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平成２３年１１月
金沢市教育委員会

平成２２年度金沢市教育委員会事務管理及び執行状況の点検評価について
金沢市教育委員会は、市長が市議会の同意を得て任命した７名の教育委員により
組織された合議制の執行機関であり、多様化する教育ニーズに対応し、時代にふさわ
しい特色のある金沢の教育施策の実現を目指し、権限に属する教育に関する事務を
管理執行している。
この度、「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」第２７条の規定に基づき、
平成２２年度における教育委員会の活動及び所管事務について、その管理及び執行
状況の点検及び評価を行い、この度、その結果を報告書としてとりまとめた。
具体的な点検及び評価方法については、４回目となる今年度も、対象分野を教育委
員及び教育委員会が行った活動・事務と教育委員会事務局が行った事務（教育委員
会が管理・執行を教育長に委任する事務）と大きく２つに分け、それぞれについて点
検及び評価を行うこととした。
教育委員及び教育委員会が行った活動・事務については、主に教育委員会議の概
要及び教育委員の活動について、その具体的な内容を記述し、点検・評価を行うとと
もに今後の方向性についても記載した。
また、教育委員会事務局が行った事務については、金沢市の将来的な姿を定めた
「金沢世界都市構想 第２次基本計画」の施策体系に沿って分類した各基本方針に
基づいて、各々の事務を出来るだけ具体的かつ客観的な数値をもとに点検し、４段階
での自己評価を行った。
なお、法により定められている「教育に関し学識経験を有する者の知見の活用」に
ついては、引き続き、金沢大学名誉教授 金子劭榮氏及び金沢市社会教育委員 中
島秀雄氏から上記点検・評価に対する意見を頂き、反映した。
金沢市教育委員会は、今後ともこのような活動・事務に対する点検・評価を行い議
会への提出や公表を通じて、金沢市民にわかりやすく教育委員会の活動を説明して
いくとともに、個々の事務を検証・改善しながら、本市の教育基本方針である、「人間
尊重の精神のもと、広い視野を持ち、生涯を通じて自己向上につとめるとともに、社会
の平和と進展に貢献し得る心身ともに健全な人間を育成する」の実現に向け、教育の
充実と振興を目指す所存である。

平成２３年１１月
金沢市教育委員会

目

次

学識者の意見等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・531
平成２２年度教育委員会の活動状況
〔１〕 教育委員･････････････････････････････････････・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・･･･ 13
〔２〕 教育委員会議の実施状況･････････････････････・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・･･･ 13
〔３〕 教育委員の活動････････････････････････････････・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・･･ 24
〔４〕 総括・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 74
金沢世界都市構想第２次基本計画における教育委員会施策・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 68
平成２２年度金沢市教育委員会主要事務概要
全体の評価・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

9

Ⅲ−１．世界に通ずる子どもの育成
・金沢子ども条例の具現化・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 10
7
・子どもの体験・交流機会の創出・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 11
8
・子どもの育成環境の整備・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・11
16
Ⅲ−２．個性を生かした学校教育の推進
・「学校教育金沢モデル」の推進・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・16
20
・特色ある教育の推進・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・19
27
・多様な教育の推進・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・23
32
・地域に開かれた学校づくり・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・27
37
・教員の資質向上・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・30
40
・学校環境の整備・充実・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・31
41
・市立工業高等学校の整備・充実・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・35
44
Ⅲ−４．生涯にわたる学習環境の支援
・生涯学習機会の充実・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・37
47
Ⅴ−１．伝統文化の保存・継承
・文化遺産の保存・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・44
56
・金沢ゆかりの文化の保存・活用・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・44
57
Ⅵ−２．子育て環境の整備
・子育て支援体制の充実・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・45
58
Ⅵ−４．ノーマライゼーション社会の実現
・バリアフリーの推進・障害のある方の自立支援・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・48
62
Ⅵ−５．人権文化の創造
・人権の尊重・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・49
63
・男女共同参画社会の推進・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・49
64
Ⅶ−１．災害に強いまちづくり
・防災計画の見直しと体制の強化・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・50
65
・地域防災・防犯活動の支援・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・50
66
用語等説明・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 68

学識者の意見等
金沢大学名誉教授

金 子 劭 榮

この点検・評価報告により、金沢市の教育に関するさまざまな事業等の取り組み状況が分かり、それ
らの成果を窺い知ることができる。近年始まった点検・評価報告は年々整ってきている。ただ、この作
業の難しさも窺える一方、記述の曖昧さ等のために分かりにくい部分も見受けられる。関連事業の円滑
な実施のための有効な情報提供と言う機能を果たすためにも、さらに改善を求めたい気もする。
まことに僭越ながら、点検・評価の基本的な形式を中心に、以下に私見を述べさせていただく。
事業・活動によっては、標準的な点検・評価が困難なものもあると思われる。学校教育にしても社会
教育にしても、その効果が明確に見えるとは限らない。一年単位で一定の効果が見えるものもあるが、
長期間にわたらないと認められない(より本質的な)ものもある。長期間にわたっても、その効果を客観
的に示すことが困難であるものさえあるだろう。
本報告では、「目的、目標」、「内容」、「実績等」、「点検」、「評価」、「今後の課題・方向性」という項
目ごとに記述されているが、その記載内容は相互に関連しており、相互に矛盾や不一致はなく、それぞ
れの事業内容がわかりやすくなっているはずである。「点検」、「評価」、「今後の課題・方向性」はすべ
て、
「目的、目標」に照らしての記述である。
「点検」については、実施してみて初めて知る問題点もあ
るであろうし、現場でなければ見えないものも大事にしたい。無理矢理問題を見つけようとする必要は
ないが、何かを実施して何も問題がないということはそう多くない。
このような視点は、どんな点検・評価でも基本的に備えるべき基礎的な視点・形式であると考える。
言うまでもなく、点検・評価は、点検・評価のためになされるものではなく、その後に取り組む事業
等の円滑な実施のための点検・評価である。事業等の目指す目的・目標としては、「〜学力の維持・向
上を図る」、
「〜教育水準の維持・向上を図る」のような大きな目標もあり、大きな目標達成のために実
施される具体的事業等の「〜情報を提供」、「〜状況の把握」のような、比較的小さな目標もある。
本報告では具体的な事業ごとに点検・評価されているが、具体的事業ごとの小さな目的・目標につい
ての点検・評価とともに、大きな目的・目標も意識しながらなされていると思われる。これらの目的・
目標については、その具体的事業を計画し実施する時点で明確にされているはずであり、点検・評価さ
れる視点についてもかなり決まっていると思われる。
本報告もこのような視点にたった点検・評価を目指しているが、個々の具体的事業はかなり多様であ
り、同じ形式で点検・評価することは必ずしも容易ではない。本報告においても、少なからずその苦労
が窺える。点検・評価を形式的に整えるだけでは意味がない。客観的に記述できない部分に、その取り
組みの重要な部分があるかも知れない。部分的に曖昧な部分があっても、現実的に柔軟に点検し柔軟に
対応する方が、結果として本質を失わない取り組みを実施できるかも知れない。
このように考えれば、全事業について統一的に同一の形式により点検・評価することの適切性等、具
体的事業等の実施状況も考えながら、点検・評価の在り方について再考の余地があるかも知れない。
ただ、上に述べた基礎的点検・評価の視点は重要である。それぞれの事業については、その適切な点
検・評価なしには、その目的・目標の達成を困難にすると思われる。
至極当たり前のことを述べてしまったが、今後とも、適切な点検・評価が追求され継続されることを
願い、金沢市ならではの教育活動が、ますます充実し発展することを期待したい。
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金沢市社会教育委員

中 島 秀 雄

昨年の 21 年度版の評価において、全般に P−D−C−A の観点から各事務事業の点検・
評価に取り組んでいる姿勢は高く評価するが、点検・評価および今後の課題・評価の記述
についてはやや具体性にかける面があると評させていただきました。本年度版では早速、
自己評価について 4 段階評価を取り入れていただいたことは高く評価させていただきます。
ただ、前回評価でも述べたようにこの PＤＣＡの手法の定着はそう簡単なものではないこ
とは私自身の企業での経験からしてもよく理解していますが、このサイクルが順調に回転
していけば事業基盤は強固なものとなり新たな事業展開の基礎にもなります。逆にこのサ
イクルの輪が繫がらなければすべての事業・活動は停滞・陳腐化し存在意義が薄れていき
ます。つまりＣの部分で事業の結果の分析が不十分なままだと、爾後どのように事業を展
開するかの方針（ＡとＰの部分）があいまいになり、その結果事業そのものが何の為にあ
るのか、誰の為にするのかがあいまいになってしまう危惧があるということです。
その意味からいえば、自己評価Ｃの事業で、次年度の方針については事業対象を限定的
に考えずに広がりを求めてより効果的に事業展開を図ろうとする姿勢や、問題点を把握し
23 年度にはその対応を検討し 24 年度に新しい試みを行うという記述はスピード感が適切
であるかどうかは別として大いに評価されるべきものです。その反面問題意識はあるもの
の、具体的な課題の抽出が無く単に見直しが必要であると書いてあるだけのものや、事業
によってはＣとＡについて前年度と全く同一の記述があるなど事業評価の仕組みと意義に
ついて改めて確認・徹底が必要と思われる記述もありました。
冷静な事業分析、評価とそれに基づく事業計画の見直し、そして着実な事業実施、すべ
てはこの繰り返しにつきます。そしてＰＤＣＡは一事業が終わってから、年度が切り替わ
ってからではなく、事業遂行中でも常にそれぞれの局面で行われるべきものです。
ＰＤＣＡの手法にこだわるあまり、言わずもがなの評になってしまったかもしれません。
学校教育にせよ社会教育にせよ教育委員会の事業は「歴史都市」「創造都市」として評価さ
れ、「世界都市構想」を掲げながら次の時代に向かって進む金沢市にとって、今を、そして
次代を担う人財（あえて書きます）を育む重要なものであります。教育委員会施策の根と
幹はしっかりしています。これにどのような枝と葉、花をつけるかは各事業のＰＤＣＡサ
イクル確立も大きな要因であると考えます。
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平成２２年度金沢市教育委員会の活動状況
〔１〕教育委員
職 名
委
員
長
委員長職務代理者
委

氏 名
佐 藤 秀 紀
前 川 信 政

員

柳 下 道 子

委
員
委
員
委
員
委員（教育長）

早 川 芳 子
米 井 裕 一
岡
能 久
浅 香 久美子

任 期
H21.10. 3〜H25.10. 2
H20. 4. 1〜H24. 3.31
H19. 1. 1〜H22.12.31
H23. 1. 1〜H26.12.31
H19.10. 2〜H23.10. 1
H20. 4. 1〜H24. 3.31
H20.10. 1〜H24. 9.30
H20.10. 1〜H24. 9.30

職 業
大学名誉教授
医療法人社団理事長
社会福祉法人理事長
会議通訳・翻訳者
会 社 社 長
会 社 社 長
（教育長）

〔２〕教育委員会議の実施状況
１． 実施概要
（１）開催回数
定例会議：１２回（原則として毎月第３水曜日）
臨時会議： ８回（随 時）
（２）付議件数
区 分

議 案

内 容
規則等に関すること
議会の議決を経るべき議案に関すること
人事に関すること
教科用図書の採択に関すること
文化財の保護に関すること
委員の委嘱等に関すること
教職員研修に関すること
その他
計

報 告
その他
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件 数
９
４
６
８
９
３
１
８
４８
３０
４２

（３）運営上の工夫
① 資料の事前配付
事前に内容についての検討などの準備を行うために、会議開催日の３日
前までに議案書や資料等を送付
② 公開
会議は、人事に関することや教育委員会に決定権のない案件、個人情報
を含む案件など一部の非公開案件を除き、すべて公開で行うとともに、会
議終了後、議案書及び関係資料並びに会議録について、教育委員会のホー
ムページにおいて公開
＊ 非公開案件：地方教育行政の組織及び運営に関する法律第１３条第６
項ただし書（人事に関する事件その他の事件について、委員長又は委員
の発議により、出席委員の三分の二以上の多数で議決したとき）に基づ
き非公開とされた案件
２． 点検評価および今後の方向性
毎月１回の定例会議と必要に応じて開催する臨時会議を合わせて２０回開催し
た。会議開催３日前までの資料の配布は、事前に審議内容についての検討などの
準備を経て、各委員とも高い関心と問題意識を持って議案はもとより報告案件に
ついても、積極的に議論を行った。
また、会議の公開、ホームページでの会議録等の公開等、市民に開かれた教育
委員会の実現に取り組んだ。
今後は、さらに広く市民に教育委員会、教育行政への理解を深めてもらえるよ
うな創意工夫が必要である。
〔３〕教育委員の活動
１．学校訪問（総合訪問）
（１）概要
学校現場の実態把握と総合的な観点から学校の運営状況について把握するた
め、教育委員のほか、事務局の各課職員がそろって訪問する総合訪問を実施。
３年間ですべての学校の訪問を行うサイクルを平成１７年度から実施している。
（平成２２年度で２巡目終了）
（２）総合訪問における教育委員の訪問内容
・校長からの学校の概要説明
学校評価に基づく学校の課題と具体的な取り組み等について
・教育委員会事務局からの学校の状況説明
・授業参観
・全教職員との意見交換と指導・助言 等
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（３）平成２２年度の総合訪問実施状況
小学校
２３校（前年２０校）
中学校
６校（前年１２校）
教育委員の延べ訪問者数
１００人（前年１００人）
意見交換を行った教職員数 ９１３人（小学校４９６人、中学校４１７人）
２．教育委員連絡会
平成２１年度より、原則として定例教育委員会議終了後に教育委員の教育委員会
全般についての情報収集、意見交換、また事務局職員との意見交換の場として実施
している。
・各課所の重点事項、懸案事項等についての意見交換
・市議会報告
・教育目標についての意見交換
・総合訪問についての指導主事との意見交換 等
３．行政視察・調査及び研修等
（１）行政視察・調査
日時 平成２２年１１月２５日（木）〜２６日（金）
目的 他都市の先進的な取り組みを今後の教育施策の参考とするため
・小中一貫校の学校運営及び教育課程の在り方について
・電子黒板等のＩＣＴ整備及び利活用について
視察先及び視察・調査内容
千葉県船橋市教育委員会：教育行政における意見交換
千葉県船橋市立若松小学校：小中一貫教育授業視察及び意見交換
（学校運営組織、教職員の配置など）
千葉県船橋市立丸山小学校：電子黒板を用いた授業視察及び意見交換
（ＩＣＴの利活用など）
（２）全国、東海北陸地区、石川県教育委員会連合会の関係行事、研究大会、研修
会への参加
・石川県市町教育委員会連合会定期総会・講演会
・石川県市町教育委員セミナー
・石川県教育委員会連合会研究大会
研究協議「市町教育委員会の機能強化のための工夫について」における
取り組み発表
等
（３）全国都市教育長協議会、中核市教育長連絡会、東海北陸都市教育長協議
会、石川県市町教育長会の総会、協議会、研究大会、研修会への参加
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４．その他
（１）教育委員会主催会議への出席
・第２次学校教育金沢モデル構築戦略会議
・「学校教育金沢モデル」実践研修拠点校形成事業協議会
・言語活動、理数教育推進事業実施状況報告会
・「小中一貫教育モデル事業」推進会議
（２）選考
・市立工業高等学校全日制教員採用候補者
・市立小中学校管理職（校長・教頭）候補者内申のため
（３）講話等（専門性を活かした活動）
・市立工業高等学校における講演
・教科指導研究会における助言
・「心の茶室」の企画に関する助言
（４）金沢市、金沢市教育委員会、各学校等主催行事への参加
・ユネスコスクールフォーラム
・「絆」シンポジウム
・教育施設の竣工式等
・各種表彰式等
・小学校、中学校、市立工業高等学校卒業式等

５．点検評価および今後の方向性
・ 総合訪問については、全学校数の約１／３に当たる小中学校合わせて２９校
において実施し、各学校の運営方針、活動状況に加え、施設、教育環境の把握、
授業の参観、教職員との意見交換等、様々な視点から児童生徒、教育現場の状
況の掌握を行い、教育施策に反映するよう努めた。学校では規律等について改
善に努力している様子が見られ、成果のひとつと考えている。
平成２３年度より総合訪問を３年一巡から２年一巡に変更することに加え、
授業参観の仕方や分科会等の参加による教職員との意見交換の場を工夫すると
ともに、教育委員の総合訪問の新たな視点やチェックポイントなどについて検
討も必要である。また、学校の公開授業等にも積極的に参加することで、より
詳細な教育現場の状況把握ができ、
指導・助言の充実が図られると考えている。
・ 教育委員連絡会については、新たに年度当初に重点事項、懸案事項について
事務局職員との意見交換を行った。また、指導主事との意見交換の中では、総
合訪問の内容の見直しを図ることができた。今後は、テーマ別の勉強会や事務
局職員との意見交換を更に深め、
教育課題の改善と新たな施策に結びつけたい。
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・ 教育委員会主催会議や各種行事にも積極的に参加し、経験や専門性を活かし
た助言指導を行ったほか、幅広い情報収集や市政への理解も深めた。加えて、
各教育委員の専門性を活かした、市立工業高校での講義や専門指導なども実施
した。また、本市が進める小中一貫教育施策の先進事例の視察や他都市の学校
訪問の他、石川県市町教育委員会連合会主催等の各種研修会にも参加し、本市
の取り組みの発表も行うなど、教育委員としての自己研鑽にも努めた。今後は
行政視察や研修の成果のさらなる有効活用を図りたい。

〔４〕総括
総体的には、昨年度より充実した内容と評価している。
教育委員連絡会は有意義であり、さらに内容を充実させるとともに、今後は、教
育委員会議、教育委員連絡会での委員の議論、意見等が教育施策の充実にどのよう
に反映されているのか、その評価と反映のための課題についての検討がさらに必要
である。
また、幅広く学校管理職や保護者などとの意見交換の場を持つとともに、教育委
員の意見、
提言などを広く発信するなど、
さらに開かれた教育委員会を目指したい。
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金沢世界都市構想

第２次基本計画における教育委員会施策
教育委員会所管事業あり

1．拠点的都市機能の強化
Ⅰ

2．均衡ある都市構造の形成

都市基盤分野

3．交通体系の充実
1．新産業の創出と地場産業の活性化

世

元
気
な
ま
ち
・
金
沢
を
つ
く
る

Ⅱ

2．農産物における｢金沢ブランド｣の確立

産 業 分 野

3．魅力ある交流の場の形成
1．世界に通ずる子どもの育成
Ⅲ

・金沢子ども条例の具現化
・子どもの体験・交流機会の創出
・子どもの育成環境の整備

教 育 分 野

2．個性を活かした学校教育の推進
・「学校教育金沢モデル」の推進
・特色ある教育の推進
・多様な教育の推進
・地域に開かれた学校づくり
・教員の資質向上
・学校環境の整備・充実
・市立工業高等学校の整備・充実

界
都

3．学術都市の集積効果の活用
4．生涯にわたる学習環境の支援

市
金
沢
の

・生涯学習機会の充実

金美
沢し
をい
つま
くち
る・

1．潤いのある環境づくり
Ⅳ

自然環境・景観分野

2．地球環境保全の推進
3．魅力ある都市景観の創出
1．伝統文化の保存・継承

Ⅴ

・文化遺産の保存
・金沢ゆかりの文化の保存・活用

文化・芸術分野

実

2．新しい文化の創造・発信
1．豊かな高齢社会の創出

現
安
心
し
金
て
沢
暮
を
ら
つ
せ
く
る
る
ま
ち
・

2．子育て環境の整備
・子育て支援体制の充実
Ⅵ

3．生涯にわたる健康づくり

健康・福祉・医療分野

4．ノーマライゼーション社会の実現
・バリアフリーの推進・障害のある方の自立支援

5．人権文化の創造
・人権の尊重
・男女共同参画社会の推進

1．災害に強いまちづくり

Ⅶ

・防災計画の見直しと体制の強化
・地域防災・防犯活動の支援

市民生活分野

2．安定した市民生活の実現
3．住みよい生活環境の整備
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平成２２年度 金沢市教育委員会主要事務の評価について
金沢世界都市構想第２次基本計画における「目標」「基本方針」「基本施策」の下で展開される１２９の「事
業」についての点検・評価を行った。

Ⅲ−１
Ⅲ−２
Ⅲ−４
Ⅴ−１
Ⅵ−２
Ⅵ−４
Ⅵ−５
Ⅶ−１

Ａ
Ｂ
Ｃ
Ｄ
合計
基本方針
世界に通ずる子どもの育成
9
17
4
0
30
0
0
76 (4)
個性を活かした学校教育の推進 63 (4) 13
生涯にわたる学習環境の支援
3
13
0
0
16
0
0
2 (1)
伝統文化の保存・継承
2 (1) 0
子育て環境の整備
8 (2) 2
0
0
10 (2)
ノーマライゼーション社会の実現 2 (2) 0
0
0
2 (2)
人権文化の創造
1 (1) 2
0
0
3 (1)
災害に強いまちづくり
3 (3) 3 (3) 0
0
6 (6)
145 (16)
合計
91 (13) 50 (3) 4
0
78
47
4
0
129
全体
※ ( )は、複数の基本方針、基本施策に跨がる事業数

評価は４段階 （Ａ：十分達成できた Ｂ：おおむね達成できた Ｃ：やや不十分であった Ｄ：達成できな
かった）で行い、全事業のうち、Ａが６０．５％、Ｂが３６．４％、Ｃが３．１％、Ｄが０％となり、順調に取り組みが
できていると理解している。
今後は、十分達成できたものは、なぜ、達成できたのか、おおむね達成できた、やや不十分であったもの
は、どうすればよいのかを検討し、来年度以降の事業につなげていきたいと考えている。

事業概要の対象のうち小中学校に関する表記
表記

意味

小学校
中学校

金沢市立小学校
金沢市立中学校

小学生
中学生

金沢市立小学校の児童
金沢市立中学校の生徒

市内の小学校
市内の中学校

金沢市内にある小学校
金沢市内にある中学校

市内の小学生
市内の中学生

金沢市内にある小学校の児童
金沢市内にある中学校の生徒

9

平成２２年度 金沢市教育委員会主要事務概要
目標
元気なまち・金沢をつくる
基本方針 Ⅲ−１ 世界に通ずる子どもの育成
基本施策 金沢子ども条例の具現化
【金沢子どもを育む行動計画の推進】
①金沢子どもを育む行動計画（第二次）の推進
事業概要
《対象：市内の子ども 開始時期：平成２０年４月 予算：７８０千円》
（目的、目標）
「金沢子ども条例」の理念を具現化するために行動推進委員会を開催する
（内容）
平成１９年度に策定した「金沢子どもを育む行動計画」の第２次計画に基づき、
子どもを取り巻く社会環境の変化に対応する、アクションプランを委員会で審議
また条例に基づく施策を総合的に推進するために必要な事項について協議。
実績等
家庭・地域・企業・学校・行政等の有識者からなる「金沢子どもを育む行動推進委
員会」全体会を１０月５日に開催。「金沢子どもを育む行動計画」（第２次）の概要
を説明し、各団体の取り組み状況の分析結果により、各団体の取り組みが条例
の理念に結びついていることを再認識した。
点検
各種団体から活発な意見交換がなされたが、全体の意識統一までには至らなか
った。
評価
C
今後の課題・方向性 「社会全体で子どもを育成しよう」という意識を今まで以上に向上させ、家庭・
地域・企業・学校・行政間における連携の強化を図り、各組織における認識・
連携を充実させると共に、平成２４年度に行動計画の見直しを行うべく、平成２３
年度に準備を整える。
②「金沢子ども週間」の普及・促進（金沢子ども週間フェスティバル）
事業概要
《対象：市内の子ども 開始時期：平成１５年度 予算：２，５００千円》
（目的、目標）
「金沢子ども週間」の普及・啓発。参加者数８，５００人。
（内容）
子どもと大人のふれあいを通して子どもを育てる役割の大切さをあらためて考え
る期間としての「金沢子ども週間」にイベントを開催する。
実績等
子ども週間フェスティバルを１０月１０日に金沢市民芸術村にて開催。
・ステージにおける小中学生吹奏楽部発表、劇や昔あそびコーナー等
・参加者 約９，０００人（児童館フェスティバルと同時開催）
点検
多くの市民が参加し、「金沢子ども週間」の普及・啓発につながった。
評価
B
今後の課題・方向性 「金沢子ども週間」をさらに普及するために、課題等を再確認し、
開催方法や内容について、どのように行っていくのか見直しが必要である。
③「金沢子ども週間」の普及・促進（家族の絆フォトコンクール）
事業概要
《対象：市民 開始時期：新平成２２年７月 予算：２００千円》
（目的、目標）
「金沢子ども週間」の普及・啓発。応募作品数５０点以上。
（内容）
子どもと大人のふれあいを通して子どもを育てる役割の大切さをあらためて考える
期間としての「金沢子ども週間」にイベントを開催する。
実績等
応募数：６５点、入賞作品：２０点
表彰式：子ども週間フェスティバルにおいて実施（１０月１０日）
作品展示：金沢市民芸術村、玉川子ども図書館、金沢市アートホール
点検
多数の応募があり、子ども週間フェスティバルにおける作品展等にも参加が多く
見られた。
評価
B
今後の課題・方向性 応募者を増やすための広報のあり方を検討する必要がある。
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元気なまち・金沢をつくる
目標
基本方針 Ⅲ−１ 世界に通ずる子どもの育成
基本施策 子どもの体験・交流機会の創出
【子どもの様々な体験・交流の推進】
①こころの茶室〜人と人、人と文化〜
事業概要
《対象：小学生 開始時期：新平成２２年６月 予算：３００千円》
（目的、目標）
伝統文化体験を通して、子どもの豊かな人間性の育成に寄与する。
（内容）
６月〜９月にかけて、年５回、松声庵でお茶会体験を行う。
実績等
５校の小学校がお茶会を体験し、金沢の伝統文化に触れた。
点検
本物のお茶室で、本格的なお茶会の体験をする機会がないので、
子どもたちにとっては貴重な体験となった。
評価
B
今後の課題・方向性 金沢「学びタイム」の実地体験として位置づけ、
学校との連携をはかっていく。
②ジュニアかなざわ検定の実施
事業概要
《対象：市内小学４年生〜中学３年生 開始時期：平成１８年４月 予算：３１８千円》
（目的、目標）
子どもたちが金沢の歴史や文化について学ぶ機会を創出する。
（内容）
ジュニアかなざわ検定開催のための実行委員会・問題作成委員会を開催し、
ジュニアかなざわ検定を小学生版・中学生版に分けて、４５分間で実施する。
実績等
８月２３日（月）実施。受検者数３，０８２名（うち、保護者１０名）
点検
平成２１年度に比べ、受検者数は１，０００人以上増加。
こども達のふるさとへの関心が高まっているといえる。
評価
Ａ
今後の課題・方向性 より難易度を下げ、敷居を低くすることで、子どもたちの受検意識をかきたてる。
③「立志のつどい」の支援
事業概要
《対象：市内中学２年生 開始時期：昭和５６年２月 予算：９１０千円》
（目的、目標）
１４歳の少年少女が将来のために志を立てることを祝うために実施される立志式
の支援。
（内容）
「立志のつどい」「立志式」を支援するための記念品を配布。
実績等
４，２９８人に記念品を配布。
点検
初めて式を開催する地域が一つ増えた（十一屋）。
記念品も全対象者に配布できた。
評価
Ｂ
今後の課題・方向性 式典については、まだ未開催の地域もある。全ての地域で開催できるように、
地域との連携をはかっていく。
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④国内への派遣研修の実施（金沢少年の翼）
事業概要
《対象：市内小学５年生〜中学３年生 開始時期：昭和５５年度 予算：４３０千円》
（目的、目標）
団体生活を通して友愛と協調の精神や社会性・自主性を養い、視野を広める。
（内容）
国外への派遣研修の支援（石川少年の翼）：石川県事業への負担金
国内外の青少年の受入（国内国際受入）
実績等
金沢少年の翼：鹿児島への派遣（５泊６日）参加者数６６人
国内国際受入：受入実績なし
石川少年の翼：ロシアへの派遣 参加者数９人
点検
「金沢少年の翼」については、派遣地の雄大な大自然や、歴史・産業、また現地
の人々との交流により、次代を担う子どもたちの感性や徳性の涵養に寄与してい
る。
評価
B
今後の課題・方向性 東北への派遣による復興への支援等、これまでとは違った手法も視野に入れ
ながら、より良い実施策を検討する。
⑤生涯学習情報誌「みまっ誌」の発行
事業概要
《対象：一般 開始時期：平成１８年４月 予算：４，４１０千円》
（目的、目標）
子ども情報発信推進事業「みまっ誌」を発行する。
（内容）
生涯学習に関わる講座・催事・遊びや学びに関するイベント情報、自然体験活
動・社会体験活動などの情報を掲載したイベント情報誌「みまっ誌」を発行する。
実績等
年４回発行 ４７，０００部/回
点検
子どもと大人が一緒に楽しめるイベントを簡単に探すことができると好評である。
評価
B
今後の課題・方向性 掲載内容がより的確に伝わるよう、誌面の充実を図っていく。
⑥キゴ山少年自然の家、土子原こども野外広場、娚杉少年の森の運営
事業内容
《対象：キゴ山少年自然の家、土子原こども野外広場、娚杉少年の森 開始時
期：昭和５１年６月（キゴ山少年自然の家）、平成１２年８月（土子原こども野外広
場）、昭和５９年８月（娚杉少年の森） 予算：２６，６０２千円（キゴ山少年自然の
家）、３，２５７千円（娚杉少年の森）、３，４２６千円（土子原こども野外広場）》
（目的、目標）
各施設の円滑かつ効率的な運営による健全な青少年育成。
（内容）
自然観察、レクリエーション、少年団体の指導者の研修施設として各施設を運営
する。
実績等
少年自然の家 利用者数：１２，４２１人、主催事業数：３事業、同参加者数：３８７
人 土子原こども野外広場 利用団体：３４団体、利用者：延べ２，１９２人
娚杉少年の森 利用団体：４８団体、利用者：延べ３，３８４人
点検
延べ参加者数計、利用団体数計ともに増加した。
H２１：１６，９２０人→H２２：１８，３８４人、H２１：８０団体→H２２：８２団体
積極的な広報活動が、実績の増加に貢献した。
評価
B
今後の課題・方向性 さらなる利用者数の増加のため、魅力ある主催事業を実施し、継続して
自然環境の中での健全な少年育成を行っていきたい。

12

⑦子ども里山里海交流事業「いのちの教室」
事業概要
《対象：小学４年生〜６年生 開始時期：平成２１年４月 予算：４８０千円》
（目的、目標）
里山里海で、ともに考え、学びながら活動し「命の大切さ」、「生きる」ことを学ぶ。
（内容）
異なる地域・年齢の子どもたちが多様な「生」が生存する「里山」「里海」という
フィールドの四季を活用し、様々な活動・体験学習を行う。
実績等
公募３０名程度（小４〜小６）年６回 延べ参加者数 ７１人
点検
子どもの野外活動体験は重要であるが、参加者が少ない。
評価
B
今後の課題・方向性 平成２２年度事業終了
⑧教育プラザ富樫での活動
事業概要
《対象：市民 開始時期：平成１５年７月 予算：１，０９２千円》
（目的、目標）
子ども同士・あるいは親子がふれあう交流の場を提供。
小中学生に対する情報提供の支援。
（内容）
毎月第３日曜日に教育プラザ富樫施設利用団体が出店し、わいわいバザールを
開催。親子で楽しめる交流の場を提供する。
「将棋子ども教室」「着物子ども教室」「親子で学ぶ心の花教室」の３講座を開催。
子ども情報室にパソコン4台を設置し、情報による調べ学習を支援。
実績等
毎回趣向を変えたわいわいバザールの定期開催により、親子で楽しめる交流の
場を提供した。日本の伝統文化を学ぶ３教室の開催を通して子どもの健全育成
をはかった。
子ども情報室利用者数 ８，０５５人
点検
親子で楽しめる「わいわいバザール」は大好評で、当該施設に登録する子育て
支援グループ間の交流にも役立っている。各講座については定員を大きく上回る
応募があり、日本の伝統文化を学ぶだけではなく礼儀作法を学ぶ貴重な機会に
もなっている。
評価
B
今後の課題・方向性 魅力的なイベント・講座となるよう引き続き工夫を重ねるとともに、より効果的な
広報活動のあり方について検討。
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【子どもの理科学体験の推進】
①（財）金沢子ども科学財団の運営
事業概要
《対象：市内小中学生 開始時期：平成１３年度 予算：２６，７５９千円》
（目的、目標）
学校で教えない実験等を通し、子どもの理科等への意欲向上を図る財団を支援
する。
（内容）
様々な教育事業や普及啓発等を通じ、小中学生の課外における科学的な活動
などを支援するとともに科学に対する知的好奇心や独創的で柔軟な発想を育む。
実績等
小学校児童科学教室 年18回開催 登録人数230人（５，６年生）
中学校サイエンスクラブ 年10回開催 登録人数34人
出前科学スクール 年94回 参加者延べ3,144人
算数・数学チャレンジクラブ 年12回開催 登録人数217人
広坂子ども科学スタジオ事業 年51回開催 参加者延べ 3,520人
科学相談事業（長期事業） 年12回開催 登録人数10名
点検
年間受講の事業参加者も増加するとともに、財団事業を活用した研究活動で
優秀な成績を修める受講者も出てきており、これまでの活動成果が徐々に
出てきている。
評価
Ａ
今後の課題・方向性 他に例を見ない体系的な事業体系を維持しながら、今後も科学分野の裾野を広
げる事業を関係機関とも連携して展開していく。そのための安定財源確保が今後
の大きな課題である。
②少年少女発明クラブへの支援
事業概要
《対象：市内小学生 開始時期：昭和５８年度 予算：３００千円》
（目的、目標）
クラブの運営を支援し、創造力豊かな子どもの育成を図る。
（内容）
市内小学生（５，６年）希望者を対象に、課題工作・アイデア工作などの創作活動
を行う「少年少女発明クラブ」（（社）発明協会石川県支部主催）の運営に対し交
付金を交付する。
実績等
課題工作、アイデア工作等の創作活動と作品の成果発表会、石川県発明くふう
展への作品の出品と見学を実施。総参加人数680人
点検
子どもたちの理科離れが指摘される中、小学生に科学技術的な創作の楽しさを
体験させる機会を提供している。
評価
Ａ
今後の課題・方向性 参加者数増加のためさらなる工夫が必要と思われるが、事業としては今後も
継続していく。
③金沢市発明奨励賞の授与
事業概要
《対象：市内小学校 開始時期：平成７年度 予算：２４０千円》
（目的、目標）
創造力豊かな子どもの育成を図る。
（内容）
「石川県発明くふう展」を開催している（社）発明協会に対し交付金を交付し、
優秀な成績を収めた学校に対し、金沢市発明奨励賞を授与している。
実績等
受賞校 南小立野小学校、西南部小学校
展示作品267点
点検
科学作品の制作等に積極的に取り組む学校を報奨することは、本市における
発明奨励、科学技術の振興に寄与している。
評価
Ａ
今後の課題・方向性 発明奨励、科学技術の振興の観点から今後も引き続き継続する。
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【子どもの理科学体験の推進】
④キゴ山天体観察センターの運営
事業内容
《対象：キゴ山天体観察センター 開始時期：平成１０年１０月 予算：１４，３６０
千円》
（目的、目標）
施設の運営・事業の開催を通じて宇宙についての理解を深め、創造性豊かな
子どもの育成を図る。
（内容）
キゴ山天体観察センターの効率的かつ円滑な管理・運営。
実績等
プラネタリウム利用者数：１１，７６１人
主催事業（キゴ山宇宙塾、ｼﾞｭﾆｱ宇宙塾、キゴ山星まつり等）参加者２，１６４人
点検
プラネタリウム利用者数が前年比２１％増加し、主催事業参加者が前年比４５％
増加した。新規事業のキゴ山星まつりが、実績の増加に大きく貢献した。
評価
Ｂ
今後の課題・方向性 今後とも宇宙科学の裾野を広げる事業を進めるとともに、積極的な広報活動等
を行い、利用者の増加を目指したい。
【子どもの読書活動の推進】
①金沢読書推進プラン２１（第２次）
事業概要
《対象：市内の子ども 開始時期：平成２１年度４月 予算：１６０千円》
（目的、目標）
金沢子ども読書推進プラン２１（第２次）の理念を具現化する。
（内容）
子どもの読書環境整備や読書活動の推進状況の確認
実績等
子ども読書活動推進会議を年２回開催し、９０件の取り組み状況に対する自己
評価を実施した。
評価結果・・・A（とても良くできた）及びB（概ねできた）の割合89％
点検
既存の取組に対しては、より積極的な姿勢が見られ、また「はじめまして絵本
事業」など、新たな取組も始められたことにより、評価AとBの合計は、平成２１
年度の７６％から大きく向上した。
評価
A
今後の課題・方向性 家庭・地域・企業・学校・行政が各方面でより充実した取組を継続して実施する。
子どもの読書活動をきめ細やかにサポートするために、相互の協力体制を整備
し、連携を深めることに努める。
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目標
元気なまち・金沢をつくる
基本方針 Ⅲ−１ 世界に通ずる子どもの育成
基本施策 子どもの育成環境の整備
【地域のリーダー、指導者の育成】
①かなざわユースリーダー創生塾
事業概要
《対象：高校生・大学生２０人 開始時期：平成１２年４月 予算：２５２千円》
（目的、目標）
仲間づくりや体験活動を通じ、若手リーダー育成のため、知識・技能を修得する。
（内容）
娚杉少年の森での野外活動や、「いのちの教室」のサポートスタッフとしての実践
活動を行う。
実績等
活動回数：１０回 参加者数：３９人
点検
２１年度に比べて参加者は減少。
評価
B
今後の課題・方向性 他団体による同様事業も多くあり、行政としての役割として側面サポート（場所、
補助等）も視野に入れて、あり方を検討。
②リーダー交流事業
事業概要
《対象：青少年団体に属する若手リーダー 開始時期：平成２２年３月
予算：１１０千円》
（目的、目標）
若手リーダー育成。
（内容）
各団体同士の交流を通じて、情報交換、企画・運営をする機会をつくることにより
各団体のリーダーの資質の向上を図る。
実績等
宿泊研修会１回 参加者数：７人
点検
前年度よりも若干参加数が減少し、情報交換の機会も減少した。
評価
C
今後の課題・方向性 団体間の情報交換という機会はとても貴重な体験なので、より多くのリーダーが
参加できるように、他の事業・イベントとの日程が重ならないように事前調査と
調整が必要である。
③地域リーダー活性化事業
事業概要
《対象：青少年団体に所属する指導者 開始時期：平成１８年度 予算：６８千円》
（目的、目標）
団体と行政が、子どもの育成について課題を共有し、相互理解・連携を深める。
（内容）
各団体の役員・指導者が集まる場を利用し、各団体の課題等に対応できる
講師を派遣して出前講座を実施。
実績等
出前講座２回、参加者５３名
点検
出前講座の回数減により、参加者数が減少した。
評価
Ｃ
今後の課題・方向性 平成２２年度事業終了
④中高年齢者子どもサポーター育成事業
事業概要
《対象：地域活動に携わる中高年層 開始時期：平成２１年４月 予算：２１０千円》
（目的、目標）
現代の子どもたちを知るとともに、地域の中で何ができるかを考える。
（内容）
現代の子どもを認識する各種テーマに基づく講義、現場見学等。
実績等
講座：１回 参加者：６１名
点検
実施回数減のため、参加者も減少した。
評価
Ｃ
今後の課題・方向性 中高年層のみに特化したものではなく、地域で子どもを支える人材の指導力
向上を支援するため、活動に携わる方または関心のある方を広く対象とする。
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【地域のネットワークの構築・拡充】
①子ども仲間づくり推進
事業概要
《対象：各地区校区子ども会 開始時期：昭和６２年４月 予算：８，６９０千円》
（目的、目標）
子ども会に対し助成し、地域コミュニティの再生を図る。
（内容）
各地区校区子ども会の会員数に応じて補助金を交付。
実績等
平成２３年度：６５地区子ども会に補助金を交付。（８，５５７千円）
点検
全ての地区校区子ども会に交付でき、地域コミュニティ活性化に寄与できた。
評価
Ｂ
今後の課題・方向性 今後も、子ども会の活動を支援するために、補助金を交付し、
子ども会活動を活発化させることで地域コミュニティの再生を図っていく。
②地域ぐるみの学校支援事業
事業概要
《対象：市内の子ども、地域住民 開始時期：平成２０年４月 予算：３，６４３千円》
（目的、目標）
金沢市子どもを育む行動計画の具現化を推進する。
（内容）
地域全体で子どもたちを見守り育成していく学校での枠組みづくりを支援する。
（一部補助事業あり）
実績等
高岡中学校、高尾台中学校、長田中学校、西南部中学校、額中学校の５校に
学校支援地域本部を設置。実行委員会に基づき、事業実施にかかる普及啓発
として実施校視察会、コーディネーター情報交換会等を行った。
点検
事業３年目となり、各校の学校・家庭・地域の連携推進につながった。
視察会を行ったことにより、H23年度から新規に３校追加。
評価
Ｂ
今後の課題・方向性 当該事業は、文部科学省による平成２２年度までの委託事業であったが、
平成２３年度から全て補助事業となった。本市として事業効果を検証しながら、
学校・家庭・地域の連携推進にむけて独自の施策について検討していく。
【青少年の健全育成推進】
①地域健全育成活動への支援
事業概要
《対象：各地区青少年健全育成推進団体 開始時期：− 予算：３，０００千円》
（目的、目標）
子どもたちが安心して心身ともに健康に暮らせる地域づくりをめざす。
地域住民の青少年健全育成意識を啓発する。
（内容）
地域住民の青少年健全育成活動の意識啓発活動、青少年非行防止活動、
有害環境の浄化活動、青少年健全育成の広報活動を実施する対象団体に
補助金を交付。
実績等
５２団体に計3,000千円を交付した。
各地区平均８回程度の活動を行った。
点検
各地区ごとにそれぞれの地域に即した特色ある青少年健全育成活動を展開
している。
評価
Ａ
今後の課題・方向性 携帯電話やインターネットの弊害によるものなど、最近の青少年の健全育成を
阻害する要因は多様化しており、地域住民の青少年健全育成意識の啓発・向上
等のため、支援を行っていく。
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②地域健全育成活動団体の連携促進
事業概要
《対象：金沢市青少年健全育成協議会 開始時期：平成１１年１１月 予算：４００千円》
（目的、目標）
各地区青少年健全育成推進団体の相互関係構築と、情報交換、技術向上。
（内容）
地域の青少年健全育成推進団体の相互の情報交換や合同での研修会の実施。
各々の地域での健全育成活動の取り組みの方向性、合同での事業の
実施等についての調査と研究を行い、健全育成推進活動の効果をより高める。
下記活動内容を実施する金沢市青少年健全育成協議会（各地域青少年健全
育成推進団体61団体で構成）に交付金を交付。
・各ブロック会議の開催（情報交換、研修）、全体研修会の開催、金沢市青少年
健全育成推進大会の開催、警察等関係機関と街頭キャンペーンを実施。
実績等
全体研修会を実施したほか各ブロック会議を開催。警察本部と合同で
非行防止のための一斉街頭キャンペーンを実施。
市内酒類、たばこ販売店へ販売時の年齢確認徹底の協力依頼を実施。
点検
市内酒類、たばこ販売店へ販売時の年齢確認徹底の協力依頼を実施するなど、
精力的に活動を実施。各ブロック研修を開催し、知識の向上をはかった。
評価
B
今後の課題・方向性 携帯電話やインターネットの弊害によるものなど、最近の青少年の健全育成を
阻害する要因は多様化しており、時代やニーズにあった活動に向け支援を
行っていく。
③地域子ども指導員による巡回等
事業概要
《対象：地域子ども指導員 開始時期：平成１９年６月 予算：１６６千円》
（目的、目標）
各地域の青少年非行防止、有害環境浄化を推進する。
（内容）
地域における青少年健全育成推進団体から推薦された方４６５名を「地域こども
指導員」に委嘱し、各地域の街頭での声かけや巡回を行う。
実績等
各地区の街頭での声かけや巡回、市少年補導部門との合同研修会、巡回
強化地区への市補導部門補導員との合同補導活動
点検
全体で４６５名が各地区で地域子ども指導員として非行防止活動と有害環境
浄化活動を展開している。
評価
B
今後の課題・方向性 今後も青少年の非行防止、有害環境浄化の推進にむけ継続的に活動の活性化
につながるよう支援を実施。また、充実した研修会を開催し、知識の向上に向け
た取組を行う。
④金沢市児童生徒「思いやりの心」活動奨励賞
事業概要
《対象：市内小中学校 開始時期：平成２１年１１月 予算：１１８千円》
（目的、目標）
「絆」教育の一環として、本市における児童生徒の思いやりの心を持って
行った活動を奨励するため、優れた活動を行う学校及び児童生徒の
グループを表彰する。
（内容）
金沢市青少年健全育成推進大会席上にて表彰。
実績等
①学校賞
４校（小学校３校 中学校１校）
②グループ賞 １校（中学校１校）
点検
この表彰により、受賞した学校及びグループの活動内容が市内小中全学校に
周知。優れた学校の教育的活動を情報共有し、奨励することが出来た。
評価
B
今後の課題・方向性 優れた学校の教育的活動を市内の小中学校や市民へ情報発信するために、
または奨励するために、この表彰を継続、絆教育を推進する。
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【児童生徒への様々な顕彰】
①豊かな心を育てる活動
事業概要
《対象：幼児〜市内小中学生 開始時期：昭和２３年度 予算：３６５千円》
（目的、目標）
子どもの豊かな心をはぐくむために、子どもの善行をたたえる。
（内容）
子どもや子ども会の善行を表彰する。
実績等
小さな親切実践者表彰：認定者９４４名
優良子ども会表彰：表彰団体３団体
善行児童・生徒表彰：人名救助（３名）、善行（３７名）
点検
小さな親切実践者表彰、優良子ども会表彰、善行児童・生徒表彰、いずれも
被表彰者・団体は増加。子どもたちにとっては大きな励みとなっている。
評価
Ｂ
今後の課題・方向性 今後とも子どもたちの善行をたたえる機会を設けるために継続していく。
②岡文化賞
事業概要
《対象：市内中学校及び市内中学生 開始時期：昭和５４年度 予算：９００千円》
（目的、目標）
文化部各分野の活動の振興を図るとともに、人材育成を図る。
（内容）
中学校における文化活動に優れた文化部、生徒を表彰する。
実績等
第31回岡文化賞授与式 （Ｈ２２．１２．１８） 金沢市文化ホール
受賞者 団体部門３校、個人部門７人、特別部門賞２校
点検
本賞は、賞の設立の際、資金提供いただいた方の意志やこれまでの歴史もあり、
中学生や中学校にとっても栄えある賞であり、文化部活動の励みとなっている。
評価
Ａ
今後の課題・方向性 選考方法のあり方について検討が必要。文化部各分野における活動の振興を図
るとともに、人材育成を図るために今後も継続する。
③宮村英語奨励賞
事業概要
《対象：市内中学校３年生 開始時期：昭和６０年度 予算：４８５千円》
（目的、目標）
中学生の英語学習・英語活動を推奨し、世界に通ずる子どもの育成を図る。
（内容）
第１次選考（筆記試験及びヒアリング試験）と第２次選考（選考委員による面接試
験）を実施し、受賞者を決定、表彰する。
実績等
受賞者２１人、授与式H２２．１０．１６ 金沢市文化ホール
点検
本賞は、賞の設立の際、資金提供いただいた方の意志やこれまでの歴史もあり、
中学生にとって栄えある賞であり、英語学習、英語活動の励みとなっている。
評価
A
今後の課題・方向性 選考方法について検討しながら、英語分野における活動の振興を図るとともに、
人材育成を図るために今後も継続する。
④高峰賞
事業概要
（目的、目標）
（内容）

《対象：市内中学校３年生 開始時期：昭和２６年度 予算：１，０００千円》
団体を支援することで高峰博士の顕彰と中学生の理科学教育の向上を図る。
理科学研究に優れた中学生を表彰する高峰譲吉博士顕彰会に対する補助金を
交付する。
実績等
受賞者 １２人、授与式 Ｈ２２．１２．１１ 金沢市文化ホール
点検
本賞は、賞の設立の際、資金提供いただいた方の意志やこれまでの歴史もあり、
中学生にとって栄えある賞であり、理科学活動の励みになっている。
評価
Ａ
今後の課題・方向性 理科学分野や活動の振興を図るとともに、人材育成を図るためにも今後とも継続
する。
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平成２２年度 金沢市教育委員会主要事務概要
目標

元気なまち・金沢をつくる

基本方針 Ⅲ−２ 個性を活かした学校教育の推進
基本施策 「学校教育金沢モデル」の推進
【第２次「学校教育金沢モデル」の構築】
①第２次「学校教育金沢モデル」構築戦略会議の開催
事業概要
《対象：小中学校 開始時期：平成２１年度 予算：１，３００千円》
（目的、目標）
第２次学校教育金沢モデルの構築
（内容）
第２次学校教育金沢モデルとしてこれからの金沢にふさわしい教育のあり方を
検討するための有識者から成る戦略会議を開催。
実績等
Ｈ２１年度〜Ｈ２２年度 計３回会議を開催
「金沢の学校教育のあり方について」の提言を教育委員会へ提出し、教職員を
対象に第２次学校教育金沢モデルのパンフレットを作成、配布。
点検
学校教育金沢モデルを構築するための方策が会議によって生み出され、
今後のモデルを推進していく事業の基盤とする。
評価
Ａ
今後の課題・方向性 Ｈ２２年度で完了。
【金沢「絆」教育の推進】
①心と心をつなぐ絆体験事業
事業概要
《対象：中学１年生 開始時期：新平成２２年度 予算：１，０００千円》
（目的、目標）
絆づくりの推進と不登校・問題行動の未然防止を図る。
（内容）
宿泊体験等を実施し、体験活動を通じて生徒同士の絆や教員・地域の
方との心の絆を育てる。
実績等
中学校８校で実施（予算１０校）
点検
実施校については、確実に該当学年の不登校が減少し、また職員間の学年
組織も機能するため、その後の学校生活においても円滑な状況が見られる。
評価
Ｂ
今後の課題・方向性 講演内容や地域人材を活用した体験活動を充実することで応募学校の増加を
図る。

②心と命を育む体験活動
事業概要
《対象：学校・家庭・地域 開始時期：新平成２２年度 予算：２，０００千円》
（目的、目標）
「絆」を深める教育活動のきっかけづくりとし、「絆」教育活動の推進を図る。
（内容）
金沢｢絆」教育の推進の一環として、｢心と命を育む体験活動」を実施する。また、
日々の教育活動全般を通して、｢絆」を深めていく。
実績等
全市一斉活動として、全市児童生徒あいさつの日（５月31日）、全市児童生徒ボラ
ンティアの日（７月28日）、全市児童生「絆」活動の日（１月28日）を実施
金沢「絆」シンポジウム、中学生フォーラムの開催
点検

全市一斉活動、金沢「絆」シンポジウムや中学生フォーラム等をきっかけとして、
日々の教育活動全般を通して、豊かな心と金沢に誇りをもつ子どもの育成に
取り組んでいる。
評価
Ａ
今後の課題・方向性 金沢「絆」教育を一層充実し、今後も継続して実施する。
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【金沢ユネスコスクールの推進】
①金沢ユネスコスクールの推進
事業概要
《対象：小中学校 開始時期：平成２１年度 予算：２，９００千円》
（目的、目標）
市立小中学校のユネスコスクールへの加盟を促進し、持続発展教育の推進を
図る。
（内容）
国際理解、環境教育等を通して、児童生徒の持続発展可能な社会について
理解を深め、地域や国内外に発信する。ユネスコスクール登録校を拡大する
とともに金沢の取り組みを全国に発信するフォーラムを開催する。
実績等
加盟校 Ｈ２１年度 小１０校、中１校 Ｈ２２年度 小１０校、中１校、小中併設校
２校 計２６校（予算上は２４校）
ユネスコスクール交流会議を３回開催。
８月２６日 ユネスコスクールフォーラムin KANAZAWAを開催。
点検
金沢「絆」教育と持続発展教育の関連に留意し、イベント的事業とならないよう
中長期的な間隔で事業を執行する。
評価
Ａ
今後の課題・方向性 加盟校の拡大を進めるとともに、加盟校同士のネットワークを推進し、
更なる持続発展教育の向上を進めていく。
【２学期制を活かしたきめ細やかな指導評価】
①「学習到達度連絡表」等の作成
事業概要
《対象：保護者・小中学生 開始時期：平成１６年度 予算：３，０００千円》
（目的、目標）
確かな学力の定着のために児童生徒の学習状況をきめ細やかに伝え、学校・家
庭間で共有化を図る。
（内容）
各学校で学習到達度連絡表を作成し、保護者や児童生徒に学習の様子や
成果、進歩の状況を伝える。
実績等
市立小中学校８４校（芳斎分校を含む）、３６，４７６人
点検
各学校で学習到達度連絡表等を作成し、保護者や児童生徒に学習の様子や
成果、進歩の状況を適切に伝えることで、きめ細やかな指導・連絡を図った。
評価
Ａ
今後の課題・方向性 各児童生徒の学習状況に応じたきめ細やかな指導・連絡を図るために、今後とも
継続する。
②サマースクールの実施
事業概要
《対象：小中学生 開始時期：平成１０年度 予算：３，２８０千円》
（目的、目標）
確かな学力の定着のために、夏休み期間中の教育活動の充実を図る。
（内容）
各学校で補充・発展学習や体験活動等を実施する。
実績等
開催校 市立小中学校８４校（芳斎分校を含む）
小学校（発展補充教室、水泳教室等）平均１７日実施
中学校（補充教室、質問教室等）平均１５日実施
点検
長期休業期間の活用を創意工夫しながら教育活動の充実を図っており、
子どもたちの学習意欲の喚起・確かな学力の育成に寄与している。
評価
Ａ
今後の課題・方向性 各学校が夏期休業中という時間的なゆとりを活かし、それぞれの実情に応じた
活動の実施には有効であり、今後とも継続する。
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③スクールフォーラム２１の開催
事業概要
《対象：教職員、地域住民、保護者 開始時期：平成１１年度 予算：１，６２０千円》
（目的、目標）
学校・家庭・地域が一体となって、より良い学校づくりや子どもの健全育成を
図る。
（内容）
教職員と保護者、地域住民がともに学校づくりに取り組むための話し合いを
すべての小中学校で実施。
実績等
開催校 市立小中学校８４校（芳斎分校を含む）
点検
すべての学校で実施し、学校・家庭・地域が一体となって、より良い学校づくりや
子どもの健全育成を進めている。
評価
Ａ
今後の課題・方向性 開催時期や方法等、地域の実情に応じて工夫しながら、今後も継続していく。
④スクールモニター制の実施
事業概要
《対象：教職員、地域住民 開始時期：平成７年度 予算：８００千円》
（目的、目標）
地域の協力を得て子どもの健全育成に取り組む。
（内容）
学校外の子どもの様子等を学校に報告する地域ボランティアを配置する。
実績等
市立小中学校８０校（小中併設校は１校と算出）で実施
１，９１６人
点検
地域の協力を得て子どもの健全育成に取り組むことができたほか、地域に
開かれた学校づくりにもつながっている。
評価
Ａ
今後の課題・方向性 学校、家庭、地域が連携し学校づくりを進めるため、今後とも継続する。
⑤全市一斉「学校公開週間」の実施
事業概要
《対象：小中学校、市立工業高等学校、地域住民 開始時期：平成１３年度
予算：０千円》
（目的、目標）
保護者や地域住民の学校に対する関心を高め、開かれた学校づくりを進める。
（内容）
保護者や地域住民が気軽に学校や子どもたちの様子を参観する場を提供する。
実績等
市立小中学校８４校（芳斎分校を含む）、市立工業高等学校で実施
５月３１日〜６月４日（５日間）１５，１１３名
点検
保護者や地域住民の学校に対する関心が高まってきており、
開かれた学校づくりが進んでいる。
評価
Ａ
今後の課題・方向性 各学校の実情に応じて開催時期や周知方法を工夫する等、参加者増のための
検討を行いながら、今後も継続して実施する。
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【学習指導基準金沢スタンダードの実践】
①学力調査の実施
事業概要
《対象：小・中学校 開始時期：平成１４年度 予算：８，１００千円》
（目的、目標）
学習指導要領で求められている資質や能力の定着状況の把握。
（内容）
全国学力・学習状況調査を全校で実施するほか、
中学校３年生を対象に市独自の統一テストを実施。
実績等
・全国学力・学習状況調査 ４月２０日実施
小学校６年生（国語・算数）、中学校３年生（国語・数学）
・中学校統一テスト １１月１１日・１月１２日の２回、中学校３年生（５教科）
点検
学習内容の定着状況を検証・確認することで、今後の指導に生かしている。
評価
Ａ
今後の課題・方向性 学校での指導改善や市教委での施策立案に生かすために必要であり、
文部科学省による全国学力・学習状況調査の実施方針を踏まえながら、
今後とも継続して実施する。
②算数科副読本改訂版の配付
事業概要
《対象：小学３〜６年生 開始時期：平成１５年度 予算：２，９００千円》
（目的、目標）
学習指導基準金沢スタンダードを実践し、算数科の学力向上を図る。
（内容）
新学習指導要領の全面実施及び教科書採択を踏まえ、算数副読本を改訂し、
小学３年〜６年生に配付する。
実績等
算数副読本を小学校３年〜６年生に配付したほか、指導資料を教職員用ネット
ワーク上に掲載した。
点検

小３用4,300部、小４用4,400部、小５用4,500部、小６用4,500部
全国学力・学習状況調査において本市児童の状況は全国に対し、良好であり副
読本を使った学習の効果が上がってきている。

評価
Ａ
今後の課題・方向性 平成２１，２２年度に新学習指導要領、全国学力・学習状況調査への対応や小中
学校の連携を意識した内容に改訂を行い、学力の向上及び金沢スタンダードの
充実に取り組んでおり、今度も継続して実施する。
③小学校社会教材の配付
事業概要
《対象：市内小学３、４年生 開始時期：平成１３年度 予算：４，８７２千円》
（目的、目標）
学習指導基準金沢スタンダードの実践、身近な地域についての学習を行う。
（内容）
地域学習に必要な社会科副読本を市内小学校３年生に配付。
実績等
「のびゆく金沢」２２年度版 4,700部、「華やか金沢」 5,600部配布
点検
社会科副読本を使った地域学習により、子供たちに身近な地域のことが伝わって
いる。
評価
Ａ
今後の課題・方向性 今後とも金沢スタンダードの充実に向けて継続する。
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④金沢スタンダード・ベーシックカリキュラムの策定
事業概要
《対象：小学校 開始時期： 新平成２２年度 予算：１，１００千円》
（目的、目標）
小学校が、学習指導基準金沢スタンダードを盛り込んだ特色のある教育課程の
編成、実施を進める。
（内容）
学習指導基準金沢スタンダード及び新学習指導要領を踏まえ、各教科の教育課
程の骨子（ベーシックカリキュラム）の小学校版を策定し、各学校に配付する。
金沢スタンダード・ベーシックカリキュラム（小学校版）を策定し、全小学校に配付
実績等
した。
点検

金沢スタンダード・ベーシックカリキュラムに各学校の実情を踏まえた内容を加え
ることで、創意工夫を生かした特色のある教育課程の編成、実施を進めることがで
きた。

評価
Ａ
今後の課題・方向性 平成２３年度は、金沢スタンダード・ベーシックカリキュラムの中学校版を策定す
る。
【新学習指導要領に対応した教育実践】
①言語活動・理数教育推進校の指定
事業概要
《対象：小中学校 開始時期： 新平成２２年度 予算：１，８００千円》
（目的、目標）
言語活動・理数教育に関する実践事例の蓄積と普及
（内容）
新学習指導要領で重視されている言語活動や理数教育に関し、推進校において
複数教科での実践研究（２年間）を行い、成果を市全体に普及する。
実績等
〔言語活動〕 ５校（小学校４、中学校１）
〔理数教育〕 ３校（小学校２、中学校１）
（予算６校）
点検
推進校による協議会を開催し、進捗状況を確認しているほか、各学校からも
ホームページ等を活用して成果の発信を行っている。
評価
Ａ
今後の課題・方向性 ２年間の実践研究を行い、その成果をすべての小中学校で活用するものであり、
継続して実施する。
【「国語力」の向上】
①語彙力金沢検定
事業概要
（目的、目標）
（内容）
実績等
点検

《対象：小学５年生、中学２年生 開始時期：平成１８年度 予算：２９５千円》
児童生徒の学力向上や学習意欲の喚起を図り、国語力の向上を図る。
児童生徒の語彙力を測定・評価する市独自の検定試験を実施する。
市立小学校全５年生及び中学校全２年生で語彙力金沢検定を実施した。
１級認定通過率 小学校５年生 66% (H21：47%) 中学校２年生 50% (H21：20%)
語彙力金沢検定を行うことで、検定の結果を踏まえた国語力向上の取組が各学
校で積極的に実施されており、児童生徒の学力向上や学習意欲の喚起を図って
いる。

評価
Ａ
今後の課題・方向性 平成２２年度 完了
過去問題を市ＨＰに掲載し、各学校で活用し国語力向上を図ることで事業を完了
とする。
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②創作文コンクール
事業概要
（目的、目標）
（内容）
実績等

《対象：小中学生 開始時期：平成１８年度 予算：７６５千円》
創作する楽しさを味わわせ、表現力の向上を図る。
児童・生徒から作文・詩等を募集し、優秀作品を表彰する。
応募者数 1,103人 (H21 1,214人)
部門−小学校（低・中・高学年）は作文・詩の６部門
中学校は作文・詩・短歌・俳句の４部門
点検
児童生徒の創作意欲を高め、表現力向上に寄与している。
評価
Ａ
今後の課題・方向性 作品を募集する対象学年や部門について工夫を重ねながら、今後も継続して
実施する。

【小中一貫英語教育の充実】
①小中一貫英語教育
事業概要
《対象：小中学校 開始時期：平成１６年度 予算：１１，３８０千円》
（目的、目標）
ふるさと金沢について英語で発信できる力を身につけさせる。
（内容）
小中学校９年間を見通した小中一貫英語教育カリキュラムを策定。
小学３〜６年生の教育課程に「英語科」を開設、インストラクターを配置し、
担任とティームティーチングを実施。３〜５年生は市で作成した副読本を、
６年生は中１用教科書を主たる教材として使用。
中学校では年間１４０時間の中で、教科書と市独自副読本を活用。
小学校では児童英検、中学校では英語能力判定テストを実施し、
成果を把握・検証している。この他、教員の海外派遣研修を実施。
実績等
児童英検金沢市平均正答率
82.5% (H17 78.4%)過去最高
英検３級以上レベルと判定された生徒の割合 39.7% (H16 22.5%)
点検
児童英検や英語能力判定テストの結果は例年高い水準で推移しており、
世界都市金沢を担う人材育成のためにも必要な事業である。
評価
Ａ
今後の課題・方向性 新学習指導要領の全面実施に向けて、カリキュラム等を見直した上で、
継続して実施する。
【金沢型小中一貫教育の研究】
①小中一貫教育モデル事業の実施
事業概要
《対象：モデル中学校区 開始時期： 新平成２２年度 予算：３，０００千円》
（目的、目標）
小中学校間で目指す子供の姿を共有し、教育課程・学習規律・生徒指導等、
様々な観点から小中学校９年間を見通した一貫性のある教育を実践する。
（内容）
モデル中学校区において、３年計画で小中一貫教育のための教育課程づくりや
組織づくり、授業づくり、人間関係づくりに取り組む。
実績等
校区のタイプが異なる３つのモデル校区で実践研究に取り組んだ。
〔施設一体型〕芝原中学校区、〔校区一体型〕緑中学校区、
〔校区分離型〕泉中学校区
点検
３年間の実践研究のための組織づくりや、小中学校間での目指す子供像の共有
など、一定の成果が得られている。
評価
Ａ
今後の課題・方向性 ３年計画で実践研究を行うこととしており、今後の小中一貫教育のあり方を検討
するため、継続して実施していく。有識者の意見や全国の事例等も反映させ
ながら、内容の充実を図っていく。
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【それぞれの子どもに応じた授業の充実】
①へき地・複式学級に対する交流学習の実施
事業概要
《対象：小学校 開始時期：平成１５年度 予算：３３０千円》
（目的、目標）
へき地校や複式学級の児童に、集団での学びの機会を提供する。
（内容）
教科交流学習や交流行事の実施のため、バスを借上。
実績等
複式学級を有する小学校７校を対象に年間６回（予算８回）の交流活動を実施。
（社会科見学・スポーツ交流等）
点検
へき地校や複式学級の児童に、社会性・協調性や競争心を育むための
機会を意図的に創出する必要がある。
評価
Ｂ
今後の課題・方向性 交流学習の内容は随時見直しながら、今後も継続して実施する。
②へき地複式教育研究会の実施
事業概要
《対象：小中学校 開始時期：− 予算：0千円》
（目的、目標）
へき地校や複式教育における教育のあり方を研究し、より効果的な指導を図る。
（内容）
へき地校や複式学級を担当する小中学校の教職員が研修会を開催。
少人数の良さを生かした学びや、へき地校・複式学級の課題解決にむけて
実践報告等を通して理解を深め、指導の改善に生かす。
実績等
研修会を年間４回実施
各学校の実践事例をまとめた研究紀要を作成、配布
点検
へき地校や複式学級での教育課題を整理し、その改善を図るとともに、
特色を生かした教育を進めるために有効な研究を行っている。
評価
Ａ
今後の課題・方向性 へき地校や複式学級における教育について研究し実践に生かすことは重要であ
り、今後も継続して実施する。
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目標

元気なまち・金沢をつくる

基本方針 Ⅲ−２ 個性を活かした学校教育の推進
基本施策 特色ある教育の推進
【学校の自主性・自律性の向上】
①学校総合訪問
事業概要
《対象：小中学校 開始時期：− 予算：0千円》
（目的、目標）
学校の教育水準の維持向上を図る。
（内容）
授業の様子や児童生徒の状況を確認とともに、教育課程の状況等学校教育全般
にわたり指導助言し、同時に教職員と意見交換を通じて学校の課題解決を図る。
実績等
市立小中学校２７校に訪問。
点検
地方分権や校長の裁量権拡大など、主体的自立的に学校運営や充実した教育
実践を行うことができる学校づくりを進めていくためには必要である。
評価
Ａ
今後の課題・方向性 市全体の学校教育の質を高めていく上でも、訪問回数や訪問内容等を
見直して、継続的に取り組む。
②実践研修拠点校について
事業概要
《対象：小中学校 開始時期：平成２０年度 予算：４，８５０千円》
（目的、目標）
学校マネジメント能力の向上を図る。
（内容）
学校教育金沢モデルを充実するため、実践的な研修拠点としての体制づくりを
行うとともに、学校マネジメント能力の向上を図る。
実績等
中学校 ２校、小学校３校で実施
点検
主体的自律的な学校運営や充実した教育を実践できる学校づくりができた。
評価
Ａ
今後の課題・方向性 H22年度で完了
【中学校学校選択制の実施】
①中学校学校選択制
事業概要
《対象：市内に住所がある中学校新１年生
開始時期：平成１８年度中学校新１年生から 予算：１，１３７千円》
（目的、目標）
児童及び保護者の意思による学校選択（通学区域の弾力化）
（内容）
小学校６年生の１１月に保護者・児童の希望中学校を確認し、通学区域外
の中学校を希望する場合、その学校の受け入れ枠（概ね学校あたり４０人程度）
以内であれば全員、受け入れ枠を超える場合は抽選により中学校を決定
するもの。
実績等
通学区域外中学校選択者数
平成２２年度（平成２３年４月入学者）…３，９２４名中３２６名（８．３０％）
平成２１年度（平成２２年４月入学者）…３，８４８名中２９７名（７．７１％）
点検
通学区域外中学校選択者は対前年比０．５９％増
希望者数が増加しており、制度として定着している。
評価
Ａ
今後の課題・方向性 児童・生徒や保護者の多様な希望に応え、子どもの可能性を伸ばし、本市
学校教育の充実・発展のため今後も継続する。
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【学校図書館の充実】
①学校図書館環境整備事業
事業概要
《対象：小中学校、学校図書ボランティア 開始時期：平成１３年度
予算：３４１千円》
（目的、目標）
小中学校における学校図書ボランティア活動の理解と定着を推進し、
地域人材を活かした学校図書館運営を行う。
（内容）
学校図書ボランティアと連携し、児童・生徒への読み聞かせ等読書活動の推進、
学校図書館環境整備を図る。
実績等
学校図書ボランティア研修会開催 １回（２日間）
学校図書館ボランティア活動校及び活動者数
小学校 ５８校１分校 ９９４人
中学校 １８校 １８４人
点検
研修会参加者からボランティアの資質向上に役立つと評価を得ている。多数の
ボランティアの協力により、魅力的な図書館作りが進められている。
評価
Ａ
今後の課題・方向性 今後とも学校図書ボランティアと協力し、学校図書館の整備を進める必要がある。
②本の先生派遣事業
事業概要
《対象：小中学校 開始時期：新平成２２年度 予算：８，９６２千円》
（目的、目標）
図書館の専門知識を持った職員を派遣し、学校図書館の運営を支援する。
（内容）
本の先生８人が全小中学校を巡回し、学校図書館の蔵書整備、教職員への支
援、児童生徒への読書推進活動を行う。
実績等
１校あたり月に２回全小中学校を巡回し、蔵書の整備を実施し、選書や学校図書
システム活用の助言を行った。
点検
学校図書ボランティアや市立図書館との連携により、魅力ある学校図書館づくり
を進めるために、必要な事業である。
評価
Ａ
今後の課題・方向性 児童生徒の読書活動を推進し、学校図書館をさらなる活用を図るため、巡回の頻
度を増す必要がある。
③小中学校図書館図書の更新
事業概要
《対象：小中学校 開始時期：新平成２２年度（第７次計画） 予算：７０，５００千円》
（目的、目標）
学校図書館が適正な蔵書構成、蔵書冊数となることを目指す。
（内容）
各校が年度予算範囲内において、適正な蔵書構成・冊数になるように児童生徒
用図書を購入する。各校司書教諭・図書担当者が中心となり購入図書を選書。
実績等
第７次学校図書整備計画に基づき、図書の増冊、古い図書の更新を行った。
小学校蔵書冊数 479,871冊 中学校蔵書冊数 252,830冊
文科省図書標準冊数充足率 小学校 89.8% (H21 86.5%) [H22目標値：91.0%]
中学校 85.5% (H21 82.2%) [H22目標値：86.4%]
点検
計画に基づき、学校図書館の蔵書冊数を増加させているが、再生不能の図書も
多く、年度の目標値に届かなかった。
評価
Ｂ
今後の課題・方向性 文科省図書標準冊数に達しておらず、平成２２〜２５年度の第７次学校図書整
備計画に基づき、蔵書を増やす必要がある。
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【体験キャリア教育の推進】
①体験キャリア教育
事業概要
《対象：中学校２年生 開始時期：平成１２年度 予算：１，３１０千円》
（目的、目標）
正しい職業観・人生観を身につけ、進路について主体的に考える生徒の育成。
（内容）
中学２年生を対象とした３日間の職場体験活動を実施。
実績等
すべての中学校の２年生が参加。
各学校ごとに、６月〜１１月に実施。
点検
事後のアンケートからも、中学生が自分の進路や職業を考える上で貴重な機会
となっており、学習意欲を喚起する上でも有効な事業である。
評価
Ａ
今後の課題・方向性 各事業所での中学生の受入について、地域の企業等との協力体制を強化する
ほか、事前・事後の学習も含めて生徒に職業観を持たせていく必要がある。
【文化教育の振興】
①中学校文化連盟への支援
事業概要
《対象：市内中学校 開始時期： 予算：２，１００千円》
（目的、目標）
中学生の文化教育の振興と文化部活動の発展を図る団体を支援する。
（内容）
各文化部の活動・交流を支援するため、当該連盟が行う各中学校文化活動の
運営事業に対し交付金を交付する。
実績等
部活動運営・指導の支援。「部活動の日」の各部の講習会・鑑賞会の開催
各部のコンクール、発表会の開催。H22年度交付金 2,100千円
点検
学校間の部活動交流や発表会等によって、文化部活動の活性化にも
つながっており、必要な事業である。
評価
Ａ
今後の課題・方向性 生徒及び指導者がお互いに刺激し合い、活動を充実できるよう、文化部活動
の活性化を図る観点からも今後とも継続する。
②中学校文化活動魅力創出事業
事業概要
《対象：市内中学校 開始時期：H１４年度 予算：４，３８０千円》
（目的、目標）
中学生の文化教育の振興と文化部活動の発展を図る。
（内容）
文化部活動外部指導者の派遣及び中学校文化連盟へ委託して部活動の成果発
表の場の提供。
実績等
部活動外部指導者指導 １２校 延１５人 146時間
中学生文化創造夢空間2010の開催 １１月１４日 文化ホール
点検
部活動の充実や意欲の向上において有効であり、成果発表の場を設けることで、
生徒が目標を持って活動を行うことにつながっている。
評価
A
今後の課題・方向性 連携した文化活動推進を行ったことにより、生徒の活動意欲が上がったこと
から今後も継続する。
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③小中学校連合音楽会の開催
事業概要
《対象：小中学校 開始時期：昭和７年 予算：１，４５０千円》
（目的、目標）
舞台での音楽発表の経験を通し、児童生徒の豊かな情操を育む。
（内容）
授業を中心とした学校での音楽の取組の発表の場として、各学校合同での
音楽会を開催。
実績等
小学校 60校 12/7,8 金沢歌劇座
中学校 13校 12/6 金沢歌劇座
点検
大きな舞台での発表を体験できる機会として、各学校ではこの会を目標に
教育実践を進めており、貴重な機会として定着している。
評価
Ａ
今後の課題・方向性 大きな舞台での発表を体験できる貴重な機会となっており、今後も継続する。
発表するだけでなく、鑑賞しあったり、講評を取り入れるなど、以後の指導に
生かす工夫・改善が求められる。
④小中学校合同展の開催
事業概要
《対象：市内小中学校 開始時期：平成１４年度 予算：１，４２０千円》
（目的、目標）
芸術教育に関する教育活動の成果を広く市民に発表する。
（内容）
市内の全小中学校合同による図工・美術・書写・書道・華道の作品展を開催し、
学校での取組の発表の場とする。H16年度より、金沢21世紀美術館で実施。
実績等
開催期間 H23.1.5〜1.16 入場者数 28,379人
出品点数 8,414点
点検
８，０００点を超える児童生徒の作品が出品され、入場者も非常に多く、
児童生徒の制作意欲の向上に大きく寄与している。
評価
Ａ
今後の課題・方向性 教育活動の成果を保護者や市民に伝えると同時に、児童生徒や学校にとっても
目標となる事業として定着してきており、今後も継続して実施する。
⑤小学校演劇鑑賞教室の開催
事業概要
《対象：市内小学５年生 開始時期：昭和４８年度 予算：４，５２０千円》
（目的、目標）
舞台芸術を鑑賞し、情操豊かな人間形成を目指す。
（内容）
市内小学校５年生全員を対象として、演劇鑑賞教室を開催する。
実績等
第３８回小学校演劇鑑賞教室「ルドルフとイッパイアッテナ」
公演回数６回５月１８日〜２０日 会場 文化ホール ６２校 児童数43,000人
点検
プロの演劇を間近に鑑賞することは、情操豊かな人間形成を図る上で
貴重な機会となっている。
評価
Ａ
今後の課題・方向性 情操豊かな人間形成を培うことができる有効な方法と考えており、
今後も継続する。
⑥中学校観能教室の開催
事業概要
《対象：市内中学３年生 開始時期：昭和２４年度 予算：３，０２０千円》
（目的、目標）
伝統ある郷土芸能の鑑賞を通じて、日本の古典に親しませ、郷土愛や豊かな
人間性を培うことを目的とする。
（内容）
市内中学校３年生全員を対象に、能と狂言の鑑賞教室を実施する。
実績等
第６２回 能「殺生石」 狂言「柿山伏」 ７月６日〜８日 県立能楽堂
公演回数１２回 ３１校 生徒数4,200人
点検
伝統芸能を間近に鑑賞することは、情操豊かな人間形成を図る上で
貴重な機会となっている。
評価
Ａ
今後の課題・方向性 郷土に誇りを持ち、情操豊かな人間形成を培う観点から今後も継続する。
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【情報教育の推進】
①小中学校情報化整備推進事業
事業概要
《対象：小中学校 開始時期：平成１３年度 予算：４９６，７６９千円》
（目的、目標）
高度情報化社会に対応できる人材の育成
（内容）
文科省が指導するコンピュータ使用環境の整備（リースによる整備）
実績等
市立小学校１０校分の更新。
小中学校に５，８４９台を整備
点検
順次機器の更新を行いながら新基準にあった配置をすることと、セキュリティの
強化が必要不可欠である
評価
Ａ
今後の課題・方向性 国の整備方針の動向も見据えながら、市の整備計画に基づき配置し、
セキュリティの体制の強化も図っていく。
②視聴覚･情報教育推進
事業概要
《対象：学校、幼保育所、公民館等 開始時期：平成１５年７月
予算：５８，３７８千円》
（目的、目標）
教育プラザ富樫を拠点として、学習用教材（和楽器を含む）の貸出業務、
情報教育教材、機材及び通信環境の整備を通じ、教職員の情報モラルの向上、
授業･保育等の充実を図る。
（内容）
・市内小中学校等のインターネット通信網（edねっと金沢）の整備、
保守、監視等
・情報教育担当者会の開催、情報教育研修環境の整備
・コンピューター研修室・教育情報支援室の運営、研修用貸出機材の整備、
学習用教材の整備・保管・貸出･搬送
・デジタル画像、動画等教材の制作
実績等
和楽器貸出実績 569個
教材貸出実績 435本
機材貸出実績 1,605台
教育情報支援室利用者数 1,299人
点検
情報教育用機材や健全育成、情操教育に関するソフト等について多数の利用が
あった。
コンピューター研修室のパソコンが老朽化し、研修受講者のニーズに必ずしも
応えられていない。
評価
Ｂ
今後の課題・方向性 教職員への情報モラル教育について、一層の充実が求められる。
コンピューター研修室のパソコン機器更新等により研修内容を充実し、教職員の
更なる情報モラル向上をはかる。
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目標

元気なまち・金沢をつくる

基本方針 Ⅲ−２ 個性を活かした学校教育の推進
基本施策 多様な教育の推進
①心の教育の推進
事業概要
（目的、目標）
（内容）

実績等

点検

《対象：小中学校 開始時期：平成１４年度 予算：２０，５００千円》
学校教育に関する児童生徒や保護者の不安・悩み等を軽減する。
・スクールカウンセラーの配置 いじめや不登校などの児童生徒問題行動や人間
関係の悩みに対応し、学校における相談業務を行う。
・心と学びの支援員の配置 保健室などの別室に登校する児童生徒の相談や
学習の支援を行う。
・心の絆サポーターの派遣 問題行動や不登校等で、各学校だけでは解決が
困難な複雑な事案等について、関係機関との連携を含めた対応を行う。
スクールカウンセラー配置 ４校（小学校４）
心と学びの支援員配置 ２６校（小学校５、中学校２１）
心の絆サポーター ２名配置、２５校に派遣（小学校５、中学校２０校）
いじめや不登校に限らず、児童生徒の様々な悩みや問題行動にきめ細かく対応
していくためには、様々な支援人材の活用が必要となっている。
Ａ

評価
今後の課題・方向性 個々の問題が複雑化してきていることもあり、必要性の高い事業である。スクール
カウンセラーや支援員の活用等、児童生徒や保護者・学校等のニーズを踏まえな
がら今後も継続していく。
②人権・同和教育推進
事業概要
（目的、目標）
（内容）

《対象：教職員 開始時期：− 予算：６００千円》
教職員の人権意識高揚と人権啓発の推進。
学校教育全般を通じて人権・同和教育の取組及び人権・同和教育担当者が
中心となった校内での教職員研修を実施する。
人権・同和担当の指導主事を配置し、教職員の人権意識高揚と人権啓発の
推進のための研修を実施する。金沢市同和教育研究協議会に対し支援を行う。
実績等
人権・同和教育についての研修会を実施。（プラザ富樫除く）
予算については、金沢市同和教育研究協議会に対する補助金
点検
小中学校において人権教育を進めていくことは必要不可欠であり、
そのため教職員に対する研修等を積極的に行っていくことが必要である。
評価
A
今後の課題・方向性 今後とも学校教育全般を通じて人権・同和教育を推進していくため、
教職員研修、学校訪問等での指導助言等は継続していく。
③飼育動物の愛護
事業概要
《対象：小学校 開始時期：平成１３年度 予算：１，２００千円》
（目的、目標）
学校における動物飼育の安全確保と命の大切さを学ぶ
（内容）
動物を飼育している小学校において、飼育に関し、訪問、相談、診察、治療
等のサポートを行い、動物の大切にする児童の育成を図る。
実績等
学校への訪問・指導年２〜４回程度
点検
動物の飼育を通じて命の大切さを教えることは、飼育活動が安全に実施されるた
めには有効であり、専門家の支援が必要である。
評価
Ａ
今後の課題・方向性 多くの学校で動物の飼育が行われており、今後とも継続が必要。
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【特別支援教育の充実】
①支援人材の配置による校内支援体制の充実
事業概要
《対象：小中学校 開始時期：平成１７年度 予算：３０，４５０千円》
（目的、目標）
特別な支援を要する児童生徒が安心して学校生活を送ることができるよう支援。
（内容）
特別支援教育コーディネーターを中心とした各学校の校内支援体制を構築す
るとともに、補助員・サポーターを配置し、特別支援教育の充実を図る。
金沢市就学指導委員会を開催し、専門的な立場から就学についての指導・助言
を行う。
・補助員 通常学級において教育的・介助的な支援をする。
・サポーター 校外活動や行事等で一時的に支援をする。
実績等
特別支援指導補助員 ５５校６４人 時間数延べ３１，９０３時間
特別支援学級指導補助員 ７人、特別支援教育サポーターの配置
就学指導委員会審議件数 １９５件
点検
特別な支援を要する児童生徒は、年々増加する傾向にあり、個々に応じた教育
を進めるために重層的・多面的な支援を行っていく必要がある。
評価
Ａ
今後の課題・方向性 今後も、支援の充実、効果的・効率的な活用を図りながら継続する。
支援を要する児童生徒は年々増加していることから、支援人材の配置基準を
見直し、適正な配置を図る必要がある。
②特別支援学級・通級指導教室の設置、施設整備
事業概要
《対象：小中学校 開始時期：平成１４年度 予算：１６，５４９千円》
（目的、目標）
児童生徒の発達や特性に応じた教育を行うための環境整備を行う。
（内容）
新規に特別支援学級・通級指導教室を設置し、運営していく上で、必要な施設、
器具の整備等を行う。
実績等
特別支援学級小学校１２校１２クラス、中学校７校７クラスが新規に設置され、
必要な施設、器具の整備等を行った。
特別支援学級の状況（平成２２年５月１日現在）
知的障害特別支援学級 小学校53校114人 中学校14校38人
情緒障害特別支援学級 小学校49校99人 中学校20校39人
肢体不自由特別支援学級 小学校20校24人 中学校3校4人
病弱・身体虚弱特別支援学級 小学校2校7人 中学校1校3人
ことばの教室 小学校5校148人 中学校1校7人
きこえの教室 小学校2校14人 中学校1校2人
LD・ADHD教室 小学校3校46人 中学校1校15人
点検
年々増加する傾向にある特別な支援を要する児童生徒に対し、個々応じた指導
を進めるために、特別支援学級の整備を行うなど環境整備の一層の充実が必要
である。
評価
A
今後の課題・方向性 新特別支援学校学習指導要領では、障害の重度・重複化、多様化への対応のた
め、一人一人に応じた指導の一層充実を求めており、今度も、効果的・効率的に
必要な施設、器具の整備等を継続して行っていく。
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【不登校・問題行動への対応】
①児童生徒健全育成対策事業
事業概要
《対象：小中学校 開始時期：平成１３年度 予算：２，１００千円》
（目的、目標）
健全な児童生徒育成のための取組がより効果的に行われるよう、
各学校内での活動や研究のほか、学校間での情報共有や連携を進める。
（内容）
各校区でのパトロール活動、小中高校教職員間での意見交換、事例研究発表、
児童生徒の指導資料の発行などを各学校の生徒指導担当教員等により組織され
た「小・中学校生徒指導推進協議会」に委託して実施。
実績等
点検

各小中学校において生徒指導に関する研究等を行ったほか、市全体での
研修会や担当者連絡会を開催し、生徒指導の充実を図った。
小・中学校生徒指導推進協議会、教育委員会、教育プラザ富樫及びその他の関
係機関が連携し、健全な児童生徒育成に向けた様々な取組を行っている。

評価
Ａ
今後の課題・方向性 児童生徒を取り巻く環境は日々変化しており、継続的な生徒指導や情報共有が
必要であることから、今後も学校間の連携を図りながら継続する。
②適応指導教室事業「そだち」
事業概要
《対象：市内不登校小中学生 開始時期：平成２年 予算：１８，２０４千円》
（目的、目標）
不登校児童生徒の社会的自立と学校復帰
（内容）
「富樫」「此花」の２教室において，市内に在住する不登校児童生徒を対象に，
学習支援や対人関係を築く支援を行う。
実績等
平成22年度適応指導教室登録人数
43人
平成22年度適応指導教室通室延べ人数
1,955人
点検
「富樫」「此花」の２教室において，不登校の児童生徒への支援を行うことができ
た。
評価
Ｂ
今後の課題・方向性 個別の支援計画を充実し、児童生徒の社会的自立と登校復帰に向けて
支援できるよう運営していく。
③家庭訪問相談事業
事業概要
《対象：市内不登校小中学生 開始時期：− 予算：２，８３５千円》
（目的、目標）
児童生徒の自立支援や学校への復帰
（内容）
不登校の児童生徒のいる家庭に家庭訪問相談員が訪問し，継続的にかかわる
ことで，児童生徒の自立や学校復帰を支援する。
実績等
平成22年度相談回数 12回
点検
家庭訪問相談員が家庭に訪問し，不登校児童生徒へ支援することができた。
評価
Ｂ
今後の課題・方向性 不登校児童生徒への支援は今後も継続して行っていくが、より柔軟により多くの
支援ができるよう家庭訪問相談から来所相談へと移行する。
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④心の教育の推進＜再掲＞
事業概要
《対象：小中学校 開始時期：平成１４年度 予算：２０，５００千円》
（目的、目標）
学校教育に関する児童生徒や保護者の不安・悩み等を軽減する。
（内容）
・スクールカウンセラーの配置 いじめや不登校などの児童生徒問題行動や人間
関係の悩みに対応し、学校における相談業務を行う。
・心と学びの支援員の配置 保健室などの別室に登校する児童生徒の相談や
学習の支援を行う。
・心の絆サポーターの派遣 問題行動や不登校等で、各学校だけでは解決が
困難な複雑な事案等について、関係機関との連携を含めた対応を行う。
実績等
スクールカウンセラー配置 ４校（小学校４）
心と学びの支援員配置 ２６校（小学校５、中学校２１）
心の絆サポーター ２名配置、２５校に派遣（小学校５、中学校２０校）
点検
いじめや不登校に限らず、児童生徒の様々な悩みや問題行動にきめ細かく対応
していくためには、様々な支援人材の活用が必要となっている。
評価
Ａ
今後の課題・方向性 質・量ともに必要性の高い事業であり、スクールカウンセラーや支援員の活用等、
児童生徒や保護者・学校等のニーズを踏まえながら今後も継続していく。
【外国人児童生徒への学習支援】
①外国人児童生徒への学習支援
事業概要
《対象：市内及び周辺の小中学校に在籍している外国人
開始時期：平成１８年度 予算：１２０千円 》
（目的、目標）
支援を必要とする外国人児童生徒が円滑に学校生活を送れるようにする。
（内容）
・学校における日本語による学習が可能な日本語能力を身につけるための学習
・日常会話の基礎、日本の文化や生活習慣の理解を図るための学習
・教科用語を含む日本語学習
・日本語指導民間協力員の派遣
実績等
野町小（１４名）、泉中（１０名）で日本語教室を開設。
通級困難な児童生徒に対し、日本語民間協力員を派遣。
H22年度協力員1名 計1回派遣 対象児童1名
点検
児童生徒の学びを保証し、円滑に学校生活が送れるよう支援している。
評価
A
今後の課題・方向性 日本の生活や学習に適応するために支援する場が必要なため、今後とも継続す
る。
【健康教育の推進】
①第２次健康教育推進プラン実践事業
事業概要
《対象：小中学校 開始時期：平成２１年度 予算：６９０千円》
（目的、目標）
行政・学校・家庭（地域）が連携し児童生徒の健康増進を図る。
（内容）
金沢市健康推進プラン（第２次）に掲げる７つの健康課題について、
行政・学校・家庭（地域）の連携のもと、実践的な研究を行う。
実績等
小学校３校、中学校４校にプランの健康課題について研究を行う。
点検
学校、家庭、地域が一体となって健康づくりを進めることができたほか、
研究発表等を通して他の小中学校にも成果を還元している。
評価
Ａ
今後の課題・方向性 平成２２年度で終了となるが、事業内容を見直し、形を変えて実践事業を行う。
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②学校保健推進団体への助成
事業概要
《対象：学校保健推進団体 開始時期：− 予算：１，１００千円》
（目的、目標）
児童生徒の健康増進に寄与する。
（内容）
金沢市学校保健会に対し、交付金を交付し、児童生徒の健康安全に関する指導
の研究調査及び各種事業を行い、研究大会において考察・発表を行う。
実績等
学校保健会の運営事業に交付金を交付。よい歯のコンクール、子どもの健康
フォーラム、学校保健研究大会の開催。年２回の会報を発行。
点検
児童生徒の健康安全に関する指導の研究調査及び各種事業を行い、研究大会
において考察・発表を行うなど、児童生徒の健康増進に寄与した。
評価
Ａ
今後の課題・方向性 児童生徒の健康増進に寄与した経緯からも今後とも継続する。
③学校保健センター事業
事業概要
《対象：小中学生 開始時期：昭和５７年度 予算：１１，７９４千円》
（目的、目標）
学校保健のセンターとして児童生徒の健康増進を図る。
（内容）
児童生徒の各種疾病や情緒障害等による体と心の障害について早期発見に
より適切な指導を行う。
実績等
心臓二次検診４５７人、健康相談１３８人、専門医派遣事業１５回
心臓二次検診事業、健康相談事業、歯科巡回指導などの事業を
総合健康センターに委託して実施。
点検
検診・健康相談及び講演会等委託事業の内容に関し、真に必要な事項につい
て、より重点的に行うことにより、学校保健センターの有効利用を促進している。
評価
Ａ
今後の課題・方向性 さらに事業内容の充実・重点化を図り、継続して実施する。
④学校医等保健研究委託
事業概要
《対象：小中学生 開始時期：昭和５４年度 予算：２，３００千円》
（目的、目標）
研究分析を通して児童生徒の健康増進に寄与する。
（内容）
学校保健事業の課題や今後の方向性について研究考察を行う。
実績等
金沢市医師会は各種検診結果の分析・考察を実施。金沢市学校薬剤師会は、
薬の正しい使い方、冬季教室内空気検査に関する研修会を開催。
点検
検診データの分析や健康に関する研究及び学校における環境衛生に関する
検査は健康教育、体力の向上に必要であり、欠かすことができない。
評価
Ａ
今後の課題・方向性 これらの研究考察は健康教育、体力の向上に必要であり、今後も継続する。
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目標

元気なまち・金沢をつくる

基本方針 Ⅲ−２ 個性を活かした学校教育の推進
基本施策 地域に開かれた学校づくり
【開かれた学校づくりの推進】
①学校評議員の設置
事業概要
《対象：小中学校、市立工業高校 開始時期：平成１３年４月 予算：４，３８０千円》
（目的、目標）
地域に開かれた学校づくりに寄与する。
（内容）
学校長の求めに応じて学校運営への助言を行う学校評議員を、教育に理解や
見識のある保護者や地域住民等に委嘱する。
実績等
学校評議員２６９名を全小中学校、市立工業高校に配置
各学校で平均５回程度来校してもらい、学校の教育活動や地域との連携の
進め方等について意見を聴取した。
点検
家庭や地域と連携したボランティア活動の活発化や、学校外での安全指導の
強化等、学校評議員の意見をもとにした取り組みを行った。
評価
Ａ
今後の課題・方向性 家庭や地域の意見を把握・反映し、地域に開かれた学校づくりを支援していく
ために今後も継続していく。
②地域に開かれた学校づくりの推進
事業内容
市民からの信頼に応え、家庭や地域と一体となって、金沢の子どもたちの健やか
な成長を促すために「地域で育て、地域を育てる学校づくり」のための環境づくり
を積極的に推移し、地域に開かれた学校づくりを推進する。
（１）スクールフォーラム２１の開催＜再掲＞
事業概要
《対象：教職員、地域住民、保護者 開始時期：平成１１年度 予算：１，６２０千円》
（目的、目標）
学校・家庭・地域が一体となって、より良い学校づくりや子どもの健全育成を図る。
（内容）
教職員と保護者、地域住民がともに学校づくりに取り組むための話し合いを
すべての小中学校で実施。
実績等
開催校 市立小中学校８４校（芳斎分校を含む）
点検
すべての学校で実施し、学校・家庭・地域が一体となって、より良い学校づくりや
子どもの健全育成を進めている。
評価
Ａ
今後の課題・方向性 開催時期や方法等、地域の実情に応じて工夫しながら、今後も継続していく。
（２）スクールモニター制の実施＜再掲＞
事業概要
《対象：教職員、地域住民 開始時期：平成７年度 予算：８００千円》
（目的、目標）
地域の協力を得て子どもの健全育成に取り組む。
（内容）
学校外の子どもの様子等を学校に報告する地域ボランティアを配置する。
実績等
市立小中学校８０校（小中併設校は１校と算出）で実施
１，９１６人
点検
地域の協力を得て子どもの健全育成に取り組むことができたほか、地域に
開かれた学校づくりにもつながっている。
評価
Ａ
今後の課題・方向性 学校、家庭、地域が連携し学校づくりを進めるため、今後とも継続する。
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（３）全市一斉「学校公開週間」の実施＜再掲＞
事業概要
《対象：小中学校、市立工業高等学校、地域住民 開始時期：平成１３年度
予算：−千円》
（目的、目標）
保護者や地域住民の学校に対する関心を高め、開かれた学校づくりを進める。
（内容）
保護者や地域住民が気軽に学校や子どもたちの様子を参観する場を提供する。
実績等
市立小中学校８４校（芳斎分校を含む）、市立工業高等学校で実施
５月３１日〜６月４日（５日間）１５，１１３名
点検
保護者や地域住民の学校に対する関心が高まってきており、
開かれた学校づくりが進んでいる。
評価
Ａ
今後の課題・方向性 各学校の実情に応じて開催時期や周知方法を工夫する等、参加者増のための
検討を行いながら、今後も継続して実施する。
③スクールサポーターの活用
事業概要
《対象：小中学校 開始時期：平成１３年度 予算：５，５１０千円》
（目的、目標）
地域人材や学生等を活用し、児童生徒に多様な学びを提供し、理解を深める。
（内容）
広く多様な人材を活用し、教員と共に授業を行うことで、児童生徒の興味関心を
高めるとともに、学習内容の定着を図る。
実績等
ゲストティーチャー（英語含む） ７９校 延べ６３５人 ２，１３８H
ユースサポーター
２２校 延べ１５８人
６５２H
点検
地域を題材にした学習や、伝統・文化等を扱う授業等においては、地域人材の
有効活用は必要不可欠なものとなっている。
評価
Ａ
今後の課題・方向性 学習内容の充実や児童生徒の学習意欲向上につながることから、学校からの
要望も多く、今後も継続して実施していく。
謝礼金の単価については、他の支援人材と比較し見直しを図る。
④特別非常勤講師制度の活用
事業概要
《対象：専科教員不在の学校 開始時期：平成１３年４月 予算：６８０千円》
（目的、目標）
各分野に秀でた人材を活用し、学校教育の充実を図る。
（内容）
地域の人材や教員ＯＢを特別非常勤講師として配置する。
実績等
特別非常勤講師活用校 小学校６校 延べ８人 ２２０Ｈ
専科教員がいない小規模校に、専門的な知識や技術を持った人材を配置した。
点検
優れた知識や技術を持った講師が指導を行うことにより、児童の意欲や技能を
高めることができた。
評価
Ａ
今後の課題・方向性 専科教員の不在を補完するために学校からの要望も多く、今後も継続して
実施していく。
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【学校施設の開放】
①学校施設開放事業
事業概要
（目的、目標）
（内容）

《対象：市民 開始時期：平成１５年４月 予算：１０，４２４千円》
子どもの健全育成を推進し、地域住民の健全なグループ活動を育成する。
学校施設を学校教育に支障がない限りにおいて市民の利用に供する。
平日夜間・休日の校舎・体育館などの学校施設を開放する。
実績等
開放校数：７８校 ナイター：１２校
開放日数：２２，７０１日
点検
夜間照明施設を利用する運動場に関しては、生涯学習課が管理運営。
開放に係る電気錠修繕や施設修繕（夜間照明取替含む)費用が多くかかる。
評価
Ｂ
今後の課題・方向性 学校・地域と連携し、未開放校であった１校をＨ２３年度から開放する。今後も、
開放に向けて学校・地域に働きかけ、施設の活用を推進。

【外部評価の実施】
①外部評価の実施
事業概要
（目的、目標）
（内容）

実績等

点検

《対象：小中学校 開始時期：平成１８年度 予算：８００千円》
児童生徒、保護者及び地域住民等からの外部評価を受けることを通じて
学校経営の改善を図る。
・各学校が児童生徒の学習状況、教員の授業、教育課程の実施状況等の自己
点検・自己評価を行った上で、児童生徒、保護者及び地域住民等からの外部
評価を受ける。
・校長会議や研修会等を通じて、学校評価の趣旨や方法等の周知を図る。
・学校訪問を通じて、各学校の取組充実に向けた指導助言を行う。
それぞれの学校は、教育活動や学校運営全般にわたる自己点検・自己評価を
行った上で、さらに授業の内容や理解、地域への学校の説明などについて、
児童生徒や保護者、地域住民等からアンケート等を通じて意見を募った。
法令上努力義務である学校関係者評価についても今年度から実施しており、開
かれた学校づくりを進める上でも、学校評価の重要性は増している。

評価
Ａ
今後の課題・方向性 学校に対する評価方法の確立と、適切な学校運営に繋がっていく評価について
今後も検討しながら継続する。
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目標

元気なまち・金沢をつくる

基本方針 Ⅲ−２ 個性を活かした学校教育の推進
基本施策 教員の資質向上
【研修プログラムの充実】
①教職員研修事業
事業概要
《対象：小中高教職員 開始時期：− 予算：９，０３３千円》
（目的、目標）
教職員の資質・能力の向上を図り、金沢市の教育の充実を図る。
（内容）
・経年研修、職能研修、専門研修、特別研修といった体系的な研修計画の
策定と効果的な研修の実施。
･初任者研修実施協議会の開催（年１回）
実績等
研修受講者数 ７，３９６人 (１１２講座）
経年研修の強化として2年目研修、4年目研修、7年目研修を充実。
初任者研修において、初任者を支援するため学校へ出向いてのカウンセリング
を年２回実施。
特別支援教育の課題をふまえ、特別支援教育補助員研修を実施。
学校現場のOJT体制の支援のため各校へ講師を派遣。
市立工業高校教員を雇用・能力開発機構へ派遣する「産業教育」を実施。
点検
今日的な教育課題に即応するための各種研修を実施し、より一層の指導力向上
に資することができた。また、実技・実践研修をはじめ参加型研修を多く取り入れ
研修効果を高めることができた。
評価
Ｂ
今後の課題・方向性 今後も講座の精選や内容の質的吟味をしつつ実践的な研修を進め、教職員の
資質・能力向上をはかる。
匠塾の開催により先輩教職員から知識や技術を学び取る場を提供していく。
②幼保小連携推進事業
事業概要
《対象：市内幼稚園、市内保育所、小学校教諭 開始時期：− 予算：５２０千円》
（目的、目標）
幼稚園・保育所（園）と小学校の連携を進める中で、幼児教育と学校教育に
つながりを持たせ、滑らかな接続を図る。
（内容）
・幼保小の連携を実践・推進するため、幼稚園・保育所および小学校へ
研究委託する。 （幼稚園・保育所と小学校との連携のあり方を実践研究）
・子どもの発達の理解を深め、小学校の学びへのつながりを意識した合同研修
の開催。
実績等
連携を目的とする幼稚園・保育所（園）と小学校で編成された実践グループ
２団体による研究成果実践報告会開催。
各種研修会、講演会実施。
点検
子どもの発達と学びの連続性をふまえ、幼児教育と学校教育について相互
理解を深め、それぞれのカリキュラムの特色を活かしつつ、各事業を通して
連携することができた。
評価
Ｂ
今後の課題・方向性 幼保小の連携が強化されるよう研修内容等の質的吟味をおこなう。
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目標

元気なまち・金沢をつくる

基本方針 Ⅲ−２ 個性を活かした学校教育の推進
基本施策 学校環境の整備・充実
【学校施設の耐震化】
①学校施設の耐震化
事業概要
（目的、目標）
（内容）

《対象：小中学校施設 開始時期：平成８年度 予算：１，３１５，７５５千円》
小中学校施設の耐震化を完了させる。
地震防災緊急事業５カ年計画に基づき、昭和５６年以前に建築された学校施設
について耐震補強工事を実施する。
実績等
小学校施設：新竪町、花園、富樫、三和、緑小学校の体育館の耐震補強工事。
中学校施設：浅野川、高岡、鳴和、野田、西南部、紫錦台、金石中学校の校舎
の耐震補強工事。
点検
施設の耐震化が図られた。
耐震化率 ６７．４％（Ｈ２２．４．１） → ７１．４％（Ｈ２３．４．１）
評価
Ａ
今後の課題・方向性 金沢市学校施設整備計画検討会の報告を基本に、国の財源を出来るだけ活用
しながら、早期の耐震化の完了を図る。

【小中学校施設の整備】
①小中学校施設改築事業
事業概要
《対象：小中学校施設 開始時期：平成２１年度 予算：１，４０８，７００千円》
（目的、目標）
老朽化した学校施設を改築する。
（内容）
金沢市学校施設整備計画検討会の報告を基本に、昭和３９年以前に建築された
施設を順次改築する。
実績等
小立野小学校の改築工事に着手。
戸板小学校改築工事実施設計及び用地取得。
点検
施設の耐震化や教育環境の改善が図られた。
評価
Ａ
今後の課題・方向性 学校施設の状況を見極めながら、地域の合意や諸条件が整い次第、国の財源を
活用し、早期に老朽化した学校施設を改築する。
②小中学校施設増築事業
事業概要
《対象：小中学校施設 開始時期：平成２１年度 予算：１８８，０００千円》
（目的、目標）
必要な教室数を確保する。
（内容）
児童数増加に伴う教室不足を解消するため校舎を増築する。
実績等
大徳小学校校舎増築工事（６教室）
点検
教育施設の環境改善が図られた。
評価
Ａ
今後の課題・方向性 児童数の増加や、学級上限の引き下げの動向を見極めながら、必要に応じて適
切に対応していく。
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③小中学校空調整備事業
事業概要
《対象：小中学校施設 開始時期：平成１４年度 予算：１２６，４００千円》
（目的、目標）
平成２４年度を目処に小中学校施設の空調の整備を完了させる。
（内容）
小中学校の保健室、校長室、職員室に空調を整備する。
実績等
小学校：十一屋、新神田、伏見台、犀川、南小立野、押野、米丸小学校の７校に
空調を整備。
中学校：額、芝原、内川中学校の３校に空調を整備。
点検
教育施設の環境改善が図られた。
評価
Ａ
今後の課題・方向性 平成２３年度整備完了を目指す。
【安全管理の推進】
①学校における児童・生徒の安全確保のための安全管理対策の充実
事業概要
《対象：小中学生 開始時期：平成１３年９月 予算：１５，５４０千円》
（目的、目標）
登下校時、学校内、学校行事においての児童生徒の安全確保を確保する。
（内容）
学校行事日の受付業務、オートロック・テレビドアホンの設置、学校合同行事の
警備、子ども見守りボランティアへの活動支援等
実績等
オートロック・テレビドアホンの設置・・・小学校３校、中学校４校
６４校（Ｈ２２．４．１）→７１校（Ｈ２３．４．１）
子ども見守りボランティアへの支援・・・（６，３８９人ボランティア保険に加入）
点検
オートロック・テレビドアホンの設置、施設の改善を行うことができた。
子ども見守りボランティアへの活動支援を行い、児童生徒の安全確保に努めた。
評価
Ａ
今後の課題・方向性 引き続き、児童生徒の安全確保のため、実施事業について、警備等のソフトと
施設改良等のハード双方の視点から継続して行う。
【給食施設の整備】
①共同調理場整備事業
事業概要
《対象：共同調理場施設 開始時期：平成８年度 予算：４４，４５０千円》
（目的、目標）
老朽化した施設の延命化や施設の衛生管理の水準を高めるために、
調理場の新設も含めた施設の統廃合及び既存施設の改修を行う。
（内容）
共同調理場の整備を行う。
実績等
今後概ね１０〜１５年間程度の学校給食調理場の再整備計画を策定した。
点検
学校給食施設の整備を通じて教育環境の改善が見込まれる。
評価
Ａ
今後の課題・方向性 今後再整備景気悪の詳細検討を進めていき、個々の施設の具体的な整備計画
を策定していく。
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【私立学校、幼稚園への支援】
①私立幼稚園運営補助
事業概要
《対象：私立幼稚園 開始時期：昭和３２年度 予算：運営費１１１，０００千円、
心身１，１７６千円、夢ステ５，４５０千円、預かり６，３００千円》
（目的、目標）
私立幼稚園教育の振興及び経営の安定、健全性の促進
（内容）
・私立幼稚園等運営費補助：私立幼稚園への運営費補助
・私立幼稚園心身障害児幼稚園運営費補助：心身障害児が１人在園
している私立幼稚園への運営費補助
・金沢子育て夢ステーション事業費：私立幼稚園が開催する子育て
支援事業に必要な経費補助
・私立幼稚園預かり保育推進事業費補助：私立幼稚園での休業日
及び平日の預かり保育に必要な経費補助
補助金交付園数
実績等
・私立幼稚園等運営費補助 ３７園
・私立幼稚園心身障害児幼稚園運営費補助 ３園
・金沢子育て夢ステーション事業費 ２７園
・私立幼稚園預かり保育推進事業費補助 ２５園
点検
幼児教育の振興及び学校経営の安定化が図られた。
評価
Ａ
今後の課題・方向性 私立幼稚園の教育内容の充実のため、今後も継続する。
②私立幼稚園施設整備補助
事業概要
《対象：私立幼稚園 開始時期：平成11年度
予算：施設整備２，４００千円、子育て０千円、耐震０千円》
（目的、目標）
幼稚園児の教育環境の充実
（内容）
・私立幼稚園施設整備事業費補助：施設整備費の一部を補助
・私立幼稚園子育て支援施設整備費補助：
子育て支援施設整備費の一部を補助
・私立幼稚園施設耐震診断費等補助：
施設の耐震診断・耐震設計費の一部を補助
実績等
補助金交付園数
・私立幼稚園施設整備事業費補助 ３園
・私立幼稚園子育て支援施設整備費補助 ０園
・私立幼稚園施設耐震診断費等補助 ０園
点検
幼稚園施設の充実が図られた。
評価
Ａ
今後の課題・方向性 私立幼稚園の教育内容の充実のため、今後も継続する。
③私立学校運営補助
事業概要
《対象：私立小中高等学校 開始時期：小中学校 昭和３２年度、
高等学校 昭和５６年度 予算：小学校３，４００千円、
中学校６，８００千円、高等学校１１，０３０千円》
（目的、目標）
私立学校教育の振興及び経営の安定、健全性の促進
（内容）
・私立小中高等学校運営に必要な経費の補助
実績等
・私立小学校 １校、私立中学校 ２校、私立高等学校 ６校
点検
学校運営の安定化、市民のニーズに応える学校づくりと教育条件の
維持向上が図られた。
評価
Ａ
今後の課題・方向性 少子化や教職員の給与制度見直しなどの環境変化を踏まえ、
補助水準の適正化を図る必要がある。
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目標

元気なまち・金沢をつくる

基本方針 Ⅲ−２ 個性を活かした学校教育の推進
基本施策 市立工業高等学校の整備・充実
【学校の活性化と授業力向上】
①授業力評価委員による学校訪問
事業概要
《対象：市立工業高等学校教員 開始時期：平成１８年４月 予算：５２０千円》
（目的、目標）
市立工業高等学校の活性化と教員の授業力の向上を図る
（内容）
各分野の大学教授等を委員に委嘱し、学校運営や授業改善について
評価や助言を受ける。
実績等
年度末の全体会も含め、８名の委員により、延べ２０回の来校があった。
委員からの意見により、教員同士が課題を共有する取り組みを行うとともに、
早めに日程を連絡するよう改善した。
点検
金沢市と大学等との連携協定に含まれる、「魅力ある授業づくりプロジェクト」を
推進する上において、各委員による学校訪問がベースとなっている
評価
Ｂ
今後の課題・方向性 訪問のタイミングの調整など年間を通じたスケジュールで計画し、
PDCAサイクルを構築することと、評価委員の増員。
②市立工業高等学校教育改革推進委員会の開催
事業概要
《対象：市立工業高等学校 開始時期：平成２０年４月 予算：２４０千円》
（目的、目標）
「工業教育金沢モデル」の各事業の進捗に関する検証や今後の事業の方向性を
確認する。
（内容）
ものづくり教育に関することなどを検討
実績等
２回（１２月および１月）に開催
点検
「工業教育金沢モデル」の各事業に一定の目処がつくまで、
委員会の開催が必要である。
評価
Ｂ
今後の課題・方向性 デュアルシステムの実施、学科改編など、工業教育金沢モデルの
進捗や今後の方向性について引き続き検討していく。
③教育研修センターへの派遣等 教育研修
事業概要
《対象：市立工業高等学校教員 開始時期：− 予算：約１，４００千円》
（目的、目標）
教員の資質向上を図る
（内容）
専門教育機関等が実施する教育研修へ参加
実績等
教員９名が各教科の教育研究会などに参加
１１〜１２月には大阪市立都島工業高等学校へ長期派遣研修を実施
点検
限られた予算の中で活用されている。
評価
Ｂ
今後の課題・方向性 高校に対応した内容、工業に特化した内容、先進的取り組みの事例など、
教育プラザ富樫の開講講座に網羅されない内容について個別対応し、
自主的な学会等への派遣を促進する必要がある。
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【ものづくり教育の充実】
①工業人養成企業実習の試行実施
事業概要
《対象：市立工業高等学校就職希望の２年生
開始時期：平成２１年度 予算：２１０千円》
（目的、目標）
職業人としての厳しさ・心構え等や、工業人としての基礎的な技術の習得を図る。
（内容）
２週間の企業実習に参加する。
実績等
夏季休業中の８月１７日から２７日の２週間の期間、参加生徒１０人が受入企業で
ある８社において企業実習を行った。
点検
参加生徒並びに受入企業にアンケートを実施した結果、生徒・企業とも有意義な
実習であったとの感想が得られた。
評価
Ｂ
今後の課題・方向性 平成２３年度からの本格実施に向け、参加生徒や受入企業の増加を図るため
検討協議会での議論を踏まえ、より実効性の高いものにして行く。
②民間技術者を活用した多様な授業の実施
事業概要
《対象：市立工業高等学校生徒 開始時期：平成１６年度
予算：１９，６９３千円》
（目的、目標）
民間技術者を教諭や講師に任用し、実社会の経験を活かした授業・実習を行う。
（内容）
１年を通し、建築科・土木科に教諭を各１名任用、また機械科に高度な技術を
持った熟練技能者を講師として２名招聘する。
実績等
建築科・土木科は教諭として任用、機械科は溶接実習及び旋盤実習に
講師として各１名を民間より招聘した。
点検
ものづくりコンテストの成績の向上や資格取得数の増加につながった。
評価
Ａ
今後の課題・方向性 今後も高度な技術を持つ民間技術者を招聘し、ものづくり教育の充実を図る。
③職人大学校との連携や金沢工業大学・金沢美大との交流を実施
事業概要
《対象：市立工業高等学校生徒
開始時期：連携、平成１６年度 交流、平成２１年度 予算：２，４５０千円》
（目的、目標）
匠の技やデザイン・アイデアを学び、ものづくりの感性を磨く。
（内容）
①職人大学校と連携し、匠の技を継承する職人から優れた木造建築を学ぶ。
②金沢工大、③金沢美大との交流によりロボット技術やデザインを学ぶ。
実績等
①建築科生徒が３名の講師より、工業基礎・課題研究等の講義を受けた。
②機械科生徒が金沢工大生よりロボット製作の指導を受けた。
③希望した生徒が、金沢美大准教授よりステンドグラスデザインの指導を受けた。
点検
ものづくりコンテストの成績の向上につながった。
新校舎スカイウォークにカッティングシートでステンドグラスの作成につながった。
評価
Ａ
今後の課題・方向性 今後も職人大学校との連携や大学との交流を実施し、高度な技術の習得と
ものづくりの感性に磨きをかける。
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④「ものづくり高校発信講座」の開催
事業概要
《対象：県内の中学生 開始時期：平成２１年度 予算：３５０千円》
（目的、目標）
中学生にものづくり教育への関心を高めてもらう。
（内容）
近隣中学校２年生の生徒に対し、学校紹介や課題研究の成果などを発表し
ものづくり教育への関心を持ってもらう「出前講座」を開催する。
実績等
２月に緑中学校、港中学校、大徳中学校の３校で出前講座を開催した。
点検
講座終了後、中学生にアンケートを実施した結果、約８割の生徒から
本校への関心が高まったと回答があった。
評価
Ａ
今後の課題・方向性 今後は本校で開催している課題研究発表と、出前講座を一体化した発表会を
開催し、市立工業高校の魅力をより一層発信して行く。
【２１世紀にふさわしい学校づくりのための施設整備】
①改築工事
事業概要
《対象：市立工業高等学校施設 開始時期：平成１２年度
予算：１，９７７，０９３千円》
（目的、目標）
２１世紀における新しいものづくりと人材育成に対応可能な教育環境の整備
（内容）
市立工業高等学校の改築
実績等
第３期工事の完了
第４期工事の着手
点検
施設の耐震化及び教育環境の改善が図られた。
評価
Ａ
今後の課題・方向性 平成２４年度末の事業完了を目指す。
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平成２２年度 金沢市教育委員会主要事務概要
目標

元気なまち・金沢をつくる

基本方針 Ⅲ−４ 生涯にわたる学習環境の支援
基本施策 生涯学習機会の充実
【生涯学習の推進】
①市民大学講座の開催
事業概要
《対象：一般 開始時期：昭和５２年度 予算：４，７７０千円》
（目的、目標）
各界で活躍中の著名人・学識者の生き方・考え方を通し、市民が夢や志を実現
することの可能性への指針を見出し、また、市民の生涯学習の意識を育む。
（内容）
今日的課題について、各界の著名人を招き、市民講座を開催し、学習の場を提
供する。
実績等
講演会６回実施。受講者数延べ３，９６６名。
講座開始前に前売りチケットが完売。
点検
２０年度から開始したインターネット等による予約販売を引き続き行い、また、
手話通訳を取り入れる等、受講生拡大を目指した。受講者数は前年度の
約２０％増となった。
評価
Ａ
今後の課題・方向性 今後も多くの市民への多様な学習機会を提供し、受講者数の拡大を図るため、
アンケートの実施に基づく講師選定や、内容の見直しと充実化に努める。
②女性教育の推進
事業概要
《対象：地区公民館振興協力会（１学級２０名以上）、校下婦人会連絡協議会
開始時期：昭和３２年（女性学級）、昭和２８年（校下婦人会連絡協議会への補
助）、平成５年（女性ふれあいトーク） 予算：２，７００千円（女性学級）、４，０１０
千円（校下婦人会連絡協議会への補助）、１５０千円（女性ふれあいトーク）》
（目的、目標）
女性の学習機会の充実と社会参加の促進、地域教育力の向上を図る。
（内容）
女性が計画的・継続的に学びあう学習の場を提供し、学級の運営を支援する。
実績等
女性学級の開催：学級数５５、学級生数延べ３，１１１人
校下婦人会連絡協議会への助成：補助金４，０１０千円
女性ふれあいトークの開催：３ブロック（湖南、中央、城東地区）
点検
女性が学び合うことのできる学習機会を提供することで、社会参加の促進と
地域教育力の向上につながった。
評価
B
今後の課題・方向性 女性学級：地域の実情に沿った自由な学級運営ができるよう見直しを図っていく。
校下婦人会連絡協議会への補助：地域社会活動の一端を担う金沢市校下婦人
会連絡協議会への補助を通して、豊かな地域づくりと女性の地位向上を目指す。
女性ふれあいトーク：女性が市政やまちづくりについて、市長と直接語り合う機会
であったが、事業効果を達成したとして、平成２２年度で事業が終了した。
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③家庭教育の推進
事業概要

PTA活動振興：《対象：PTA活動従事者（各学校のＰＴＡ役員）等
開始時期：昭和２２年 予算：２，１１０千円》
家庭教育学級：《対象：小中学校育友会、PTA、保育所の保護者会等
開始時期：平成１０年 予算：６，６９０千円》
かなざわ親塾《対象：保育（幼稚）園児から中学生までの子どもをもつ保護者等
開始時期：平成２１年４月 予算：２，９９０千円》
（目的、目標）
PTA活動振興：青少年の健全育成及び会員の資質向上をめざし、家庭の
教育の向上や、家庭・学校・地域の連携を推進し、子どもの生き抜く力と
ゆとりを育むPTA活動の振興を図る。
家庭教育学級：家庭教育学級の開設を委託し、家庭教育の啓発及び地域の
教育力向上を目指す。
かなざわ親塾：心と命を大切にする豊かな人間性をもった子どもたちを育てるため
親自身が気づき、学び、成長するための学習機会を提供する。
（内容）
PTA活動振興：市から補助金を交付することにより円滑な事業実施を推進する。
また、県内外の先進ＰＴＡとの研修交流活動の参加促進や、様々な教育上の課題
に対して家庭・学校・PTA相互の連携を図る。
家庭教育学級：小中学校等の保護者会へ家庭教育学級の開設運営を委託し、
子どもを育む行動計画を基にした家庭教育学級活動を推進する。
かなざわ親塾：小中学校入学前の保護者向け入学前セミナーのほか、
父親の子育て支援講座、家庭教育出前講座を開催する。
実績等
PTA活動振興：金沢市PTA協議会へ２，０４０千円交付。
金沢市PTA・育友会役員研修会参加者計２７６名。ブロック研修会参加者計４８９
名。第５４回金沢市PTA研究大会参加者１，０２５名。
家庭教育学級：学級数１１３、学級生数延べ２４，７１３人
かなざわ親塾：入学前セミナー、情報モラル出前講座、父親の子育て支援、
企業・地域への家庭教育出前講座。計７８回実施
点検
PTA活動振興：PTA活動の振興を継続して推進したい。また、各種研修・大会の
参加者増を図りたい。
家庭教育学級：家庭の教育力向上や家庭・学校・地域の連携につながった。
かなざわ親塾：親子の絆づくりのきっかけになったと好評であった。
評価
B
今後の課題・方向性 PTA活動振興：教育委員会事業の周知や意見交換、ＰＴＡのブロック研修活動
への支援等を重視していきたい。
家庭教育学級：家庭教育学級担当者研修会の内容をより充実させ、各学級の
学習内容を充実させる。
かなざわ親塾：活動報告をパンフレットに掲載し、PRを図る。
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【公民館の整備・学習内容の充実】
①中央公民館の運営
事業概要
《対象：中央公民館長町館、彦三館 開始時期：昭和２３年８月 予算：４１，２６９
千円》
（目的、目標）
生涯学習のための拠点施設として、知識・教養を高めるための事業や学習の場
を提供し、自主的な学習活動を支援する。
（内容）
①自主事業（生涯学習講座・高砂大学校、大学院）の運営、②生涯学習活動を行
う団体への貸館、③自主グループ（自主事業受講修了者(合唱団等)）の活動支援
実績等
①−１生涯学習講座：５回講義で１講座とし２回（春・秋）実施 延べ ４３４人受講
①−２高砂大学校−月・水・金クラス 各３３回、入学者４１９人、修了者３９２人
①−３高砂大学院−歴史民俗・花樹園芸・文学美術・悠々健康の４科 各２６回
入学者４２４人、修了者３９７人
②館利用者数−長町館：６３，８６９人 彦三館：１６７，６８７人 計２３１，５５６人
③中央公民館合唱団、コーラス円、高砂大学校同窓会の活動補助
点検
①−１生涯学習講座は市民のニーズと合致し、好評であった。
①−２、３高砂大学校・大学院については、アンケート調査結果から、豊富な講
義内容・仲間づくりができる等の理由から受講者の９割以上が「満足」と答え、好
評であり、他都市類似事業と比較しても充実している。
②前年度に比べ、利用人数が増加。
③他の生涯学習団体の範となる活発な活動を展開している。
評価
Ｂ
今後の課題・方向性 ①−１生涯学習講座：長年、市民ニーズに対応した講座を実施してきたが、
民間でも類似の講座を実施していることから、２３年度から廃止とした。
①−２、３高砂大学校・大学院：学習機会が限られる高齢者を対象とした体系的
な講座は有意義であり、生きがいづくりにも寄与していることからカリキュラムに
工夫を加えながら事業を継続する。
②市民の生涯学習活動推進のため、引き続き貸館が必要である。
③合唱団：市内の合唱団をリードし、音楽文化向上のため、活動補助が必要であ
る。
高砂大学校同窓会：高砂大学校、大学院を修了後の生涯学習の場として、また
高齢者の生きがいづくりの場として運営補助が必要である。
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②公民館フェアの開催
事業概要
（目的、目標）

《対象：市民 開始時期：平成６年２月 予算：２，９８２千円》
生涯学習の拠点である市内の全公民館が、年に1回一堂に会し成果を発表し、
公民館相互の協調連帯を図るとともに、新たな学習機会の創造に資する。
（内容）
①創作作品展（地区公民館全館及び中央公民館2館の自主グループ）
②ｺｰﾗｽﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ（地区公民館で活動する出演希望の合唱団体及び中央公民館
の自主ｸﾞﾙｰﾌﾟ）
③芸能ﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ（地区公民館７ブロック×２団体及び中央公民館で選抜された
自主ｸﾞﾙｰﾌﾟ）
上記①〜③に併せて金沢市公民館大会も開催
実績等
平成２３年２月１９日(土)、２０日(日)開催。入場者数７，１７０人。公民館大会は第
４８回目。
①地区公民館 ６０館、中央公民館２館の自主グループ １４団体、
内灘町・高岡市（都市間文化交流） 合計 ２，０２８点 出品
②２２団体、５９３人出演（高岡市を含む）
③１８団体、２９８人出演（内灘町を含む）
【入場者数】①３，３３０人②１，２１０人③１，２２０人 ○大会１，４１０人
合計７，１７０人
※上記の他、下記の内容実施
・金沢市公民館連合会創立６０周年記念大会−記念講演あり
・都市間文化交流-内灘町、高岡市の参加
点検
入場者も増え、中央公民館および地区公民館で活動している合唱・伝承芸能・
文化サークル等の発表により公民館相互の連帯感が深まり、意義があった。
評価
Ｂ
今後の課題・方向性 今後も、各公民館相互の協調と連携を深めるため、フェアの開催は必要であり、
各公民館が企画段階から参加する等、内容をさらに充実させていくことも
重要である。また、新たな学習機会の創造に資するため公民館関係以外の
入場者数の増加も大切であり、一層の広報に努める。
③公民館職員の研修、活動支援講座の開催
事業概要
《対象：公民館職員・役職員 開始時期：昭和２４年度 予算：１９０千円》
（目的、目標）
公民館職員・役職員の資質向上
（内容）
公民館職員を対象に、研修や教養講座を開催し、様々な市施策や時事問題等に
ついて学ぶ。また、公民館役職員を対象に、地域づくりのための企画立案や地域
リーダー育成のための講座を実施。
実績等
・地区公民館主事等研修・一般教養講座…１０回 延べ５１３名参加
・社会教育主事講習…公民館主事２名を派遣
・地区公民館役職員・指導者養成講座…２回 延べ１１８名参加
点検
公民館関連の法令のほか、市の施策や防災・おもてなしといった比較的関心の
高い内容を中心に学び、公民館職員・役職員の資質向上が図られた。
評価
Ｂ
今後の課題・方向性 公民館が多様な役割をもつようになっており、時代のニーズに合った研修テーマ
を設定することで、公民館職員としてより一層の資質向上を図る。
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④地区公民館の地域団体による管理・運営
事業概要
《対象：各地区公民館 開始時期：昭和２２年度 予算：５９６，３６０千円》
（目的、目標）
地域における生涯学習の推進及びコミュニティの活性化
（内容）
各地域主導で運営を行う「金沢方式」により、地域のニーズに即した公民館運営
を行う。
実績等
公民館３大事業（文化祭、社会体育大会、成人式）以外にも、地域独自の文化や
伝統を活かした事業を実施。
Ｈ２２年度管理・運営費：５９５，７８７千円
点検
地域の社会教育団体である各地区公民館振興協力会を指定管理者として
地域に根ざした公民館管理・運営を行い、生涯学習推進とコミュニティ活性化
の前進が見られた。
評価
Ｂ
今後の課題・方向性 「金沢方式」による公民館運営のノウハウを活かすとともに、時代の変化に対応
しながら、住民の視点に立った生涯学習・地域コミュニティの拠点として発展
することを目指す。
⑤地区公民館の改修整備
事業概要
《対象：各地区公民館 開始時期：昭和２５年度 予算：２０４，５５０千円》
（目的、目標）
社会の変化に対応できる学習体制の拡充。
（内容）
生涯学習環境の整備と機能の充実（施設備品整備・バリアフリー化・移転新築
等）。
実績等
・施設備品整備（４０件）
・バリアフリー化（ ３件）
・犀川、夕日寺、鞍月、湖南、長土塀の各公民館の移転新築等
点検
地域の意見を反映した施設等整備が実施できた。
評価
Ｂ
今後の課題・方向性 目標達成に向けて、最小限の費用で最大限の効果をあげられるように市と地域
が情報交換を行いながら、早急な整備を推進する。
【生涯学習施設の機能強化】
①生涯学習施設利用予約システム
事業概要
《対象：生涯学習施設利用者 開始時期：平成１５年４月 予算：２，４６０千円》
（目的、目標）
生涯学習施設の空室状況、予約申込等手続の簡素化を図り利便性を向上させ
る。また、抽選機能により、申込開始時の混雑を解消する。
（内容）
インターネット上の生涯学習施設利用予約システムを利用することにより、簡便・
迅速な予約申込が可能になり、より多くの利用者が見込まれている。
※平成２１年１２月から新システムへ移行
実績等
施設利用件数の計が１６，０４７件となり、昨年度より増加している。
点検
インターネット人口の増加といった社会的な背景や、空室状況を検索・予約でき
るという利便性により、今後ますます利用者が増えると思われる。
評価
B
今後の課題・方向性 今後とも安全かつ安定したシステム運営と、システム維持経費の効率化に努め
る。併せて更なる利用者数の増加を目指す。
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②生涯学習施設の管理・運営
事業概要
《対象：キゴ山青少年教育施設（少年自然の家、天体観察センター、ふれあいの
里）、長土塀交流館 開始時期：昭和５１年６月 予算：１２２，８８５千円（キゴ山３
施設計）、３，７９５千円（長土塀交流館）》
（目的、目標）
生涯学習施設の効率的かつ円滑な管理・運営による利用者増加。
（内容）
各種事業の実施及び貸館事業等による生涯学習施設の利用促進。
実績等
中央公民館利用者数：２３１，５５６人
キゴ山少年自然の家利用者数：１２，４２１人
キゴ山天体観察センター利用者数：１１，７６１人
キゴ山ふれあいの里利用者数：２９，１７１人（うちビジターハウス：１５，５４４人）
長土塀交流館利用者数：２４，２０７人
点検
概ね利用者数は増加している。
評価
Ｂ
今後の課題・方向性 各施設において今後とも適切な施設維持に努め、更なる利用者増加を目指す。
また、施設の老朽化は今後の課題と言える。
③絆の森
事業概要
《対象：小学校 開始時期：新平成２２年６月 予算：３，０００千円》
（目的、目標）
旧牧草地を森に戻すために植樹活動を行う。共同作業を通して絆を深める。
（内容）
キゴ山「絆の森」において苗木やシンボルツリーの植樹、自然環境に関する説明
実績等
参加校：９校、植樹数：７２６本
点検
多数の参加する学校があり、７２６本植樹できたが、「絆の森」には
粘土質の箇所や多数の石が転がっている箇所がある。
評価
B
今後の課題・方向性 植樹の場所や今後の管理方法、冬にむけての作業等を検討する必要がある。
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【図書館の整備・充実】
①資料整備及び普及活動
（１）玉川図書館
事業概要
《対象：一般 開始時期：昭和５年７月 予算：３５５，４７８千円》
（目的、目標）
多様な市民ニーズに応えた良質な資料を提供することにより
市民の教育と文化の発展に資する。また、図書館からの遠隔地にも配慮した
市全域にサービスを提供し、市民全体の図書館をめざす。
（内容）
・読書活動を推進する自主事業（ブックリスタート）の実施
・遠隔地への自動車文庫の巡回
・学校、団体、各種施設に資料を貸出し
・ボランティアを育成し、市民と協働した図書館づくり
実績等
資料購入冊数：玉川 10,198冊、 城北 1,966冊、 ＢＭ 1,422冊
貸出冊数
：玉川 428,737冊、 城北 142,681冊、 ＢＭ 48,872冊
貸出利用者数：玉川 124,749人、 城北 34,275人、 ＢＭ 7,726人
（玉川…玉川図書館、城北…城北分館、ＢＭ…自動車文庫）
自動車文庫巡回３７カ所、遠隔地小学校巡回４カ所
配本所・団体貸出４０カ所、読書会６回、ブックリスタート事業１２回
図書館システムを再構築し、サービスの向上を実現
点検
市民のニーズや図書館の収集方針に則した図書資料の購入に努めた。
貸出冊数、利用者数は昨年度をわずかに下回った。
自動車文庫など図書館から遠隔地へのサービスを継続した。
朗読会やナイトライブラリーなど読書の魅力を伝える事業を実施した。
図書館システムのリニューアルを計画どおり完了した。
評価
Ｂ
今後の課題・方向性 海みらい図書館開館により、貸出利用者数の減少が見込まれる。
まちなかの立地を活かしながら、図書の魅力をアピールする事業を研究する。
引き続き、遠隔地の市民にも読書の楽しみを広めるため、自動車文庫などの
巡回サービスを増設していく。
老朽化した施設設備のメンテナンスに努める。
（２）泉野図書館
事業概要
《対象：一般 開始時期：平成７年４月 予算：２９７，９１４千円》
（目的、目標）
一般図書、児童書及び視聴資料等を幅広く収集し、公開することを通じて、市民
（内容）
の知識教養を高めるとともに、専門的調査研究に資する。
・おはなし会、映画上映会、コンサート等自主事業の実施
・点字、録音図書の貸し出しなど視覚障害者サービスの実施
・国連寄託図書館の運営など
実績等
資料購入
泉野
１７，９６０冊
平和町児童図書館
７８２冊
貸出冊数
泉野１，１４３，９１８冊
平和町児童図書館２４，２９８冊
貸出利用者数 泉野 ２５４，８２０人
平和町児童図書館 ７，５５１人
自主事業実施状況：コンサート演劇各２回、映画会１４回、定例おはなし会９８回
おはなし招待席１６回、らいぶらりー・かふぇ７回
点検
貸出冊数はわずかに下回ったが、利用者数が昨年度を上回り概ね目標を達成
した。新たに開催した、らいぶらりー・かふぇの参加者も定員に達し、それに伴い
入館利用者も増え生涯学習の推進に成果を出すことができた。
評価
Ｂ
今後の課題・方向性 今後も市民のさまざまなニーズに対応するために、特に視聴覚資料や障害者用
資料等の充実を図りたい。また、地域に開かれた図書館をめざすべく自主事業を
積極的に開催していきたい。
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（３）玉川こども図書館
事業概要
《対象：一般 開始時期：平成２０年１１月予算：１５２，２３１千円》
（目的、目標）
子どもの読書活動を総合的に推進する拠点としての図書館活動
（内容）
学校や地域と連携を深めながら子どもの読書環境の整備や読書活動を推進
・児童に対する読書の普及活動（金沢市子ども読書推進プラン２１の推進）
・学校図書館や地域文庫、その他子ども読書団体との連携・支援
・各種団体を図書館へ招待
・図書館ボランティアの育成、研修
・各種イベントの計画と実施
・はじめまして絵本事業の実施
実績等
資料購入冊数 5,021冊、学校支援 1,028冊、貸出冊数 338,371冊、
団体貸出 851件、31,393冊、貸出利用者数 61,672冊、入館者数 206,985冊
事業実施状況
・ふれあい親子読書講座2回、講演会2回、ふるさと読書フォーラム1回、
ようこそ赤ちゃん絵本ルーム17回
・学校図書館ボランティアのためのはてな解決講座3回、
幼稚園教諭・保育士対象絵本講座1回
・幼稚園・保育園招待44回、児童クラブ招待10回、小中学校招待61回
・芸術・文化プログラム53回、玉川こどもシアター6回、子どもふるさと学習講座3回
・大きなおはなし会8回、あべ弘士原画展、ボローニャ世界の絵本展ｉｎかなざわ、
小中学校美術作品展、絵本の時間321回、おはなし会185回
点検
子どものための専門図書館として平成２０年に開館して以来、入館者数、貸出
利用者数、貸出冊数全て順調に伸びている。平成22年10月からは、乳児期から
絵本に親しみ、親子の絆を育む「はじめまして絵本事業」を開始し、スムーズに
事業を実施することができた。
評価
A
今後の課題・方向性 今後も子どものための専門図書館としての機能を引き続き伸ばし、多くの子ども
や親子に親しまれる図書館を目指す。「はじめまして絵本事業」を通年で実施
し、乳児期からの読書習慣の定着を進める。学校図書館司書の配置に伴い、
学校図書館の支援を充実させていく。
（４）近世史料館
事業概要
《対象：一般 開始時期：平成１１年１１月 予算：２５，７９２千円》
（目的、目標）
市民の財産である地域の歴史史料を、よりよい状態で保存し後生に伝える。
また、資料の充実にも努め、広く市民の調査研究に供する。
（内容）
・史料の補修、マイクロフィルム化、ＣＤ化による史料保存
・史料の購入収集による史料の充実
・所蔵資料の翻訳（原本どおりに活字を組み出版）による利用の利便化
実績等
絵画・補修７５枚、古文書補修２，０９８枚、史料マイクロ化５１，０００コマ、
絵画・地図ＣＤ化２１画像、旧上金石町役場文書・二木文庫目録刊行、
温故集録（五）刊行、古文書講座４４回開催
史料掲載許可件数１３２件、常設展示５回
点検
保存史料の整備を計画どおり実施し、市民の利用に供した。
古文書講座や常設展を開催し、歴史資料への理解を深めた。
評価
Ｂ
今後の課題・方向性 専門的な歴史研究から生涯学習に至るまで古文書史料の様々なレベルの
ニーズに対応できるよう職員の資質向上を図る。
魅力ある史料群の保有を研究者にアピールするため、ホームページの改善など
広報活動の充実を図る。
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②新図書館の建設・整備
事業概要
《対象：一般 開始時期：平成１９年度 予算２，５６３，１８５千円》
西部地区を主なサービス対象エリアとしながらも、全域サービス網の核となる
（目的、目標）
図書館として、金沢海みらい図書館の整備を推進
（内容）
【経緯】 平成１９年度 整備基本計画の策定
平成２０年度 基本・実施設計
平成２１年度 建設工事着手
平成２２年度 建設工事完了
【総事業費】約４５億円
実績等
建築、設備及び外構工事の完了
開館時点における図書資料の購入・整備の完了
（開館時蔵書：171,625冊）
点検
新図書館開館の施設及び資料の整備を完了することにより、図書館サービスの
拡大を推進した
評価
A
今後の課題・方向性 平成２３年５月開館
引き続き、利用者のニーズを踏まえ、地域の特色を反映した蔵書の整備を
進めるとともに、各種普及活動を通じて、利用の促進を図る
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平成２２年度 金沢市教育委員会主要事務概要
目標

美しいまち・金沢をつくる

基本方針 Ⅴ−１ 伝統文化の保存・継承
基本施策 文化遺産の保存
【文化財の指定と保存】
①文化財の指定と保存
事業概要
《対象：市内にある文化財 開始時期：平成22年４月 予算：７００千円》
（目的、目標）
市内にある文化財の保存のために、指定制度をとり、市内に残る貴重な
文化財を保護し後世に伝えていく。
（内容）
文化財保護審議会を開き、外部有識者の意見を伺う。
実績等
金沢市指定文化財（平成２３年３月３１日現在）
有形文化財・・・建造物２０、絵画３３、彫刻１８、工芸品７３、書跡３
古文書・典籍３、考古資料７、歴史資料６
無形文化財・・・芸能２
民俗文化財・・・有形４，無形８
記 念 物 ・・・史跡８，名勝４、天然記念物４
点検
２２年度の実績は建造物１件、考古資料１件、絵画２件と、多数の文化財を
指定することが出来た。
評価
A
今後の課題・方向性 本市の歴史遺産の保存・継承に向けて、各関係者等と連絡を密にし、詳細調査
し、１年で５件程度の指定を目指し、貴重な文化財の保護を推進。
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目標

美しいまち・金沢をつくる

基本方針 Ⅴ−１ 伝統文化の保存・継承
基本施策 金沢ゆかりの文化の保存・活用
【ふるさと教育の推進】
①ジュニアかなざわ検定の実施＜再掲＞
事業概要
《対象：市内小学４年生〜中学３年生 開始時期：Ｈ１８年４月 予算：３１８千円》
（目的、目標）
子どもたちが金沢の歴史や文化について学ぶ機会を創出する。
（内容）
ジュニアかなざわ検定開催のための実行委員会・問題作成委員会を開催し、
ジュニアかなざわ検定を小学生版・中学生版に分けて、４５分間で実施する。
実績等
平成２２年８月２３日（月）実施。受検者数３，０８２名（うち、保護者１０名）
点検
平成２１年度に比べ、受検者数は１，０００人以上増加。
こども達のふるさとへの関心が高まっているといえる。
評価
Ａ
今後の課題・方向性 より難易度を下げ、敷居を低くすることで、子どもたちの受検意識をかきたてる。
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平成２２年度 金沢市教育委員会主要事務概要
目標

安心して暮らせるまち・金沢をつくる

基本方針 Ⅵ−２ 子育て環境の整備
基本施策 子育て支援体制の充実
【経済的な支援の充実】
①私立幼稚園運営補助＜再掲＞
事業概要
《対象：私立幼稚園 開始時期：昭和３２年度 予算：運営費１１１，０００千円、
心身１，１７６千円、夢ステ５，４５０千円、預かり６，３００千円》
（目的、目標）
私立幼稚園教育の振興及び経営の安定、健全性の促進
（内容）
・私立幼稚園等運営費補助：私立幼稚園への運営費補助
・私立幼稚園心身障害児幼稚園運営費補助：心身障害児が１人在園
している私立幼稚園への運営費補助
・金沢子育て夢ステーション事業費：私立幼稚園が開催する子育て
支援事業に必要な経費補助
・私立幼稚園預かり保育推進事業費補助：私立幼稚園での休業日
及び平日の預かり保育に必要な経費補助
実績等
補助金交付園数
・私立幼稚園等運営費補助 ３７園
・私立幼稚園心身障害児幼稚園運営費補助 ３園
・金沢子育て夢ステーション事業費 ２７園
・私立幼稚園預かり保育推進事業費補助 ２５園
点検
幼児教育の振興及び学校経営の安定化が図られた。
評価
Ａ
今後の課題・方向性 私立幼稚園の教育内容の充実のため、今後も継続する。
②私立幼稚園施設整備補助＜再掲＞
事業概要
《対象：私立幼稚園 開始時期：平成１１年度
予算：施設整備２，４００千円、子育て０千円、耐震０千円》
（目的、目標）
幼稚園児の教育環境の充実
（内容）
・私立幼稚園施設整備事業費補助：施設整備費の一部を補助
・私立幼稚園子育て支援施設整備費補助：
子育て支援施設整備費の一部を補助
・私立幼稚園施設耐震診断費等補助：
施設の耐震診断・耐震設計費の一部を補助
実績等
補助金交付園数
・私立幼稚園施設整備事業費補助 ３園
・私立幼稚園子育て支援施設整備費補助 ０園
・私立幼稚園施設耐震診断費等補助 ０園
点検
幼稚園施設の充実が図られた。
評価
Ａ
今後の課題・方向性 私立幼稚園の教育内容の充実のため、今後も継続する。
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③私立幼稚園就園奨励制度
事業概要
《対象：私立幼稚園に就園している子の保護者 開始時期：昭和４７年度
予算：３５１，３１４千円》
（目的、目標）
私立幼稚園の就園の奨励
（内容）
私立幼稚園に在園する園児の保護者の経済的負担を軽減し、
私立幼稚園への就園を奨励するため、保育料・入園料を補助
○対象者…金沢市に住所を有する満３歳から小学校就学の始期に
達するまでの者
実績等
認定者数 ３，７４６人
点検
保護者の経済的負担を軽減し、私立幼稚園の就園を奨励できた。
評価
Ａ
今後の課題・方向性 子育て支援の観点から、今後も継続する。
④就学援助制度
事業概要
《対象：市内小中学生の保護者 開始時期：昭和３１年度 予算：２０７，９００千円》
（目的、目標）
保護者の経済的負担の軽減
学用品費、通学用品費、新入学用品費、校外活動費、修学旅行費、体育実技用
（内容）
具費、通学費の援助
実績等
平成２２年度認定者数（認定割合）
小学生 ４，５８９人（１８．４７％）
中学生 ２，４１０人（２０．７１％）
計 ６，９９９人（１９．１９％）
点検
評価
今後の課題・方向性
⑤医療援助制度
事業概要
（目的、目標）
（内容）

保護者の経済的負担の軽減が図られた。
Ａ
義務教育の円滑な実施のため、今後も継続する。

実績等
点検
評価
今後の課題・方向性
⑥給食援助制度
事業概要
（目的、目標）
（内容）
実績等

平成２２年度申請件数 １，６６４件
保護者の経済的負担の軽減が図られた。
Ａ
義務教育の円滑な実施のため、今後も継続する。

《対象：市内小中学生の保護者 開始時期：昭和３１年度 予算：１０，８００千円》
保護者の経済的負担の軽減
準要保護児童生徒の学校保健安全法施行令第７条で定める疾病に係る医療費
の援助

《対象：市内小中学生の保護者 開始時期：昭和３１年度 予算：３０５，９００千円》
保護者の経済的負担の軽減
準要保護児童生徒の学校給食費の援助
平成２２年度
小学生 ４，５１７人
中学生 ２，２６４人
計 ６，７８１人

点検
保護者の経済的負担の軽減が図られた。
評価
Ａ
今後の課題・方向性 義務教育の円滑な実施のため、今後も継続する。
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⑦特別支援教育就学奨励費
事業概要
《対象：市内の小中学生の保護者 開始時期：昭和２９年度 予算：７，５４０千円》
（目的、目標）
保護者の経済的負担の軽減
（内容）
①特学奨励費…学用品費、通学用品費、新入学用品費、校外活動費、
修学旅行費、体育実技用具費、通学費、給食費、医療費の援助
②通級費…通級者（普通学級に籍を置き、ことばやきこえの教室に
通級する者）には通学費のみ支給
実績等
①特学奨励費 小学生 １０６人 中学生 ２６人 計１３２人
②通級費
小学生 １４５人 中学生 １８人 計１６３人
点検
保護者の経済的負担を軽減が図られた。
評価
Ａ
今後の課題・方向性 特別支援教育の普及推奨のため、今後も継続する。
⑧小中学校遠距離等児童生徒通学費補助
事業概要
《対象：小中学生の保護者 開始時期：昭和４１年度 予算：１２，６６０千円》
（目的、目標）
保護者の負担軽減
（内容）
市立小中学校生で遠距離等の理由で徒歩通学が
困難な方に対し、通学費を補助
○対象者…遠距離通学者（通学距離が小学校３km以上、中学校５㎞以上）、
通学路に徒歩危険区域が含まれることにより路線バス又は電車により
通学している者、教育委員会が別に定める特例区域外通学者
（山間地併設校３校）
○補助額
路線バス又は電車による通学者
…バス・電車の通学にかかる実支出額（定期代）の１／２
教育委員会が特に認める交通手段（自家用車）
…実際の通学に要した日数１日につき２７円／1ｋｍを乗じた
額以内の額（上限あり）
実績等
対象者 小学生１８１人
中学生１７６人
点検
保護者の経済的負担の軽減が図られた。
評価
Ａ
今後の課題・方向性 遠距離等通学者の経済的負担の軽減を図るため、今後も継続する。
【教育に関する相談体制の構築】
①面接相談事業
事業概要
《対象：主に市内小中学生、保護者、教職員等 開始時期：平成１５年
予算：５２０千円》
（目的、目標）
学校生活での不適応や発達にかかわる支援
（内容）
保護者や教職員を対象に，主に学校生活での不適応，発達にかかわる問題や
就学，不登校等について，心理士や指導主事等の相談員が継続的に相談に
応じる。
実績等
相談延べ人数 ４，４８２人
点検
センターの相談員が面接し，継続的に相談に応じることができた。
評価
Ｂ
今後の課題・方向性 心理検査器具を整備して、教育相談環境を向上させる。
相談員の専門性の向上に努めながら、今後も継続して小中学校児童生徒、
保護者、教職員等への相談事業を実施。
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②巡回専門相談事業
事業概要

《対象：主に市内小中学生、保護者、教職員等 開始時期：平成１７年
予算：７００千円》
（目的、目標）
集団活動場面での児童生徒の不適応，発達障害等への支援
（内容）
専門的知識・経験を有する巡回専門相談員（委嘱）が小・中学校からの要請に
基づき、現場に出向き、児童生徒の行動特徴などの把握を行いながら、
教職員や保護者等への支援を行う。
実績等
相談延べ人数 ６６２人
点検
巡回専門相談員が小中学校へ巡回を行い，教職員や保護者等への支援を行う
ことができた。
評価
Ｂ
今後の課題・方向性 外部委嘱の専門相談員と連携しながら、
今後も継続して教職員・保護者等への相談事業を実施。
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平成２２年度 金沢市教育委員会主要事務概要
目標

安心して暮らせるまち・金沢をつくる

基本方針 Ⅵ−４ ノーマライゼーション社会の実現
基本施策 バリアフリーの推進・障害のある方の自立支援
【特別支援教育の推進】
①支援人材の配置による校内支援体制の充実＜再掲＞
事業概要
《対象：小中学校 開始時期：平成１７年度 予算：３０，４５０千円》
（目的、目標）
特別な支援を要する児童生徒が安心して学校生活を送ることができるよう支援す
（内容）
る。特別支援教育コーディネーターを中心とした各学校の校内支援体制を構築
するとともに、補助員・サポーターを配置し、特別支援教育の充実を図る。
金沢市就学指導委員会を開催し、専門的な立場から就学についての指導・助言
を行う。
・補助員 通常学級において教育的・介助的な支援をする。
・サポーター 校外活動や行事等で一時的に支援をする。
実績等
特別支援指導補助員 ５５校６４人 時間数延べ３１，９０３時間
特別支援学級指導補助員 ７人、特別支援教育サポーターの配置
就学指導委員会審議件数 １９５件
点検
特別な支援を要する児童生徒は、年々増加する傾向にあり、個々に応じた教育
を進めるために重層的・多面的な支援を行っていく必要がある。
評価
Ａ
今後の課題・方向性 今後も、支援の充実、効果的・効率的な活用を図りながら継続する。
支援を要する児童生徒は年々増加していることから、支援人材の配置基準を
見直し、適正な配置を図る必要がある。
②特別支援学級・通級指導教室の設置、施設整備＜再掲＞
事業概要
《対象：小中学校 開始時期：平成１４年度 予算：１６，５４９千円》
（目的、目標）
児童生徒の発達や特性に応じた教育を行うための環境整備を行う。
（内容）
新規に特別支援学級・通級指導教室を設置し、運営していく上で、必要な施設、
器具の整備等を行う。
実績等
特別支援学級小学校１２校１２クラス、中学校７校７クラスが新規に設置され、
必要な施設、器具の整備等を行った。
特別支援学級の状況（平成２２年５月１日現在）
知的障害特別支援学級 小学校53校114人 中学校14校38人
情緒障害特別支援学級 小学校49校99人 中学校20校39人
肢体不自由特別支援学級 小学校20校24人 中学校3校4人
病弱・身体虚弱特別支援学級 小学校2校7人 中学校1校3人
ことばの教室 小学校5校148人 中学校1校7人
きこえの教室 小学校2校14人 中学校1校2人
LD・ADHD教室 小学校3校46人 中学校1校15人
点検
年々増加する傾向にある特別な支援を要する児童生徒に対し、個々応じた指導
を進めるために、特別支援学級の整備を行うなど環境整備の一層の充実が必要
である。
評価
A
今後の課題・方向性 新特別支援学校学習指導要領では、障害の重度・重複化、多様化への対応のた
め、一人一人に応じた指導の一層充実を求めており、今度も、効果的・効率的に
必要な施設、器具の整備等を継続して行っていく。
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平成２２年度 金沢市教育委員会主要事務概要
目標

安心して暮らせるまち・金沢をつくる

基本方針 Ⅵ−５ 人権文化の創造
基本施策 人権の尊重
【人権教育・啓発の推進】
①学校教育における人権・同和教育の推進＜再掲＞
事業概要
《対象：教職員 開始時期：− 予算：６００千円》
（目的、目標）
教職員の人権意識高揚と人権啓発の推進。
（内容）
学校教育全般を通じて人権・同和教育の取組及び人権・同和教育担当者が
中心となった校内での教職員研修を実施。
人権・同和担当の指導主事を配置し、教職員の人権意識高揚と人権啓発の
推進のための研修実施。金沢市同和教育研究協議会に対する支援。
実績等
人権・同和教育についての研修会を実施。（プラザ富樫除く）
予算については、金沢市同和教育研究協議会に対する補助金
点検
小中学校において人権教育を進めていくことは必要不可欠であり、
そのため教職員に対する研修等を積極的に行っていくことが必要である。
評価
Ａ
今後の課題・方向性 今後とも学校教育全般を通じて人権・同和教育を推進していくため、
教職員研修、学校訪問等での指導助言等は継続していく。
②社会教育における人権教育の推進
事業概要
《対象：教職員、PTA、社会教育団体等 開始時期：平成９年度 予算：９４０千円》
（目的、目標）
人権にかかる問題の解決に資することができるよう、社会教育における人権に
関する学習を推進する。
（内容）
人権問題講演会の開催、公民館における人権ネットワーク学習の開催等
実績等
９１．６％が「良かった」又は「大変良かった」と回答。人権ネットワーク学習では、
計１５４名の参加があった。
点検
開催を通じて広く人権・同和教育の普及・啓発を行うことができている。
評価
B
今後の課題・方向性 今後も引き続き、中央講師の招聘等により、幅広い分野から専門的知識のある
講師を選定することや、ワークショップや、人権啓発ビデオを用いた研修会を
斡旋する等、内容の充実化を図り、引き続き普及・啓発に努めていく。
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目標

安心して暮らせるまち・金沢をつくる

基本方針 Ⅵ−５ 人権文化の創造
基本施策 男女共同参画社会の推進
【女性センターの運営】
①女性センターの運営
事業概要
（目的、目標）
（内容）

《対象：女性センター 開始時期：昭和２３年４月 予算：１４，１０４千円》
女性が幅広い視野を持ち積極的に社会参加することを目指す。
女性センターの効率的かつ円滑な管理運営を通して、学習機会の提供と実践
及び交流の促進。
実績等
女性の社会参加やステップアップを目的としたセミナーや講座を開催。
子育てネットワークセミナー他８事業 受講者数６５９人
点検
各講座ごとに受講生からのアンケートを取り、受講生が望んでいることを分析し
次年度の講座に活かしている。
評価
B
今後の課題・方向性 女性の学習の拠点として、多様化した女性の生き方を支援するとともに、男女の
役割や責任も分かち合える真の男女共同参画社会の実現を目指した事業を
展開していく。
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平成２２年度 金沢市教育委員会主要事務概要
目標

安心して暮らせるまち・金沢をつくる

基本方針 Ⅶ−１ 災害に強いまちづくり
基本施策 防災計画の見直しと体制の強化
【学校施設の耐震化】
①学校施設の耐震化＜再掲＞
事業概要
《対象：小中学校施設 開始時期：平成８年度 予算：１，３１５，７５５千円》
（目的、目標）
小中学校施設の耐震化を完了させる。
（内容）
地震防災緊急事業５カ年計画に基づき、昭和５６年以前に建築された学校施設
について耐震補強工事を実施する。
実績等
小学校施設：新竪町、花園、富樫、三和、緑小学校の体育館の耐震補強工事。
中学校施設：浅野川、高岡、鳴和、野田、西南部、紫錦台、金石中学校の校舎
の耐震補強工事。
点検
施設の耐震化が図られた。
耐震化率 ６７．４％（Ｈ２２．４．１） → ７１．４％（Ｈ２３．４．１）
評価
Ａ
今後の課題・方向性 金沢市学校施設整備計画検討会の報告を基本に、国の財源を出来るだけ活用
しながら、早期の耐震化の完了を図る。

65

目標

安心して暮らせるまち・金沢をつくる

基本方針 Ⅶ−１ 災害に強いまちづくり
基本施策 地域防災・防犯活動の支援
【子どもの安全を守る地域ボランティア活動推進】
①学校における児童・生徒の安全確保のための安全管理対策の充実＜再掲＞
事業概要
《対象：小中学校の児童生徒 開始時期：平成１３年９月 予算：１５，５４０千円》
（目的、目標）
登下校時、学校内、学校行事においての児童生徒の安全確保を確保する。
（内容）
学校行事日の受付業務、オートロック・テレビドアホンの設置、学校合同行事の
警備、子ども見守りボランティアへの活動支援等
実績等
オートロック・テレビドアホンの設置・・・小学校３校、中学校４校
６４校（Ｈ２２．４．１）→７１校（Ｈ２３．４．１）
子ども見守りボランティアへの支援・・・（６，３８９人ボランティア保険に加入）
点検
オートロック・テレビドアホンの設置、施設の改善を行うことができた。
子ども見守りボランティアへの活動支援を行い、児童生徒の安全確保に努めた。
評価
Ａ
今後の課題・方向性 引き続き、児童生徒の安全確保のため、実施事業について、警備等のソフトと
施設改良等のハード双方の視点から継続して行う。
【地域健全育成団体への活動推進】
①地域健全育成活動への支援＜再掲＞
事業概要
《対象：各地区青少年健全育成推進団体 開始時期：− 予算：３，０００千円》
（目的、目標）
子どもたちが安心して心身ともに健康に暮らせる地域づくりをめざす。
地域住民の青少年健全育成意識を啓発する。
（内容）
地域住民の青少年健全育成活動の意識啓発活動、青少年非行防止活動、
有害環境の浄化活動、青少年健全育成の広報活動を実施する対象団体に
補助金を交付。
実績等
５２団体に計３，０００千円を交付した。
各地区平均８回程度の活動を行った。
点検
各地区ごとにそれぞれの地域に即した特色ある青少年健全育成活動を展開
している。
評価
Ａ
今後の課題・方向性 携帯電話やインターネットの弊害によるものなど、最近の青少年の健全育成を
阻害する要因は多様化しており、地域住民の青少年健全育成意識の啓発・向上
等のため、支援を行っていく。
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②地域健全育成活動団体の連携促進＜再掲＞
事業概要
《対象：金沢市青少年健全育成協議会 開始時期：平成１１年１１月 予算：４００千円》
（目的、目標）
各地区青少年健全育成推進団体の相互関係構築と、情報交換、技術向上。
（内容）
地域の青少年健全育成推進団体の相互の情報交換や合同での研修会の実施。
各々の地域での健全育成活動の取り組みの方向性、合同での事業の
実施等についての調査と研究を行い、健全育成推進活動の効果をより高める。
下記活動内容を実施する金沢市青少年健全育成協議会（各地域青少年健全
育成推進団体６１団体で構成）に交付金を交付。
・各ブロック会議の開催（情報交換、研修）、全体研修会の開催、金沢市青少年
健全育成推進大会の開催、警察等関係機関と街頭キャンペーンを実施。
実績等
平成22年度 全体研修会を実施したほか各ブロック会議が開催された。警察
本部と合同で非行防止のための一斉街頭キャンペーンを実施。
市内酒類、たばこ販売店へ販売時の年齢確認徹底の協力依頼を実施。
点検
市内酒類、たばこ販売店へ販売時の年齢確認徹底の協力依頼を実施するなど、
精力的に活動を実施。各ブロック研修を開催し、知識の向上をはかった。
評価
B
今後の課題・方向性 携帯電話やインターネットの弊害によるものなど、最近の青少年の健全育成を
阻害する要因は多様化しており、時代やニーズにあった活動に向け支援を
行っていく。
③地域子ども指導員による巡回等＜再掲＞
事業概要
《対象：地域子ども指導員 開始時期：平成１９年６月 予算：１６６千円》
（目的、目標）
各地域の青少年非行防止、有害環境浄化を推進する。
（内容）
地域における青少年健全育成推進団体から推薦された方４６５名を「地域こども
指導員」に委嘱し、各地域の街頭での声かけや巡回を行う。
実績等
各地区の街頭での声かけや巡回、市少年補導部門との合同研修会、巡回
強化地区への市補導部門補導員との合同補導活動
点検
全体で４６５名が各地区で地域子ども指導員として非行防止活動と有害環境
浄化活動を展開している。
評価
B
今後の課題・方向性 今後も青少年の非行防止、有害環境浄化の推進にむけ継続的に活動の活性化
につながるよう支援を実施。また、充実した研修会を開催し、知識の向上に向け
た取組を行う。
④金沢市児童生徒「思いやりの心」活動奨励賞＜再掲＞
事業概要
《対象：市内の小中学生 開始時期：平成２１年１１月 予算：１１８千円》
（目的、目標）
「絆」教育の一環として、本市における児童生徒の思いやりの心を持って
行った活動を奨励するため、優れた活動を行った学校及び児童生徒の
グループを表彰する。
（内容）
金沢市青少年健全育成推進大会席上にて表彰。
実績等
①学校賞
４校（小学校３校 中学校１校）
②グループ賞 １校（中学校１校）
点検
この表彰により、受賞した学校及びグループの活動内容が市内小中全学校に
周知。優れた学校の教育的活動を情報共有し、奨励することが出来た。
評価
B
今後の課題・方向性 優れた学校の教育的活動を市内の小中学校や市民へ情報発信するために、
または奨励するために、この表彰を継続、絆教育を推進する。
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用語等説明
初出
用 語
P.6 学校教育金沢モデル

実践研修拠点校

P.11 立志

P.19 岡文化賞

宮村英語奨励賞

高峰賞

P.21 サマースクール

P.23 学習指導要領

説
明
未来を担う金沢の子どもたちに、教育の充実と質の向上を図るため、平成１６年度から実
施しているもので、「学校２学期制」の実施、「小中一貫英語教育」の実施及び「学習指導
基準金沢スタンダード」に基づく授業実践を柱とするもの。平成２１年度から「金沢『絆』教
育」を加えた第２次学校教育金沢モデルを進めており、知・徳・体のバランスのとれた児童
生徒の育成をめざしている。
平成２０年度から３年間の計画で、先進的かつ質の高い教育実践と優秀な人材の育成に
取り組む「実践研修拠点校」を指定し、他校への波及効果等により、本市教育の充実を目
指している。現在、小学校３校、中学校２校の５校が指定を受けている。
14才の少年少女を激励し社会人としての自覚を促すため昭和41年に日本児童文学家協
会が「立春式」の開催を提唱。昭和45年度から青少年育成国民会議が全国的な運動とし
て「立志の日」の推進を全国的に呼びかけ「立志式」「立春式」として広まったもの。金沢で
は昭和44年度から開催（子ども会が主催）
元金沢市長（故）岡良一氏から寄託された基金 1,000万円と、平成６年、同氏の長男岡一
朗氏から寄附された 1,000万円をあわせて基金とし、昭和56年から市内中学校の文化活
動の奨励と情操豊かで創造的な生徒の育成に努めることを目的に、優れた文化活動を
行った中学校や生徒を表彰している。
元金沢大学、金沢工業大学教授（故）宮村一之氏から寄附された1,000万円を基金とし、
昭和60年から英語教育の振興を図ることを目的として、英語によるコミュニケーションに興
味・関心を有し、英語の成績が優秀な中学校３年生に奨励賞を授与している。
金沢が生んだ偉大な科学者であり、日米親善にも大きく貢献した高峰譲吉博士の功績を
顕彰し、併せて理科学教育の充実と人材の育成により広く科学の振興に寄与することを
目的として昭和26年に創設された。毎年、市内の中学校を対象に学校賞、個人賞を選考
して表彰している。
夏季休業期間において、児童生徒の学習意欲を継続させながら学習の補充・発展を図
り、さらに有意義な生活が送れるようにするために、児童生徒、学校、地域の実状に応じ
て各学校が企画・実施する補充的・発展的・体験的な活動。

P.25 ティーム・ティーチング

全国のどの地域で教育を受けても、一定の水準の教育を受けられるようにするため、文
部科学省で定めた、各学校で教育課程（カリキュラム）を編成する際の基準。各学校で
は、この「学習指導要領」等に基づき、地域の実状や学校の実態に応じて、教育課程（カリ
キュラム）を編成している。
国が学校教育の現状や課題について把握する目的から、平成１９年度から実施している
もの。国が実施主体であり、市町村が参加主体である。毎年４月に、小学校６年国語・算
数、中学校３年国語・数学が行われ、併せて質問紙調査も行われ、結果が市町村及び学
校、児童生徒に送付される。
複数の教師が協力して行う授業方式の一つ。略称TT.

P.26 複式学級

複数学年の児童生徒によって編成される学級。

P.28 学校図書
ボランティア

学校図書館の活動を支援する目的で、館内の環境整備や、読み聞かせなどの読書活動
を行っている。

P.32 スクールカウンセラー

児童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者で、児童生徒へ
のカウンセリング、教職員や保護者に対する助言・援助などを行う。

P.33 特別支援教育

障害のある幼児児童生徒の自立や社会参加に向けた主体的な取組を支援するという視
点に立ち、幼児児童生徒一人一人の教育的ニーズを把握し、その持てる力を高め、生活
や学習上の困難を改善又は克服するため、適切な指導及び必要な支援を行うもの。これ
までの特殊教育の対象の障害だけでなく、知的な遅れのない発達障害も含めて、特別な
支援を必要とする幼児児童生徒が在籍する全ての学校において実施される。
校内で指名された教員が特別支援教育のコーディネーター的な役割を担う。主に、校内
委員会・校内研修の企画・運営、関係諸機関・学校との連絡・調整、保護者からの相談窓
口等を行う。
通級による指導を行うため、小・中学校内に設置された教室。通級による指導とは、小・中
学校の通常の学級に在籍している比較的軽度の障害のある児童に対して、主として各教
科等の指導を通常の学級で行いながら、当該児童生徒の障害に応じた特別の指導を特
別の指導の場で行う教育形態。指導の対象となる障害は、言語障害、自閉症、情緒障
害、弱視、難聴、学習障害、注意欠陥多動性障害等である。

全国学力・
学習状況調査

特別支援教育
コーディネーター
通級指導教室

LD・ADHD

・ＬＤ（学習障害）：基本的には全般的な知的発達に遅れはないが、聞く、話す、読む、書
く、計算する又は推論する能力のうち特定のものの習得と使用に著しい困難を示す様々
な状態を指すものである。
・ＡＤＨＤ（注意欠陥多動性障害）：年齢あるいは発達に不釣り合いな注意力、及び／又は
衝動性、多動性を特徴とする行動の障害で、社会的な活動や学業の機能に支障をきたす
ものである。
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用語等説明
初出
用 語
P.35 金沢市健康教育
推進プラン

説
明
金沢子ども条例を受け、平成１５年３月策定の「金沢子どもを育む行動計画」を小・中学生
の健康づくりの視点から具現化するために策定された健康教育計画。子どものこころと体
に関する目指す姿を明確にし、行政、学校、家庭相互の役割を体系化し、具体的な取り組
みを通して子どものこころと体の保持増進を図っている。

P.41 耐震化率

文部科学省の耐震基準を満たした校舎・体育館の棟数の割合。
（昭和５７年以降に建てられた棟数＋耐震診断により補強が不要とされた棟数＋補強工
事済みの棟数＝耐震基準を満たした棟数）

P.42 子ども見守り
ボランティア

主に小学校児童の登下校時に、不審者による犯罪や交通事故等を未然に防止するため
に通学路での見守りを行うボランティア。

P.53 自動車文庫

図書館から一定の遠隔地で図書館サービスを受けがたい地域に巡回貸出サービスを実
施。改造したマイクロバスを利用して市内のステーションを月１〜２回巡回。

P.56 書跡

書いた文字の跡、筆跡で歴史上・芸術上価値の高いものをいう。

典籍

書物、書籍、本で歴史上・芸術上価値の高いものをいう。

史跡

貝塚、古墳、都城跡、城跡、旧宅その他の遺跡で歴史上・学術上価値の高いものをいう。

名勝

庭園、橋梁、峡谷、海浜、山岳その他の名勝地で芸術上・鑑賞上価値の高いものをいう。
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