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１ 教育委員会事務の点検・評価について 

（１）趣旨 

効果的な教育行政の推進を目的に「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」の

一部が改正され、平成２０年４月から、毎年、教育委員会の権限に属する事務の執行

状況について、学識経験者の知見を活用し、点検・評価を行い、その結果を取りまと

め議会に提出するとともに、公表することになり本年度で３回目となりました。 

 野々市町教育委員会は、法の趣旨に則り、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２１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２１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、

３４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） 

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 

 木村 孝子  前体育協会副会長 
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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５回の臨時会を開催いたしました。 

  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

のように審議いたしました。    

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 9号議案 

第 10 号議案 

第 11 号議案 

平成 21年度教育委員会関係委員の委嘱について 

平成 21年度学校医の委嘱について 

学校評議員の委嘱について 

1 件 

4 月 13日 臨時会  給食パンへの異物混入にかかる現地調査  

4 月 21日 定例会 第 12 号議案 パン給食の再開について 11 件 

5 月 28日 定例会 第 13 号議案 

 

第 14 号議案 

 

第 15 号議案 

 

第 16 号議案 

平成 20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 

平成 21年度野々市町一般会計補正予算（6月補正） 

教育費関係について 

一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正す

る条例について 

野々市町教育委員会教育長の給与、勤務時間その他

の勤務条件に関する条例の一部を改正する条例に

ついて 

13 件 

6 月 23日 定例会 第 17 号議案 

第 18 号議案 

野々市町子ども読書活動推進計画の諮問について 

野々市町体育施設管理規則の一部を改正する規則

について 

8 件 

7 月 11日 臨時会 第 19 号議案 平成 22・23 年度野々市町立小学校用教科書の採択

について 

 

7 月 27日 定例会   7 件 

8 月 26日 定例会 第 20 号議案 

 

平成 21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 

10 件 

9 月 25日 定例会 第 21 号議案 平成 21 年度野々市町教育委員会表彰被表彰者選考

について 

6 件 

10月 1日 臨時会 第 22 号議案 教育委員会委員長選挙について  
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第 23 号議案 教育委員会委員長職務代理者の指定について 

10月 28日 定例会 第 24 号議案 教育ユニバーサルプランの延長について 12 件 

11月 24日 定例会 第 25 号議案 平成 21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 

4 件 

12月 7日 臨時会 第 26 号議案 

 

第 27 号議案 

野々市町立学校管理規則の一部改正する規則につ

いて 

平成 21年度（平成 20年度分）教育員会事務の点検・

評価について 

 

12月 25日 定例会   6 件 

1 月 27日 

 

定例会 

 

第 1号議案 

 

第 2号議案 

 

第 3号議案 

 

第 4号議案 

公の施設に係る指定管理者の指定について（郷土資

料館） 

公の施設に係る指定管理者の指定について（ふるさ

と歴史館） 

公の施設に係る指定管理者の指定について（スポー

ツ施設） 

学校その他教育機関の長に対する事務委任規程の

一部を改正する規定について 

3 件 

2 月 24日 定例会 第 5号議案 

 

第 6号議案 

第 7号議案 

 

第 8号議案 

 

第 9号議案 

 

第 10 号議案 

平成 21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 21年度当初予算案について 

請負契約の締結について（御園小屋内運動場地震補

強） 

請負契約の締結について（野々市中屋内運動場地震

補強） 

「特定事業契約の締結について」の議決の一部変更

について 

野々市町「教育ユニバーサルプランの総合評価及び

次期計画の策定計画（案）について 

9 件 

3 月 24日 定例会   5 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 

１３４回出席しました。 

① 町議会関係       ２０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   ２４回 
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    ・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      ４１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        ４９回 

    ・成人式、立志式、地区運動会等への出席 

 

（３）自己評価 

  平成２０年４月の地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部改正を受け、

２０年１０月より教育委員の定数について１名増の６人体制とし、複雑化する教育

課題に対応するよう組織体制の強化を図ってきております。２１年１０月には委員

の任期満了に伴い改選され、新たに女性の委員が選任されたところです。 

教育委員会会議については、議案資料等の事前配布により、懸案事項等を一読し

て会議に臨むことができ、円滑な会議運営を図ることができました。 

会議や各種の活動についての開催にも数多く出席し出席率も高いことは、十分評

価できると考えています。特に学校訪問の実施や学校行事に積極的に出席すること

により、教育現場の実態把握に努め、教育現場の要望を直接、教育行政に反映させ

ることや教育委員会管理の各種施設（図書館、公民館、スポーツ施設等）を視察研

修することにより、施設の運営管理状況を把握し、認識を深めることで教育行政の

推進を図ることができました。 

ただし、全般として事務局主導での大枠での議論になりがちであることなどから、

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。 

 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教育委員会活動

についての広報活動に努めてきました。 
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（４）学識経験者からの意見 

地方分権の進展に伴い、地方公共団体における教育行政の推進にあたっては教育

委員の役割が益々重要となってきています。委員の６人体制に伴い委員会組織の充

実化が図られてきたと思います。 

平成２１年度についても数多くの行事等に参加出席をされています。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。 

委員会活動についての広報について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広報活動が強化されたことについては高く評価できます。

今後とも迅速な掲載とともにホームページ以外での広報についても検討されるよう

お願いします。 

 （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。 

学識経験者からのご意見をふまえ、今後も学校、文化学習施設、スポーツ施設な

どへ積極的に出向き、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。 

委員会の会議については、より一層効率的、効果的な運営を目指すために、事務

局とともに検討を図っていきたいと考えます。 

教育委員会の活動については、会議の日程や傍聴の方法、教育委員会会議の概要

について２１年度より町ホームページに掲載を始めました。今後は掲載内容や広報

誌などへの広報を検討し教育委員会活動を町民に積極的に公開することにより、さ

らに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、教育行政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。耐震化工事は、菅原小学校が完

了し、野々市小学校でも建替え工事が進められており、御園小、野々市中の体育館の

耐震補強工事についても着手されました。これにより耐震補強工事が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についても多額の費用を要することから、

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、２２年度で野々市中学校の１棟を除き全て完了の予定

です。学校施設の耐震化の状況は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なっていきます。 

②  学校施設の大規模改修工事については、建築後２５年以上経過した施設を対象に

実施しており、現在野々市小学校の建替え工事を進めており、御園小、野々市中の

体育館の大規模改修工事は地震補強工事に併せて実施中です。今後も未改修の富陽

小、館野小、布水中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 B B B Ｂ Ｂ

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

　野々市小学校をＰＦＩ手法で改築するため、実施設計と改築工事を行った。
　野々市小学校施設整備事業に係る設計・建設モニタリング業務　（委託料：13,440千円）
　野々市小学校施設整備事業事業変更契約
　野々市つばきPFI株式会社：3,299,284千円（104,767千円増額）　　　　工事年度　平成21・22年度

　耐震補強・大規模改造

今後の改善事項 (課題)

　平成22年4月1日現在、野々市町の学校施設耐震化率は68.6％であり、全国平均の学校施設耐震化率の73.3％より若干下回ってい
る。野々市小学校においては平成21年度から平成22年度に改築工事を施工し、また、御園小学校体育館及び野々市中学校体育館に
おいても平成22年度に耐震工事を実施する。完了すると、耐震化率は97.1％と1棟を除き完了の見込みである。
　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

　菅原小学校の校舎と体育館において、大規模改造工事を施工し、学校の教育環境が改善され、建物の耐久性の確保が図られた。
　野々市小学校においては、実施設計が完了し、現在改築工事を施工中である。事業者との契約について、追加工事と平成22年度建
設工事一時金の支払額の変更により、変更契約を行った。
　御園小学校体育館と野々市中学校体育館については、実施設計後、平成22年度に施工するために工事契約を行った。

　菅原小学校地震
補強・大規模改造事
業

　平成20年度に施工した耐震補強工事と大規模改造工事に引き続き、大規模改造工事を夏休み期間中
に施工した。
　菅原小学校地震補強等工事　（平成21年度大規模改造工事：229,194千円）
　工事監理業務委託　（平成21年度委託料：5,345千円）　　　　工事年度　平成20・21年度

　野々市小学校施
設整備事業

9

事業概要・実績

　御園小学校地震
補強・大規模改造事
業

平成２２年度　教育委員会点検・評価シート(平成２１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
自己評価項目
（前年度評価）

適応性 有効性 経済性

　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
事契約を行った。
　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

　野々市中学校地
震補強・大規模改造
事業

　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
事契約を行った。
　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

教育委員会
点検・評価



1 (2)

(1)

6件
21件
 4件
0件

小計
小計
小計
小計
合計

420千円
4,813千円
2,904千円
0千円

8,137千円

(2)

1件
11件
2件
2件

小計
小計
小計
小計
合計

73千円
4,381千円
1,879千円
5,271千円
11,604千円

(3)

4件
9件
2件
0件

小計
小計
小計
小計
合計

282千円
1,757千円
1,258千円
0千円

3,297千円

(4)

0件
1件
1件
0件

小計
小計
小計
小計
合計

0千円
220千円
945千円
0千円

1,165千円

Ｂ B C B Ｂ Ｂ

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

　菅原小学校配膳車キャスター取替 他
　富陽小学校遊具修繕 他
　館野小学校グラウンド整備修繕 他
　

　布水中学校外壁止水修繕 他
　野々市中学校駐輪場雨具掛け設置補修 他
　布水中学校グラウンド整備修繕 他
　

担　当　課

　野々市小学校既存警備機器撤去工事
　館野小学校ガス回転釜設置工事 他
　御園小学校照明灯改修工事 他
　御園小学校テレビ共聴設備改修工事　他

事業概要・実績

　小学校修繕

10万円未満
10万～50万円
50万～130万円
130万円以上

自己評価項目
（前年度評価）

　老朽・安全化対策　学校施設の整備

　中学校修繕

　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。

10万円未満
10万～50万円
50万～130万円
130万円以上

10万円未満
10万～50万円
50万～130万円
130万円以上

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、現在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
く、計画的・着実な施設整備が必要と考える。

　中学校工事

10万円未満
10万～50万円
50万～130万円
130万円以上

　
　布水中学校部室引戸取替工事
　布水中学校保健室空調機入替工事
　

適応性 有効性 経済性 正確性

教育委員会
点検・評価

目標達成度 総合評価

1
0

平成２２年度　教育委員会点検・評価シート(平成２１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、64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。
　学校の修繕予算としては各学校年間約25万円を配分しているが、対応しきれていないのが現状である。

目的・目標

点検・評価項目

　小学校工事

教育総務課



 

 

・（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。 

近年発生している、給食パンへの異物の混入やインフルエンザ等による緊急時の対

応や食の安全性についてこれからも充分な指導を願います。 

老朽化が進んでいる小学校の給食調理について自校式から給食センター方式への移

行について計画を明らかにするようお願いします。 

就学・就園援助については、近年の景気の低迷により保護者の所得が下落している

現状を踏まえ、今後も子どもたちが安心して幼児教育、義務教育を受けることができ

るように更なる周知等に努め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、学校栄養教員等による食育

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、食への感謝の気持ちを育

むよう食に関しての教育の充実に努めます。 

②  小学校の給食については野々市小の建替えに伴い給食センター方式に切り替え

センターの増築を２１年度に行いました。今後は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る中で建設年度について検討してい

きます。 

③  就学・就園援助については、保護者の経済状況の変動に対応していくため、適正

に対応をしていきます。 
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2 (1) 担　当　課

(1)

(2)

B Ｂ C B B Ｂ

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

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 　給食回数　約190回　平成21年5月1日現在児童数　2,827名　　給食費　1食　250円

　中学校学校給食 　給食回数　約190回　平成21年5月1日現在生徒数　1,161名　　給食費　1食　300円

　
②献立作成会・・・毎月1回。町内栄養職員が集まり、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。

　

　学校給食

⑥給食調理教室・・・いつも食べている給食を自らの手で作ってみることにより、給食への関心や理解を高め
た。

教育総務課

⑤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。

　 ⑦22年度の2学期より、野々市小学校の給食センター対応に伴い、センターの増改築工事をおこなった。

教育委員会
点検・評価

自己評価項目
（前年度評価）

　

①地産地消の推進・・・地場産物を使用することにより、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、サマーカレー等を実施し、児童と生産者や給食調理員との
　　　　　　　　　　　　　　　交流の場を設ける。

③野々市町研修会（衛生管理研修会）・・・年2回（夏季・春季休業中）。町内の栄養教諭、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。

　
④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。

今後の改善事項 (課題)

①野々市町内の栄養教諭、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。

②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。

③生活習慣病予防や正しい食生活を身に付けるためにも、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。

④給食施設の老朽化対策やより安全で効率的、効果的な運営を図るため、中学校給食と同様に給食センター方式への移行について検討
　する必要がある。

1
2

平成２２年度　教育委員会点検・評価シート(平成２１年度事業)

学校給食の充実と
就学・就園援助

　

　学校給食センター緊急時マニュアルを確認しながら、本年度発生した「新型インフルエンザ等」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。

適応性 有効性 経済性 正確性 目標達成度 総合評価



2 (2) 担　当　課

(1)

(2)

(3)

B Ｂ C Ｂ Ｂ Ｂ

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

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　23園　423名　　補助金額：34,631千円

　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

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　23名　　1,703千円

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
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が行われている。

1
3

平成２２年度　教育委員会点検・評価シート(平成２１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。
　また、平成２１年度からの所得限度額について、生活保護基準額の１．１倍から１．３倍に拡大する改正を
行った。
支給者　535名　　38,550千円

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。



・（３－１） 学校教育の充実 

① 教育活動の推進 

② 児童・生徒及び教職員の健康管理の推進 

③ 教育環境の整備充実 

④ 教職員の研修の充実 

・（３－２） 学識経験者からの意見 

学校教育に欠かせないものは、教職員の互いの切磋琢磨です。同学年であるいは

同教科で、互いの知恵や技量を伝え、学び合える学校の存在です。教育委員会の指

導のもと、このような熱意の感じられる特色ある学校づくりに努めていただきたく

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し、さらに今後

は複数配置で、適切できめ細かな対応をめざす意欲的な姿勢を評価します。 

健康管理については、新型インフルエンザが全国的に大流行したが、適切な拡散防

止措置で大事にいたらず、早めの対応を基本とした措置は評価します。 

  教育環境については、平成２０年度までの全小中学校の児童生徒用パソコン教室

の整備に続き、平成２１年度は、全教職員に校務用パソコンが配置され、各教室に

は５０インチ地上デジタル対応テレビ設置（小学校１３７台、中学校２４台）など、

より情報化社会に適応できる環境が整備されたことについては高く評価します。 

教職員の研修や各種相談体制の充実については、町が大きく発展し、市制の推進さ

れるとき、教育の分野で欠かせられないのは、教育センターの存在です。現在、教育

相談分野、研修分野において、内容は大きく進展をみせており、その充実振りが伺え

ます。これを市制の推進を機に、町単独で教育センター事業を行えるほどにスタッフ

を増員し、町独自の研修内容も充実できればと思います。 

 

・（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、教育委員会並びに学校が連携して、教職員の資質向上や特

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、各校の状況を考慮しながら特別支援教育支援員の複数

配置に向けて引き続き努力します。また、教職員全体の特別支援教育に対する専門

性の向上を目指します。 

③  健康管理については、児童生徒・教職員ともに、健康教育を充実させることで、

日常生活における、心と体の健康を増進し、病気の予防について実践的に取り組む

ことが出来るよう努めます。また、流行性の疾病については学校・保健機関等との

連携を図りながら、引き続き拡大防止に努めます。 

④  児童生徒用パソコン教室の整備・教室への地上デジタルテレビの設置、また、校

務用パソコン配置が整い、今後、これらを活用した授業の推進を一層進めます。 

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。

今後も、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。 
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3 (1) 担　当　課

  

(1)

(2)

(3)

B B B B B B

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

　学校研究の推進
　町教育委員会が指定する学校が、自校の研究テーマを決め2年間の研究推進を行う事業。2年
目には、公開研究発表会を行い、その成果により町内各校の活性化を図った。（1,200千円）
　布水中学校（活用力向上）・御園小学校（活用力向上）・野々市小学校（道徳教育）３校共発表

　特色ある学校づくりの推進

　開かれた学校づくり
　学校評議員の設置
　「開かれた学校」を実現するため小中学校7校に、地域から教育に対する識見のある3名を選任
し、学校評議員として委嘱した。（246千円）

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

学校教育課

平成２２年度　教育委員会点検・評価シート(平成２１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。

1
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事業概要・実績

教育委員会
点検・評価

正確性 目標達成度

　学校研究の推進により、児童・生徒の学力向上が図られた。また、道徳教育の推進、幼保小連携、体力アップ等特色ある学校づくり
も推進され、さらに全校に設置された学校評議員会において事業に対して意見をいただきながら開かれた学校づくりを推進した。

　管内の小中学校がそれぞれ特色ある学校づくりを目指して、道徳教育、幼保小連携、体力アップ
等の事業を積極的に実施した。（880千円）

今後の改善事項 (課題) 　特色ある学校づくりの成果を地域に広め、更に開かれた学校づくりに努めたい。

自己評価項目
（前年度評価）

適応性 有効性 経済性 総合評価



3 (1) 担　当　課

  

(1)

(2)

　教育活動の推進
　　②今日的課題へ対応した学校づくり
　　　　　の推進

学校教育課

①国際交流事業
　次の世代を担う児童に国際的な視野を持たせることを目的とし、昭和60年の野々市小学校と中国
深圳小学との友好関係締結以来、交流事業を実施している。
  平成21年度は、深圳市より訪問団が来日（児童12名・引率他10名）し児童交流や教職員の交流を
行った。（2,200千円）

②小学校英語活動事業
　外国語を通じて積極的にコミュニケーションを図ろうとする態度の育成を図り、外国語の音声や基
本的な表現に慣れ親しませながらコミュニケーション能力の素地を養うための外国語活動を実施す
る環境を整えた。
　3～4年生　１クラス　年間　20時間程度実施
　5～6年生　１クラス　年間　25時間程度実施
　各小学校に週2回、外国語指導助手（ＡＬＴ）を派遣した。（8,232千円）

③英語指導助手（ＡＬＴ）招致事業
　英語の教育はますます国際化が進む環境の中でその重要性が高まっており、英語指導助手（ＡＬ
Ｔ）1名を中学校2校に1月ずつ交互派遣し、生きた英語に触れ語学力の向上を図るとともに国際化
時代に対応した知識、感覚の向上を図った。（3,772千円）

平成２２年度　教育委員会点検・評価シート(平成２１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。

　小中学校全校に図書館司書を配置し、図書館の利用促進を図ると同時に、蔵書管理システムに
より検索時間の短縮や統計等を利用した各種考察が出来るようになり、業務の効率化が進展した。
（5,960千円）

　情報教育の推進

　グローバル化した時代に対応すべく、小中学校においてICTを利用した情報教育を推進し情報化
社会に適応できる子どもの育成に努めた。また、教職員については新たに全教職員に配置した校
務用パソコンにより教材等の作成や各種情報収集が可能となり、児童生徒に最新の情報教育を
行った。(58,040千円)

　学校図書館の充実

点検・評価項目 　学校教育の充実

1
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事業概要・実績

(3) 　国際理解活動の普及



(4)

(5)

(6)

B A B B B B

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

1
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事業概要・実績

　職場体験事業

　わく・ワーク体験事業
　一人ひとりが夢と希望を持ち、自分の将来に向かって主体的に生きていこうとする態度や能力を
身につけるため、町内外の延べ148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　367人　132千円）

　全国大会等出場支援事業

　管内中学校の部活動の振興に資するため、北信越大会以上の大会参加について交通費や宿泊
費を補助し、部活動の促進と競技力の向上を目指した。（7,069千円）
北信越大会出場
　野々市中：陸上部
　布水中　： 陸上部、水球部、柔道部、水泳部、バスケットボール部
全国大会等出場（全国大会に準ずる大会を含む）
　野々市中：陸上部
　布水中  ：陸上部、柔道部、バスケットボール部、合唱部、吹奏楽部

　安全管理の充実
　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。不審者情報をほっとＨＯＴメールののいちから地域住民に発信した。

教育委員会
点検・評価

　児童・生徒が今日的な社会的ニーズに対応できるような教育環境の整備に努めた。また、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。

正確性 目標達成度 総合評価

今後の改善事項 (課題) 　学校規模に応じた学校図書館図書標準蔵書率の向上に努めたい。

自己評価項目
（前年度評価）

適応性 有効性 経済性



3 (1) 担　当　課

  

(2)

B A B B B B

(B) (B) (C) (B) (B) (B)
目標達成度 総合評価

学校教育課

　生徒指導の充実

①生徒指導総合連携推進事業
　これまでの学校・家庭・地域・関係機関・関係団体との連携を活用し、さらにそれらの機能や特性
を生かした協力体制を深化させた。これにより、児童生徒・保護者・地域住民の意識の変容と社会
秩序の回復を図り、非行防止につなげていくよう事業を推進した。（820千円）

②スクールカウンセラー活用事業（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　野々市小、野々市中、布水中）

有効性 経済性 正確性

平成２２年度　教育委員会点検・評価シート(平成２１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
　　③個に応じた児童・生徒への指導
          の充実

今後の改善事項 (課題) 　特別支援教育支援員は、全小中学校に配置した。今後もより適切できめ細かな対応を図るため複数配置に努めたい。

1
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(1) 　特別支援教育の充実

①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。　毎週土曜日・午後2時～4時　参加児童等　11名
（738千円）

②特別支援教育支援員の配置
　全小中学校に派遣し、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。
支援員　小学校５名、中学校３名（8,903千円）

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。生徒指導については、生徒指導総合連携推進事業（国指定研究）を実施することにより、学校とその他関係機関・団体との
連携を深める事ができた。

自己評価項目
（前年度評価）

適応性



3 (1) 担　当　課

  目的・目標

　教育活動の推進
　　④教育センター

学校教育課

①教育相談員設置事業
　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
に対応するため相談員を派遣した。（派遣先　野々市小、御園小、菅原小、富陽小、館野小、野々
市中、布水中　1,812千円）

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、教師などに、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。

＜教育相談体制＞
　（1）臨床心理士の配置　　　　　　　　　　　　　　　週２回半日
　（2）ふれあいダイヤル(電話相談)の開設　　　　月曜日～金曜日
　（3）指導員による教育相談　　　　　　　　　　 　　月曜日～金曜日随時

　生き生きとした学校づくりと教育内容の充実を図る。

1
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点検・評価項目 　学校教育の充実

平成２２年度　教育委員会点検・評価シート(平成２１年度事業)

＜教育相談状況＞
　(1)形態別年間件数
 

  (2)内容別年間件数
　
 

　　※　（　　　　）の数は、臨床心理士との面談件数

事業概要・実績 (1) 　教育センター事業
形態 小学校 中学校 計

来所 166(117) 271(60) 437(177)

訪問 93(24) 107(3) 200(27)

電話 260(6) 305(5) 565(11)

合計 519(147) 683(68) 1202(215)

教 育 相 談 内 容 小学校 中学校 計
不登校 407(35) 640(25) 1047(60)
いじめ 1(1) 11(11) 12(12)
集団不適応（孤立、疎外感、集団行動がとれない等） 34(34) 16(16) 50(50)
身体的・精神的相談 41(41) 11(11) 52(52)
その他(学校教師との関係・家族との関係など） 36(36) 5(5) 41(41)

合計 519(147) 683(68) 1202(215)



(1)

2
0

事業概要・実績

教育委員会
点検・評価

　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。

　教育センター事業

③教育支援センター「ふれあい教室」の開設
　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
等のための相談・適応指導（学習指導を含む）を行い、学校復帰を支援した。
　（1）対象児童生徒
　　　　　小中学校に在籍し、主として心理的に不安定で家庭以外に居場所を失っている不登校の
　　　児童・生徒
　（2）開設日時
　　　　月曜日・水曜日～金曜日　9：00～15：00　　火曜日　9：00～13：30
　（3）支援内容
　　　　　学習、創作活動、スポーツ、野外体験活動等
　（4）在籍校及び保護者への支援
　　　　　担任や生徒指導担当者等との連携を密にし、本人や保護者への支援状況等について情
　　　報交換を重ね、指導の方向付けを図る。また、保護者と連携を密にするとともに親の会の実
　　　施、研修会等を実施。
　（5）通室状況　7名

B A B B B B

(B) (B) (C) (B) (B) (B)
総合評価

今後の改善事項 (課題) 　教育相談のニーズ増加に対応できる体制づくりに努めたい。

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



3 (2) 担　当　課

(1)

(2)

(3)

(4)

B B B B C Ｂ

(C) (B) (C) (B) (C) (C)
経済性 正確性 目標達成度

　（財）石川県予防医学協会に委託し、健康診断（視力・聴力・尿・血液・心電図・胃部消化器等）
（年齢により健診内容は異なる）を行い教職員各自の健康管理に努めた。（1,083千円）

総合評価

平成２２年度　教育委員会点検・評価シート(平成２１年度事業)

目的・目標

　在籍校において健康診断（内科・歯科・耳鼻咽喉科・眼科）を実施し、疾病が見つかった児童生
徒については保護者へ治療勧奨し、児童・生徒の健康増進に努めた。（7,243千円）

児童・生徒及び教職員の健康管理の推進 学校教育課

　就学時の健康診断及び就
  学指導

　次年就学予定者（小学校１年生となる幼児）の健康診断（内科・歯科・視力・聴力等）を就学予定
の小学校で実施し、虫歯等疾病が見つかった幼児については保護者へ治療勧奨の案内をした。
（496名健診　320千円）
　なお、健康診断や事前の保護者からの相談により就学相談が必要な幼児については、保護者と
相談のうえ、就学指導委員会に諮問し就学先を決定した。

適応性 有効性

点検・評価項目 　学校教育の充実

　児童生徒の健康診断

　教職員の健康診断

今後の改善事項 (課題)
　今後も早めの対応を基本とし、健康管理に努めたい。また、新たな感染症等全国的に流行するものについては国・県・町の動向や各
種情報を整理し、学校指導を速やかに行うよう努めたい。

2
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　心身ともに健康で活力に満ちた人間の育成を図る。（学校保健安全法に基づく健康診断の実施）

事業概要・実績

　疾病の予防推進
　国県等からの疾病予防・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。

教育委員会
点検・評価

　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。また、新型インフルエンザが全国的に流
行したが、学校・学校医等と連携し、うがい・手洗いの励行、学級閉鎖等の措置により罹患防止と疾病の拡散防止に努めた。

自己評価項目
（前年度評価）



3 (3) 担　当　課

B B B B B B

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

平成２２年度　教育委員会点検・評価シート(平成２１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

2
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　振興備品の充実と学習環境の整備を図る。

事業概要・実績 (1)

　吹奏楽用楽器の購入

　理科教育備品の購入

　教職員の校務用パソコン
  の整備

　ホルン、トランペット等の楽器の計画的な購入と経年劣化等により損耗激しい楽器の更新をし、
楽器編成の充実を図った。（中学校2校　1,599千円）

　顕微鏡、電子てんびん、電源装置等の更新や新規購入をし、児童生徒が実験を通して出来る楽
しい理科教育の推進を図った。（小中学校　2,771千円）

　全教職員に校務用パソコンを配置し、教材作成・成績処理・文書作成などの校務が迅速かつ効
率的に行なえる環境整備を整えた。（31,238千円）

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、全教職員に校務用パソコンが配置されたことにより、校務環境が整備され教材の作成や各種用務がスムーズに行われるよう
になった。

自己評価項目
（前年度評価）

適応性 目標達成度 総合評価

今後の改善事項 (課題)
　新学習指導要領への移行期間であり、新たに必要となる理科教育備品もあり、授業に支障が出ないよう継続して順次取り揃えたい。
また、町教育委員会と学校のＬＡＮによるネットワーク化を検討したい。

有効性 経済性 正確性



3 (4)

B B A B B B

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

　教職員研修事業

教職員研修の充実
　時代の変化や教育環境の変化に伴い様々な教育課題が生まれてきており、適切に対応するには教職員一
人ひとりが絶えず研修を積み重ね、自らの力量の向上を図り、実践的指導力と使命感を培って幅広い知見を
得ることが求められている。教育委員会では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。（32千円）

点検・評価項目 　学校教育の充実

目的・目標

　学校経営研修
　学校図書館研修
　生徒指導研修（Ⅰ）
　生徒指導研修（Ⅱ）

　授業づくり研修
　情報教育研修
　初任者研修
　特別支援教育支援員
　研修
　特別支援教育コー
　ディネーター研修
　研究主任研修
　生徒指導主事研修

1回
1回
1回
1回

2回
1回
1回
1回

1回

1回
1回

「今日の教育課題」
「図書館経営」
「ネットトラブル防止」
「不登校児童生徒の児童生徒理
解」
「指導力・授業力の向上」
「各校の現状と課題」
「基礎的素養」
「発達に障害のある児童の理解」

「各校における現状と課題」

「活用力向上に向けて」
「９年間を見通した生徒指導」

目標達成度 総合評価

2
3

平成２２年度　教育委員会点検・評価シート(平成２１年度事業)

　教職員の研修の充実 担　当　課 学校教育課

　教職員の資質向上と指導力の充実を図る。

事業概要・実績 (1)

今後の改善事項 (課題) 　時代の変化や教育環境の変化、新学習指導要領に対応した研修となるよう工夫をしながら実施したい。

校長、教頭対象
司書教諭、司書対象
生徒指導主事・教諭、養護教諭、講師対象
教育相談・特支担当教諭、養護教諭、講師
対象
 
情報教育担当対象
各校3名・初任教員対象
特別支援教育支援員対象

特別支援教育コーディネーター対象

研究主任対象
生徒指導主事対象

教育委員会
点検・評価

　使命感や実践的な指導力など、教職員として基礎・基本はもとより、豊かな人間性や幅広い視野を身につけるための研修を開催し、資質の
向上に努めた。研修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。

自己評価項目
（前年度評価）

適応性 有効性 経済性 正確性



 

 

・（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 社会教育団体の育成 
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 
 

・（４－２） 学識経験者からの意見 

世代を超えて学び合う生涯学習の機会が提供されておりますが、それぞれの事業成

果を見極めながらより充実した学習ができる環境づくりが必要と思われます。 
町民大学校事業（コミュニティ・カレッジ、インターネット町民塾ほか）について

は、全国的にも評価されており、公募を含めた１１人の企画委員が自主的に運営して

いるなど、生涯学習時代のモデルケースとして高く評価したいと思います。 
公民館事業についても、住民の地域デビュー応援講座が県公民館大会や全国公民館

研究集会での実践発表に選ばれるなど、高い評価を得ています。 
一方、地域コミュニティの拠点として公民館の活用が増加している中、老朽化した

各公民館については、バリアフリーなど利用者の要望を充たす大規模な改修が必要で

あると考え、中央公民館改築と新図書館の建築を併せた複合センターの建設を構想す

べきではないかと思います。 
青少年の健全育成については、町内の５９団体・機関を網羅した「“ののいちっ子を

育てる”町民会議」の活動を高く評価したく、特にプロジェクトＫ（携）携帯電話対

策部会の活動は、全国的にも高い評価を得ていると認識しています。このような活動

は地道な継続が必要であるため、今後も活動支援をお願いしたいと思います。 
生涯学習は今の時代も、これからの時代も、生き甲斐を持って、健康に生活するう

えでの大切な分野です。教育委員会から独立した町民の学習を援助する団体や施設あ

るいは人材を育成し、それを教育委員会が的確な指導で補っていくようなシステムが

必要と考えます。 
 

 

・（４－３） 今後の方針 

① 事業をとおして、住民相互のコミュニティづくりと町内の大学や金沢大学な

ど、専門家や学識経験者の協力を得ながら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、生涯学習の核となる公民館活動の支援など、いつ

でも、どこでも学べる環境づくりに努めます。 
② 子ども達の健やかな成長を願い、幼年期から青年期における子育て講座や家庭

教育学級等の開催、家庭教育サポーターの養成など、支援事業を推進していきま

す。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。 
③ 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。 

24 



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 C B B C C

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

　推進体制の充実

 

            3月に第１回策定委員会を開催

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

　　　　　　年4回開催　　議件　7件　　報告　13件

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）

　生涯学習体制の整備

2
5

平成２２年度　教育委員会点検・評価シート(平成２１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）

　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年3月に教育委員会からの諮問により最終評価と平成24年度からの次期プランの策定
に取り組んでいる。

　　　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

②教育ユニバーサルプランの実現に向けた体制づくり

目的・目標

正確性

今後の改善事項 (課題)
　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の趣旨を踏まえ、その基本理念
の実現に向けた計画になるよう策定するものとしたい。

(2) 　学習情報の提供

①学習情報の提供

教育委員会
点検・評価

事業概要・実績

(1)

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 経済性



4 (2)

　（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

　（5）大学との連携　　　　　　　　　　     　　

　　　子どもサイエンスセミナー  （4講座　夏休み3回　マナビフェスタ1回）

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　515人

出席者　325人　　63.1％

C B C B B B

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

　　　コミュニティ・カレッジ 16講座開催（内ののいち学は5講座）、交流会4回開催

目的・目標

　（2）町内会へ講師を派遣し講座を開講

　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。

　　　マイタウン塾　　    5講座

　（3）インターネットによる講座の開講

　成人教育の充実

　住民の学習参画を高める活動の推進。

(1) 　活動の推進　

①ののいち町民大学事業

今後の改善事項 (課題)
　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。

自己評価項目
（前年度評価）

　　　インターネット町民塾　　  　開設講座数　　35講座　　　登録者　1,063名

目標達成度 総合評価適応性 正確性

事業概要・実績

　（1）町民主体による講座の企画運営

2
6

平成２２年度　教育委員会点検・評価シート(平成２１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 生涯学習課

教育委員会
点検・評価

経済性有効性



4 (3) 担　当　課

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エルネットワーク 50千円

⑥生活学校 115千円

　　環境問題や防災についての啓発活動、及び町内行事へのボランティア参加を目的に活動

C B C B B B

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

2
7

平成２２年度　教育委員会点検・評価シート(平成２１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。

　自立できる団体への育成が必要と考える。

　社会教育団体の育成

総合評価目標達成度

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

　　6つの女性団体の連携をはかり、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

自己評価項目
（前年度評価）

正確性経済性有効性適応性



4 (4) 担　当　課

C C C B B C

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

 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　37名（Ｈ22．3．31現在）

　登録・活用事業

　

2
8

平成２２年度　教育委員会点検・評価シート(平成２１年度事業)

点検・評価項目 生涯学習・青少年の健全育成

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 Ｈ21年度　8教室開催　　　延べ参加者数143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に対し、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　講師51人　延べ参加者3,356人

 体験教室においては、定員を上回る応募があり好評である。子どもたちは夏季休業中の時間を有効利用し、かつ学校教育以外で各
自が興味を持った分野の教室に自主的に参加できる。また、助成事業では、普段の学校生活の中で地域の人材を講師とした授業を
受けることでより地域を身近に感じ、理解を深めることが出来ると考えられる。

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119人

　

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）

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。登録者の分野とニーズが異っているのが現状であり、さ
らに活用を検討する必要がある。



4 (5)

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33回　延べ87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80組

研修会の参加（養成講座受講） 全７講座　延べ35名

定例会の実施 年11回　延べ83名出席

養成講座の実施 全７講座　延べ130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 11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

⑤非行被害防止講座 小・中各単位PTAにて1回開催　計7回

家庭における非行並びに被害防止の講座を開講

B C B B B

(B) (C) (B) (B) (B)
正確性

今後の改善事項 (課題)

教育委員会
点検・評価

　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・テーマ選定の際に、より家庭教育力向上に
寄与するよう検討を要す。

平成２２年度　教育委員会点検・評価シート(平成２１年度事業)

目的・目標 　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。

B

①家庭教育推進協議会の設置　　　　　　　　　年2回協議会開催

③家庭教育サポーターの支援と活用

点検・評価項目 生涯学習・青少年の健全育成

自己評価項目
（前年度評価）

　家庭教育の推進

2
9

事業概要・実績

(1) 　家庭教育支援体制の確立

(2) 　学習機会の提供

担　当　課 生涯学習課

(B)

　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。

経済性有効性適応性 総合評価目標達成度



4 (6) 担　当　課

　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　325人

職業講座 1講座 延べ参加人数　　19人

生活講座 6講座 延べ参加人数　176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

①施設の修繕

女性センター修繕・改修工事　　計2件　　  187千円

②施設利用状況

年間利用件数　1,198件　　年間利用者数　12,986人

C C B B B B

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

　女性教育の育成

　活動の推進

(2) 　活動支援

など計24サークル活動

3
0

平成２２年度　教育委員会点検・評価シート(平成２１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 　女性の福祉の増進を図る。

事業概要・実績

(1)

正確性

(3) 　施設管理

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。

今後の改善事項 (課題)
　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。

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 経済性



4 (7) 担　当　課

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。

　　富奥公民館　　 開設数11　参加者数　3,525人

　　じょんから踊り講習会　　5回　　参加者数　200人

　公民館活動の充実 生涯学習課

3
1

平成２２年度　教育委員会点検・評価シート(平成２１年度事業)

点検・評価項目 生涯学習・青少年の健全育成

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16　参加者数　1,977人

　公民館事業

事業概要・実績

(1)

　　寿大学院の開催　開催日数　23　　登録者数　144人　コース：囲碁、園芸、コーラス、書、ちぎり絵、俳句

　　郷　公民館　　　開設数14　参加者数　1,615人

　　押野公民館　 　開設数16　参加者数　1,553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24日～11月3日　作品展示、芸能民謡祭、音楽祭など

　　寿大学校の開催　開催日数　22　　登録者数　46人　講座内容：教養、健康、健康づくり、歴史等

サ クル活動支援

・中央公民館改修工事　15件 　1,549千円 　　・富奥公民館改修工事 　6件　　　206千円

・郷公民館改修工事 　 　 7件 　  627千円 　　・押野公民館改修工事 　3件 　 5,204千円

B B C C B B

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

　　押野公民館　13サークル　　青少年センター　2サークル

自己評価項目
（前年度評価）

適応性 有効性 経済性

(2) 　　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　13サークル

正確性 目標達成度 総合評価

　活動支援

教育委員会
点検・評価

(3) 　施設管理

　地区公民館の修繕

　　各公民館改修工事　　　7,586千円

　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。

サークル活動支援

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る。特に中央公民館、富奥公民館は修繕箇所も多く、大規模改修や改築の
必要があると考える。
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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：1,533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：1,183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：308冊　連絡車の運搬図書：946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：594組　ボランティア延べ：175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：208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：67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。
⑨町子ども読書活動推進計画の策定

　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：76,754冊（H22.3月末）　購入図書：2,978冊　
　貸出人数：28,509人　　貸出冊数：94,037冊　図書・雑誌購入費5,500千円　

B B C Ｂ C B

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

　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

3
2

平成２２年度　教育委員会点検・評価シート(平成２１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

　年間の貸出冊数が前年度に比べ一般、児童ともに大幅に増加した。（前年度比約20％増、15,435冊増）従来は利用者登録の資格を
小学生以上としていたが、４月からは０～６歳の乳幼児も登録可能としたことによる相乗効果が考えられる。

(2) 　施設管理

　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。

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
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②立志式　　389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（まなびの教室）　　　年9回開催（各地区公民館）　　会員81名

　　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18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

　青少年団体の育成(3)

生涯学習課

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22名　小学1～6年生（中高生可）　椿まつり出場・保育園訪問など

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。

事業概要・実績

(1) 　青少年対象事業の実施

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106名参加　　

(2) 　校外育成活動の充実　

3
3

平成２２年度　教育委員会点検・評価シート(平成２１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)
　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。

　教室内容：料理、ものづくり、手づくり絵本、水彩画

総合評価
自己評価項目
（前年度評価）

適応性

(4) 　子どもの居場所つくり

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。

正確性 目標達成度有効性 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  文化関係団体の育成 
④  文化財の調査・保護及び普及・啓発 
⑤  文化財の指定・維持管理 
⑥  埋蔵文化財の調査及び保護 
⑦  ふるさと歴史館・郷土資料館 

 

・（５－２） 学識経験者からの意見 
 文化振興については、地理的にも、住人の就労状況からも、ともすれば他市町

に流れやすく、やはり文化的・芸術的な催しを定期的な事業として設定し、町民

が容易に鑑賞や参加できる機会を要望します。 
 文化財においては、国指定史跡「末松廃寺」の報告書が出来上がり、御経塚遺

跡出土品４，２１９点が平成２２年６月２９日に国指定の重要文化財に指定され

たことに喜びを感じているところです。今後、史跡公園の再整備と管理に万全を

期していただきたいと思います。 
 文化遺産の保全と活用については、町民の理解とふるさとへの愛着を深めるに

は、広報の活用や文化財企画展、現地説明会などを積極的に開催し、町民に対し

アピールすることが重要と考えられることから、さらに一層の努力をお願いした

いと思います。 
 また、文化遺産の保全ばかりが強調される余り、町民の目から文化財が遮断さ

れてしまうことのないように要望します。 
 
・（５－３） 今後の方針 

【文化振興関係】 
①  優れた文化や舞台芸術鑑賞の機会拡充に努めます。 
②  文化関係団体の育成に努め、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。 
【文化財関係】 

①  各種文化財の調査・収集・研究を推進します。 
②  地域に伝わる民謡や郷土芸能の保存伝承に努めます。 
③  文化財企画展や古代体験学習の実施により、町民が町の歴史や文化財保護に対す

る意識を高め、郷土愛を深める事業を推進します。 
④  保存する文化財資料のデジタル化とデータベースを作成し、町のホームページで

その公開・活用を図ります。 
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(1)

(2)

(3)

B B B C B B

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

3
5

平成２２年度　教育委員会点検・評価シート(平成２１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、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。

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

事業概要・実績

花と緑ののい
ち椿まつり

　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。

椿まつり2010　テーマ「5万都市　めざす椿の　愛と和のまち」
　　日　程　　3月20日（土）・21日（日）場　所　　野々市町文化会館・教育センター・郷土資料館
    内　容　　椿展（椿の魅力にひかれて）、アート・オブ・ツバキ（椿を題材とした各種作品展示）
　　　　　　　  椿オリジナルステージ（歌と踊りの饗宴）、花と緑の市、特産物市、お茶席、つばき食堂　他
　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3,800千円

野々市町
美術展

　日　程　　7月10日（金）～7月19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

芸術鑑賞
教室

①オーケストラ鑑賞教室　6月4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　　野々市中学校全生徒（595人）
②スクールシアター　6月23日（火）午後１時３０分から　場所　　野々市町文化会館フォルテ大ホール
　　出演者　　劇団コーロ　「三びきの子ぶた」　対象者　　町内小学5年生（473人）

教育委員会
点検・評価
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(1)

(2)

(3)

B Ｂ Ｂ Ｂ B Ｂ

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

3
6

平成２２年度　教育委員会点検・評価シート(平成２１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、より一層の整備を図る。

今後の改善事項 (課題) 　文化会館を管理・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。

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

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おり、
評価できる。
　文化会館は、平成２２年に老朽化した設備等の更新を主とした、大規模改修を実施する。

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　37,867千円、補助金50,358千円
利用者数　文化会館102,918人、情報交流館64,870人

文化事業

文化会館
①6月 15日　ぬいぐるみミュージカル「ヘンゼルとグレーテル」 出演　劇団　銀河鉄道
②11月21・22 日 ＪＡＺＺ（ＢＩＧ ＡＰＰＬＥ in Nonoichi2009）
　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
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
文化会館改修工事実施設計業務委託　　17,252千円
平成２２年度実施の大規模改修工事　実施設計

教育委員会
点検・評価
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(1)

(2)

(3)

(4)

Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ

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

　文化関係団体を育成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、
押野）じょんから踊り保存会２地区（御経塚、富奥）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　８２０千円

自己評価項目
（前年度評価）

適応性 有効性 経済性 正確性

文化協会

１６団体　　１，１０５名
「花と緑ののいち椿まつり２０１０」実施　（実行委員会実施）
文化協会表彰式
「文化協会だより」発行                                                     　                                 　　        １，７６０千円

ジュニア文化・
芸術サークル

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。

3
7

平成２２年度　教育委員会点検・評価シート(平成２１年度事業)

点検・評価項目 文化振興・文化遺産の保全と活用 文化関係団体の育成

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　　　　　　２００千円

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。

文化振興課

目的・目標

郷土芸能
伝承団体

富樫氏の顕彰・研究活動補助　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２５０千円
冨樫氏関係調査委託（山形県鶴岡市・酒田市、福井県敦賀市）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 １００千円

事業概要・実績

今後の改善事項 (課題)

目標達成度 総合評価
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(1)

(2)

(3)

(4)

C A B C B B

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

　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・啓発活動を実施する。

　ののいち地域事典の構築　　これまで刊行した図書を電子データ化し、電子事典として検索できるデータベースの
体系化と、インターネット上で閲覧できる仕組みの構築。
　事業期間：5月15日～2月26日　　　委託先：（財）野々市町情報文化振興財団
　事 業 費：1,450千円（県支出金）

自己評価項目
（前年度評価）

適応性 有効性 経済性 正確性

文化財
保護審議会

　日程：3月29日　内容：県指定に伴う御経塚遺跡出土品の町指定解除報告及び事業審議　等

夏休み
古代体験

教育委員会
点検・評価

　当該事業は、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。平成２１年度の事業参加者の合計数は748人、
ふるさと歴史シンポジウムについては202名であり、文化財の普及・啓発が徐々に浸透してきていると評価できる。
　ののいち地域事典については、現在インターネット上で公開中。

3
8

平成２２年度　教育委員会点検・評価シート(平成２１年度事業)

点検・評価項目 文化振興・文化遺産の保全と活用 　文化財の調査・保護及び普及・啓発

　日程：7月18日～8月22日　場所：ふるさと歴史館　内容：土器づくり・野焼き、勾玉づくり、縄文編みカゴ、組みひもづくり

秋季企画展
ふるさと歴史
シンポジウム

　調査事業の内容は埋蔵文化財に偏りつつあるため、古文書、民俗資料などの文化財保護活動が必要。
　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更なる充実が必要である。
　今後も各種講演会やシンポジウムなどを継続していけるような研鑽が必要。

文化振興課

目的・目標

緊急雇用
創出事業

　日程：11月1日～11月27日　場所：文化会館、ふるさと歴史館　内容：いまよみがえる末松廃寺
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（出土遺物や文化財資料の展示）
　日程：11月15日　場所：野々市町情報交流館　カメリア　ホール椿（特別展併設）

事業概要・実績

今後の改善事項 (課題)

目標達成度 総合評価
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(1)

(2)

(3)

B A B B B B

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

3
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平成２２年度　教育委員会点検・評価シート(平成２１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)
　野々市町史編纂事業のなかで地域に残る歴史資料の調査が行われ、重要性の高い資料の存在が明らかになってきた。
　今後これらの資料の文化財指定を目指し、更なる活用が必要である。

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

事業概要・実績

文化財の指定

　屋外に位置する指定文化財の清掃を身近な当該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。

　平成21年度　御経塚遺跡（土器、石器等）出土品　4,219点（平成21年12月1日県指定　考古資料）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 6,721点（上記解除後の町指定文化財点数）

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



5 (6) 担　当　課

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

B B A B B B

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

　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。

事業概要・実績

中南部土地区画整
理事業に伴う発掘
調査

①出土品整理事業　　粟田遺跡　　　　　事業費　　1,520千円
②報告書刊行事業　　粟田遺跡　　　 　 事業費　　1,130千円
 　（合計　2,650千円　　　内訳　組合支出金　2,650千円　　本事業については今年度で完了）

北西部土地区画整
理事業に伴う発掘
調査

　二日市イシバチ遺跡・徳用クヤダ遺跡・郷クボタ遺跡
　　調査面積　15,237㎡　　事業費　66,703千円
　　　　　　　　（内訳　組合支出金　33,601千円　町一般財源　33,102千円）

北陸新幹線建設
工事に伴う発掘調
査

民間開発に伴う発
掘調査

　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）

その他

4
0

平成２２年度　教育委員会点検・評価シート(平成２１年度事業)

点検・評価項目 文化振興・文化遺産の保全と活用 　埋蔵文化財の調査及び保護

①農地転用・開発許可申請　　69件　　埋蔵文化財分布調査　　6件　　事業費　　107千円（町一般財源）
②町事業に伴う発掘調査により出土した出土品の整理作業を実施　　事業費　　1,108千円（町一般財源）

教育委員会
点検・評価

文化振興課

目的・目標

　郷クボタ遺跡　調査面積　320㎡　　事業費　2,640千円（原因者負担）

 　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 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 経済性

今後の改善事項 (課題)

　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、近年区画整理事業の進展に伴い増加の傾向にあ
る。事業費についても、近隣自治体との比較では当町は非常に効率的であると評価できる。
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(1)

(2)

(3)

C C C C C C

(C) (C) (C) (C) (C) (C)
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平成２２年度　教育委員会点検・評価シート(平成２１年度事業)

点検・評価項目 文化振興・文化遺産の保全と活用 　ふるさと歴史館・郷土資料館 文化振興課

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。

今後の改善事項 (課題)
　郷土資料館では周辺に残る多くの文化遺産と連動し、利用効果を高めるための取り組みが必要と考えられる。
  現在収集する約2,300点の民俗資料を整理し、電子台帳化する作業が必要である。

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

事業概要・実績

郷土資料館
管理

　入館者に対し、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。

　指定管理者：（財）野々市町公共施設管理事業団　管理委託費　3,247千円　（管理人委託費含む）
　土地賃借料　2,523千円
　入館者数：1,389人

郷土資料館
事業

　暮らしや、民話、遊びなど伝えられてきた昔の生活の様子を語り伝える事業で「野々市の昔を語る会」が実施。
　事業費9千円、実施日：4月～11月の第3土曜日、年8回実施。　参加人数　86人

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　2,813千円、事業団職員賃金補助　1,476千円　　合計　4,289千円
　入館者数：4,038人

教育委員会
点検・評価



・（６－１） 生涯スポーツの推進 

① スポーツ・レクリエーション活動の普及推進 

② 体育指導者の養成 

③ スポーツ振興審議会及び体育指導委員 

④ 体育関係団体の育成・指導 

⑤ スポーツ・レクリエーションの調査研究及び情報 

⑥ 学校体育施設の開放 

⑦ 体育施設の運営・維持管理 

・（６－２） 学識経験者からの意見 

 スポーツの推進については、競技スポーツだけでなく多くの年齢層の町民を対象に、

生涯スポーツの普及にも力を入れていただいています。その生涯スポーツの普及のため、

大人から子どもまで楽しめるニュースポーツの振興に力を入れておられ、特に体育指導

委員が中心となって普及に努めているトリプルソフトバレーについて、町として大会を

開催することまでにこぎつけたことは、体育指導委員の方々の努力の結果として評価し

ます。ニュースポーツの振興には、普及と持続が必要です。継続的に普及の指導をおこ

ない、町民に浸透するよう努めていただきたいと思います。 
 学校体育施設の開放事業により、学校体育施設の使用が行なわれていますが、施設の

改築等にあたっては事前に利用者に周知し理解を得るよう努めていただければと思い

ます。 
 町体育施設のより一層の整備に努めていただき、それにより町民の方々が気持ちよく

使用していただくことで、生涯スポーツの普及を図っていただきたいと思います。 

 

・（６－３） 今後の方針 

①  生涯スポーツの推進のため、幅広い年齢層が楽しめるニュースポーツの振興に力を

入れていきたい。特に体育指導委員を中心に普及に努めているトリプルソフトバレー

については、トリプルソフトバレー大会を開催するなど町民の間に浸透するよう、努

めていきます。 

②  ニュースポーツの浸透を図るため各種のニュースポーツを取り入れ、地域、年齢層

等に合ったスポーツの普及に努めます。 

③  体育指導委員が中心となって生涯スポーツ推進に努めているが、指導委員の指導力

強化と資質向上のため、数々の研修会の受講等により責任感、使命感をもって生涯ス

ポーツの推進に努められるようにします。 

④  学校体育施設の開放事業としては布水中学校の体育館以外を開放しています。現在

町体育施設及び学校施設は飽和状態になっているため、今後、新規スポーツクラブの

申し出があった場合は、現在認定クラブにはない種目の認定を検討し、すでにある種

目については、現在認定しているスポーツクラブへの加入を促すこととします。 

⑤  今後とも体育施設が、スポーツ団体に占用されることのないよう、体育館の半面は

一般利用者のために開放するとともに、町民体育館では木曜日と第３日曜日・スポー

ツセンターでは金曜日と第２日曜日を一般利用者のために開放するよう努めていき

ます。 

⑥  スポーツ少年団の活動と地域行事への参加については、今後ともスポーツ少年団の

本部役員等の会議において、地域活動に積極的に参加するよう指導を行っていきま

す。 

⑦  体育施設は建設されてから年数が経過しているため老朽化が進み、施設の改修が必

要な箇所については、緊急性の高いものから順次計画的に改修を進め、多くの町民が

安心してスポーツに親しむ環境づくりに努めていきます。 

⑧  各年代の多くの町民がスポーツに親しんでいただけるよう、各種講習会、教室等の

充実に努めていきます。 
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6 (1) 担　当　課

(1) Ｈ21　400千円

(2) Ｈ21　1,000千円

(3) Ｈ21　2,800千円

(4)

B B B C B B

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

経済性 正確性

じょんからの里マラ
ソン大会

主管：じょんからの里マラソン大会実行委員会
日時：10月18日　参加者数429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

　事業が町民の間に浸透してきたことにより参加人数も安定してきている。また、事業により参加人数が増加傾向のものがある。（リピー
ターの増）
　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。

　今後は、参加者により一層満足してもらえるように事業内容を工夫し、生涯スポーツ（体験種目、教室）の普及、参加人数の増に努めて
いきたい。
　運営面においては関係団体との連携を深め円滑に進むように努めたい。

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：小学生相撲大会実行委員会
日時：5月16日　対象者：町内在籍の小学生　参加者数183人
概要：個人戦、学年別・男女別の各部トーナメント方式

少年少女、一般、高
齢者等のスポーツ
教室の開設

小学生相撲大会

目標達成度 総合評価

平成２２年度　教育委員会点検・評価シート(平成２１年度事業)

点検・評価項目 　生涯スポーツの推進
　スポーツ・レクリエーション活動の
　普及推進

目的・目標

4
3

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

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）63人、うんどう教室（6回）82人
一般スポーツ教室（各６回）：すっきりシェイプアップ教室83人、コアストレッチ教室71人、はじめてのピラティス
　　　　　　　　　　　　　　　　　　教室82人、 リフレッシュヨーガ教室90人、エンジョイエアロビック教室112人、す
　　　　　　　　　　　　　　　　　　っきりヨガ教室121人、リズムボクササイズ教室66人
エアロビック普及事業：エアロビックレッスン（春6回）98人、エアロビックレッスン（秋6回）91人
高齢者スポーツ活動：レクリエーション881人

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7・14日　中心会期　参加者数2,192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)



6 (2) 担　当　課

(1)

(2)

(3)

(4)

C B B B Ｂ Ｂ

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

事業概要・実績

　今後、一般町民が多く参加できる講習会の内容、方法を検討していきたい。

　7月11～12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。（富山県富山市で開催）　11人

石川県体育指導委
員研修会

今後の改善事項 (課題)

平成２２年度　教育委員会点検・評価シート(平成２１年度事業)

点検・評価項目 　生涯スポーツの推進 　体育指導者の養成 スポーツ振興課

目的・目標 　スポーツに関する様々な知識を得ることにより指導者の資質向上を図る。

教育委員会
点検・評価

　主にスポーツ団体関係者への受講を促進することにより、各クラブでの活動にその知識を活かすことができた。
　また、体育指導委員研修会では、他地域の体育指導委員の取り組みを知ることができ、活動を見直す良いきっかけとなった。

スポーツおもしろゼ
ミナール

　1月28日　講師　齋藤　里香（金沢学院大学講師・北京オリンピック ウエイトリフティング競技日本代表）
　演題　「一期一会」　参加者　142人

　12月2日　ＡＥＤ、三角巾の使用方法　28人
　12月10日　テーピング実技　24人

北陸地区体育指導
委員研修会

　12月6日　県下の体育指導委員が地域における実践活動及び研究の成果を発表・協議し資質の向上を
図る。　（かほく市で開催）　14人

経済性 正確性 目標達成度 総合評価

4
4

自己評価項目
（前年度評価）

　適応性 有効性

救急法講習会



6 (3) 担　当　課

(1)

(2)

C B Ｂ Ｂ B B

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

スポーツ振興審議
会

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ニュースポーツの普及指導→ニュースポーツ体験会の実施（月1～2回）
　                                           トリプルソフトバレー大会の実施(24チーム参加）
④大会開催の協力→老人会連合会運動会、障害者スポーツ交流会等

　5月26日(火)　第１回スポーツ振興審議委員会の開催

スポーツ振興課

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。

今後の改善事項 (課題)
　現在生涯スポーツの普及として体育指導委員が中心となり取り組んでいるトリプルソフトバレーを更に町民に浸透させるよう努めると
ともに、子どもから大人までが楽しめる新たなニュースポーツの普及についても検討していく。町民のニーズを探り、どのようなスポーツ
イベントが求められているのか研究し、実施できるよう努めたい。

経済性 正確性 目標達成度 総合評価

事業概要・実績

4
5

自己評価項目
（前年度評価）

　適応性 有効性

　町体育指導員等による積極的な活動により、各種スポーツ大会及び地区スポーツ行事の振興が図られた。また、平成21年度に初め
て開催されたトリプルソフトバレー大会には100名を超える参加があり、新たなニュースポーツが浸透しつつあることが伺える。

平成２２年度　教育委員会点検・評価シート(平成２１年度事業)

点検・評価項目 　生涯スポーツの推進 スポーツ振興審議会及び体育指導委員

教育委員会
点検・評価
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(1) Ｈ2１　3,300千円

(2) Ｈ2１　1,520千円

(3)

B C B B B B

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

スポーツ少年団
　17団体　540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

　28団体　1,210人
　石川県民体育大会選手団派遣　総合　男子第８位　女子第９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

体育協会及び体育
協会加盟団体等

認定クラブ
　一般スポーツクラブ　　　37団体
　高齢者スポーツクラブ　　2団体

目標達成度 総合評価

平成２２年度　教育委員会点検・評価シート(平成２１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

目的・目標 　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。

事業概要・実績

4
6

自己評価項目
（前年度評価）

　適応性 有効性

今後の改善事項 (課題)
　様々なスポーツを町民が楽しめるよう、関係団体の育成・指導に努めていきたい。
　なお、新規クラブの認定に関しては、新たな種目を優先する等、町民のスポーツ選択の幅が広がるよう努めていく。

教育委員会
点検・評価

　体育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、ひいては町のスポーツ振興につなげる事ができた。

経済性 正確性
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(1)

B B B C C B

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

平成２２年度　教育委員会点検・評価シート(平成２１年度事業)

点検・評価項目 　生涯スポーツの推進
スポーツ・レクリエーションの調査研究及
び情報

スポーツ振興課

目標達成度

目的・目標 　町民に対しスポーツの情報を提供する。

広報活動

総合評価

①ニュースポーツの導入調査（北陸体指、県体指への講習会に体指、職員が参加）
②スポーツガイド発行（公共施設に配布）
③町広報による行事案内
④えふえむ・エヌ・ワン「マイタウンののいち」（職員が出演することにより行事の特色等をアピール）
⑤ポスターの掲示及びチラシの設置
⑥ホームページの活用

事業概要・実績

4
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自己評価項目
（前年度評価）

　適応性 有効性

教育委員会
点検・評価

　スポーツ行事の周知を図ることにより参加者の増加につなげる事ができた。
　公共施設のみでなく、町内店舗等にもポスター掲示を依頼し、より多くの人に周知できるよう努めた。

今後の改善事項 (課題) 　より多くの町民に周知できるよう、また、参加を促すことができるよう情報提供の有り方を研究していきたい。

経済性 正確性
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(1)

(2)

Ｂ B B Ｂ C B

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

教育委員会
点検・評価

事業概要・実績

体育施設運営
（委員、管理指導
員、施設開放）

開放施設

　スポーツ少年団をはじめ、多くのスポーツ団体に活動の場所を提供することにより、町民の体力づくりを促進することができた。学校
の耐震工事により、活動場所や日時が変更となる団体もあったが、大きな混乱もなく活動することができた。

　4月22日　学校体育施設開放運営委員会の開催
　学校体育施設開放運営委員会委員　19名
　学校体育施設開放指導員　35名

　屋内体育施設　　小学校　５校、中学校　１校
　利用団体　　　スポーツ少年団、認定クラブ、体育協会競技協会

　屋外運動場　小学校　５校、中学校　１校
　利用団体　　　スポーツ少年団、認定クラブ、体育協会競技協会

平成２２年度　教育委員会点検・評価シート(平成２１年度事業)

点検・評価項目 　生涯スポーツの推進 学校体育施設の開放事業 スポーツ振興課

目的・目標 　学校施設を開放することにより、町民の体力づくりを促進し、明るく豊かな生活を支える。

4
8

自己評価項目
（前年度評価）

　適応性 有効性

今後の改善事項 (課題)
　施設利用については、利用者に施設使用のマナーを徹底することにより、だれもが気持ちよく施設を利用できるようにしていきたい。
　平成22年度には、多くの学校で耐震工事が行われ、体育施設の利用が制限されることになるが、関係団体及び一般町民に理解して
いただけるよう努めたい。

経済性 正確性 目標達成度 総合評価
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(1)

(2)

C C B B C C

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

総合評価

施設管理委託

教育委員会
点検・評価

　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　62,838人　スポーツセンター　67,425人　スポーツランド　72,174人
                  健康広場　6,080人　簡易運動広場　16,007人　武道館　18,804人
                　押野中央公園運動広場　5,893人
　                中央公園（町民野球場、テニスコート、運動広場、相撲場）　31,835人
　管理委託費　管理委託料　70,285千円　　負担金補助　52,038千円

事業概要・実績

平成２２年度　教育委員会点検・評価シート(平成２１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

今後の改善事項 (課題) 　各施設の老朽化が進んでいることから、修繕箇所の適切かつ迅速な対応の指導に努めていきたい。

経済性 正確性 目標達成度

4
9

自己評価項目
（前年度評価）

　適応性 有効性

　公共施設の安全管理の徹底を図ることにより、利用者に快適な使用を促進することができた。

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。

維持管理

　野々市町民体育館屋根改修工事
　野々市町武道館柔道場畳交換工事
　武道館富陽小学校石綿除去工事
　野々市町スポーツランドテニスコート改修工事
　野々市町スポーツランドテニスコートネット支柱取替工事
　野々市町弓道場トイレ増築工事
　野々市町民体育館男女トイレ改修工事



４ 参考資料 

 野々市町教育委員会組織（平成２２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  清 水 外司英     委 員  荻 野 直 子 

委 員  中 野 惠美子    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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