
施策の体系
（評価項目）

実　　施　　計　　画（令和元年度） 実　　施　　内　　容（令和元年度）
評　価
(23項目)

１学校教育の充実

※施策の体系６項目
（評価項目）

１
学校教育目標
の具現化を図
る学校経営の
推進

※実施計画１項目

１　学校を保護者や地域住民が支えながら開かれた学校
  づくりの一層の推進を図るため、各小中学校に学校評
  議員を置く。

  　委嘱人員：21人
  　内容等：評議員との意見交換、外部評価、保護者ア
  ンケート等

１　学校評議員を委嘱（21人）して、各小中学校におい
　て意見交換、外部評価等を実施し、開かれた学校づく
　りの推進を図った。

Ａ

ＡＡＡ

２
確かな学力を
育む指導の充
実

※実施計画６項目

１　全国学力・学習状況調査、岩手県学習定着度調査に
  加え、標準学力調査（CRT)を実施し、児童生徒の学力
  の状況把握・分析をし、ファミリースクール内で(「反
  復」をキーワードに)「確かな学力－基礎基本の定着」
  を目標とした取組みを進める。

　○各学力調査の事前指導・事後指導の徹底を図る。
　　・標準学力調査（CRT)   （予算額：869千円）

　○学習支援事業（英語・漢字検定料助成支援）
　　　　　　　　　　　　　（予算額：890千円）

１－１
　　全国学力・学習状況調査（4月実施）
    小６国・算、中３国・数→　概ね全国平均で推移し
　ている。（特に、小６国は全国平均を上回っている）

１－２
　　岩手県学習定着度調査（10月12日実施）
    小５国・社・算・理、中１国・数、中２国・社・数・
　理・英→概ね県平均で推移している。
　（特に小５算、中２英は県平均を上回っている）

１－３
　　標準学力調査（CRT)（12-３月実施)
    小４-６国・算、中１-２国・数・英→概ね全国平均
　で推移している。（特に小４国、小５国・算、小６国・
　算、中２国は全国平均を上回っている）
　（決算額：1,021千円）
　
１－４
　　学力向上を目的とした各種研修への参加、確かな学力
　を育む研究大会等を開催し、教員としての資質、指導力
　の向上を図った。

１－５
　　中学生学力向上支援助成事業
　　　英語検定助成　162人　３級以上合格者　38人
　　　漢字検定助成　 91人　３級以上合格者　26人
　　　　　　　　　　　　　　　（決算額：297千円）

２　小中連携を通した岩手町確かな学力を育む教育アク
  ションプランの推進

　○各中学校区ごとに研究指定を行う。

　　・Ｈ28～29
　　沼宮内中学校区(沼宮内中・沼宮内小・水堀小)
　　・Ｈ29～30
　　一方井中学校区(一方井中・一方井小)
　　・Ｈ30～31
　　川口中学校区(川口中・川口小)

　○岩手町ファミリースクール構想（小・中が連携し学
  習指導と生徒指導を充実させる中学校区ごとのまとま
  り）による連携の推進

　○確かな学力を育む教育推進研究大会

２　川口中学校区の推進委員会を主体に、小中学校で
　共通のテーマを設定し、同じ視点での授業研修を実施。
　研究会等を持ち授業についての協議、研究を行ない、
　学校公開に向け取り組んだ。また、教員による合同授
　業研究会の開催や指導主事の学校訪問指導、確かな学
　力を育む研究大会等の開催により、教員の資質や授業
　力の向上を図った。

　○５月　研究組織、研究計画を作成

　○５～10月　研究推進
　
　○11月７日　教育実践発表会（川口小・川口中会場）
　　　　川口中学校区の小中連携実践研究会を実施

　○３月　研究のまとめ

　○１月７日　確かな学力を育む教育推進研究大会
副校長研修４回、教務主任研修２回、領域等授業研

修、
　　特別支援研修３回、町教育研究会３回など３　ＡＬＴを学校へ派遣し、小学生の英語学習の指導支

  援、中学生の英語学力の向上を図る。
　　（予算額：10,956千円）
　
４　中学生国内英語研修派遣事業の実施。
　　（予算額：1,200千円）

３　ＡＬＴ（英語指導助手）２人を、小学校週２回、中
　学校週２回派遣し、児童生徒の英語学力の向上を図っ
　た。
　   委託料（決算額：10,726千円）
　
４　国内英語研修派遣事業・・・英国人講師との交流を
　通じて、英国文化に触れるとともに、英会話能力、コ
　ミュニケーション能力の向上を図った。
  　１月８～11日　３泊４日15人（希望し学校から推薦を
　受けた生徒）を福島県ブリティッシュヒルズへ派遣
　　（決算額：1,302千円）

５　学習（特別）支援指導
　　目的：学習（特別）支援指導員を配置し、特別な支援
  を要する児童へのサポートを図る。
　　配置人数：12人　（予算額：16,562千円）

６　就学指導
　就学支援委員会による専門的見地からの児童生徒の状
 況把握、調査に基づき、適切な就学指導を図る。

５　学習（特別）支援指導
  　学習（特別）支援指導員12人を配置し、特別な支援
　を要する児童へのサポートを図った。
  　（決算額：13,201千円）
 
６　就学支援委員会を開催するなど、適切な就学指導を
　行った。

Ａ

ＡＡＡ

大綱：子どもが輝き、大人がともに学びともに楽しむ教育・文化・スポーツの推進（※主要施策４項目）

令和元年度　岩手町教育委員会事務事業点検・評価報告書

〔令和元年度〕

主要施策
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施策の体系
（評価項目）

実　　施　　計　　画（令和元年度） 実　　施　　内　　容（令和元年度）
評　価
(23項目)

主要施策

（学校再編）

※実施計画１項目

１　小中学校再編の第２次指針に基づく統合予定校につ
いて学校、保護者、地域住民等と懇談を継続しながら、

方向性を見い
  出していく。

　○第２次指針に基づく一方井中の再編に向け懇談会を
  実施するとともに、併せて川口中学校及び沼宮内中学
  校の再編に向けた懇談会も検討する。

１　第３次指針策定に向けた取り組み

　○一方井中学校区懇談会開催　２月13日　参加者29人

　○川口中学校区懇談会開催　２月20日　参加者37人

　○沼宮内中学校区懇談会開催　２月27日　参加者35人

Ａ

ＡＡＡ

３
豊かな人間性
を育む指導の
充実

（ 就 学 前 教
育）
※実施計画３項目

１　幼稚園就園奨励費
　目的：低所得世帯の就園費を助成し、就園の奨励を図
  る。
　　補助対象者：第１子15人、第２子10人、第３子1人
　　（予算額：5,543千円）

２　幼稚園運営費
　　（予算額：350千円）（40人）

３　幼稚園・保育所（児童館）・小学校間での情報交換
　等を通じて、指導の連携・充実を図る。

１　幼稚園就園奨励費
　　低所得世帯の就園費を助成し、就園の奨励を図
　った。(４～９月)
　　第１子 13人、第２子 15人、第３子 ２人
　　　補助金（決算額：2,302千円）

　　幼稚園の施設利用費及び副食費を給付し、負担軽減を
　　図った。(10月～）
　　 園児 39人　（決算額：施設利用費 7,738千円、
   副食費 1,021千円）

２　幼稚園運営費
　　　補助金（決算額：394千円）（45人）
　
３　幼保一体、幼小一体にむけた幼・保・小の職員に
　よる意見交換会の実施

Ａ

ＡＡＡ

（ い じ め 対
策）
※実施計画1項目

１　いじめ問題連絡協議会開催 １　８月27日　いじめ問題連絡協議会開催
    いじめ問題に関する意識の共有を図った。

Ａ

ＡＡＡ

４
調和のとれた
体位・体力の
向上と健康安
全、給食指導
の充実

（心の問題へ
の対応）

※実施計画３項目

１　教育相談員（1人、週3回）

２　スクールカウンセラー（沼小・川小年間17回、沼中
  ・川中・一中各校年間35回、カウンセリング、情報交
  換等）

３　不登校または不登校傾向にある児童生徒を対象に、
  通級による適応指導教室を設置し、学校への早期復帰
  を支援する。

　○実施内容：指導員１人を配置し、学習支援・生活習
  慣の改善を図る。　（予算額：2,100千円）

１　教育相談員（１人、週３回）
  　相談件数延べ136件（来室43件、電話９件、訪問42件）
　　研修会・諸会議等42件

２　スクールカウンセラー（沼小35回、川小17回、沼中・
　川中・一中各校年間36回、カウンセリング、情報交
　換等）

３　不登校又は不登校傾向にある児童生徒を対象に、学
　習支援・生活習慣の改善を図り、学校への早期復帰を
　を支援した。

  　石神ハート通級児童生徒　１人
　　　　　　　　　　：うち年度内学校復帰　0人
  　　　　　　　　　　　　　（決算額：2,176千円）

Ａ

ＡＡＡ

（子どもの安
全確保）

※実施計画１項目

１　おはよう　おかえり　８・３運動
　　児童生徒の登下校時の安全確保に、地域全体で取り
　組む運動の浸透を図る。

　○学校警察連絡協議会運営（学校・警察・地域関係者
  が連携し、児童生徒の防犯活動を推進）
　　（予算額：90千円）
　
　○地域ぐるみ学校安全体制整備推進事業
　スクールガードリーダーの配置（巡回指導、情報収集
  等）
　　（予算額：160千円）

１－１
　　おはよう　おかえり　８・３運動
    児童生徒の登下校時の安全確保に地域全体で取り組
　み、防犯、交通事故防止に努めた。

１－２
　　学校警察連絡協議会運営
　　学校・警察・地域関係者が連携し、児童生徒の防犯
　活動を推進した。
　　（補導部会研修会、「小・中・高リーダー研修会」
　　を実施）
  　補助金交付額（決算額：90千円）

１－３
　　地域ぐるみ学校安全体制整備推進事業
  　スクールガードリーダーを配置（１人）し、巡回指
　導、情報収集等を通じて児童生徒の安心・安全な環境
　づくりに努めた。
  　（決算額：90千円）

Ａ

ＡＡＡ

（学校給食の
充実）

※実施計画１項目

１　安全、安心な給食の提供と、食に関する指導を実施
  する。

　　（給食センター運営関連予算：113,454千円）

　　内訳(主なもの)
　　　（調理等業務委託料：27,000千円）
　　　（給食運搬業務委託料：15,554千円）
　　　（賄材料費：53,564千円）

１　安全、安心な給食の提供に努めるとともに、各校
　において食に関する指導を実施した。
　　給食センター運営関連決算：110,861千円
　　内訳(主なもの)　調理等業務委託料：27,250千円
　　  給食運搬業務委託料：15,587千円
　　  賄材料費：51,234千円
　　食に関する指導　30回
　　（各小中学校、全校または学年ごと）

Ａ

ＡＡＡ
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施策の体系
（評価項目）

実　　施　　計　　画（令和元年度） 実　　施　　内　　容（令和元年度）
評　価
(23項目)

主要施策

５
児童生徒の適
正な就学指導
の推進と特別
支援教育の充
実

（就学支援）

※実施計画２項目

１　就学援助奨励事業：所得基準等に基づき、学用品
  費、医療費、給食費等を助成する。

　○対象人数（当初見込み）：
　・小52人(うち要保護２人)、
　・中38人(うち要保護２人)、
　・特学 小５人　中６人（予算額：10,944千円）
 
２　育英資金貸付制度：高校、大学等に進学又は在学す
  る経済的困窮者へ育英資金の貸付けをする。

　○入学準備金：高校10万円以内、他大学等30万円
　以内
　○修学金：高校等月２万円以内、大学月３万円以内

１　就学援助奨励事業：所得基準等に基づき、学用品
　費、医療費、給食費等を助成した。
  　対象人数：小39人(うち要保護２人)、中37人(うち
　要保護３人)   特学 小７人　中10人
  （決算額： 9,306千円）

２　育英資金貸付制度：高校、大学等に進学又は在学
　する経済的困窮者へ育英資金の貸付けをした。

　○入学準備金：高校（10万円）０人
　　　　　　　　大学（30万円）０人
　○修学金：高校（月２万円）新規０人、継続１人
　　　　　　大学（月３万円）新規０人、継続２人

Ａ

ＡＡＡ

６
教育設備の充
実

※実施計画２項目

１　学校施設整備事業
　　　小・中学校施設・設備の修繕、改修等を実施

　　（予算額：小学校123,783千円）

　　（予算額：中学校75,969千円）

　　　夜間・休日におけるセキュリティ導入
　　（予算額：2,772千円）

１　学校施設整備事業
　　○小学校：空調設備設置、川小普通教室（天井）
　　　改良、沼小、一小遊具整備、一小プールサイド
　　　改修等（決算額：86,706千円）

　　○中学校：空調設備設置、沼中、川中トイレ洋式
      化改修、沼中消防用設備改修（決算額：66,015千
円）

　　○夜間休日機械警備委託　（決算額：880千円）
２　教育用コンピュータ整備事業

　○目的：コンピュータを整備し、社会の情報化に対応
  できる基礎的な知識と情報活用能力の養成を図ると共
  に、管理等に係る指導を促し、モラル向上を図る。

　　（予算額：借上料19,219千円）

２　教育用コンピュータ整備事業
　　・教育用コンピュータ借上料
　　　　　　　　　　　　　（決算額：15,337千円）

（高等学校支
援）

※実施計画１項目

１　沼宮内高校の部活動等教育活動の支援

　○実施内容：行事等の活性化・学力向上対策、部活動
  強化（遠征補助・備品購入）等への支援
　　予算額：7,000千円

１　沼宮内高校の活動支援、保護者の負担軽減を図った。

　○部活動支援：強化・全国大会出場、県外遠征、部
　　活動支援

　○学習支援：学習活性化（スキー・ゴルフ授業支援）
　　学力向上、進路指導充実、各種検定受験奨励（漢
　　字・英検定受験料補助）、国立大学入学金補助

　○生活応援：入学時制服代補助、町外生徒列車通学
　　費補助、校外活動費補助（町内行事、ボランティ
　　ア活動）

　○給食（副食）支援：副食費補助

　　　補助金　（決算額：5,334千円）

Ａ

ＡＡＡ

２社会教育の充実

※施策の体系５項目
（評価項目）

１
社会教育推進
体制の充実

※実施計画１項目

１　町の施策及び課題に関する知識と理解の促進を図る
　とともに、町民の学習意欲の高揚と地域活動の推進を
　図るため、住民の学習ニーズを捉えた講座を提供する。

１　健康運動講座、おもしろニュースポーツ体験講座、
　健康づくり講座等の出前講座を実施した。

　　・全44講座中　　150回　延べ受講者3,962人
Ａ

ＡＡＡ

２
社会教育関係
団体等の育成
支援

※実施計画１項目

１　社会教育団体の育成支援をするため、社会教育関係
　団体活動支援補助金により、団体の運営・事業費の一
　部を補助する。

１　各種社会教育団体等を支援し、社会教育の推進を
　図った。
　　・町婦人団体連絡協議会　（決算額：392千円）
　　・町ＰＴＡ連合会　（決算額：150千円） Ａ

ＡＡＡ

３
生涯学習の推
進
（公民館の活
動）

※実施計画７項目

１　青少年教育の推進
　　地域において、子どもの「生きる力」を育み青少年
　地域活動を推進するため、家庭、学校、地域が一体と
　なって、地域ぐるみで青少年の健全育成に取り組むこ
　とができる環境づくりに努める。
　　児童・生徒のボランティア活動をはじめとした社会
　参加活動や体験活動、さらには地域行事への参加を促
　進する。さらに、青少年の地域間の交流活動の推進に
　努める。

２　成人教育の推進
  　日々変化する社会環境に的確に対応し、学習ニーズ
　に応えるＩＴＣ講座等を開設し、学習機会の提供に努
　めるとともに、学習成果の活用を検討する。

１　青少年事業
　　　13事業延べ参加者277人（映画会、キャンプ、工
　　作教室、社会見学等）

２　成人事業88事業
　　　延べ参加者1,676人（芸術・健康教室、成人大学、
　　社会科見学等）

Ａ

ＡＡＡ

Ａ

ＡＡＡ
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施策の体系
（評価項目）

実　　施　　計　　画（令和元年度） 実　　施　　内　　容（令和元年度）
評　価
(23項目)

主要施策

３　女性教育の推進
　　各種学習活動を通して、女性が自らの人生をより充
　実させることができる男女共同参画社会を構築してい
　くための学習機会の提供に努める。
　　女性教育指導者研修や派遣研修等を計画的に実施し、
　リーダーの育成と資質の向上を図り、女性団体の育成
　と女性の実践力と意識の向上を図る。

４　高齢者教育の推進
　　高齢者の社会参加を促進するため、ふるさと等の蓄
　積された知識の活用を図るとともに、趣味や同好者の
　グループ化を図り、地域の活性化と高齢者の生きがい
　づくりを促進する。
　　また、世代間交流機会の拡充を図り、異世代相互の
　交流により充実した余暇学習の場を提供します。

３　女性事業
　　　26事業　延べ参加人数209人（環境・手芸・料理
　　・食育・園芸等）

 
４　高齢者事業
　　　101事業、延べ参加者数3,453人（交流・健康・交
　　通安全・手工芸・歴史等）

５　学習方法の開発と活用
　　住民主導型のプログラムを促進するために、職員の
　専門性を高め住民のニーズに積極的に応え、学習情報
　の収集・提供や地域の情報を提供するとともに社会参
　加活動を支援する。
　　また、活動の主体は地域住民という理念に基づき、
　学習の成果を地域に反映させ、地域住民が自ら運営す
　る機会を創出する事業運営に努める。
　　さらに、各地区文化祭、公民館まつり等を活用した
　学習成果の発表の場を提供する。

５　令和元年度の上記以外の事業（世代間交流、全町向
  けの研修会等）
　　　事業数27事業　延べ参加者数3,208人

６　各種関係団体との連携
　　青少年の健全育成のために、家庭や地域、学校、行
　政などが一体となった取り組みを支援する。
　　「生涯現役で暮らせる町づくり」の一環として、健
　康体力つくりが生活の中で日常化するよう各種スポー
　ツの普及や健康運動指導員及び関係機関と連携した健
　康運動教室等の実施に努める。

７　地域の特色ある生涯学習活動の推進
　　地域の伝統文化の振興を図るため、空き施設の活用
　も視野に、各年代の住民が参加する事業や活動などを
　通じて、世代間交流及び地域間交流活動を推進する。
　　また、地域課題解決に向けて各種団体や関係機関と
　有機的な連携を図り、効果的、効率的な公民館の運営
　に努めるとともにふるさと学習など各地域の地域性を
　活かした事業運営に努める。

６～７
　　その他　各地域の実情に応じて、各公民館において
　自治振興会連絡協議会、老人クラブ、婦人会及び体育
　協会等各種地域団体の実務を補助しつつ、年間を通じ
　当該団体の事業協力を行った。
　

　　内訳
　　　・地域家庭教育力活性化事業772千円
　　　・ゆはず町民大学事業156千円
　　　・公民館まつり事業210千円
　　　・里川キャンプ事業426千円
　　　（決算額合計：1,564千円）

４
読書活動の推
進
（図書館の充
実）

※実施計画８項目

１　計画的な図書の購入

２　図書館相互貸借制度を活用したニーズ対応

３　図書館業務の一部委託を実施
 (1)　図書貸出
 (2)　レファレンス等のカウンター業務
 (3)　蔵書整理
 (4)　ブックスタート事業
 (5)　移動図書館車運行

１　図書を購入し、蔵書の充実を図った。
　　決算額 4,779千円　購入図書冊数1,868冊

２　図書館相互貸借の活用を促進し、利用者の利便を図
　った。

　　貸出数：30件 37冊　借受数８件　23冊

３　特定非営利活動法人岩手町国際交流協会へ業務の一
　部委託を実施することにより、図書館の有する機能を
　さらに充実、発展させ、町民に対するさらなるサービ
　スの向上を図った。

　業務委託金額（決算額：26,460千円）

４　ブックスタート事業（絵本プレゼント）の実施
　　対象：50人

５　3歳児検診時の読み聞かせ会の実施
　　実施：年12回程度

６　読書ボランティアきらきらの活動（ボランティア登
　録者８名）

７　読書週間や各季節にちなんだ図書展示の実施

８　中央公民館と連携した企画展の実施

４　ブックスタート事業（絵本プレゼント）を実施した。
　　　配付41人

５　読み聞かせ会を実施した。
　　　実績実施回数12回　　延べ人数129人

６　保育所、学童、公民館青少年学級、健康いきいきサ
　　ロンや高齢者福祉施設等で読み聞かせ等を実施した。
  　　実績活動回数71回　延べ人数1,310人

７　読書週間期間中に３つ図書関連の企画展を実施した。
　　①「秋の読書にミステリー」
　　②「秋を感じる」本」
　　③「2019年上半期ベストリーダー　～実用篇」

８　中央公民館と連携した企画展の実施
　　①郷土の歴史資料展　「岩手町の地名と一里塚」
　　②郷土歴史講座　「岩手町の地名について」
　　③防火ポスター展

Ａ

ＡＡＡ

Ａ

ＡＡＡ
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施策の体系
（評価項目）

実　　施　　計　　画（令和元年度） 実　　施　　内　　容（令和元年度）
評　価
(23項目)

主要施策

５
教育振興等の
町民運動の推
進

※実施計画３項目

１　中学校区ごとの振興区による特色のある運動の集約
　・展開及び全体会として、町づくり大会を実施する。

２　学校・家庭・地域の連携を深めて、子どもに心身と
　もに健康で、創造性豊かにたくましく生きる力（知・
　徳・体）をバランスよく身につけることを継続して推
　進する。

３　小中学校、幼稚園、保育所等の保護者に各種講座を
　開催するなど家庭教育を支援する。

１　教育振興の集い(各中学校区)及び全体会の開催
　　○各振興区の「教育振興の集い」開催状況
　　　・沼宮内中学校区振興区
　　　　　　　　　　　R1.9.28開催 190名参加
　　　・川口中学校区振興区
　　　　　　　　　　　R1.12.7開催 115名参加
　　　・一方井中学校区振興区
　　　　　　　　　　　R1.11.30開催 87名参加

　　○「教育を高めて進むまちづくり大会」(全体会)開催状況
　　　・R2.1.26開催 336名参加

２　家庭教育学級開設に係る実施状況(町内小中学校)
　　　・31講座　延べ2,678名参加

３　幼児家庭教育学級開設に係る実施状況
　　　　　　　　　　　　　　　　　(町内保育所・児童館等)
　　　・12講座　延べ492名参加

Ａ

ＡＡＡ

３生涯スポーツの
充実

※施策の体系４項目
（評価項目）

１
生涯スポーツ
推進体制の充
実

２
多様なスポー
ツ活動の普及
促進

３
健康スポーツ
環境の整備・
活用

※実施計画２項目

　スポーツ文化センターを核とする総合運動公園の利
用促進を図り、生涯現役の健康体力つくりを推進する。

１　総合運動公園施設を町体育協会への指定管理委託

２　総合運動公園各競技施設を活用した各種大会の開
　催及び各種スポーツ教室等を行い、総合運動公園の
　利用促進を図る。

１　総合運動公園の指定管理の委託
　　 ・委託期間　H31.4.1～R2.3.31
　　 ・委託先　(一財)岩手町体育協会
　　　　　　　　　　　　　（決算額：30,226千円）

２　総合運動公園内の各施設の利用促進
　　○各種大会及びスポーツ教室の開催
　　　・スポーツ大会
　　　（ｽﾎﾟ少ﾎｯｹｰ･ｹﾞｰﾄﾎﾞｰﾙ･ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞｺﾞﾙﾌ･
      　　　　　　駅伝･剣道･卓球･元旦ﾏﾗｿﾝ･ｽｷｰ)
　　　・スポーツ教室
　　　（ﾃﾆｽ･野球･ｻｯｶ･陸上･ﾎｯｹｰ･ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ･ｽｷｰ）

　　○各施設利用者数
　　　・森のアリーナ
　　　　トレーニングルーム16,415人
　　　　アリーナ22,564人
　　　　リハーサル室2,664人

　　　・その他施設
　　　　町体育館 3,035人
　　　　柔剣道場 2,552人
　　　　ホッケー場 12,208人
　　　　テニスコート 2,473人
　　　　野球場 2,486人
　　　　総合グラウンド 8,512人
　　　　多目的グラウンド 1,595人
　　　　トレセン 47人
        森林セラピーロード 203人

４
スポーツ団体
等・指導者の
育成支援

※実施計画２項目

１　町民のスポーツ活動の育成及び競技力の向上を図
　るため、チーム又は個人が出場する県大会以上の大
　会への出場する経費を助成する。

２　各種スポーツ関係団体を支援し、選手及び指導者
　等の育成に努める。

１　各種スポーツ大会への選手派遣に係る経費の助成
　　・出場経費の助成　36件（決算額：14,150千円）
　　　  （県大会　　　23件  2,453千円）
　　　  （東北大会     4件　1,629千円）
　　　　（全国大会　　 9件 10,068千円）

２　各種スポーツ関係団体への助成
　　・町体育協会　　　（決算額：23,320千円）
　　・町ホッケー協会  （決算額： 1,326千円）
　　・町学校体育連盟　（決算額： 1,155千円）

Ａ

ＡＡＡ

（ホッケーの
町づくり）

※実施計画１項目

１　ホッケーを通じて、競技力の向上とスポーツを通
　じた交流人口の拡大を図る。
　　また、関係団体と連携し、各種ホッケー大会の組
　織的な運営を図る。

１　ホッケー大会の開催
　　○町ホッケー場で開催･運営した大会
　　　・4/27　第39回IBC杯ホッケー大会
　　　　　　　　　　　　　　　　（中学校の部）
　　　・4/29～5/1　第39回IBC杯ホッケー大会
　　　　　　　　　　　　　　　　（高校の部）
　　　・6/1　 第71回県高総体ホッケー競技
　　　・6/16  第41回全国スポ少ホッケー交流大会
　　　　　　　　　　　　　　　　（町予選）
　　　・7/14　第66回県中総体ホッケー競技
　　　・11/1～3　東北高校選抜ホッケー大会

Ａ

ＡＡＡ

Ａ

ＡＡＡ
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施策の体系
（評価項目）

実　　施　　計　　画（令和元年度） 実　　施　　内　　容（令和元年度）
評　価
(23項目)

主要施策

４文化・芸術の振
興

※施策の体系３項目
（評価項目）

１
文化芸術振興
の充実

※実施計画２項目

１　文化芸術の振興を図る団体及びその加盟団体を活
　動支援及び育成するため、運営及び事業に要する経
　費に対し助成する。

２　文化芸術の鑑賞の機会の提供と文化芸術団体の活
　動成果を発表する機会の充実を図るため、スポーツ
　文化センター等を活用した各種公演、芸術祭を通じ
　た発表の場を提供する。

１　町芸術文化協会補助金　（決算額：946千円）

２　芸術鑑賞及び文化芸術団体発表の機会の提供を
　図った。
　　・R1.5.28  青少年劇場
　　　　　　　　(川小・一小、中３校)
　　・R1.11.12  小中連合音楽会
　　・R1.11.9～24 芸術祭展示部門
　　　　　　　　　　　　　　（来場者 1,313人）
　　　※763点展示（小中学生253点、一般510点）

　　・R1.11.10 芸術祭舞台部門／芸文協舞台公演事業
　　　　　　　　 (400人来場、9団体110人出演)

Ａ

ＡＡＡ

２
石神の丘美術
館の運営の充
実

※実施計画２項目

１　石神の丘美術館を指定管理委託し、効率的な美術
　館運営と彫刻によるまちづくりを推進する。

２　第２次石神の丘美術館運営計画に基づき、アート
　ガーデン化に向けた整備を実施し、新たな園路及び
　フラワーエリア等の整備を進める。

１　次のとおり指定管理委託した。
　　・石神の丘美術館  町ふるさと振興公社
　　　　　　　　　　　　（決算額：45,660千円）

２－１
　　美術鑑賞の機会を積極的に展開するため、公民館・
　学校・地域連携を図り、町内外の集客を図った。

  ・石神の丘美術館企画展を開催
  　年間入館者数 7,717人
　　　　　　　　　　（屋外0人、屋内7,717人）

２－２
　　令和２年初夏のオープンを目指し、アートガーデ
　ン整備工事等を行った。

　【工事】アートガーデン整備第一期工事ほか
　　　　　　　（決算額：63,976千円）
　【委託】新ロゴデザイン等業務ほか
　　　　　　　（決算額：43,905千円）
　【彫刻購入】西野康造ほか２件
　　　　　　　（決算額：45,300千円）

　

Ａ

ＡＡＡ

３
文化財等の保
護の推進

※実施計画２項目

１　郷土芸能団体の活動支援のため、運営及び事業に
　要する経費を助成する。

２　町の文化遺産として、代々伝承されている郷土芸
　能を広く一般に公開し、町民相互の認識及び理解を
　深めて頂くとともに、その保存に努めるため、各種
　団体の発表の場の提供を図る。

３　出土遺物等の整理、遺跡範囲確認調査など室内
　整理作業を進めるとともに、埋蔵文化財展にて展
　示を行い、文化財保護の啓発に努める。

１　町郷土芸能団体連絡協議会補助金
　　　　　　　　　　　　（決算額：1,540千円）

２　郷土芸能団体の発表の場を提供した。
　　　R1.7.14 いわて絆まつりin宮古2019
　　　　　　　　　　　　（北山形しっしどかっか）
　　　R1.8.3  北上みちのく芸能まつり
　　　　　　　　　　　　　　（川口きつね踊り）
　
　　　R1.9.22～24 川口秋まつり
　　　　（川口地区３団体、北山形しっしどかっか）

    　R1.10.5～7 岩手町秋まつり
　　　　（沼宮内地区4団体、川口神楽、浮島念仏剣舞
　　　　　　　　　　　　　　　　　岩瀬張長者の山）

　　　R1.11.17 岩手町郷土芸能発表会　800人
　　　（町内14団体・一戸町の根反鹿踊りが特別出演）
　
３　出土遺物等の整理を進め、文化財保護に努めた。

Ａ

ＡＡＡ
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