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はじめに 

 

 

 

この報告書は、「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」第２６条の規定に基

づき、令和元年度のかほく市教育委員会の活動を振り返るとともに、「かほく市教育

振興基本計画」に基づき具体的施策について、自ら事務事業の点検及び評価を行い、

教育に関し学識経験を有する方々からの意見もいただいて作成したものです。 

かほく市教育委員会としては、今の時代を生き抜き、多様化する課題に対し主体的

に解決できる力を身につけ、次代のかほく市を担う人材をしっかりと育てていくため、

計画期間を令和元年度から令和５年度までの５年間とする「第２期かほく市教育振興

基本計画」の着実な実現に向かって、引き続き、「自ら考え ともに学び 明日をひら

く人づくり」を目指すため、創造力と生きがいを育む教育の推進に努力してまいりま

す。 
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Ⅰ 教育委員会の活動状況 
 
（１）総合教育会議の開催・審議状況 

令和元年度（平成３１年度）は「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」第１条の

４第１項に定める総合教育会議を開催し、２件の議件について協議しました。 
 
◎令和元年度（平成３１年度）総合教育会議開催状況 

開 催 日 協 議 ・ 調 整 事 項 

令和元年12月18日 
・在住外国人の教育支援について 

・不登校支援のための取組について 

 
（２）教育委員会会議の開催・審議状況 

令和元年度（平成３１年度）は「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」第２１条

に定める職務について、及び「市長の権限に属する事務の一部を教育委員会に委任する規

則」の規定に基づき、教育委員会会議を１４回開催し、議案２４件について審議しました。 
また、教育委員会の新制度以降、会議の審議内容について、会議録をホームページに公

開し、開かれた教育委員会を目指しました。 
中国湖北省武漢市を中心に発生した「新型コロナウイルス感染症」について、政府から

の学校臨時休業の要請等があり、臨時に教育委員会会議を開催し、協議を行った。 
 
◎令和元年度（平成３１年度）教育委員会会議開催状況 

回（開催日） 審 議 決 定 事 項 

平成 31 年第４回 

(平成31年 4月24日) 

議案第 ９号 
 
議案第 10号 
議案第 11号 
議案第 12号 
議案第 13号 
 
議案第 14号 
議案第 15号 

かほく市学校給食センター運営委員会委員の委嘱につい
て 
かほく市特別支援教育推進委員会委員の委嘱について 
かほく市社会教育委員の委嘱について 
かほく市公民館長の任命について 
かほく市少年愛護センター運営委員会委員の任命につい
て 
かほく市少年愛護センター少年愛護員の委嘱について 
かほく市スポーツ推進審議会委員の委嘱について 

報告事項  ・
・
・
・

かほく市事務組織図（教育委員会）について 
平成 31 年度教育センター事業概要について 
平成 31 年度教育事務所学校訪問の日程について 
かほく市教職員の多忙化改善状況について 

令和元年第５回 

(令和元年 5月29日) 

議案第 16号 
議案第 17号 
 

河北採択地区協議会委員の委嘱について 
平成 30 年度かほく市教育委員会点検及び評価報告書につ
いて 

報告事項  ・ 平成 31 年度第１回社会教育委員会議の結果について 

令和元年第６回 

(令和元年 6月27日) 

議案第 17号 
 

平成 30 年度かほく市教育委員会点検及び評価報告書につ
いて（継続審査） 

報告事項  ・
・
 
・
 

令和元年第２回議会定例会提出議案について 
令和元年度要保護及び準要保護児童・生徒就学援助費 
６月認定結果について 
令和元年度奨学資金支給に係る奨学生の決定について 
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回（開催日） 審 議 決 定 事 項 
・
 
・
 
・
・

令和元年度加賀地区中学校体育大会等の結果報告につい
て 
令和元年度コミュニティ・スクールプランに係る査定結果
について 
第 16 回かほく市生涯学習フェスティバルについて 
第 71 回石川県民体育大会日程及び会場について  

令和元年第７回 

(令和元年 7月24日) 

議案第 17号 
 

平成 30 年度かほく市教育委員会点検及び評価報告書につ
いて（継続審査） 

報告事項  ・
・
 
・
・
・

令和元年度石川県中学校体育大会等の結果報告について 
令和元年度要保護及び準要保護児童・生徒就学援助費７月
認定結果について 
令和元年度特別支援教育奨励費支給決定結果について 
令和元年度外国語指導助手（新規）について 
第 32 回 JAPAN TENT（かほく市プログラム）について 

令和元年第８回 

(令和元年 8月21日) 

議案第 17号 
 
議案第 18号 
 
議案第 19号 
 
議案第 20号 
 

平成 30 年度かほく市教育委員会点検及び評価報告書につ
いて（継続審査） 
かほく市教育委員会表彰選考委員会の委員の委嘱につい
て 
令和２年度に使用する中学校用教科書（特別の教科道徳を
除く）の採択について 
令和２年度から令和５年度まで使用する小学校用教科書
の採択について 

報告事項  ・
・
・
・

令和元年第３回議会定例会提出予定議案について 
令和元年度北信越中学校総合競技大会等の成績について 
第 71 回石川県民体育大会の成績について 
全国学力調査等の結果について 

令和元年第９回 

(令和元年 9月 9日) 

報告事項  ・
     ・
      

令和元年第３回議会定例会追加提出予定議案について 
いじめ防止対策推進法第 30 条第 1項の規定に基づく報告
について 

令和元年第 10 回 

(令和元年 9月26日) 

議案第 21号 令和元年度かほく市教育委員会表彰被表彰者の決定につ
いて 

報告事項  ・
 
・
 
・

令和元年度要保護及び準要保護児童・生徒就学援助費 
７・８月認定結果について 
令和元年度姉妹都市交流メスキルヒ市青少年訪問団受入
事業について 
令和元年度教育委員県外視察研修（案）について 

令和元年第 11 回 

 (令和元年 10月28日) 

議案第 22号 
 

かほく市いじめ問題対策調査委員会委員の委嘱について 
 

報告事項  ・
 
・
・
・

 
・
・

令和元年度河北郡市中学校新人体育大会等の結果につい
て 
第 16 回かほく市成人式について 
第 16 回かほく市立志式について 
令和元年度要保護及び準要保護児童・生徒就学援助費９月
認定結果について 
総合教育会議における協議調整事項について 
令和元年度教育委員県外視察研修について 

令和元年第 12 回 

(令和元年11月20日) 

報告事項  ・
・
 
・
・
・

令和元年第４回議会定例会提出議案について 
令和元年度要保護及び準要保護児童・生徒就学援助費 
10 月認定結果について 
令和元年度各コミュニティ・スクールの取組状況について 
第 16 回かほく市制施行記念継走大会について 
総合教育会議における協議調整事項について 
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回（開催日） 審 議 決 定 事 項 

令和元年第 13 回 

(令和元年12月18日) 

報告事項 ・
      
     ・
      
     ・
     ・
     ・
     ・
     ・

令和元年度かほく市特別支援教育推進委員会の結果につ
いて 
令和元年度要保護及び準要保護児童・生徒就学援助費 
11 月認定結果について 
令和元年度第２回社会教育委員会議の結果について 
第 16 回成人式における新成人者の役割分担について 
第 16 回立志式における記念講演の講師について 
令和２年度当初予算要求の概要について 
会計年度任用職員の体制等について 

令和２年第１回 

(令和２年 1月15日) 

議案第 １号 
 
 
議案第 ２号 
 
議案第 ３号 
 
議案第 ４号 

地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律の施
行に伴う関係教育委員会規則の整備に関する規則につい
て 
かほく市教育委員会事務局組織規則の一部を改正する規
則について 
石川県西田幾多郎記念哲学館条例施行規則の一部を改正
する規則について 
令和２年度かほく市教育目標について 

報告事項  ・
・
 
・

第 16 回かほく市成人式参加状況について 
令和元年度要保護及び準要保護児童・生徒就学援助費 
12 月認定結果について 
学校訪問のまとめについて 

令和２年第２回 

(令和２年 2月19日) 

報告事項  ・
 
・
 
・
 

第 16 回かほく市制施行記念継走大会の参加申込状況につ
いて 
令和元年度要保護及び準要保護児童・生徒就学援助費 
１・２月認定結果（入学準備費３月支給分含む）について 
令和２年第１回議会定例会提出議案について 

・令和２年度当初予算(案)の概要について 
・令和元年度補正予算(案)の概要について 
・条例改正の概要について 

令和２年臨時 

(令和２年 2月28日) 

報告事項  ・
 

新型コロナウイルス感染症の対応について 

令和２年第３回 

(令和２年 3月24日) 

議案第 ５号 
 
議案第 ６号 
議案第 ７号 
 
議案第 ８号 
議案第 ９号 
議案第 10号 

かほく市立学校の学校医・学校歯科医・学校薬剤師の委嘱
について 
かほく市公民館長の任命について 
石川県西田幾多郎記念哲学館運営委員会委員の委嘱につ
いて 
かほく市学校運営協議会委員の任命について 
かほく市スポーツ推進審議会委員の委嘱について 
かほく市スポーツ推進委員の委嘱について 

報告事項  ・
・

 

かほく市奨学生選考委員の推薦について 
かほく市ケーブルテレビ放送番組審議会委員の選出につ
いて 
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（３）教育委員の主な活動状況 
 

◎教育委員が出席した主な活動等 

年 月 日 活 動 内 容 

平成３１年 ４月 ３日 平成３１年度初任・新任教職員辞令交付式 

平成３１年 ４月 ５日 平成３１年度かほく市立小中学校入学式 

令和 元 年 ５月１４日 石川県市町教育委員会連合会第１回教育委員代表者会 

令和 元 年 ５月１４日 令和元年度石川県市町教育委員会連合会定期総会 

令和 元 年 ５月１４日 令和元年度河北郡市教育委員会連合会定期総会 

令和 元 年 ５月１８日 小学校運動会（七塚小学校） 

令和 元 年 ５月２１日 指導主事訪問（高松小学校） 

令和 元 年 ５月３０日 令和元年度かほく市奨学生選考委員会 

令和 元 年 ６月 ２日 第１６回かほく市総合体育大会開会式 

令和 元 年 ６月 ４日 市教委学校訪問（外日角小学校・金津小学校・宇ノ気中学校） 

令和 元 年 ６月 ７日 第７５回寸心忌・献花式・第６６回石川県学童話し方大会 

令和 元 年 ６月１１日 指導主事訪問（河北台中学校） 

令和 元 年 ６月１５日 令和元年度加賀地区中学校体育大会（～17 日） 

令和 元 年 ６月１８日 第１回河北採択地区協議会 

令和 元 年 ６月１９日 第１回かほく市小学校音楽会 

令和 元 年 ６月２０日 市教委学校訪問（大海小学校・高松中学校） 

令和 元 年 ６月２６日 指導主事訪問（七塚小学校） 

令和 元 年 ７月 ５日 第７１回石川県民体育大会出場選手壮行会 

令和 元 年 ７月 ８日 指導主事訪問（宇ノ気小学校） 

令和 元 年 ７月１３日 令和元年度石川県中学校総合体育大会（～15 日、20 日～21 日） 

令和 元 年 ７月２４日 かほく市教育委員会点検及び評価報告書に関する意見懇談会 

令和 元 年 ７月２９日 七塚小学校長寿命化改修工事 安全祈願祭・起工式 

令和 元 年 ８月 １日 北信越中学校総合競技大会・全国中学校体育大会出場選手激励会 

令和 元 年 ８月 ２日 かほく市教育講演会 

令和 元 年 ８月 ３日 第７１回石川県民体育大会（～４日） 

令和 元 年 ８月 ６日 第２回河北採択地区協議会 

令和 元 年 ８月 ８日 石川県市町教育委員会セミナー 

令和 元 年 ９月 ７日 中学校運動会（高松中学校、河北台中学校、宇ノ気中学校） 
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年 月 日 活 動 内 容 

令和 元 年 ９月１４日 
小学校運動会 
（高松小学校、大海小学校、外日角小学校、宇ノ気小学校） 

令和 元 年 ９月１９日 石川県市町教育委員会連合会第２回教育委員代表者会 

令和 元 年 ９月２１日 小学校運動会（金津小学校） 

令和 元 年 ９月２７日 指導主事訪問（宇ノ気中学校） 

令和 元 年１０月 ２日 第６回かほく市小学生体育大会 

令和 元 年１０月１０日 指導主事訪問（金津小学校） 

令和 元 年１０月１１日 令和元年度石川県市町教育委員会連合会研究大会（加賀市） 

令和 元 年１０月１２日 令和元年度かほく市ＰＴＡ大会 

令和 元 年１０月２３日 市教委学校訪問（高松小学校・七塚小学校） 

令和 元 年１０月２６日 令和元年度かほく市教育委員会表彰式 

令和 元 年１０月２９日 市教育委員会県外（岐阜県・福井県）研修（～３０日） 

令和 元 年１１月 ８日 指導主事訪問（高松中学校） 

令和 元 年１１月１２日 河北郡市教育委員会連合会研修会（南砺市） 

令和 元 年１１月１３日 姉妹都市メスキルヒ市青少年訪問団さよならパーティ 

令和 元 年１１月１５日 指導主事訪問（大海小学校） 

令和 元 年１１月１８日 市長による特別授業「かほく市のまちづくり」 

令和 元 年１１月２０日 市教委学校訪問（宇ノ気小学校・河北台中学校） 

令和 元 年１２月 ４日 指導主事訪問（外日角小学校） 

令和 ２ 年 １月１２日 第１６回かほく市成人式 

令和 ２ 年 １月１５日 かほくふるさと資料展示室 オープニングセレモニー 

令和 ２ 年 １月３１日 第１６回かほく市立志式 

令和 ２ 年 ３月 １日 
第１６回かほく市制施行記念継走大会 
（新型コロナウイルス感染症対応のため中止） 

令和 ２ 年 ３月１３日 
令和元年度かほく市立中学校卒業式 
（新型コロナウイルス感染症対応のため規模を縮小し開催） 

令和 ２ 年 ３月１７日 
令和元年度かほく市立小学校卒業式 
（新型コロナウイルス感染症対応のため規模を縮小し開催） 

令和 ２ 年 ３月２７日 
令和元年度かほく市立小中学校教職員離任式 
（新型コロナウイルス感染症対応のため中止） 
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Ⅱ 点検及び評価 
 
（１）総 括 
◇目的 

  かほく市教育委員会は、その権限に属する事務の管理及び執行状況を自ら点検評価し、

その結果を議会に報告するとともに市民に公表することにより、効果的な教育行政の推進

に資するとともに、市民に対する説明責任を果たしていくことを目的としています。 
 
 ◇点検評価の対象及び方法 
  点検評価の対象は、令和元年度に実施した教育委員会所管の主要な事業とし、その取組

状況と成果について教育委員会が点検評価を行いました。 
 
 ◇事業評価 

第２期かほく市教育振興基本計画（計画期間：令和元年度～令和５年度）に基づく施策

を迅速かつ的確に推し進めるためには、施策の基本的方向に掲げた様々な具体的な取組の

実施状況を常に把握し、具体的な取組に示した 104 項目の数値目標に対し、ＰＤＣＡサイ

クルによる進行管理を行います。 

具体的な取組に示した数値目標項目の達成状況は、次のとおりです。 
 

【基本目標１】 
確かな学力をはぐくみ 

一人一人の個性を大切にします 

数値目標項目数 改善傾向（対計画策定時）  目標達成項目数 

５４ ３６ ６ 
 
【基本目標２】 

家庭・地域・学校が連携し 
教育力の向上に取り組みます 

数値目標項目数 改善傾向（対計画策定時）  目標達成項目数 

９ ７ ０ 
 
【基本目標３】 

生涯にわたって学ぶ意欲を持ち 
豊かな人間性を育成します 

数値目標項目数 改善傾向（対計画策定時）  目標達成項目数 

１５ ９ ２ 
 
【基本目標４】 

郷土の自然、歴史、文化を継承し 
芸術文化活動の充実を図ります 

数値目標項目数 改善傾向（対計画策定時）  目標達成項目数 

８ ４ ３ 
 
【基本目標５】 

豊かなスポーツライフの 
創造をめざします 

数値目標項目数 改善傾向（対計画策定時）  目標達成項目数 

１５ １０ １ 
 
【基本目標６】 

異なる文化や価値観を尊重し 
世界に通じる人づくりを進めます 

数値目標項目数 改善傾向（対計画策定時）  目標達成項目数 

３ １ ０ 
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◇令和元年度新たに取り組んだ施策等の概要 
・学習指導要領に示された、中学校(外国語)における４技能（「聞く」「話す」「読む」「書

く」）の習得を目指し、生徒の学習成果と課題を客観的に評価できる試験(GTEC)を２年

生において実施した。 

・小学校と中学校との連続した切れ目のない英語教育を推進するため、宇ノ気中学校を

英語教育研究推進拠点校に指定し、宇ノ気小学校及び金津小学校を英語教育研究推進

連携校とし、小中一貫の英語教育について研究し市内全小中学校に広めた。 

・学習指導要領に示された、プログラミング教育について、（株）ＰＦＵの協力を得て、

全小学校４年生以上において、総合的な学習の時間にプログラミング体験活動を実施

した。 

・中学校の３年生が一堂に会し、かほく市の魅力を再認識し、市の将来に対して希望を

見出し、かほく市に愛着と誇りを持つことを目的に市長による特別授業 「かほく市の

まちづくり」を実施した。 

・河北郡市で開催していた小学校音楽会を市単独開催とし、市内全小学校が一堂に集ま

り、合唱や器楽合奏などの発表を行う「第１回かほく市小学校音楽会」を開催し、小

学校の交流を図るとともに、豊かな情操の涵養を図った。 

・平成 29 年度・平成 30 年度の国補助(補正)採択を受け、２ヵ年事業で外日角小学校の

長寿命化改修工事を実施し、令和 2 年 2 月 28 日に竣工した。また、平成 30 年度の国

補助(補正)、令和元年度の国補助採択(令和 2 年度に繰越)を受け、七塚小学校の長寿

命化改修工事に着手した。 

・市内３中学校で取り決めした「かほく市中学校ネットルール」を基に制定された「か

ほく市ネットルール共同宣言」を、市ＰＴＡ連合会と連携し、児童生徒および市内各

家庭へ周知した。 

・市内の 10 代から 30 代の若者による企画・運営グループ「かほく若ものがたり」を募

り、自分たちで事業を活性化する企画を行った。今年度かほく市を訪れたメスキルヒ

市からの青少年訪問団の体験活動を企画運営した。 

・学校と家庭・地域の連携事業を周知することにより、連携・協働への意識を高めるこ

とを目的として、「広報かほく」にコミュニティ・スクールの活動内容について掲載し

た。（毎月１ページ） 

・広く市民が集う場（かほく市生涯学習フェスティバル）を活用し、国際交流・国際理

解の啓発を目的とした体験型事業（ボードゲームを通じた国際交流）を実施した。 

・ふるさと「かほく市」に関する学びの場、情報発信の場として、うみっこらんど七塚

の「海と渚の博物館」内に「かほくふるさと展示室」を整備し、１月 15日にオープン

した。市内児童生徒の学びの場、一般市民をはじめとしてかほく市来訪者への情報発

信の場としての利用が期待される。 

・スポーツ施設の計画的長寿命化事業として、七塚体育センターの改修工事を実施した。

また、宇ノ気南部体育館の長寿命化改修を進めるため、改修工事の実施設計を作成し

た。 

・かほく市総合体育館整備事業について、平成 30 年度に策定した基本構想を踏まえて、

民間資本導入による事業実施が可能か否かを判断するＰＰＰ/ＰＦＩ導入可能性調査

を実施するとともに基本計画をまとめた。令和２年度に民間からの事業提案の募集と

事業選定を進めることとなった。 
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（２）昨年度の学識経験者（東谷正巳氏・能任まち子氏・松本吉雄氏）からの主な意見に 
対する取組 

昨年度の主な意見 左記に対する取組内容・今後の対策 

学校現場でのいじめについての対応は、学校内

での報告・連絡・相談をしっかり行い、学校が一

丸となって、取り組むことが大切である。特に保

護者への対応は早期に行うべきである。対応が遅

れるほど、いじめの対応、解消は難しくなる。 

いじめは、どこでも誰にでも起こりうるもので

あるとの認識に立ち、様々な取組を行ってきた

が、昨年度は、いじめ防止対策推進法の規定に基

づく、重大事態が発生し「かほく市いじめ問題対

策調査委員会」を設置し、調査することとなった。

今後は、この調査委員会を平時から設置すること

とし、重大事態の発生時には、早期対応に努めた

い。 

不登校、不登校傾向の児童生徒が増加傾向にあ

る。不登校には、家庭環境や学校での友人関係な

ど、早期に児童生徒の変化を見つけることは、難

しい面もあると思う。不登校の未然防止に努め、

子どもたちにとって楽しいと思える学校となる

よう取り組んでほしい。 

令和２年度から、これまでの「心の教室相談員」

の業務内容・勤務時間を拡充し、各中学校に「教

育相談員」１名を配置し、小学校を含め、不登校

生や保護者と連絡を取り、将来の進路などのきめ

細かな支援を行うこととした。 

また、同じく教育センターにも「教育相談員」

２名を配置することとし、教育相談体制の強化を

図ることとする。 

中学校で実施している職場体験活動（わくワー

ク体験）は、生徒にとって将来の夢や自分から進

んでやるといった意識の変化が見られ、とても有

益な事業である。引き続き、自らが主体的に判断

し、粘り強く取り組むことができる児童生徒の育

成、キャリア教育の充実を図ってほしい。 

これまでの職場体験活動（わくワーク体験）を

継続して実施するとともに、新たに、かほく市の

魅力を再認識し、市の将来に対して希望を見出

し、かほく市に愛着と誇りを持つことを目的に市

長による特別授業 「かほく市のまちづくり」を

実施した。 

教職員の働き方改革が叫ばれている中にあっ

て、新学習指導要領による小学校での「外国語（英

語）」の教科化やプログラミング教育の必須化な

ど、授業時数が増え、大変な面もあるが、児童生

徒にとって真に必要な取組かどうかを検証し、ス

クラップ・アンド・ビルドを行いながら魅力ある

学校づくりに努めてほしい。 

新学習指導要領による「外国語（英語）」の教

科化やプログラミング教育の必須化は、教職員の

負担にもつながると考えており、学校の休業日の

見直しを含め、学校行事等の見直しなどを含め、

魅力ある学校づくりに取り組んでいく。 

教職員を目指す若者が減り、指導力の低下が懸

念される。基本的には、国による教職員の定数改

善は必須だと考えるが、市としても教職員の負担

軽減につながる取組を進めてほしい。 

これまでも教職員研修の削減、市指定研究校の

あり方、部活動の活動時間の短縮、教育委員会に

よる学校訪問についても、教職員の負担が軽減さ

れるよう見直してきたが、時間外勤務の月 80 時

間超をゼロにするという目標の実現は難しい状

況である。今後も教職員の定数改善を国に求める

とともに、市としてできることを取り組んでい

く。 

親の働き方の変化や核家族化の進行により、本

来は保護者が担っている「しつけ」「言葉づかい」

「基本的な生活様式」などについて、学校に依存

している保護者が増加する傾向にある。行政とし

て、子育てに関する学びの環境を整え、家庭教育

が子育ての重要な役割を担っていることを改め

て認識してもらえるよう、保護者の学び・教育力

を高めていく必要がある。 

家庭において親子で過ごす時間が例年以上に

長くなっている現状を踏まえ、家庭教育の重要性

に関する理解を深めてもらうため、市ＰＴＡ連合

会や、「親育て」について事業展開している子育

て支援課とのさらなる連携により、保護者の学習

機会の拡充に努める。 
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地域全体で子供たちを支えるという観点や地

域の活性化を考えたときに、地域の公民館活動、

コミュニティ活動が重要になってくる。「たかま

つ まちかど交流館」では、毎月多くのイベント

が開催され、多世代交流についての、今後のモデ

ルとなるのではないか。 

地域の方々との協働によるコミュニティ・スク

ールにより、学校現場における、学校と地域が連

携した特色ある取り組みが浸透してきた。今後

は、児童生徒が地域での事業に取り組むことによ

り、地域活性化につながる施策について検討して

いきたい。 

地域活動を支える青年団や女性会、壮年団など

の社会教育団体が自由に使える活動拠点となる

場所が必要ではないか。そういった拠点があるこ

とによって、社会教育団体の活性化や多世代の交

流を通して、気軽に子育てなどの相談ができるの

ではないか。 

地域活動の拠点については、公民館やコミュニ

ティセンターを有効に活用していけるよう、地区

要望に基づく施設整備を実施している。今後は長

寿命化計画による整備や各種団体が利用しやす

い制度づくりについて検討していきたい。また、

子育て相談なども関連各課との連携を図れるよ

う協議していきたい。 

 
 
（３）点検及び評価の方法 

点検及び評価は、施策に基づく事業内容と実績を明らかにするとともに、成果と課題な

どを示している。 
また、点検及び評価にあたっては、教育に関し学識経験を有する方として、東谷正巳氏、

能任まち子氏、松本吉雄氏から様々な意見や助言を得た。 
 
 
（４）学識経験者の主な質問・意見等 
 【新型コロナウイルス感染症対策について】 

主な質問・意見 左記に対する回答・今後の対応 

学校再開後の対策は、どうなっているのか。ま

た、学校休業による授業時数の確保どうするの

か。学校行事への影響はどのようになっている

か。あわせて心のケアが大切だと思う。 

登校時の検温、マスク着用・手洗いの励行、換

気などの感染の予防対策行った上で再開してい

る。授業時数の確保については、夏季休業日を短

縮し確保する。学校行事については、器械運動交

歓会、音楽会、体育大会、宿泊を伴う校外活動、

修学旅行が中止となり、運動会は時間を短縮し、

種目の内容についても検討している。いきいきサ

ポートの追加配置や今年度から配置した教育相

談員を活用して対応していく。 

学校の臨時休業により、オンライン授業がクロ

ーズアップされている。かほく市の学校ＩＣＴ環

境整備はどのような状況か。その活用は。 

現在、児童生徒一人一台端末、学校内の無線Ｌ

ＡＮ整備を実施しており、今年度中には整備が完

了する。学校ＩＣＴ活用の中心的な役割を担う教

員と事務局において、ワーキンググループを立ち

上げ、活用について検討している。 
ＩＣＴの活用は、不登校児童生徒の対応として

オンラインでの取組ができるのではないかと考

えている。 
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【家庭教育について】 
主な質問・意見 左記に対する回答・今後の対応 

子供たちには、叱られてもへこたれることな

く、立ち直る力（回復力）を育んでもらいたい。

そのために、家庭教育の重要性について、保護者

一人一人の意識を深めることが重要ではないか。

また、保護者が子育てに対して相談できる機会が

ない状況が気がかりである。 

子どもたちの非認知能力の育成は重要な視点

であり、あらゆる機会を捉えて育成していく必要

がある。家庭教育の大切さを啓発することに合わ

せて、家庭に頼るだけでなく、地域教育力を高め

ることにも取り組んでいく。子育て、教育相談を

気軽に相談できる体制を福祉部局と連携して取

り組んでいきたい。 

子供たちの成長にとって、豊かな人間性、自ら

学び自ら考える力など生きる力を養うために、体

験活動は大切である。社会教育の部分においても

体験活動の充実を望む。 

今年度は、新型コロナウイルス感染症の影響で

難しいが、コミュニティ・スクールの取組や社会

教育活動の場面で充実させていく必要がある。 
 

 

 【学校の施設整備について】 
主な質問・意見 左記に対する回答・今後の対応 

外日角小学校、七塚小学校での長寿命化改修工

事とはどのような工事となるのか。今後、学校の

統廃合の計画はないのか。 

長寿命化改修工事とは、建物の柱、梁などの耐

力上必要な部分を残し、それ以外の配管等をすべ

て更新する工事となり、築４０年以上経過したも

のを長寿命化改修後３０年以上使用するという

考え方で整備している。 

学校の統廃合については、平成 27 年度の総合

教育会議において、当面は小中学校の配置は現状

を維持していくことで確認しており、現時点では

統廃合は考えていない。 

 
 【教職員の働き方改革について】 

主な質問・意見 左記に対する回答・今後の対応 

教員志願者が年々減っていることが気になっ

ている。教員が元気に児童生徒に接し、情熱をも

って取り組める対策を望む。 

これまでの取組により、教職員の時間外勤務は

減少傾向にあり、引き続き、教職員多忙化改善の

取組を行っていく。 

令和２年度から、市費負担学校職員として、学

校司書の専任化、教育相談員の配置等、教員が本

来の業務に専念できる体制を更に充実させてい

る。 

学校のＩＣＴ環境の整備によって、教職員の働

き方改革、負担軽減になることを期待している。 

ＧＩＧＡスクール構想でのＩＣＴ環境の整備

は、学習での活用を主たる目的としているものの

１人１台端末の整備により、授業での活用のほか

家庭学習や児童生徒及び保護者への連絡等での

利用を見据えて検討していく。 
一時的には、教職員の負担増となるが、ＩＣＴ

支援員の配置を含めて、効果的かつ効率的な活用

に取り組んでいく必要がある。 
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基本的方向１－(1) 確かな学力の育成 

 

① 新学習指導要領の着実な実施と外国語教育の強化 

担 当 課 学校教育課 

＜取組内容・成果＞ 
【外国語教育の取組】 
・学習指導要領に示された、中学校における４技能（「聞く」「話す」「読む」「書く」）の習得を目指し、

生徒の学習成果と課題を客観的に評価し、中学３年生に向けての授業改善を行うため、２年生全員に
４技能試験を実施した。 
（英語４技能試験結果の概要） 

・３中学校とも４技能トータルで全国平均を上回る結果となった。特に、リーディングとライティング
の力が強みである。しかしながら、リスニング（聞く力）については、全国平均を上回っているもの
の、約３割が「※ＣＥＦＲ Ａ１レベル」に満たない結果となった。 

                         ※外国語におけるコミュニケーション能力を測る指標 
〈中学生英語４技能試験結果（中学２年生対象）〉 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
・小学校における学習指導要領の外国語教科化に向け先行実施を行い、全小学校３年生以上の英語の授

業をＴＴ授業で行うため、これまでの民間ＡＬＴ（１名）と日本人英語指導助手（４名）を配置した。 
また、中学校には、外国語指導助手を各中学校に１名配置し、生徒の英語の実践的コミュニケーショ
ン能力の基礎を養った。 

 
・〔英語教育研究推進事業〕宇ノ気中学校・宇ノ気小学校・金津小学校 

＊英語教育において、小学校段階から４技能（「聞く」「話す」「読む」「書く」）の習得を見据えた学
習を展開しながら、中学校との連続した切れ目のない英語教育を目指し、宇ノ気中学校を英語教
育研究推進拠点校に指定するとともに、宇ノ気小学校及び金津小学校を英語教育研究推進連携校
に指定し、小中一貫の英語教育について研究成果を研修会等の開催により市内全小中学校に広め
ることができた。 

外国語教育研修会   期日 令和元年 10 月８日(火) 
 
【情報活用能力の育成】 
・学習指導要領に示された、プログラミング教育について、（株）ＰＦＵの協力を得て、教職員研修を実

施するとともに、全小学校４年生以上において、総合的な学習の時間にプログラミング体験活動を実
施した。 

 
 

 TOTAL READING LISTENING WRITING SPEAKING 

公立中学校平均(中２) 374.0 75.0 95.0 113.0 84.0 

市平均 403.6 87.4 97.3 126.3 92.1 

全国平均との差 29.6 12.4 2.3 13.3 8.1 
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＊教職員研修 ①全小学校４年生の担任を対象としたシールプログラミング研修 
       ②全小学校５・６年生の担任を対象とした Ichigojam・プログラミング研修 
＊授業（４年生以上の学級単位で実施） 
       ①小学校４年生を対象としたシールプログラミング体験授業（11 学級） 
       ②小学校５・６年生を対象としたプログラミング体験授業 （24 学級） 

 
・教職員のＩＣＴ機器を活用した指導力の向上、デジタル教材の有効活用による授業づくりを推進する
ため、小中学校のすべての教室において、教職員の指導用タブレット端末を整備することとし、小学
校は２学年、中学校は１学年の教室数分の指導用タブレット端末の整備を実施した。 

・学習指導要領の着実な実施に向け、保護者には学校の指導方針がしっかり伝わっていることが重要で
ある。かほく市共通アンケート（保護者対象）において、「学校だよりや学年だより等で学校の指導方
針や子どもたちの様子などがわかりやすく伝わってきますか？」の問いに、「当てはまる」・「どちら
かといえば当てはまる」の両方を含めた回答は小学校では 94.5％、中学校では 90.1％となっており、
対前年度と比較し下降傾向であるが、概ね学校からの指導方針等は伝わっていると判断できる。 

 
〈かほく市共通アンケート（保護者対象）上段：H30.7 調査 下段：R01.7 調査〉 

「学校だよりや学年だより等で学校の指導方針や子どもたちの様子などがわかりやすく伝わってきますか？」 
小学校 高松小 大海小 七塚小 外日角小 宇ノ気小 金津小 計 

「当てはまる」 
37.6% 76.8% 43.7% 32.3% 26.5% 56.8% 37.1% 

37.8% 60.8% 41.8% 29.6% 34.0% 54.8% 37.9% 

「どちらかとい

えば当てはまる」 

59.8% 23.2% 50.8% 62.6% 65.4% 41.9% 57.8% 

59.1% 35.3% 53.4% 61.3% 60.0% 41.1% 56.6% 

 
中学校 高松中 河北台中 宇ノ気中 計 

「当てはまる」 
24.9% 49.2% 25.8% 33.3% 

29.4% 35.6% 31.9% 32.5% 

「どちらかとい

えば当てはまる」 

64.5% 45.1% 63.8% 57.8% 

58.7% 54.8% 59.1% 57.6% 

 
【今後の方向性】 
・小学校での学習指導要領における外国語の教科化が本実施を迎え、また、中学校でも中学２年生を対
象に実施した英語４技能試験での課題を客観的に評価し、中学３年生での授業改善を行うとともに、
小学校と中学校の外国語教育の接続を適正に行うため、小学校教員と中学校英語担当教員の合同研
修・意見交換などの連携を図ります。 

・プログラミング教育については、引き続き、（株）ＰＦＵの協力を得て、全小学校４年生以上におい
て、総合的な学習の時間にプログラミング体験活動を実施します。 

・教職員のＩＣＴ機器の活用には、教科や学級によって使用頻度に偏りが見られることから、デジタル
教材の有効な活用に向けての研修や各教科でのＩＣＴ機器の活用について、先進地等の取組を研究
し、指導を行います。 

・文部科学省から示されたＧＩＧＡスクール構想の実現に向け、児童生徒「１人１台端末」の環境整備
を求められており、学校のＩＣＴ環境整備とＩＣＴを活用した学習活動の充実のために、教員のＩＣ
Ｔ活用指導力の向上を図ります。 

 

数値目標項目 
計画策定時 

（実績値） 

Ｒ元年度 

（実績値） 

Ｒ５年度 

（目標値） 

かほく市共通アンケート調査（７月調査）「学校

だよりや学年だより等で学校の指導方針や子

供たちの様子がわかりやすく伝わってくる」と

回答した保護者の割合 

小学校 37.1% 37.9% 50.0% 

中学校 33.3% 32.5% 50.0% 

英語教育実施状況調査で「英語検定３級程度

以上の英語力」を有する生徒の割合 
中学校 29.5% 55.0% 70.0% 

 
 

肯定的評価 小 中 
H31 年度 94.9% 91.1% 

R 元年度 94.5% 90.1% 
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② 学力調査等による現状把握と学習指導方法の改善 

担 当 課 学校教育課 

＜取組内容・成果＞ 
・小学校３年から中学校３年までを対象に、国・県・市事業にて学力調査を下記のとおり実施し、教職
員の指導方法の改善に努めるため、早期に学力等の現状分析を行い、指導改善につなげている。各学
年及び学校間において、基礎学力及び活用力に較差が見られることから、特に、学力が低い学年にお
いては、補充学習を設定するなど底上げとなる指導を実施した。 

 
 市 県（抽出調査） 国 

小学３年生 国語・算数   

小学４年生  国語・算数  

小学５年生 国語・算数   

小学６年生  社会・理科 国語・算数 

中学１年生 国語・数学   

中学２年生 国語・数学・英語   

中学３年生  社会・理科 国語・数学・英語 

 
・全国学力調査結果では、小学校６年生は、全教科で全国平均を上回り、算数Ａは県平均並み、国語Ａ
は県平均をわずかに下回る結果となった。中学校３年生は、全教科において全国平均を上回り、県平
均も上回る結果となった。 

 
 

学年・科目 H26 H27 H28 H29 H30 R 元 

中 学 
３年生 

国語Ａ (知識) 1.7 1.2 0.7 0.0 2.0 
2.0 

国語Ｂ (活用) 5.5 2.0 1.5 0.0 3.0 

数学Ａ (知識) 3.3 1.0 2.4 ▲2.0 2.0 
2.0 

数学Ｂ (活用) 3.0 1.0 2.8 ▲3.0 3.0 

 英語 
※H26～H30 は県 

－ ▲2.2 0.3 ▲5.1 ▲0.7 2.0 

 
学年・科目 H26 H27 H28 H29 H30 R 元 

小 学 
６年生 

国語Ａ (知識) ▲0.1 3.1 0.6 4.0 ▲1.0 
1.0 

国語Ｂ (活用) ▲0.4 0.9 1.3 4.0 2.0 

算数Ａ (知識) ▲1.5 2.9 1.6 1.0 0.0 
▲1.0 

算数Ｂ (活用) ▲4.2 2.3 2.1 2.0 1.0 

 
・市独自事業として小学校５年生と６年生において、35 人以下学級を実施することにより、全ての小学
校で 35 人以下学級を実現し、児童の実態に応じたきめ細かな指導を行うことで、児童が落ち着いて
学習に取り組むことができた。 

 
〈35 人以下学級実現のための講師配置状況〉 

 講師採用数 配 置 校 備 考 

平成 25 年度 ２人 高松小(1)・宇ノ気小(1) 小学校５年を対象 

平成 26 年度 ３人 高松小(2)・宇ノ気小(1) 小学校５・６年を対象 

平成 27 年度 ２人 高松小(1)・宇ノ気小(1)      〃 

平成 28 年度 ２人 七塚小(1)・宇ノ気小(1)      〃 

平成 29 年度 ２人 高松小(1)・七塚小(1)      〃 

平成 30 年度 １人 高松小(1)      〃 

令和元年度 ２人 外日角小(1)・宇ノ気小(1)      〃 

 
 

〈全国学力調査等におけるかほく市の平均点と石川県の平均点の比較〉 
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【今後の方向性】 
・児童生徒に対して、きめ細かな指導体制実現のために、市独自に講師を雇用し、引き続き、小学校全
学年で 35 人以下学級を実現します。また、少人数指導や習熟度別指導、補充的指導など「個に応じ
た指導」の充実に努めます。 

 
・国や県が実施する学力や学習状況に関する調査に加え、引き続き、市独自の学力テストを実施し、調
査結果の分析を活用した学力向上ＰＤＣＡサイクルを確立するとともに、授業の工夫・改善に取り組
みます。 

 

数値目標項目 
計画策定時 

（実績値） 

Ｒ元年度 

（実績値） 

Ｒ５年度 

（目標値） 

全国学力・学習状況調査で「児童生徒の姿や地

域の現状等に関する調査や各種データ等に基

づき、教育課程を編成し、実施し、評価して改

善を図る一連のＰＤＣＡサイクルを確立して

いる」と回答した学校数 

小学校 ４校 ４校 ６校 

中学校 ３校 ２校 ３校 

 
 

 

③ 家庭学習の定着と充実 

担 当 課 学校教育課 

＜取組内容・成果＞ 
・かほく市共通アンケート調査（７月調査）で「自分で計画を立てて勉強している」と回答した割合が、小
学校では対前年度を上回り伸びが見られたが、中学校では、対前年度を下回った。 
例年、市学力向上部会（市学校教育研究会組織）が中心となり、各学校が家庭学習の課題や時間につ
いて児童生徒が学校にいる間に見通しを持たせたことや「家庭学習カード」を活用することで、保護
者に家庭学習への理解や協力を得ることに努めている。 

・学校教育研究会の生徒指導部会において、インターネット等の利用に関する現状把握、分析、対応策
等について検討するとともに、保護者に対して啓発リーフレットを作成配布することにより、ネット
等の危険性について啓発した。 
 

【今後の方向性】 
・各学校で、児童生徒が計画的に家庭学習に取り組むことができるように、具体的な課題を与え、見通
しを持たせるために計画を立てるなど指導を行います。また保護者に対しても、学習の定着をねらい
とする家庭学習の重要性を理解してもらい、協力を得ることに努めます。 

・スマートフォンやタブレット等の情報機器を家庭で長時間使用している児童生徒は、全国学力・学習
状況調査においても正答率が低いという結果が出ています。しかしながら、今後はＩＣＴを活用した
家庭学習も想定されることから、単にインターネット等の使用時間を取り上げるのではなく、情報機
器の正しい使い方、動画の視聴やＳＮＳなどの書き込みなど、個別具体の新たなルールづくりを検討
し、児童生徒が規則正しい生活が送れるよう指導を強化していきます。 

 

数値目標項目 
計画策定時 

（実績値） 

Ｒ元年度 

（実績値） 

Ｒ５年度 

（目標値） 

かほく市共通アンケート調査（７月調査）で

「自分で計画を立てて勉強している」と回答

した児童生徒の割合 

小学校 45.5% 55.3% 60.0% 

中学校 41.6% 35.9% 60.0% 

かほく市共通アンケート調査（７月調査）

で、「平日、メールやライン等のＳＮＳやイ

ンターネット等を行っている時間数が１時間

未満」と回答した児童生徒の割合（※） 

小学校 43.2% 53.3% 80.0% 

中学校 50.0% 38.1% 80.0% 

 （※）基本的方向 2-(1)③の数値目標と同様 
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④ 認定こども園と小学校、小学校と中学校との連携強化 

担 当 課 学校教育課 

＜取組内容・成果＞ 
・認定こども園と小学校が、「幼小連携協議会」を開催し、配慮が必要な子ども等の情報交換や支援方針
などについて理解を深めるとともに、幼児教育と小学校教育の接続について、共通理解・共通行動を
図った。 

（第 1回幼小連携協議会） 
    期日  令和元年 12 月 13 日(金) 
  内容  幼児教育と小学校教育の接続についての情報交換 
      指導計画の作成に向けての共通理解 
（第 2回幼小連携協議会） 
    期日  令和２年２月３日(月) 
  内容  指導計画の作成に向けての共通理解 
 
・小中学校の連携については、中学校区単位で小中９年間を通した児童生徒の育成に向け、校区におけ
る共通課題への取組を推進し、児童生徒の学習習慣を含めた生活指導及び学力向上のための指導法の
改善を図った。 

  （高松中学校校区）  令和元年 10 月 29 日(火) 会場 大海小学校 
（河北台中学校校区） 令和元年 11 月 19 日(火) 会場 河北台中学校 
（宇ノ気中学校校区） 令和元年 11 月 15 日(金) 会場 宇ノ気中学校 

 
【今後の方向性】 
・引き続き、認定こども園での幼児教育と小学校教育の独自性と連続性について、相互理解を深め、円
滑な接続を図ります。 

・幼児と児童の交流の機会を充実するとともに、認定こども園と小学校との意見交換や合同の研究の機
会を設けるなど、連携の強化を推進します。 

・小中学校間の接続をより円滑に行い、小中学校の緊密な連携を推進し、学力向上や生徒指導、特別支
援教育などの面において、継続性・連続性のある指導を行います。 

・小中学校の円滑な接続、連続的な学びの視点が教育活動や指導に活かされるための取組の一つとして、
小中一貫教育について、先進事例等の成果を検証し、市内での小中一貫教育の展開について検討しま
す。 

 

数値目標項目 
計画策定時 

（実績値） 

Ｒ元年度 

（実績値） 

Ｒ５年度 

（目標値） 

幼小連絡協議会（認定こども園と小学校）の開催回数 ２回 ２回 ４回 

全国学力・学習状況調査で「近隣等の小中学

校と、教科の教育課程の接続や、教科に関す

る共通の目標設定など、教育課程に関する共

通の取組を行った」と回答した学校数 

小学校 １校 １校 ６校 

中学校 ２校 ０校 ３校 
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基本的方向１－(2)  豊かな心と 

社会の変化に対応できる資質・能力の育成 

 

① 道徳教育の充実 

担 当 課 学校教育課 

＜取組内容・成果＞ 
・道徳教育推進教師を対象とした研修会を開催し、「タイムリーなことばかり教材にするのではなく、
将来を見据えた年間指導計画に基づく取組」や「考える道徳、議論する道徳」の必要性について共通
理解を図り、各校での道徳教育を推進した。 

・共通道徳担当教師を対象とし、小学校では「西田先生の生涯を中心に学び、その人となりから学習す
る」、中学校では「西田先生の生涯からその哲学までを学び、自己を振り返る学習をする」という共通
道徳のねらいについての研修会を開催し、郷土の先人の努力を知り、努力しようとする心構えを育む
ことができた。また、西田幾多郎記念哲学館と連携した共通道徳の実践に努め、小学館学習まんが「西
田幾多郎」や「いしかわ版道徳教材」を効果的に活用するとともに「考える力」を育てる哲学対話も
実施した。 

・道徳の授業を保護者や地域の方々に公開するため、「道徳授業年間公開計画」を作成し、計画的な授業
公開に努めることができた。 

・全国学力・学習状況調査で「地域や社会をよくするために何をすべきかを考えることがある」「児童・
生徒の間で話し合う活動を通じて、自分の考えを深めたり、広げたりすることができている」と回答
した児童生徒の割合が、いずれも国・県平均を上回っており、これまで長年継続している共通道徳の
実践が成果として表れている。 

 
 
【今後の方向性】 
・小学校では平成 30 年度、中学校は平成 31 年度から「特別の教科 道徳」が実施されており、これま
での「教材を読む道徳」から問題解決的な学習などを取り入れた「考える道徳」「議論する道徳」に転
換を図ります。 

・学校教育活動全体で、道徳教育を行う要として、西田幾多郎記念哲学館と連携した共通道徳の実践（小
学５年、中学２年）、地域の資源・教材、地域人材を活用した共通道徳に取り組みます。 

 
 

数値目標項目 
計画策定時 

（実績値） 

Ｒ元年度 

（実績値） 

Ｒ５年度 

（目標値） 

全国学力・学習状況調査で「地域や社会をよく

するために何をすべきかを考えることがある」

と回答した児童生徒の割合 

小学校 26.6% 23.5% 50.0% 

中学校 26.2% 12.8% 50.0% 

全国学力・学習状況調査で「児童・生徒の間で

話し合う活動を通じて、自分の考えを深めた

り、広げたりすることができている」と回答し

た児童生徒の割合 

小学校 28.4% 33.4% 50.0% 

中学校 36.1% 34.4% 50.0% 
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② 自己肯定感の育成と発達段階に応じたふるさとキャリア教育の推進 

担 当 課 学校教育課 

＜取組内容・成果＞ 
・すべての中学校で、夏季休業中に「職場体験活動」を行い、勤労観、職業観の育成に努めることがで
きた。 

・小学校 6 年において、学習状況調査の「将来の夢や目標を持っていますか」という質問に対し、「当
てはまる」「どちらかと言えば当てはまる」と答えた割合が、ほぼ横ばいである。コミュニティ・スク
ール等で、地域を知る活動や地域の方々からいろいろな話を聞き、今の学びが将来に生きることを深
く考える取組、また、家族・身近な人の仕事調べ、社会見学や工場見学を通じて働く人々の姿に触れ
る体験的活動などの継続的な取組が必要である。 

 
・これまで、実施していた子ども議会を廃止し、多くの生徒の新たな学びにつながる事業を展開した。 

＊市長の特別授業 「かほく市のまちづくり」の実施（中学校） 
中学校の 3年生が一堂に会し、かほく市の魅力を再認識し、市の将来に対して希望を見出し、 
かほく市に愛着と誇りを持つことを目的に実施した。 

 
【今後の方向性】 
・学校の教育活動全体を通じて、社会における自らの役割や勤労の意味、将来の生き方等について考え
させるために、各学校のキャリア教育の現状と課題の把握に努め、各学校に対して、小中学校それぞ
れの発達段階に応じたキャリア教育全体計画の見直しを促します。 

・地域貢献活動を通して、自己有用感を高めるために、福祉や環境面におけるボランティア活動を推進
します。 

・地域の探検や、家族・身近な人の仕事調べ、社会見学や工場の学習等を通じて、ふるさとに根ざして
働く人々の姿に触れる体験的活動に積極的に取り組むとともに、様々な職種の方を講師として招へい
するなど、働くことの大切さや収穫の喜び、やりとげる達成感などを実感し、感謝する心がはぐくま
れる活動を推進します。 

 
 

数値目標項目 
計画策定時 

（実績値） 

Ｒ元年度 

（実績値） 

Ｒ５年度 

（目標値） 

かほく市共通アンケート調査（７月調査）「将来

の夢や目標を持っている」と回答した児童生徒

の割合 

小学校 71.4% 72.9% 80.0% 

中学校 52.8% 54.7% 60.0% 

かほく市共通アンケート調査（７月調査）「自分

には、よいところがある」と回答した児童生徒

の割合 

小学校 53.5% 55.4% 70.0% 

中学校 32.6% 37.1% 60.0% 
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③ 学校における体験活動や読書活動の推進 

担 当 課 学校教育課 

＜取組内容・成果＞ 
・学校における図書館の管理運営及び児童生徒の読書活動の推進のため、継続して図書館司書資格者（５
名）を配置した。 

 

 

 
 
・これまで河北郡市で行っていた小学校音楽会をかほく市単独開催とし、市内全小学校が一堂に集まり、
合唱や器楽合奏などの発表を行い、市内小学校の交流を図るとともに、豊かな情操の涵養を図った。 

＊第１回かほく市小学校音楽会の開催  6 月 19 日(水) 河北台中学校講堂 
・すぐれた舞台芸術鑑賞の機会を提供し、鑑賞能力の向上と豊かな情操の涵養を図るほか、県内文化芸
術の振興に資することを目的として、児童・生徒を対象とした「芸術鑑賞推進事業」を実施した。 

＊オーケストラ鑑賞（中学生対象）の開催 
      5 月 28 日(火) 高松中学校 

＊スクールシアター（小学５年生対象）の開催 
5 月 24 日(水) 河北台中学校講堂 

 
【今後の方向性】 
・読書は学力に大きな影響を与えており、全国的にも、読書が好きな子どもは学力が高いという結果が
出ています。児童生徒の読書習慣、読書意欲の向上はもちろんのこと、読書の質を高め、さらには、
学校図書館を活用した授業の展開や教職員の求めに対し、必要な情報の提供や資料の準備など、読書
の専門家としての学校司書の各小中学校に専任配置を進めます。 

・特に中学校については、学校司書の専任配置を進めることにより、読書習慣、読書意欲の向上はもち
ろんのこと、読書の質を高めます。 

 

数値目標項目 
計画策定時 

（実績値） 

Ｒ元年度 

（実績値） 

Ｒ５年度 

（目標値） 

全国学力・学習状況調査で「学校の授業時間

以外に１日当たり 30 分以上読書をする」と回

答した児童生徒の割合（※） 

小学校 45.1% 49.0% 50.0% 

中学校 31.0% 22.5% 35.0% 

（※）基本的方向 3-(2)③の数値目標と同様 
 

平成 31 年度全国学力調査・学習状況調査 
における読書と学力の関係（小学校６年） 

児童数 
児童数の 
割合 

平均正答率 

国語 算数 

読書が好きと回答 153 人 50.7% 76.5% 73.5% 

どちらかといえば、読書が好きと回答 91 人 30.1% 72.0% 68.7% 

どちらかといえば、読書が嫌いと回答 34 人 11.3% 67.4% 66.4% 

読書が嫌いと回答 24 人 7.9% 64.6% 67.0% 

平成 31 年度全国学力調査・学習状況調査 
における読書と学力の関係（中学校３年） 

生徒数 
生徒数の 
割合 

平均正答率 

国語 数学 英語 

読書が好きと回答 146 人 43.3% 84.5% 71.9% 63.8% 

どちらかといえば、読書が好きと回答 90 人 26.7% 80.6% 68.9% 60.3% 

どちらかといえば、読書が嫌いと回答 58 人 17.2% 76.6% 63.1% 59.0% 

読書が嫌いと回答 43 人 12.8% 64.7% 53.6% 48.6% 
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基本的方向１－(3) 児童生徒の体力増進と運動能力の向上 

 

① 学校における運動機会の充実 

担 当 課 学校教育課 

＜取組内容・成果＞ 
・石川県内の小学校が参加し、インターネットを通じて、自分のクラスの順位を競い合う「スポチャレ
いしかわ」に全小学校が登録し、積極的な実践を積み重ねて好成績を収めた。 

  
【高松小学校】 

●スポチャレ・シャトル「チャレンジ部門」 
４年の部 ４位 ４年１組 

 
 【七塚小学校】 

●スポチャレ・40ｍ「ベスト部門」 
    １年の部 ２位 １年２組    １年の部 ５位 １年１組 
    ３年の部 ５位 ３年２組 
    ４年の部 ３位 ４年２組    ４年の部 ４位 ４年１組 
    ５年の部 ２位 ５年２組    ５年の部 ３位 ５年１組 
    ６年の部 ６位 ６年２組 

●スポチャレ・シャトル「ベスト部門」 
  ３年の部 ６位 ３年１組 

●スポチャレ・40ｍ「チャレンジ部門」 
 ５年の部 ６位 ５年２組 

 
【外日角小学校】 

●スポチャレ・長なわ「ベスト部門」 
     １年の部 ５位 １年３組 

３年の部 ２位 ３年２組    ３年の部 ３位 ３年１組 
４年の部 ４位 ４年２組 
５年の部 ２位 ５年１組    ５年の部 ３位 ５年２組 

●スポチャレ・長なわ「チャレンジ部門」 
３年の部 １位 ３年１組    ３年の部 ２位 ３年２組 
５年の部 ２位 ５年２組 

 
【金津小学校】 

●スポチャレ・シャトル「ベスト部門」 
     ２年の部 ５位 ２年１組 

３年の部 ４位 ３年１組 
４年の部 ３位 ４年１組 

●スポチャレ・シャトル「チャレンジ部門」 
     ３年の部 ４位 ３年１組 

４年の部 ５位 ４年１組 
 
・第 14 回いしかわっ子駅伝交流大会に全小学校が出場し、県内小学校男子 96 チーム、女子 91 チーム
が出場し、男子では高松小学校が第６位、七塚小学校が第７位、女子では高松小学校が優勝を果たし
た。 

●駅伝男子の部 ＊第６位 高松小学校    27 分 16 秒 
                ＊第７位 七塚小学校    27 分 20 秒 

＊第 11 位 宇ノ気小学校  28 分 02 秒 
●駅伝女子の部 ＊優勝  高松小学校    28 分 55 秒 

 ＊第 11 位 宇ノ気小学校 29 分 46 秒 
 
・平成 26 年度から実施した市内小学校６年生を対象とした小学生体育大会（陸上６種目）を引き続き
開催し、学校間の友好や競い合うことの楽しさ、それぞれの学校における団結を体験させることがで
きた。 
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・中学校部活動等において、地区予選を勝ち抜き、全国大会で優秀な成績を収めた。 
 （成績：入賞のみ）＊第 50 回全国中学校ソフトテニス大会 

 個人第５位 河北台中学校 布施琴音（３年）・大村友里（２年）組 
・中学校部活動の冬季トレーニングに外部指導者を招き、効果的なトレーニング方法を学ぶことができ
た。 

・中学校部活動における休養日及び活動時間について、成長期にある生徒が、運動、食事、休養及び睡
眠のバランスのとれた生活を送ることができるよう、休養日及び活動時間を定め、統一的に取り組ん
だ。また、かほく市部活動のあり方検討委員会を開催し、部活動の在り方に関する方針、宇ノ気中の
部活動の整理について協議した。 

 
 
【今後の方向性】 
・「スポチャレいしかわ」の種目に全小学校が学級ごとに登録し、日常的に体力づくりに取り組むとと
もに、休み時間等においてスポーツ活動を推進します。 

・小学校６年生を対象とした小学生体育大会（陸上６種目）を引き続き開催し、学校間の友好や競いあ
うことの楽しさが体験できるよう取り組みます。 

・中学校の部活動について、競技力の水準を低下させることなく、休養や活動時間に関する取組を積極
的に進めるとともに、社会体育関係団体等とも協議・連携を図りながら部活動のあり方について検討
します。 

 
 

数値目標項目 
計画策定時 

（実績値） 

Ｒ元年度 

（実績値） 

Ｒ５年度 

（目標値） 

全国体力・運動能力、運動習慣等調査

で「運動（体を動かす遊びを含む）や

スポーツをすることは好き」と回答し

た児童生徒の割合 

小学校 

男子 71.5% 70.9% 75.0% 

女子 64.3% 61.2% 65.0% 

中学校 

男子 69.0% 63.1% 70.0% 

女子 48.9% 48.9% 50.0% 
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② 健康づくり、体力向上をめざす教育の充実 

担 当 課 学校教育課 

＜取組内容・成果＞ 
・前年度の体力・運動能力調査の結果を基に各校での現状・課題を把握し、「体力アップ１校１プラン」
において、項目を絞った取組をしている。調査と同時に行われた運動習慣等調査によると、積極的に
運動する子とそうでない子の二極化が進んでいる。 

・市内における児童生徒の全国体力・運動能力調査（小学校５年、中学校２年）結果は、小学校５年の
男子の上体起こしを除く全ての種目で、市平均が全国平均を上回っている。また、県平均と比較する
と、特に長座体前屈（柔軟性）が小学校５年男女、中学校２年男子で下回っている。 

 
令和元年度全国体力・運動能力調査結果（小学校５年）  県平均を下回っている項目（▲） 
 

小学校 ５年男子 ５年女子 
H30 R 元 H30 R 元 

握力     
上体起こし  ▲   
長座体前屈  ▲  ▲ 
反復横とび     

シャトルラン  ▲   
５０ｍ走     

立ち幅とび     
ボール投げ  ▲   

 
                        【小学５年男子】                      【小学５年女子】 
                   市平均    県平均      比 較          市平均    県平均      比 較 
握力（kg）          17.14     16.84        0.30           17.25     16.41        0.84 
上体起こし（回）    19.34     20.61      ▲1.27           20.29     19.45        0.84 
長座体前屈（cm）    33.71     34.81      ▲1.10           38.40     38.96      ▲0.56 
反復横とび（点）    45.60     44.73        0.87           44.88     43.02        1.86 
シャトルラン（回）  56.23     56.46      ▲0.23           48.56     45.82        2.74 
５０ｍ走（秒）       9.23      9.27        0.04            9.32      9.50        0.18 
立ち幅とび（cm）   155.52    155.01        0.51          155.07    149.59        5.48 
ボール投げ（ｍ）    22.55     22.65      ▲0.10           15.03     14.60        0.43 
 
 
令和元年度全国体力・運動能力調査結果（中学校２年）  県平均を下回っている項目（▲） 
 

中学校 ２年男子 ２年女子 
H30 R 元 H30 R 元 

握力     
上体起こし     
長座体前屈  ▲   
反復横とび    ▲ 
持久走    ▲ 

シャトルラン     
５０ｍ走     

立ち幅とび  ▲ ▲  
ボール投げ     

 
                        【中学２年男子】                      【中学２年女子】 
                   市平均    県平均      比 較          市平均    県平均      比 較 
握力（kg）          29.85     29.09        0.76           24.98     24.11        0.87 
上体起こし（回）    29.22     27.06        2.16           26.49     23.68        2.81 
長座体前屈（cm）    43.13     44.83      ▲1.70           48.81     47.71        1.10 
反復横とび（点）    54.19     53.21        0.98           47.53     48.15      ▲0.62 
持久走（秒）       363.56    404.33      40.77          281.33    294.33      13.00 
シャトルラン（回）  92.76     85.63        7.13           63.53     59.48        4.05 
５０ｍ走（秒）       7.81      7.99        0.18            8.58      8.80        0.22 
立ち幅とび（cm）   198.91    201.09      ▲2.18          176.24    175.72        0.52 
ボール投げ（ｍ）    21.97     21.28        0.69           14.65     13.61        1.04 
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【今後の方向性】 
・全国体力・運動能力調査の結果を分析し、児童生徒の実態や学校の実情に即した「体力アップ１校１
プラン」を引き続き推進するとともに、結果を活用した体育の授業や学校独自の取組を展開します。 

・病気や生活環境に関する正しい知識や個人の健康にあった食生活や運動について学習する機会を充実
します。 

 
 

数値目標項目 
計画策定時 

（実績値） 

Ｒ元年度 

（実績値） 

Ｒ５年度 

（目標値） 

（数値目標追加） 

全国体力・運動能力、運動習慣等調査

（学校質問紙）で「学校の体育授業につ

いて、調査結果を踏まえた授業等の工

夫･改善を行った」と回答した学校数 

小学校 ４校 ５校 ６校 

中学校 ２校 ２校 ３校 
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③ 安全でおいしい給食の提供、食育の推進 

担 当 課 学校教育課 

＜取組内容・成果＞ 
・栄養バランスを大切にし、季節や旬、イベント等を捉えた興味深い献立を年間通じて企画し提供した。
また、旬の地場産物や地元産品を素材にした献立も年間通じて行った。 

・継続した食育の一環として、稲作体験、かほっくりの定植や収穫、紋平柿の収穫や脱渋などの農業体
験を行い、生産者から生育に関する説明を受けるなどの交流会も実施した。また、米飯給食について
は、差額補填によって瀬戸町及び鉢伏産コシヒカリの一等米を提供した。 

・食物アレルギーを持つ児童生徒は増加傾向にあり、十分な配慮を行うため、第１・第２学校給食セン
ターは、保護者や主治医、学校医とも連携を図り安全で安心できる学校給食を提供した。 

・昨年に引き続き、学校司書とのコラボレーションで絵本に出てくる料理を学校給食として提供し、学
校給食に対する関心をさらに高めることができた。また、給食時には読み聞かせも行った。 

 
【今後の方向性】 
・児童生徒が食に関する正しい知識と望ましい食習慣を身につけることができるよう、小中学校におけ
る学習指導要領に基づき、各教科等を通じた食育を推進します。その際、小中学校においては、「生き
た教材」である学校給食を活用した実践的な指導を行うなど、栄養教諭を中核とした学校・家庭・地
域の連携による食育の充実を図ります。 

 
 

数値目標項目 
計画策定時 

（実績値） 

Ｒ元年度 

（実績値） 

Ｒ５年度 

（目標値） 

学校給食産地調査（11 月調査）で、総食品数中

の石川県産の食品数の割合 

小学校 16.5% 29.9% 30.0% 

中学校 21.6% 33.2% 30.0% 

学校給食産地調査（11 月調査）で、総食品数中

のかほく市産の食品数の割合 

小学校 11.6% 17.1% 25.0% 

中学校 20.7% 22.5% 25.0% 
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基本的方向１－(4)  新しい時代の教育に向けた学校指導体制の整備 

 

① 教職員の資質の向上と組織的な学校経営 

担 当 課 学校教育課 

＜取組内容・成果＞ 
・学校組織の機能化や若手の成長に積極的に参画・貢献するために必要な資質の向上を図り、組織的な
学校運営に必要なリーダー的人材の育成を目的に、校長の推薦する者（中堅教職員）を対象として、
市教職員ミドルリーダー研修会を実施した。 

＊期 日 令和元年８月８日（木） 
  内 容  

① 講話 「ミドルリーダーに期待すること」 
② グループ協議・発表 

       ・課題 「働き方改革について」 
         参加人数 各小中学校から 9人参加 
 
・学校運営協議会における校長の経営方針の承認や学校外部評価をはじめ、学校支援ボランティアやゲ
ストティーチャーなど多岐にわたり、地域の方々が学校運営に参画した。 

 
【今後の方向性】 
・学校内において実施されるＯＪＴを通じて、日常的に学びあう校内研修の充実を図ります。また、学
校や教職員の要望に応じて、教育センター職員や指導主事が学校に出向き、校内研修をサポートしま
す。 

・学校が抱える諸課題に対して、専門性を有する地域人材を学校に派遣し、課題解決に向けたサポート
を行い、学校における教育力の維持・向上・発展を図ります。 
また、今後も「社会に開かれた教育課程の実現」に向け、地域人材を積極的に活用し、児童生徒の深
みのある学びにつなげます。 

 
 

数値目標項目 
計画策定時 

（実績値） 

Ｒ元年度 

（実績値） 

Ｒ５年度 

（目標値） 

全国学力・学習状況調査で「教職員は、校内外

の研修や研究会に参加し、その成果を教育活動

に積極的に反映させている」と回答した学校数 

小学校 ４校 ２校 ６校 

中学校 ２校 １校 ３校 

コミュニティ・スクールの取組による小中学校への参画人数

（登下校の見守り除く）（※） 
1,774 人 1,765 人 2,000 人 

（※）基本的方向 2-(3)①②の数値目標と同様 
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② 教育センターにおける時代の変化に対応した研修の実施 

担 当 課 学校教育課(教育センター) 

＜取組内容・成果＞ 
・教職員の資質向上を図るために策定した「かほく市教職員研修基本計画」に従って、計画的に研修会
が実施できた。 
＊基本研修（新任教職員研修会、初任者等研修会） 2 回 

かほく市の教育の現状と課題を理解することを目的とした新任教職員研修会のほか、若手教職員の
学級経営力、道徳の授業力向上を図る初任者等研修会を開催した。 

＊指定研修（教務主任研修会ほか 8 研修会）12 回 
前期学校訪問を終えての課題に対応するための教務主任対象の研修のほか、研究主任研修、生徒指
導主事研修、ＩＣＴ活用研修（小学校プログラミング教育研修）、共通道徳担当者研修、特別支援
教育支援員研修、心の教室相談員研修、学校司書研修、学務員の実技研修など教職員の資質向上を
図るための研修会を開催した。それぞれの業務の質を高めることができ、学校教育の向上に寄与す
ることができた。 

＊重点研修（外国語教育研修、不登校問題対応研修ほか 6研修会） 15 回 
外国語教育の推進に向け、宇ノ気中学校、宇ノ気小学校、金津小学校を市の「小中連携外国語教育
推進校」に指定した。その３校の推進校でつくる研修会では、金沢大学の滝沢教授や金沢教育事務
所の指導主事から、児童生徒に「聞く」「読む」「話す」「書く」の力を総合的に育むためには、どう
したらよいかなどきめ細かな指導助言を受けた。また、全小学校に配置している英語アシスタント
の資質能力の向上に向けた研修会も実施した。研修会では、授業の進め方や教材の有効活用、評価
などの共通理解が進み充実した研修となった。 

＊教育講演会 1 回 
演題 「子どもの不安の問題とその対応 
     ～認知行動療法を活用した予防アプローチ～」 
講師 千葉大学子どものこころの発達教育研究センター 特任助教 浦尾 悠子 氏 

 
【今後の方向性】 
・教職員の多忙化改善に配慮しながら、県費負担教職員の研修は精選するとともに、特別支援教育支援
員、学校司書、英語指導助手、教育相談員などの市費配置職員（会計年度任用職員）の資質・能力を
育成する研修会を充実します。 

・教職員のＩＣＴ利活用能力の向上に向けた研修会を実施していきます。 
デジタル教科書、電子黒板、タブレット等の活用やプログラミング教育など 

・市学校教育研究会の教育課程・学力向上・生徒指導部会と連携し、主任の育成を目指す研修会を充実
します。 

・金沢教育事務所の指導主事を講師とした幼小連携協議会を開催し、幼児教育と小学校教育の接続を円
滑に行うためのカリキュラムを作成します。 

 
 

数値目標項目 
計画策定時 

（実績値） 

Ｒ元年度 

（実績値） 

Ｒ５年度 

（目標値） 

時代の変化に対応した教職員研修の開催回数 

（外国語研修・ＩＣＴ研修・特別支援教育研修） 
９回 10 回 12 回 

教員の多忙化に配慮した教職員研修の開催回数 28 回 28 回 20 回 

 
 
  



 

- 27 - 

 

③ 教職員の働き方改革の推進 

担 当 課 学校教育課 

＜取組内容・成果＞ 
・学校現場における教職員の業務負担の軽減を図るため、部活動指導員（高松中学校・河北台中学校・
宇ノ気中学校）の配置、スクールサポートスタッフ（宇ノ気中学校・宇ノ気小学校）を配置した。 
また、学校閉庁日・定時退校日の設定のほか、教職員研修や学校訪問の見直しを行った。 

・市教育委員会主催の教職員研修の削減、市指定研究校のあり方の見直し、部活動の活動時間の短縮、
教育委員会による学校訪問についても、教職員の負担が軽減されるよう、回数を含め、その内容を見
直してきた。しかし、月 80 時間を超える教職員は、小学校では、平成 29 年度は延べ 236 名、平成 30
年度は延べ 171 名、今年度は、延べ 144 名、中学校では、その状況が小学校以上に深刻であり、平成
29 年度は延べ 479 名、平成 30 年度は延べ 390 名、今年度は、延べ 336 名となっており、教職員の時
間外勤務月 80 時間超をゼロにするという目標の実現は難しい状況である。 

 
かほく市立学校教職員の時間外勤務状況結果 

小学校 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10 月 11 月 12 月 １月 ２月 ３月 

平成 

29 年度 

時間外勤務 80 時間超 43 37 46 12 1 21 37 21 5 1 2 10 

調査対象教職員数 116 116 116 118 118 117 116 116 117 118 117 117 

令和 

元年度 

時間外勤務 80 時間超 29 23 25 14 0 13 20 12 2 1 3 2 

調査対象教職員数 123 123 122 122 122 122 124 124 124 123 124 122 

 

中学校 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10 月 11 月 12 月 １月 ２月 ３月 

平成 

29 年度 

時間外勤務 80 時間超 48 52 55 46 12 49 50 46 31 24 35 31 

調査対象教職員数 73 73 73 74 72 73 73 73 73 72 72 72 

令和 

元年度 

時間外勤務 80 時間超 40 41 40 31 6 40 37 32 23 22 24 0 

調査対象教職員数 69 69 69 69 69 70 70 70 70 70 70 70 

※令和 2 年 3月については、新型コロナウイルス感染対応のため学校臨時休業(3/3～24) 

 

・教職員が教材研究等に専念できるよう、留守番（音声ガイダンス）電話の整備を実施した。 
 （高松小・大海小・金津小） 
 
【今後の方向性】 
・学校休業日の見直しにより年間を通した業務の平準化、学校閉庁日の増や定時退校日の増、市教委主
催の教職員研修の縮減を更に進めます。 

 
 

数値目標項目 
計画策定時 

（実績値） 

Ｒ元年度 

（実績値） 

Ｒ５年度 

（目標値） 

時間外勤務が月 80 時間超の教職員数 

（年間延べ人数） 

小学校 236 人 144 人 0 人 

中学校 479 人 336 人 0 人 
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基本的方向１－(5)  多様なニーズに対応した教育機会の提供・支援 

 

① 特別支援教育の充実 

担 当 課 学校教育課 

＜取組内容・成果＞ 
・特別に配慮の必要な児童生徒にきめ細かに対応するために、学校の必要に応じて特別支援教育支援員
を 15 人から 17 人と増員し、小中学校全校に配置し、学習活動の円滑な運営を支援した。 

 

 小学校配置人数 中学校配置人数 計 

平成 25 年度 ８人 ２人 10 人 

平成 26 年度 ９人 １人 10 人 

平成 27 年度 ９人 １人 10 人 

平成 28 年度 11 人 １人 12 人 

平成 29 年度 13 人 ２人 15 人 

平成 30 年度 13 人 ２人 15 人 

令和元年度 14 人 ３人 17 人 

 
・小学校の通常学級に在籍している児童の中で、言語発達遅滞を中心として何らかの個別支援を必要と
している児童のために、通級指導教室「ことばの教室」（２学級）を宇ノ気小学校に設置して専門的な
支援をした。 

・個別支援が適切に行えるように、特別支援教育コーディネーターを中心とし、かほく市共通の個別支
援シートの活用を推進した。 

・子ども発達相談支援センター（健康福祉課）の精神保健福祉士と学校教育課職員が、こまめに、保育
園や学校を巡回し、情報の共有を図ることができた。 

 
 
【今後の方向性】 
・支援の必要な児童生徒にきめ細かく対応するために、引き続き、特別支援教育支援員を配置し、一層
の資質向上をめざして研修会を開催していきます。 

・就学前の早期発見や適切な支援が行われるよう、子ども総合センター（子育て支援課）、子ども発達相
談支援センター（健康福祉課）、学校教育課の連携を促進し、巡回指導や情報の共有を図ることで、よ
りきめ細かな対応を行います。 

・障害のある児童生徒の自立と社会参加に向けた取組を支援する視点に立ち、障害のない子供と共に活
動し、学びあう交流及び共同学習の推進を図ります。 

 

数値目標項目 
計画策定時 

（実績値） 

Ｒ元年度 

（実績値） 

Ｒ５年度 

（目標値） 

全国学力・学習状況調査で「学校の教員は、特

別支援教育について理解し、児童・生徒の特性

に応じた指導上の工夫をよく行った」と回答し

た学校数 

小学校 ４校 ３校 ６校 

中学校 ２校 １校 ３校 
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② いじめ等への対応の徹底 

担 当 課 学校教育課 

＜取組内容・成果＞ 
・平成 27 年度から教育委員会として小中学校全児童生徒の心の変化を観察するため、ＱＵ調査を年２
回実施し、その結果を活用し、「学力の向上」、「いじめや不登校の改善」、「学校生活の意欲が低下して
いる子どもの発見」などに取り組み、問題行動への初期段階での対応に役立てている。 

・いじめアンケート実施後、各校設置の「いじめ問題対策チーム」が中心となり迅速な対応に努めると
ともに、いじめの未然防止についても各校において積極的な取組により、意識が高まってきた。 

・各校のいじめ防止に対する取組が、保護者に伝わっているかどうかを「かほく市共通アンケート」で
調査し、数値の低い学校に対して、引き続き指導を行い改善に努めた。 

 
・いじめ防止対策推進法の規定に基づき、重大事態が発生した場合、教育委員会として、「かほく市いじ
め問題対策調査委員会」を設置した。また、重大事態が発生時には、迅速な対応が必要となるため、
平時から設置することとした。 

  ＊令和元年度 調査案件 1 件(令和 2 年度に継続) 
 
 
【保護者アンケート】 
「学校における、いじめの未然防止や早期発見のための取組が伝わってきますか。」 
・数値目標としている「いじめはどんな理由があってもいけないことだと思う」について、全国調査（４
月）後、７月と 12 月に追跡調査を行い、各校のいじめ防止に対する指導に効果的に活用することが
できた。 

 
【今後の方向性】 
・いじめは、どこでも誰にでも起こりうるものであるとの認識に立ち、「いじめは人間として絶対に許
されない」という意識を児童生徒に徹底するとともに、各学校におけるいじめの解消に向け、いじめ
の認知と情報共有の徹底を図ります。 

・各学校において、校長のリーダーシップの下、「いじめ問題対策チーム」を常設し、全教職員の共通理
解と連携・協力により、一貫性のある校内指導体制を充実させ、いじめを見逃さない学校づくりを推
進します。 

・学校だよりや生徒指導だより、ホームページ等を通した「いじめ防止に対する取組」の積極的な啓発
活動に努めます。（かほく市共通アンケートで実態調査を継続） 

 
 

数値目標項目 
計画策定時 

（実績値） 

Ｒ元年度 

（実績値） 

Ｒ５年度 

（目標値） 

かほく市共通アンケート調査（７月調査）「いじ

めはどんな理由があってもいけないことだと

思う」と回答した児童生徒の割合 

小学校 89.7% 92.9% 100.0% 

中学校 87.2% 87.6% 100.0% 

かほく市共通アンケート調査（７月調査）「学校

における、いじめの未然防止のための取組が伝

わってくる」と回答した保護者の割合 

小学校 20.4% 20.8% 50.0% 

中学校 18.2% 18.2% 50.0% 

 
 
  



 

- 30 - 

 

③ 不登校児童生徒等への自立支援 

担 当 課 学校教育課(教育センター) 

＜取組内容・成果＞ 
・過去５年間、不登校及び不登校傾向の児童生徒は、４月の 30 人前後から３月末には 50 人前後に増加
するといった傾向で推移している。 

・不登校の未然防止やその対応については、金沢教育事務所の指導主事を講師に招き「不登校対応」の
研修会を実施した。また、スクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカーなど専門スタッフを
活用するとともに、心の教室相談員を３中学校に配置し、不登校傾向や学習の遅れの生徒に対応した。 

・教育センター内に設置されている教育支援センター「すまいる」では、不安や悩みなどで学校に登校
できなくなった児童生徒を対象に、精神的に安定できる居場所を確保している。「すまいる」に通室
するようになって心が安定し、学校に復帰し、部分登校ができるようになった通室生も多い。 

・不登校児童生徒の保護者の個々の状況に応じた働きかけが重要であり、不登校の要因・背景によって
は、家庭の状況を正確に把握した上で、適切な支援や働きかけを行う必要があるため、家庭と学校、
関係機関との連携を図りながら、訪問型支援など、保護者との信頼関係をつくり、保護者が気軽に相
談できる体制を整える必要がある。 

 
◇かほく市における不登校及び不登校傾向の児童生徒の推移             （人） 

年度 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10 月 11 月 12 月 １月 ２月 ３月 

平成 25 年度 31 31 33 33 － 36 35 36 36 35 37 38 

平成 26 年度 28 33 38 40 － 43 46 47 48 48 50 50 

平成 27 年度 25 27 31 32 － 38 43 45 46 47 46 45 

平成 28 年度 25 31 35 37 － 39 42 45 46 46 48 48 

平成 29 年度 30 33 35 36 － 33 34 34 34 35 35 34 

平成 30 年度 24 30 36 32 － 34 38 45 47 48 55 52 

令和元年度 30 34 41 42 － 46 45 48 50 48 50 － 

       ※令和 2年 3 月については、新型コロナウイルス感染対応のため学校臨時休業 
 
【今後の方向性】 
・「心の教室相談員」の業務内容・勤務時間を拡充し、中学校に「教育相談員」を配置し、小学校を含
め、不登校生や保護者と連絡を取り、将来の進路などのきめ細かな支援を推進します。 

・不登校児童生徒に対しては、スクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカーなど専門スタッフ
を活用し、校長を中心とした支援体制を整える必要がある。また、学校や保護者を始め、教育センタ
ー、福祉機関、医療機関等の情報を共有し、一体となった組織的・計画的な支援を推進します。 

 

数値目標項目 
計画策定時 

（実績値） 

Ｒ元年度 

（実績値） 

Ｒ５年度 

（目標値） 

教育支援センター「すまいる」に通う中学３年生の進路等

の確定状況 
100.0% 100.0% 100.0% 
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④ 教育相談体制の充実 

担 当 課 学校教育課(教育センター) 

＜取組内容・成果＞ 
・教育センターでは、「教育相談のご案内」というチラシを、児童生徒の全家庭に配布している。不登校
やいじめ、気になる行動など学校生活に関わる様々な相談や子どもとの関わり方などに関する相談を
受け付けている。毎年、学校生活が最も不安定になる９月～１０月頃に相談が多い。 

   
・教育センター職員が、随時、小中学校の児童生徒の保護者等の友達関係、いじめ・不登校、進路、発
達障害など教育全般に関する悩み相談に応じている。 

 
・臨床心理士である看護大学教授が、月１回第４火曜日に、教育センターのカウンセラ－として、いじ
めや不登校など学校生活に関わる保護者や教職員等の悩み相談に応じている。相談者の大部分は、相
談後、安心した表情を浮かべている。また、継続して相談を希望する相談者もいる。 

  
   ◇教育センターにおける相談件数 
 

年度 来所相談 訪問相談 電話相談 

平成 25 年度 31 8 57 

平成 26 年度 46 7 23 

平成 27 年度 50 9 17 

平成 28 年度 60 9 19 

平成 29 年度 34 10 6 

平成 30 年度 130 4 19 

令和元年度 177 15 18 

 
【今後の方向性】 
・現在、教育センターでは、来所相談、訪問相談、電話相談を行っているが、メ－ル相談や手紙相談な
ど、相談者のニーズに応じた相談方法が必要であり、相談方法の多様化を図ります。 
また、これまでの「心の教室相談員」の業務内容・勤務時間を拡充し、中学校に「教育相談員」を配
置し、小学校を含め、不登校生や保護者と連絡を取るなど、教育相談体制の強化を図ります。 

・不登校児童生徒が年々増加傾向にあり、その原因も多様化している。スクールカウンセラーやスクー
ルソーシャルワーカー以外にも、医療機関との相談体制が必要であり、連携を強化していきます。 

・教育相談員にとって必要とされる資質は、人間的な温かみや受容的態度が成熟しているなどの人格的
な資質とコーピングなどに関する知識・技術の両面がある。それを身に付けるための研修が必要であ
り、教育相談員の資質能力向上に向けた研修会を計画的に実施していきます。 

  
 

数値目標項目 
計画策定時 

（実績値） 

Ｒ元年度 

（実績値） 

Ｒ５年度 

（目標値） 

教育センターへの来所相談、訪問相談、電話相談の件数 50 件 210 件 90 件 
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⑤ 経済的な理由による子供たちの就学支援 

担 当 課 学校教育課 

＜取組内容・成果＞ 
・高等学校及び高等専門学校に進学または在学する生徒で、成績が優秀にして、かつ経済的理由により
修学が困難な者に対して、修学上必要な学資金（月額 8,000 円）を支給した。 

 
〈奨学資金支給の推移〉 

年度 出願者数 奨学金支給者数 

平成 25 年度 19 13 

平成 26 年度 24 15 

平成 27 年度 26 15 

平成 28 年度 32 15 

平成 29 年度 16 10 

平成 30 年度 12 11 

令和元年度 13 10 

 
 
・就学援助費について、支給要件の、「児童扶養手当の全部支給」を「児童扶養手当の全部支給及び一部
支給」とし、児童・生徒が安心して学べる教育環境を支援した。また、就学援助費のうち「新入学準
備費」について、平成 29 年度から新小学１年生を対象に追加し、中学１年生も含め早期に支給する
こととし、３月に支給した。 

 また、就学援助の支給額のうち学用品費等は、国の「要保護援助費補助金の支給基準」に合せ、支給
額を増額することとした。 

 
〈要保護・準要保護児童・生徒就学援助費認定件数の推移〉 

年度 小学校 中学校 計 

平成 25 年度 187 135 322 

平成 26 年度 206 139 345 

平成 27 年度 167 101 268 

平成 28 年度 174 98 272 

平成 29 年度 184 111 295 

平成 30 年度 176 112 288 

令和元年度 173 104 277 

 
【今後の方向性】 
・引き続き、奨学金制度や就学援助費について、保護者への周知を図り、漏れのない支給を行うことに
より、児童・生徒が安心して学べる教育環境を支援します。 

・これまでも、家庭の経済格差が教育機会の格差を生まないよう、毎年、社会情勢や国の「要保護児童
生徒の就学援助の支給基準」を参考に支給額を決定しており、令和２年度から給食費の支給額につい
て引き上げを予定しています。 
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基本的方向１－(6)  安心して学べる教育環境の整備・充実 

 

① 学校施設の長寿命化の推進 

担 当 課 学校教育課 

＜取組内容・成果＞ 
・平成 29 年度・平成 30 年度の国補助(補正)採択を受け、２ヵ年事業で外日角小学校の長寿命化改修工

事を実施し、令和 2年 2月 28 日に竣工した。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
・平成 30 年度の国補助(補正)、令和元年度の国補助採択(令和 2 年度に繰越)を受け、七塚小学校の長

寿命化改修工事を実施した。（令和２年度までの２ヵ年事業） 
 
・小学校の遊具について、専門業者による点検を実施し、不具合のあった遊具の修繕、撤去、撤去に伴

う遊具の新設を行い、安全で安心できる学校施設に努めた。 
 
 
【今後の方向性】 
・学校・給食センター施設の定期的な点検を継続して実施し､施設の状態を把握するとともに、施設の

劣化や不具合の早期発見に努め、予防的な対策を実施し、施設の管理水準の維持に努めます。 
 

数値目標項目 
計画策定時 

（実績値） 

Ｒ元年度 

（実績値） 

Ｒ５年度 

（目標値） 

「学校施設長寿命化計画（個別計画）」の策定済学校数 ０校 ９校 ９校 
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② 新たな学びを実現するＩＣＴ環境等の整備 

担 当 課 学校教育課 

＜取組内容・成果＞ 
・教職員のＩＣＴ機器を活用した指導力の向上、デジタル教材の有効活用による授業づくりを推進する
ため、小中学校のすべての教室において、教職員の指導用タブレット端末を整備することとし、小学
校は２学年、中学校は１学年の教室数分の指導用タブレット端末の整備を実施した。 

 
・外日角小学校の長寿命化改修工事に合わせ、普通教室・特別教室に無線ＬＡＮ整備を行った。 
 
・Windows７サポート終了に伴うパソコンの更新を行った。 

中学校 PC 教室・職員室等(３中学校)  
小学校 PC 教室等 (大海小・金津小) 
学校図書館システム更新 

 
 
【今後の方向性】 
・学習指導要領では、情報化やグローバル化、人工知能の飛躍的な進化を背景に「プログラミング教育」
が必須となる。また、文部科学省から示されたＧＩＧＡスクール構想の実現に向け、国からの補助金
を活用し、学校内通信ネットワーク(Wi-Fi 環境)の整備、児童生徒１人１台端末の整備を進めます。 

・統合型校務支援システムについて、県市町教委連の統合型校務支援システム検討会の設立が決定され、
引き続き、県市町教委連での検討会での状況を注視しながら、導入に向けた検討を進めます。 

 
 

数値目標項目 
計画策定時 

（実績値） 

Ｒ元年度 

（実績値） 

Ｒ５年度 

（目標値） 

「普通教室」「特別教室」の無線ＬＡＮ整備済 

学校数 

小学校 ０校 １校 ６校 

中学校 ０校 ０校 ３校 

３クラスに１クラス分の児童・生徒用コンピュ

ータ整備済学校数 

小学校 ０校 ０校 ６校 

中学校 ０校 ０校 ３校 
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③ 通学路の安全対策と安全・防災教育の充実 

担 当 課 学校教育課 

＜取組内容・成果＞ 
・令和元年 12 月に中国湖北省武漢市を中心に発生した「新型コロナウイルス感染症」について、政府
からの要請等に基づき、下記の取組を実施した。(令和元年度の取組) 

 
◯学校臨時休業    ３月３日（火）～３月 24 日（火）春休み期間前まで 

  ◯小中学校卒業式   参加人数の抑制（卒業生・教職員・保護者のみ） 
             来賓等の祝辞を取りやめ 
             卒業の歌、別れの言葉等は短縮もしくは取りやめ 
             教育委員会賞授与の取りやめ 
             卒業生同士及び保護者との座席間隔の確保 
  ◯感染拡大防止の措置 マスクを着用 
             アルコール消毒液による消毒、手洗いの徹底 
             中学校での修学旅行の延期 
 
・各学校の通学路における危険箇所等を関係機関と共に合同点検を行った。各危険箇所の実態について
参加者の共通理解も深まり、多くの視点での意見を聞きながら対応策の検討ができた。 

 (参加者: 教育委員会、学校、警察、道路管理者(国・県・市)等) 
・各小中学校において、地域住民やＰＴＡ、見守り隊等の協力により、登下校における児童・生徒の安
全確保が図られた。 

・各小中学校において、避難訓練を実施し、また県民一斉防災訓練「シェイクアウトいしかわ」による
地震の際の初動対応である「しゃがむ」「隠れる」「じっとする」といった安全行動についても取り組
み、自分の身は自分で守るという意識を醸成することができた。 

・学校防災アドバイザー派遣事業を効果的に活用し、防災意識を高めることができた。 
＊令和元年度 宇ノ気小学校 

 
【今後の方向性】 
・引き続き「かほく市通学路交通安全プログラム」に基づき、関係機関と通学路の合同点検の実施、点
検結果による具体的な対策の検討、対策実施後の効果を検証するとともに、地域の実情に見あった対
策の改善を、ＰＤＣＡサイクルとして実践し、通学路の安全向上を図ります。 

・様々な自然災害や交通事故、犯罪等の状況を踏まえ、児童生徒等を取り巻く多様な危険を的確にとら
え、児童生徒の発達段階や地域特性に応じた質の高い安全・防災教育の取組を、地域や関係機関とも
連携・協働しながら推進します。 

 
 

数値目標項目 
計画策定時 

（実績値） 

Ｒ元年度 

（実績値） 

Ｒ５年度 

（目標値） 

安全教育・交通安全教室を開催している学校数 

小学校 ６校 ６校 ６校 

中学校 ３校 ３校 ３校 
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基本的方向２－(1)  家庭の教育力の向上 

 

① 親学びへの支援と家庭教育に関する学習の推進 

担 当 課 生涯学習課 

＜取組内容・成果＞  
・あいさつ励行と交通ルール指導のため、9月 24 日から 27 日までの 4日間、「かほく市グッドマナーキ
ャンペーン」を展開した。市職員のほか河北郡市教育振興会、かほく市民生児童委員協議会、かほく
市社会教育委員、高松ライオンズクラブ会員など、272 名がキャンペーンに参加した。 
また、市内各小中学校においても、教職員、児童生徒、保護者等が取り組んだ。 
 

・家庭教育の一環でもある「より良い生活習慣を定着させる取り組み」の保護者への協力として、「早
寝・早起き・朝ごはん」運動を継続実施した。成長期及び就学において睡眠と食事の大切さを親子で
学んで頂くことで、生活リズムの大切さを啓発した。 

 
 （「早寝・早起き・朝ごはん」運動実施内容） 

＊かほく市ＰＴＡ連合会の基本方針の１つに掲げ、ＰＴＡ活動内でも推進 
＊小学生へ「早寝・早起き・朝ごはん」運動を推進するため、「げんきあっぷカード」を作成、 
 市内小学校へ配付 

（チェック項目：起床時間、就寝時間、朝ごはんの有無、家庭での手伝いの有無） 
＊「早寝・早起き・朝ごはん」運動の啓発のぼり旗を夏休み期間中の市内ラジオ体操会場に掲揚 
＊幼稚園・こども園児へ「早寝・早起き・朝ごはん」運動を推進するため、「げんきいっぱいカ 

ード」を市内幼稚園・こども園へ配布 
＊市民大学校講座（世界の朝ごはん）において健康福祉課と連携した講座を開催し、「早寝・早起 
き・朝ごはん」運動や生活リズムの大切さを啓発 

 
【今後の方向性】 
・家庭教育の充実については、市教育行政上の重要な課題と位置付け、親子に対する働きかけとしての
事業を継続的、長期的に進めます。 

・各種運動の実施に際しては、学校との十分な調整を図り、効果的な取組として継続します。 
・保護者向けの講演会や勉強会のほか、保護者が家庭教育について考え、話し合い、気づきを得るよう
な機会を増やす取組を進めます。 

 
 

数値目標項目 
計画策定時 

（実績値） 

Ｒ元年度 

（実績値） 

Ｒ５年度 

（目標値） 

かほく市共通アンケート調査（７月調査）で「朝

食は毎日食べる」と回答した児童生徒の割合 

小学校 86.6% 88.1% 90.0% 

中学校 84.3% 84.9% 90.0% 
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② 親子による体験活動などの促進 

担 当 課 生涯学習課 

＜取組内容・成果＞ 
・親子のコミュニケーションを深め相互理解を図るため、かほく市民大学校において、小学生とその保
護者を対象とした『親子体験コース』を開催した。親子が共に取り組む体験型の講座とすることで、
親子のふれあいや対話、子供自身の学びの機会を提供した。 
また、『親子体験コース』の一部については地元企業や団体の協力のもと開催した。 

 
＊市民大学校親子体験コース・親子教室（夏休み期間） 
親子プログラミング教室（（株）ＰＦＵ） 
親子ＬＥＧＯロボット教室（ＮＰＯ法人ケーネット知楽市） 
親子水引細工体験教室 
親子天体望遠鏡作り教室（かほく市星の会） 
親子クッキング教室（2回） 

 
【今後の方向性】 
・体験活動の開催については、行政と民間の役割分担により地元企業や各種団体との連携と協力を進め、
時代に即した親子体験講座を実施するとともに、親子のふれあいの機会に加えて、他の家族との交流
を深めることをねらいとした体験を引き続き実施していきます。 

 
 

数値目標項目 
計画策定時 

（実績値） 

Ｒ元年度 

（実績値） 

Ｒ５年度 

（目標値） 

親子体験教室に参加した親子の組数（延べ数） 98 組 103 組 120 組 
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③ インターネット社会に対応する力の向上 

担 当 課 生涯学習課 

＜取組内容・成果＞ 
・家庭教育に関する啓発スローガンとして市内３中学校で取り決めした「かほく市中学校ネットルール」
を基に、市ＰＴＡ連合会で「かほく市ネットルール共同宣言」を制定し、啓発チラシにて児童生徒及
び市内各家庭へ周知した。 

 
・青少年の健全育成を支援する取組として、市少年愛護員を対象に、「ＳＮＳトラブルについて」の研修
会を実施した。研修では石川県警察本部サイバー犯罪担当者を講師に招き、実際に発生した事件など
の説明を受けた。 

 
・青少年健全育成に関する啓発活動を継続実施した。 

＊青少年健全育成啓発チラシ発行 （全戸配布） 
＊広報紙「ふれ愛」発行 （全戸配布） 
＊各小中学校において「非行・被害防止講座」を保護者対象に実施 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
【今後の方向性】 
・青少年の飲酒、喫煙、深夜徘徊といった問題行動については年々減少傾向にあるものの、携帯電話や
スマートフォンなどの普及に伴い、インターネット犯罪に巻き込まれる等の新たな事案に対する啓
発を進めます。 

・直近 5カ年における小中学生のスマートフォンによるインターネット利用率は右肩上がりであり、今
後も増えつづけることが予想されるため、生徒児童だけでなく、学校、家庭との連携のもと、生徒児
童と保護者へのスマートフォン等の情報端末の利用に関する注意喚起や研修等を実施し、家庭におけ
る青少年の健全育成を支援します。 

 
 

数値目標項目 
計画策定時 

（実績値） 

Ｒ元年度 

（実績値） 

Ｒ５年度 

（目標値） 

かほく市共通アンケート調査（７月調査）

で、「平日、メールやライン等のＳＮＳやイ

ンターネット等を行っている時間数が１時間

未満」と回答した児童生徒の割合（※） 

小学校 43.2% 53.3% 80.0% 

中学校 50.0% 38.1% 80.0% 

（※）基本的方向 1-(1)②の数値目標と同様 

 
 

「かほく市ネットルール共同宣言」チラシ        青少年健全育成啓発チラシ 
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基本的方向２－(2)  社会教育の活性化による地域教育力の向上 

 

① 地域に活力を与える人材の育成 

担 当 課 生涯学習課 

＜取組内容・成果＞ 
・かほく市内外の 10 代から 30 代の若者を募った「かほく若ものがたり」では、自分たちで地域を活性
化する企画を行った。11 月にかほく市を訪れたメスキルヒ市からの訪問団の体験活動として「日本の
運動会」と「ハンコのプレゼント」を企画・運営をした。将来の各職種のマンパワーである若者の育
成として、「若者」が自分たちで企画・運営を行ったことで、自ら主体的に取り組む達成感を味わっ
た。 

 
・IT-CATS かほく推進協議会（かほく市 IoT 推進ラボ）の取組 
  情報技術の発展により複雑に変化する産業・社会構造に対応できる人材育成のため、プログラミン
グ教育を通して、子どもたちに自分で課題を見つけ、解決する力を身に付ける学習機会を計画・実施
した。 

  ○LEGO ロボットプログラミング教室       中学生対象 5 回  受講生 6人 
  ○      〃   （育成コース） 小学５、６年生対象 5 回  受講生 6人 
  ○LEGO ロボット集中講座、ＷＲＯ石川県大会参加 小学生 1人、中学生 4人 
  ○IT-CATS スクール（IchigoJam プログラミング教室） 5 回×4コース 受講生 22 人 
  ○IchigoJam 大人向け教室  2 回 受講生 延べ 23 人 
  ○IchigoJam を活用し自分で創作する「K-Jam 研修室」 5 回 参加者 延べ 38 人 
  ○親子体験教室(PFU モノづくりラボ) 1 回 20 組   
  ○第 3回石川県小学生プログラミングコンテスト 応募者 10 人 
  ○e-messe kanazawa2019 への出展、発表 
  ○子どもプログラミング体験ブース 
  ○市内小学校教職員対象 シールプログラミングの研修 
 
【今後の方向性】 
・地域の社会教育活動において必要と思われる講座等を開催し、学習成果を活かす機会づくりも進めま
す。 

・若者が活動するための補助金要綱を策定するとともに、地域を活性化や自己実現を達成するための学
びの場を提供します。 

・初級者向けプログラミング教室や親子体験教室を実施することで、プログラミング体験者数を拡大さ
せるとともに、中級者向けプログラミング教室を実施し、学びをより深め課題解決力を育むことを目
指します。 

・自分で課題の発見と解決策を見つける「K-Lab」「こども Fab 教室」を展開し、プログラミングに加え、
新しい技術を活用して大人も子どももモノづくりを楽しむ場の提供を目指します。 

  
 

数値目標項目 
計画策定時 

（実績値） 

Ｒ元年度 

（実績値） 

Ｒ５年度 

（目標値） 

人材育成につながる講座への参加者数（延べ数） 25 人 38 人 100 人 

プログラミング関係教室の参加者数（延べ数） 208 人 276 人 300 人 

 
 
 
  



 

- 40 - 

 

② 社会教育団体の再興と活性化 

担 当 課 生涯学習課 

＜取組内容・成果＞ 
・公民館長連絡会 1 回  
・社会教育活動連絡員連絡会 1 回 
・地域づくり補助金の交付 予算 3,000 千円 実績 2,996 千円 
・第 2回かほく市民交流スポレクサーキット大会への公民館、地域での参加を推進した。 
 
【今後の方向性】 
・公民館長や社会教育団体役員などに対して、社会教育活動の重要性などを啓発する講座等を開催し、
地域における団体教育活動の振興を図ります。 

・地域の自主性を尊重するとともに、公民館や自治会の活動の差異を整理し、各種団体や行政との協働
を奨励して多くの地域住民が参画する社会教育の推進体制を整えます。 

 
 

 

③ 連携と協働による社会教育の推進 

担 当 課 生涯学習課 

＜取組内容・成果＞ 
・中学校の文化祭では石川高専の協力のもとＶＲ（バーチャルリアリティ）を体験し、最新技術に触れ
る機会を得た。 

・IT-CATS かほく推進協議会がプログラミング教室等を開催。情報技術等に関心のある小中学生から一
般までがプログラミングを活かしたものづくりや、ロボットを操作し課題解決に取り組んだ。協議会
は金沢大学や石川高専などの教育機関や、NPO 法人ケーネット知楽市やクラブパレット、石川県シス
テム情報工業会や㈱PFU、かほく市で組織しており、お互いの強みを活かして連携・協働を行ってい
る。 

 
 
【今後の方向性】 
・出前講座とともに「金沢大学市・町共催公開講座」についても、町会・区や公民館、各社会教育団体
に周知する。 

・IT-CATS かほく推進協議会では、初級教室の修了生が増えたが、今後も継続し体験者数を増加したい。
プログラミングの専門家を育成するのではなく、プログラミングを通して身の回りの課題を見つける
力、課題を解決するための糸口を探し出す力を持つ人材の育成を推進する。 

・新型コロナウイルス感染症対策により、直接指導する教室等を実施できなかったことから、オンライ
ンでの教室開催を試験的に行う。 

・公民館の体制について地域ごとの格差の是正を検討します。 
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基本的方向２－(3)  学校を核とした家庭・地域との連携の強化 

 

① 学校を核とした活動の充実 

担 当 課 生涯学習課 

＜取組内容・成果＞ 
・学校運営協議会の開催       各学校 年 4回  
・学校コーディネーターの配置 各学校   1 名 
 学校と地域の連絡・調整や学校での教職員の補助などを行っている。 
・かほく市コミュニティ・スクールプランの実施 補助金交付 予算 4,500 千円 実績 4,494 千円 
・学校での取組 
  高松小  校区内の史跡をめぐるウォークラリーを地域住民、児童、保護者と実施。 
  大海小  学校林の整備に加え、地域住民も参加できる「学校林で朝食を」を企画。 
  宇ノ気中 イングリッシュセミナーで英語漬けの 3 日間を過ごす。 
・全校的に、体育や家庭科、総合的な学習の時間などに技術指導や補助、ゲストティーチャーとして地
域の人材を活かしている。 

 
【今後の方向性】 
・学校運営協議会委員をはじめとする地域住民から、学校教育活動について協働できるものについて意
見、案がないか収集し、地域との連携を図れるものがないか検討します。 

・学習支援ボランティアの登録者について学校と情報共有をし、学校教育活動への活用を進めます。ま
たボランティアのホームページやＥメールによる募集を進めます。 

 
 

数値目標項目 
計画策定時 

（実績値） 

Ｒ元年度 

（実績値） 

Ｒ５年度 

（目標値） 

コミュニティ・スクールの取組による小中学校への参画人数

（登下校の見守り除く）（※） 
1,774 人 1,765 人 2,000 人 

（※）基本的方向 1-(4)①、基本的方向 2-(3)②の数値目標と同様 
 
 
 

② 「支援」から「連携・協働」へとつながる意識の醸成 

担 当 課 生涯学習課 

＜取組内容・成果＞ 
・放課後の基礎強化のための学習については、地域住民がサポートする仕組み等を、学校運営協議会委
員を含む地域住民と検討をしています。 
・市広報誌にコミュニティ・スクールについて掲載しています。 
 
【今後の方向性】 
・学校活動や子どもを取り巻く事柄について学校、地域住民とともに改善策を模索し推進します。 
 

数値目標項目 
計画策定時 

（実績値） 

Ｒ元年度 

（実績値） 

Ｒ５年度 

（目標値） 

コミュニティ・スクールの取組による小中学校への参画人数

（登下校の見守り除く）（※） 
1,774 人 1,765 人 2,000 人 

（※）基本的方向 1-(4)①、基本的方向 2-(3)①の数値目標と同様 
 
 
  



 

- 42 - 

 

③ 地域課題解決のための多世代が関わる体制づくり 

担 当 課 生涯学習課 

＜取組内容・成果＞ 
・生涯学習を推進している各種社会教育団体に対し、活動の活性化に必要な事務支援・補助を行った。 
・市グラウンド・ゴルフ協会の協力を得て、外日角小学校４年生が授業でグラウンド・ゴルフを実施し、
多世代交流を行った。 
 
【今後の方向性】 
・地域でも学ぶ場を増やすことで、住民同士の交流の機会を作り地域の活性化につなげる。 
 
 
 

数値目標項目 
計画策定時 

（実績値） 

Ｒ元年度 

（実績値） 

Ｒ５年度 

（目標値） 

公民館と地域コミュニティ施設において、多世代の住民が交流

する講座、教室等の開催回数 
－ 15 回 55 回 
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基本的方向３－(1)  人生 100 年時代を見据えた生涯学習の推進 

 

① 「学び」を活かす機会と活動の充実 

担 当 課 生涯学習課 

＜取組内容・成果＞ 
 ・市民の生涯学習活動の成果を発表する機会として第 16 回生涯学習フェスティバルを開催した。 

期  間：  10 月 26 日（土）・27 日（日） 
会  場：  河北台中学校講堂、河北台健民体育館、七塚生涯学習センターほか 
内  容：  芸能発表会、各種展示会（体験コーナー）、フリーマーケット、図書館まつり 

       生フェスふるさとスタンプラリー・第 3 回石川県小学生プログラミングコンテスト
表彰式 

記念講演：  安藤 和津 氏 「明日を素敵に生きるには」 
母親の介護生活での体験談や日常生活を楽しく生きる秘けつなど、魅力あふれる
内容で会場を盛り上げた。 

  
 

  ◎スタンプラリーの副賞の図書館まつり古本市の 10 冊無料券が好評で、本会場から図書館まつり
へ来場する流れが定着した。 

 
◎展示会場における「体験コーナー」も定着し、参加者・利用者から好評をはくした。 

 
【今後の方向性】 
・生涯学習フェスティバルの来場者数は若干の減少傾向ではあるが、市民の生涯学習活動の成果を発表

する機会という重要な役割を維持できるよう、内容の見直しを進めながら開催していきます。 
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② 生涯学習に関する情報の発信 

担 当 課 生涯学習課 

＜取組内容・成果＞ 
・市民による生涯学習成果発表の場として、渚と海の博物館の回廊部分を「市民ギャラリーうみっこ」
として活用した。また、七塚生涯学習センターや高松産業文化センターにおいて、各種団体のチラシ
などを掲示し情報を発信した。 

・哲学館収蔵品管理システムの資料データの充実を図り、研究者から一般の方まで多くの人たちに閲覧
できることをＰＲし、西田博士及び西田哲学館等の情報を発信した。 

・京都大学・金沢大学や哲学研究者と連携し、貴重な西田未公開資料の翻刻業務等を進め、西田哲学の
調査・研究を行っている。また、調査・研究成果として 2020 年に西田幾多郎全集別巻を発刊する。 

・市広報、チラシ、ＨＰ、いいメール、ケーブルテレビ、新聞などを使い、幅広い世代に対して生涯学
習に関する情報を発信することにより、市民に周知した。 

 
【今後の方向性】 
・各機関を利用し、情報発信を行ったが、中でも早く広く情報が広がるホームページによる発信の即効

性が高く有効であった。その利点を活かすためにも、最新の情報への書き換えを随時行う必要がある。
また、施設側からの発信のみではなく、Twitter や Instagram など来館者からの情報拡散による口コ
ミ効果を狙う工夫を進めます。 
なお、フリーペーパー誌など地域密着度の高い地域情報誌による情報手段の活用も有効と考えられ、
さまざまな周知手法を検討します。 

・生涯学習フェスティバルについては、市民の生涯学習成果発表の場としては最大のイベントであり、
多くの市民に来場いただくことがさらなる生涯学習意欲の増進に繋がることから、展示や芸能発表を
行う各協会と連携し、イベントへの来場を呼び掛けることで来場者数の増加を図ります。 

・今年度の哲学館の来館者数は、計画策定時（H29）と比べると展示室への入館者数は増加しているが、
館全体では減少している。H29 年度はライトアップおよび開館時間延長の開始、また国際哲学交流シ
ンポジウムも開催され来館者数が多かったと考えられる。継続的に来館してもらえるよう魅力ある講
座等の実施やホームページ・SNS などを積極的に活用し広く情報発信を行っていきます。 

・「市民ギャラリーうみっこ」については、市内文化団体へ出展依頼を行い、今後も市民の芸術文化活
動の発表の場としての利用促進をさらに進めます。 

 

数値目標項目 
計画策定時 

（実績値） 

Ｒ元年度 

（実績値） 

Ｒ５年度 

（目標値） 

かほく市の人口に対する生涯学習フェスティバル作品展示

会場来場者の割合 
16.2% 16.1% 18.0% 

西田幾多郎記念哲学館来館者数 31,370 人 28,668 人 35,000 人 

「市民ギャラリーうみっこ」を利用した展示会等の開催数 37 回 16 回 40 回 
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③ 市民大学校による学びの充実 

担 当 課 生涯学習課 

＜取組内容・成果＞ 
・市民の学習の場の一つとして、かほく市民大学校の講座を展開した。 

一般教養コース：前期７講座・後期９講座 
親子体験コース：５講座、男女共同参画コース：１講座、家庭教育コース：２講座 
個の学びの意欲に応えるとともに、学びを通じた交流の輪の拡大を図った。 
市民が自由に自主的に学べる機会として、講座を展開した。 
学びによる豊かな人間性の育成を図った。 

 
・図書館と連携した講座を展開した。（９講座） 
 
・連続講座としてシリーズ化を図って講座を展開した。 

Ｒ1かほく市民大学校 講座 

種 類 回 数 

一般教養コース 

一般 ８回 

ふるさと・歴史 ２回 

健康・食 ４回 

多文化共生・国際交流 ２回 

男女共同参画コース（人権事業と連携） １回 

家庭教育コース ２回 

親子体験コース ５回 

図書館連携講座 ９回 

合 計 ３３回 

 
【今後の方向性】 
・受講者へのアンケートでは「満足」「やや満足」と回答する方が多いため、さらに満足度を上げる講
座内容にすることと併せ、これまで市民大学校を受講したことがない市民へのＰＲを行うことで、よ
り多くの方に学習機会の提供と市民の学習意欲の向上を図ります。 

 
 

数値目標項目 
計画策定時 

（実績値） 

Ｒ元年度 

（実績値） 

Ｒ５年度 

（目標値） 

市民大学校の受講者へのアンケートで「満足」または「や

や満足」と回答した割合 
－ 92％ 80.0% 

市民大学校の各講座における最低参加者数 5 人 5 人 20 人 

出前講座の開催講座数 47 講座 47 講座 50 講座 
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基本的方向３－(2)  読書環境の充実と生涯学習拠点としての機能強化 

 

① 生涯学習拠点施設としての機能の強化 

担 当 課 生涯学習課 

＜取組内容・成果＞ 
・ケーブルテレビ、広報紙、ホームページ・Ｅメールかほく等を通じて、図書館の資料・事業・サービ

スについて情報発信（新刊情報案内、図書館事業案内など）した。 
・毎月２３日の「市民読書の日」にあわせ、その前後の日曜日に様々なイベントを開催した。（コンサ
ート、 講演会、朗読劇、人形劇など） 

・かほく市に古くから伝わる木津桃にちなんだイベントを開催し、郷土の歴史に触れ、市民の句や小学
生の木津桃調べを掲示した。 

・読書を介して交流するイベント読書カフェを開催した。 3 回 参加人数 45 名 
・小学校での英語の教科化を見据え英語絵本を充実させた他、読み聞かせをする人材を増やすためボラ

ンティア講座を開催した。読み聞かせをする人材が増え、図書館だけでなく、小学校でもボランティ
アで絵本の読み聞かせをする人が増えた。 

 
・「図書館友の会」やボランティア人材との連携を図り、図書館運営協力者会議での意見を踏まえなが
ら、市民の声を取り入れ、市民に親しまれる図書館づくりに努めた。 
※おはなしボランティア「やまんば」によるお話会   （年間 45 回、参加人数 1,077 人） 
※宮沢賢治を読む会                 （年間 8 回、参加人数   56 人） 

 
【今後の方向性】 
・単に本を貸し借りするだけの場ではなく、出会い・憩い・学びの場になっていくよう、地域の人々 

と交流するようなアプローチ、サービスを行っていくことで、これまで図書館に来たことのない来館
者の獲得やリピーターの増加につなげます。 

・英語絵本の利用増加・定着のための資料整備、活用法の情報提供を引き続き行います。 
 

数値目標項目 
計画策定時 

（実績値） 

Ｒ元年度 

（実績値） 

Ｒ５年度 

（目標値） 

市立中央図書館来館者数 130,358 人 134,352 人 14 万人 

年間貸出人数（市立中央図書館分） 42,716 人 43,164 人 46,000 人 
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② 子供の読書活動の推進 

担 当 課 生涯学習課 

＜取組内容・成果＞ 
【読書を通じた子供の健やかな成長のための取組】 
・健康福祉課と連携し、4 ヶ月検診とあわせてブックスタート事業（読みきかせ、絵本プレゼント、読
書案内、図書館案内）を行った。（年間 21 回開催、参加人数 275 人） 

・市内子ども園・幼稚園の年長児を招待しお話会を開催した。（年間 11 回、参加人数 328 人） 
・子育て支援センターに出向き、未就園児と保護者等を対象にお話会を開催した。 

（年間 35 回、参加人数 487 人） 
・小学校に出向き、お話会を開催した。（七塚小、年間 3回、 参加人数 160 人） 
・学童に出向き、お話会を開催した。 （七塚学童・金津学童、年間 2回、参加人数 75 人） 
・英語のお話会を開催した。         （年間 46 回 参加人数 605 人） 
 
【子供の関心と読書を結びつける取組】 
・読書につながる料理や工作など取り入れ、子供が読書に関心を持ってもらえるような取組を開催した。 

＊手づくり絵本教室   （全４回、参加人数 160 人） 
＊調べる学習教室    （１回、参加人数 51 人） 
＊絵本で楽しむクッキング（年１回、参加人数 18 人） 
＊茶会とお話会     （参加人数 37 人） 
＊夜の図書館      （参加人数 30 人） 

 
【読書活動の励みになる取組】 
・調べる学習コンクール（応募数 585 点）、手づくり絵本コンクール（応募数 132 点）及び作品展示、
表彰式を行った。 

・調べる学習コンクールの優秀作品を全国コンクールに推薦し、２点が優良賞に、７点が奨励賞に選ば
れた。 

・読書日記展を開催し、子供たちの読書活動の様子を紹介した。 
（市内６小学校より２名ずつ、市内３中学校より 18 名） 

・小学校３年生を対象に、国語科「本は友だち」の学習の一環として、図書館の使い方や工夫などにつ
いて授業を行った。 

 
 
【今後の方向性】 
・子供時代の読書活動が大人になった時の支えになる。引き続き子供の年齢に応じたサービスを提供し

ます。 
・調べる学習の精度がこれまでの積み重ねにより年々向上している。引き続き学校と連携し、アクティ

ブラーニングの支援を行います。調べる学習コンクールは回数を重ね、小学校で経験した児童が中学
生になっていることから中学生の部を新たに追加します。 

・学校でも英語絵本の読み聞かせができるよう、団体貸出の機会提供、活用法の情報提供を引き続き
行っていきます。 

 
 

数値目標項目 
計画策定時 

（実績値） 

Ｒ元年度 

（実績値） 

Ｒ５年度 

（目標値） 

調べる学習コンクール及び手づくり絵本コンクールの応募

件数 
729 件 717 件 800 件 
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③ 市立図書館と学校図書館との連携 

担 当 課 生涯学習課 

＜取組内容・成果＞ 
・市立図書館・学校司書研修会を年 12 回開催。情報交換や研修を行い、連携を深めた。 
・市立図書館から学校図書館へ貸出資料・返却資料の物流を行った。（年間 50 回） 
・学校司書からの情報提供により、授業での並行読書や調べ学習に役立つ資料を充実させた。 
・市立図書館・学校図書館関係の担当者で研修会を開催し、教員と学校司書で連携して行う授業につい

て理解を深めた。（学校図書館担当教諭・学校司書・市立図書館職員が参加） 
 
【今後の方向性】 
・定期連絡会や合同研修会などを通じて、図書館司書、学校司書、学校図書館担当教諭３者の緊密な関

係を引き続き保ち、特に中学校への学校司書専任配置を活かし中学生の読書活動が定着するよう連携
を図ります。 

 
 

数値目標項目 
計画策定時 

（実績値） 

Ｒ元年度 

（実績値） 

Ｒ５年度 

（目標値） 

全国学力・学習状況調査で「学校の授業時間以

外に１日当たり 30 分以上読書をする」と回答

した児童生徒の割合（※） 

小学校 45.1% 49.0% 50.0% 

中学校 31.0% 22.5% 35.0% 

（※）基本的方向 1-(2)③の数値目標と同様 
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基本的方向３－(3) 博物館活動の充実と情報発信 
 

① 石川県西田幾多郎記念哲学館の充実 

担 当 課 生涯学習課 

＜取組内容・成果＞ 
・常設展示に加え、企画展を開催した。 

テーマ：西田幾多郎の就活    3 月 26 日～9月 23 日 
テーマ：京都大学の西田幾多郎 10 月 1 日～令和 2年 3月 22 日 
 関連イベント：11 月 16 日「二番目の大学」として  西山伸（京都大学大学文書館教授） 
         11 月 30 日 京大的アホがなぜ必要か 酒井敏（京都大学大学院教授） 
テーマ：発見!! 幾多郎ノート   3 月 24 日～9 月 22 日 

・哲学館発信事業の継続的展開として、ゆかりの地「東北大学」にて展示会及び講演会を東北大学史料
館、東北大学附属図書館の協力を得て開催した。 

  展示会：7月 1 日～7月 31 日 観覧人数 延べ 1,010 人 
      「西田幾多郎と東北大学ゆかりの人々」 
  講演会：7月 13 日 参加者 100 人 

「東北大学と科学哲学の伝統」      野家啓一（東北大学名誉教授） 
      「東北帝国大学草創期における法文学部」 加藤諭（東北大学史料館准教授） 
  キャンパスツアー：7月 13 日 参加者 25 人 
       東北大学発祥の地である片平キャンパス内の見学ツアー  案内人：加藤諭 
・中級者･上級者向けの「西田幾多郎哲学講座」（10 回）、『善の研究』を一章ずつ読みすすめる「寸心読

書会」（10 回）、２泊３日の「夏期哲学講座」、寸心忌記念講演会を開催した。 
・禅文化を気軽に体験する「座禅会」（２回）を開催した。 
・身近なテーマをとりあげ、哲学館受講生の裾野が広がるよう、気軽に参加できる初心者向けの講座や

イベントを開催した。 
  『哲学入門講座』 ３回   参加者 265 人 
・身近な問題について考えを深め、対話を楽しむトークイベントを開催した。 
  『哲学カフェ』（一般向け） 4 回 参加者 73 人  
  『小学生の哲学対話』（大海小全学年×全学期）        
     共通道徳での『哲学対話』（小学５年生、中学２年生）各校１回 
・講演会等に参加するのではなく、気軽に哲学に触れられるよう哲学館ホワイエに「どうぶつ」をテー

マにした本約 50 冊を配架して、期間限定の図書空間をつくりだし、考えるきっかけとなる『本の展
示会』を 1月 11 日から 3月 8日にかけて開催した。 

  入館者数    延べ 3,638 人 
・京都大学・金沢大学や哲学研究者と連携し西田未公開資料の翻刻業務を行った（ノート 5冊、レポー

ト 80 点）。また、貴重な資料であるが状態が悪いため、一部展示公開用のレプリカを作製した。 
・各種研修の受入と出前講座を行った。 

研修受入   延べ  6 回   102 人（天理大学、首都大学、金沢二水高校、金沢桜丘高校 等） 
出前講座   延べ 24 回 2,298 人（金沢工業大学、金沢二水高校、金沢勤プラ、長寿大学 等） 

・大学等のゼミナールによる哲学館利用の促進を図った。 
かほく市宿泊施設制度利用による来館実績：首都大学東京大学院人間健康科学研究科 延べ 14 人 

 
・主な工事及び修繕 
  複合火災受信機更新・非常用放送設備更新・研修棟エアコン配管修繕等 13,935 千円 
 
【今後の方向性】 
・大学等と連携してのゆかりの地交流事業や気軽に参加できる入門講座、哲学カフェなど特色ある事業

を継続的に展開する中で、より魅力のあるものとし、広く普及・啓発も行い、新たな来館者やリピー
ター（交流人口）の増加につなげます。 

・長期間の開催となる企画展では、期間中に関連イベントも実施し、メディアやマスコミへの周知や県
内外の博物館などへのチラシ・ポスターの配布を随時行い、来館者の増加につなげます。 

・収蔵品管理システムの資料データの充実を図り、研究者から一般の方まで多くの人たちに閲覧できる
ことをＰＲし、西田博士・哲学館の周知及び西田哲学等の調査研究につなげます。 

・京都大学・金沢大学や哲学研究者と連携し、貴重な西田未公開資料の翻刻業務等を進め、西田哲学の
調査・研究を行っていきます。また、生誕 150 年周年の 2020 年に西田幾多郎全集別巻を発刊します。 

・平成 14 年の開館から建物及び設備の経年劣化等が進行しているため、施設長寿命化計画を基に設備
等の更新・交換等を適宜行ない、来訪者が快適に過ごせるよう観覧環境の整備を行います。 
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数値目標項目 
計画策定時 

（実績値） 

Ｒ元年度 

（実績値） 

Ｒ５年度 

（目標値） 

西田幾多郎記念哲学館展示室観覧者数 8,563 人 9,144 人 9,500 人 

西田幾多郎哲学講座の受講者アンケートにおいて、「とても

良い」または「良い」と回答した割合 
－ 87.6% 80.0% 

 
 
 

② うみっこらんど七塚の充実と「海と渚の博物館」機能の強化 

担 当 課 生涯学習課 

＜取組内容・成果＞ 
・「海と渚の博物館」での民俗資料の公開と市民の芸術文化活動の発表の場として「市民ギャラリーう
みっこ」での作品展示会の開催、キャンプ場及びバーベキュー場の運営により人々の交流活動を促進
した。 

・うみっこらんど七塚「海と渚の博物館」内に、ふるさと「かほく市」に関する学びの場、かほく市の
情報を発信する場として「かほくふるさと展示室」を整備した。 

・博物館展示室観覧者数 6,368 人（うちギャラリー入場者数 3,463 人） 
・「市民ギャラリーうみっこ」での展示会の開催 16 回 

（主な展示会） 
石川中央都市圏考古資料巡回展 
白峰会書道教室展 
かほく市フラワーデザイン協会作品展 
押花アート合同展示 
布ぞうり＆花のおりがみ展 
かほく市絵画協会作品展 
なぎさ展―Ⅳ 
原爆戦争写真展 
川柳人・鶴彬の生涯 
うみっこ企画展 2019 
かほく市書道協会作品展 
「PFU 社友会作品展・社会貢献活動紹介」 
間苧谷嘉孝個展“指先で描くパステル画” 
グローブル千木『好きなものをカ・タ・チに』 
七塚絵手紙教室作品展 
私の作品展 
うみっこらんど七塚『20 年のあゆみ』 

・キャンプ場等利用者数 9,589 人（うちバーベキュー場利用者数 5,367 人） 
・体験活動の実施 
  貝がらアート体験 78 人 
 
【今後の方向性】 
・ホームページ、ケーブルテレビ、民間の広告媒体などを活用し施設最新情報の発信を行い来館者の増

加につなげます。 
・対前年度と比較し「市民ギャラリーうみっこ」の展示会開催が半減し、来館者が大きく減少したこと

から、市内文化団体へ出展依頼を行い、今後も市民の芸術文化活動の発表の場としての利用促進をさ
らに進めます。 

・平成 11 年の開館から建物及び設備の経年劣化等が進行しているため、計画的な設備・機器等の更新・
修繕等を適宜行ない、来訪者が快適に過ごせるよう観覧環境の整備を行います。 

 

数値目標項目 
計画策定時 

（実績値） 

Ｒ元年度 

（実績値） 

Ｒ５年度 

（目標値） 

「市民ギャラリーうみっこ」の観覧を含む「海と渚の博物

館」の来館者数 
12,006 人 6,368 人 15,000 人 
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基本的方向３－(4) 生涯学習活動を支える環境の整備・充実 

 

① 生涯学習センターの運営管理 

担 当 課 生涯学習課 

＜取組内容・成果＞ 
・２つの生涯学習センター（七塚・宇ノ気）施設の適切な維持管理に努め、設備更新や修繕を進め、安

心して安全に利用できる生涯学習の場を提供した。 
  主な修繕等 
  ＜宇ノ気生涯学習センター＞ 
  ・風除室正面ドア改修工事 

・風除室北側自動ドア改修工事 
・吸収式冷温水発生機修繕（1号機、2 号機） 
・展示ホールブラインド修繕 
・オイルギヤポンプ取替修繕 

 
＜七塚生涯学習センター＞ 
・駐車場照明灯改修工事 
・駐車場消雪漏水工事 
・空調修繕 
・2階廊下照明器具交換 
・フェンス支柱修繕 
・防火戸修繕 
・トイレ自動水栓修理 
・男子トイレロールスクリーン設置 
・受水槽防虫網取付工事 

 
【今後の方向性】 
・引き続き、施設と設備の適切な管理と良好な施設環境の保持に努め、市民の生涯学習の場、成果発表

の場としての活用を促進します。 
・宇ノ気生涯学習センターについては、長寿命化計画の策定による計画的改修を検討し、対応を進めま

す。 
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② 地域交流施設などの有効活用 

担 当 課 生涯学習課 

＜取組内容・成果＞ 
・地域交流施設については、市民大学校や生涯学習フェスティバルなどの生涯学習事業による活用のほ

か、保育ママ向け講演会の開催や文化協会の活動発表の場として利用された。 
 （各施設実施内容） 
  ＊七塚生涯学習センター・・・市民大学校、女性会などの各種団体における学習会など 
  ＊宇ノ気生涯学習センター・・保育ママ向け講演会、文化協会の団体活動など 
  ＊大海交流センター・・・・・夏休みの親子体験教室、子ども会行事の豆まき大会など 
  ＊河北台中学校・・・・・・・生涯学習フェスティバル、成人式、立志式など 
 
・地域活動の拠点施設である地区公民館について、快適な学習環境が継続できるよう施設の修繕を行っ

た。 
（地区公民館 主な修繕内容） 

＊大崎区民会館・・・空調機器修繕 
  ＊外日角公民館・・・階段室塗装修繕 
  ＊松浜公民館・・・・排煙窓オペレーター修繕 
  ＊木津公民館・・・・排水路修繕 
 ＊その他、消防設備など適宜修繕を行った。 

 
・各公民館での事業のほか、地域活動補助金による地域住民の活動の支援を行った。 
 （取組事例） 
 ＊地域住民が集まり発足した高松旭町生涯学習がんばる会が「多世代間交流もちつきクリスマス 

パーティ」を実施し、大人から子どもまで合計 117 人が参加した。 
 
・コミュニティ施設のあり方について、町会・区への意見徴収に向けた内容協議の準備を進めた。 
 
【今後の方向性】 
・公民館の修繕等について、地元とも協議を行い、必要性の高いものから順に実施していきます。 
・地区公民館等のコミュニティ施設のあり方については、市社会教育委員会議等で審議を行っていきま

す。 
 

数値目標項目 
計画策定時 

（実績値） 

Ｒ元年度 

（実績値） 

Ｒ５年度 

（目標値） 

地区公民館等のコミュニティ施設のあり方に関する整理と

新たな支援 
－ 準備 実施 
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基本的方向４－(1)  ふるさと学習の充実 

 

① ふるさと「かほく市」を学び知る機会の提供 

担 当 課 スポーツ文化課 

＜取組内容・成果＞ 
・かほく市民大学校において、金沢大学など県内関係機関から講師を招いて講座を開き、郷土の歴史や

風土、文化財を知る機会を提供した。 
  
 ＊『河北潟の自然と歴史』 講師：高橋 久 氏（NPO 法人河北潟湖沼研究所）   受講者 20 名 
 ＊『石川の文化財保護』  講師：大角千尋 氏（石川県教育委員会文化財課）   受講者 14 名 
 ＊『観光から学ぶ！地域の魅力』 講師：丸谷耕太 氏（金沢大学）       受講者 13 名 
 ＊『かほくマチあるき 地域を学ぶﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ』（定員 20 名） 

 講師：蜂屋大八 氏（金沢大学） 受講者 11 名 
【再掲】 
・うみっこらんど七塚の「海と渚の博物館」内に、ふるさと「かほく市」に関する学びの場、かほく市

の情報を発信する場として「かほくふるさと展示室」を整備した。 
 
・石川中央都市圏歴史遺産活用連絡会として、考古資料巡回展（中世編）を実施し、かほく市において

も「海と渚の博物館」にて 12/７～１/12 の期間で展示公開した。 
 
 
【今後の方向性】 
・市観光担当部局や、かほく市ボランティア観光ガイドとの更なる連携を深め、郷土の歴史や文化財に

気軽に親しむことのできる機会の充実を図ります。 
・かほく市民大学校において、ふるさと「かほく市」を学べる講座数の拡大や魅力ある内容の講座提供

に努め、ＥメールやＨＰによる講座情報の配信を行い、新たな受講者の開拓、受講者の増加を図りま
す。 

・かほくふるさと展示室の持つ機能や性質を踏まえ、うみっこらんど七塚「海と渚の博物館」との一体
的な施設としての利用促進を図るための方策検討を生涯学習課と進めます。 

 
 

数値目標項目 
計画策定時 

（実績値） 

Ｒ元年度 

（実績値） 

Ｒ５年度 

（目標値） 

ふるさと学習関連事業の開催数 

（市教育委員会が事業主体のもの） 
３回 ６回 ５回 
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② かほく市ゆかりの人物に関する情報の発信 

担 当 課 スポーツ文化課 

＜取組内容・成果＞ 
・うみっこらんど七塚「海と渚の博物館」内の多目的ホールを「かほくふるさと展示室」に改修し、市

の著名な人物の紹介コーナーを整備した。 
  紹介人物：櫻井三郎左衛門、唐仁屋三郎兵衛、西田幾多郎、東善作、高橋ふみ、鶴彬、竹内外史 
 
【鶴彬の紹介・発信】 
・高松産業文化センター２階（展示ケース）において、鶴彬に関する展示を継続。 
・かほく市川柳協会と鶴彬を顕彰する会の主催による「第 24 回鶴彬川柳大賞」が開催され、全国へ情
報が発信された。投句者数：190 人 

・鶴彬を顕彰する会が主催する「鶴彬のふる里市民川柳祭」が行われ、市教育委員会として後援した。 
応募者：小学生 334 人、中学生 442 人、一般 25 人 

 
【櫻井三郎左衛門の紹介・発信】 
・児童劇「勇気ある知恵者 櫻井三郎左衛門物語」（高松自治文化協会、高松公民館編集）のＤＶＤを貸

出用として図書館に配架している。 
 
【東善作の紹介・発信】 
・東善作の功績を顕彰する事業として継続的に開催されている「石川県紙ひこうき大会 in かほく」の
第 24 回大会（6/23）が開催され、補助金を交付するとともに大会の運営支援を行った。 

（参加者：延べ 170 人） 
 
【唐仁屋三郎兵衛の紹介・発信】 
・外日角小学校の図書ボランティアによる紙芝居「唐仁屋三郎兵衛」の製作・上演が外日角小学校で行
われるとともに、ＤＶＤ化され学校図書室に配架された。 
 
 
【今後の方向性】 
・地元ゆかりの偉人に関する学びを通じて、偉人が生きた時代の地域の歴史に触れるとともに、現代の

私たちとの繋がりを再確認する機会とし、先人の苦労やふるさとの豊かさを実感する学びにつなげて
いきます。 

・偉人に関心をもった市民が、さらに地域学習を深めることができるように、今後、関連資料の整備や
新たな企画についての検討を進めます。 

・かほくふるさと展示室で常設展示している人物について、さらに周知を図るため、コミュニティ・ス
クールとして取り組むふるさとの偉人学習（唐仁屋三郎兵衛・櫻井三郎左衛門）や、市民団体主催の
イベント（鶴彬・東善作）への支援を継続します。 

・地域の偉人の掘り起こしを進め、ふるさと学習への活用を検討するとともに、市内小中学校での共通
道徳や市内町会区（公民館）などへの出前講座を通して市民の郷土への関心を高めます。 

・中央図書館や哲学館との連携講座を含めた市民大学校の受講者に対して、郷土の偉人についての認知
度を問うアンケート調査を実施します。 

 
 

数値目標項目 
計画策定時 

（実績値） 

Ｒ元年度 

（実績値） 

Ｒ５年度 

（目標値） 

市民大学校の受講者等へのアンケートで各人物ごとに「知

っている」と回答した割合 
－ － 50.0% 
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基本的方向４－(2)  芸術文化活動の促進と支援 

 

① 芸術や文化活動に触れる機会の提供 

担 当 課 スポーツ文化課・生涯学習課 

＜取組内容・成果＞ 
各種芸術文化的事業を実施した。 

〔芸術鑑賞推進事業〕（石川県との共催事業、実行委員会主催） 
・スク－ルシアタ－（児童対象演劇）を開催。    

＊期日及び会場   ６月４日（月） 宇ノ気小学校体育館  
＊参加者      かほく市内６小学校５年生 308 人 
＊公演内容     オペレッタ劇団ともしび 「トラの恩がえし」 

・オ－ケストラ鑑賞教室を開催。 
＊期日及び会場   ５月 25 日（金） 河北台中学校講堂 
＊参加者      河北台中学校全生徒及び教職員、保護者 377 人 
＊演奏内容     オーケストラ・アンサンブル金沢による演奏 

〔哲学館ホール活用・ライトアップ連携事業〕 
・哲学館×JAZZ ライトアップコンサートを開催。 

   ＊期日及び会場   ９月 20 日（金） 西田幾多郎記念哲学館 
   ＊参加者      一般市民 201 人 

＊演奏内容     ジャズバンド Moon Glow による演奏 
・哲学館 Xmas クラッシックコンサートを開催。 

＊期日及び会場   12 月 21 日（土） 西田幾多郎記念哲学館 
＊参加者      一般市民 188 人 
＊演奏内容     オ－ケストラ・アンサンブル金沢メンバー４人による弦楽四重奏 

〔中央図書館主催事業〕 
 ・市民読書の日事業を開催。 

①アフタヌーンコンサート 
＊期日及び会場   11 月 24 日（日）  七塚生涯学習センター 
＊参加者      一般市民 72 人 
＊演奏内容     チェロ独奏コンサート 

②アフタヌーンコンサート 
＊期日及び会場   2 月 23 日（日）   七塚生涯学習センター 
＊参加者      一般市民 28 人 
＊演奏内容     ハープと箏のコンサート 

〔海と渚の博物館活用事業〕 
・「市民ギャラリーうみっこ」を活用して各種団体による展示会を開催。 

   ＊開催回数  計 16 回 
＊主な内容  書道展、絵画展、水墨画展、生花展、押花アート展 ほか 

 
【今後の方向性】 
・芸術文化は、市民の潤いある暮らしを実現する要素の一つであることから、質の高い芸術に気軽に触

れることのできる機会を引き続き設け、より多くの市民が様々な形で芸術文化活動に係るよう市民の
関心を喚起します。 

・中央図書館、哲学館、海と渚の博物館など、市民に身近な施設でのイベントを継続し、生涯学習フェ
スティバルや文化協会活動などについては、市との連携や共催を促進します。 

 

数値目標項目 
計画策定時 

（実績値） 

Ｒ元年度 

（実績値） 

Ｒ５年度 

（目標値） 

コンサートや展示会など芸術発表の開催数 

（市教育委員会が事業主体のもの） 
４回 ５回 ６回 
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② 文化活動団体・個人への支援 

担 当 課 スポーツ文化課 

＜取組内容・成果＞ 
【市内文化活動団体の紹介】 
・文化活動団体の紹介チラシを作成し、全戸配布するとともに、生涯学習センターなどの公共施設にチ

ラシを配置して情報を発信した。 
【文化活動の紹介、情報発信】 
・市広報にて、文化活動の紹介や活動の事前告知を行った。 

「まちの話題」（掲載１５回）、 「くらしの情報」（掲載７項目） 
 
【文化活動支援補助事業】 
・いしかわ県民文化振興基金「文化活動支援事業」による事業２件に対して補助金を交付した。 
 
   ＊Ｈ30～31 かほく浜防風プロジェクト 

（幅広い市民に対して、気軽な音楽鑑賞の機会を提供するコンサート事業） 
   ＊Ｈ31   かほく市民謡の祭典事業 
         （市民謡協会設立 15 周年を契機として開催された会員による民謡発表会） 
    
【全国大会出場者への支援】 
・全国大会出場者に対して激励費を交付し支援した。 

＊第 7回科学の甲子園ジュニア全国大会（12 月） 選手３名及び監督１名 
＊第 34 回国民文化祭・にいがた 2019 小倉百人一首競技かるた全国大会（11 月） 選手 1名 

 
 
【今後の方向性】 
・文化活動活性化の一つの契機となるよう、市文化協会の加盟団体をはじめとして、市民による各種文

化的活動の紹介や周知を市広報により引き続き進めます。 
・文化芸術活動の財源支援策として、「文化活動支援事業」（石川県文化振興基金 1/2、市 1/4）の制度
紹介と周知を更に進め、文化団体による活用を進めます。 

・新たな芸術文化活動の創出や既存の団体活動の活性化について、発表の場の拡大や活動に加わるきっ
かけづくり、活動による交流の拡大などの視点で検討を進めます。 

・文化協会の各加盟団体は、会員の固定化・高齢化が進行し登録会員数が減少傾向にある。新規会員の
勧誘策や新規団体の加盟について、今後検討を進めます。 

 
 

数値目標項目 
計画策定時 

（実績値） 

Ｒ元年度 

（実績値） 

Ｒ５年度 

（目標値） 

文化協会加盟会員数 1,278 人 1,240 人 1,320 人 
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基本的方向４－(3) 未来に伝える文化財の保護と活用 

 

① 文化財を活用した学習の充実 

担 当 課 スポーツ文化課 

＜取組内容・成果＞ 
・縄文時代や弥生時代の学習に合わせて、市内小学校 6 年生を対象とした歴史体験教室（出前講座）を

実施し、国指定史跡「上山田貝塚」や石川県指定史跡「大海西山遺跡」の学びにつなげた。 
なお、土器の野焼き作業日には、石川県埋蔵文化財センターと連携し、火起こしやクルミ割りの体験
活動のほか、縄文土器や弥生土器、石器の実物見学と説明を行った。 
土器の野焼き作業は、大海小と高松小については、「大海西山弥生の里」内で行った。 
【令和元年度実績】 

高松小 68 人、大海小 16 人、外日角 72 人、七塚小 53 人、金津小 17 人、宇ノ気小 86 人 
※宇ノ気小学校は、火起こし、クルミ割り、土器見学のメニューで実施。 

・江戸時代に完成し、現在も農業用水として使用されている「長柄用水」について、現地見学による学
習支援を行った。 

   高松小学校４年生（68 名）、大海小学校４年生（19 名） 
・学校ＰＴＡとの連携事業として、外日角小学校にて勾玉づくり体験教室を実施した。（親子 20 組対象）   
・かほく市民大学校にて、『石川の文化財保護』というテーマで講座を行った。（再掲） 

  講師：大角千尋 氏（石川県教育委員会文化財課）   受講者 14 名 
 
 
【今後の方向性】 
・市内の文化財めぐりを含め、地域の文化財を対象とした講座の充実を図るとともに、新たな関係資料

の作成を進め、地域文化財を活かした学習活動の充実を図ります。 
・学校現場の意見や要望を踏まえながら、石川県埋蔵文化財センター普及部等と連携した事業について、

内容の充実を進めます。 
・旧高松宿の歴史的町並みや西田幾多郎書斎の骨清窟などの建造物、長柄用水などの構造物などを活用

した歴史学習の機会充実に向け、引き続き検討を重ねるとともに、ＱＲコード付文化財看板の周知を
進めます。 

 
 

数値目標項目 
計画策定時 

（実績値） 

Ｒ元年度 

（実績値） 

Ｒ５年度 

（目標値） 

文化財関連座学及び体験講座の開催数 ５回 10 回 ９回 
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② 文化財の公開と活用の促進 

担 当 課 スポーツ文化課 

＜取組内容・成果＞ 
【再掲】 
・うみっこらんど七塚の「海と渚の博物館」内に、ふるさと「かほく市」に関する学びの場、かほく市

の情報を発信する場として「かほくふるさと展示室」を整備した。 
・市所蔵の文化財資料については、七塚生涯学習センターや高松産業文化センターの展示コーナーにて、

その一部を引き続き公開した。 
生涯学習フェスティバルに合わせて、七塚生涯学習センター２階展示ロビーにおいて、近世から近代
における瓦に関する展示会を開催した。 

 
【再掲】 
・石川中央都市圏歴史遺産活用連絡会として、考古資料巡回展（中世編）を実施し、かほく市において
も「海と渚の博物館」にて１２/７～１/１２の期間で展示公開した。 
 
 
【今後の方向性】 
・かほくふるさと展示室では市内文化財の紹介及び展示をしており、今後はより多くの企画展等の開催

を進め、常設展と企画展を通して、市内の文化財を学ぶ機会の充実を図ります。 
・七塚生涯学習センターや高松産業文化センターなど既存の展示スペースにおける展示内容の更新を適

宜進め、収蔵資料の更なる活用を進めます。 
・かほくふるさと展示室の周知を図り、より多くの市民に文化財情報を発信し紹介します。石川中央都

市圏としての活動を通じて、「かほく市の文化財を知る」機会を拡大するとともに、中央都市圏内へ
の情報発信を進めます。また、他施設と連携した展示会等の開催について、検討を進めます。 

 
 

数値目標項目 
計画策定時 

（実績値） 

Ｒ元年度 

（実績値） 

Ｒ５年度 

（目標値） 

文化財をはじめとする各種ふるさと資料の公開のための

「郷土資料展示室」の整備 
－ 実施 実施 
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③ 文化財の適切な保護と管理 

担 当 課 スポーツ文化課 

＜取組内容・成果＞ 
・国指定史跡「上山田貝塚」の崖面の保護措置実施に向けて、国や県の補助金を活用して施工法に関す

る調査業務を実施した。併せて、既存の保護措置状況について、かほく市文化財保護審議会委員によ
る現地視察（新潟県上越市）を実施し、施工方法について意見を伺った。 

・県営ほ場整備事業に係る事前発掘調査として、夏栗Ｂ遺跡の発掘調査を実施した。（調査面積：279
㎡） 
また、県営ほ場整備事業に伴い平成３０年度に実施した気屋遺跡発掘調査によって出土した遺物（土
器や石器等）について、出土品整理作業（出土品の洗浄、注記、分類・選別作業）を進めた。 

・市内には、国指定１件、県指定４件のほか市指定文化財が 44 件ある。そのうち、史跡整備されてい
る上山田貝塚（国指定史跡）、大海西山遺跡（県指定史跡）については、委託業務を通じて適切な史
跡の保護を図った。 

・上山田喜多家しだれ桜については、これまで実施された樹勢回復処置の効果を見極めるため、樹木医
による回復状況観察を行った。樹木医の診断では、樹勢の衰えは抑えられていると判断された。また、
所有者観察では樹勢の維持、部分的改善が見受けられるとされた。 

 
 
【今後の方向性】 
・国県の指定史跡については、石川県文化財パトロールの対象として定期的に管理状況がチェックされ

ており、引き続きパトロール結果を踏まえて適切な管理と保護措置を進めます。特に国指定史跡「上
山田貝塚」の急傾斜地（崖面）保護事業の進捗を図ります。 

・県指定史跡「大海西山遺跡」については、竪穴式復元住居の改修を進め、史跡活用の促進を図ります。 
・上山田喜多家しだれ桜については、現状を踏まえ定期的観察を継続します。 
・文化財マップや案内サインの充実をさらに進め、文化財としての認知度を上げます。また文化財を「歴

史学習の場」や「日常的な憩いの場」として更に広く市民が利用できるような手法や整備について検
討します。 

・地域それぞれが有していた暮らしぶりに関する資料や市内に残されている貴重な資料が急速に失われ
つつあることから、これらの資料を保存し市民の財産として後世に伝えるとともに、魅力あるまちづ
くりに資することを目的に『かほく市史』の編纂事業を進めます。 

 
 

数値目標項目 
計画策定時 

（実績値） 

Ｒ元年度 

（実績値） 

Ｒ５年度 

（目標値） 

かほく市内指定文化財の数 48 件 48 件 60 件 

かほく市史編纂委員会等の組織の整備 － － 実施 
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基本的方向５－(1)  生涯にわたるスポーツ活動の振興 

 

① スポーツへの参画人口の拡大 

担 当 課 スポーツ文化課 

＜取組内容・成果＞ 
・平成 31 年度のスポーツ推進委員に 17 名を選任し、スポーツ活動の普及・推進を図るため公民館や自
治会などの活動指導や支援を行った。 

  ＊宇野気公民館ラジオ体操指導 
  ＊宇野気区ペタンク大会指導 
  ＊子ども会高松支部綱引き大会運営協力 
 
・市民の多様なニーズに応えられるよう、スポーツ推進委員と連携しながら、多様なイベントを展開し
たほか、市民交流スポレクサーキット大会等を通して、多様な活動の機会の提供や活動メニューの充
実に努めた。 

＊かほく市民ふれあいウォーク（4/14） 
＊第２回かほく市民交流スポレクサーキット大会（３種目）（5/26、11/24、1/19） 
＊ラジオ体操指導者講習会（３地区）（7/1～3） 
＊かほく市民体力テスト（10/17～18） 
＊河北潟一周駅伝競走大会（11/23） 

 
 
【今後の方向性】 
・年齢や性別、障害の有無に関わらず、誰もが気軽に楽しむことができる参加型イベントや体力に応じ
たスポーツ・レクリエーション活動を通じて、継続的にスポーツに取り組むきっかけづくり、仲間づ
くりの推進に努めます。 

・多くの市民が運動・スポーツに興味関心を持ち、日常生活におけるスポーツ習慣化を図れるよう、既
存のスポーツ競技種目に限らず、「スポーツ」の概念を幅広に捉えた新たなスポーツスタイルについ
て検討を進めます。 

・かほく市民ふれあいウォークについては、近年のウォーキングブームや同時期に同内容の事業が他部
局でも多数実施していることから廃止とします。 

・2020 東京オリンピック・パラリンピックを契機として、関係団体と連携し「かほく市民交流スポレク
サーキット大会」の種目にパラスポーツ競技を取り入れ、スポーツを通じて寛容性を高め合う機会と
します。 

・地域スポーツのコーディネーターとしての役割を担うスポーツ推進委員が活動を行うための適正な
人数を確保するとともに資質向上に向けた研修や支援を行います。 

 
 

数値目標項目 
計画策定時 

（実績値） 

Ｒ元年度 

（実績値） 

Ｒ５年度 

（目標値） 

市民（成人）の週１回以上のスポーツ実施率 

（国目標：週 1回以上 65％程度） 
－ 79.0% 70.0% 

              ※市民体力テスト、生涯学習フェスティバルにてアンケート調査実施 

アンケート調査結果 242／306  
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② 運動習慣の定着とスポーツを通じた生きがいづくり 

担 当 課 スポーツ文化課 

＜取組内容・成果＞ 
 
・高齢者の健康増進や生きがいづくりによって自立した生活が送れるよう、介護予防の必要性を学び、 
日頃からの体力・健康づくりにつなげるため、ケーブルテレビを活用した「ちょいトレ」や「百歳体 
操」などで市民に対する日常運動の啓発活動を進めた。 
 

・子供から高齢者まで誰もが気軽に参加できる市民交流スポレクサーキット大会では、３種目の競技を
行い、気軽にスポーツに親しむ機会を提供した。 

 
令和元年度  第１戦（トリプルビーチボールバレー）  小計 28 チーム 

         第２戦（ペタンク）             小計 62 チーム 
         第３戦（カローリング）          小計 38 チーム   
  
・石川県立看護大学との連携により「市民体力テスト」を実施し、各自の体力年齢の把握と今後の日常
運動に対する指導を実施した。 

 
 参加人数：平成 30 年度 115 人、令和元年度 87 人 
 
 
【今後の方向性】 
・運動・スポーツに無関心な層も含め、多くの市民が運動・スポーツに興味・関心を持ち、その習慣化
を図るため、スポーツ部局と福祉部局、関係団体が一体となってスポーツを通じた健康増進に関する
取組を進めます。 

・生活習慣病の予防等につながるスポーツプログラムの検討や実践により、地域住民の多様な健康状態
やニーズに応じたスポーツに親しむ機会の創出を進めます。 

・「市民体力テスト」は近年、参加者の減少傾向が進んでいることから、民間のノウハウを活用し、多く
の市民参加を図ります。 

・地域スポーツクラブや包括連携を締結している各関係団体とで、それぞれが保有する情報、ノウハウ
等を用いて相互に協力し、スポーツを通じた新たな連携事業の実施を検討します。 

 
 

数値目標項目 
計画策定時 

（実績値） 

Ｒ元年度 

（実績値） 

Ｒ５年度 

（目標値） 

石川県立看護大学や地域スポーツクラブとの連携による健

康づくりに関しての実施事業数 
１事業 １事業 ３事業 
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③ 女性活躍の促進と障がい者がスポーツに親しめる環境の整備 

担 当 課 スポーツ文化課 

＜取組内容・成果＞ 
・市体育協会、スポーツ少年団等の幹部役員に積極的に女性が登用されており、平成 31 年度も継続し
て役員として活躍されている。 

・第 71 回石川県民体育大会において、女子が 3 年連続 4位入賞を果たした。 
・平成 31 年度、スポーツ推進委員の募集を進め、女性委員の委嘱に力を入れたところ、新規に 2 名の
女性を委嘱することができた。 

・障がい者の生きがいづくりや社会参加を促進し、生活の質の向上を図っていくため、市内の障がい者
施設に対してスポーツ（運動）実施率のアンケート調査を実施した。（３月） 

・令和２年度からの市民交流スポレクサーキット大会での開催を目指し、パラスポーツ体験会としてス
ポーツ推進委員、バレーボール協会とともにシッティングバレーボールに取り組んだ。（令和２年度
実施予定） 

・かほく市スポーツ競技及び文化活動における全国大会等出場者激励費等支給要綱の一部改正を行い、
支給対象者に障がい者を加えた。 

 
 
【今後の方向性】 
・市関係部局や関係機関と連携し、年齢や障がいの有無などにかかわらず、誰もが一緒に気軽に楽しめ
るユニバーサルスポーツの普及・啓発を図るとともに、参加意欲の向上のための障がい者スポーツレ
クレーション等を開催し、障がい者スポーツの普及、推進を図ります。 

・ライフスタイルの時間的な制約により、日常的にスポーツ活動に取り組むことができない年代のスポ
ーツ活動を推進する取組について検討します。 

・障がいの有無に関わらず、全ての人が個々の関心や能力に合わせて、気軽に楽しくスポーツに親しむ
ことができる環境整備に取り組みます。 

・スポーツ団体における女性役員の増加を図るため、必要な専門知識やスキル、期待される役割につい
ての調査等を行い、女性が活躍する場の拡大を促進します。 

・市民交流スポレクサーキット大会にパラスポーツを取り入れ、健常者と障がい者が一緒に楽しめるイ
ベントを開催するとともに、今後は、障がい者がいつでもスポーツに接することができるよう情報共
有・連携・受け入れ体制の整備構築を図ります。 

 
 

数値目標項目 
計画策定時 

（実績値） 

Ｒ元年度 

（実績値） 

Ｒ５年度 

（目標値） 

障がい者の週１回以上のスポーツ実施率 

（国目標：週 1回以上 40％程度） 
－ 42.3% 45.0% 

                 市内施設アンケート調査結果 47／111 
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基本的方向５－(2)  競技スポーツの強化と底辺の拡大 

 

① 競技力向上にむけたスポーツ機会の充実 

担 当 課 スポーツ文化課 

＜取組内容・成果＞ 
・競技スポーツとしての競技力向上と競技人口の底辺拡大、生涯スポーツの推進を図るため、広い世
代を対象に各種大会を継続実施した。 

－主な大会－ 
＊第 16 回かほく市総合体育大会（総合開会式：6/2） 
＊第 71 回石川県民体育大会（体育協会）（中心開期：8/3～4） 
＊サンドヒルかほく市 2019 グラウンド・ゴルフ大会（8/25） 
＊第 16 回かほく市学童招待野球大会（10/19～20） 
＊第 24 回新化旗争奪全国中学校選抜剣道大会（5/3～4） 
＊第 41 回加賀能登少年剣道大会（1/12） 
＊第 16 回河北郡市中学校春季ソフトボール大会（5/5） 
＊第 19 回河北郡市中学校春季バスケットボール大会（4/20） 

 
・体育協会並びに加盟競技団体（35 競技協会）との連携により市総合体育大会及び各種競技団体が主
催する大会を継続して開催した。 

＊市総合体育大会   平成 30 年度（28 競技大会） 
令和元年度（30 競技大会） 

 
＊競技団体主催大会  平成 30 年度（12 競技大会） 
                      令和元年度（12 競技大会） 

 
・第 71 回石川県民体育大会において、女子が 3 年連続 4位入賞を果たした。 

＊石川県民体育大会  令和元年度結果  男子：総合 9位、女子：総合 4 位 
あわせて、スポーツ奨励賞を受賞した。 

 
 
【今後の方向性】 
・競技力の向上と競技人口の底辺拡大を図るため、市総合体育大会をはじめとする各加盟競技団体の
主催による競技会を継続して開催します。 

・石川県民体育大会への積極的な多種目参加をめざして、各競技団体に対する支援や拡大に引き続き
取り組みます。 

・青少年の競技力向上のため、体育協会加盟の単位協会やスポーツ少年団の加盟団体等が主催・協力
する各種競技大会等の支援を継続します。 

・体育協会を通じて競技団体の活動を支援し、競技者の育成や指導者の養成による、競技力の向上を
継続的に図ります。 

 
 

数値目標項目 
計画策定時 

（実績値） 

Ｒ元年度 

（実績値） 

Ｒ５年度 

（目標値） 

市体育協会に加盟する競技団体数 33 競技 35 競技 36 競技 

                       （H30 年度比＋2競技） 
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② 指導体制の充実 

担 当 課 スポーツ文化課 

＜取組内容・成果＞ 
・指導者育成のため、各競技の公認審判員等の資格取得のための研修・登録費用の一部助成を継続して
行い、公認審判員の資格取得を奨励した。 

 
公認審判員取得奨励金支給人数 53 人 

内訳【Ｒ1】 53 人（内新規 3人） 
陸上競技      22 人         バドミントン    1 人（内新規 1人） 
トランポリン     28 人(内新規 2人)     水泳        2 人       

 
参考 【Ｈ30】 88 人 

 
 
【今後の方向性】 
・ジュニア期から成年期まで、年代ごとに適切な指導ができる指導者の育成のため、体育協会やその加
盟団体、スポーツ少年団及び総合型地域スポーツクラブなど関係団体等の指導者の公認資格取得に対
する助成を継続します。 

・公益財団法人日本スポーツ協会が定める公認スポーツ指導員（コーチ１、コーチ２）の有資格につい
て、関係団体や現在の指導者に対して受講・取得の奨励を図ります。 

・市民の多様なスポーツニーズに応えるため、市体育協会やスポーツ少年団などと連携し、スポーツ指
導者への研修会を開催し、より高い資質を持った指導者育成と地域におけるスポーツ活動の推進を図
ります。 

・スポーツに関する幅広い研修機会を確保するため、県体育協会など他団体が実施する研修会などの情
報提供も積極的に行います。 

・「（仮称）かほく市スポーツコミッション」の組織化に向けては、指導体制の充実、市全体としてのス
ポーツ振興や活性化につながる組織づくりについての協議検討を進めます。 

 
 

数値目標項目 
計画策定時 

（実績値） 

Ｒ元年度 

（実績値） 

Ｒ５年度 

（目標値） 

スポーツ指導員の指導者数 － 5 人 20 人 
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③ 競技選手への支援の充実 

担 当 課 スポーツ文化課 

＜取組内容・成果＞ 
・競技スポーツの振興を図るため、全国大会へ出場する選手・監督等に対して激励費を支給した。 
また激励会を開催し、上位入賞をめざす精神的高揚を図った。 

  ※全国高校総合体育大会、国民体育大会、全国高校選抜大会の出場選手激励会を開催 
平成 27 年度より、市内に住所を有する中学生以下の全国大会への出場者に対し、交通費等の必要経
費に対する助成を行い、保護者の負担軽減を図っている。 
－全国大会出場実績－ 
大会合計： 35 大会 
人  数：  214 人 
〔内訳： 中学生以下（18 大会 81 人）、高校生以上（17 大会 133 人）〕 

 

 
・「かほく市明日のアスリート育成助成」として、バドミントン協会、水泳協会の２団体に対して補助金
を交付した。 

  ※バドミントン協会  世界大会での入賞歴を有する選手２名による実技指導の開催（4/28） 
              助成額： 173 千円  参加者： 58 名 
  ※水泳協会      アテネ五輪メダリストによる水泳教室の開催（6/9） 

助成額： 200 千円  参加者： 86 名 
 
 
【今後の方向性】 
・市内に住所を有し、アマチュアスポーツ競技会の全国大会等に出場する選手・監督等に対し、激励費
の支給、激励会等の開催を継続します。 

・市内に住所を有する中学生以下の全国大会等への出場者に対し、交通費等の必要経費に対する助成、
激励会等の開催についても継続します。 

・「かほく市明日のアスリート育成助成金」の交付により、児童、生徒の競技力向上につながる取組を支
援し、トップアスリートに触れる機会を創出するとともに、全国に通用する次世代アスリートの育成
に繋げます。 

・高校生に対する激励費を増額、更には障がい者の全国大会出場に対する激励費支給要件を拡大し、ス
ポーツを「する」人たちへのさらなる負担軽減と支援を図ります。 

 
 

数値目標項目 
計画策定時 

（実績値） 

Ｒ元年度 

（実績値） 

Ｒ５年度 

（目標値） 

「かほく市明日のアスリート育成事業」助成件数 － ２件 ５件 
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④ 学校教育と連携した運動習慣の確立と体力の向上 

担 当 課 スポーツ文化課 

＜取組内容・成果＞ 
・中学生に対して、各競技団体が主催する大会や教室等への参加を促すなど、団体との連携により部活
動の活性化に努めた。 
 
＜学校現場での取組＞ 

・｢部活動ガイドライン｣に基づき、各学校において｢学校の部活動に係る活動方針｣を策定し、休養日や
活動時間について指導するとともに、保護者や地域への周知を図った。 

・部活動外部指導者の活用により、顧問の技術指導の補助や生徒の技能の向上を図ることができ、各種
大会において優秀な成績を収める結果となった。 

・専門的知識・技術を有する外部指導者を活用し、顧問教諭と連携しながら部活動のコーチ等として技
術指導を進めている。 

 （外部指導者）  
  高松中学校   卓球・剣道・バドミントン                  計 4 名 
  河北台中学校 バレーボール・バドミントン・卓球・ソフトテニス・バスケット 計 6名 
  宇ノ気中学校 バドミントン・弓道・ソフトテニス・柔道・剣道・吹奏楽    計 7 名 
 
 
【今後の方向性】 
・競技スポーツの強化と競技人口の拡大につなげるため、各種競技団体と共に学校現場との連携を図っ
ていきます。 

・豊かなスポーツライフの基礎を構築するため、小・中学校の体育・保健体育科の授業改善、体育的活
動の充実を図り、児童生徒に運動することの楽しさや喜びを実感できるよう取り組みます。 

・部活動の充実・発展に努め、生徒の運動・スポーツに対する興味関心を高めるとともに、生徒の心身
の健全な発達と技能及び体力の向上を図ります。 

・地域スポーツクラブによる学校や各種団体への指導者派遣など、学校や地域課題の解決にむけた取組
を連携して進め、クラブと学校教育が融合したスポーツ・健康にわたる多様な活動の展開を図ります。 

・技術指導はもとより、運動部活動の経営力や個々の生徒の個性を理解し、顧問や部活動指導員と生徒
及び保護者の３者が信頼関係を築けるようなコーチングの力を身につけた指導者を育成するため、中
高体連や関係団体等と連携し、スポーツ医科学等を活用した研修や感染症対策を講じたトレーニング
方法などの講習会等を開催します。 

 
 

数値目標項目 
計画策定時 

（実績値） 

Ｒ元年度 

（実績値） 

Ｒ５年度 

（目標値） 

部活動指導員等と運動部顧問を対象とした研修会の開催回

数 
－ ０回 

年１回 
以上 
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基本的方向５－(3)  スポーツ団体の育成支援と連携 

 

①（仮称）かほく市スポーツ協会設立にむけた調整の実施 

担 当 課 スポーツ文化課 

＜取組内容・成果＞ 
・市体育協会、スポーツ少年団、地域スポーツクラブ、健康クラブ等の各種団体の組織のあり方を検討
し、市民自らが向き合い、携わり、支えあう体制を構築すべく、各種団体を統括する組織として、（仮
称）かほく市スポーツコミッションの設立に向けた調整を開始するための素案をまとめた。 

 
【今後の方向性】 
・「（仮称）かほく市スポーツコミッション」の組織化にむけた協議をかほく市スポーツ推進審議会にお
いて検討していきます。 

 また、審議会での協議を踏まえて、専門的委員（アドバイザー委員）の参加を計画していきます。 
 
 
 
 【（仮称）かほく市スポーツコミッションイメージ図】 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

数値目標項目 
計画策定時 

（実績値） 

Ｒ元年度 

（実績値） 

Ｒ５年度 

（目標値） 

（仮称）かほく市スポーツ協会設立準備検討委員会の立ち

上げ 
－ 素案作成 実施 
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② スポーツ少年団への支援 

担 当 課 スポーツ文化課 

＜取組内容・成果＞ 
・青少年の体力向上及び心身の健全な育成を図るため、スポーツ少年団活動への支援として、活動補助
金の交付と事務支援を行った。 
＊団員数  31 団体   614 人（うち中学生 32 人、幼児 11 人）   ※小学生割合：571/1835 0.311 

【H30：32 団体 609 人（うち中学生 5人、幼児 12 人）】          （R2.3 月末） 
＊指導者数 165 人【Ｈ30：184 人】 
 
＊市スポーツ少年団としての主な取組 

４月:開講式 
７月:第 1回 風岡由香里氏による講習『スポーツリズムトレーニングについて』53 人出席 

      11 月:かほく市消防本部による講習『心肺蘇生法・ＡＥＤの使用方法について』 27 人出席 
２月:フェスティバル及び閉講式 

・スポーツ少年団への加入率（小学生）は市内全児童の約 31％であり、多くの児童がスポーツ活動を行
っている。 

・青少年の健全育成を図るため、夜９時までを活動時間とする指導を強化し、規則正しい生活習慣の定
着を図った。 

・スポーツ技術の習得だけでなく、社会性、協調性、規律性を育む場として重要な役割を果たしている。 
 
 
【今後の方向性】 
・地域の宝である子どもたちのために、児童個々の「スポーツニーズとしての役割を担う場」あるいは
「スポーツを通じて少年期の心と体をはぐくむ場」として、スポーツ少年団活動への支援を継続し、
加入率の向上に努めます。さらに、少子化が進む中、多くの子どもたちにスポーツに親しんでもらう
ために、スポーツ少年団に対する活動助成金を増額し、活動を下支えします。 

・将来の本市におけるスポーツ人材の確保・育成を目指し、幼少期から郷土愛を育む教育に取り組みま
す。 

・子どもたちが適切な環境のもとで安全・安心してスポーツに親しむことができる機会を拡大し、スポ
ーツの楽しさや素晴らしさを体験するとともに、スポーツ活動の習慣化を目指し、スポーツ団体など
と連携して子どもたちのスポーツ活動を推進します。 

・スポーツ少年団の加入促進については各団と連携し、活動が継続できる環境づくりや活動の仕方など
工夫を行い、窓口や受け皿を広くすることや、積極的に広報活動を行うなど、有効な団員増加策とし
て取り組みます。 

・団員の拡充、活動の活発化を図る上でも学校との関わりは必要不可欠なものであり、今後も理解と協
力を得るための方策を検討します。 

 

 

数値目標項目 
計画策定時 

（実績値） 

Ｒ元年度 

（実績値） 

Ｒ５年度 

（目標値） 

スポーツ少年団への加入率 32.0% 31.0% 35.0% 

 
 
 
  



 

- 69 - 

 

③ 体育協会への支援 

担 当 課 スポーツ文化課 

＜取組内容・成果＞ 
・体育協会の活動を通して各種スポーツ団体を支援し、育成を図ることで、多くの競技スポーツ大会等
が開催され、市民の体力向上や競技スポーツの普及・啓発が図られた。 

・石川県民体育大会や市総合体育大会などを通じて、競技スポーツの普及と振興を図り、市民の健康づ
くりに寄与できた。 

・市民による各種競技スポーツの統括組織として、スポーツの普及啓発とスポーツ精神の涵養を図ると
ともに、各種スポーツ大会の開催等により競技力の向上を進め、スポーツを通じた市民相互の交流と
融和に尽力した。 

 
【再掲】 
・第 71 回石川県民体育大会において、女子が 3 年連続 4位入賞を果たした。 

＊石川県民体育大会  令和元年度結果  男子：総合 9位、女子：総合 4 位 
あわせて、スポーツ奨励賞を受賞した。 

 
 
【今後の方向性】 
・本市のスポーツ活動を効果的に推進するため、市体育協会をはじめとするスポーツ関係団体の育成と
強化を図ります。 

・体育協会並びに加盟競技団体への支援を継続し、各種スポーツ大会の実施及び事業運営の協力を促進
しつつ、市民がスポーツに親しむ機会の拡大を図るとともに競技スポーツ人口の増加を図ります。 

・本市のスポーツを推進していくうえで、市体育協会の担うべき役割を整理し、組織体制の整備、及び
今後の自立的な運営を促進するための必要な支援を行います。 

・体育協会への加入促進については、今後協会ＨＰを立ち上げ、各協会の紹介や活動内容、大会成績な
どを盛り込みスポーツへの関心度を高めると共に、新たな人材の発掘やスポーツ離れからの脱却を図
る方策を検討します。 

 
 

数値目標項目 
計画策定時 

（実績値） 

Ｒ元年度 

（実績値） 

Ｒ５年度 

（目標値） 

体育協会への加入者数 3,280 人 2,984 人 3,500 人 
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④ 地域スポーツクラブへの支援 

担 当 課 スポーツ文化課 

＜取組内容・成果＞ 
・総合型地域スポーツクラブ「パレット」との連携により、体育施設の指定管理、スタジオプログラム
の運営などを進めた。 

 
【クラブパレット概要】 
＊会員数 2,109 人（令和 2年 3月末） 
＊教室（こども向け）34 教室 （一般向け）28 教室 その他スタジオ・サーキット事業を実施 
＊クラブパレットに体育施設（８施設）の指定管理を委託 
＊宇ノ気体育館のスタジオプログラムや河北台健民体育館のトレーニングジムの運営により市民の
体力づくり、健康づくりを進めた。 

＊IT-CATS かほく推進協議会の一員として、プログラミング教室やロボット教室開催時に募集・受付
など事務・会計を担っている。 LEGO ロボット教室 ４教室開催。 

 
 
【今後の方向性】 
・地域に密着した総合型地域スポーツクラブの永続的運営を支えるため、基盤施設の計画的長寿命化改
修を進めるとともに、運営改善への助言・指導を図り、財政的基盤整備を含めたクラブ運営の安定化
に向けた支援を検討します。 

・学校や各種団体への指導者派遣など、学校や地域課題の解決にむけた取組については、総合型地域ス
ポーツクラブと連携して進めるとともに、同クラブと学校教育が融合した多様なスポーツ活動の展開
を図ります。 

・総合型地域スポーツクラブの位置付けについては、かほく市スポーツコミッションの組織化に向けた
動きのなかで検討を進めます。 

・少子化等の影響により学校運動部活動としての実施が困難となった競技種目について、総合型クラブ
の多種目スポーツクラブという特徴を生かして、平日の放課後や休日に定期的なスポーツ活動の機会
を提供することを提案します。 

・総合型地域スポーツクラブの活動が市民に理解され、子どもから高齢者まで幅広い会員の増加につな
がるよう情報発信を行い、更には積極的に楽しめる企画等を提案することが大切で、会員確保に向け、
地域の人々がその会員となることによってどういったメリットがあるのかを訴求した、魅力あるプロ
グラム作りを検討させます。 

 

数値目標項目 
計画策定時 

（実績値） 

Ｒ元年度 

（実績値） 

Ｒ５年度 

（目標値） 

地域スポーツクラブへの加入者数 

（ジョイ・アクロス登録会員含む） 
5,228 人 4,746 人 5,500 人 
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⑤ 高齢者の運動に対する活動支援 

担 当 課 スポーツ文化課 

＜取組内容・成果＞ 
・高齢者の運動の日常化を促進し、体力・健康増進を推進するため、市内の３つの健康クラブに対する
支援（送迎バスの手配、指導者の派遣）を行った。 

・活動を通じて、体力・健康づくりと会員の相互交流が図られた。 
 
【健康クラブ概要】 

・会員数  高松健康クラブ 49 人 七塚健康クラブ 51 人 宇ノ気友垣健康クラブ 65 人 
・活動内容  週１回活動（軽運動・ダンス・健康相談（長寿介護課による）） 
・市からの支援内容 

＊週１回の活動時の送迎バス手配 
＊能登地区健康クラブ交歓大会（5月 22 日）、県健康クラブ普及育成研修会（6月 13 日）、 

県健康クラブ交歓大会（10 月 10 日）の送迎バス手配 
＊活動への講師の派遣（高松健康クラブ・七塚健康クラブ） 

 
 
【今後の方向性】 
・高齢社会が進行していく中、クラブ活動への支援を通して高齢者へのスポーツ（運動）活動の普及を
強化し、スポーツ（運動）を通じた交流による健康づくりを促進しながら、健康寿命の延伸を図り元
気な高齢者の増加を図ります。 

・いつまでも元気で明るく活き活きとした生活をおくることができるよう、高齢者向けスポーツの機会
を提供し、高齢者の高い健康意識に対応するため、健康づくりプログラムの充実を図ります。 

・高齢者がスポーツを通じて地域社会に参加し、生きがいを得られるよう、福祉・教育など、幅広い分
野と連携しながらスポーツ推進を図ります。 

・高齢者のスポーツ参加を定着させるには、地域（コミュニティ）単位で活動を進めることができる仕
組みが効果的であることから、地域組織との連携を図りながら、長期的な取組を促進します。 

 
 
 

数値目標項目 
計画策定時 

（実績値） 

Ｒ元年度 

（実績値） 

Ｒ５年度 

（目標値） 

健康クラブへの加入者数 196 人 165 人 230 人 
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基本的方向５－(4)  スポーツ活動を支える環境の整備・充実 

 

① スポーツ施設の整備と機能の充実 

担 当 課 スポーツ文化課 

＜取組内容・成果＞ 
・市民の生涯スポーツ・競技スポーツの拠点施設として、「（仮称）かほく市総合体育館」の整備を進め
ており、本年度は、「（仮称）かほく市総合体育館整備基本計画」を策定した。 

 また、事業にあたり、民間のノウハウを十分に活用し、今後の維持管理を含めたトータルコストの最
小化や効用の最大化を図るための検討調査として、「（仮称）かほく市総合体育館整備 PPP/PFI 導入可
能性調査」を実施した。 

・宇ノ気野球場の学童専用野球場化を含め、都市公園全体としてのうのけ総合公園のリノベーション工
事を実施した。 

・市南部地域の中核的体育館施設である七塚体育センターについて、長寿命化大規模改修工事を実施し
た。また、その他社会体育施設において経年劣化による修繕工事を進めた。 

 
 
【今後の方向性】 
・順次経年劣化が進行する既存のスポーツ施設については、「かほく市スポーツ施設整備計画」に基づ
き、施設の長寿命化や改修を進め、施設や設備の充実と機能の高度化・強化を図ります。 

・スポーツ施設の改修に際しては、障がいのある方にも利用しやすい施設となるよう施設のバリアフリ
ー化、ユニバーサルデザイン対応を進めます。 

・体育館を中心とする多くの体育施設については、老朽化が進行していることを踏まえて、施設の再配
置や統廃合などを考慮しつつ、健康増進や各種大会の誘致の観点も含めて、市民のニーズに応え得る
スポーツ環境を整えます。 

・スポーツ活動の中核施設として、トップレベルの大会が開催できる施設、かつ市民スポーツの場、憩
いの場として気軽に利用できる総合体育館の整備を進めます。 

・高齢者や障がい者、子育て世代などの区別なく、すべての市民が日常的に安全かつ快適にスポーツを
楽しむことができる施設の整備を目指してバリアフリー化を進め、利用者に優しいスポーツ施設、ニ
ーズに応え得る施設としての機能充実を図ります。 

 
 

数値目標項目 
計画策定時 

（実績値） 

Ｒ元年度 

（実績値） 

Ｒ５年度 

（目標値） 

市内全スポーツ施設の年間総利用者数 556,307 人 56.4 万人 58 万人 
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② スポーツ施設の効率的な管理・運営 

担 当 課 スポーツ文化課 

＜取組内容・成果＞ 
・23 の体育施設のうち、宇ノ気スポーツセンターを除く 22 の施設について、指定管理者による管理運
営を行った。 

  （指定管理者･･･かほく市公共施設管理公社、ＮＰＯ法人クラブパレット、コナミスポーツクラブ・
PFU ライフエージェンシーグループ） 

 
・指定管理については、利用料金制度（施設利用料を指定管理者の収入とする制度）を取り入れ、指定
管理者の創意工夫による運営と効率的管理を継続的に求めている。 

 
 
【今後の方向性】 
・体育施設の管理運営については、今後ますます効率化が求められることから、引き続き、民間活力の
導入を進め、有益性の高い効率的な運営を図ります。 

・公共スポーツ施設の改修箇所の早期把握とともに、予防保全型の維持管理を進めます。 
・だれでも気軽にスポーツに親しめる環境を整備するため、障害者スポーツ競技への対応も含め、バリ
アフリー化やユニバーサルデザインの導入を促進します。 

・団体による使用のほか、個人や少人数による利用の拡大を検討するとともに、施設の予約状況の情報
発信に努め、利用率の低い施設や時間帯の利用促進策についての検討を進めます。 

・スポーツイベントと文化的イベントの同時開催や、各種スポーツ大会の会場での芸術文化的内容の盛
り込みなど、新たな取組により、スポーツ施設の集客増加や収益拡大を図ります。 

・現在、宇ノ気スポーツセンターのみ直営管理となっているが、次回の指定管理者更新時(R5)に向け、
指定管理者制度の導入、或いは学校体育館への移行などについて、検討・整理を進めます。 

 

数値目標項目 
計画策定時 

（実績値） 

Ｒ元年度 

（実績値） 

Ｒ５年度 

（目標値） 

市直営のスポーツ施設数 １施設 1 施設 ０施設 
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③ スポーツによる地域活性化の促進 

担 当 課 スポーツ文化課 

＜取組内容・成果＞ 
・バレーボールを通じた青少年教育や地域活性化への貢献事業として、ＰＦＵブルーキャッツ主催のバ
レーボール教室が、市内中学生とジュニアを対象として開催され、交流が図られた。 

 
○青猫キャラバン活動（かほく市内のみ記載） 
7 月 25 日(木) 
男子ジュニア：宇ノ気スワローズ 
女子ジュニア：宇ノ気スワローズ、七塚バレーボールクラブ 

 7 月 31 日(水) 
   男子中学校：宇ノ気中学校 

女子中学校：宇ノ気中学校、河北台中学校 
 
・ツエーゲン金沢が開催する「かほく市ホームタウンサンクスデー」においては、かほく市在住親子の
無料観覧サービス（1,000 組）が実施され、併せてかほく市ＰＲとして、市長挨拶や自治体ＣＭが流
されるなど、市民に「みるスポーツ」の機会を提供する取組が行われた。 

 
かほく市ホームタウンサンクスデー ９月１４日（土） 観客数：13,070 人 

 
 
【今後の方向性】 
・各スポーツチームとして地域密着型の活動を展開しているが、市主催の取組は現状においては特段行
っていないことから、今後、技術指導や安全指導を内容とする小中学校等へのスポーツ巡回教室等の
開催について検討を進めます。 

・地元スポーツチームと連携しホームゲームなどをシティプロモーションの場として活用し、かほく市
の魅力について情報発信する取組により地域活性化を推進する。 

・地方公共団体とスポーツ団体、民間企業等が一体となり、地域活性化に取り組む組織とした「地域ス
ポーツコミッション」の設立を検討し、長期継続的な人的交流を図るスポーツ合宿やキャンプ誘致な
どによる、スポーツによる持続的なまちづくり・地域活性化の促進を図ります。 

・今後は県内にある地域密着型としてのスポーツチームと協議のうえ、市内学校訪問が実現できるよう
調整を行っていく。また、市内の学校には無いスポーツ競技についても、体験型として開催が出来る
よう検討を進めます。 

 
 

数値目標項目 
計画策定時 

（実績値） 

Ｒ元年度 

（実績値） 

Ｒ５年度 

（目標値） 

トップスポーツチームによる学校訪問等の事業数 １事業 １事業 ２事業 
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基本的方向６－(1) 多文化共生社会および国際化に対応した教育の充実 

 

① 国際交流事業の推進 

担 当 課 生涯学習課 

＜取組内容・成果＞ 
・姉妹都市交流事業の実施 

11 月 6 日から 15 日まで、姉妹都市青少年交流としてメスキルヒ市生徒 18 人と引率者 2 人をかほ
く市に受入した。市内中学校での授業体験、市内外の施設見学、16 家庭とのホームステイを通し、
両市の交流と多文化理解を図った。 
ホストファミリー説明会にて、メスキルヒ市の紹介、訪問団員へのＥメールや手紙の書き方の指導

を行った。また、ＳＮＳを活用した事前交流、帰国後の交流を啓発したほか、中学校によるメスキル
ヒ市両校生徒とのＥメール交換事業により、より多くの生徒による交流を図った。 

 
・JAPAN TENT かほく市プログラムの実施 

8 月 22 日から 25 日にかけて開催した第 32 回 JAPAN TENT かほく市プログラムで、留学生 16 人を
受入した。市内中学生との交流、市内施設見学、日本文化体験、8家庭とのホームステイを通し、国
際理解・多文化理解を図った。市内の 8家庭が留学生 16 名を受け入れ、異文化交流を行った。 

 
・市国際交流協会への支援と連携 

市国際交流協会へ補助金を交付し、活動支援を行った。また、市国際交流協会主催のドイツ語教室
や各種イベントへの国際交流員（ＣＩＲ）派遣及び市広報や「いいメールかほく」による周知を行っ
た。市国際交流協会と協力し、JAPAN TENT 事業や姉妹都市交流事業を実施した。 

 
・石川中央都市圏「国際交流連絡会」による国際交流事業の実施 

石川中央都市圏連携協約にかかる４市２町（金沢市・白山市・かほく市・野々市市・津幡町・内灘
町）の国際交流所管課で構成する石川中央都市圏「国際交流連絡会」において、圏域内の国際交流の
推進を図るため、情報交換や課題の共有等を行った。（R1：2回連絡会開催） 
5 月 12 日に開催された「第 31 回世界の凧の祭典（内灘町）」にて、石川中央都市圏「国際交流連

絡会」として参加し、各市町ＣＩＲで製作した大凧揚げや同連絡会ＰＲブースにより、圏域内の国際
交流事業の紹介等を行った。 
7 月 27 日に開催した「国際交流の未来をつくる若者フォーラム（金沢市）」にて、圏域内各市町代

表者による意見発表、パネルディスカッション、参加者全員との交流会により、国際理解・多文化理
解を推進した。 

 
【今後の方向性】 
・人と人との交流や、多くの市民が気軽に参加できる内容に重点を置き、市国際交流協会や国際交流に

関心がある市民と協力・連携し事業を展開します。また、中学校によるメスキルヒ市両学校とのＥメ
ール交換事業についても、草の根レベルの姉妹都市交流を推進するため、次年度以降も継続できるよ
う協力していきます。 

 

数値目標項目 
計画策定時 

（実績値） 

Ｒ元年度 

（実績値） 

Ｒ５年度 

（目標値） 

姉妹都市メスキルヒ市との相互交流人数（累計） 831 人 851 人 950 人 
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② 多様な文化に対する理解の推進 

担 当 課 生涯学習課 

＜取組内容・成果＞ 
・国際交流協会による市民サロン「K-Kaffee」が開催された。（毎週火曜日 10 時～15 時） 
・市民の多文化共生への理解を推進するため、6月 9日に映画上映会と意見交換会を開催した。 

（上映映画：「シンプライフ」、上映会参加者：46 人、意見交換会参加者：一般市民 6人） 
・隔月で市広報紙に多文化共生に関する記事を掲載した。 

（記事名：「考えてみよう 多文化共生のこと」、ページ数：１／２Ｐ） 
・毎月、市広報紙に国際交流員（ＣＩＲ）による国際交流・国際理解に関する記事を掲載した。 

（記事名：「イレネのグリアスデイ」、ページ数：１／２Ｐ） 
・市民が気軽に国際交流・国際理解を体験する場として「シュタムティッシュ（ドイツのボードゲーム

を通じた国際交流）」を実施した。（R1 実績：全４回 平均 10 人/回） 
・国際交流・国際理解啓発を目指し、広く市民が集う機会を活用した体験型事業を実施した。 
  4 月 21 日 中央図書館・市民読書の日事業  工作ワークショップ  17 人参加 
 10 月 27 日 かほく市生涯学習フェスティバル ボドゲ広場     約 100 人参加 
・グローバルな活躍を目指す若者を応援するための「かほく市海外留学応援奨励金」について周知を図

り、海外留学を支援する。 
 
 
【今後の方向性】 
・市国際交流協会や国際交流に関心がある市民と協力・連携し、市民と外国籍市民が交流する場を創出

し、国際理解・多文化共生事業を展開します。また、海外留学応援奨励金については、国際的に９月
入学が多いことを考慮した交付要綱の見直しを行い、市広報等を通じ、多文化共生社会に対する理解
に向けた周知を行っていきます。 

 
 

数値目標項目 
計画策定時 

（実績値） 

Ｒ元年度 

（実績値） 

Ｒ５年度 

（目標値） 

かほく市海外留学応援奨励金の交付件数 ― ０件 ３件 
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③ 実践的な外国語教育の充実 

担 当 課 生涯学習課 

＜取組内容・成果＞ 
・小学校での「外国語（英語）」教科化を見据え、未就学児・小学生を対象に 2017 年度から中央図書館

で開催している「英語のおはなし会」を、継続して週１回開催した。 
・市民の国際交流・国際理解への関心を高めるため、国際交流員（ＣＩＲ）を、かほく市出前講座、中

央図書館でのおはなし会、子育て支援センター、こども園、小中学校、市国際交流協会の行事等へ派
遣した。 

・市国際交流協会が定期開催していたドイツ語教室が令和元年度前期で終了となったため、ＣＩＲ派遣
数が減少した。 

 
 
【今後の方向性】 
・「英語のおはなし会」の継続的な開催により、子どもたちが幼少期から外国語に親しむ取組を推進し
ます。 

・国際交流員派遣事業について、市国際交流協会等の各種団体が企画する行事と連携し、終了となった
ドイツ語教室に代わる新たな国際理解教室等を開催することで、幅広い世代間における市民の国際理
解・多文化理解を推進します。 

 
 

数値目標項目 
計画策定時 

（実績値） 

Ｒ元年度 

（実績値） 

Ｒ５年度 

（目標値） 

国際理解教室等開催数（CIR 派遣含む） 68 回 57 回 80 回 
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基本的方向６－(2) 人権教育の推進 

 

① 学校教育における人権教育の推進 

担 当 課 学校教育課 

＜取組内容・成果＞ 
・各教科、道徳など教育活動全体を通した人権教育の推進に取り組んだ。特に人権週間の期間において

は、各校で人権講演会を企画するなど人権意識の高揚を図った。 
・金沢地方法務局及び市民生活課と連携を図り、「人権の花」運動、人権教室、人権問題講演会などを
実施した。 

 
 
【今後の方向性】 
・広く地域の人材を活用した人権教育を推進します。 
・人権週間における各校の取組が一層充実したものとなるよう努めます。 
 
 
 

② 社会教育における人権教育の推進 

担 当 課 生涯学習課 

＜取組内容・成果＞ 
・市民生活課との共催により、10 月 5日に人権教室、映画上映会を開催し、来場者へ人権啓発グッズを

配付した。 
上映作品：「母さんがどんなに僕を嫌いでも」 
来場者数：200 名 

 
 
【今後の方向性】 
・人権意識の啓発活動について、引き続き市民生活課と連携し進めます。 
・幅広い世代の市民が気軽に参加できる映画上映会は有効な啓発機会であり、継続して行います。 

また、市広報紙やチラシの全戸配布、いいメールかほく、ホームページへの掲載による周知活動につ
いても引き続き行います。 
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Ⅲ 資 料 
 

１ 教育長・教育委員会委員名簿 
（令和２年５月１日現在） 

職  名 氏  名 任     期 

教 育 長 山 越   充 平成３１年４月２８日～令和４年４月２７日 

教育長職務代理者 山 本 滝 男 平成３０年４月２８日～令和４年４月２７日 

教 育 委 員 松 井 三枝子 平成２９年４月２８日～令和３年４月２７日 

教 育 委 員 長 柄 悦 子 平成３１年４月２８日～令和５年４月２７日 

教 育 委 員 絈 野 武 利 令和 ２年４月２８日～令和６年４月２７日 

 
 

２ 教育委員会の組織  
（令和２年４月１日現在） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

生 涯 学 習 課 

学 校 指 導 係 

生 涯 学 習 係 

学 校 地 域 協 働 係 

スポーツ文化課 

教

育

長 

教

育

部

長 

学 校 教 育 課 管 理 施 設 係 

ス ポ ー ツ 振 興 係 

小学校（６校） 
中学校（３校） 
教育センター 
学校給食センター（２施設） 
中央図書館 
生涯学習センター（２施設） 
公民館（２１施設） 
体育施設（２３施設） 
石川県西田幾多郎記念哲学館 
うみっこらんど七塚 

教 育 施 設 等 

文 化 振 興 係 
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３ 教育施設等 
(１)小学校               （令和２年５月１日現在） 

名 称 開設年月日 児童数 
かほく市立高松小学校 明治 ６年 ４０５人 
かほく市立大海小学校 明治 ８年 １月 ９８人 
かほく市立七塚小学校 明治 ６年 ７月 ４日 ２５６人 
かほく市立外日角小学校 明治 ８年１１月１７日 ３７１人 
かほく市立宇ノ気小学校 明治 ８年 ４月１０日 ６３５人 
かほく市立金津小学校 明治 ６年１１月 ６５人 

 
(２)中学校               （令和２年５月１日現在） 

名 称 開設年月日 生徒数 
かほく市立高松中学校 昭和２２年 ４月 １日 ２５１人 
かほく市立河北台中学校 昭和３２年 ４月 １日 ３４１人 
かほく市立宇ノ気中学校 昭和２２年 ４月 １日 ３５７人 

 
(３)教育センター       （令和２年４月１日現在） 

かほく市教育センター 
 

(４)学校給食施設       （令和２年４月１日現在） 

かほく市第１学校給食センター かほく市第２学校給食センター 
 

(５)社会教育施設       （令和２年４月１日現在） 

かほく市立中央図書館 かほく市七塚生涯学習センター 
かほく市宇ノ気生涯学習センター 石川県西田幾多郎記念哲学館 
かほく市うみっこらんど七塚 かほく市高松公民館 
かほく市二ツ屋公民館 かほく市長柄町公民館 
かほく市木津公民館 かほく市松浜公民館 
かほく市遠塚公民館 かほく市浜北公民館 
かほく市秋浜公民館 かほく市外日角公民館 
かほく市白尾公民館 かほく市森公民館 
かほく市指江公民館 かほく市至誠が丘公民館 
かほく市気屋公民館 かほく市宇気公民館 
かほく市七窪公民館 かほく市宇野気公民館 
かほく市内日角公民館 かほく市大崎公民館 
かほく市金津公民館 かほく市上田名公民館 
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(６)社会体育施設       （令和２年４月１日現在） 

かほく市高松体育センター かほく市七塚体育センター 
かほく市宇ノ気体育センター かほく市河北台健民体育館 
かほく市宇ノ気南部体育館 かほく市宇ノ気新化館 
かほく市金津体育館 かほく市七窪体育館 
かほく市宇ノ気スポーツセンター かほく市河北台体育館 
かほく市宇ノ気体育館 かほく市うのけ総合公園陸上競技場 
かほく市サッカー・ラグビー競技場 かほく市七塚中央公園多目的運動広場 
かほく市高松野球場 かほく市宇ノ気野球場 
かほく市金津ソフトボール場 かほく市七塚テニスコート 
かほく市高松グラウンド・ゴルフ場 かほく市七塚武道館 
かほく市高松弓道場 かほく市宇ノ気弓道場 
かほく市アクロス高松  

 
４ 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２６条 教育委員会は、毎年、その権限に属する事務（前条第１項の規定により

教育長に委任された事務その他教育長の権限に属する事務（同条第３項の規定に

より事務局職員等に委任された事務を含む。）を含む。）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

を有する者の知見の活用を図るものとする。 
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