学校防災対応シ
ステム機器の入れ替えと新規2校への設置に係る
予算の獲得ができた。

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501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（53.2％）」「ある程度理解できた（45.6％）」との結果であり、「多くの職員が理解する
ことが必要」、「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29年度計画

事業名 活動内容

推進状況 平成28年度取組の効果
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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）

・文部科学省の普通教室のＩＣＴ環境整備ステップのＳｔａｇｅ３（無線ＬＡＮ・大型提示装置の常設、４クラス
に１セットの可動式ＰＣの整備など）達成に向けて、現状の把握と必要な整備を段階的に進める必要が
ある。
・新しく整備した電子黒板、無線ＬＡＮ環境機器をより効果的に活用するために、ＩＣＴ支援員の導入など
の検討が必要となる。
・無線ＬＡＮなどの新たな機器の導入に対応した管理や運用のための規定について検討する必要があ
る。

・段階的な整備のために整備方針及び計画の策定を行う。
・県立中学校２校（開邦中、球陽中）に対して、現状と同程度の整備を行うと同時に、平成27年度にひと
り１台のタブレット端末の整備をすませた与勝緑が丘中学校の活用状況を参考に、効果的な整備の方
向を検討する。

○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
・避難場所や避難経路の確保など地震･津波等の予期せぬ災害時に対応できる地域と連携した安全確
保体制の構築が求められている、。
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