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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推進を目指して、

本町における教育行政事務の点検・評価を実施しました。 

 教育委員会は、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２０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） 

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 

 蓮池 順子  元町社会教育委員 
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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 19 号議案 

第 20 号議案 

第 21 号議案 

平成 20年度教育委員会関係委員の委嘱について 

平成 20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 24日 定例会   13 件 

5 月 29日 定例会 第 22 号議案 平成 19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 

13 件 

6 月 27日 定例会   9 件 

7 月 11日 臨時会 第 23 号議案 平成 21・22 年度野々市町立小学校用教科書の採択

について 

 

7 月 28日 定例会   9 件 

8 月 20日 定例会 第 24 号議案 

 

第 25 号議案 

平成 20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 

野々市小学校施設整備事業契約の締結について 

10 件 

9 月 29日 定例会 第 26 号議案 平成 20 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 27 号議案 

第 28 号議案 

第 29 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 

教育長の選出について 

 

10月 30日 定例会   11 件 

11月 26日 定例会 第 30 号議案 平成 20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 25日 定例会   8 件 

1 月 28日 定例会   6 件 

2 月 13日 臨時会  平成 20年度（平成 19 年度分）野々市町教育委員会

事務の点検・評価について 
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2 月 23日 臨時会  給食の安全確保について  

2 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 

 

第 5号議案 

平成 20年度 3月補正予算案について 

平成 21年度当初予算案について 

教育委員会事務（平成 19 年度分）の点検、評価に

ついて 

公の施設に係る指定管理者の指定について（野々市

町文化会館） 

公の施設に係る指定管理者の指定について（野々市

町情報交流館） 

13 件 

3 月 27日 定例会 第 6号議案 

第 7号議案 

第 8号議案 

平成 21年度教育目標について 

野々市町立学校管理規則の一部改正について 

平成 21年 4 月 1日付け職員異動内示について 

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 

１２７回出席しました。 

① 町議会関係       １９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   １６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      ４２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        ５０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 

  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、

教育委員の定数について１名増員をし、１０月１日に保護者であり女性の教育委員

を選任したことにより、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り

ました。 

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も開催回数も多く、また出席率も高いことは、十分評

価できると考えています。 

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。 

  また、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により、教育行 

政の推進を図ることができました。 
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（４）学識経験者からの意見 

教育委員会の事務の多くは教育長に委任されていますが、教育行政の推進には教

育委員の役割が重要であると考えます。 

平成２０年度には数多くの行事等に出席をされていますが、これからも教育委員

会の顔として積極的に町民が活動している場へ出向き、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、直接の町民の声を教

育行政に反映していただきたいと思います。 

ただ、このように活発な教育委員の活動が町民に対して知らされていないことが

残念です。町広報誌や町ホームページ等を通じて教育委員の活動を発信していくよ

う、広報活動の強化を希望します。 

 

  

 （５）今後の方針 

 野々市町教育委員会では、「野々市町の教育」に掲げる教育目標及び基本方針を定

め、諸施策に積極的に取り組んでいます。 

今回の学識経験者からのご意見をふまえ、これからも学校、文化施設、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、町民からの意見を直接反映していくよう提案をしていきます。 

 教育委員会の会議については、今後はより一層効率的、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、会議日程や傍聴の方法、教育委員会会議の概要を

今年１０月よりホームページへ掲載を始めましたが、その他の教育委員活動につい

ては学識経験者からのご指摘の通り広報が行われていません。今後は広報誌やホー

ムページを通じて教育委員活動を町民に公開し透明性を向上させることにより、説

明責任を果たすとともに本町の教育行政に対して、町民の皆様から広く意見をいた

だき、その内容に応じ教育委員会会議に取り上げ協議していきます。 
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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場所です。そのため町民の関心も高いこと

から、近年中には耐震化率１００パーセントに達成する見通しであることを周知する

必要があると考えます。 
また、施設の現況を把握しながら、計画的に老朽・安全化対策を推進していること

は評価できますが、多額の費用を要することからも、必要な経費については町民の理

解を得るために積極的に広報し、これからも安全化対策を図っていただくようお願い

します。 
「地域の学校」、「身近に感じられる学校」、「町の大切な子どもたちの学校」という

思いの持てる学校になるための努力を、学校と教育委員会が一体となって積極的に行

うよう求めます。 
 

・（１－３） 今後の方針 
①  小中学校の耐震化率については、本町６８.６％、全国平均６７.０％であり、ほ

ぼ全国平均となっています。校舎棟未改修の菅原小学校、野々市小学校については、

着工あるいは PFI 事業にて改築をすすめているところです。この野々市小学校の

改築が終えると耐震化率は、９１.４％になります。 
残す野々市中学校及び御園小学校の屋内運動場についても着実に取組みを進め、

早期の耐震化率１００％達成を目指します。 
②  施設の大規模改修については、建設後２５年以上を経過した施設を対象に実施し

ており、現在菅原小学校で耐震工事と併せて改修工事を実施しています。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。 
③  学校施設の耐震化の状況の公表については、２０年６月施行の法律により公表が

義務付けられ、これに従い町もホームページ等を通じ公表を進めていきます。また

施設の改修計画等についても積極的に公表に努めていきます。 
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平成２１年度　教育委員会点検・評価シート(平成２０年度事業)

点検・評価項目 　学校施設の整備 　耐震補強・大規模改造 教育総務課

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。

事業概要・実績

　菅原小学校地震
補強・大規模改造事
業

改善事項 (課題)

　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67％とほぼ同数である。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
工事を施工する計画である。
　学校施設は地域の指定避難場所ともなっており、十分な耐震性がない学校施設においては、計画的に耐震化を推進する必要があ
る。また、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。

　平成16年度に菅原小学校の耐震診断を実施した結果、耐震性能がないことが判明したため、耐震補強
工事を行った。
　菅原小学校地震補強等工事　（大規模改造を含む工事請負費：181,356千円）
　工事監理業務委託　（委託料：4,211千円）
　校舎5,193㎡、体育館1,667㎡　　　　工事　平成20・21年度

　野々市小学校施
設整備事業

　野々市小学校をＰＦＩ手法で改築するため、事業者と契約をし基本設計と実施設計を行った。
　野々市小学校改築事業に係るアドバイザリー業務委託　（委託料：11,172千円）
　野々市小学校施設整備事業に係る設計モニタリング業務　（委託料：6,825千円）
　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：3,194,517千円）
　工事　平成21・22年度

教育委員会
点検・評価

　平成20年度においては、菅原小学校の校舎と体育館において耐震補強工事を実施し、そのことにより耐震化率が62.9％から68.6％
となったため、学校施設の耐震化が促進したと考える。野々市小学校においてもPFI手法で改築工事をするため、事業者との契約が計
画的に行われた。



1 (2)

(1)

17件
11件
 7件
 2件
 0件

小計
小計
小計
小計
小計
合計

1,016千円
1,761千円
3,051千円
1,386千円

0円
7,214千円

(2)

1件
2件
2件
0件
1件

小計
小計
小計
小計
小計
合計

84千円
378千円
829千円

0円
2,100千円
3,391千円

(3)

4件
6件
0件
1件
0件

小計
小計
小計
小計
小計
合計

181千円
1,379千円

0円
1,040千円

0円
2,600千円

(4)

0件
0件
1件
0件
1件

小計
小計
小計
小計
小計
合計

0円
0円

488千円
0円

1,712千円
2,200千円

Ｂ B 経済性 C 正確性 B Ｂ Ｂ

事業概要・実績

　小学校修繕

10万円以下
10万～30万円
30万～50万円
50万～130万円
130万円以上

　野々市中学校温風暖房機部品取替え修理 他
　布水中学校受水槽天井版開き防止補強修繕 他

　野々市中学校プールろ過ポンプ修繕

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

10万円以下
10万～30万円
30万～50万円
50万～130万円
130万円以上

　布水中学校多目的教室床改修工事

　野々市中学校教室落下防止用手摺取付工事

教育委員会
点検・評価

目標達成度 総合評価

　学校施設の整備 　老朽・安全化対策

10万円以下
10万～30万円
30万～50万円
50万～130万円
130万円以上

　野々市小学校屋上防水シート防水撤去・補修 他
　富陽小学校浄化槽内部配管修繕 他
　御園小学校運動場東側フェンス取替修繕 他
　御園小学校体育館外部漏水による配管改修 他

適応性 有効性

　野々市小学校アスベスト囲い込み工事
　富陽小学校保健室シャワーパン設置工事 他
　御園小学校仮設校舎通路風除設置工事 他

　富陽小学校暖房パネルヒーター取替工事

　中学校修繕

　小学校工事

10万円以下
10万～30万円
30万～50万円
50万～130万円
130万円以上

担　当　課 教育総務課

1
0

平成２１年度　教育委員会点検・評価シート(平成２０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、56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。

自己評価項目

目的・目標 　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。

点検・評価項目



 

 

・（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 

 学校給食の充実とは、子どもたちが食の楽しさや驚きを経験し、生産者や給食に携

わる人たちをより知ることによって、食の大切さや感謝をする心が育まれることです。

今後は食の教育を充実させ、豊かな食とはどのようにして成り立っているのかを子ど

もたちに体感させる努力をお願いします。また、小学校給食のセンター方式への移行

計画を明らかにするとともに、給食への異物混入が後を絶たないことからも、安全衛

生管理をより徹底するよう強く求めます。 

 就学・就園援助については、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、これからも子どもたちが安心して義務教育、幼児教育を受けることができる

ように、必要な制度改正を行い、周知の徹底に努めるようお願いします。 

 

・（２－３） 今後の方針 

①  これからも子どもたちが学校給食に楽しみが持てるよう、学校栄養教員による食

育の充実を図るとともに、今後も地場産物を使用した「サマーカレー」などにより、

食材を通じて地域の自然や文化、産業等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する指導の充実に努めます。 

②  小学校給食については、調理場の老朽化に伴い、食の安全面や効率的・効果的な 

運営が図られる給食センター方式への移行を推進していくとともに、安全衛生管理

についてもより徹底を図っていきます。 

③  就学・就園援助については、家庭の経済状況の変動に対応していくため、制度の

見直しや周知を図ります。 
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2 (1) 　 担　当　課

(1)

(2)

C Ｂ 経済性 C 正確性 B 目標達成度 B 総合評価 Ｂ

　給食パンに異物が混入する事例が発生したため、パン給食の一時停止を行ったが、再開に向けて業者及び各学校において安全、衛生管
理を徹底するよう指導を行った。
　今後とも研修会等を通して、安全、衛生管理には十分配慮していきたい。

自己評価項目 適応性 有効性

改善事項 (課題)

①野々市町内の栄養職員、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。

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２１年度　教育委員会点検・評価シート(平成２０年度事業)

点検・評価項目
学校給食の充実と

就学・就園援助
　学校給食

　
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。

　 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。

教育委員会
点検・評価

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。

　
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。

　

教育総務課

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185回　平成20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200回　平成20年5月1日現在児童数　1,161名　　給食費　1食　300円

　

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。



2 (2) 　 担　当　課

(1)

(2)

(3)

B Ｂ 経済性 C 正確性 Ｂ 目標達成度 Ｂ 総合評価 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　19園　396名　　補助金額：29,177千円

改善事項 (課題)
　制度改正の際、対象者への周知方法についての見直しが必要である。
　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
　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。

事業概要・実績

　就学援助

　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　473名　　34,649千円

1
3

平成２１年度　教育委員会点検・評価シート(平成２０年度事業)

点検・評価項目 学校給食の充実と就学・就園援助 　就学・就園援助

　特別支援教育就
学奨励

　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　14名　　871千円

教育委員会
点検・評価

　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。

自己評価項目 適応性 有効性



・（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 

  全小中学校の児童生徒用パソコン教室の整備がされ、情報化社会に適応した環境

が確保されたことについては評価できます。また、不登校問題などの相談体制につ

いても充実しており高く評価できます。 

学校図書館については、全学校に図書館司書を配置し、新たに蔵書管理システム

を導入したことにより読書教育の推進が図られたことは評価できますが、学校図書

館図書標準蔵書率１００パーセント達成に向けては、目標管理の観点からも学校別

の進捗状況を明記した方がよいのではないかと考えます。 

 特別支援教育については、発達障害など障害は多様化しており児童・生徒に対し適

切な対応を図るためには、支援員の複数配置が望ましく思います。 

 健康管理については自己評価が低いことから、健康教育を充実させ予防の心構えを

指導するとともに、疾病発生時の拡散防止対応策を見直し、児童生徒、教職員の健康

管理の徹底を図るようお願いします。 

特別支援教育、学校図書館、国際理解活動などがあまり知られていないことから

も、町の人が地域の学校として愛着を持ち、応援しようと思えるように、学校と教

育委員会が一体となって広報活動に取り組んでいただくよう希望します。 

 

・（３－３） 今後の方針 

①  図書館司書の全校配置や蔵書システムの導入により、より一層図書館の利用が進

んでいます。図書館司書は学校間の図書貸借等により、図書の有効活用を図るとと

もに児童生徒の利便性を図っています。今後も教員と学校図書館司書との連携を密

にして、児童生徒一人ひとりのニーズにあった図書館利用の推進を行っていきます。   

学校図書館図書標準蔵書率については、小学校平均８６.６％、中学校平均９１.２％

となっており蔵書率の向上に努めます。 

②  特別支援教育については、通常の学級に特別な支援の必要な児童生徒が増えてい

ます。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努力しま

す。また、特別支援教育についての研修等の充実を図り、特別支援教育支援員だけ

でなく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、健康診断等を通して疾病の早期発見に努め、学

校・関係機関との連携を図りながら、早期治療につなげていけるよう努力します。 

④  特別支援教育や国際理解活動など、学校と教育委員会が連携して取り組んでいる

事業について、より一層町民や地域の方々に分かり易いようホームページや広報紙

等により情報を発信していきます。 
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3 (1) 担　当　課

  

(1)

(2)

(3)

(5) 　学校図書館の充実

　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、新たに蔵書管理シス
テムを導入した。これ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。また、学校図書館図書標準蔵書率100パーセントを目指し、図書購入予
算の充実に努めた。（総額5,831千円）

(4)

　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。（1,350千円）
　野々市中学校（発表）・布水中学校・御園小学校

　特色ある学校づくりの推進
　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。（85万円）

　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。

①なかよし教室の実施
　3歳から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12名
717千円）

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。
（7,831千円）

点検・評価項目 　学校教育の充実 　教育活動の推進 学校教育課

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。

　特別支援教育の充実

事業概要・実績

1
5

平成２１年度　教育委員会点検・評価シート(平成２０年度事業)



(7)

1
6 事業概要・実績

(6) 　国際理解活動の普及

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校締結以来、交流事業を実施している。
  平成20年度は、野々市町より訪問団が訪中（児童12名・引率ほか10名）し児童交流や教職員の
交流を行った。（2,600千円）

②小学校英語活動事業
　国際化に対応できる子どもの育成のため、「英語」のコミュニケーション能力を身に着けさせるこ
とを目的として「総合的な学習の時間」を利用し、歌やゲーム等を交え英語を自然に学ぶ環境づく
りに努めた。
　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。（8,291千円）

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（Ａ
ＬＴ）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。（3,722千円）

　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・いじめ防止につなげていくよう事業を推進した。（900千円）

②スクールソーシャルワーカー活用事業
　学校内あるいは学校の枠を越えて、関係機関等との連携をより一層強化し、問題を抱える児童
生徒の課題解決を図るためのコーディネーター的な存在としてスクールソーシャルワーカー（ＳＳ
Ｗ）を毎週月・水・木1日6時間、学校に配置した。（拠点校　布水中学校　配置校　御園小学校　館
野小学校）(1,157千円）

③指導主事による指導、研修体制の強化。（学校教育課に指導主事2名配置）

④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　野々市中、布水中）

⑤子どもと親の相談員活用事業（県より派遣）
　小学校における不登校などの早期発見・早期対応や未然防止を行うため、相談室を設置し、毎
週火・金の午前10時から午後4時まで相談員を配置。特に午前中15分間の長休みと給食後45分間
の昼休みなどの休み時間を中心に友達同士のかかわりの弱い児童を対象に遊び相手になった
り、相談相手になる体制を作り、悩みの解決に努めた。（配置校　御園小）



(8)

(9)

(10)

(11)

　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。（252千円）

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　御園小、野々市中、布水中　826千円）

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

　教育センター事業

事業概要・実績

1
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　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135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　382人　289千円）

　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、県内外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。（3,700千円）
北信越大会に準ずる大会
　野々市中：陸上部
　布水中：水球部、柔道部、水泳部、バスケットボール部、吹奏楽部
全国大会
　布水中：柔道部、バスケットボール部、合唱部



(12)

1
8 事業概要・実績

(11) 　教育センター事業

＜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

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　9：00～13：30　　火曜日～金曜日　9：00～15：00
　（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　　5名

　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。

教　育　相　談　内　容 小学校 中学校 計
不登校 70(55) 459(39) 529(94)
いじめ 2(2) 0 2(2)
集団不適応（孤立、疎外感、集団行動がとれない等） 47(39) 6(6) 53(45)
身体的・精神的相談 64(60) 4(3) 68(63)
その他(学校教師との関係・家族との関係など） 19(16) 0 19(16)

合計 202（172) 469(48) 671(220)

形態 小学校 中学校 計

来所 140(140) 247(48) 387(188)

訪問 32(16) 118(0) 150(16)

電話 30(16) 104(0) 134(16)

合計 202(172) 469(48) 671(220)



B B 経済性 C 正確性 B 目標達成度 Ｂ 総合評価 B
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教育委員会
点検・評価

　人間尊重と相互理解の精神に基づいた自主・自立性を培い、知・徳・体の調和のとれた個性豊かで創造性に富む児童・生徒の育成
を目指すと共に、障害のある児童・生徒が適切な教育を受けることができるよう努めた。
　学校研究の推進や特色ある学校づくりの推進においては、学校長を中心として教職員が協力して実施し、一定の成果が上がってい
る。
　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。
　国際理解活動にあっては、中国深圳小学との継続的な交流により、より強固な友好関係が築かれた。また、英語教育においては、小
学校から中学校へと繋がりを持たせることにより、楽しむ英語から学ぶ英語へと着実に進めることができた。
　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。

自己評価項目 適応性 有効性

改善事項 (課題)
　特別支援教育支援員の配置については、全小中学校に一人づつ配置したが、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。
　学校図書館については、引き続き学校図書館図書標準蔵書率の向上に努めたい。



3 (2) 担　当　課

(1)

(2)

(3)

(4)

C B 経済性 C 正確性 B 目標達成度 C 総合評価 C

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、各学校に対しては学校保健委員会の開催と、健康教育の一層の推進に
努めたい。

　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。
（501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。

　児童生徒の健康診断

　疾病の予防推進
　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、学校との連携のもとインフルエンザ
等の疾病の拡散もなく良好な健康管理が保たれた。

2
0

平成２１年度　教育委員会点検・評価シート(平成２０年度事業)

点検・評価項目 　学校教育の充実 児童・生徒及び教職員の健康管理の推進 学校教育課

自己評価項目 適応性 有効性

　（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を促した。（998千円）

目的・目標 　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

　就学時の健康診断及び就
  学指導

　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の案内をした。（7,064千円）

　教職員の健康診断



3 (3) 担　当　課

Ｃ Ｂ 経済性 C 正確性 C 目標達成度 Ｂ 総合評価 Ｃ
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平成２１年度　教育委員会点検・評価シート(平成２０年度事業)

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

目的・目標 　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)

改善事項 (課題) 　新学習指導要領への移行により、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順次取り揃えたい。

　吹奏楽用楽器の購入

　理科教育備品の購入

　小学校の児童用パソコン
  教室の整備

　ピッコロ、コントラバス、フルー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　1,594千円）

　顕微鏡、電子てんびん、鉄製スタンド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　3,036千円）

　全小学校の児童用パソコン教室を整備し、情報教育の環境整備を行なった。

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、小学校の児童用パソコン教室の整備により、既に整備済の中学校の生徒用パソコン教室と併せて全学校が整備された。

自己評価項目 適応性 有効性



3 (4)

B B 経済性 B B B 総合評価 B

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。

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。

自己評価項目 適応性 有効性 正確性 目標達成度

2
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平成２１年度　教育委員会点検・評価シート(平成２０年度事業)

点検・評価項目 　学校教育の充実 　教職員の研修の充実 担　当　課 学校教育課

目的・目標 　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)
　教育センター事業
　（町教育委員会主催）

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。（62千円）

　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

1回
1回
1回
1回
2回
1回
1回

「今日の教育課題」
「図書館経営」
「問題行動への対応」
「児童生徒理解」
「指導力・授業力の向上」
「パソコン活用」
「基礎的素養」

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
 各校3名
 各校3名
初任教員対象



 

 

・（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 

教育ユニバーサルプランに基づいて事業を展開していますが、これからも町民の多

種・多様化する学習ニーズを把握していくとともに、実績を検証しながら実現に向け

て取り組んでいただくようお願いします。 
地域教育力の活性化については、より一層町民に浸透されるよう、他の部局と連携

した積極的な情報提供が必要であると考えます。 
家庭教育の推進については、家庭教育サポーターの活動範囲が広がりを見せるなど、

支援体制が確立されてきていることから、今後は更にサポーター活用できる場を開拓

し、家庭教育の充実に繋げていただきたく思います。 
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ことからも、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

であると考えます。図書館についても、蔵書の拡充や情報管理システムの更新などに

より利用しやすい環境は図られていますが、現在の規模では限界であると考えるため、

公民館との複合も視野に入れた新図書館の建設計画の推進を希望します。 
青少年の健全育成については、携帯電話やインターネットによる新たなリスクが生

まれる中で、町内の６０団体・機関を網羅した“ののいちっ子を育てる”町民会議の

プロジェクトＫ（携）の活動は全国的にも高く評価されています。このような活動は

地道な継続が必要であるため、今後の活動予算等に問題がないか点検をお願いします。 
また、豊かな生涯学習を目指すため、直接町民と向き合い、自主的に学習に取り組

む団体に対しては、活動の継続と発展のための指導と支援に大きく力を注いでいただ

くようお願いします。 

 

・（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、

知識人の協力を得ながら多様な学習機会を提供していきます。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を行っていきます。 
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。 
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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 C 経済性 B 正確性 B 目標達成度 C 総合評価 C

　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。更に、平成19年11月には社会教育委員会議から中間評価の答申を受け、進捗状況や事業の
実績を検証し時流に適切に対応するように取り組んでいる。

自己評価項目 適応性 有効性

改善事項 (課題)
　今後も様々な事業をとおして世代を超えた交流が図られるよう工夫が必要である。また、住民の学習ニーズを把握したうえで施策と事
業の見直しを弾力的に行うべきであり、歴史・伝統文化・産業・経済・交通・安全・自然・環境など幅広い分野での学習が必要と考える。

(2) 　学習情報の提供

①学習情報の提供

　　　「公民館サークル情報」の発行（年1回　5月）

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）

 

2
4

平成２１年度　教育委員会点検・評価シート(平成２０年度事業)

点検・評価項目 生涯学習・青少年の健全育成 　生涯学習体制の整備 生涯学習課

目的・目標

教育委員会
点検・評価

　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。

事業概要・実績

(1) 　推進体制の充実

①社会教育委員会議の開催

　　　　　　年4回開催　　議件　5件　　報告　8件

②教育ユニバーサルプランの実現に向けた体制づくり

　　　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



4 (2)

　（4）放送大学との共催による公開講演会

　　　公開講演会　   　3回開催

　（5）大学との連携　　　　　　　　　　     　　

　　　子どもサイエンスセミナー  （5講座　夏休み4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11日 対象者　543人

出席者　341人　　62.8％

C B 経済性 C 正確性 B B 総合評価 B

　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。

生涯学習課

目的・目標

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。

自己評価項目 適応性 有効性 目標達成度

改善事項 (課題)

　（2）町内会へ講師を派遣し講座を開講

　　　マイタウン塾　　    2講座

2
5

平成２１年度　教育委員会点検・評価シート(平成２０年度事業)

点検・評価項目 生涯学習・青少年の健全育成 　成人教育の充実 担　当　課

　（3）インターネットによる講座の開講

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

　住民の学習参画を高める活動の推進を図る。

事業概要・実績 (1) 　活動の推進　

①ののいち町民大学校事業

　（1）町民主体による講座の企画運営

　　　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



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た活動
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 経済性 C 正確性 B 目標達成度 B 総合評価 B自己評価項目 適応性 有効性

改善事項 (課題)

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)
　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

　　して活動

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。

2
6

平成２１年度　教育委員会点検・評価シート(平成２０年度事業)

点検・評価項目 生涯学習・青少年の健全育成 　社会教育団体の育成 生涯学習課



4 (4) 担　当　課

C C 経済性 C 正確性 B 目標達成度 B 総合評価 C

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「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133人

　

　

教育委員会
点検・評価

2
7

平成２１年度　教育委員会点検・評価シート(平成２０年度事業)

点検・評価項目 生涯学習・青少年の健全育成  地域教育力の活性化

 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。

自己評価項目 適応性 有効性

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 8教室開催　　　延べ参加者数179名

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58人　延べ参加者2,636人

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

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

生涯学習課

目的・目標  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) 　登録・活用事業

①「学びのサポーター」の登録　　　　　　　　　登録者　36名（Ｈ21．3．31現在）



4 (5)

②指針の策定…ののいち元気家族3か条

研修会等への参加 資質向上

なかよしの日の子育て支援活動、相談活動 年35回…活動

定例会の実施 年12回…連携

①家庭教育学級 小中年2回開催　計16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保育園で年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 5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 2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 小中年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 経済性 B 正確性 B 総合評価 B

教育委員会
点検・評価

改善事項 (課題)

　学習機会の提供(2)

2
8

平成２１年度　教育委員会点検・評価シート(平成２０年度事業)

点検・評価項目 生涯学習・青少年の健全育成 　家庭教育の推進

　発達段階に応じた家庭での教育の大切さを認識し、子どもの成長時期に対応した家庭教育に関する学習機会や情報の提供に努めてい
る。 家庭教育の支援については、事業をとおして学校と地域の連携が深まるなど地域社会全体で子どもを育てる気運は確実に高まってい
る。

自己評価項目 適応性

　学習の機会は随所で提供されており、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、より家庭教育向
上に寄与するよう検討を要す。また住民ニーズを的確に判断し保護者にとって魅力ある情報提供を行うべきと考える。

目標達成度有効性 B

担　当　課 生涯学習課

目的・目標 　学習機会の提供や支援をとおして家庭教育力の向上を図る。

事業概要・実績

(1) 　家庭教育支援体制の確立

①家庭教育推進協議会の設置　　　　　　　　　年3回開催

③家庭教育サポーターの支援と活用



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 12講座 延べ参加人数　368人

職業講座 1講座 延べ参加人数　　21人

生活講座 5講座 延べ参加人数　184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4件　　  982千円

②施設利用状況

年間利用件数　1,173件　　年間利用者数　10,015人

C C 経済性 B 正確性 B 目標達成度 B 総合評価 B

(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。

自己評価項目 適応性 有効性

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。

2
9

平成２１年度　教育委員会点検・評価シート(平成２０年度事業)

点検・評価項目 生涯学習・青少年の健全育成 　女性教育の推進 生涯学習課

目的・目標 　女性の生涯にわたる学習機会の充実を図る。

事業概要・実績

(1) 　活動の推進

(2) 　活動支援

など計20サークル活動



4 (7) 担　当　課

・中央公民館改修工事　20件 　4,643千円 　　・富奥公民館改修工事 12件　　5,587千円

・郷公民館改修工事 　 　 5件 　  224千円 　　・押野公民館改修工事 　5件 　   618千円

B B 経済性 C 正確性 C 目標達成度 B 総合評価 B

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。

　　各公民館改修工事　　　11,072千円

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 適応性 有効性

　　富奥公民館　　 開設数12　参加者数　2,159人

(3) 　施設管理

　地区公民館の修繕

3
0

平成２１年度　教育委員会点検・評価シート(平成２０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

　　 ※トイレ改修費他2公民館分含む

　サークル活動支援

　　野々市公民館　35サークル　　富奥公民館　13サークル　　郷公民館　12サークル

　　押野公民館　12サークル　　青少年センター　2サークル

　活動支援

　　郷　公民館　　　開設数15　参加者数　1,545人

　　押野公民館　 　開設数16　参加者数　1,274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25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　48人　講座内容：教養、健康、健康づくり、歴史等

　公民館事業

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18　参加者数　2,111人

生涯学習課

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、健康の増進の推進を図る。

事業概要・実績

(1)

　　寿大学院の開催　開催日数　23　　登録者数　133人　コース：囲碁、園芸、コーラス、書、ちぎり絵、俳句

　　じょんから踊り講習会　　5回　　参加者数　237人

　

(2)



4 (8) 担　当　課

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：1,190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：1,134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。　連絡車の運搬図書：873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：610組　ボランティア延べ：165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：263人

⑦文学講座　　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：76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。

①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：73,047冊（H21.3月末）　購入図書：3,103冊
　貸出人数：24,083人　　貸出冊数：78,602冊　図書・雑誌購入費5,500千円

B B 経済性 C 正確性 C 目標達成度 C 総合評価 C有効性

改善事項 (課題)
　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。

　推進事業

(2) 　施設管理
②図書館情報管理システムの更新　　図書及び利用者の情報をコンピュータ管理し、貸出・返却・
　検索等のサービスを円滑に行うもの。　電算システム使用料：538千円

教育委員会
点検・評価

図書館情報管理システムが老朽化し、長らく窓口業務に支障をきたしていたが、更新されて円滑なサービス提供ができるようになっ
た。
また、郷土の歴史・文化に関する映像資料（DVD・VHS）の閲覧ができるコーナーを新設した。

自己評価項目 適応性

3
1

平成２１年度　教育委員会点検・評価シート(平成２０年度事業)

点検・評価項目 生涯学習・青少年の健全育成 　図書館事業の推進 生涯学習課

目的・目標 　町民の教育・文化の向上を図るため図書館事業の充実を図る。

事業概要・実績

(1)



4 (9) 担　当　課

　 白山山麓周辺をハイキング、ののいち夏休み自然探検（年1回）36名参加　立山親子トレッキング

③親子対象事業　　年3回

　　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22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　　5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 経済性 B 正確性 B 目標達成度 B 総合評価 B

(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
議の活動は現代社会の青少年の健全育成に対応しており、青少年団体の活動は活発である。

自己評価項目 有効性

①フォルテ児童合唱団　　  会員14名　小学1～6年生（中高生可）　椿まつり出場・保育園訪問など

3
2

平成２１年度　教育委員会点検・評価シート(平成２０年度事業)

点検・評価項目 生涯学習・青少年の健全育成 　青少年の健全育成

適応性

改善事項 (課題) 　放課後子ども教室事業について、一校区で未実施であり、全校区での実施を図りたい。

②立志式　　410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）

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82名　　　　　　

(2) 　校外育成活動の充実　

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

　教室内容：料理、ものづくり、手づくり絵本、水彩画

　青少年団体の育成(3)

生涯学習課

目的・目標 　青少年の健全育成活動と社会環境浄化活動の推進を図る。

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107名参加



 

 

・（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 
 芸術文化の振興については、地域の歴史や文化に対し、町民が親しみをもてるよう

な魅力ある企画や利用増加のための情報提供の工夫が望まれます。 
 文化関係団体の育成については、文化協会主催の事業は町民にも定着しており、郷

土芸能等の事業についても、保存会等地域に根ざした活動が継続され活力あるものに

なっています。しかし自主的に運営管理をしている団体については、指導体制が確立

されておらず継続していくことが困難な状況もあり、今後は団体の育成や指導のサポ

ート、また時流にあった団体を発掘することにも努めていただくよう希望します。 
 郷土資料館については、本町通りに残存する古い町並みと共生し利用効果を高める

ための新たな取り組みが必要であると考えます。文化財ということもあり制限される

難しさもありますが、建物を保全しつつ資料館としての役割も果たされるよう、文化

財企画展のパネルの常設展示など有効に活用する努力をお願いします。 
 また、文化遺産の保全ばかりが強調される余り、町民の目から遮断されてしまうこ

とが懸念されます。広報の活用、文化財企画展、現地説明会の開催等、積極的に町民

に知ってもらい、出来るだけ町民の目に触れるような活動に期待します。 
 
・（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  地域に伝わる民話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  郷土資料館の利用効果を高めるように努めます。 
⑤  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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5 (1) 担　当　課

(1)

(2)

(3)

B B 経済性 B 正確性 C 目標達成度 B 総合評価 B有効性

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。

椿まつり2009　テーマ「5万都市　目指す椿の　愛のまち」
　　日　程　　3月21日（土）・22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）
椿まつり歴史パネル展　、椿オリジナルステージ（歌と踊りの饗宴　2日間）、花と緑の市、特産物市、お茶席
つばき食堂　他　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4,000千円

野々市町美
術展

　日　程　　7月11日（金）～7月21日（月）
　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3日（火）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　　布水中学校全生徒（533人）
②スクールシアター　7月1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　　オペレッタ劇団　ともしび　「金剛山のトラたいじ」　対象者　　町内小学5年生（472人）

教育委員会
点検・評価

　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。

自己評価項目 適応性

3
4

平成２１年度　教育委員会点検・評価シート(平成２０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。

事業概要・実績

花と緑ののい
ち椿まつり
2009



5 (2) 担　当　課

(1)

(2)

(3)

B Ｂ 経済性 Ｂ 正確性 Ｂ 目標達成度 B 総合評価 Ｂ有効性

改善事項 (課題)
　文化会館は、昭和６３年に建設されて以来２０年あまりの間に老朽化が進み、機械設備など早急な取替えが必要となっている。会館
の利用予約は一年前から可能なため、工事期間を早急に決定し、計画的な施設整備が必要である。

　
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　42,505千円、補助金　51,931千円
利用者数　文化会館144,706人、情報交流館50,783人

文化事業

文化会館
①6月 16日　ぬいぐるみミュージカル「ピノキオ」 出演　劇団　銀河鉄道
②11月15・16 日 ＪＡＺＺ（ＢＩＧ ＡＰＰＬＥ in Nonoichi200８）
　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 文化会館の設備等の老朽化が進み、改修の為の基本調査を実施　　976千円

教育委員会
点検・評価

　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。今後、文化会館は、平成２１年に実施設計をする。

自己評価項目 適応性

3
5

平成２１年度　教育委員会点検・評価シート(平成２０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。

事業概要・実績

施設管理委託



5 (3) 担　当　課

(1)

(2)

(3)

(4)

Ｂ Ｂ 経済性 Ｂ 正確性 Ｂ 目標達成度 Ｂ 総合評価 Ｂ

じょんからＫＩＤＳ、ののっこ太鼓小嵐、ののいちエコ・サークルあおぞら、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。

富樫氏の顕彰・研究活動補助　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　320千円

適応性 有効性

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。

自己評価項目

文化振興課

目的・目標

改善事項 (課題)

　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。

事業概要・実績

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）　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　660千円

文化協会

１６団体　　１，１７２名
「花と緑ののいち椿まつり２００９」（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

郷土芸能伝承
団体

3
6

平成２１年度　教育委員会点検・評価シート(平成２０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



5 (4) 担　当　課

(1)

(2)

(3)

(4)

Ｃ Ｂ 経済性 Ｂ 正確性 Ｃ 目標達成度 Ｃ 総合評価 Ｃ

　日程：7月19日～8月23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

　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である。
　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である。
　広報活動の更なる充実が必要である。

　日程：11月1日～11月27日　場所：文化会館、押野公民館ふるさと歴史館　内容：押野のあゆみ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（出土遺物や文化財資料の展示）

適応性 有効性

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２０年度の事業参加者の合計数は736人
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。

自己評価項目

文化振興課

目的・目標

改善事項 (課題)

　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。

事業概要・実績

　日程：4月～11月の第3土曜日　場所：町郷土資料館　内容：町内に伝わる言い伝えや文化・風俗について
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　わかりやすく解説

文化財
保護審議会

　日程：3月18日　内容：御経塚遺跡出土品の追加指定及び事業審議　等

夏休み
古代体験

野々市の昔
を語る会

3
7

平成２１年度　教育委員会点検・評価シート(平成２０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



5 (5) 担　当　課

(1)

(2)

(3)

Ｂ Ｂ 経済性 B 正確性 B 目標達成度 B 総合評価 Ｂ有効性

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。

　平成20年度　御経塚遺跡（土器、石器等）出土品　10,907点（町指定　考古資料）

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　145千円
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

　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。

自己評価項目 適応性

3
8

平成２１年度　教育委員会点検・評価シート(平成２０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。

事業概要・実績

文化財の指定



5 (6) 担　当　課

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Ｂ B 経済性 Ａ 正確性 B 目標達成度 Ｂ 総合評価 Ｂ

その他

改善事項 (課題)

二日市イシバチ遺跡　調査面積　100㎡　事業費　562千円（町一般財源）
二日市地内歩道整
備関係発掘調査

3
9

平成２１年度　教育委員会点検・評価シート(平成２０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　　81件　　埋蔵文化財分布調査　　7件　　事業費　　42千円（町一般財源）
②史跡末松廃寺跡報告書刊行に向けた取り組み、その他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　　713千円（町一般財源）

教育委員会
点検・評価

　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。

　北西部発掘調査に関して言えば、施行区域内における民間開発での対応が増える可能性が考えられる。現在の発掘調査分も含め、
計画的に報告書の刊行を実施していく必要がある。

有効性自己評価項目 適応性

文化振興課

目的・目標
　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　　三納ニシヨサ遺跡・粟田遺跡　　　　　事業費　　685千円
②報告書刊行事業　　三納ニシヨサ遺跡（第3・5次）　　　　 　 事業費　　985千円
 　（合計　1,670千円　　　内訳　組合支出金　1,670千円　　）

北西部土地区画整
理事業に伴う発掘
調査

①三日市Ａ遺跡・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　14,812㎡　　事業費　71,755千円
②報告書刊行事業　徳用クヤダ遺跡Ⅰ　　　事業費　　1,800千円（交付金）
（合計　73,555千円　内訳　組合支出金　39,964千円　　交付金　1,800千円　　町一般財源　31,791千円）

民間開発に伴う発
掘調査

①出土品整理・報告書刊行事業（津田駒工場増設関係）　　粟田遺跡　　事業費　　2,100千円
（内訳　原因者　2,100千円　　）



5 (7) 担　当　課

(1)

(2)

(3)

Ｃ Ｃ 経済性 Ｃ 正確性 Ｃ 目標達成度 Ｃ 総合評価 Ｃ有効性

改善事項 (課題) 　郷土資料館では「野々市の昔を語る会」のほかに利用効果を高めるための取り組みが必要と考えられる。

　指定管理者：（財）野々市町公共施設管理事業団　管理委託費　3,609千円（管理人委託費含む）
　土地賃借料　2,523千円
　入館者数：1,652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18千円、実施日：4月～11月の第3土曜日、年8回実施。　参加人数　108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　2,505千円、事業団職員賃金補助　1,456千円　　合計　3,961千円
　入館者数：4,716人

教育委員会
点検・評価

　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。

自己評価項目 適応性

4
0

平成２１年度　教育委員会点検・評価シート(平成２０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。

事業概要・実績

郷土資料館
管理



・（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 

生涯スポーツの推進については、各年代に適したスポーツ教室の開催、幅広い年齢層

が体育施設を気軽に利用できる環境づくり、心身の健康づくり・体力増進に寄与してい

ることは評価できます。 

ニュースポーツにおいても大会が計画されるまでに普及したことは、体育指導委員の

努力の結果として評価したいと思います。 

しかしスポーツ振興が図られている一方で、体育施設や学校施設の開放が特定の愛好

者や団体利用により占有され気味であり、すでに飽和状態にあります。今後、ニュース

ポーツのますますの普及と町の人口増加に伴うスポーツ人口の増加を考えれば、一般の

町民が安心して利用できる新たな環境づくりの検討が必要であると考えます。 

これからも、町を挙げてどの年代にも受け入れられる新しいスポーツの検討、普及す

るための企画と広報、また町民のニーズと合致したものであるかの検証について、更な

る努力に期待します。 

 

 

・（６－３） 今後の方針 

①  生涯スポーツの推進のため、大人から子どもまで楽しめるニュースポーツの振興に

力を入れていきます。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、より町民の間に浸透するよう更に PRも含め、活動していきます。 

②  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ますが、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。 

③  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、学校施設は飽和状態になっているので、今後、新規スポーツクラブの申

し出があった場合は、現在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。 

④  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。 

⑤  体育施設は建設されてから年数が経過し老朽化が進み、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。 

  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) 400千円

(2) 1,000千円

(3) 2,800千円

(4)

B B 経済性 B 正確性 C 目標達成度 B 総合評価有効性 B

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19日　参加者数1,120名
　概要：一般の部（1～8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

　今後は、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。

少年少女、一般、
高齢者等のスポー
ツ教室の開設

①少年少女スポーツ教室：すもう教室（3回）66人、うんどう教室　夏（4回）76人・秋（6回）117人・冬（6回）106人
②一般スポーツ教室（各6回）：りらっくすヨガ教室84人、初めてのピラティス教室99人、水中エクササイズ教室25人、
　リフレッシュヨガ教室108人
③エアロビック普及事業（各６回）：・らくらくエアロビック教室49人、エンジョイエアロビック教室54人
④高齢者スポーツ活動：レクリエーション　827人

4
2

平成２１年度　教育委員会点検・評価シート(平成２０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 スポーツ振興課

目的・目標 　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。

教育委員会
点検・評価

　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。（リピーターの増）
　また、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。

事業概要・実績

　小学生相撲大会
　主管：小学生相撲大会実行委員会
　日時：5月17日　・対象者　町内在籍の小学生　参加者数151人
　概要：個人戦、学年別・男女別の各部トーナメント方式

　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8・15日　中心会期　参加者数1,929人
　概要：さわやかウオーク、14競技種目　5体験種目

改善事項 (課題)

さわやかスポーツ
フェスティバル

自己評価項目 適応性



6 (2) 担　当　課

(1)

(2)

(3)

(4)

C B 経済性 B 正確性 B 目標達成度 B 総合評価 B

　今後、一般町民の受講者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。

石川県体育指導委
員研修会

　11月9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。

　救急法講習会

　2月12日　講師　荷川取義浩（北國銀行女子ハンドボール部監督）
　演題　「よきリーダーをめざして」　参加者　161人

①12月12日　ＡＥＤ　三角巾の使用方法　18人
②12月18日　テーピング実技　25人

北陸地区体育指導
委員研修会

　7月5～6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。

スポーツおもしろゼ
ミナール

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いかすことができた。
　また、体育指導委員の研修に参加することにより、生涯スポーツの取り組みについて学ぶことができた。

自己評価項目 適応性 有効性

改善事項 (課題)

4
3

平成２１年度　教育委員会点検・評価シート(平成２０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。

事業概要・実績



6 (3) 担　当　課

(1)

(2)

C B 経済性 B 正確性 C 目標達成度 C 総合評価 C

事業概要・実績

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地区行事への指導助言→ＰＴＡ、公民館行事への協力・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）
　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トリプルソフトバレー交流大会の実施（9チーム参加）

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て
いきたい。
  特に、平成２１年度にはトリプルソフトバレーの大会開催も予定されており、大会が盛り上がるよう一層の普及に力を入れていきたい。

自己評価項目 適応性 有効性

教育委員会
点検・評価

4
4

平成２１年度　教育委員会点検・評価シート(平成２０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

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。

　町体育指導委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。

　5月28日　第1回スポーツ振興審議委員会の開催



6 (4) 担　当　課

(1) 　3,300千円

(2) 　1,520千円

(3)

B C 経済性 B 正確性 C 目標達成度 B 総合評価 B

スポーツ少年団
　17団体　534人
　清掃奉仕活動・体力テスト会・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

認定クラブ
①一般スポーツクラブ　　　37団体
②高齢者スポーツクラブ　　2団体

4
5

平成２１年度　教育委員会点検・評価シート(平成２０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すすめる。

事業概要・実績

体育協会

改善事項 (課題)
　様々なスポーツを町民が楽しめるよう、更に関係団体の育成・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きたい。

　28団体　1,242人
　石川県民体育大会選手団派遣　総合　男子第7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」の発刊

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。

自己評価項目 適応性 有効性



6 (5) 担　当　課

(1)

B B 経済性 B 正確性 C 目標達成度 C 総合評価 B

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。

改善事項 (課題) 　より多くの町民に周知できるよう情報提供の有り方を研究していきたい。

  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、職員も参加）
  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行事案内・募集のポスター、チラシの配布（各小学校、公民館、スポーツ施設等）
  ⑥ホームページの活用

自己評価項目 適応性 有効性

事業概要・実績

4
6

平成２１年度　教育委員会点検・評価シート(平成２０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

目的・目標 　町民に対しスポーツの情報を提供する。

広報活動



6 (6) 担　当　課

(1)

(2)

C C 経済性 B 正確性 B 目標達成度 C 総合評価 C

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

屋内体育館　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、体育協会競技協会

改善事項 (課題)
　利用者に施設利用のマナーを徹底することにより、だれもが楽しく施設を利用できるようにしていきたい。
　今後、学校の耐震工事等も予定されており、学校開放利用者に施設の利用が制限されることを理解してもらうよう努めていきたい。

自己評価項目 適応性 有効性

教育委員会
点検・評価

4
7

平成２１年度　教育委員会点検・評価シート(平成２０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 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、町民の体力づくりと明るく豊かな町民性を育てる。

　スポーツ少年団をはじめ多くのスポーツ団体等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。

　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　36名



6 (7) 担　当　課

(1)

(2)

C C 経済性 B 正確性 B 目標達成度 C 総合評価 C適応性

4
8

平成２１年度　教育委員会点検・評価シート(平成２０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 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。

事業概要・実績

施設管理委託

指定管理者：（財）野々市町公共施設管理事業団
管理体制　町派遣職員　３名　嘱託職員　２名　臨時職員　１４名　計　１９名
委託施設   町民体育館　62,443人　スポーツセンター　70,876人　 スポーツラﾝド　73,246人　健康広場
4,982人   簡易運動広場　17,434人　武道館　16,680人　押野中央公園運動広場　6,066人
中央公園（町民野球場、テニスコート、運動広場、相撲場）　29,451人
管理委託費　管理委託料　76,918千円　　負担金補助　56,813千円

維持管理
スポーツランドプールトップライト改修工事
スポーツランドさわやかホール下水道接続工事

改善事項 (課題)

有効性

　利用者に快適な使用を促進するため、各施設の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。

教育委員会
点検・評価

　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。

自己評価項目



４ 参考資料 

 野々市町教育委員会組織（平成２１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  喜 多 禎 一     委 員  清 水 外司英 

委 員  荻 野 直 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

文化振興担当

文化財担当

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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