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第２２回黒部市教育振興協議会会議録（概要） 
 

１ 日 時  平成25年9月18日（水）午後7時00分～午後8時35分 
 
２ 場 所  黒部市役所黒部庁舎201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） 

白川 正秋 （黒部市体育協会） 

宮崎 幸子 （黒部農業協同組合） 

本島 直美 （黒部市ＰＴＡ連絡協議会） 

            中  博信 （黒部市小学校長会長） 

            熊野 勝巳 （黒部市中学校長会長） 

            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 勝   （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・学校給食センター所長） 

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

            川端 真澄 （図書館長） 

            中  義文 （学校教育班長） 

            能登 昌幸 （学校給食センター主幹） 

            西中 雅博 （生涯学習スポーツ課主幹） 

            岩上 勝彦  （学校教育課主幹） 

    
 
４ 会議の内容 

 

【事務局】 

委員の皆様には、ご多忙の中お集り頂きまして、ありがとうございます。ご案内の時刻

となりましたので、只今から、第２２回黒部市教育振興協議会を開催いたします。 

それでは、開会に先立ちまして、中山教育長があいさつ申し上げます。 

 

【教育長】 

本日教育振興協議会を開催致しましたところ、委員の皆様には大変ご多用の中、お疲れの

ところを出席頂きまして誠にありがとうございます。現在黒部市議会９月定例会の最中であ

ります。教育委員会の関係する質問も多数ございました。委員の皆様に知って頂きたいのは

フルマラソンの開催であります。 これは本日ご審議頂きます、カーター記念ロードレースの

ハーフマラソンの部をフルマラソンとして実施いたします。北陸新幹線開業を期に、大きく

３つの目的があります。 １つは黒部市をＰＲすること。２つ目は交流人口の増大を図ること。

３つ目は黒部市民の喜びを実現することであり、市長を先頭に準備を進めています。市民が

一体となった大会を行うことによって、さらなる黒部市の発展を期待するものであります。

県内初の公認のフルマラソン大会として、 一万人規模の大会を目指して行きたいと思います。   

もちろん課題もありまして、地域、企業、団体をあげての理解にご協力無しでは実現不可能
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であります。委員の皆様にもご高配をお願い申し上げます。最後に、本日は前回に続きまし

て、平成２５年度教育委員会事務の点検評価（２４年度事業）の事業の評価をお願い致しま

す。皆様から頂きました評価を平成２６年度の黒部市教育の方針に反映していきたいと思い

ます。忌憚のないご意見をお願い致しまして挨拶に代えさせて頂きます。本日はよろしくお

願い致します。 

 

【事務局】 

ありがとうございました。申し遅れましたが、植木委員、伊藤委員につきましては、本日

都合がつかないという事で欠席の案内を伺っております。つづきまして、川村会長があいさ

つ申し上げます。 

 

【会長】 

皆さんこんばんは。お疲れのところ出席頂きまして誠にありがとうございます。全国的に

豪雨災害が発生している中、黒部市には災害があまり発生しなかったのではないかと思いま

す。ニュースでは、大阪の方で小学校４年生が川に流されて、中国人の方が助けたというこ

とが報道されていました。私たちの財産であります、子どもたちをみんなで守っていくとい

う喜ばしいニュースであったと思います。こういうことも踏まえまして、黒部市の子どもた

ちが立派に成長することを願って、父兄の方々も一緒になり、より良い教育を実施して頂き

たいと思います。今回は第２回目ということで、第２１回協議会に続きまして評価をさせて

頂きます。今後の黒部市の教育の発展に向けて委員の皆様の忌憚のないご意見をよろしくお

願い致します。 

 

【事務局】 

 ありがとうございました。 

それでは、このあとの進行を、川村会長にお願い致します。 

 

【会長】 

 協議に入る前に、前回２１回会議録について、修正等ご意見ありますか。 

 

【事務局】 

 前回２１回協議会の会議録を送付いたしましたところ、委員さんより内容は問題ないが、

文言の一部修正の報告をいただいております。 

 会議録につきましては、事務局の方で再度チェック致しまして、修正させていただきます。 

 

【会長】 

 会議録につきましては、そのように修正していただき、事務局に一任でよろしいでしょう

か。 

 

【委員】 

 はい、問題ありません。 

 

【会長】 

 それでは、次第に基づきまして、進行致しますので、よろしくお願いします。 

協議事項の教育委員会事務の点検評価についての（３）生きがいと心身の健康を支援する
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スポーツ及び社会教育、①機会の提供 ３９ページより説明願います。 

 

【事務局】 

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 

①機会の提供 

（（１）コミュニティづくり推進事業について説明） 

（（２）生涯学習フェスティバル開催事業について説明） 

（（３）市民大学講座・市民カレッジ事業について説明） 

（（４）読書普及事業について説明） 

（（５）図書団体貸出事業について説明） 

 

【会長】 

今ほど説明頂きました施策の分野 ①機会の提供について質問、意見ありますでしょうか。 

 

【委員】 

（２）生涯学習フェスティバル開催事業についての事業費ですが、平成２３年度５３８千円、

平成２４年度は３０７千円ですが、事業費が下がったのはなぜでしょうか。 

 

【事務局】 

講師の方が地元の方だったものですから、交通費程度というご好意で安くなりました。 

 

【会長】 

よろしいでしょうか。他に無いでしょうか。 

無ければ、私から、図書団体貸出事業は予算がないのですが、予算がかからないのですか

ね。 

 

【事務局】 

読書普及事業の中で購入した本を用いて団体貸出を行っていまして、活用しながら団体活

動に組み合わせて行っているので、特別に予算は設けておりません。 

 

【会長】 

分かりました。他に質問等無いでしょうか。 

無いようですので、ここで採決を取りたいと思います。 

① 機会の提供 

（１）コミュニティづくり推進事業 Ａ （２）生涯学習フェスティバル開催事業 ＡＡ 

（３）市民大学講座・市民カレッジ事業 Ａ （４）読書普及事業 ＡＡ 

（５）図書団体貸出事業 Ａ 

 ありがとうございました。賛成全員という事でこの評価とさせて頂きます。 

次に ②青少年の成育を事務局より説明願います。 

 

【事務局】 

②青少年の健全育成 

（（１）青少年育成黒部市民会議助成事業について説明） 
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【会長】 

 今ほど説明頂きました、施策の分野 ②青少年の健全育成について質問、意見ありますで 

しょうか。無いようですので、ここで採決を取りたいと思います。 

②青少年の健全育成 

（１）青少年育成黒部市民会議助成事業 Ａ 

ありがとうございました。全員挙手という事でこの評価とさせて頂きます。次に ③女性

活動事業の推進を事務局より説明願います。 

 

【事務局】 

③女性活動事業の推進 

（（１）男女共同参画活動の推進について説明） 

（（２）配偶者等暴力被害者相談事業について説明） 

（（３）女性団体の育成について説明） 

 

【会長】 

今ほど説明頂きました、施策の分野 ③女性活動事業の推進について質問ありますでしょ 

うか。 

 

【委員】 

（１）男女共同参画活動の推進についてですが、Ｂ評価となっています。 

私は一昨年まで関わっていたのですけれども、推進委員がほとんど入れ替わったというこ 

とがあって、戸惑いが見られた様です。来年度はアドバイスが出来る様に、来年こそＡが取

れるように頑張っていただきたいと思います。どうぞ宜しくお願い致します。 

 

【会長】 

もう少しＰＲ不足・広報不足という感じは致します。そういう点が必要なのかなと思いま

す。他にないでしょうか。無いようですので、ここで採決を取りたいと思います。 

③女性活動の推進 

（１）男女共同参画活動の推進 Ｂ  （２）配偶者等暴力被害者相談事業 Ａ 

（３）女性団体の育成について Ａ 

全員挙手という事でこの評価とさせて頂きます。 

 

【委員】 

男女共同参画活動の推進 Ｂ評価だといって、来年度の予算を削ったりというのは止めて

頂きたいと思います。普通に予算を付けて頑張れという様に応援してあげて欲しいと思いま

す。これは要望です。 

 

【会長】 

ありがとうございました。事務局よろしくお願いします。次に ④市民文化活動の推進を

事務局より説明願います。 

 

【事務局】 

④市民文化活動の推進 

（（１）黒部市芸術祭について説明） 
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（（２）芸術文化活動団体助成について説明） 

（（３）詩の道句集募集 について説明） 

 

【委員】 

（１）黒部市芸術祭の事業費が２３万円増えていますが、その内容。それと（３）詩の道

句集事業については少ない予算の中で、応募人数・句数が増えているのですけれどもＢにな

っています。どうやったらＡになるのでしょうか。どこまで増えたら、良いのでしょうか。

このままだとずっとＢのままではないでしょうか。 

 

【事務局】 

芸術祭ですが、昨年から会場を２つに分けたのですけれども、その経費が増えたという事

です。 あと、詩の道句集の件ですが、もう少し県内なり身近な方が応募をして頂いて、もっ

と増えるようであればいいのかなと思っております。県外が約半数です。 

 

【委員】 

詩の道を教えてもらって、実際に歩いてみたのですがこういう所にあったのだと、新しい

発見をしました。応募数も多くなって増えているので、例えばこれをＡにして頂いて、もっ

と宣伝していく。例えば市の広報で知らせたりするというのはどうでしょうか。 

 

【事務局】 

今後の方向ということで、できるだけＰＲしていきたいと思います。 

場所でございますが、昨年、「新川育成牧場」と生地の「魚の駅」にも設置いたしまして合

わせて１１箇所ということであり、どこに設置してあるのかという事を、ＰＲしていけば増

えていくかと思います。 

 

【委員】 

優秀作品は何か石碑とかになっていたのでしょうか。 

 

【事務局】 

今は優秀作品のご本人へ表彰状を送っていただけなのですが、以前はこの詩の道というの

は宇奈月温泉街の対岸に遊歩道がありまして、そこの名前を付け、そこに選ばれた最優秀作

品を石碑に展示しておりました。最近はそれをしてない訳でありまして、 ＰＲ活動と言えば

その時から比べると落ちていると思います。周知活動等アピールする努力が欠けていたとい

う点でＢとしました。今後こういう活動を委員さんの言われる通り、周知アピール等をして

いくのが望ましいと思っております。 

 

【会長】 

石碑にかかないというのは何か理由があってのことのでしょうか。今表彰だけで終わって

いる事について何かあるのでしょうか。 

 

【事務局】 

今は、遊歩道が落石等により危険なため、一部しか通行が出来ないということでしており

ません。なかなか全体的な事業としては進んでいません。全体的に見直す必要もあるのかと

思います。 
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【会長】 

いまほど質問等がありましたが、施策の分野 ④市民文化活動の推進について採決を取り 

たいと思います。 

④市民文化活動の推進  

（１）黒部市芸術祭 Ａ   （２）芸術文化活動団体助成 Ａ 

（３）詩の道句集募集 Ｂ 

ありがとうございました。賛成全員という事でこの評価とさせて頂きます。次に ⑤文化

遺産の保護・継承を事務局より説明願います。 

 

【事務局】 

⑤文化遺産の保護・継承 

（（１）伝統文化の保存継承について説明） 

（（２）埋蔵文化財の発掘調査について説明） 

（（３）世界文化遺産に登録について説明） 

 

【会長】 

今ほど説明頂きました、施策の分野 ⑤文化遺産の保護・継承について質問、意見ありま 

すでしょうか。無いようですので、ここで採決を取りたいと思います。 

⑤文化遺産の保護・継承  

（１）伝統文化の保存継承 Ａ  （２）埋蔵文化財の発掘調査 Ｂ 

（３）世界文化遺産に登録 Ｂ 

ありがとうございました。全員挙手ということでこの評価とさせて頂きます。次に ⑥市

民ひとり１スポーツの推進について事務局より説明願います。 

 

【事務局】 

⑥市民ひとり１スポーツの推進 

（（１）市民体育大会について説明） 

（（２）スポーツ推進委員協議会の育成について説明） 

（（３）総合型地域スポーツクラブについて説明） 

（（４）スポーツ講演会について説明） 

 

【会長】 

今ほど説明頂きました、施策の分野 ⑥市民ひとり１スポーツの推進について質問、意見あ

りますでしょうか。 

 

【委員】 

質問と言うよりお聞きするのですが、スポーツ推進委員協議会の育成の所で、「スティック

リング」というのはどのようなスポーツなのでしょうか。 

 

【委員】 

 シート上でゲートボールのようなスティックを使い、木のパックを打って円の中に入れた

りはじき出したりするスポーツです。私も推進委員をやっているので、前回ＡＡがＡになる

と複雑な気持ちになりますが、スポーツ教室では十分に活動をしたと思っています。年に３
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～４回、各地区を回って、特にお年寄りの方にステッィクリングを広め、好評を得ました。    

発祥が福井県でありまして、一組の値段が高いのですが、石田地区、大布施地区、荻生地

区から要望が出て是非やって欲しいと言われています。皆さんも荻生などに行ってみて２０

メートルほどあれば出来ますので是非見てください。非常に喜んでもらっているので良かっ

たという思いはしております。スポーツ講演会についても、非常に少ない予算で有名な選手、

トップアスリートを呼んで市民のニーズに応えていると、少ない予算で一生懸命やっている

と思います。それこそ、ＡがＡＡでも良いのかなと思っております。Ａで良いのですけれど

も、推進委員の参加率が落ちてきているという事もありますので、ＡＡに近いＡだと思いま

す。 

 

【委員】 

 市民体育大会なのですけれども、選手選考に非常に苦労しています。私の地区ですが、「出

なければならないのか」と必ず言われて、全然楽しみではないということであります。他の

地区はどうでしょうか。 

 

【会長】 

 地域の格差というのはあるのでしょうか。 

 

【事務局】 

委員の質問の前に、市民体育大会で地区対抗制をしているのは黒部市を含め２市であり、

誤解を与える表現だと思いますので、「地区対抗での実施」と追加修正をお願い致します。市

民体育大会の結果報告をした際に、ある議員から４週ぐらいに分けて行うとか、出場しやす

い体制を取れないのかと。合わせて、市民スキー大会、駅伝も地区対抗であり、市民体育大

会の種目として入れることが出来ないか。また、開催日が限られて集中しているので選手が

出しづらいという意見がありました。この後、専門委員会で競技のあり方について検討され

る予定であります。また、検討するよう指示しております。 

 

【会長】 

 私が思うのは、宇奈月が一つだという事も弊害なのかも知れません。どこかの地区から出

ればよいと、責任感が薄いのではないかと思います。黒部市と合併してから、宇奈月町全体

が一つという事になったのだと思います。１人１スポーツをという事で、４週に渡ると同じ

人が４週出て来ると思いますよ。分散するよりも固めた方が良いと思います。旧黒部で何回

か行った事があるのですけれども、どこに行っても同じ人だったのです。私は、今の方が良

いのかなと思います。 

 

【委員】 

 市民体育大会は黒部のスポーツの顔なのです。私たちの文化だと思っています。委員のお

っしゃっているのは大運動会のことだと思います。どの地区も選手選考は大変ですが、宇奈

月地区も積極的に参加をお願い致します。世話をされる方のご苦労は百も承知なのですが、

私はこれを無くしてはならないものだと思います。 

 

【会長】 

他に質問はありませんでしょうか。無いようですので、ここで採決をとりたいと思います。 

⑥市民ひとり１スポーツの推進 

（１）市民体育大会 Ａ  （２）スポーツ推進委員協議会の育成 Ａ 
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（３）総合型地域スポーツクラブ Ａ  （４）スポーツ講演会 Ａ 

ありがとうございました。賛成多数ということでこの評価とさせて頂きます。次に⑦スポ

ーツ施設の整備・充実、競技力の向上について事務局より説明願います。 

 

【事務局】 

⑦スポーツ施設の整備・充実、競技力の向上 

（（１）優秀スポーツクラブ育成補助について説明） 

（（２）出場選手派遣･激励費について説明） 

（（３）選手強化について説明） 

（（４）スポーツ施設の整備・充実について説明） 

 

【会長】 

今ほど説明頂きました、施策の分野 ⑦スポーツ施設の整備・充実、競技力の向上について

質問、意見ありますでしょうか。 

 

【委員】 

 今更なのですけれども、事業費のその他というのは何ですか。 

 

【事務局】 

 基金などです。教育振興基金などの繰り入れとなっております。 

 

【委員】 

 アクアフェアリースの８２０万円は何ですか。  

 

【事務局】 

 こちらも基金です。 

 

【会長】 

 事務局の説明の中で、（２）出場選手派遣・激励費をＡとしているが、委員の皆さんの意見

をお願いしたいと言う発言もありましたが、いかが致しましょう。 

 

【委員】 

 全国大会出場選手が、前年より増加しており大変有意義な事業であり、ＡＡとした方が良

いと思います。 

 

【会長】 

 それでは、（２）出場選手派遣・激励費について採決をとります。ＡＡの方挙手願います。 

 挙手全員でありますので、ＡＡといたします。 

他に何かありますでしょうか。無いようですので、ここで全体の採決を取りたいと思いま

す。 

⑦スポーツ施設の整備・充実、競技力の向上 

（１）優秀スポーツクラブ育成補助 Ａ  （２）出場選手派遣･激励費 ＡＡ 

（３）選手強化 Ａ  （４）スポーツ施設の整備・充実 Ａ 

ありがとうございました。賛成全員という事でこの評価とさせて頂きます。次に ⑧スポーツ

を通じた地域振興について事務局より説明願います。 
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【事務局】 

⑧スポーツを通じた地域振興 

（（１）カーター記念黒部名水ロードレースについて説明） 

（（２）Ｖチャレンジリーグ黒部大会について説明） 

（（３）国体記念アーチェリー大会について説明） 

 

【会長】 

今ほど説明頂きました、施策の分野 ⑧スポーツを通じた地域振興について質問、意見あり

ますでしょうか。 

 

【委員】 

宇奈月中学校にアーチェリー部があるのですが、県下の中学校では、宇奈月中学校だけだ

と思います。部活動だけで用具とか用意するのは、金銭的に大変苦しいのではないのでしょ

うか。そのあたりの補助はあるのでしょうか。 

 

【委員】 

私も宇奈月中学校にいたことがあります。アーチェリー協会から払下げを頂いたり、大変

苦しい状況です。使える道具を色々組み合わせて、工夫してやっております。協会等にも沢

山お世話をして頂いているので、是非予算面での補助があれば助かります。 

 

【委員】 

この２５万円は協会への補助なのですか。 

 

【事務局】 

大会への補助です。 

 

【事務局】 

黒部市で１校だけですので、中体連に入っておりませんし、金銭的に苦労することはわか

ります。まず本年度、指導者を派遣いたしました。この後、指導者と相談しつつ進めて行き

たいと思います。 

 

【会長】 

黒部名水ロードレースなのですけれども、平成２３年度と２４年度と同額予算ですけれど

も、２５年度はどうなのでしょうか。 

 

【事務局】 

平成２５年度は５００万円に増えています。平成２６年度はこれから考えて行きます。概

ね、７，０００万円から８，０００万円かかるという事です。参加料、企業協賛金の残りを

市からとなりますので、まだ断定は出来ないのですけれども、概ね１，０００万円近くかか

るのではないかと思います。平成２５年度は３００万円を補正しております。 

 

【会長】 

他に質問が無いようですので、ここで採決を取りたいと思います。 
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⑧スポーツを通じた地域振興 

（１）カーター記念黒部名水ロードレース ＡＡ （２）Ｖチャレンジリーグ黒部大会 Ａ 

（３）国体記念アーチェリー大会 Ａ 

ありがとうございました。賛成全員ということでこの評価とさせて頂きます。 

 

 

教育委員会事務の点検評価につきまして、前回２１回の協議と合わせまして、何かありま

すでしょうか。 

無いようですので、これを持ちまして、点検評価について全事業の点検を終了致しました。 

事務局、その他ありますでしょうか。 

 

【事務局】 

（事務局今後のスケジュールについて説明） 

 

【会長】 

 いま、事務局より説明がありまたが、定例教育委員会が９月２７日（金）に開催されます。

もし、修正がありましたら、皆様方にお謀りするタイミングが難しいので、事務局と、私に

一任して頂ければと思いますが、よろしいでしょうか。  

 

【委員】 

はい、一任します。 

 

【会長】 

それではよろしくお願い致します。 

これを持ちまして、第２２回黒部市教育振興協議会を閉会いたします。 

本日は、ご苦労さまでした。 

 

 

 


