
様式第 1 号                                         瑞浪市教育委員会 

整理№ １ 事業目標と評価 担当課 スポーツ文化課 

教育プラン

基本目標 
４ 郷土愛を育む文化・芸術の振興 施策 １ 

まちぐるみで守る文化 
財とその活用 

主な取組 
①
② 

事業名 文化財調査保存事業 
担当課 
評価 

Ａ 

【令和元年度事業の概要】重点目標等 事業期間 平成１７年度～継続 

瑞浪市内に残る文化財の調査を実施してその価値を明らかにするとともに、必要に応じて

保存のための措置を講じます。 

令和元年度は大湫神明・白山神社例祭で用いられる山車（１輌）の調査・図面作成を行い

ます。 

【前年度の評価を踏まえた取組】 

 特筆すべき課題及び評価意見はなく、本年度の事業は計画通り終了しました。 

【令和元年度事業の実績】 

 山車の調査・図面作成を行いました。作成した図面等は今年度刊行予定の調査報告書

に掲載して、広く一般に公開します。 

【令和元年度事業の成果と課題】○…成果  ▲…課題 

○山車は元治元年（1864）に犬山から譲渡さたこと、また明治前期から例祭で用いられるよう

になったことが明らかとなるなど、例祭の由来や変遷を把握することができました。 

決算の状況 
予算額 決算見込額 執行率小数点第 2位を切り上げた数値 

812,000 円 679,760 円 83.8 ％ 

 

【点検評価委員からの意見と対応】＊…意見 →…対応 点検評価委員会評価  

 

 

教育委員会評価 教育委員会定例会での
評価を記載します。 

 



様式第 1 号                                         瑞浪市教育委員会 

整理№ ２ 事業目標と評価 担当課 スポーツ文化課 

教育プラン

基本目標 
４ 郷土愛を育む文化・芸術の振興 施策 １ 

後継者育成、文化芸
術活動団体の支援 

主な取組 ① 事業名 埋蔵文化財調査等発掘事業 
担当課 
評価 

Ａ 

【令和元年度事業の概要】重点目標等 事業期間 平成１８年度～継続 

遺跡範囲内での開発行為が遺跡に与える影響やその対応を判断するために試掘・確認調

査を実施します。また、調査で実施した遺物整理や図面作成等を行います（国庫補助事業・

補助率２分の１）。 

【前年度の評価を踏まえた取組】 

 過去の調査成果の情報を蓄積し、埋蔵文化財の保護ならびに開発事業への円滑な対応

に努めます。 

【令和元年度事業の実績】 

 遺跡内における開発行為に伴い、試掘調査を４件（山野内遺跡、須野志遺跡、名滝遺跡、

釜戸陣屋跡）実施しました。また、今後の報告書に掲載するための図面類を作成しました。 

【令和元年度事業の成果と課題】○…成果  ▲…課題 

▲国道 19 号バイパスの建設等、開発事業者との調整を有する事案が増加する傾向にありま

す。県の文化財保護部局とも連携を図り、開発行為に遅延が生じることのないよう、円滑かつ

適切な対応に努めます。 

決算の状況 
予算額 決算見込額 執行率小数点第 2位を切り上げた数値 

2,697,000 円 2,256,638 円 83.7 ％ 

 

【点検評価委員からの意見と対応】＊…意見 →…対応 点検評価委員会評価  

 

 

教育委員会評価 教育委員会定例会での
評価を記載します。 

 



様式第 1 号                                         瑞浪市教育委員会 

整理№ ３ 事業目標と評価 担当課 スポーツ文化課 

教育プラン

基本目標 
４ 郷土愛を育む文化・芸術の振興 施策 ４ 

後継者育成・文化芸
術活動団体の支援 

主な取組 ① 事業名 文化財維持管理事業 
担当課 
評価 

Ｂ 

【令和元年度事業の概要】重点目標等 事業期間 平成２１年度～継続 

 指定等文化財等の適切な管理や保存・修理等を実施または助成します。また市指定民俗

文化財（無形）伝承事業を助成（補助金交付）します。 

【前年度の評価を踏まえた取組】 

 特筆すべき課題及び評価意見はなく、本年度の事業は計画通り終了しました。 

【令和元年度事業の実績】 

民俗文化財（無形）伝承事業を実施する３団体（美濃歌舞伎保存会、鶴城笹踊り育成

会、半原操り人形浄瑠璃保存会）に補助金（各５万円）を交付しました。 

【令和元年度事業の成果と課題】○…成果  ▲…課題 

▲前年度要望があった保存団体（４団体）のうち、１団体からは補助申請がありませんでした

が、今後も要望があった場合には事業助成を実施します。 

決算の状況 
予算額 決算見込額 執行率小数点第 2位を切り上げた数値 

200,000 円 150,000 円 75.0 ％ 

 

【点検評価委員からの意見と対応】＊…意見 →…対応 点検評価委員会評価  

 

 

教育委員会評価 教育委員会定例会での
評価を記載します。 

 



様式第 1 号                                         瑞浪市教育委員会 

整理№ ４ 事業目標と評価 担当課 スポーツ文化課 

教育プラン

基本目標 
４ 郷土愛を育む文化・芸術の振興 施策 ３ 文化施設の充実 

主な取組 ① 事業名 定期研究報告発行事業 
担当課 
評価 

Ａ 

【令和元年度事業の概要】重点目標等 事業期間 昭和４９年度～継続 

 化石や地質等をテーマとした研究論文を掲載した「瑞浪市化石博物館研究報告」を刊行

し、最新の研究成果などを一般に公開します。 

【前年度の評価を踏まえた取組】 

 研究成果の早期公開をめざし、電子媒体をホームページで公開するための国際標準逐次

刊行物（ＩＳＳＮ）登録を行いました。また、研究報告送付先に冊子媒体送付に係るアンケート

を実施し、印刷部数の見直しを行いました。 

【令和元年度事業の実績】 

８論文を掲載した「瑞浪市化石博物館研究報告第 46 号」を 300 部刊行しました。また、市

ホームページを通じて広く成果を公開するとともに、国内外の研究・教育機関（約２８０機関）

に送付しました。 

【令和元年度事業の成果と課題】○…成果  ▲…課題 

○冊子媒体の印刷部数を見直し、300 部（前年度までは 320 部）としました。オンライン ISSN

の取得により、次年度以降は研究報告の早期公開が可能となる見込みです。 

決算の状況 
予算額 決算見込額 執行率小数点第 2位を切り上げた数値 

894,000 円 849,128 円 95.0 ％ 

 

【点検評価委員からの意見と対応】＊…意見 →…対応 点検評価委員会評価  

 

 

教育委員会評価 教育委員会定例会での
評価を記載します。 

 



様式第 1 号                                         瑞浪市教育委員会 

整理№ ５ 事業目標と評価 担当課 スポーツ文化課 

教育プラン

基本目標 
４ 郷土愛を育む文化・芸術の振興 施策 ２ 

市民が歴史・文化・芸
術に触れる機会の 

充実 

主な取組 
③
④ 

事業名 （化石博物館）定期講座開催経費 
担当課 
評価 

Ａ 

【令和元年度事業の概要】重点目標等 事業期間 昭和４９年度～継続 

自然科学への興味・関心を高めるため、化石や地質等をテーマとした講座を開催します。

また館蔵資料の学校への貸し出しや出前授業を実施します（講座概要は以下の通り）。 

・みずなみ化石教室（半日コース：定員３０人、延１１回；一日コース：定員３０人、延８回） 

・みずなみ化石教室上級コース（定員１０人、延 2 回） 

・化石のレプリカを作ろう（定員１０人、延２回） 

・化石・鉱物を使ってアクセサリーを作ろう（定員１０組、延２回） 

・夏の化石教室～化石マイスター養成編～（定員２５人、延３回） 

・夏の化石教室～化石マイスター認定編～（定員２０人、延１回） 

・恐竜の復元模型を作ろう（入門編）（定員２０人、1 回） 

・恐竜の復元模型を作ろう（応用編）（定員１５人、1 回） 

・コハクの原石を磨こう（定員２５人、延４回） 

・洞窟からホ乳類化石を探そう（定員２０人、延２回）。 

【前年度の評価を踏まえた取組】 

 講座や出前授業はホームページ、チラシ・ポスターで周知を図ったほか、小中学校の理科

部会への告知も実施しました。また、人気のある講座は実施回数を増やして実施しました。 

【令和元年度事業の実績】 

  各講座の実施回数と参加者は下記表のとおりです。 

講座名 回数（回） 参加者数 

みずなみ化石教室（半日コース） １０ 261 人 

みずなみ化石教室（一日コース） 7 219 人 

みずなみ化石教室（上級コース） 2 20 人 

化石のレプリカを作ろう ※新規 2 14 人 

化石・鉱物を使ってアクセサリーを作ろう ※新規 2 5 組 

夏の化石教室～化石マイスター養成編～ 3 68 人 

夏の化石教室～化石マイスター認定編～ 1 6 人 



恐竜の模型を作ろう（入門編） 1 18 人 

恐竜の模型を作ろう（応用編） 1 12 人 

コハクの原石を磨こう 4 49 人 

洞窟からホ乳類化石を探そう 2 25 人 

受講者合計：６９２人【参考 30 年度：710 人】 

また、資料の貸し出し２件（土岐小学校２件）、出前授業５件（瑞浪小学校、明世小学校、

市外３件）を実施しました。 

【令和元年度事業の成果と課題】○…成果  ▲…課題 

〇広報の成果により、資料の貸し出し、出前授業の要請が増加しました。今後も学校との連

携に努めます。 

▲近年、他市町村の学校等からの出前事業の要望が増加傾向にあり、その対応方針につい

て検討する必要があります。 

決算の状況 
予算額 決算見込額 執行率小数点第 2位を切り上げた数値 

1,305,000 円 1,077,615 円 82.6 ％ 

 

【点検評価委員からの意見と対応】＊…意見 →…対応 点検評価委員会評価  

 

 

教育委員会評価 教育委員会定例会での
評価を記載します。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



様式第 1 号                                         瑞浪市教育委員会 

整理№ ６ 事業目標と評価 担当課 スポーツ文化課 

教育プラン

基本目標 
４ 郷土愛を育む文化・芸術の振興 施策 ２ 

市民が歴史・文化・芸
術に触れる機会の 

充実 

主な取組 ④ 事業名 化石博物館定期展示会開催事業 
担当課 
評価 

Ａ 

【令和元年度事業の概要】重点目標等 事業期間 昭和４９年度～継続 

自然科学への興味・関心を高めるため、化石や地質等をテーマとした展示会を開催しま

す。 

 令和元年度は企画展を１回開催します。 

【前年度の評価を踏まえた取組】 

 ホームページで広報を行うとともに、リーフレットを閲覧できるようにしました。 

【令和元年度事業の実績】 

 企画展「化石になった木とはっぱ」 7 月 13 日～9 月 29 日（期間中入館者：8,300 人） 

 また企画展関連講座として、８月 24 日に講座「ケイカボクを磨こう」を開催し、10 名（定員

10 名）の参加者がありました。 

【令和元年度事業の成果と課題】○…成果  ▲…課題 

〇企画展に開始にあわせて、市内から発見された珪化木（寄贈）について記者発表を行った

ところ新聞等で取り上げられ、企画展への関心が高まり、市内の方の入館が目立ちました。 

〇企画展関連講座は好評であり、今後は展示会のテーマに併せたイベントを企画します。 

決算 .の状況 
予算額 決算見込額 執行率小数点第 2位を切り上げた数値 

408,000 円 340,977 円 83.6 ％ 

 

【点検評価委員からの意見と対応】＊…意見 →…対応 点検評価委員会評価  

 

 

教育委員会評価 教育委員会定例会での
評価を記載します。 

 



様式第 1 号                                         瑞浪市教育委員会 

整理№ ７ 事業目標と評価 担当課 スポーツ文化課 

教育プラン

基本目標 
４ 郷土愛を育む文化・芸術の振興 施策 ３ 文化施設の充実 

主な取組 ① 事業名 化石資料調査収集事業 
担当課 
評価 

Ａ 

【令和元年度事業の概要】重点目標等 事業期間 昭和４９年度～継続 

日本各地の化石資料等を収集して収蔵品の充実に努めるとともに、展示や研究等におい

て活用を図ります。 

 令和元年度は、北海道苫前郡羽幌町の中生代カニ・貝化石の調査・収集を実施します。 

【前年度の評価を踏まえた取組】 

 特筆すべき課題及び評価意見はなく、本年度の事業は計画通り終了しました。 

【令和元年度事業の実績】 

９月３日～７日に北海道苫前郡羽幌町にて調査を実施し、中生代のアンモナイト・サメ化石

等計 20 点を採集しました。 

【令和元年度事業の成果と課題】○…成果  ▲…課題 

〇今回の採集品のうち、アンモナイトとサメ化石は企画展等での展示公開を検討します。今後

も館蔵資料の充実に努めます。 

▲今回の調査では、カニ化石を採集することはできませんでした。しかし、これまでの調査資料

や研究協同機関所有の標本を元に研究成果の公表を図りたいと思います。 

決算の状況 
予算額 決算見込額 執行率小数点第 2位を切り上げた数値 

160,000 円 116,860 円 73.1 ％ 

 

【点検評価委員からの意見と対応】＊…意見 →…対応 点検評価委員会評価  

 

 

教育委員会評価 教育委員会定例会での
評価を記載します。 

 



様式第 1 号                                         瑞浪市教育委員会 

整理№ ８ 事業目標と評価 担当課 スポーツ文化課 

教育プラン

基本目標 
４ 郷土愛を育む文化・芸術の振興 施策 ２ 

市民が歴史・文化・芸
術に触れる機会の 

充実 

主な取組 ⑤ 事業名 
（市之瀬廣太記念美術館）定期展示
会開催事業 

担当課 
評価 

Ａ 

【令和元年度事業の概要】重点目標等 事業期間 平成４年度～継続 

郷土にゆかりのある芸術家を紹介する企画展を開催し、瑞浪の地で育まれた美術・芸術へ

の関心を高めます。 

 令和元年度は伊村俊見氏（日吉町在住）の陶彫展、ならびに平尾秀明氏（瑞浪市出身）

から寄贈された日本画展を実施します。 

【前年度の評価を踏まえた取組】 

 企画展開催にあわせて対談会を実施し、作家自身による詳しい作品の解説が行われたた

め、展示作品の制作背景など参加者は理解できたと考えます。 

【令和元年度事業の実績】 

 企画展「嚢（ＮＯＵ） 伊村俊見の陶」 １０月２６日～１２月８日（期間中入館者：705 人） 

 談会には 30 人の参加者がありました。 

 作品寄贈特別展「平尾秀明 日本画展」３月２０日～５月１０日（３月中入館者：168 人） 

【令和元年度事業の成果と課題】○…成果  ▲…課題 

〇企画展開催中の対談会の実施などにより、入館者は昨年度の企画展（期間中入館者：

692 人）を上回りました。今後も企画展にあわせたイベントを考えていきます。 

○特別展の実施により、平尾氏からの寄贈作品を広く一般に広報できました。 

決算の状況 
予算額 決算見込額 執行率小数点第 2位を切り上げた数値 

2,412,000 円 1,742,138 円 72.3 ％ 

 

【点検評価委員からの意見と対応】＊…意見 →…対応 点検評価委員会評価  

 

 

教育委員会評価 教育委員会定例会での
評価を記載します。 

 



様式第 1 号                                         瑞浪市教育委員会 

整理№ ９ 事業目標と評価 担当課 スポーツ文化課 

教育プラン

基本目標 
４ 郷土愛を育む文化・芸術の振興 施策 ２ 

市民が歴史・文化・芸
術に触れる機会の 

充実 

主な取組 ④ 事業名 
（市之瀬廣太記念美術館）彫刻講座
等開催経費 

担当課 
評価 

Ｂ 

【令和元年度事業の概要】重点目標等 事業期間 平成４年度～継続 

芸術・美術に触れることのできる講座を開催し、特に館の特色である彫刻や工芸に対する

関心を高めます。 

 令和元年度は土人形づくり講座（土びな・高砂の２コース）を開催します。   

【前年度の評価を踏まえた取組】 

特筆すべき課題及び評価意見はなく、本年度の事業は計画通り終了しました。 

【令和元年度事業の実績】 

 土人形づくり（いずれも述べ３日間実施） 

 土びな：７月 20 日、８月 25・31 日、高砂：７月 21 日、８月 25・31 日 

 参加者：12 人（定員 20 人） 【参考 30 年度：18 人】 

【令和元年度事業の成果と課題】○…成果  ▲…課題 

▲前年に比べ参加者数が若干減少しましたが、受講者からはゆとりをもって作品作りができる

適切な受講者数であったという意見が寄せられました。次年度以降は募集人数の検討を行

っていきます。 

 

決算の状況 
予算額 決算見込額 執行率小数点第 2位を切り上げた数値 

122,000 円 94,999 円 77.9 ％ 

 

【点検評価委員からの意見と対応】＊…意見 →…対応 点検評価委員会評価  

 

 

教育委員会評価 教育委員会定例会での
評価を記載します。 

 



様式第 1 号                                         瑞浪市教育委員会 

整理№ １０ 事業目標と評価 担当課 スポーツ文化課 

教育プラン

基本目標 
４ 郷土愛を育む文化・芸術の振興 施策 ３ 文化施設の充実 

主な取組 ① 事業名 
（市之瀬廣太記念美術館）展示資料
等購入整理事業 

担当課 
評価 

Ａ 

【令和元年度事業の概要】重点目標等 事業期間 令和元年度～ 令和元年度 

瑞浪市にゆかりのある作家の作品収集を行って収蔵資料の充実を図るとともに、その整理

を実施します（令和元年度新規事業）。 

【前年度の評価を踏まえた取組】 

（前年度未評価） 

【令和元年度事業の実績】 

天野裕夫氏（大湫町在住）の陶彫作品１点（地球象）、伊村俊見氏（日吉町在住）の陶彫

作品１点（嚢）を購入しました。また、購入作品は美術館等で展示を行いました。 

【令和元年度事業の成果と課題】○…成果  ▲…課題 

〇本事業により館蔵資料の充実が図られました。 

決算の状況 
予算額 決算見込額 執行率小数点第 2位を切り上げた数値 

600,000 円 598,950 円 99.9 ％ 

 

【点検評価委員からの意見と対応】＊…意見 →…対応 点検評価委員会評価  

 

 

教育委員会評価 教育委員会定例会での
評価を記載します。 

 



様式第 1 号                                         瑞浪市教育委員会 

整理№ １１ 事業目標と評価 担当課 スポーツ文化課 

教育プラン

基本目標 
４ 郷土愛を育む文化・芸術の振興 施策 ２ 

市民が歴史・文化・芸
術に触れる機会の 

充実 

主な取組 ④ 事業名 （陶磁資料館）作陶講座開催経費 
担当課 
評価 

Ａ 

【令和元年度事業の概要】重点目標等 事業期間 平成１９年度～継続 

地場産業・伝統産業である焼物や郷土の文化財等に触れる機会を提供し、また関心を高

めるために体験教室を開催します。 

 令和元年度は外部講師による作陶体験教室や呈茶会、内部講師による絵付け体験教室

等、勾玉づくりのほか、随時受付による絵付け体験教室を開催します。  

【前年度の評価を踏まえた取組】 

 特筆すべき課題及び評価意見はなく、本年度の事業は計画通り終了しました。 

【令和元年度事業の実績】 

各講座の実施回数と参加者は下記のとおりです。なお、随時受け付けの絵付け体験教室

は、参加者の興味を増すようにオカリナを加えて実施しました。 

講座名 回数（回） 参加者数 

陶の体茶会 １ 23 人 

マグカップ・プチオカリナ絵付け（5 月） ３ 182 人 

やきもの風鈴絵付け １ 3 人 

勾玉づくり 1 7 人 

マグカップ・プチオカリナ絵付け（8 月） 2 6 人 

来年の干支づくり（子） 1 6 人 

ひな人形絵皿づくり 2 5 人 

コースター絵付け（随時受付） 62 217 人 

プチオカリナ絵付け（随時受付） 37 160 人 

オカリナ絵付け（随時受付） ※新規 27 52 人 

マグカップ絵付け（随時受付） 14 66 人 

風鈴絵付け（随時受付）  14 44 人 

受講者合計：771 人【参考 30 年度：417 人】 



【令和元年度事業の成果と課題】○…成果  ▲…課題 

〇随時受付の絵付け体験講座は、コースを増やしたこともあり受講者が大幅に増加しました。

手軽に参加できることが理由と考えられ、今後もコース内容等などを検討します。 

決算の状況 
予算額 決算見込額 執行率小数点第 2位を切り上げた数値 

407,000 円 320,118 円 78.7 ％ 

 

【点検評価委員からの意見と対応】＊…意見 →…対応 点検評価委員会評価  

 

 

教育委員会評価 
教育委員会定例会での
評価を記載します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



様式第 1 号                                         瑞浪市教育委員会 

整理№ １２ 事業目標と評価 担当課 スポーツ文化課 

教育プラン

基本目標 
４ 

郷土愛を育む文化・芸術の 
振興 

施策 ２ 
市民が歴史・文化・芸
術に触れる機会の 

充実 

主な取組 ④ 事業名 （陶磁資料館）定期展示会開催事業 
担当課 
評価 

Ａ 

【令和元年度事業の概要】重点目標等 事業期間 平成１９年度～継続 

 地場産業・伝統産業である焼物や郷土の歴史や文化財等に触れる機会を提供して関心を

高めるため、また収蔵資料の活用、研究成果公開等のために展覧会を開催します。 

 令和元年度は企画展（企）４回、特別展（特）１回を開催します。 

【前年度の評価を踏まえた取組】 

 ＮＨＫ大河ドラマ「麒麟がくる」の放送に併せて美濃源氏・土岐一族に関連する特別展を開

催するなど、開催内容やタイミングに検討を加えました。 

【令和元年度事業の実績】 

 企「瑞浪陶芸協会展」 ４月７日～５月６日（入館者：2,513 人） 

 企「白と黒～灰釉と鉄釉の多様性～」５月２５日～７月 25 日（入館者：599 人） 

 企「戦時下のやきもの～舟橋コレクション～展」７月２７日～９月 23 日（入館者：1,162 人） 

 企「印判手のやきもの～馬杉コレクション～展」10 月５日～１月 13 日（入館者：913 人） 

 特「美濃源氏 土岐一族の時代」３月 29 日～５月 24 日（３月中入館者：６人） 

 また、特別展図録「美濃源氏 土岐一族の時代」を 270 部刊行しました。 

和元年度事業の成果と課題】○…成果  ▲…課題 

○企画展「戦時下のやきもの」・「印判手のやきもの」は近年の寄贈資料の展覧会であり、寄

贈資料を広く公開することができました。 

決算の状況 
予算額 決算見込額 執行率小数点第 2位を切り上げた数値 

1,706,000 円 1,615,189 円 94.7 ％ 

 

【点検評価委員からの意見と対応】＊…意見 →…対応 点検評価委員会評価  

 

 

教育委員会評価 教育委員会定例会での
評価を記載します。 

 



様式第 1 号                                         瑞浪市教育委員会 

整理№ １３ 事業目標と評価 担当課 スポーツ文化課 

教育プラン

基本目標 
４ 郷土愛を育む文化・芸術の振興 施策 ３ 文化施設の充実 

主な取組 ① 事業名 （陶磁資料館）定期刊行物発行経費 
担当課 
評価 

Ａ 

【令和元年度事業の概要】重点目標等 事業期間 平成１９年度～継続 

 陶磁器・窯業史等に係る調査・研究成果等を掲載した研究紀要（隔年）ならびに瑞浪市の

歴史・民俗・文化財等を紹介する歴史資料集（隔年）を刊行します。また、資料館事業報告・

公開のため年報（隔年）を発行します。 

 令和元年度は研究紀要第 18 号ならびに年報第 36 号を刊行します。 

【前年度の評価を踏まえた取組】 

 論文のホームページの掲載を検討しましたが、論文執筆者のほか、画像・図面等提供機関

等の同意も必要であり、掲載までには時間を要します。 

【令和元年度事業の実績】 

３論文を掲載した研究紀要第 18号（300部）、ならびに年報第 36号（100部）を刊行し、

近隣の博物館や図書館等に配布しました。 

【令和元年度事業の成果と課題】○…成果  ▲…課題 

▲論文のホームページ掲載は、著作権者に対し図等の提供依頼段階から詳細かつ丁寧な

協議を実施し、円滑に同意を得られるよう努めます。 

決算の状況 
予算額 決算見込額 執行率小数点第 2位を切り上げた数値 

968,000 円 668,420 円 69.1 ％ 

 

【点検評価委員からの意見と対応】＊…意見 →…対応 点検評価委員会評価  

 

 

教育委員会評価 教育委員会定例会での
評価を記載します。 

 



様式第 1 号                                         瑞浪市教育委員会 

整理№ １４ 事業目標と評価 担当課 スポーツ文化課 

教育プラン

基本目標 
４ 郷土愛を育む文化・芸術の振興 施策 ３ 文化施設の充実 

主な取組 ① 事業名 
（陶磁資料館）展示資料等購入整理
事業 

担当課 
評価 

Ａ 

【令和元年度事業の概要】重点目標等 事業期間 平成１９年度～継続 

収蔵資料等の効率的な管理、公開のために台帳のデータベース化を図り、市ホームペー

ジを通じて収蔵品を紹介します。また、収蔵資料の充実を図るため資料の整理や適切な保

存措置を行います。 

【前年度の評価を踏まえた取組】 

特筆すべき課題及び評価意見はなく、本年度の事業は計画通り終了しました。 

【令和元年度事業の実績】 

 データベースのデータ更新・公開を行うとともに、二次資料として保存・活用するため、国無

形文化財保持者加藤孝造氏の記録映像（ビデオテープ）６本のデジタル化を行いました。ま

た、故伊村彰介氏（瑞浪市無形文化財保持者）の作品１点（織部茶入）を購入しました。 

【令和元年度事業の成果と課題】○…成果  ▲…課題 

○購入作品は、購入後速やかに館内で展示を行いました。 

▲記録映像は、館内での放映（上映）が可能となるように制作者等との協議を行います。 

決算の状況 
予算額 決算見込額 執行率小数点第 2位を切り上げた数値 

659,000 円 579,411 円 88.0 ％ 

 

【点検評価委員からの意見と対応】＊…意見 →…対応 点検評価委員会評価  

 

 

教育委員会評価 教育委員会定例会での
評価を記載します。 

 



様式第 1 号                                         瑞浪市教育委員会 

整理№ １５ 事業目標と評価 担当課 スポーツ文化課 

教育プラン

基本目標 
３ 

誰もが気軽にスポーツに親しめ
る生涯スポーツの推進 

施策 ２ 
スポーツの機会の充実
と魅力の発信 

主な取組 ④ 事業名 
各種体育大会開催経費（激励金交付事

業） 

担当課 
評価 

A 

【令和元年度事業の概要】重点目標等 事業期間 平成―年度～継続 

市民体育大会の開催、東濃体育大会、県民スポーツ大会に参加及び選手派遣に当た

り、市体育協会に交付金を交付します。 

国体等の全国大会に出場する選手に対し激励金を交付します。 

【前年度の評価を踏まえた取組】 

  特筆すべき課題及び評価意見はなく、本年度の事業は計画通り終了しました。 

【令和元年度事業の実績】 

 市民体育大会の開催及び東濃体育大会、県民スポーツ大会への市代表選手の派遣を市

体育協会への交付金事業として実施しました。 

 インターハイ、国体等に参加する選手の他、様々な世界大会、全国大会に出場する選手に

激励金を交付しました。 

 実績：27 大会（高校総体等大会は１激励会１大会として計上） 82 人 12 団体 

【令和元年度事業の成果と課題】○…成果  ▲…課題 

○事業予算 428万円の内、支出は 403万円となっており、執行率は非常に高くなっています。特に

激励金については今年度も様々な大会で、全国大会への出場が多くありました。 

▲今後とも、激励金交付事業は、出場選手が激励会や市長等に面談し、市の代表たるもの

から激励を受け、逆に出場選手は抱負を語ることから、出場選手等に対する励みとなりますの

で継続していきます。 

決算の状況 
予算額 決算見込額 執行率小数点第 2位を切り上げた数値 

850,000 円 700,000 円 82.4 ％ 

 

【点検評価委員からの意見と対応】＊…意見 →…対応 点検評価委員会評価  

 

 

教育委員会評価 教育委員会定例会での
評価を記載します。 

 

 



様式第 1 号                                         瑞浪市教育委員会 

整理№ １６ 事業目標と評価 担当課 スポーツ文化課 

教育プラン

基本目標 
３ 

誰もが気軽にスポーツに親しめ
る生涯スポーツの推進 

施策 ２ 
スポーツの機会の充実

と魅力の発信 

主な取組 ② 事業名 スポーツ教室開催事業 
担当課 
評価 

B 

【令和元年度事業の概要】重点目標等 事業期間 平成１９年度～継続 

健康長寿につながる生涯スポーツとして市民が気軽に参加できる各種スポーツ教室（スポ

ーツ吹矢教室、バウンドテニス教室、スナッグゴルフ教室、ワンバウンドふらばーるバレーボール

体験会等）を開催します。 

【前年度の評価を踏まえた取組】 

 PR方法について指摘をいただき検討しましたが、従来通りの広報等を利用した PRのみとなり

ました。 

【令和元年度事業の実績】 

 バウンドテニス教室（１教室 参加４０名 ６回） 

スナッグゴルフ体験教室（１教室 参加８名 １回） 

ワンバウンドふらばーるバレーボール体験会（２回 参加８０名） 

【令和元年度事業の成果と課題】○…成果  ▲…課題 

○子供から高齢者まで気軽に楽しめるスポーツ（レクリエーションスポーツ）教室を実施するこ

とができました。 

▲新たな種目の選定が難しく、今後は市体育協会、市レクリエーション協会と連携して実施し

ていくことが課題です。 

決算の状況 
予算額 決算見込額 執行率小数点第 2位を切り上げた数値 

72,000 円 14,000 円 19.5 ％ 

 

【点検評価委員からの意見と対応】＊…意見 →…対応 点検評価委員会評価  

 

 

教育委員会評価 教育委員会定例会での
評価を記載します。 

 

 

 



様式第 1 号                                         瑞浪市教育委員会 

整理№ １７ 事業目標と評価 担当課 スポーツ文化課 

教育プラン

基本目標 
３ 

誰もが気軽にスポーツに親しめ
る生涯スポーツの推進 

施策 ２ 
スポーツの機会の充実
と魅力の発信 

主な取組 ① 事業名 トップアスリート交流事業  
担当課 
評価 

A 

【令和元年度事業の概要】重点目標等 事業期間 平成２０年度～継続 

子どもたちとトップアスリートとの交流を図るため、スポーツ教室・講演等の交流事業を年 1

回開催します。 

【前年度の評価を踏まえた取組】 

 特筆すべき課題及び評価意見はなく、本年度の事業は計画通り終了しました。 

【令和元年度事業の実績】 

 北京オリンピック陸上男子４☓１００ｍリレー銀メダリストの塚原直貴氏を迎えて講演と実技教

室を開催しました。（12 月８日、参加者 講演 150 名、実技教室（中学生対象）66 名） 

【令和元年度事業の成果と課題】○…成果  ▲…課題 

○指導事項の内容から中学生に限定して、実技教室を実施しましたが、普段体験できない

指導法に、大変興味を持って取り組んでいました。また、銀メダリストと 100ｍ競争を行い、そ

の速さを身をもって体験し、大変驚いたものと思います。 

▲平成 20 年より実施してきたこの事業ですが、10 年以上を経過し、子どもたちの関心のある

種目を一通り実施し目的を達成したと考えられ、次年度で終了する予定です。 

決算の状況 
予算額 決算見込額 執行率小数点第 2位を切り上げた数値 

300,000 円 239,860 円 80.0 ％ 

 

【点検評価委員からの意見と対応】＊…意見 →…対応 点検評価委員会評価  

 

 

教育委員会評価 教育委員会定例会での
評価を記載します。 

 

 



様式第 1 号                                         瑞浪市教育委員会 

整理№ １ 事業目標と評価 担当課 教育総務課 

教育プラン

基本目標 
１ 

たくましく生きる基礎を育て

る就学前教育・学校教育の推進 
施策 ８ 

学校環境等の整備・
充実 

主な取組 ① 事業名 旧日吉中学校転用改修事業 
担当課 
評価 

Ａ 

【令和元年度事業の概要】重点目標等 事業期間 H30 年度～ R1 年度 

平成 31 年 4 月からの瑞浪北中学校開校に合わせ、空きとなる現・日吉中学校（平成 17

年建築）に小学校機能を移転するために必要な事業を実施します。 

【前年度の評価を踏まえた取組】 

旧中学校側の工事を行うとともに小学校側は夏休みを中心に行うなど授業の妨げにならな

いように進め、引き続き学校職員と連携しながら、令和元年度内に移転を完了しました。 

【令和元年度事業の実績】 

 令和元年 6 月～令和 2 年 1 月完了 転用改修工事（施工業者：板垣建設㈱） 

【令和元年度事業の成果と課題】○…成果  ▲…課題 

〇 旧中学校校舎側へ大半の機能が移設完了し、併せて普通教室への空調設備整備も完

了しました。 

▲ 旧小学校校舎の今後の方向性について考える必要があります。 

決算の状況 
予算額 決算見込額 執行率小数点第 2位を切り上げた数値 

84,030,000 円 84,028,014 円 100 ％ 

 

【点検評価委員からの意見と対応】＊…意見 →…対応 点検評価委員会評価  

 

 

教育委員会評価 教育委員会定例会での
評価を記載します。 

 



様式第 1 号                                         瑞浪市教育委員会 

整理№ ２ 事業目標と評価 担当課 教育総務課 

教育プラン

基本目標 
１ 

たくましく生きる基礎を育て

る就学前教育・学校教育の推進 
施策 ８ 

学校環境等の整備・
充実 

主な取組 ① 事業名 小・中学校施設大規模改修事業 
担当課 
評価 

Ａ 

【令和元年度事業の概要】重点目標等 事業期間 H22 年度～継続 

地域の中核的な施設である小学校 7 校、中学校２校（瑞浪中学校、瑞浪南中学校）につ

いては、老朽化対策や教育環境の充実に改修が必要な学校から順次、大規模改修設計、

工事等を実施します。平成 31 年度は、釜戸小学校の改修設計を実施します。 

 

【前年度の評価を踏まえた取組】 

※過去の実績 

H22～23 土岐小 （耐震補強・大規模改修工事） 

H24～25 明世小 （大規模改修工事） 

H29    陶小  （転用改修工事） 

 

【令和元年度事業の実績】 

 令和元年 6 月～12 月完了 改修工事設計業務（委託業者：㈱パトス建築設計室） 

【令和元年度事業の成果と課題】○…成果  ▲…課題 

 〇 釜戸小学校の改修工事へ向けた実施設計業務が完了しました。今後は、改修工事の

ための予算要求を行い令和 3 年度中に工事完了を目指します。 

決算の状況 
予算額 決算見込額 執行率小数点第 2位を切り上げた数値 

4,400,000 円 4,400,000 円 100 ％ 

 

【点検評価委員からの意見と対応】＊…意見 →…対応 点検評価委員会評価  

 

 

教育委員会評価 教育委員会定例会での
評価を記載します。 



 

様式第 1 号                                         瑞浪市教育委員会 

整理№ ３ 事業目標と評価 担当課 教育総務課 

教育プラン

基本目標 
１ 

たくましく生きる基礎を育て

る就学前教育・学校教育の推進 
施策 ９ 中学校の統合 

主な取組 ③ 事業名 瑞浪北中学校施設整備事業 
担当課 
評価 

Ａ 

【令和元年度事業の概要】重点目標等 事業期間 H25 年度～ R2 年度 

令和２年度施工予定のグラウンド整備・校舎解体工事のために必要な旧瑞陵中学校の倉

庫等解体工事ほかを行います。 

【前年度の評価を踏まえた取組】 

関係部署との綿密な打ち合わせを行いながら進めたことにより計画通り行うことができまし

た。 

【令和元年度事業の実績】 

 令和元年 6 月～9 月完了 倉庫棟解体工事（施工業者：㈱橋本組） 

 令和 2 年 3 月～ 工事中 旧瑞陵中学校校舎等解体・グラウンド管理棟建設工事 

（施工業者：中島工務店） 

【令和元年度事業の成果と課題】○…成果  ▲…課題 

 〇 グラウンド内にありました倉庫棟の解体が 9 月に完了し、旧校舎等の解体及びグラウンド

管理棟建設工事に着手しました。次年度（令和 2 年度）には、残りのグラウンド整備工

事を実施し施設整備事業が完了する予定です。 

決算の状況 
予算額 決算見込額 執行率小数点第 2位を切り上げた数値 

16,808,000 円 16,370,164 円 97.4 ％ 

 

【点検評価委員からの意見と対応】＊…意見 →…対応 点検評価委員会評価  

 

 

教育委員会評価 教育委員会定例会での
評価を記載します。 

 



様式第 1 号                                         瑞浪市教育委員会 

整理№ ４ 事業目標と評価 担当課 教育総務課 

教育プラン

基本目標 
１ 

たくましく生きる基礎を育て

る就学前教育・学校教育の推進 
施策 ８ 

学校環境等の整備・
充実 

主な取組 ② 事業名 小・中学校施設空調整備事業 
担当課 
評価 

Ａ 

【令和元年度事業の概要】重点目標等 事業期間 H30 年度～ R1 年度 

小学校 7 校、中学校２校（瑞浪中学校、瑞浪南中学校）について、普通教室全室に冷房

設備を整備します。 

 

【前年度の評価を踏まえた取組】 

緊急の対応を要する事業として可能な限り早い時期にかつ一斉に整備しました。 

【令和元年度事業の実績】 

平成 31 年 4 月～9 月工事完了 瑞浪小(施工業者：岐阜電設㈱) 

平成 31 年 3 月～9 月工事完了 瑞浪中・稲津小（施工業者：五十嵐工業㈱） 

平成 31 年 4 月～9 月工事完了 土岐小・明世小・釜戸小（施工業者：㈱小栗電気工事） 

平成 31 年 4 月～9 月工事完了 陶小・瑞浪南中（施工業者：(有)伊藤電通） 

※日吉小については、旧日吉中学校転用改修事業に含めて対応しました。 

【令和元年度事業の成果と課題】○…成果  ▲…課題 

 〇 対象校全校を 9 月に工事完了し、計画通り全校一斉に空調設備の供用を開始しまし

た。 

決算の状況 
予算額 決算見込額 執行率小数点第 2位を切り上げた数値 

333,000,000 円 274,697,666 円 82.5 ％ 

 

【点検評価委員からの意見と対応】＊…意見 →…対応 点検評価委員会評価  

 

 

教育委員会評価 教育委員会定例会での
評価を記載します。 

 


