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第２０回黒部市教育振興協議会会議録（概要） 
 

１ 日 時  平成 25年２月 18日（月）午後６時 55分～午後 7時 50分 
 
２ 場 所  黒部市役所黒部庁舎 301会議室 
 
３ 出席者 【委 員】 川村 昭一 （黒部市自治振興会連絡協議会） 

            高野 早苗 （黒部市社会教育委員） 

            植木 眞人  (黒部商工会議所) 

宮崎 幸子 （黒部農業協同組合） 

白川 正秋 （黒部市体育協会） 

小島 之弘 （黒部市ＰＴＡ連絡協議会） 

            水野 恵子 （黒部市小学校長会長） 

            熊野 勝巳 （黒部市中学校長会長） 

伊藤 節子   (公募委員) 

            朝倉 弘子 （公募委員） 

      【事務局】 中山 慶一  （黒部市教育委員会教育長） 

            柳田 守   （教育部長） 

            山本 芳夫  （事務局次長生涯学習スポーツ課長） 

            瀧澤 茂宏  （事務局次長学校教育課長） 

            千代 健治  （市民生活部こども支援課長、教育班長） 

柳原 和彦  （学校給食センター所長） 

            得能 千恵子 （図書館長） 

            村上 正幸 （学校教育班長） 

            八尾 隆夫 （文化財保護班長） 

            川端 真澄  （図書館構想推進班長） 

            岩上 勝彦  （学校教育課主幹） 

    
 
４ 会議の内容 

 

あいさつ 

 

【教育長】 

皆さんこんばんは。 

今日は、二四節気の一つ雨水であり、雪が雨に変わり、また雪が解け始める頃と言います

ように春がまち遠しい今日この頃であります。来月の１８日には中学校の卒業式、１９日に

は小学校の卒業式を迎えますが、学び舎を育ち去る卒業生、そして保護者の皆様には、この

日を楽しみに待っておられることと思います。本日は公私ともご多用の中、第20回教育振興

協議会にご出席を賜り誠にありがとうございます。前々回、前回と委員の皆様にご指示いた

だきました黒部市教育委員会事務の点検評価の報告書を昨年１２月に市議会に提出して、本

市のＨＰにも公開し、また公民館等にも冊子を配布しました。高い評価を得る事が出来たと

思っておりますが、ひとえに皆様のご指導のおかげであり、心より感謝申し上げます。この

点検評価を受けまして、本市の教育センターや小中学校の校長先生方のご意見を頂いて、平
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成２５年度黒部市教育の方針を作成いたしましたので、ご協議をお願いしたいと思います。 

次に小中学校の再編統合でありますが、昨年10月に策定いたしました黒部市立小中学校再

編計画に基づきまして、各地域で説明会を実施しております。その経過についても担当から

説明させますが、忌憚のないご意見をお願いいたします。本日はどうぞよろしくお願いしま

す。 

 

【事務局】 

 ありがとうございました。続きまして、川村会長がご挨拶申し上げます。 

 

【会長】 

 こんばんは。雨の中、お集まりいただき、ありがとうございます。会を重ねること20回目

の教育振興協議会であります。また今年度、最後の協議会になると思います。皆さんの忌憚

のないご意見を頂戴いたしまして、協議会としての取りまとめをしたいと思っております。 

来年度の黒部市の教育の方針ということで、子どもたちに関わる非常に重要なものであり

ますので、皆さま方の貴重なご意見を賜りたいと思います。よろしくお願いいたします。 

 

【事務局】 

ありがとうございました。 

それでは、協議事頄に入りますので、進行を川村会長さん、お願いします。 

 

【会長】 

 次第に基づき、協議事頄に入りたいと思います。 

 まず、平成25年度黒部市教育の方針（案）について、資料の１により協議いたします。事

務局からの説明の前に、ひとつ確認です。資料１の心の教育の頄目の一行目から二行目にか

けて「道徳教育や自然然に」とあるのはミスプリントでしょうか。 

 

【事務局】 

ご指摘のとおり、自然の然がタブっておりました。誤りですので、訂正してください。申

し訳ございませんでした。 

 

【会長】 

わかりました。 

それでは、事務局から平成25年度黒部市教育の方針（案）について、説明願います。 

 

【事務局】 

皆さまのお手元には資料１と参考資料を配布しております。資料１は、平成25年度の黒部

市教育の方針（案）であります。参考資料として、平成24年度黒部市教育の方針を添付して

おります。改正点を中心に説明をしていきます。赤字の箇所が平成24年度からの変更箇所で

す。 

それでは、項次説明してまいります。平成25年度黒部市教育の方針（案）は、昨年度の本

協議会で決定しました平成24年度黒部市教育の方針を基に、まずは教育センターが中心とな

り改正箇所等をまとめ、原案を作成した後、小中学校の校長会および教育委員会におきまし

て協議検討したものであります。本日、本協議会で協議いただき、最終案を作成し、２月26
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日にあります定例教育委員会に議案として提案しまして、平成25年度黒部市教育の方針を決

定いたします。 

それでは、変更箇所の説明をいたします。まず、大きな３本柱のひとつ目である人間性の

基礎を培う家庭地域教育の変更箇所です。家庭という頄目の２点目の「育む」と「触れ合い」

について、24年度はひらがなでしたが、漢字に変更いたしました。いずれも新学習指導要領

の改正に伴うものです。２頄目目の地域については、変更ありません。 

次に大きな柱の２番目の心身ともに健康で学ぶ意欲を育てる学校教育の変更箇所です。１

頄目目の学校幼稚園等については変更点ありません。 

２頄目目の確かな学力については、１点目の一行目「確実な習得」は、24年度は「定着」

という言葉を用いていました。技能の定着から技能の確実な習得に変更いたしました。続い

て、３点目、４点目ですが、24年度はひとつだったものをふたつに分けた上で、24年度の

「学び合い、高め合う学習活動の充実を図るため」という文言を25年度は「学び合い」と「体

験」を重視した学習活動の充実を図るためと変更しております。さらに24年度は「学習指導

や学習形態を工夫する」という文言のみでしたが、25年度は前文として「学習課題の設定、

書きながら考える活動、考えながら言葉で伝え合う活動、学習の成果の確認等」という具体

的な文言を追加しております。また24年度は「発言の仕方、ノートの使い方、話し合いの仕

方などの学習規律の確立に努める」としていたものに、従来から教育長が指導に力を入れて

おりました「鉛筆の持ち方」という文言を追加いたしました。 

３頄目目の国際化教育については、１点目、24年度は「楽しみながら学習し」としていた

ものを「楽しく学習し」に変更しております。また「海外姉妹都市と連携した派遣及び受け

入れ研修」を「海外姉妹都市と連携した事業（派遣及び受入研修）」に変更しました。さら

に「教育プログラムの充実により」としていたものを「教育プログラムを充実することによ

り」と変更しております。 

４頄目目の特別支援教育については、１点目の「特別な支援が必要」としていたものを「特

別な教育的支援が必要」とし、教育的という言葉を追加しました。また、24年度の「ニーズ

に応じた適切な特別支援教育を推進する」という文言を「教育的ニーズに応じた適切な指導

を推進する」に変更しております。さらに２点目として「特別支援教育の視点を生かした学

校・学年・学級運営及び授業作りに努める」という文言を追加いたしました。 

５頄目目の心の教育については、１点目の「豊かな人間性を育む」の「育む」をひらがな

から漢字に変更しております。また「人間を尊重する道徳教育」を「互いに尊重し合う道徳

教育」に変更しております。「教育活動の全て」という文言を「教育活動の全体を通して」

という文言に変更もしております。次に２点目の「自尊感情を高め」を「自尊感情を高める

とともに、望ましい人間関係を築こうとする態度」と追加変更しております。 

６頄目目の読書・情報教育から９頄目目の安全までは変更箇所はありません。 

10頄目目の教育環境の整備については、１点目の「計画的実施、」となっていたものを「計

画的実施や」に変更しております。２点目の「教育環境のなかで」を「教育環境の中で」と

ひらがなから漢字に変更しております。 

最後に、大きな柱の３番目の生きがいと心身の健康を支援するスポーツ及び社会教育につ

いては変更点はありません。 

以上、変更点の説明をさせていただきました。 

 

【会長】 

 ありがとうございました。 
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ただいまの事務局より平成25年度黒部市教育の方針（案）の説明がありましたが、これに

ついて、ご質問等ありませんか。 

 

【委員】 

 心の教育の頄目の２点目に「積極的な生徒指導の推進」とありますが、生徒指導とともに

環境作りも必要だと思います。ここに入れるべき文言かはわかりませんが、指導体制ととも

に生徒を取り巻く環境作りも大切だと思います。 

 

【事務局】 

 非常に大切なことだと思います。環境作りの中には、人的な環境として、保護者を含めた

環境も入ってくると思います。検討させていただきたいと思います。 

 

【会長】 

 この件につきまして、皆さま方も何かご意見ありませんか。 

 事務局の方で、検討するとのことですが、それでよろしいですか。 

 

【事務局】 

 環境という意味をこの中に盛り込めないかを検討するとともに、文言として入れるのが難

しい場合には、教育現場に環境作りについて、指導をしていきたいと思います。 

 

【会長】 

 口頭でということですか。 

 

【事務局】 

 そうです。文言として入れるのが難しい場合には口頭で指導します。 

 

【会長】 

 皆さま、どうでしょうか。 

 環境作りは非常に重要だと思います。 

 

【事務局】 

 尐し時間をいただきまして、校長会での検討などを踏まえて、対応したいと思います。 

 

【会長】 

 では、そのようにしていただきましょう。よろしくお願いします。 

 他に何かありますか。 

 

【委員】 

 同じく、心の教育についてですが、全体的に言葉を選んで考えられており、わかりやすい

内容となっています。ただ、「自己を律する能力」という言葉は漠然としていて、意味がわ

かりにくいです。せっかくですので、意味のわかりやすい言葉に直せるようであれば、直し

ては、どうかと思います。 
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【事務局】 

 確かに言われるとおりだと思います。検討のうえ、わかりやすい言葉に変更したいと思い

ます。 

 

【会長】 

 よろしいでしょうか。 

 他にご意見ありますか。 

 事前に資料を配布してありましたので、皆さま方も内容を検討されてこられたと思います。

ご意見がないようであれば、事務局で検討すべきところは検討したうえで修正いたします。

これでよろしければ、平成25年度黒部市教育の方針について(案)の質疑を終結したいと思い

ます。いかがでしょうか。 

 

【委員】 

 一点だけ、要望と言いますか思いを述べさせてください。教育方針ということで立派な文

言が記載されていますが、法律のような文章が目立ちます。文章が読点で区切られており、

一文が非常に長くて、わかりにくいと思います。文章を短く区切った方が、わかりやすいで

す。誰でもわかりやすい文章にしてほしいと思います。 

 

【会長】 

 皆さんにわかりやすく親しみやすい文章を心がけてほしいという要望でした。検討できる

ようであれば、検討してください。 

 それでは以上で、平成25年度黒部市教育の方針（案）について、皆さまの同意を得たとい

うことにしたいと思います。 

 

 続きまして、（２）学校再編の取組状況について、事務局より説明願います。 

 

【事務局】 

 それでは資料２をご覧ください。先ほど教育長の話にもありましたが、９月28日に教育振

興協議会において、黒部市小中学校の再編計画（案）を協議いただきまして、臨時教育委員

会で説明の上、策定いたしました。市議会では10月22日に全員協議会にて説明しました。そ

の後、４中学校下で地元説明会を開催いたしました。ただ、説明会への参加人数は尐なく、

中央公民館では35人、石田公民館では30人、市民会館では選挙関係と重なったこともあり17

人、生地のコミセンでは20人でした。１回だけの説明会で説明を終わりにするつもりはあり

ません。今後も説明を重ね、皆さまのご理解を得たいと考えております。 

 資料に黄色で示している東布施小学校と田家小学校の頄目をご覧ください。11月20日には、

第１回統合準備委員会を設立いたしました。皆さまのお手元に配布しております統合準備委

員会だよりもご覧ください。準備委員会の中では専門部会を設置しました。総務部会、教務

部会、生活部会、組織部会という４つの部会を設立いたしまして、総務部会でいいますと現

在のところ２回開催しております。総務部会では、皆さまのお手元に緑色のパンフレットを

配布しておりますが、現在、統合小学校の校名を募集しているところです。２月28日まで募

集しております。みらーれテレビでも募集のＰＲを放送しております。委員の皆さまにおか

れましても投票していただきたいと思います。校名案の視点といたしまして、「わかりやす
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く、親しみやすいもの。」、「この地域（通学区域）のイメージを表現するもの。」、「子

どもたちが明るく、仲良く、健やかに育ってほしいと願いを込めたもの。」を挙げておりま

す。 

 ２つ目の教務部会は、先生方が中心となって学校のことを決めていく部会ですので、学校

が主体となって進めていっております。 

 それから生活部会は、１月30日に第１回を行いました。制服やスクールバス、通学路など

について、現在話し合っております。第１回目は、制服や体操服の話合いが主でした。今後、

調整頄目をひとつひとつ協議しながら進めていこうと思います。 

 次に組織部会は、ＰＴＡ、児童クラブ、後援会が協議事頄であり、現在は、田家・東布施

それぞれの地区に学童保育がありますが、統合後、別々に運営していくのか、ひとつにして

いくのかということを話し合っています。 

 前沢小学校と三日市小学校につきましては、まず11月16日に前沢保育所の保護者に説明会

を行いました。その後11月27日に前沢小学校ＰＴＡに対して説明会を開きました。それから

前沢地区全体の説明会を12月３日に開きました。ただ相手方の三日市地区については、まだ

説明会を開催しておらず、早急に行わなくてはならないと考えています。三日市の説明の後、

状況を前沢地区にも説明をしていかねばならないとも考えています。 

 統合につきましては、簡単ではありますが、以上です。 

 

【会長】 

 ありがとうございました。今ほどの統合関係についての説明に対し、ご質問はありますで

しょうか。 

 

【委員】 

 質問というよりは要望ですが、私は３ヶ所で、小中学校の統合説明会に出席しました。Ｐ

ＴＡ関係者の出席が尐なかったです。市Ｐ連の場でも説明会に参加のうえ判断してほしいと

いうように報告しました。説明会も、もっと歩み寄って開催してほしいです。そうしないと

ＰＴＡの方もなかなか出てこないというのが現状です。もっとＰＴＡの中に入っていくよう

な説明会も開催してください。それと統合する世代の人たちにも説明を行ってほしいです。

やはり、今子どもが学校に通っている人たちは、自分たちの時に統合するのではないという

意識があり、意識としては薄いと思います。ただ、統合時に子どもが在籍しているような人

たちも、まだ先の話だという意識があり、関心をあまり持っていないというように感じます。

その人たちに関心を持ってもらうためには、どんどん身近に説明会を行っていただく必要が

あると思います。以上が要望です。 

 

【事務局】 

 委員の言われたことは、もっともな事だと思います。市長の指示もありまして、ＰＴＡ役

員の皆さんや全ての小中学校、保育所幼稚園の保護者の皆さんにチラシを配布いたしました。

ご指摘のありましたとおり、現役の保護者の皆さんはまだ先だという意識があるかもしれま

せん。東布施・田家や前沢などでは、保護者の方を含めて、かなりの方に出席いただきまし

たが、このたびの各中学校下での住民説明会では、非常に出席者が尐なく残念でした。ＰＲ

の方法が悪かったのかもしれないという反省も持っております。平成25年度ＰＴＡ役員が変

わるということもありますし、平成25年度は更に説明会を進めていきたいと思っております。

中学校の統合は平成32年という話でしたが、議会などではもっと早くできないのかという意
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見もあります。そういったことも踏まえて、今後皆さんの意見を聞く機会を増やさねばなら

ないと思っております。どのような開催方法が良いのかなども含めて、委員の皆さんのお知

恵も拝借できればと思っております。 

 

【会長】 

 確かに中学校の統合は７年後になりますし、実感が湧かないというのが、現状だと思いま

す。ですから、もっと広く説明を行っていく必要があります。子どもたちにチラシを配布し

たというのは良いことだと思います。ＰＲも今後進めていっていただきますようお願いしま

す。 

 

【委員】 

 意見をお聞きしたいです。先般、大阪で統合に反対ということで子どもが自殺したニュー

スがありました。現在４つの部会で統合に向けて話し合いを行っているようですが、子ども

たちが統合にどのような意見を持っているのかを話し合える部会があっても良いのではない

かと思います。例えば、東布施小と田家小の子どもたちが、将来の学校はこうあるべきだと

いう話し合いも必要だと思いますが、いかがでしょうか。 

 

【教育長】 

 田家小と東布施小の子どもたちは、平成23年度は一部、平成24年度は３つの学年が交流を

はじめております。田家小の子どもが東布施小に行きプールや川で遊ぶというものです。ま

たこの冬は田家小の子どもが東布施小のスキー山でスキーをするということも行いました。

東布施小と田家小の子どもがいっしょに下水処理場の社会科見学にも行きました。平成25年

度は遠足や学習発表会も一緒に行う準備を進めております。委員が懸念されているようなこ

とは、先生方の話を聞く限りではないと思っておりましたが、確かに十分に考えなくてはな

らないと思いました。今のところは項調に交流が進んでいると思っております。 

 

【会長】 

 今、話のあったように交流を進めていけば、大阪のような問題も多尐は解消できるのでは

ないかと思います。さらに交流を進めていただきたいと思います。よろしくお願いします。 

 その他にありますか。 

 

【委員】 

 ２点ほど質問させていただきます。 

 まずひとつ目の質問は、三日市小学校での説明はいつからするのですか。私は東布施小と

田家小の時も、早く田家で説明を行ってほしいと、ずっと言ってきました。学校のなくなる

前沢地区から説明をするというのもよくわかりますが、子どもの交流期間をたくさん作ると

いう意味でも、早く三日市とも話し合いを行ってほしいです。同じ立場で、話し合いを行え

るように橋渡しをするのが事務局の仕事だと思います。話し合いがまずは重要だと思うので、

お願いします。 

 ２点目は、４中学校を３校以下にという話についてですが、鷹施中学校がなくなるといっ

た話が私の耳にも入ってきます。私は、まだ何も決まっていないという話をしていました。

どこからそのような話が出てくるのかはわかりませんが、そのような話が出てくるというこ

とは、住民にも再編を行う必要があるという意識があるのだと思います。ただ、間違った話
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が広がらないようにしっかりと広報を行ってほしいです。よろしくお願いします。 

 

【事務局】 

 まず１点目の三日市にいつから説明をするのかということについてです。黒部市における

最初の東布施・田家のケースでは、我々は東布施の思いをきちんと受け止めたいという考え

でありました。田家地区に本格的に入ったのは平成24年度からで、田家の皆さんにはかなり

のお叱りを受けました。両校閉校するという対等な状況のもとで、田家に入るのが遅すぎる

というご意見でした。とても勉強させていただきました。 

 前沢・三日市のケースでは、それを踏まえて、今年度内の３月中には説明に入る予定です。

同一年度内で前沢・三日市ともに説明に入るという形になります。東布施・田家のケースと

同じ失敗はしないようにしたいと思います。 

 ２点目の中学校の話ですが、再編計画では、４校を新たな２校にするということと場所に

ついては現行の桜井中学校と高志野中学校を利用すると示しました。これについても、市民

の皆さまにきちんと説明していかねばならないと考えております。鷹施、高志野、宇奈月、

桜井、全ての学校がなくなって、新たな学校ができるということで、ご承知おきいただきた

いと思います。市民の皆さんへのＰＲが足りないと改めて感じたところであります。 

 

【会長】 

 説明会への参加者が尐ないという中で、説明会に出席されていないからわからないのだと

思います。そいった意味でも、もう尐しアピールと市民の皆さんにわかりやすく、また回数

も必要なのかなと思います。 

 

 その他に何かありますか。 

 

 ご意見がないようですので、これで学校再編の取組状況の質問を終わりにします。 

 

 最後にその他ということで、何かありますのでしょうか。 

 

 事務局、何かありますでしょうか。 

 

 なければ、これで終了したいと思います。 

 

それでは、第20回黒部市教育振興協議会を閉会いたします。 

本日は、ありがとうございました。 

 


