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１ 教育委員会事務の点検・評価について 

（１）趣旨 

 野々市町教育委員会は、「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」に基づき、効

果的な教育行政の一層の推進を図るとともに、住民への説明責任を果たし、住民から

信頼される教育行政のさらなる推進を目指して、平成２２年度分についての教育行政

事務の点検・評価を実施しました。 

 これらについての成果や課題を確認することで、今後の施策改善に反映させるとと

もに、具体的なそして効果的な教育行政の一層の推進を図ることとします。 

 

（２）対象年度 

平成２２年度に実施した教育委員会主管の主要な事務事業を点検・評価の対象とし

ます。 

 

（３）実施方法 

① 教育委員が直接に関与し、また活動している事項と教育長に委任する事務に区

分整理し、点検・評価を行いました。 

② 教育長に委任する事務については、教育委員会事務局各課の主要事務事業を、

３１項目の評価シートに抽出分類し、自己点検、自己評価を行いました。 

自己評価については、評価シート毎に次のとおり５項目の視点について、５段

階評価を行いました。 

 

 

 

地方教育行政の組織及び運営に関する法律（抜粋） 

（教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価等） 

第２７条 教育委員会は、毎年、その権限に属する事務の管理及び執行の状況について点検

及び評価を行い、その結果に関する報告書を作成し、これを議会に提出するとともに、公

表しなければならない。 

２ 教育委員会は、前項の点検及び評価を行うに当たっては、教育に関し学識経験を有する 

 者の知見を活用するものとする。 
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【自己評価項目評価視点（５段階評価）】 

項  目 内  容 

適応性 
町民から理解が得られるよう、時代に合った内容としているか。事業を行政が行う

必要があるか。 

有効性 事業の目的にあった効果的な手法か。施策や運営が目的の実現に寄与しているか。 

経済性 
コストは縮減しているか。事務は効率的に行われているか。(時間外労働は縮減し

ているか。) 

正確性 
安全・正確を確保する手段がとられているか。説明責任を果たすため、適切な情報

提供がされているか。関係団体及び他課との調整・連携は図られているか。 

目標達成度 目標の水準は適切か。計画どおりに目標を達成できたか。 

 【評価基準（５段階評価）】 

評価 内  容 

Ａ 成果が効率的に上がり、目標を十分に達成 

Ｂ 一定の成果が上がっているものの取り組みの強化が必要 

Ｃ 一定の成果が上がっているものの見直し・改善が必要 

Ｄ 成果がほとんど上がっておらず見直しが必要 

Ｅ 成果がなかった 

③ 上記により取りまとめた評価シートを「学校施設の整備」、「学校給食の充実と

就学・就園援助」、「学校教育の充実」、「生涯学習・青少年の健全育成」、「文化振

興・文化遺産の保全と活用」、「生涯スポーツの推進」という６つの主要な施策に

類型化し、項目毎に客観的視点を確保するため、学識経験を有し、本町の教育行

政にご理解のある次の方々に依頼し、ご意見をいただきました。 

また、このご意見や点検・評価に基づいた今後に向けた改善・改革すべき事項

を「今後の方針」として取りまとめ項目毎に記載しました。 

 （５０音順・敬称略） 

氏  名 公 職 等 

 魚野 孝次郎 
 野々市町中央公民館館長 

 町行政改革推進委員会委員 

 田多野 和彦 
 元小学校校長 

 野々市公民館館長 

 南部 直枝  スポーツ振興審議会委員 
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２ 教育委員会会議及び活動状況 

 

（１）教育委員会会議の開催状況及び審議等事項 

  野々市町教育委員会は、「野々市町教育委員会会議規則」第３条の規定に基づき、 

以下のように１２回の定例会及び４回の臨時会を開催しました。 

  また、「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」第２３条に規定される職務権 

限及び「野々市町教育委員会教育長に対する事務委任規則」の規定に基づき、以下

のように審議しました。    

教育委員会 

会議開催日 

定例会又

は臨時会

の別 

議案番号 件   名 

報告

事項

件数 

4月 7日 臨時会 第 13号議案 専決処分の承認を求めることについて（平成２２年

度教育委員会関係委員の委嘱） 

1件 

4月 27日 定例会 第 14号議案 野々市町立小学校及び中学校の通学区域等に関す

る規則の一部改正について 

11件 

5月 24日 定例会 第 15号議案 

 

第 16号議案 

平成 21年度野々市町一般会計補正予算（専決処分）

教育費関係について 

野々市町学校給食センター設置条例の一部を改正

する条例について 

8件 

6月 23日 定例会 第 17号議案 

 

 

第 18号議案 

職員の育児休業等に関する条例及び野々市町職員

の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する

条例について 

野々市町学校給食センター設置条例施行規則の一

部を改正する規則について 

11件 

7月 16日 臨時会 第 19号議案 平成 23年度使用小学校用教科書採択について 1件 

7月 29日 定例会  ※報告案件のみ 5件 

8月 25日 定例会 第 20号議案 

 

平成 22年度野々市町一般会計補正予算（9月補正）

教育費関係について 

9件 

9月 27日 定例会 第 21号議案 

 

第 22号議案 

 

第 23号議案 

平成 22 年度野々市町教育委員会表彰被表彰者選考

について 

教育委員会事務の点検・評価（平成２１年度分報告

書について） 

野々市町子ども読書活動推進計画について 

10件 

10月 1日 臨時会 第 24号議案 

第 25号議案 

教育委員会委員長選挙について 

教育委員会委員長職務代理者の指定について 
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10月 27日 定例会  ※報告案件のみ 6件 

11月 25日 定例会 第 26号議案 平成 22年度野々市町一般会計補正予算（12月補正）

教育費関係について 

3件 

12月 9日 臨時会  ※報告案件のみ 1件 

12月 24日 定例会  ※報告案件のみ 5件 

1月 28日 定例会  ※報告案件のみ 3件 

2月 25日 定例会 第 1号議案 

 

第 2号議案 

 

第 3号議案 

第 4号議案 

 

第 5号議案 

 

平成 22年度野々市町一般会計補正予算（専決補正）

教育費関係について 

平成 22年度野々市町一般会計補正予算（3月補正）

教育費関係について 

平成 23年度当初予算案について 

野々市職員定数条例の一部を改正する条例教育委

員会関係について 

野々市町文化会館条例の一部を改正する条例につ

いて 

8件 

3月 25日 定例会 第 6号議案 

第 7号議案 

平成２３年度教育目標について 

平成２３年４月１日付け職員異動内示について 

4件 

 

 

（２）教育委員会活動の概要 

  教育委員は、教育委員会議への出席の他、町議会や学校訪問、各種行事等に合計 

１７１回出席しました。 

① 町議会関係       ２９回 

    ・本会議、教育福祉常任委員会等への出席 

② 学校訪問、学校行事   ２７回 

    ・入学式、卒業式、学校計画訪問、運動会等への出席 

③ 会議、研修会      ５３回 

    ・県市町教育委員会連合会等教育委員長・教育長会議等への出席 

④ 各種行事        ６２回 

    ・成人式、立志式、地区運動会等への出席 
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（３）自己評価 

  委員会会議においては、事前配布の会議資料に基づき６名の教育委員がそれぞれ

の立場から審議事項等に対して意見を述べ、事務局に対して指示や助言をしました。 

また、その時々の教育委員会事業の現状や課題についても事務局に報告を求める

とともに状況を把握し、常に最新の情報を持つように努めました。 

 委員会会議については、急を要するものについては臨時会を開催し、定例会を含

め適切に処理し、事案に対する遅れはなかったと思っております。 

委員会会議の状況については、町のホームページにその都度掲載し、委員会活動

についての広報活動に努め、開かれた教育委員会に取り組みました。 

 学校訪問については、町内小中学校７校すべて実施しており、校長等からの学校

経営に関する聞き取りや授業の状況を参観し、課題や教育現場の様子の把握に努め

るとともに、委員会全体で学校を支えることを意識付けしました。 

 各種行事については、成人式や地区の運動会、スポーツ大会等に参加し地域住民

とのふれあいを通じて、地域の現状の把握に努めました。 

 また、教育委員自らの研修についても各種研修会に積極的に参加し、自己研鑽を

図りました。 

今後も、意思決定機関として「教育委員会の機能を高める」とともに、「効果的な

教育活動を行う」ことができるよう、より一層、教育委員及び教育委員会事務局が

一体となり、課題に取り組む必要があると考えます。 
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（４）学識経験者からの意見 

委員の６人体制の中、数多くの会議や行事に参加出席をされています。また、各

種研修会にも積極的に参加して自己研鑽に励まれた様子で評価できます。今後も教

育委員会の顔として積極的に町民が活動している場に出向き、学校教育、生涯学習、

文化、スポーツなどに取り組む人たちへの応援、激励、援助を行い、直接町民の声

を教育行政に反映していただきたいと思います。 

平成２２年度は特に野々市小学校の学校建設に町民の期待が多く向けられました。

また、それに伴う通学区域の変更、給食センターなどの課題についてもスムーズに

進行したことに教育委員会としての努力が伺えます。 

委員会活動の広報について２１年度より町ホームページにその会議内容が掲載さ

れるようになり、迅速な掲載によりインターネットのもつ特性を十分に生かした広

報活動をされていることを高く評価したいと思います。 

  

 （５）今後の方針 

野々市町教育委員会では、その年度の「教育委員会目標及び基本方針」を定める

なかで目標達成に向けての諸施策に積極的に取り組んでいます。 

今後も学識経験者からのご意見をふまえ、学校、文化学習施設、スポーツ施設及

び地域の行事に積極的に出向き、学校、保護者、施設利用者など様々な町民からの

声に真摯に耳を傾け、町民の意向を教育行政に反映していくよう提案をしていきま

す。 

町ホームページに掲載している教育委員会会議の概要については、今後も迅速に

掲載し、教育委員会活動を町民に積極的に公開し、さらなる透明性の向上に努め説

明責任を果たすとともに、教育行政に関して、町民の皆様から広く意見をいただき、

施策に反映させていきたいと考えます。 
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３ 点検評価結果  

・（１－１） 学校施設の整備 

① 耐震補強・大規模改造 

② 老朽・安全化対策  

 

・（１－２） 学識経験者からの意見  

学校施設は、児童生徒の安全を確保することはもちろん、地域の指定避難場所でも

あるため、十分な耐震性が求められている施設です。耐震化に係る工事は、野々市小

学校改築工事及び御園小学校、野々市中学校の体育館の耐震補強工事が完成しました。

これにより学校耐震化率がほぼ１００パーセント近くになることは高く評価できます。 

老朽化が進んでいる学校の大規模改修工事や冷房化等の施設整備工事についても多

額の費用を要することから、町民の理解を得る上でも、計画的に実施されるようお願

いします。 

 
 
 

・（１－３） 今後の方針 

①  学校の耐震化については、野々市中学校の１棟を除き全て完成しました。学校施

設の耐震化の状況は平成２０年度より法律で公表が義務付けられており、耐震化の

状況については町ホームページ等を通じて公表を行っていきます。 

②  学校施設の大規模改修工事については、建築後２０年以上経過した施設を対象に

実施しており、現在は富陽小学校の増築工事と大規模改造工事を進めております。

今後も未改修の布水中学校、館野小学校については、年次計画のとおり着実に実施

していきます。 
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1 (1) 担　当　課

(1)

(2)

(3)

(4)

B A B B A B

(B) (B) (B) (B) (B) (B)

　平成21年度に屋内運動場を耐震診断した結果、耐震性能がないことが判明したため、実施設計後に工
事を行った。
　野々市中学校屋内運動場地震補強等工事　（68,191千円）
　実施設計業務委託（3,413千円）　工事監理業務委託　（3,098千円）　　　　工事年度　平成22年度

　富陽小学校増築・
大規模改造事業

　校区内での急激な児童数増加と経年による建物の老朽化により、増築と大規模改造工事の実施設計を
行った。
　実施設計業務委託（24,633千円）　　　工事年度　平成23年、平成24年

教育委員会
点検・評価

自己評価項目
（前年度評価）

適応性 有効性 経済性

　御園小学校地震
補強・大規模改造事
業

9

事業概要・実績

　野々市中学校地
震補強・大規模改造
事業

平成２３年度　教育委員会点検・評価シート(平成２２年度事業)

目的・目標
　計画的な学校施設の耐震補強及び改築を実施することにより、安全で安心な学校づくりを図り、児童生徒の安全性を確保する
とともに、教育環境の向上を図る。

正確性 目標達成度 総合評価

　平成20年度に屋内運動場を耐震診断した結果、耐震性能がないことが判明したため、実施設計後に工
事を行った。
　御園小学校屋内運動場地震補強等工事　（88,416千円）
　実施設計業務委託（2,657千円）　工事監理業務委託　（3,096千円）　　　　工事年度　平成22年度

　耐震補強・大規模改造

今後の改善事項 (課題)

　平成23年4月1日現在、野々市小学校の改築工事及び御園小学校体育館と野々市中学校の耐震補強工事により、野々市町の学校
施設耐震化率は昨年度の68.6％から96.7％と飛躍的に伸びた。残る野々市中学校の技術室棟１棟を改修することにより耐震補強事業
は完了する。
　大規模改造工事については未実施の富陽小学校、館野小学校、布水中学校において計画的に施工する必要がある。

点検・評価項目 　学校施設の整備 教育総務課

　野々市小学校においては、改築工事を施工した。
　御園小学校体育館と野々市中学校体育館については、耐震補強と大規模改造工事を施工した。
　富陽小学校においては、増築と大規模改造の実施設計を行った。

　野々市小学校施
設整備事業

　野々市小学校をＰＦＩ手法で改築工事を行った。
　野々市小学校施設整備事業に係る建設維持管理モニタリング業務　（委託料：9,450千円）
　野々市小学校施設整備事業事業契約　　野々市つばきPFI株式会社：3,299,284千円（全体）
　平成22年度竣工　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2,065,719千円（平成22年度）



1 (2)

6件 小計 450千円

15件 小計 3,154千円

2件 小計 1,659千円

小計 0千円

合計 5,263千円

小計 0千円

1件 小計 462千円

小計 0千円

2件 小計 8,138千円

合計 8,600千円

8件 小計 561千円

4件 小計 1,217千円

小計 0千円

小計 0千円

合計 1,778千円

小計 0千円

1件 小計 294千円

小計 0千円

3件 小計 42,630千円

合計 42,924千円

B B C B B B

(B) (B) (C) (B) (B) (B)

10万～50万円 布水中学校金工室コンセント・照明器具増設工事

(2)

　中学校工事

　小学校工事

50万～130万円

野々市中学校テニスコート整備工事 他

10万円未満

　小学校修繕

教育委員会
点検・評価

50万～130万円

(3)

10万円未満

  中学校修繕

事業概要・実績

130万円以上

(4)

(1)

館野小学校小便器用自動ハイタンクバルブ修繕 他

野々市中学校ボイラー室換気扇取替修繕 他

10万～50万円 布水中学校高圧気中開閉器修繕 他

130万円以上

50万～130万円

130万円以上

目標達成度有効性

10万円未満

10万～50万円 菅原小学校プール便所給水配管改修工事

130万円以上

富陽小学校少人数教室改修工事 他

経済性 正確性

今後の改善事項 (課題)
　本町の学校施設は、昭和50年代に児童・生徒急増に対応して建設されたものが大半であり、老朽化が進んでいる。しかしながら、大規模改修工事は、
多額の経費が必要となるほか、工事時期についても夏季休業中に限られる。この他、学習内容の進展等に対応した施設、校舎の冷房化等課題が多い
が、児童生徒の安全、安心を第一に考えていく必要がある。

自己評価項目
（前年度評価）

総合評価適応性

1
0

平成２３年度　教育委員会点検・評価シート(平成２２年度事業)

　施設の老朽化に伴う小規模な修繕・工事については、42件と前年度に比べ件数は減少したものの、中学校テニスコート整備工事などを実施したため、
金額は増加している。大規模改修工事については財政負担が大きいことから、国の交付金等を活用し計画的な実施が必要と考える。
　学校の修繕予算としては各学校当初予算において18万円又は25万円を配分しており、限られた予算の中で緊急性の高いものから順次対応している。

目的・目標

点検・評価項目 　老朽・安全化対策　学校施設の整備

　計画的な学校施設の改修を図り、新しい教育内容に対応する施設、より安全で快適な施設整備を推進する。

教育総務課担　当　課

50万～130万円 館野小学校玄関ホールトップライト内装修繕 他

10万円未満

10万～50万円 富陽小学校調理員休憩室修繕 他



 

 

・（２－１） 学校給食の充実と就学・就園援助 

① 学校給食  

② 就学・就園援助 

 

・（２－２） 学識経験者からの意見 

学校給食は、適切な栄養の摂取による健康の保持増進にとどまらず食育の推進に関

する活動が大きな役割を持つと考えます。食育は心身の成長及び人格の形成に大きな

影響を及ぼし、生涯にわたって健全な心と身体を培い豊かな人間性を育んでいく基礎

となることを理解させることが重要であります。 

また、老朽化が進んでいる小学校の給食室について、自校式から給食センター方式

への移行を計画的に推進するようお願いします。 

私立幼稚園に対する幼稚園就園奨励費については、その制度の目的と役割を十分に

吟味したうえで事業を実施するようお願いします。 

 

・（２－３） 今後の方針 
①  今後も子どもたちが学校給食に楽しみが持てるよう、学校栄養教諭等による食育

の充実をさらに進めていきます。また、地元産の食材を通じて地域の自然や文化、

産業に関する理解を深め、生産者と交流することにより、作物を育てることの難し

さや喜びを子ども達に伝え、食への感謝の気持ちを育みます。 

②  地場産物の使用に当たっては、生産量に限りがあり、使用時期や食数等を考慮し、

地産地消につなげていきます。 

③  野々市小学校の給食については、野々市小学校の建替えに伴い給食センター方式

に切り替えました。今後は残る４小学校について食の安全面や効率的・効果的運営

が図られる給食センター方式への移行を進めていきます。 

④  幼稚園就園奨励費については、小中学校の児童生徒の保護者に対する就学援助制

度と同様に子どもたちが安心して十分な教育を受けることができるための大切な

制度と考えており、今後もその内容について周知の徹底を図り適切に実施していき

ます。 
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(1) 担　当　課

B B B B B

(B) (B) (B) (B) (B)

①

②

③

④

⑤

目標達成度経済性 正確性適応性

今後の改善事項 (課題)

野々市町内の栄養教諭、学校栄養職員、給食調理員全員が出席し、統一した衛生管理研修会を年２回行っているが、実際現場で生かされているか確認・
指導する必要がある。平成20年度より現場での衛生管理研修も実施。

食材等の単価の動向を注視しながら、給食費の単価についても引き続き経過の推移を注意深く見守り検討していく必要がある。ただし、児童生徒には必要
な食糧構成や栄養素を考慮し、充実した献立の提供に努めたい。

生活習慣病予防や正しい食生活を身に付けるためにも、学校栄養職員や他の教諭、家庭・地域が連携し食に関する指導の推進に努める必要がある。

自校式にて給食を提供している４小学校について、給食センター方式への移行推進。

現在栄養教諭、栄養職員により行っている定期及び日常の衛生検査の点検を、文部科学省の衛生管理基準に定められているとおり学校薬剤師等により
行えるよう検討。

③献立作成会・・・

④野々市町研修会（衛生管理研修会）・・・

　給食回数　約192回　平成22年5月1日現在児童数　2,829名　　給食費　1食　250円

　給食回数　約192回　平成22年5月1日現在生徒数　1,216名　　給食費　1食　300円

1
2

平成２３年度　教育委員会点検・評価シート(平成２２年度事業)

学校給食の充実と
就学・就園援助

教育委員会
点検・評価

自己評価項目
（前年度評価）

⑤石川県学校給食研究大会・・・ 年1回（夏季休業中）。管内の給食担当教諭、栄養職員、給食調理員が出席し、研究発表等
が行われた。

地元産の食材を通じて、地域の自然や文化、産業などに関する理解を深める。
生産や流通、給食にかかわる人々を知ることで、食の感謝の気持ちを育む。
地元産米での炊飯、地元産野菜を使用したサマーカレー等を実施し、児童と地元生産者や給食調理
員との交流の場を設ける。

⑥特定給食施設等巡回指導・・・  県中央保健福祉センターより衛生管理、栄養管理等の調査、指導の巡回が行われた。

目的・目標 　学校給食の円滑な実施を図る。

事業概要・実績

　小学校学校給食

　中学校学校給食

①地産地消の推進・・・

(1)

(2)

⑦給食調理室細菌検査・・・   ６、７月の梅雨時期など年に１回予防医学協会に委託し、まな板、あえ物など細菌検査を行う。

　学校給食

　インフルエンザ緊急時マニュアルを確認しながら、本年度も発生した「インフルエンザ等」に伴う学級閉鎖による給食停止にも迅速に対処を行った。また、研修
会等を通して、安全、衛生管理には十分配慮し異物混入等が無いよう確認作業の実施を行う。

教育総務課2

総合評価有効性

年2回（夏季・春季休業中）。町内の栄養教諭、学校栄養職員、給食調理員の全員
が出席し、衛生管理の徹底に努めた。

毎月1回。町内栄養教諭、学校栄養職員が集まり、翌月分の献立作成（栄養内容の確認）、食材の検討（安
全、価格、味）を行った。

　

⑧22年度の2学期より、給食センター対応に野々市小学校が加わり、センターでの給食調理、配送数が増えた。

C

(C)

②食育の推進・・・ 学校において食育教育を推進。



2 (2) 担　当　課

(1)

(2)

(3)

B B C B B B

(B) (B) (C) (B) (B) (B)

自己評価項目
（前年度評価）

事業概要・実績

　次世代を担う子ども達の幼児教育及び小中学校における教育のより一層の振興を図り、かつ、保護者の経済的負担の軽減を図るた
めの継続した支援事業を行っている。事業実施にあたり国の補助金を活用しているが、国の予算不足により補助金が圧縮されている状
況が近年続いている。

1
3

平成２３年度　教育委員会点検・評価シート(平成２２年度事業)

点検・評価項目 学校給食の充実と就学・就園援助

　経済的理由により就学困難な児童生徒の保護者に対し、年3回（8月末、12月末、3月末）学用品費、通学
用品費、新入学学用品費、給食費、修学旅行費、校外活動費等の就学に必要な費用の一部の援助を行っ
た。
支給者　572名　　43,810千円

今後の改善事項 (課題)
　事業費に対する国からの補助金が近年補助率どおりに交付されていないため、必要な財源を確保するよう国に対しての要求を継続し
て行う。

目的・目標

　野々市町立の小学校及び中学校の特別支援学級に就学する児童生徒の保護者の経済的負担を軽減す
るため、年3回（8月末、12月末、3月末）学用品費、通学用品費、新入学学用品費、給食費、修学旅行費、校
外活動費等の就学に必要な費用の一部の援助を行った。
支給者　22名　　1,523千円

教育委員会
点検・評価

適応性

　特別支援教育就学
奨励

有効性 経済性 正確性 目標達成度 総合評価

教育総務課

　幼稚園就園奨励
　町内に住所を有し、私立幼稚園に在園している園児の保護者の所得に応じて就園奨励費補助を行い、保
護者の経済的負担軽減に努めた。
対象者　24園　447名　　補助金額：38,122千円

　経済的理由により困窮していると認められる児童・生徒等の保護者に対して、必要な援助を与え義務教育等の円滑な実施を図
る。

　就学援助

　就学・就園援助



 

 

・（３－１） 学校教育の充実 

① 教育活動の推進 

② 教育環境の整備充実 

③ 学校安全と健康教育 

・（３－２） 学識経験者からの意見 

学校教育において、その学校にしかないような特徴を持つことは大切なことであ

る。教育委員会の指導のもと、その学校独自の持ち味を持った特色ある学校づくり

に努めていただきたいと思います。 

 特別支援教育については、特別支援教育支援員を全小中学校に配置するとともに、

さらに複数配置できめ細かな対応をめざす姿勢を高く評価します。 

 読書活動の推進に関して、学校図書館の充実を図りつつ、朝読書のような取り組み

をすべての学校で行うなど、指導面の充実を期待します。 

新学習指導要領の完全実施に伴い、地域の実態を踏まえたカリキュラムの作成をお

願いします。社会科副読本「私たちの野々市」の活用、校章や校名の由来を知ること

や「図説 野々市町の歴史」などの資料の活用から、母校や郷土を愛する心を育む教

育活動の実践をお願いしたいと思います。 

社会の変化や児童数の増加にともない問題も多様化してきているので、教師の専門

性を高める必要があります。教師が本来の教育実践に取り組むためにも、スクールカ

ウンセラーや特別支援教育支援員の配置、生徒指導の充実のための人員配置、町教育

センターの充実を図ることが大切です。市制の推進を機に、設備やスタッフを増員し、

町単独で教育センター事業を行えるように充実していただきたいと思います。 

子どもたちの生命を脅かす事件・事故に対して的確に対応するための危機管理意識

を委員会、学校管理職、教職員は、常に持ち続けていただきたいと思います。 

 

・（３－３） 今後の方針 

① 社会や家庭の変化により、学校に求められることも多岐多様となっています。そ

れらに対応するために、教育委員会と学校が一体となって、教育環境の改善、教

職員の資質の向上、特色ある学校づくりに努めます。 

② 特別支援教育については、各校で支援を必要とする生徒の実態把握に努め、支援

員の複数配置に向けて引き続き努力します。また、校内研修の充実、特別支援教

育ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰの育成を通して教職員の専門性の向上をめざします。 
③ 読書の楽しさを味わい､本に親しむ機会を増やすため、学校図書館の充実を図る

とともに、朝読書の取り組みや読書カードの活用など、読書活動を積極的に推

進します。 
④ 教育基本法の趣旨を踏まえ、伝統と文化を尊重し、郷土を愛する教育の充実に

努めます。 
⑤ 学校の教育活動の充実のために、教職員の指導力向上は欠かすことが出来ませ

ん。その一環として教職員の資質向上を目指して教育ｾﾝﾀｰの充実に努めます。 

⑥ 事故、事件、災害などに適切に対応するために、児童生徒の実態に応じた危機管

理マニュアルを作成し、全教職員で共通理解を図るとともに、マニュアルに基づ

いた訓練の実施、関係機関との連携など、危機管理の取り組みを推進します。 
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3 (1) 担　当　課

  

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

B A B B B B

(B) (B) (B) (B) (B) (B)

教育委員会
点検・評価

　特色ある学校づくりの推進

　学校研究の推進
　各小中学校において、研究授業を中心とした実践的な学校研究を推進し、互いの成果の交流を
積極的に行った。

　国際理解活動の普及

①小学校外国語活動事業
　　各小学校に週2回、外国語指導助手を派遣した。
　　3～4年生　１クラス　年間　10時間程度実施　　5～6年生　１クラス　年間　35時間程度実施
②英語指導助手（ＡＬＴ）招致事業
　　英語指導助手（ＡＬＴ）1名を中学校2校に1月ずつ交互派遣した。
③国際交流事業
　　深圳小学へ訪問団を派遣（児童12名・引率他9名）し児童交流や教職員の交流を行った。

平成２３年度　教育委員会点検・評価シート(平成２２年度事業)

　各小中学校がそれぞれ特色ある学校づくりを目指して、明和特別支援学校や地域保育園との交
流、算数力の向上のための指導法の改善等の事業を積極的に実施した。

目的・目標

学校教育課

　生き生きとした学校づくりと教育内容の充実を図る。

点検・評価項目 　学校教育の充実
　教育活動の推進
　　①特色ある学校づくりと教育の内容
　　　　　の充実

1
5

事業概要・実績

　職場体験事業 　町内外の延べ107事業所の協力を得て、3日間の職場体験事業を実施した。（中学2年生　399人）

　教職員教育実践研究推進
事業

　意欲的に教育実践研究を推進する教職員の支援を目的とし、児童・生徒の学力向上や心の教育
の充実を図った。
　また、教育課程等の改善と教職員の指導力向上を目指した指導方法改善のための研究を推進
し、研究授業の公開や報告会を実施した。

　学校研究の積極的な推進と、その交流を行うことで、授業の質の向上が図られた。また、それぞれの学校が、児童生徒の実態にあっ
た特色のある学校づくりにも積極的に取り組んでいる。ＡＬＴ配置によるネイティブスピーカーの英語に触れることや、深圳との交流や職
場体験による豊かな体験活動も行うことができた。

適応性 有効性

今後の改善事項 (課題)

自己評価項目
（前年度評価）

　さらなる学校研究の推進、特色ある学校づくり、教師の専門性を生かした実践研究を深めるとともに、その成果を地域にも広め、開か
れた学校づくりに努めたい。

経済性 正確性 目標達成度 総合評価



3 担　当　課

  

(2)

①

②

A B B B B

(B) (B) (B) (B) (B)

今後の改善事項 (課題)
　特別な支援が必要な児童生徒、生徒指導上配慮が必要な児童生徒は、問題が多様化しており、その対応には高い専門性が必要と
なってきている。さらに、児童生徒の増加とともに、特別な支援の必要な児童生徒数も年々増加しており、指導体制の充実と支援員等
の増員が必要である。

1
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(1) 　特別支援教育の充実

特別支援教育支援員の配置
全小中学校に配置し、発達障害など個別に支援が必要な児童・生徒を中心に支援を行った。
（小学校5名、中学校3名配置）

なかよし教室の実施
概ね12歳までの知的、情緒及び運動などに発達の遅れがあると認められる児童等及びその保
護者に対して総合的な指導や訓練を実施した。　　（参加児童等　14名）

教育委員会
点検・評価

　特別支援教育の充実にあっては、全小中学校への支援員の配置により、発達障害のある児童生徒等に対して個別の対応が有効に
行えたが、更なる増員がが必要である。生徒指導については、全小中学校や関係機関が連携して指導体制の強化が図れており、児
童生徒は全体的には落ち着いた学校生活を送っている。

自己評価項目
（前年度評価）

適応性

平成２３年度　教育委員会点検・評価シート(平成２２年度事業)

目的・目標 　生き生きとした学校づくりと教育内容の充実を図る。

事業概要・実績

点検・評価項目 　学校教育の充実
　教育活動の推進
　　②個に応じた児童・生徒への指導
          の充実

(1)

①

②

目標達成度 総合評価

学校教育課

　生徒指導の充実

小中学校及び関係機関との密な連携による生徒指導体制の強化
毎月全小中学校の生徒指導主事を招集し生徒指導主事会議を開催。情報の連携や共通理解
を十分に行うことで、9年間を見通した生徒指導体制の充実を図った。生徒指導連絡協議会を
年間３回実施することで、関係機関との連携にも努めた。

スクールカウンセラー活用事業、生徒指導サポーター派遣事業（県より派遣）
いじめや不登校等生徒の問題行動等の対応のため、生徒の臨床心理に関して高度に専門的
な知識及び経験を有するスクールカウンセラーを配置した。　（配置校：御園小、菅原小、野々
市中、布水中）
学校における生徒指導に対する支援体制の強化と関係機関との円滑な連携のため生徒指導
サポーターを配置した。（配置校：野々市中、布水中）

有効性 経済性 正確性
B

(A)



3 (1) 担　当　課

  

(1)

(2)

(3)

B A B B B B

(B) (A) (B) (B) (B) (B)

平成２３年度　教育委員会点検・評価シート(平成２２年度事業)

　教育活動の推進
　　③教育センターの充実

学校教育課

　教育支援センター「ふれあ
い教室」の充実

　不登校児童生徒の集団生活への適応、情緒の安定、基礎学力の補充、基本的生活習慣の改善
のための相談・適応指導（学習指導を含む）を行い、学校復帰を支援した。　（通室状況：8名）

　生き生きとした学校づくりと教育内容の充実を図る。

①教育相談員配置事業
　不登校及びその傾向を示す児童生徒への相談や子どもの悩みや不安に対する保護者への相談
に対応するため全小中学校へ相談員を派遣した。

②教育相談事業
　一人ひとりの子どもの教育上の諸問題について、子ども自身またはその保護者、教師などから、
その望ましい在り方について相談を受け、指導助言を行った。　（相談件数：1,365件）

教職員のさらなる資質及び指導力の向上を目指し研修講座を実施した。

　研修内容：学校経営、生徒指導、児童生徒理解、図書館活動、英語活動、道徳指導、コンピュー
タ活用、地域理解、授業づくり、校内研究等　　（研修回数：13回）

点検・評価項目 　学校教育の充実

　教職員の研修は、その目的に適した講師を出来るだけ県指導主事・県教育センター指導主事から招聘し、内容の充実に努めた。
　児童生徒の相談・指導にあっては、スクールカウンセラーや教育相談員を配置をするとともに、教育センターにおいても臨床心理士の
相談日を設けるなど相談体制の強化に努めている。また、不登校児童生徒対策においても「ふれあい教室」を開設し学校復帰に一定
の成果を得ている。

適応性 有効性 経済性 目標達成度正確性
自己評価項目
（前年度評価）

総合評価

1
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事業概要・実績

　教職員研修の充実

　教育相談の充実

目的・目標

今後の改善事項 (課題) 　不登校等に表われる心の問題、発達に関わる問題など相談内容が多様化しており、それらに対応できる体制づくりに努める。

教育委員会
点検・評価



3 (1) 担　当　課

(1)

(2)

(3)

A A B A B A

(-) (-) (-) (-) (-) (-)

1
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今後の改善事項 (課題)
　小学校においては、それぞれの学校の実態に応じた教育課程の工夫をすることが望まれる。中学校においては、平成２４年度からの
新学習指導要領の完全実施に向けて、遺漏のないよう準備を進める必要がある。

事業概要・実績

小学校社会科副読本の改
定

小学校教育課程の基準の
作成

目的・目標

　小学校３・４年生が活用する小学校社会科副読本「わたしたちの野々市」の内容について、新学
習指導要領に対応するよう編集をし、大幅な改定を行った。
　（郷土資料の充実等による6ページ増、白地図の追加等）

中学校武道必修化に向けた
取り組み

　地域の柔道指導者や講師を招き、実技講習会や研究発表会を開催した。
　　地域連携指導推進協力者会議：3回
　　地域柔道指導者を活用した授業：5回
　　先進校の視察：福岡県直方第二中学校

　教育基本法、学校教育法の根本法改正の理念を踏まえ、「生きる力」の理念をより強固し、町の
児童や地域の実態に即した小学校教育課程の基準を編成した。

教育委員会
点検・評価

　小学校においては平成２３年度の新学習指導要領完全実施に向けて、準備を整えることができた。社会科副読本においては、特に
郷土資料の充実を図り、地域社会に対する誇りと愛情を育てることができるよう留意した。また、中学校においては平成２４年度から必
修化となる武道についての実践的研究に取り組み、教員の指導力の向上を図ることができた。

自己評価項目
（前年度評価）

適応性 有効性 経済性 正確性 目標達成度 総合評価

点検・評価項目 　学校教育の充実

平成２３年度　教育委員会点検・評価シート(平成２２年度事業)

　生き生きとした学校づくりと教育内容の充実を図る。

　教育活動の推進
　　④新学習指導要領に向けた教育
　　　　　内容の充実

学校教育課



3 (2) 担　当　課

(1)

(2)

(3)

B A B A B B

(B) (B) (B) (B) (B) (B)

平成２３年度　教育委員会点検・評価シート(平成２２年度事業)

目的・目標

点検・評価項目 　学校教育の充実 教育環境の整備充実 学校教育課

　図書や教育備品の充実と学習環境の整備を図る。

1
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事業概要・実績

　情報教育の推進

　ICT専門の外部講師をサポーターとして情報教育を実施することにより、情報化社会に適応でき
る子どもの育成に努めた。また、教職員もICTを使った授業方法の指導を受けることで、教職員の
スキルの向上も図られた。　（ICTを活用した教育：月2回実施）
　全教職員に校務用パソコンを配置し活用促進を図ることにより、情報漏洩の防止や校務の効率
化等が図られた。　（新任教職員対象のセキュリティー講習会：年1回実施）

　学校図書館の充実
　小中学校全校に図書館司書を配置していることにより、図書館の利用促進が図られた。
「住民生活に光をそそぐ交付金」を活用して、2,398冊の図書を購入して充実を図った。
　（蔵書率：小学校　99.0％　中学校　67.3％）

　教育備品の充実
　各校から要望が出された教育備品や理科教育備品・吹奏楽用楽器等を計画的に購入した。
　（理科教育備品：生物顕微鏡、解剖顕微鏡等　92品　1,988千円）
　（吹奏楽用楽器：合わせシンバル等　20品　1,600千円）

教育委員会
点検・評価

　限られた予算の中ではあるが、学校との協議により必要なものから購入した。特に理科教育備品については国庫補助事業を活用
し、町の財政負担を軽減しつつ教科備品の充実に努めた。
　また、全教職員に配置されたパソコンを使って、教材の作成や共有した情報の活用を図ることにより、校務がスムーズに行われるよ
うになった。

今後の改善事項 (課題)

　町教育委員会と学校のＬＡＮによるネットワーク化、学校間で蔵書情報が共有（横断検索）できるシステムの構築、校務支援システム
の導入を検討したい。
　小学校の図書蔵書率については平成23年度中に全校が100％を超える見通しであり、平成24年度以降は中学校図書館の充実を図
りたい。
また、中学校の学習指導要領完全実施に伴って、教育備品の適切な購入を図りたい。

経済性 正確性 目標達成度 総合評価
自己評価項目
（前年度評価）

適応性 有効性



3 (3) 担　当　課

(1)

(2)

B A B B B B

(B) (B) (B) (B) (C) (B)

　不審者情報の共有等児童生徒の安全管理に努めるとともに、青色パトロールカーの巡回を行い
注意喚起を行った。不審者情報をメール配信し、注意を促した。　（パトロール回数：92回　不審者
情報メール配信数：15件）
　また、登下校時の安全のため、小学校から概ね２キロメートル以上の通学距離がある場合や、
工事等により通行に危険な期間中にスクールバスを臨時的に運行して安全に万全を期した。　（常
時運行　3ルート、冬季運行　1ルート、臨時運行　1ルート）
　学校施設の管理や事故防止、危機管理体制について、時期に応じて指導・助言に努めた。

　疫病の予防と健康教育

　疾病予防・発生等の情報を遅滞なく学校へ伝達し、疾病の発生や拡散防止に努めるとともに、町
保健センターと連携し各種予防接種の勧奨に努めた。
　また、学級閉鎖等の的確な措置により罹患防止と疾病の拡散防止に努めた。
　学級閉鎖：3校4回

総合評価正確性 目標達成度

　安全管理の充実

平成２３年度　教育委員会点検・評価シート(平成２２年度事業)

目的・目標

点検・評価項目 　学校教育の充実 学校安全と健康教育 学校教育課

　危機管理に心がけ、快適で安心・安全な学校生活を図る。

今後の改善事項 (課題) 　今後も適切な初期対応を含めた早めの対応を基本とし、危機管理意識を高め、安全管理・健康管理に努めたい。

2
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事業概要・実績

教育委員会
点検・評価

　児童・生徒の安全管理を高めるため、不審者情報の迅速な発信に努めた。
　学校保健安全法に基づき健康診断を実施し、児童・生徒及び教職員の健康管理に努めた。
　学校訪問、校長会議、教頭会議を通して、学校施設の安全管理、自然災害や感染症対策などの対策について、指導・助言を図った。

自己評価項目
（前年度評価）

適応性 有効性 経済性



 

 

・（４－１） 生涯学習・青少年の健全育成 
① 生涯学習体制の整備 
② 成人教育の充実 
③ 社会教育団体の支援 
④ 地域教育力の活性化 
⑤ 家庭教育の推進 
⑥ 女性教育の推進 
⑦ 公民館活動の充実 
⑧ 図書館事業の推進 
⑨ 青少年の健全育成 
⑩ 社会教育施設の管理 

・（４－２） 学識経験者からの意見 

町民大学校事業は、１１人の企画委員による自主運営を行っており、全国的にも高
く評価されている。町民ニーズに応えるため、日中の公開講座も取り入れるなど様々

な受講者に対応してきている。 
また、野々市公民館の「アイビー世代のいきいき講座」シリーズは、昨年の全国研

究集会の分科会でも発表され、生涯学習のモデルプランと絶賛の評価を得ている。社
会教育団体については、自主的な運営がきちんとされ、行政はその点にしぼって指導、

サポートが必要である。 
家庭教育については、学習機会があっても、それに参加しようと問題意識を持つ家

庭が拡大していかないことが問題であり、容易に家庭に立ち入ることができないこと
に問題の深さがあるが、放課後子ども教室事業が家庭教育の一部を補っている事業と

認識している。 
青少年の健全育成については、補導件数が前年より増えており、各関係機関が連携

して巡視活動を強化していただきたい。 
施設については、特に中央公民館や富奥公民館は老朽化が目立ち、大規模改修の必

要性に迫られている。新図書館の建設も急務の課題となっており、富樫の歴史資料館
なども含めて、総合生涯学習センターの建設なども検討することも必要と考えます。 

 

・（４－３） 今後の方針 
① 生涯学習による町民の自己啓発活動を支援し、協働の地域社会づくりに努めま

す。学習内容や形態についても、町民ニーズを考慮しながら、町内や近隣の大学
と連携し、多様な学習機会を研究・提供していきます。また、町の歴史や文化を

学び、地域に愛着を持っていただく取組みを行っていきます。地域を活性化し、
公民館活動を生涯学習の核として支援し、いつでも、どこでも学べる環境づくり

に努めます。 
② 家庭教育については、教育力を高めるべく様々な機会に学習機会を提供し、啓

発活動を続けます。また、家庭教育サポーターの相談業務など、保護者に対し
て温かい支援事業を推進していきます。 

③ 青少年健全育成については、少年育成センターの街頭巡視活動や“ののいちっ
子を育てる”町民会議の携帯電話対策事業など青少年の健全育成活動を積極的

に展開します。 
④ 施設については、老朽化に伴い修繕を計画的に行い、図書館では、蔵書の拡充

や移動図書館車などのサービス、幼児期からの読書習慣を身に付けるなど事業を
進めていきます。大規模改修や新図書館の建設など町内全体像の社会教育施設の 

 あり様についても研究を進めます。 
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4 (1) 担　当　課

　　　「生涯学習情報」の町広報紙掲載（年3回  7月・10月・1月発行）　　　　

C Ｂ B B C Ｂ

(C) (C) (B) (B) (C) (C)
正確性 目標達成度 総合評価適応性 有効性 経済性

　　　　　　年4回開催　　議件　8件　　報告　9件

　　　町広報誌、ホームページ、町地域ポータルサイト、ＦＭエヌワン等の活用

　生涯学習体制の整備

平成２３年度　教育委員会点検・評価シート(平成２２年度事業)

点検・評価項目 生涯学習・青少年の健全育成

　　　「公民館サークル情報」の発行（年1回　5月）

            奨励研究委員会　　４回開催

目的・目標

生涯学習課

　生涯学習体制の整備によりふれあいと活力に満ちた生涯学習社会の構築を図る。

①社会教育委員会議の開催

2
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事業概要・実績

(1) 　推進体制の充実

教育委員会
点検・評価

　平成16年10月に、教育には全ての人がかかわって欲しいとの願いから策定された野々市町教育ユニバーサルプランについて、プラン
に基づく様々な取り組みを展開している。平成22度には教育委員会から諮問された最終評価と平成24年度からの次期プランの策定に
取り組んでいる。

自己評価項目
（前年度評価）

②教育ユニバーサルプランの実現に向けた体制づくり

            新プラン策定委員会　１回　　同調査・研究部会　１１回開催

(2) 　学習情報の提供

①学習情報の提供

②公共施設予約案内システムの運用（予約情報をホームページに掲載）

 

今後の改善事項 (課題)
　適応性、有効性については、各委員会や審議会などを踏まえ、住民協働の体制づくりを推し進める必要がある。次期野々市町教育ユ
ニバーサルプランの策定については、教育基本法第17条の教育振興基本計画や平成22年度策定された石川県教育振興基本計画を参
酌しつつ、次期総合計画と整合性を図りながら策定したい。
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　（4）放送大学との共催による公開講演会

　　　公開講演会　   　2回開催

②成人式の開催　　　　　　　　　　　
　　実行委員会による自主的な企画運営　1月10日 対象者　788人

出席者　316人　　40.1％

C B Ｂ B B B

(C) (B) (C) (B) (B) (B)
総合評価

(1) 　活動の推進　

　　　コミュニティ・カレッジ 15講座開催（内ののいち学は4講座）、交流会2回開催

①ののいち町民大学事業

　　　インターネット町民塾　　  　開設講座数　　40講座　　　登録者　1,109名

　（1）町民主体による講座の企画運営

今後の改善事項 (課題)

適応性 目標達成度
自己評価項目
（前年度評価）

有効性 経済性

生涯学習課

目的・目標

正確性

　講座等の事業について、多くの住民に機会を提供するため、あるいは形骸化を防ぐために、住民ニーズの把握や講座内容の多様化
に努めることが必要と考える。

事業概要・実績

　（2）町内会へ講師を派遣し講座を開講

　　　マイタウン塾　　    3講座

2
3

平成２３年度　教育委員会点検・評価シート(平成２２年度事業)

点検・評価項目 生涯学習・青少年の健全育成 担　当　課　成人教育の充実

　住民の学習参画を高める活動の推進。

　（3）インターネットによる講座の開講

教育委員会
点検・評価

　金沢工業大学、放送大学石川学習センター、石川県立大学及び金沢大学と連携し様々な分野の講座を開講し、身近で高度な学習
機会を提供している。コミュニティ・カレッジでは、夜間だけでなく日中にも講座を開講することで、様々な層の受講者に対応している。
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①女性協議会 650千円
　　地域づくりや家庭教育の充実、男女共同参画社会の推進をめざして活動
②スカウト育成会 570千円

　　活動をとおして心身ともにバランスのとれた自立心のある健全な青少年の育成を目的に活動

③子ども会育成連絡協議会 1,080千円

　　単位子ども会の健全育成と向上発展を目的に活動

④ＰＴＡ連合会 750千円

　　学校教育の振興、社会教育の発展、家庭教育の推進、小中学校の連携を目的に活動

⑤各種女性団体連絡協議会 50千円

⑥生活学校 115千円

　　生活や暮らしにかかわる課題への取組みや、地域ボランティアなど自主的に活動

⑦社会教育指導者研修 80千円

C B C B B B

(C) (B) (C) (B) (B) (B)

目的・目標 　社会教育団体の育成により活力ある社会の構築を図る。

事業概要・実績 (1)

　　して活動

　社会教育団体の育成と補
助金の交付

　　7つの女性団体の連携を図り、男女共同参画社会の形成と安心で住み良い町づくりを目指

　　2年に1回指導者の研修を実施

総合評価目標達成度
自己評価項目
（前年度評価）

正確性経済性有効性適応性

　社会教育団体の支援

2
4

平成２３年度　教育委員会点検・評価シート(平成２２年度事業)

点検・評価項目 生涯学習・青少年の健全育成

今後の改善事項 (課題)

生涯学習課

教育委員会
点検・評価

　社会教育関係団体の育成のため、補助金を継続的に交付している。

　通常的な事業活動費は、自主的に確保できるような自立できる団体への育成が必要と考える。
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C B B B B B

(C) (C) (C) (B) (B) (C)

今後の改善事項 (課題)
　「学びのサポーター」登録者の活用が少ないためその機会を検討している。学校や子ども会などに周知し、登録者及び活用の機会を
増やす必要がある。

適応性 有効性 経済性 正確性 目標達成度 総合評価
自己評価項目
（前年度評価）

 体験教室において、子どもたちは夏季休業中の時間を有効利用できるため、毎年定員以上の申込がある。学校教育以外で各自が興
味を持った分野の教室に自主的に参加できるほか、他校の児童とも交流が持てる。

教育委員会
点検・評価

　

④「学・社連携活用事業」　　　　　　　　　　　学校と公民館が共同企画した体験教室

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（各学校1講座）　5講座　延べ参加者265人

2
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平成２３年度　教育委員会点検・評価シート(平成２２年度事業)

点検・評価項目 生涯学習・青少年の健全育成

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 Ｈ22年度　8教室開催　　　延べ参加者数164名

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（各小中学校に12,000円の図書券を助成）

生涯学習課

目的・目標

③「地域人材活用助成事業」　　　　　　　　　地域の人材を活用した教科や特別活動の実施

 地域教育力の活性化

 地域住民との交流活動を実施し、地域教育力の活性化を図る。

事業概要・実績 (1)

②「学びのサポーターとつくる夏休み体験」　1公民館あたり体験教室を2講座以上

①「学びのサポーター」の登録　　　　　　　　　登録者　38名（Ｈ23．3．31現在）

　登録・活用事業
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　小中学校で開催　講師51人　延べ　115回開催
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②指針の活用…ののいち元気家族3か条

なかよしの日での子育て支援活動、相談活動 年49回　延べ131名活動

「ののいちこどもカレンダー」作成・配布による情報提供 年6回（2ヶ月ごと）

サポーター周知のための企画事業の実施 年1回開催　参加親子284人

定例会の実施 年9回　延べ146名出席

①家庭教育学級 小・中各単位PTAにて2～3回開催　計17回

親子の望ましい関係の確立を目指す（町ＰＴＡ連合会に委託）

②幼児家庭教育講座 10保育園で各1回開催

幼児期の家庭教育の重要性を学ぶ

③就学時子育て講座 各小学校で1回開催　計5回

就学検診時に講座を開講

④思春期子育て講座 各中学校で1回開催　計2回

中学入学説明会時に講座を開講

B C B B B

(B) (C) (B) (B) (B)

2
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事業概要・実績

(1) 　家庭教育支援体制の確立

(2)

平成２３年度　教育委員会点検・評価シート(平成２２年度事業)

経済性

点検・評価項目

目的・目標

生涯学習・青少年の健全育成 担　当　課

③家庭教育サポーターの支援と活用

正確性有効性

　学習の機会は随所で提供され、今後も継続して実施していくことが重要であると考える。　講師・テーマ選定には、より家庭教育力向上に
寄与するよう検討を要す。

今後の改善事項 (課題)

　学習機会の提供

①家庭教育推進協議会の設置　　　　　　　　　年2回協議会開催

　少子化や核家族化などの社会的背景にともない家庭教育力の低下が指摘されている。子どもの発達段階に応じた家庭教育力の大切さを
認識し、子どもの成長時期に対応した学習機会の提供・充実や情報提供に努めている。 支援体制として展開している家庭教育サポーター
事業は保護者との関わりが深まり、顔が見える地域に根ざした支援活動が着実に推進されている。

自己評価項目
（前年度評価）

(B)
総合評価目標達成度

B

　家庭教育の推進

　学習機会の提供や支援を通して家庭教育力の向上を図る。

教育委員会
点検・評価

適応性

生涯学習課
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　女性を対象に、自立支援・生活・教養の各種講座を開講

教養講座 8講座 延べ参加人数　240人

職業講座 1講座 延べ参加人数　　64人

生活講座 6講座 延べ参加人数　 128人

　自発的なサークルの活動支援

 エアロビクス

ストレッチ＆リズムダンス

生花

パッチワーク

 

C C B B B B

(C) (C) (B) (B) (B) (B)

平成２３年度　教育委員会点検・評価シート(平成２２年度事業)

点検・評価項目

正確性

生涯学習・青少年の健全育成

　活動の推進

経済性

　

(2)

生涯学習課　女性教育の推進

　講座等について、更に新規の受講者を呼び込むために、広報の充実、あるいはマンネリ化を防ぐために更なる住民ニーズの把握や
講座内容の多様化に努めることが必要と考える。

有効性

目的・目標 　女性の生涯にわたる学習機会の充実を図る。

(1)

　活動支援

など計25サークル活動

 

総合評価目標達成度

2
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事業概要・実績

教育委員会
点検・評価

　女性の生活向上のための講座を開催し、生活に根ざした内容で好評を得ている。

自己評価項目
（前年度評価）

適応性

今後の改善事項 (課題)
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B B C Ｂ B B

(B) (B) (C) (C) (B) (B)

　サークル活動支援

　活動支援 　　野々市公民館　34サークル　　富奥公民館　12サークル　　郷公民館　14サークル

　　押野公民館　13サークル　　青少年センター　2サークル

　　じょんから踊り講習会　　5回　　参加者数　223人

　　郷　公民館　　　開設数14　参加者数　1,554人

　　押野公民館　 　開設数16　参加者数　1,755人

　

　　寿大学校の開催　開催日数　22日　　登録者数　43人　講座内容：教養、健康、健康づくり、歴史等

　　寿大学院の開催　開催日数　23日　　登録者数　146人　コース：囲碁、園芸、コーラス、書、ちぎり絵、俳句

　　富奥公民館　　 開設数11　参加者数　3,575人

(2)

　公民館事業

目的・目標 　住民相互の親睦を深めながら、個々の教養の向上、健康の増進を推進する。

①地区公民館で地域に根ざした種々の行事、教室等を開催

　　野々市公民館　開設数14　参加者数　2,068人

②中央公民館事業

　　ののいちマナビィフェスタの開催　　10月23日～11月3日　作品展示、芸能民謡祭、音楽祭など

(1)

平成２３年度　教育委員会点検・評価シート(平成２２年度事業)

点検・評価項目 生涯学習・青少年の健全育成 　公民館活動の充実 生涯学習課

有効性 経済性 正確性

2
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事業概要・実績

教育委員会
点検・評価

　地域住民の親睦と融和を図るなど地域のコミュニティの拠点として、また、 地区運動会、教養講座、レクリェーション及びふるさと講座な
ど、各公民館の様々な自主運営をとおして生涯学習を推進している。

自己評価項目
（前年度評価）

適応性 総合評価

今後の改善事項 (課題) 　公共施設維持管理費について、利用の受益者負担の原則を見直しながら公平な事業運営を考える必要がある。

目標達成度
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①レファレンスサービス　　調査研究の支援・読書案内・情報発信を積極的に行い、利用者の課題
　解決に役立てる。　受付件数：1,830件
②インターネット及びマルチメディア（CD-ROM、DVD等）を活用した情報提供

③移動図書館　　老人・幼児・障害者など図書館を利用しにくい人たちの近くに出向き、図書を

　貸し出す。町内20ステーションを各月1回巡回する。　貸出人数：979人

④学校図書館支援　　学校司書と連携し、子どもや教師の課題解決に役立つ資料の提供を支援

　する。町司書事務連絡会は月1回開催。　学校への貸出：295冊　連絡車の運搬図書：1,036冊

⑤ブックスタート　　乳児に絵本を手渡し、親子の絆を深め、読書の楽しみを伝える。町保健

　センターで月2回実施。　絵本を渡した親子：624組　ボランティア延べ：203人　

⑥おはなし会　　子どもが読書に親しむきっかけをつくる。　開催回数：26回　参加者：199人

⑦教養講座　　地域の歴史・文化を知り、教養を深める。　開催回数：3回　参加者：54人　

⑧他図書館との連携　　資料の提供・物流面での協力及び情報交換を行う。

　図書館資料の提供　　既存の蔵書とのバランスに配慮しつつ町民が必要とする図書等を選択・
　収集・提供する。　蔵書冊数：79,965冊（H23.3月末）　購入図書：2,985冊　
　貸出人数：28,084人　　貸出冊数：92,179冊　図書・雑誌購入費5,500千円　

B B C B C B

(B) (B) (C) (B) (C) (B)

今後の改善事項 (課題)

教育委員会
点検・評価

　5万人市制を間近に控え、住民のニーズに応えうる蔵書数の大幅な増加が必要である。マルチメディア資料の充実も必要。現施設の
規模では収容能力が足りなく新図書館の建設が急務である。

自己評価項目
（前年度評価）

目標達成度 総合評価

2
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平成２３年度　教育委員会点検・評価シート(平成２２年度事業)

点検・評価項目 生涯学習・青少年の健全育成 生涯学習課

目的・目標

事業概要・実績

　年間の貸出人数、貸出冊数が前年度に比べともに多少減少した。これは、夏の猛暑、冬の大雪により利用者が外出をひかえたこと
によるものと考えられる。

(2) 　施設管理

　図書館事業の推進

適応性 有効性 経済性

(1) 　推進事業

正確性

　町民の教育・文化の向上を図るため図書館事業の充実に努める。
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②立志式　　402名参加（中学2年生）　記念講演会（これからの情報化社会に対応するための内容）

③親子対象事業　　年2回

④あつまれ！まなびぃＫＩＤＳ事業

　　コンビニ協議会、インターネット巡視活動　など

②“ののいちっ子を育てる”町民会議が中心とする育成活動　　　愛と和のひと声運動、子どもと大人

　 の町ぐるみ美化清掃、グッドマナーキャンペーン、環境浄化活動、携帯電話対策事業　など

②ボランティア探検隊飛鳥　会員21名　小学5年～高校3年　町内社会福祉施設の慰問、町行事の

   補助など

③ジュニアリーダー会「響」　会員65名　町内中学生～高校生　社会的ルール等を学びながら子ども会

   活動をサポート

　
　放課後子ども教室事業　　6教室　年25回程度実施　定員30名程度　対象小学1年～3年

B B B B B B

(B) (B) (B) (B) (B) (B)

　青少年の健全育成 生涯学習課

平成２３年度　教育委員会点検・評価シート(平成２２年度事業)

点検・評価項目 生涯学習・青少年の健全育成

目的・目標 　青少年の健全育成活動と社会環境浄化活動を推進する。

①とびだせアウトドアＫＩＤＳ事業　　ののいち自然教室（年3回コース）　延べ88名参加　　

　　子どもサイエンスセミナー ・・・４講座　（工大・県大各２講座：夏休みに大学構内で開催）

①少年育成センター　　運営協議会の開催、街頭巡視活動、非行防止Ｓ＆Ｓネット懇話会

①フォルテ児童合唱団　　  会員24名　小学1～6年生（中高生可）　椿まつり出場・保育園訪問など

正確性 目標達成度

　放課後子ども教室事業について、新たなボランティアスタッフの参加を促す活動等を考えていきたい。
　町内児童・生徒の補導件数が前年より増えてきているため、各小中学校との連携や街頭巡視及びネット巡視をより活発に行っていきたい。

自己評価項目
（前年度評価）

適応性

教育委員会
点検・評価

　青少年対象事業、放課後子ども教室事業ともに定員を超える応募を得て好評である。少年育成センター、“ののいちっ子を育てる”町民会
議の活動（あいさつ運動・美化清掃）は地域住民同士のふれあいの場として活用されており、地域社会の活性化に重要な役割を果たしてい
る。

有効性 経済性 総合評価

今後の改善事項 (課題)

　校外育成活動の充実　

(3) 　青少年団体の育成

(4) 　子どもの居場所つくり

　　まなびの教室・・・料理、ものづくり、手づくり絵本、水彩画　　年9回開催（各地区公民館）　　会員80名　

3
0

事業概要・実績

(1) 　青少年対象事業の実施

(2)
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①施設の修繕

女性センター修繕・改修工事　　計5件　　  343千円

②施設利用状況

年間利用件数　1,546件　　年間利用者数　13,202人

・中央公民館改修工事　20件 　8,430千円　　・富奥公民館改修工事 　7件　　　178千円

・郷公民館改修工事 　 　 6件 　  399千円　　・押野公民館改修工事 　2件 　 　　70千円

①施設の修繕

青少年センター修繕・改修工事　　計2件　　  49千円

②施設利用状況

年間利用件数　188件　　年間利用者数　3,468人

B B B C C B

(-) (-) (-) (-) (-) (-)

自己評価項目
（前年度評価）

　地区公民館の修繕

今後の改善事項 (課題)
各施設とも老朽化が目立ち修繕を繰り返している状況であり、高齢者の利用も多いことから、施設のバリアフリー化への整備が必要と考え
る。

教育委員会
点検・評価

生涯学習課

正確性

　社会教育施設の適正な施設管理。

適応性

平成２３年度　教育委員会点検・評価シート(平成２２年度事業)

点検・評価項目 生涯学習・青少年の健全育成

　　各公民館改修工事　　 9,077千円

目的・目標

女性センター

(2) 公民館

　社会教育施設の管理

3
1

事業概要・実績

(1)

施設の老朽化に伴う小規模な修繕・工事については、41件に及んでおり、早い対応は評価できるが、財政状況を鑑みながらの大規模改修の
計画的な実施が必要と考える。6施設の修繕予算は年間約130万円程度措置しているが、対応しきれていないのが現状である。

有効性

(3) 青少年センター

目標達成度 総合評価経済性



 

 

・（５－１）  文化振興・文化遺産の保全と活用 

①  芸術文化の振興 
②  文化施設の運営・維持管理 
③  文化関係団体の支援 
④  文化財の保存と愛護活動の推進 
⑤  文化財の指定・維持管理 
⑥  埋蔵文化財保護の推進 
⑦  文化財関係施設 

・（５－２） 学識経験者からの意見 
 文化振興については、様々な文化的行事が行われることは、住民が町に対する

認識を高め、住む喜びと誇りを増大させ、地域意識を向上させるためにとても重

要な役割を担っており、重点的に取り組んで欲しい課題です。特に、一流の芸術、

文化に日常的に触れる機会の提供は、何としても実現してもらいたいものです。 
 文化財においては、発掘調査に係る業務量が多くて大変だと思いますが、町民

の理解とふるさとへの愛着を深めるための広報活動や、遺跡の場所に案内・表示

板等の設置を行うなどの工夫が必要です。 
 文化遺産の保全と活用については、本町通り（旧北国街道）の無電柱化工事が

完了し、往時の名残が色濃く現われることとなりました。この機会に、メインス

ポットとなりうる郷土資料館をはじめ、周辺に多く残る文化遺産と一体となった

活用の方策を、町民の声に耳を傾けながら積極的に検討していただくことを強く

要望します。 

 

・（５－３） 今後の方針 
【文化振興関係】 
①  優れた文化や舞台芸術に、日常的に触れる場や機会の拡充に努めます。 
②  文化関係団体を支援すると共に自主的な運営を促し、町民が文化に親しみやすい

環境づくりに努めます。 
③  椿まつりに一層の工夫と宣伝の強化を図り、来場者の拡大を図ります。 
④  地域に伝わる民謡や郷土芸能の保存伝承に努めます。 
【文化財関係】 

①  文化財企画展や古代体験学習などの郷土愛を深める事業を充実し、文化遺産に対

する意識を高めることに努めます。 
②  郷土資料館・ふるさと歴史館の活用の推進を図ります。 
③  重要文化財 御経塚遺跡出土品の公開展示の充実を図るとともに、文化財資料の

展示について検討を進めます。 
④  埋蔵文化財発掘調査成果の公開方法について検討を進めます。 
⑤  各種文化財の調査・収集・研究を推進します。 
⑥  保存する文化財資料の情報を電子データ化し、町のホームページでその公開・活

用を図ります。 

32 
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(1)

(2)

(3)

B B B C B B

(B) (B) (B) (C) (B) (B)

事業概要・実績

花と緑ののい
ち椿まつり

　開催を予定していた椿まつり２０１１が中止となったことは残念であるが、事情に鑑み適切な判断であったと思われる。また、今後は文
化協会の自立を促し、企画・運営に積極的に参加できる体制づくりが求められる。
　美術展については、ジュニア部門で出展数が微減となったため、更なる周知活動が必要である。
　今後も文化に親しむ芸術文化情報の提供と魅力ある文化事業が今後も必要であり、さらに賑わい創出に向けた取り組みを推進して
いく。
　本町在住者から重要無形文化財保持者が誕生したことは大きな喜びであり、今後も後に続くような芸術家を育む土壌づくりを目指
す。

椿まつり2011
　３月19・20日に開催予定であったが、東日本大震災の発生により中止。

野々市町
美術展

　日　程　　8月27日（金）～9月5日（日）
　場　所　　野々市町情報交流館カメリア　ホール椿
　対象者　　一般・美術協会員・ジュニア
　部　門　　日本画・洋画（版画）・彫刻・工芸・書・写真・ジュニア　　　出展総数　111点

芸術鑑賞
教室

①オーケストラ鑑賞教室　6月10日（木）午後2時から　場所　　野々市町文化会館フォルテ大ホール
　　出演者　　オーケストラアンサンブル金沢　対象者　　布水中学校生徒（611人）
②スクールシアター　5月25日（火）午後１時00分から　場所　　野々市町文化会館フォルテ大ホール
　　出演者　　劇団みんわ座　「影絵人形劇」　対象者　　町内小学校5年生（441人）

教育委員会
点検・評価

自己評価項目
（前年度評価）

適応性 有効性 経済性 正確性 目標達成度 総合評価

3
3

平成２３年度　教育委員会点検・評価シート(平成２２年度事業)

点検・評価項目 文化振興・文化遺産の保全と活用 　芸術文化の振興 文化振興課

目的・目標 　優れた音楽、演劇などの鑑賞の機会拡充と地域の歴史・文化への親しみを深める。

今後の改善事項 (課題)

①優れた文化や舞台芸術鑑賞の機会拡充に努める。
②魅力ある町美術展とするため、関係団体とさらに連携し、広報活動を強化するなど一般の部の出展者の拡充を図る。
③椿まつりの来場者拡大のため、祭り開催充実に向け一層の工夫と宣伝の強化を図る。
④文化関係団体の育成と自主性の確立に努め、町民が文化に親しみやすい環境づくりに努める。
⑤町民が常に一流の芸術・文化にふれることのできる場、機会の提供
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(1)

(2)

(3)

B B B B B B

(B) (B) (B) (B) (B) (B)

事業概要・実績

施設管理委託

　文化会館、情報交流館の管理運営については、（財）野々市町情報文化振興財団が指定管理者となり、円滑な管理運営をしている。
また、取り組んでいる事業も近年徐々に充実してきている。
　文化会館は大規模改修工事が終了し、省エネルギーに対応した設備・機器に更新された。

指定管理者：（財）野々市町情報文化振興財団
委託施設　文化会館、情報交流館
管理委託費　15,581千円、補助金52,261千円
利用者数　文化会館38,040人、情報交流館59,757人

文化事業

文化会館
①6月 14日　ぬいぐるみミュージカル「ちびくろさんぼ」　 出演　劇団　銀河鉄道
②11月27・28 日 ＪＡＺＺ（ＢＩＧ ＡＰＰＬＥ in Nonoichi2010　ＪＡＺＺ　ａｔ　Ｋ．Ｉ．Ｔ）
　ニューヨークのジャズミュージシャンとムーンライト　JAZZオーケストラ　　ほか　（金沢工業大学で開催）
情報交流館　　パソコン教室、子どもセンター事業　　ほか

維持管理
文化会館の大規模改修を実施。
　　　監理委託　　 15,750千円
　　　改修工事　　845,649千円

教育委員会
点検・評価

自己評価項目
（前年度評価）

適応性 有効性 経済性 正確性 目標達成度 総合評価

3
4

平成２３年度　教育委員会点検・評価シート(平成２２年度事業)

点検・評価項目 文化振興・文化遺産の保全と活用 　文化施設の運営・維持管理 文化振興課

目的・目標 　文化会館、情報交流館の円滑な管理運営と町民が文化に触れ合う親しみやすい施設として、より一層の活用を図る。

今後の改善事項 (課題)
　文化会館・情報交流館カメリアを管理・運営する野々市町情報文化振興財団の公益法人化に向けて、管理・運営体制の見直しが不
可欠となってくる。
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(1)

(2)

(3)

B B B C B B

(B) (B) (B) (B) (B) (B)

3
5

平成２３年度　教育委員会点検・評価シート(平成２２年度事業)

点検・評価項目 文化振興・文化遺産の保全と活用 文化関係団体の支援

富樫卿奉賛会

　関係団体の自主的な運営により、多くの町民が文化に親しめるように、育成・指導に努める。

総合評価

１６団体　　９７５名
文化協会表彰式
「文化協会だより」発行

じょんからＫＩＤＳ、ののっこ太鼓小嵐、ののいちジュニアバンド、ジュニア絵画サークルパル

文化振興課

目的・目標

今後の改善事項 (課題)

教育委員会
点検・評価

　文化関係団体の活動をサポートすることにより、団体が活力あるものとなり、町事業にも協力を得られ、町全体の文化振興が図られ
た。しかしながら、文化協会の運営については依然として行政の関与している部分が大きく、野々市町が目指す「官民協働でのまちづく
り」に向けて、協会の自主独立を促していくために今後も調整を進めていかなければならない。
　虫送り太鼓の修繕補助を行うことで郷土芸能の伝承に寄与。

　文化関係団体を支援することにより町民が文化に親しみやすい環境づくりをすすめる。

獅子舞５地区（本町１・３・４丁目、中林、粟田）、野菜みこし１地区（本町２）、虫送り１６地区（富奥１４、御経塚、
押

自己評価項目
（前年度評価）

適応性 有効性 経済性 正確性

ジュニア文化・
芸術サークル

１，７６０千円

２００千円 

目標達成度

事業概要・実績

(4)
郷土芸能
伝承団体 野）じょんから踊り保存会２地区（御経塚、富奥）

虫送り太鼓修繕補助（２件）

文化協会

２５０千円

８２０千円
１５１千円

富樫氏の顕彰・研究活動補助
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(1)

(2)

(3)

C B B C B B

(C) (A) (B) (C) (B) (B)

文化振興・文化遺産の保全と活用

有効性

　日程：3月7日　内容：平成22年度文化財保護関係事業全般の審議等

目標達成度正確性経済性

 　民俗資料等整理事業（緊急雇用創出事業）：三日市倉庫に保管する農具・民具など3,028点の民俗資料について
写真・寸法などの情報を電子化し、データベースを作成と同施設で保管の遺跡出土品については収納整理作業を委
託して実施。
事業費：2,300千円（県支出金）　　事業期間：9月2日～3月2日　　委託先：（社）野々市町シルバー人材センター
　
　富樫氏関係調査委託100千円　（東京都豊島区）　委託先：富樫卿奉賛会

3
6

事業概要・実績

教育委員会
点検・評価

　普及啓発事業は、様々な体験や展示会を通して文化財を身近に感じ取る絶好の機会である。普及啓発事業参加者の合計数は1,034人
（84名増）であり、文化財の普及・啓発事業は町民に浸透してきているが、郷土資料館で行った企画展の見学者数は見込より少なく、内容
や方法について検討し、増員の工夫をしなければならない。
　文化財の調査・収集の民俗資料整理事業においての電子データ化の実施は、今後、インターネットでの公開が可能となるものである。

自己評価項目
（前年度評価）

適応性

平成２３年度　教育委員会点検・評価シート(平成２２年度事業)

点検・評価項目

　古代体験の内容については、新規の体験メニューの開発が必要。
　実施時期や会場、内容について広報活動の充実が必要である。
　今後も各種講演会や歴史体験などについて視点を変えながら継続して実施することが必要。

　文化財の保存と愛護活動の推進 文化振興課

文化財の調
査・収集

総合評価

目的・目標
　公共の財産である文化財について、体験学習や展示会を通して文化財への普及・啓発活動の実施と、未発掘の文化財の調査・
収集を進める。

文化財
保護審議会

　夏休み古代体験　内容：土器づくり・野焼き、勾玉づくり、編みカゴづくり、組みひもづくり
　　　　　　　　　　　　　日程：7月17日～8月21日　場所：ふるさと歴史館
　秋季企画展　　　　テーマ：縄文人のこころ（出土遺物の展示）
　　　　　　　　　　　　　日程：10月30日～11月3日　場所：情報交流館カメリア　3階ｽﾍﾟｰｽ
　　　　　　　　　　　　テーマ：江戸時代の石造物（パネル展示）
　　　　　　　　　　　　　日程：10月26日～11月7日　場所：郷土資料館

普及啓発事
業

今後の改善事項 (課題)
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(1)

(2)

(3)

B A B B B B

(B) (A) (B) (B) (B) (B)

事業概要・実績

文化財の指定

　御経塚遺跡出土品の重要文化財指定は、出土品の重要性と遺跡の価値の高さをあらためて発信したもので、郷土の誇る文化財とし
て広く共有できることはきわめて大切である。
　屋外に位置する指定文化財の清掃を身近な町内会の方々が行うことは、保護意識の向上に有意義である。

　御経塚遺跡出土品　重要文化財指定
　員数：　4,219点　（土器・土製品、石器・石製品等）　　種別：考古資料　　指定日：平成22年6月29日
　
　（同日付けで　この4,219点は県文化財指定解除）

指定文化財管理
①農事社・住吉の宮・富樫館跡・徹通和尚荼毘の墓の管理清掃（町内会・管理者実施）　120千円
②農事社・富樫館跡の樹木剪定　109千円
③水毛生家住宅管理補助（１/3以内）　213千円

国指定史跡管理
①史跡末松廃寺跡　整備された史跡公園の維持管理
　　　　　　　　　　　　　（文化財保護法・都市公園法対象施設で、都市計画課と共同管理）
②史跡御経塚遺跡　　〃

教育委員会
点検・評価

自己評価項目
（前年度評価）

適応性 有効性 経済性 正確性 目標達成度 総合評価

3
7

平成２３年度　教育委員会点検・評価シート(平成２２年度事業)

点検・評価項目 文化振興・文化遺産の保全と活用 　文化財の指定・維持管理 文化振興課

目的・目標 　　文化財の指定による保護と指定文化財の維持管理の万全を期する。

今後の改善事項 (課題)
重要文化財　御経塚遺跡出土品の公開展示の充実。
野々市町史編纂事業によって明らかになった重要性の高い資料の文化財指定を目指し、更なる調査が必要である。



5 (6) 担　当　課

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

B B A B B B

(B) (B) (A) (B) (B) (B)

民間開発に伴う発
掘調査

北陸新幹線建設
工事に伴う発掘調
査

　郷クボタ遺跡　遺物整理・報告書作成　　事業費　480千円（原因者負担）

町営住宅建設
工事に伴う発掘調
査

経済性

　埋蔵文化財の発掘調査については、開発側の事業計画に左右される側面が強く、土地区画整理事業の進展に伴い調査件数は増加の
傾向にあるが、調整を行い対処している。発掘調査事業費については近隣自治体と比較して、効率的な調査を実施している。

目的・目標

目標達成度 総合評価
自己評価項目
（前年度評価）

適応性

事業概要・実績

北西部土地区画整
理事業に伴う発掘
調査

　三日市A遺跡・二日市イシバチ遺跡・徳用クヤダ遺跡　　調査面積　9,618㎡
　三日市A遺跡・三日市ヒガシタンボ遺跡　　　　　　　　　　 遺物整理・報告書作成
　事業費　58,591千円　　（内訳　組合支出金　26,893千円　県支出金　5,850千円　町一般財源　25,848千円）

　三日市Ａ遺跡　調査面積　331㎡（２件）　事業費　2,542千円（原因者負担）

　町内で広く行われている開発事業に先立ち、計画的な発掘調査を実施することで、貴重な埋蔵文化財を的確に保護することを目
指す。

有効性

その他

 　年間の発掘調査に係る業務量が非常に大きく、担当全体の業務比重も発掘調査に重点を置かざるをえない。
　 出土品整理や報告書刊行、その他ソフト事業の企画・立案から実施までを担当できる体制整備が必要である。

正確性

3
8

平成２３年度　教育委員会点検・評価シート(平成２２年度事業)

点検・評価項目 文化振興・文化遺産の保全と活用 　埋蔵文化財保護の推進

①農地転用・開発許可申請　　94件　　埋蔵文化財分布調査　　9件　　事業費　　96千円（町一般財源）
②町事業に伴う発掘調査の整理作業と報告書作成を実施　　事業費　　1,230千円（町一般財源）

教育委員会
点検・評価

文化振興課

今後の改善事項 (課題)

　二日市イシバチ遺跡　調査面積　436㎡　　事業費　4,005千円
　（内訳　国支出金　1,800千円　　町一般財源　2,205千円）



5 (7) 担　当　課

(1)

(2)

(3)

C C C C C C

(C) (C) (C) (C) (C) (C)
正確性 目標達成度 総合評価

今後の改善事項 (課題)
　郷土資料館では重要文化財喜多家住宅や町指定文化財の水毛生家住宅・住吉の宮（布市神社）などの周辺に残る多くの文化遺産と
連動した体験事業の実施など、利用を高めるための取り組みが必要である。

3
9

事業概要・実績

その他の施設
　末松廃寺収蔵庫（末松廃寺出土品を保管）

　三日市倉庫（民俗資料及び発掘調査の出土品を保管）

教育委員会
点検・評価

　入館者に対しては、歴史的背景や展示品についての解説ができる体制が整っている。また入館料を無料としており利用しやすい施設
となっている。
　ふるさと歴史館では普及事業として、体験学習・企画展を実施し利用者の増加に努めている。
　郷土資料館では同じく普及事業として秋に主に近世・近代の資料を扱ったパネル展を開催しているが、入館者は減少している。この
ため、魅力ある企画を立案し実施を要する。

自己評価項目
（前年度評価）

適応性 有効性 経済性

ふるさと歴史
館管理

　指定管理者：（財）野々市町公共施設管理事業団
　管理委託費　2,715千円、事業団職員賃金補助　1,512千円　　合計　4,227千円
　入館者数：4,136人

郷土資料館
管理

　指定管理者：（財）野々市町公共施設管理事業団　管理委託費　3,428千円　（管理人委託費含む）
　土地賃借料　2,523千円　　合計　5,711千円
　入館者数：1,064人

目的・目標 　発掘された出土品や民具・農具などの民俗資料を展示活用し、学習活動への利用及び文化財愛護の啓発を図る。

平成２３年度　教育委員会点検・評価シート(平成２２年度事業)

点検・評価項目 文化振興・文化遺産の保全と活用 文化財関係施設 文化振興課
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・（６－１） 生涯スポーツの推進 

① スポーツ振興体制の確立 

② スポーツ活動の普及推進 

③ 体育施設の運営、維持管理及び学校施設の開放 

④ 体育関係団体の育成・指導 

 

・（６－２） 学識経験者からの意見 

 行政は、意欲的な町民と町の活性化点でサポートすべきであり、生涯スポーツの普

及振興には、体育指導委員の役割は重要で、大いに期待するところである。 
生涯スポーツの普及＝ニュースポーツの人口の増加ととらえることがありますが、生

涯スポーツで望むことは、従来のスポーツであってもルールを変えず、伸び伸びと行

うことが大切です。 
関係団体について、大いに競技力向上に努めて、町の活性化に寄与してもらいたい。 

 スポーツ少年団については、放課後や土・日、休日に熱心に練習しているのはいいが、

地域の行事に参加することも重要である。 
 毎年 6 月に開催されているさわやかスポーツフェスティバルはひろくスポーツ、

リクリエーションに親しむことができる催しとして町民に親しまれています。 
  しかし、さわやかウォークや体力テストなどの行事については、事前 PR（ポスタ

ー、チラシ、ＦＭほか）を徹底することで多くの参加者が期待できます。 
 町民の高齢化が進む中、町民が「いつでも、どこでもできる」生涯スポーツの普及

を図ってもらいたい。 

 

・（６－３） 今後の方針 

① スポーツ振興体制の確立 
  スポーツ振興審議会からスポーツに関する提言・指導を受け、地域に根付いた町のス

ポーツ振興を図るとともに、指導者の資質向上に努めます。 
② スポーツ活動の普及推進 
  今後、子供から大人まで満足してもらえるような事業内容の工夫を行い、より一層の

生涯スポーツ（ニュースポーツ等体験種目、教室）の普及、参加拡大に努めていきたい。 
  事業実施にあたっては、関係団体との連携を更に深め、参加者拡大に努めたい。 
③ 体育施設の運営、維持管理及び学校施設の開放 
  施設運営等については、利用者に施設使用上の注意を徹底することにより、だれもが

快適に利用できる施設になるよう努めていきたい。 
  全般的に見て施設の老朽化が進んでいることから、整備計画に基づき適正な施設維持

管理に努めていきたい。 
④ 体育関係団体の育成・指導 

  町民には、スポーツを楽しむ大会を、また競技団体には競技力の向上につなげるため

の支援・育成に努めていきたい。 

  また、指導者の資質向上・団体運営についての取り組みについても支援を行うよう努

める必要がある。 



6 (1) 担　当　課

(1)

(2)

(3)

B B B B B B

(C) (B) (B) (B) (B) (B)

目標達成度 総合評価

目的・目標 　スポーツに関する提言・指導を受けることにより、地域に根付いた町スポーツ振興を図る。また、指導者の資質向上に努める。

スポーツ振興審議
会

6月26日～27日　北陸地区4県の体育指導委員が参集し、地域スポー
ツの振興を図るために知識と技術の研修を通じて、資質の向上を図
る。（小松市で開催）　10人
今年度は、北陸地区体育指導委員研修会が小松市で開催されたため
同時開催となる。
12月5日　金沢地区の3市町（金沢市・白山市・野々市町）が集まり、講
演会で知識を深め、分散会では互いの活動について知り、今後の活
動に活かす。

自己評価項目
（前年度評価）

　適応性 有効性

スポーツ振興体制の確立

4
1

事業概要・実績

体育指導委員連絡
会各種研修

①北陸地区体育指導委員研修会

②石川県体育指導員研修会

③金沢地区体育指導委員連絡協
議会合同研修会
　

今後の改善事項 (課題)
審議委員会の意見等を、スポーツ振興計画にいかせる事業の計画に努める。　また、生涯スポーツの普及として体育指導委員が中心
におこなっている各種事業を増し、各地域に出向き、更なるスポーツの指導・普及に努める。

平成２３年度　教育委員会点検・評価シート(平成２２年度事業)

経済性 正確性

スポーツ振興課

教育委員会
点検・評価

　審議会委員による提言・指導を受けたことを町のスポーツ振興事業に生かすよう努める。また、町体育指導員の積極的な研修への
参加による他の地域の体育指導委員との交流を深め、当町にない面を見出し、当町のスポーツ事業に生かしていくように工夫された。
体育指導委員が中心となった事業展開を通して、各種スポーツ大会及び地区スポーツ行事での積極的な普及活動につなげる事がで
きた。

体育指導委員連絡
協議会

①生涯スポーツ活動普及の検討→体育指導委員連絡協議会定例会（月１回）
②地域行事への助言・指導→ＰＴＡ、公民館行事でのニュースポーツ指導等
③主催・主管事業→さわやかスポーツフェスティバル（さわやかウオーク、ニュースポーツ体験など）
　　　　　　　　　　　　　じょんからの里マラソン大会ファミリージョギングの部
　　　　　　　　　　　　  トリプルソフトバレー大会の実施(25チーム　112名　参加）
　　　　　　　　　　　　　ニュースポーツ体験会（毎月）
④大会開催の協力→町小学生相撲大会、老人会連合会運動

　5月28日(金)　第１回スポーツ振興審議委員会の開催

点検・評価項目 　生涯スポーツの推進



6 (2) 担　当　課

(1) Ｈ22　  400千円

(2) Ｈ22　1,000千円

(3) Ｈ22　2,800千円

(4)

B B B C B B

(B) (B) (B) (C) (B) (B)

教育委員会
点検・評価

少年少女スポーツ教室：すもう教室（2回）66人、わくわくうんどう教室（春6回）140人、（秋6回）141名、（冬6回）
112名
一般スポーツ教室（各６回）：ストレッチ＆ピラティス教室118人、うきうきバランスボール教室68人、カラダいき
いき体操教室101人、エンジョイエアロビクス教室109人
エアロビック普及事業：エンジョイエアロビック教室（春6回）120人、エンジョイエアロビクス教室（秋6回）124人
高齢者スポーツ活動：レクリエーション1,107人

小学生相撲大会

じょんからの里マラ
ソン大会

目標達成度

　今後は、子供から大人まで満足してもらえるような事業内容の工夫を行い、より一層の生涯スポーツ（ニュースポーツ等体験種目、教室）
の普及、参加拡大に努めていきたい。
　事業実施にあたっては、関係団体との連携を更に深め、参加者拡大に努めたい。

目的・目標

平成２３年度　教育委員会点検・評価シート(平成２２年度事業)

点検・評価項目 　生涯スポーツの推進

事業概要・実績

主管：さわやかスポーツフェスティバル実行委員会
日時：6月6・13日　中心会期　参加者数2,189人
概要：さわやかウオーク、14競技種目　5体験種目

今後の改善事項 (課題)

少年少女、一般、高
齢者等のスポーツ
教室の開設

スポーツ振興課

　明るく豊かな生活を支えるスポーツを推進することにより町民の健康増進に努める。

主管：じょんからの里マラソン大会実行委員会
日時：10月17日　参加者数1,119名
概要：一般の部（1～9部）　トリムジョギングの部　中学生の部　小学生の部　ファミリージョ
ギングの部

　スポーツ活動の普及推進

4
2

自己評価項目
（前年度評価）

　適応性 有効性

さわやかスポーツ
フェスティバル

主管：小学生相撲大会実行委員会
日時：5月15日　対象者：町内在籍の小学生　参加者数196人
概要：個人戦、学年別・男女別の各部トーナメント方式

総合評価経済性 正確性

　各事業における町民の参加意識が高まっているが、事業により参加人数に増減がある。
　大きな事故も無く参加者の安全確保にも万全を期すことができた。



6 (3) 担　当　課

指定管理者：（財）野々市町公共施設管理事業団
　管理体制 ： 町派県職員　2名　嘱託職員　3名　臨時職員　１４名　計　１９名
　委託施設： 町民体育館　64,797人　スポーツセンター　66,932人　スポーツランド　79,484人

健康広場　5,455人　簡易運動広場　17,047人　武道館　19,090人
押野中央公園運動広場　7,306人
中央公園（町民野球場、テニスコート、運動広場、相撲場）　 31,768人

(2)

4月22日　学校体育施設開放運営委員会の開催 開放施設
　学校体育施設開放運営委員会委員　17名　 屋内体育施設 小学校　5校、中学校　1校
　学校体育施設開放指導員　33名 屋外体育施設 小学校　5校、中学校　1校

B B B B B B

(C) (C) (B) (B) (C) (C)

事業概要・実績

今後の改善事項 (課題)
　施設運営等については、利用者に施設使用上の注意を徹底することにより、だれもが快適に利用できる施設になるよう努める。
　全般的に見て施設の老朽化が進んでいることから、整備計画に基づき適正な施設維持管理に努めていきたい。

　スポーツランドプール棟空調設備改修工事実施設計業務委託
　スポーツランドさわやかホールトップライト等改修工事
　スポーツランド外壁等改修工事
　スポーツランドプール棟空調設備改修工事
　健康広場棒球ﾈｯﾄ改修工事
　スポーツランドさわやかホール屋根防水改修工事
　簡易運動広場給水設備改修工事
　簡易運動広場　三納公園改修工事

(3)
学校体育施設運営

及び施設

経済性 正確性 目標達成度 総合評価

4
3

(1) 施設管理委託

維持管理

教育委員会
点検・評価

　スポーツ施設の適正な運営や維持及び安全管理の徹底を図ることにより、利用者に快適な利用を提供することができた。
　社会体育施設及び学校体育施設の開放を促進することによる活動場所の提供は、町民の体力づくり及び競技力の増進に役立つこと
ができた。

自己評価項目
（前年度評価）

　適応性 有効性

平成２３年度　教育委員会点検・評価シート(平成２２年度事業)

点検・評価項目 　生涯スポーツの推進
体育施設の運営、維持管理及び学校施
設の開放

スポーツ振興課

目的・目標
　体育施設の円滑な管理運営と町民がスポーツに触れ合う親しみやすい施設としてより一層の整備を図る。
　また、学校体育施設においても開放し体育協会加盟団体やスポーツ団体等に活動、体力づくり競技の向上の場所の提供を行
う。



6 (4) 担　当　課

　28団体　1,210人 

　石川県民体育大会選手団派遣　総合　男子第６位　女子第８位

　（冬季県体壮行会・夏季県体結団式・県体競技強化練習の実施）

　町体育協会表彰式  、　「体協だより」発刊」

　17団体　528人 

　清掃奉仕活動・総合交歓会・指導者保護者研修会・リーダー研修会の開催

　「スポーツ少年団だより」の発刊

(3) 一般スポーツクラブ　　　38団体 　、高齢者スポーツクラブ　2団体

・スポーツおもしろゼミナール

　3月17日　講師　素谷　富雄氏（石川県サッカー協会会長）

　演題　「サッカー夢談義－普及と育成のはざまの中から－」　参加者　143人

・救急法講習会　 12月1日　ＡＥＤ、三角巾の使用方法　21人

12月7日　テーピングによる事故予防及び応急措置　23人

B B B B B B

(B) (C) (B) (B) (B) (B)

有効性 経済性 正確性 目標達成度 総合評価

今後の改善事項 (課題)
　町民には、スポーツすることを楽しむ大会を提供し、また競技団体には競技力の向上につなげるための支援・育成に努めていきたい。
指導力向上につながる研修会や講演会等への参加を積極的に促すよう努めたい。
　また、指導者の資質向上・団体運営についての取り組みについても支援を行うよう努める必要がある。

Ｈ22　1,520千円

認定クラブ

(4) 指導者講習会

4
4

事業概要・実績

(1)
体育協会及び体育
協会加盟団体等

(2) スポーツ少年団

教育委員会
点検・評価

　スポーツ関係団体の活動を支援強化することにより、団体活動が活性化し、その結果、町のスポーツ振興の推進につなげる事ができ
た。
　指導者講習会については、受講を促進することにより、指導者の資質向上に反映することができた。

自己評価項目
（前年度評価）

　適応性

目的・目標 　スポーツに関する知識を深め、スポーツ団体を育成することにより、町民がスポーツに親しみやすい環境づくりを進める。

Ｈ22　3,300千円

平成２３年度　教育委員会点検・評価シート(平成２２年度事業)

点検・評価項目 　生涯スポーツの推進 体育関係団体の育成、指導 スポーツ振興課



 

 

４ 参考資料 

 野々市町教育委員会組織（平成２３年３月３１日現在） 

  ＜教育委員会＞ 

委 員 長  北 本   正    委員長職務代理者  徳 田 寿 秋 

委 員  荻 野 直 子     委 員  中 野 惠美子 

委 員  松 野 勝 夫    委員（教育長）  村 上 維 喜 

  ＜教育委員会事務局組織＞ 

・野々市小学校
・御園小学校
・菅原小学校
・富陽小学校
・館野小学校
・野々市中学校
・布水中学校
・教育センター

・町立図書館
・中央公民館
・野々市公民館
・富奥公民館
・郷公民館
・押野公民館
・女性センター
・青少年センター
・少年育成センター

情報文化振興財団
・文化会館フォルテ
・情報交流館カメリア

公共施設管理事業団
・ふるさと歴史館
・埋蔵文化財収蔵庫
・郷土資料館

公共施設管理事業団
・町武道館
・町民体育館
・町スポーツセンター
・町スポーツランド
・町中央公園体育施設
・町健康広場

は管理委託 ・町簡易運動広場
・押野中央公園運動広場

文化財担当

文化振興担当

スポーツ振興担当

ス
ポ
ー

ツ
振
興
課

文
化
振
興
課

・学校給食センター

教
育
総
務
課

学校教育担当

庶務担当

学校施設担当

生涯学習担当

青少年担当

教
育
委
員
会

教
　
育
　
長

教
育
文
化
部

学
校
教
育
課

生
涯
学
習
課
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お問い合わせ 
〒921-8510 
石川県石川郡野々市町字三納１８街区１番 
野々市町教育委員会 
TEL（代表）：２２７－６１１１ 
F A X ：２２７－６２５８ 
E メール： kyouiku_soumu@town.nonoichi.lg.jp 
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