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Ⅰ 平成25年度教育委員会事務点検評価実施方針 
 

１１１１    趣旨趣旨趣旨趣旨    

  地方教育行政の組織及び運営に関する法律第27条に基づき、効果的な教育行政の推進 

 に資するとともに、市民への説明責任を果たしていくため、黒部市教育委員会の事務の管 

 理及び執行の状況について点検及び評価（以下「点検評価」という。）を実施する。 

 

２２２２    点検点検点検点検評価の対象評価の対象評価の対象評価の対象    

  平成24年度の教育委員会の運営及び事務事業 

 

３３３３    点検点検点検点検評価の方法評価の方法評価の方法評価の方法    

    

 （1）自己点検評価 

   「平成24年度黒部市教育の方針」に掲げる施策の分野に基づき、個別事業毎に点検 

  評価シートを作成し、次の５段階による総合評価を行う。 

 

評価 評価の基準等 目標等達成の目安 

ＡＡ 目標を十分に達成し、期待以上の成果が得られた。 90％超 

Ａ 目標を概ね達成し、ほぼ期待どおりの成果が得られた。 70～90％ 

Ｂ 目標を半分以上達成し、ある程度の成果が得られた。 50～70％ 

Ｃ 目標をあまり達成できず、成果が少なかった。 30～50％ 

Ｄ 目標をほとんど達成できず、成果がなかった。 30％未満 
 
 （2）教育振興協議会での検討 

   自己点検評価したものについて、市民の各層から構成された委員（公募含む）10人に 

  よる黒部市教育振興協議会において、客観的な視点で検討する。 

 

  【黒部市教育振興協議会名簿】（任期：平成25年４月1日～平成26年３月31日） 

役職 氏 名 職 業 等 

会 長 川 村 昭 一 黒部市自治振興会連絡協議会 

副会長 高 野 早 苗 黒部市社会教育委員 

委 員 植 木 眞 人 黒部商工会議所 

委 員 宮 﨑 幸 子 黒部農業協同組合 

委 員 白 川 正 秋 黒部市体育協会 

委 員 本 島 直 美 黒部市ＰＴＡ連絡協議会 

委 員 中   博 信 黒部市小学校長会 

委 員 熊 野 勝 巳 黒部市中学校長会 

委 員 伊 藤 節 子 公募委員 

委 員 朝 倉 弘 子 公募委員 
 
 （3）学識経験者の知見の活用 

   黒部市の教育に関し学識経験を有する方から、教育委員会の自己点評価に対する意見 

を聴き、報告書に記載する。 
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 （4）議会への報告及び公表 

   点検評価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、教育委員 

   会等窓口での閲覧及び黒部市のホームページへの掲載等により公表する。 
 
 （5）スケジュール 

  ・ 8月21日  事務局内で検討・原案作成 

・ 8月27日  定例教育委員会へ報告、教育振興協議会に諮問 

・ 8月29日    教育振興協議会で検討（１回目） 

・ 9月18日    教育振興協議会で検討（２回目） 

・ 9月27日   定例教育委員会で決定、学識経験者に送付 

  ・11月 21日   学識経験者の意見追加、報告書完成 

  ・12月 ３日    市議会に提出 

  ・12月 17日    公表（窓口閲覧、ホームページ掲載等） 

２ 
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Ⅱ 点検評価の結果 
 
１ 教育委員会の運営状況 
 

（1）教育委員会委員（平成25年３月31日現在） 

職名 氏名 年齢 性別 任期 役職 備考 

委員長 うる ま  なか ろう 56 男 
H21. 5.10 

～H25. 5. 9 

委員長 

H24. 5.10～ 

非常勤 

（保護者） 漆 間 中 郎 

委員長 

職務代理者 
やなぎはら  さ ち こ 60 女 

H22. 5.10 

～H26. 5. 9 

 非常勤 

 柳 原 幸 子 

委員 
ふく た    ゆたか 

63 男 
H23. 5.10 

～H27. 5. 9 

 非常勤 

 福 田   豊 

委員 
むら た  さと  し 

43 男 
H24. 5.10 

～H28. 5. 9 

 非常勤 

（保護者） 村 田 聖 士 

委員 

（教育長） 

なか やま   けい  いち 
67 男 

H18. 5.10 

～H26. 5. 9 

教育長 

H20. 5.12～ 

常勤 
中 山 慶 一 

 

（2）教育委員会の開催状況 

  ・開催回数  定例会12回、臨時会３回 

  ・審議件数  議案16件（可決16件）、協議２件、報告50件 

 

（3）教育委員会行政組織（網掛部分は教育機関）     （平成25年３月31日現在） 

教育委員会 

（教育長） 
教育部長 

学校教育課 

庶務係、施設係、 

学校教育班学校教育係 

小学校（11校）、 

中学校（４校）、 

生涯学習スポーツ課 

生涯学習係、女性青少年係、スポー

ツ健康係、文化財保護班文化財係、 

美術館、市立公民館（17館）、 

吉田科学館、歴史民俗資料館、 

郷土文化保存伝習館、働く婦人の家、 

勤労青少年ホーム、ふれあい交流館、 

総合体育センター、 

宇奈月体育センター、 

健康スポーツプラザ、錬成館 

図書館 奉仕係、図書館構想推進班 

学校給食センター 庶務係 

教育センター  

教育班 

(こども支援課) 

幼稚園（４園）          
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２ 平成２４年度黒部市教育の方針 

 
 

黒黒黒黒    部部部部    市市市市    民民民民    憲憲憲憲    章章章章 
  わたしたちの黒部市は、黒部川の源流北アルプスから富山湾にいたる、緑ゆたかな名水の里です。 
 その清らかな水と肥沃な扇状地は独自の歴史と文化、産業を育んできました。かけがえのないこのふ 
 るさとを誇りとし、さらに発展させるため、わたしたち市民一人ひとりがまちづくりの主役となりま 
 しょう。 
  わたしたちは、 
  一、水と緑をいつくしみ、うるおいのあるまちをつくります。 
  一、伝統に創意をかさね、個性のあるまちをつくります。 
  一、働くことを喜びとし、活力のあるまちをつくります。 
  一、思いやりの心を大切にし、温もりのあるまちをつくります。 
  一、世界の人々と交流を深め、魅力のあるまちをつくります。 
 
 
 
 国際化、情報化及び少子高齢化等の進展にともない教育をめぐる様々 な課題が生じているなか、黒部市教育委員会は、
黒部市民憲章の精神のもと、市民一人ひとりが生涯を通じて主体的に学習し、心身ともに健康で充実した生活を送るこ
とができる地域社会を実現するため、関係機関との緊密な連携のもと、家庭・学校・地域社会がそれぞれの役割を果た
して点検・評価を受けながら、一体となって教育施策を推進する。 
 
 
１１１１    人間性の基礎を培う家庭地域教育人間性の基礎を培う家庭地域教育人間性の基礎を培う家庭地域教育人間性の基礎を培う家庭地域教育                                                                                         

【家庭】 
・ 子どもの人間形成の基礎を培う家庭の教育力の向上を図るため、子育て講座などの家庭教育に関す 

る学習機会の提供に努める。 
・ 子どもの健康な心と体をはぐくむため、親子や地域の人々との世代間のふれあい・交流の機会を多 

くするよう努める。    
・ やすらぎのある明るい家庭づくりができるよう、子育て支援体制の整備・充実に努める。 

【地域】  
・ 幼児・児童・生徒の地域や環境への意識を高め、社会性や実践力を育成するため、郷土の伝統や文 

化などの特色を生かした社会体験や自然体験、ボランティア活動などの豊かな体験活動を地域ぐる 

みで推進する。 
・ 保育所・こども園・幼稚園が、地域の幼児教育センターとして子育て支援機能を十分発揮できるよ 

うにするため、「親と子の育ちの場」の役割を果たすよう努める。 

 

 

２２２２    心身ともに健康で学ぶ意欲を育てる学校教育心身ともに健康で学ぶ意欲を育てる学校教育心身ともに健康で学ぶ意欲を育てる学校教育心身ともに健康で学ぶ意欲を育てる学校教育 

【学校・幼稚園等】 
・ 学校（園）において、幼児・児童・生徒や地域の実態等に応じた教育課程の編成と創意工夫ある教 

育活動を推進する。 
・ 学校（園）評価を生かし、市民の信頼に応える開かれた学校・こども園・幼稚園づくりを推進する 

ため、家庭や地域との連携を深める。                      
・ 保育所・こども園・幼稚園、小学校、中学校の一貫した教育方針を推進するため、参観や体験等を 

通して相互の交流を深める。 

【確かな学力】 

・「確かな学力」を身に付けさせるため、各教科等において、基礎的・基本的な知識・技能の定着と 

思考力・判断力・表現力、主体的に学ぶ意欲などの育成を図るとともに、個に応じた指導の充実に 

努める。また、家庭と連携を図り、学習習慣の確立に努める。 
・ 論理的に思考して表現する能力、互いの考えや立場を尊重して伝え合う能力の育成等、各教科にお 

ける言語活動を充実する。 
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・ 学び合い、高め合う学習活動の充実を図るため、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など、学習指導や学習形態を工夫する。 

【国際化教育】 
・ 英語による総合的なコミュニケーション能力を育成するため、楽しみながら学習し、相手を理解し 

ながら自分を表現する「英会話科」の充実に一層努めるとともに、海外姉妹都市と連携した派遣及 

び受入研修など、基礎・実践・応用の各段階における魅力的な教育プログラムの充実により、児童・ 

生徒の英語に対する学習意欲の向上を図る。 
・ 日本や郷土の文化・伝統を尊重するとともに、様々な文化をもつ人々と共生する資質や態度を育て 

るため、国際理解教育、帰国児童生徒・外国人児童生徒教育を地域ぐるみで推進する。 

【特別支援教育】 
・ 特別に支援が必要な幼児・児童・生徒への教育を推進するため、支援体制を整備するとともに、専 

門機関等と連携を図りながら、一人ひとりのニーズに応じた適切な特別支援教育を推進する。 

【心の教育】 
・ 生命を大切にし、感動する心をもった豊かな人間性をはぐくむため、人間を尊重する道徳教育や自 

然に親しむ体験活動の充実を図るなど、教育活動の全てにおいて「心の教育」を推進する。 
・ 幼児・児童・生徒の自尊感情を高め、自己を律する能力の育成を図るため、いじめや不登校を生ま 

ない積極的な生徒指導の推進と教育相談体制の整備・拡充に努める。 

【読書・情報教育】 
・ 豊かな感性や創造性をはぐくむため、幼児・児童・生徒が図書に親しむ読書環境の整備に努めると 

ともに、市立図書館とも連携しながら、読書活動を推進する。 
・ 情報や情報手段を適切に活用する能力や情報モラルを育成するため、発達段階に応じた情報教育を 

推進する。 

【キャリア教育】 
・ 児童・生徒一人ひとりが自己理解を深め、主体的に進路を選択できるよう、望ましい勤労観や職業 

観の育成に努める。 

【健康・体力】 
・ 健康で豊かな生活を送る習慣の定着を図るため、学校給食等による食に関する教育、自己管理に基 

づく心身の健康づくり、運動に親しみながら体力を培う体育科教育を核とした体力つくりを推進する。 

【安 全】 
・ 学校・こども園・幼稚園等の安全な環境づくりのため、保護者や地域住民と共に幼児・児童・生徒 

を守る地域ぐるみのネットワークづくりを推進する。 
・ 事故や災害、不審者等への幼児・児童・生徒の判断力や対応力を高めるため、生活安全や交通安全 

などの安全教育や防災・防犯教育を一層推進する。 

【教育環境の整備】 
・ 安全で安心して学習できる環境を整備するため、小中学校施設の耐震補強及び改築の計画的実施、 

高度情報化に対応したＩＣＴ機器など設備・備品の整備及び保守点検に努める。 
・ 児童生徒が望ましい教育環境のなかでたくましく育つように、今後の児童生徒数の見通し、耐震性 

等施設の状況、通学上の安全性などを考慮しながら、保護者及び地域の理解と協力のもと、適正な 

学校規模（児童生徒数、学級数）を実現するよう努める。 

 

 

３３３３    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 

【機会の提供】 
・ 自主的・主体的に学ぶことのできる場及び機会を提供するため、市民の多様な学習ニーズに応じ、 

市立図書館、公民館及び博物館等の施設の充実を図る。 

【青少年の健全育成】 
・ 青少年の社会性をはぐくむため、地域において多様な体験活動の場を提供するなど、家庭・学校・ 

地域社会の連携のもとに青少年の健全育成に努める。 
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【女性活動事業の推進】 
・ 男女共同参画社会の実現に向け、「くろべ男女共同参画プラン」に基づいた、女性の自発的な活動 

を支援するとともに、男女共同参画都市宣言等の普及啓発活動の推進を図りながら、地域・企業・ 

学校等の社会全体が連携して取り組む。 

【市民文化活動の推進】 
・ 市民の文化活動を推進するため、優れた文化・芸術を鑑賞したり親しんだりすることのできる機会 

を増やすとともに、自発的に新しい創作活動ができるよう芸術文化活動の支援・育成に努める。 

【文化遺産の保護・継承】 
・ 地域の伝統文化による郷土愛の醸成や高揚を図るため、芸能・伝統行事等の保存伝承活動を支援す 

る。また、文化財の保護・調査研究、市民への地域文化の普及に努めるとともに、立山・黒部の世 

界文化遺産登録に向けた取り組みの強化を図る。 

【市民ひとり１スポーツの推進】 
・ 市民一人ひとりが、それぞれのライフスタイルに応じて、多様なスポーツに主体的かつ継続的に親 

しむことができるようにするため、市体育協会や地区体育協会と協働し、地域との連携を図りなが 

らスポーツ機会の充実を図る。また、地域住民が主体となったスポーツ活動を推進するために、ス 

ポーツ推進委員や総合型地域スポーツクラブの活動を通じて地域力の醸成を図り、「市民ひとり１ 

スポーツ」の更なる定着に努める。 

【スポーツ施設の整備・充実】 
・ 気軽にスポーツを楽しむことができるよう施設整備を計画的に進めるとともに、身近で利用しやす 

い施設となるよう利便性の向上及び安全管理の強化を図る。 

【競技力の向上】 
・ 優秀なクラブチームや全国・ブロック大会で活躍する選手を育成するための支援を行う。また、市 

体育協会が中心となり各競技協会等の活動を支援することで、クラブチーム等への連携・支援体制 

を強化し、富山県民体育大会での総合優勝等を目指すための各種競技力向上を図る。  

【スポーツを通じた地域振興】 
・ 生涯を通じて豊かなスポーツライフを送ることができる生涯スポーツ社会を実現するため、全国規 

模の各種大会を開催し、全国トップレベルのプレー観戦の場を市民に提供することで、競技力向上 

に寄与するとともに、スポーツに対する興味・関心を高める。また、大会を通じて黒部市を訪れた 

選手・観客に本市の素晴らしさをＰＲするとともに、スポーツを通じて地域の活性化を図る。 
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３ 教育委員会の事務事業の執行状況 
(１) 人間性の基礎を培う家庭地域教育 

施策の分野 ① 家庭 

方針・目標 

子どもの人間形成の基礎を培う家庭の教育力の向上を図るため、子育て講座などの

家庭教育に関する学習機会の提供に努める。 

 子どもの健康な心と体をはぐくむため、親子や地域の人との世代間のふれあい・交

流の機会を多くするよう努める。    

 やすらぎのある明るい家庭づくりができるよう、子育て支援体制の整備・充実に努

める。 

 

個別事業名 （１）親子での体験事業（１）親子での体験事業（１）親子での体験事業（１）親子での体験事業((((親子親子親子親子自然体験教室・食育教室自然体験教室・食育教室自然体験教室・食育教室自然体験教室・食育教室))))    

担当課等 生涯学習スポーツ課 生涯学習係・女性青少年係 

事 業 費 

実績 計(千円) （国費) (県費) (その他) (一般財源) 

H23 360  360  0 

H24 240  240  0 

趣 旨 等 
（本来の目標・目的・対象・意図） 

自然体験や食育の学習を推進することで家庭での親子の絆を強める。 

実績・成果 

 

（数値を用いて具体的に、前年等とも比較） 

小学生を対象に公民館において自然体験事業、食育事業を実施した。 

① 自然体験事業（中央公民館、内山公民館、下立公民館で実施） 

 ちまき作り、陶芸、歴史・防災体験、ジャガイモの袋栽培、川原で昼食つくり、 

宇奈月温泉探索、パエリア作り、親子まちあるき体験、リース作り等を実施。 

親子や三世代交流を行うことで家族や地域のつながりが強まった。 

    開催回数 受講者数  

H23   17回  847人 

H24     12回   463人 

 

② 食育事業（中央公民館で実施） 

中央公民館で全地区対象の親子食育教室を 2 回（学校給食の人気メニュー、米粉

のあったかメニュー）開催。地場産食材を使い、食の楽しさやきちんと食事するこ

との大切さを学んだ。他校の児童と一緒に活動することで親も子も新たな交流ができた。 

 開催回数 受講者数 

H23 2回 43人 

H24 2回 51人 
 

点検・評価 

総合評価  ＡＡＡＡ  （５段階評価：ＡＡ,Ａ,Ｂ,Ｃ,Ｄのいずれかを記載） 
（上記の評価をした理由） 
 ３年目となる自然体験事業は、県公民館連合会からの委託事業のため実施公民館が減り、

回数や受講者数が減となったが、子どもたちが黒部の豊かな自然を全身で感じ、楽しんで

学びを深められるような体験が多くできた。また、この活動を通して、地域の方々との交

流を深めることもできた。 

 食育教室は、市学校給食センター栄養士の協力のもと、実施している。 

課題・改善 

自然体験事業では、参加申し込みが多く、お断りする行事もあった。学校を通した

ＰＲに効果があり、今後とも参加しやすい体制を検討したい。 

 食育教室は、調理実習になると 1 回の参加者の数が限られるため、他課との連携に

より実施方法を検討し、より多くの方に効果的な学習を提供できるよう検討したい。 

今後の方向 

（継続・拡充・縮小・廃止などを判断） 

 家庭以外の場で、親子でともに体験をしたり、子どもたちが体験したことを家庭で

話をしたりするということが、家庭教育支援につながると考えるため、事業の継続を

図る。今後、実施公民館や回数、参加者を増やすように努める。 
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個別事業 （２）成人式の開催（２）成人式の開催（２）成人式の開催（２）成人式の開催    

担当課等 生涯学習スポーツ課  女性青少年係 

事 業 費 

実績 計(千円) （国費) (県費) (その他) (一般財源) 

H23 760    760 

H24 725    725 

趣 旨 等 

（本来の目標・目的・対象・意図） 

 成人を迎える青年の希望に満ちた第一歩としての成人式を市全体で祝福する。成

人者が社会人としての自覚を深め、また、ふるさとの良さを再認識してもらうよう

な式を目指す。成人者自身で作り上げる成人式を目指し、希望に満ちた門出となる

よう進める。 

 

実績・成果 

（数値を用いて具体的に、前年等とも比較） 

 成人式出席者  

年 度 成人者数 参加人数 参加率 

H23 395人 344人 87.1% 

H24 394人 351人 89.1% 

 

 

 

 

 

昨年から引き続き成人者10名で実行委員会を立上げ、成人式アトラクションの内

容、記念品等について決定した。 

司会、国歌斉唱のピアノ伴奏を成人者が行った。 

成人となって初めての社会貢献として、カンボジアへの不要文房具寄附、また、

ﾍﾟｯﾄﾎﾞﾄﾙのｴｺｷｬｯﾌﾟ運動にも引き続き取り組んだ。 

 

 

点検・評価 

総合評価  ＡＡＡＡＡＡＡＡ  （５段階評価：ＡＡ,Ａ,Ｂ,Ｃ,Ｄのいずれかを記載） 

（上記の評価をした理由） 

成人者による実行委員会を立上げ、予算等の制約のある中、自分達で思い出に残

る成人式にしようと成人者が意見を出し合い、記念品に自分たちの思いを込める事

ができた。成人者が司会やあらゆる場面で積極的に参加していたことで成人者中心

の成人式となり、列席者からは好評を得た。 

効率的な全体運営を心掛けたため、地区主催の記念撮影が定刻に終了した。 

課題・改善 

（具体的な改善内容を記載） 

成人者実行委員の募集を市報掲載したが応募はなかったため、成人者を知る方か 

らの情報で実行委員を集めた。今後も実行委員の募集に工夫が必要である。 

また、仕事や学校の関係で何度も集まってもらうことができないため、作業を分

担して行うなどしたが、効果的な実行委員会のあり方について、今後も検討が必要

である。 

今後の方向 

（継続・拡充・縮小・廃止などを判断） 

成人式は今後も成人者の意向を尊重した式を目指しながら、中心となる成人者実 

行委員会を継続し、より成人者手作りの式となるよう進める。 
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施策の分野 ② 地域 

方針・目標 

 幼児・児童・生徒の地域や環境への意識を高め、社会性や実践力を育成するため、郷

土の伝統や文化などの特色を生かした社会体験や自然体験、ボランティア活動などの豊

かな体験活動を地域ぐるみで推進する。 

 保育所・こども園・幼稚園が、地域の幼児教育センターとして子育て支援機能を十分

発揮できるようにするため、「親と子の育ちの場」の役割を果たすよう努める。 

 

個別事業 （１）放課後子ども教室推進事業（１）放課後子ども教室推進事業（１）放課後子ども教室推進事業（１）放課後子ども教室推進事業    

担当課等 生涯学習スポーツ課 女性青少年係 

事 業 費 

実績 計(千円) （国費) (県費) (その他) (一般財源) 

H23 1,400 450 450  500 

H24 1,356 414 414  528 

趣 旨 等 

（本来の目標・目的・対象・意図） 

少子高齢化、核家族化の増加等、子どもを取り巻く社会環境の変化によって、家庭の

教育力が低下し、地域ぐるみの子育てが重要視されている。 

学校や公民館等を活用し、地域の方々の参画を得て、子どもたちの学習やスポーツ・

文化活動、地域住民との交流を行い、子どもたちが地域社会の中で心身ともに健やかに

育成される環境づくりを推進していく。 

実績・成果 

（数値を用いて具体的に、前年等とも比較） 

黒部市内８地区（生地・東布施・村椿・三日市・前沢・荻生・宇奈月・石田）で放課

後や休日に、地域の人材と特色を生かした自然体験、文化活動、ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ活動等を実施

した。 

 内容としては祭囃子教室や、まち歩き、茶道、工作、料理教室、ニュースポーツ教室

など、各地区の特色を生かした教室を開催している。 

 年度当初と年度途中に各地区の担当者を集めた担当者会議を開催し、事務説明や、各

地区の教室の情報交換や意見交換を行い、地区間の連携に努めた。 

 

年度 実施校区数 教室回数 参加児童数 指導者数 

H23 ７校区 144回 3,507人 472人 

H24 ８校区 154回 3,530人 489人 
 

点検・評価 

総合評価 ＡＡＡＡ    （５段階評価：ＡＡ,Ａ,Ｂ,Ｃ,Ｄのいずれかを記載） 
（上記の評価をした理由） 

 地域の特色を生かした教室を各校区で実施することで内容が充実し、地域に定着して

きた。各地区の指導者や安全管理員には、子どもたちの体験のサポートを毎回熱心に行

っていただいている。祭囃子教室や郷土料理教室などでは地域文化に触れることがで

き、文化の継承にもつながっている。 

課題・改善 

（具体的な改善内容を記載） 
放課後子ども教室を未実施の校区があるため、黒部市の子どもたちが平等に体験活動

を行えるよう、活動校区数を増やしていく必要がある。また活動を継続的に実施してい

くために、地域での指導者を確保するとともに各地区の学童保育との事業のあり方を検

討する必要がある。 

 

今後の方向 

（継続・拡充・縮小・廃止などを判断） 

 放課後子ども教室推進事業は継続し、今後、活動校区を増やすよう働きかける。指導

者の確保については、引き続きスポーツ推進委員等の協力を図るとともに、団塊世代、

地元指導者を巻込みながら、地域の子どもは地域で育てていくという意識づくりを進め

る。 
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 (2)心身ともに健康で学ぶ意欲を育てる学校教育 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施策の分野 ① 学校・幼稚園等 

方針・目標 

 学校（園）において、幼児・児童・生徒や地域の実情等に応じた教育課程の編成と創

意工夫ある教育活動を推進する。                      

 学校 (園)評価を生かし、市民の信頼に応える開かれた学校・こども園・幼稚園づく

りを推進ため、家庭や地域との連携を深める。 

 保育所・こども園・幼稚園、小学校、中学校の一貫した教育方針を推進するため、参

観や体験等を通して相互の交流を深める。 

個別事業名 （１）（１）（１）（１）学校評価の取り組み学校評価の取り組み学校評価の取り組み学校評価の取り組み    

担当課等 学校教育課 学校教育係 

事 業 費 

実績 計(千円) （国費) (県費) (その他) (一般財源) 

H23 0        0 

H24 0        0 

趣 旨 等 

（本来の目標・目的・対象・意図） 
【学校運営の評価】 

各校の学校運営や教育活動を客観的・総合的に評価し、課題をはっきりさせ、改善・

充実を図る。 

【学校アクションプラン】 

 各校が知・徳・体にわたって、それぞれに数値目標を設定したアクションプランを作

成し、達成状況について結果を公表し、外部評価を依頼することによって、地域に開か

れ地域に信頼される学校づくりに取り組む。 

【学校評議員制】 

 平成19年4月に黒部市学校評議員規定を設け、平成19年度から引き続き実施してい

る。各校に 4～8 名の評議員を校長の推薦を基に委嘱した。校長は必要に応じて評議員

による会議を招集した。（年に3回が多い。）この評議員会において、学校運営評価の結

果を提示し、外部評価として意見を聴いた。 

実績・成果 

（数値を用いて具体的に、前年等とも比較） 
【学校運営の評価】 

全小中学校で学校評価を実施した。実施内容は、各校で違いはあるが、教育活動に対

する児童生徒による評価、保護者による評価、教職員による評価をアンケート式調査で

実施した。結果については学校評議員会や学校だより等で知らせた。 

また、教職員の自己申告・自己評価（校長へ提出）もおこなわれている。24年度も校

長の自己申告・自己評価を教育長への報告事項とした。９月に中間報告として面談を行

い、2月に最終報告を受けた。 

【学校アクションプラン】 

 知育・徳育・体育の３つの観点から具体的な取組目標を掲げ、達成率によって検証し

ている。具体目標の主なものは、家庭学習時間、あいさつの推進、運動の日常化等であ

る。 

【学校評議員制】 

 学校運営についての児童生徒アンケート、教職員アンケート、保護者アンケートを実

施し、その結果を学校評議員へ公表してアドバイスをもらうことで、日々の教育活動の

課題が明確になり、目標等を見直すことができた。 

点検・評価 

総合評価 ＡＡＡＡ    （５段階評価：ＡＡ,Ａ,Ｂ,Ｃ,Ｄのいずれかを記載） 
（上記の評価をした理由） 

校長の自己申告・自己評価を24年度も教育長面談として実施した。 

各校の教育活動評価は年々見直しがなされ、結果を次年度の目標に生かすなどＰＤＣ

Ａサイクルが確立してきている。 

課題・改善 

（具体的な改善内容を記載） 

アクションプランの達成率や課題、成果等を吟味し、具体的な改善の手だてを講じる

よう指導する。 

今後の方向 
（継続・拡充・縮小・廃止などを判断） 

継続実施する。 
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個別事業名 （２）（２）（２）（２）幼・保・小・中学校の連携幼・保・小・中学校の連携幼・保・小・中学校の連携幼・保・小・中学校の連携    

担当課等 学校教育課 学校教育係 

事 業 費 

実績 計(千円) （国費) (県費) (その他) (一般財源) 

H23 0        0 

H24 0        0 

趣 旨 等 

（本来の目標・目的・対象・意図） 
幼・保・小・中で、連携し、研修会、相互参観、幼児観察、連絡会、中学校区

別校長懇談会等を計画し、交流を図りながら、小1プロブレムや中1ギャップの
解消等に役立てる。 
幼児期から小学校期、さらに中学校期への発達や学びの連続性を確保し、幼・

保・小・中が連携した研修体制等を整備し、保育や授業の相互理解に努め、円滑
な接続を図る。 

実績・成果 

（数値を用いて具体的に、前年等とも比較） 
【のびのび５歳児育みフォーラム】 
 幼・保・小の教員、保育士と保護者の連携を推進することにより、子どもたち
の社会性・規範意識のめばえを育むとともに、幼児教育と小学校教育の円滑な接
続を図るよう努めた。 
【相互参観】 
 幼・保と小学校の教員が相互に授業を参観した。小中においても通常訪問研修
や授業参観日に相互参観をした。小学校では、生活科において年長組との交流が
行われた。 
【幼児観察・連絡会】 
 各小学校では、教員が行事等の機会をとらえて、校区の幼稚園、保育所へ出向
き、幼児観察や連絡会などを実施した。 
【中学校区別校長懇談会】 
 中学校区を単位にした小中校長懇談会を開催し、小中９年間の継続した指導に
ついて協議した。 
【幼小中学校の連携に係る調査】 
 県教委の幼・保・小学びをつなぐ『わくわく・きときとカリキュラム』の活用
推進に向けて各校の状況を把握した。 
【生活科】 
保育所・幼稚園と小学校との円滑な接続を目指して、各小学校では生活科の授

業の中でいっしょに活動する機会を設けている。 

点検・評価 

総合評価 ＡＡＡＡ    （５段階評価：ＡＡ,Ａ,Ｂ,Ｃ,Ｄのいずれかを記載） 
（上記の評価をした理由） 
相互参観は、幼・保・小・中ともに必要性が認識され、相互訪問が増えている。 
特に、小学校と中学校の学校訪問研修会では教員の相互授業参観が活発に行わ

れた。中学校区別校長懇談会において小中一環した指導内容を決めて実践するこ
とができた。 

課題・改善 

（具体的な改善内容を記載） 

県教委が実施する「のびのび５歳児育み連携推進校区事業」等を通して幼・保・
小の連携を進める。連携の重要性は増しており、今後共積極的に推進する。 
小中間の授業交流や合同研修なども、今後の広がりを期待したい。 
接続を意識して指導事項を系統的に整理しながら、年間計画を見直すことが必

要である。 

今後の方向 
（継続・拡充・縮小・廃止などを判断） 

継続実施する。 
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個別事業名 （３）（３）（３）（３）適応指導教室（ほっとスペース）事業適応指導教室（ほっとスペース）事業適応指導教室（ほっとスペース）事業適応指導教室（ほっとスペース）事業    

担当課等 学校教育課 学校教育係 

事 業 費 

実績 計(千円) （国費) (県費) (その他) (一般財源) 

H23 2,813    2,813 

H24 2,987    2,987 

趣 旨 等 

（本来の目標・目的・対象・意図） 

小中学校の不登校児童生徒を適応指導教室「ほっとスペース」（黒部市勤労青

少年ホーム内）においてあずかり、学校や関係諸機関と連携をとりながら、様々

な援助や指導を行い、子どもたちの社会性や協調性を養い、自立心を培って学校

生活への復帰を支援する。 

実績・成果 

（数値を用いて具体的に、前年等とも比較） 

 
年度 通級者数 相談件数（来所） 
H23 3人 109件（64件） 
H24 7人 183件（88件） 

 
学校へ行けず、家に閉じこもっていた子どもたちが、家から外へ出て人と交わ

ることができるようになり、子どもたちとの話合いを積み重ねていくうち、表情
が豊かになり、意欲的な姿勢が見られるようになってきている。  
適応指導教室へ通所していた生徒が高校へ進学した。また、ほっとスペースへ

通いながら、児童生徒は、基本的な生活習慣・人間関係・学力等を身に付け学校
復帰に向けて着実に歩んでいる。 
Ｈ20年度からは夏休みも週２回程度開設し、生活習慣の乱れを防止するととも

に、友達との交流を深めたり、自分の目標に応じた学習に取り組んでいる。 

また、月１～２回の黒部市教育センター所員との合同ミーティング、個別の指

導計画の作成と評価を適宜実施した。 

点検・評価 

総合評価 ＡＡＡＡ    （５段階評価：ＡＡ,Ａ,Ｂ,Ｃ,Ｄのいずれかを記載） 
（上記の評価をした理由） 

心の居場所として価値のある教室になっている。指導員と保護者の信頼関係、

保護者同士の好ましい人間関係が形成されつつある。 

夏休みも開くことで生活のリズムを保ち、２学期にもつなげるようになった。 

7名中、6名が学校復帰（部分復帰を含む）した。 

課題・改善 

（具体的な改善内容を記載） 

・利用施設が休館日となっている月曜日の対応や、指導や支援に必要な部屋の確

保など、一層の充実に工夫していく必要がある。 

・年度末、年度当初は各校にSC（スクールカウンセラー）が配置されず、相談件

数が増えるため、十分に対応することが出来ない。 

今後の方向 

（継続・拡充・縮小・廃止などを判断） 

環境整備を整え、個々にあった支援を継続する。 
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個別事業名 （４）（４）（４）（４）奨学資金貸付・給付事業奨学資金貸付・給付事業奨学資金貸付・給付事業奨学資金貸付・給付事業    

担当課等 学校教育課 学校教育係 

事 業 費 

実績 計(千円) （国費) (県費) (その他) (一般財源) 

H23 19,920   11,912 8,008 

H24 18,960   13,976 4,984 

趣 旨 等 

（本来の目標・目的・対象・意図） 

 有用な人材の育成を図るため、成績優秀であるが学資の支弁が困難な者に対

し、奨学資金を貸付又は給付する。 

実績・成果 

（数値を用いて具体的に、前年等とも比較） 

 

貸付（短大・大学生、大学院生）   

年度 採用枠 出願者数 決定者数 

H23 12人 12人 12人 

H24 12人 14人 12人 

 

給付（高校生） 

年度 採用枠 出願者数 決定者数 

H23 8人 1人 1人 

H24 8人 11人 8人 
 

点検・評価 

総合評価 ＡＡＡＡ    （５段階評価：ＡＡ,Ａ,Ｂ,Ｃ,Ｄのいずれかを記載） 
（上記の評価をした理由） 

世帯の収入を基に家計点を算出し、公正に判断した。 

給付について周知に努めた結果、出願者増となった。 

また、返還は滞りなく行われている。 

課題・改善 

（具体的な改善内容を記載） 

年度によって出願者数にばらつきがある。 

予算執行額も年度によって変動が大きくなっている。 

 

今後の方向 

（継続・拡充・縮小・廃止などを判断） 

今後も奨学資金制度について周知に努める。 
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個別事業名 （５）（５）（５）（５）就学援助事業就学援助事業就学援助事業就学援助事業    

担当課等 学校教育課 学校教育係 

事 業 費 

実績 計(千円) （国費) (県費) (その他) (一般財源) 

H23 32,401 629  4,022 27,750 

H24 34,600 668  5,304 28,628 

趣 旨 等 

（本来の目標・目的・対象・意図） 

 経済的事情によって小学校及び中学校に就学することが困難な児童生徒や特別

支援を要する児童生徒の保護者に対し、就学に必要な援助を行う。 

実績・成果 

（数値を用いて具体的に、前年等とも比較） 

 

小学校 

年

度 

要 

保護 

準要 

保護 

特別  

支援 

援助費 

(千円) 

日スポ等  

(千円) 

給食費助成 

金等(千円) 

事業費計 

(千円) 

H23 5人 129人 42人 9,656 2,937 4,482 17,075 

H24 3人 130人 39人 9,789 3,334 4,584 17,707 

    

中学校 

年

度 

要 

保護 

準要 

保護 

特別  

支援 

援助費 

(千円) 

日スポ等  

(千円) 

給食費助成 

金等(千円) 

事業費計 

(千円) 

H23 4人 96人 11人 12,472 2,854 - 15,326 

H24 4人 96人 15人 13,190 3,703 - 16,893 

    

 就学に要する経費（学校給食費・学用品費・通学用品費・校外活動費・修学旅行費・

新入学児童生徒学用品費・通学費・交流学習交通費等）の一部を援助、日スポ納付金の

一部を補助、第３子に給食費の一部を助成した。 

点検・評価 

総合評価 ＡＡＡＡ    （５段階評価：ＡＡ,Ａ,Ｂ,Ｃ,Ｄのいずれかを記載） 
（上記の評価をした理由） 

特別支援の中学生が増加する傾向がみられ、保護者の経済的負担の軽減を図る必

要性がある。 

課題・改善 

（具体的な改善内容を記載） 

こども支援課と連携をはかり、年度途中の児童扶養手当受給対象者の転入・転

出・転居等に対し適正に対応を行った。 

今後の方向 

（継続・拡充・縮小・廃止などを判断） 

来年度以降も継続実施する。 
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個別事業名 （６）（６）（６）（６）幼稚園教育の充実幼稚園教育の充実幼稚園教育の充実幼稚園教育の充実    

担当課等 こども支援課 次世代育成支援班 次世代支援係 

事 業 費 

実績 計(千円) （国 費) (県 費) (その他) (一般財源) 

H23 48,974 0 708 38,784 9,482 

H24 224,389 0 245 179,619 44,525 

趣 旨 等 

（本来の目標・目的・対象・意図） 

幼児期にふさわしい遊びや生活を通して「多様な体験を通じた豊かな感性の

育成」や｢日常生活の中で喜んで話す、聞くなどの態度や基本的生活習慣の育成」

といった教育目標を達成すること。 

実績・成果 

（数値を用いて具体的に、前年等とも比較） 

 

 23年度 24年度 増減 

幼稚園数 ２園 ２園 ― 

学 級 数 ６級 ６級 ― 

園 児 数 85人 97人 12人 

決 算 額 48,974千円  224,389千円  175,415千円  
うち管理費 13,751千円  15,215千円  1,464千円  
うち就学援助費 1,571千円  1,050千円  △521千円  
うち大規模改造事業   33,652千円 208,124千円  174,472千円 

〔幼稚園長期休園日預かり保育〕 

夏休み、冬休み、及び春休みの長期休暇中において、中央幼稚園で預かり保

育を実施した。 

〔統合に向けた準備〕 

平成25年４月の２園の統合に向け、耐震化及び増改築工事等を実施した。 

 

点検・評価 

総合評価 ＡＡＡＡ    
 

（５段階評価：ＡＡ,Ａ,Ｂ,Ｃ,Ｄのいずれかを記載） 
（上記の評価をした理由） 

就労する保護者に対して、長期休暇中の預かり保育を実施したことにより、

幼稚園に入園できる機会を広めた。 

また、統合に向けた増改築工事は11月末に完了し、平成25年度からの統合

幼稚園開園への準備は順調に進んだ。 

課題・改善 

（具体的な改善内容を記載） 

母親の就労等により、幼稚園への入園希望児童数が減少傾向にある。 

幼稚園教育の情報発信及び環境整備を行う。 

今後の方向 

（継続・拡充・縮小・廃止などを判断） 

円滑な統合幼稚園の運営に向けた支援を行うとともに、統合により不要とな

った園舎の解体作業を実施する。 
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施策の分野 ② 確かな学力 

方針・目標 

 「確かな学力」を身に付けるため、各教科等において、基礎的・基本的な知識・

技能の定着と思考力・判断力・表現力、学ぶ意欲などの育成を図るとともに、個

に応じた指導の充実に努める。また、家庭と連携を図り学習習慣の確立に努める。 

 論理的に思考して表現する能力、互いの考えや立場を尊重して伝え合う能力の 

育成等、各教科における言語活動を充実する。 

 学び合い、高め合う学習活動の充実を図るため、発言の仕方、ノートの使い方、

話合いの仕方などの学習規律の確立に努めるなど、学習指導や学習形態を工夫する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

個別事業名 （１）（１）（１）（１）全国学力・学習状況調査全国学力・学習状況調査全国学力・学習状況調査全国学力・学習状況調査    

担当課等 学校教育課 学校教育係 

事 業 費 

実績 計(千円) （国費) (県費) (その他) (一般財源) 

H23 0         0 

H24 0         0 

趣 旨 等 

（本来の目標・目的・対象・意図） 

【全国学力・学習状況調査の分析】 

 小学６年生と中学３年生の児童生徒を対象に、学力と学習状況を把握・分析し、

改善を図ることを目的に黒部市として実施した。 

実績・成果 

（数値を用いて具体的に、前年等とも比較） 

市内の全小中学校（15校）が参加した。調査結果は、黒部市学力向上推進委

員会において分析し、12月に各校に配布した。それを受けて、各校では児童生

徒個人の結果にコメントをつけて知らせ、今後の学習に生かすようにした。保

護者へは、学校だより等で概要について知らせた。 

今年度、平均正答率については小学校は良好、中学校は極めて良好であった。

特に、中学校は、国語Ａ・Ｂ、数学Ａ・Ｂ、理科のすべてにおいて高いレベル

であった。小学校１１校の平均回答率の分布のばらつきが大きいことに課題が

見られ、今後の改善の必要が認められた。 

学習状況について、市内の児童生徒は、家庭において規律正しい生活（「朝食

を毎日食べる」「早寝早起き」等）を送っており家族関係が良好であることや規

範意識が高いことがうかがえた。課題が残る「読書に親しむ児童生徒の育成」「家

庭学習の習慣育成」に向けて家庭と連動した取り組みと継続していく。 

点検・評価 

総合評価 ＡＡＡＡ    （５段階評価：ＡＡ,Ａ,Ｂ,Ｃ,Ｄのいずれかを記載） 
（上記の評価をした理由） 

学力の状況について、市全体及び各学校が分析することで、課題が明確になり、

全職員で改善に向けて取り組むことができた。また、基本的な生活習慣や家庭学

習の定着について保護者の協力が得やすくなった。 

課題・改善 

（具体的な改善内容を記載） 

授業において、子どもたちの体験や学び合いを大事にしながら、今後も活用す

る力を育成する授業づくりに努めていく必要がある。 

今後の方向 
（継続・拡充・縮小・廃止などを判断） 

調査結果を生かしながら改善を図っていくため継続する。 
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個別事業名 （２）（２）（２）（２）教職員研修・研究教職員研修・研究教職員研修・研究教職員研修・研究委員会・研究指定校委員会・研究指定校委員会・研究指定校委員会・研究指定校    

担当課等 学校教育課 学校教育係 

事 業 費 

実績 計(千円) （国費) (県費) (その他) (一般財源) 

H23 165    165 

H24 303         303 

趣 旨 等 

（本来の目標・目的・対象・意図） 
【教職員研修】 
自ら考え自ら学ぶことができる「確かな学力」を育成するため、各教科等にお

いて、基礎基本の定着を図り、個々に応じた指導の充実に努める。 
教員としての資質の向上および指導力向上を図る。 

【研究委員会】 
社会科・理科・情報教育における地域教材等との見直しや作成、今日的な課題

の研修を行う。 
【学力向上市町村教育委員会プラン研究委託事業】 
桜井中、三日市小を拠点校として、学力向上に関する研究を推進するとともに、

成果を市内各校に還元する。 

実績・成果 

（数値を用いて具体的に、前年等とも比較） 
 「教員のニーズに応じた研修会」「明日に生きる研修会」にするよう、企画運
営に力を注いだ。 
【教職員研修】黒部市教育センターが中心となって実施したもの（参加者数） 

年度 Ｈ23 Ｈ24 
参加人数 606人 863人 

 学級運営研修会（39人）、地域理解研修会（9人）、ＩＣＴ活用研修会：基礎（13
人）、指導力向上研修会：理科(10人)、英会話実技研修会(10人)、とやま型学力
向上プログラム研修会（51人）、外国語活動研修会（202人）、 道徳の授業に関
する講演会（177人）、生徒指導講演会（179人）講師に学ぶ講演会（146人）、いじ
めに係る研究会（30人） 
【研究委員会】黒部市教育センターが中心となって実施したもの（参加者数） 
社会科研究委員会（小学校教諭11人、４回開催） 

 副読本「わたしたちの黒部市」の改訂作業を行った。 
理科研究委員会（小学校教諭６人、中学校教諭２人、４回開催） 
「新学習指導要領に付け加わった学習内容に関する学習教材を活用するための
実技研修会を実施する。 
情報教育研究委員会（小学校教諭11人、中学校教諭５人、３回開催） 
【学力向上市町村教育委員会プラン研究委託事業】 
事業・研修の公開を積極的に行う。また成果については24年 12 月に研究紀要

として、市内各小中学校等に配布された。 

点検・評価 

総合評価 ＡＡＡＡ    （５段階評価：ＡＡ,Ａ,Ｂ,Ｃ,Ｄのいずれかを記載） 

（上記の評価をした理由） 
ワークショップ型の研修会等を通して、実際に体験しながら指導の改善を図る

ことができた。 
県外から外部講師を招いたことで、道徳の授業に関する講演会やとやま型学力

向上プログラム研修会に多くの参加者を得て、教員の資質向上に役立った。 

課題・改善 

（具体的な改善内容を記載） 
研修会を新規に開催する場合は、他の研修会を減らすなどの精選化を図る必要

がある。 
今後も学力向上実践研究推進事業では、市内教職員を対象に外部講師等を招聘

し、指導力向上のための研修会を実施していきたい。 

今後の方向 
（継続・拡充・縮小・廃止などを判断） 
３事業とも来年度も継続実施する。 
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個別事業名 （３）（３）（３）（３）学校訪問学校訪問学校訪問学校訪問    

担当課等 学校教育課 学校教育係 

事 業 費 

実績 計(千円) （国費) (県費) (その他) (一般財源) 

H23 0           0 

H24 0           0 

趣 旨 等 

（本来の目標・目的・対象・意図） 

学校訪問研修は、各学校（園）の教育目標実現のため、富山県教育委員会・黒部市教

育委員会の指導方針に即し、学校（園）運営・教育指導及び研修に関して指導・援助し、

当面する課題を中心に解明を図り、教育実践の効果を高めることを目的とする。 
学習指導要領の趣旨を踏まえ、「一人ひとりを見つめ、育てる」教育指導と校内研修の

一層の充実を図るとともに、学習指導要領の確実な実施を図るため、課題の解決の取り
組みが円滑に進むよう援助する。 

実績・成果 

（数値を用いて具体的に、前年等とも比較） 

【通常学校訪問研修会への参加】 

 富山県教育委員会指導主事とともに学校訪問研修会を行った。黒部市教育委員会から

は、教育長、部長、課長、学校教育班長、市教育センターの所長と指導主事が研修会に

参加し、学習指導を中心に指導・助言した。可能な限り教育委員も参加し、感想や意見

を取組に活かした。 

【学校巡回訪問】 
 学校教育班長と黒部市教育センター所長及び指導主事が普段の学校教育活動等を参観
し、校長と学校運営全般について懇談し、指導・助言した。通常訪問研修会への参加だ
けでなく巡回訪問をすることにより、年に 2 回の学校訪問になった。１学期に訪問した
学校の課題等の変容を 2 学期に見ることができたことが成果として挙げられる。また、
校長との懇談の中で、教職員の勤務状況や健康状況についても把握することができ、次
年度の職員構成についての情報として活用できた。 
【成果の還元】 
 各校を訪問し、取組のすばらしい点や課題を報告書として、各々の学校に送付した。
また、市内の各校の授業改善の取組をセンターだよりに掲載し配付した。校内研修会で
活用されるケースが多かった。 

点検・評価 

総合評価 ＡＡＡＡ    （５段階評価：ＡＡ,Ａ,Ｂ,Ｃ,Ｄのいずれかを記載） 

（上記の評価をした理由） 
 巡回訪問については、校長から学校現場の実態や課題等の話を聞き、情報提供しても
らうことで、学校運営改善のための指導助言をすることができた。また、県教委からは
市独自の行政と教育現場の連携方法として評価されている。 

課題・改善 

（具体的な改善内容を記載） 
学校訪問を学校改善のよい機会と捉え、その意義を十分に理解しつつあるが、一層、

主旨を徹底したい。 

今後の方向 
（継続・拡充・縮小・廃止などを判断） 
来年度以降も継続実施する。 
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施策の分野 ③ 国際化教育 

方針・目標 

英語による総合的なコミュ二ケーション能力を育成するため、楽しみながら、相手

を理解し、自分を表現する「英会話科」の充実に一層努めるとともに、海外姉妹都市

交流研修事業・英語サマーキャンプ等、基礎・実践・応用の各段階における魅力的な

教育プログラムの充実を図り、児童・生徒の意欲の向上を図る。 

日本の郷土の文化・伝統を尊重するとともに、様々な文化をもつ人々と共生する資

質や態度を育てるため、国際理解教育、帰国児童生徒・外国人児童生徒教育を地域ぐ 
るみで推進する。 

 

個別事業 （１）（１）（１）（１）英会話科の実施英会話科の実施英会話科の実施英会話科の実施    

担当課等 学校教育課 庶務係 

事 業 費 

実績 計(千円) （国費) (県費) (その他) (一般財源) 

H23 38,213    38,213 

H24 38,136    38,213 

趣 旨 等 

（本来の目標・目的・対象・意図） 

 小中学校の児童生徒に、正式教科としての英会話科を実施し、英語コミュニケーシ

ョンの基礎を身に付けさせる。小学校はＡＬＴ・担任・英会話講師の３者で、中学校

はＡＬＴ・英会話講師の２者で指導する。 

実績・成果 

（数値を用いて具体的に、前年等とも比較） 

平成 20 年度に「特区」の指定は解除（全国的に「英語特区」が解除）されたが、

新たに文部科学省指定の「教育課程特例校」の指定を全小中学校が受け、特区と同様

のメリット（学習指導要領によらない独自の教育課程編成が可能）が継続している。 

単なる知識ではなく、コミュニケーションしようとする意欲とプレゼンテーション

能力の育成を心掛ける授業に努めた。 

平成24年度は、11月に全学校・全学級で英会話科の授業を公開し、保護者や地域

住民等に参観してもらった。 

取組状況としては、話す・聞くを基本に、小学校では、ＡＬＴと会話を楽しむ（エ

ンジョイ・トーキング）中学校では、ＡＬＴと会話を続ける（スピーキング・テスト）

を重視して取組んだ。 

中学３年生の英語検定３級以上の取得率（12月末現在） 

年度 黒部市 

Ｈ22 26.9％（ 107人/398人） 

Ｈ23 32.5％（ 126人/388人） 

Ｈ24 29.8％（ 115人/386人） 

 

指導力を向上させるための定例会議（研修会）を毎月実施し、互いの授業を視察し、

課題や改善点について話し合った。 

点検・評価 

総合評価    ＡＡＡＡＡＡＡＡ    （５段階評価：ＡＡ,Ａ,Ｂ,Ｃ,Ｄのいずれかを記載） 

（上記の評価をした理由） 

中学校３年生の英検３級取得率は年度により増減があるが、依然として全国平均を

上回っていると考えられる。 

英語コミュニケーションを楽しもうとする意欲が向上している。 

保護者向けのリーフレットを作成し、取組状況を周知した。 

課題・改善 

（具体的な改善内容を記載） 

小学校と中学校の連携が必要であり、連携を検討する必要がある。 

成果と課題を明確にし、平成25年度からわかりやすい年間指導計画書を作成する。 

今後の方向 
（継続・拡充・縮小・廃止などを判断） 

国では、小学校中学年の英語教育を検討しており、英会話科の取扱を注視する。 
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個別事業名 （２）（２）（２）（２）英語サマーキャンプ英語サマーキャンプ英語サマーキャンプ英語サマーキャンプ    

担当課等 学校教育課 庶務係 

事 業 費 

実績 計(千円) （国費) (県費) (その他) (一般財源) 

H23 500   200 300 

H24 480   180 300 

趣 旨 等 

（本来の目標・目的・対象・意図） 

ＡＬＴと小学５・６年生による２泊３日の英語合宿。一緒に生活をしながら、ワー

クショップ、スポーツ、キャンプファイヤー、バーベキューなどの活動を楽しみなが

ら、英語や外国文化に親しむとともに、英語コミュニケーション能力の向上を図る。 

定員約40人、各校に定員枠、参加者負担金5,000円/人としている。 

実績・成果 

（数値を用いて具体的に、前年等とも比較） 

児童が積極的にＡＬＴに話し掛け、自然に英会話を親しんでいた。 

ティームタイムで練習した英語や、豊かな表情と身体を使った表現により英語の物

語を発表し、また、最後に全児童が感想を英語で発表することができた。 

全てのプログラムがＡＬＴの工夫によるもので、バーベキューやスポーツなどは、

アメリカでよく行われるものを実施し、児童に異文化の新鮮な体験をさせることがで

きた。 

参加者アンケート 

質問（抜粋） Ｈ22 Ｈ23 Ｈ24 

「英語サマーキャンプはとても楽しかった」 87％ 75％ 89％ 

「英語サマーキャンプは楽しかった」 11％ 20％ 11％ 

「あまり楽しくなかった」「楽しくなかった」 2％ 5％ 0％ 
 

点検・評価 

総合評価    ＡＡＡＡＡＡＡＡ    （５段階評価：ＡＡ,Ａ,Ｂ,Ｃ,Ｄのいずれかを記載） 
（上記の評価をした理由） 

多くの児童が、英語のコミュニケーションを通して、メイン活動である英語ワーク

ショップやティーム単位での発表を楽しんでおり、本来の教育目的が十分に達成され

ている。 

最初は静かな児童が、ＡＬＴ等と活動するうちに、見違えるほど明るく、積極的か

つ自然に英語が口をついて出てくるようになり、本人達も自信をつけていた。 

経費に比して、効果が非常に高い事業といえる。 

課題・改善 

（具体的な改善内容を記載） 

国際化教育の推進には、欠かせない事業であり、英会話科との連携を含めて、中学

生の参加を検討する。 

今後の方向 
（継続・拡充・縮小・廃止などを判断） 

 小学校教諭や桜井高校生のボランティア等スタッフの協力依頼を継続していく。 
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個別事業名 （３）（３）（３）（３）姉妹都市交流研修事業姉妹都市交流研修事業姉妹都市交流研修事業姉妹都市交流研修事業    

担当課等 学校教育課 学校教育係 

事 業 費 

実績 計(千円) （国費) (県費) (その他) (一般財源) 

H23 0   0 0 

H24 2,902   0 2,902 

趣 旨 等 

（本来の目標・目的・対象・意図） 

姉妹都市のアメリカ（メーコン市）及びオランダ（スドウェストフリースラン）と

の間で、生徒等の派遣（対象：中学３年生）及び受入（中学全学年）を実施し、ホー

ムステイ、学校訪問、交流活動、現地見学などを通じて、実践的な英語コミュ二ケー

ションの機会を得、外国文化に対する興味と理解を高める。 

実績・成果 

（数値を用いて具体的に、前年等とも比較） 

メーコン市に10 人（生徒８人、引率２人）を派遣し、１人ずつホームステイ（５

泊）した他、メーコン市内の学校を訪問し、授業体験、生徒と昼食、課外活動を体験

し、現地の生徒と交流した。 

また、日本文化披露・交流を行い、折り紙、英漢字習字、あやとり、羽根突き、ソ

ーラン踊りを披露した。 

本場のハロウィンや、アメフト観戦を行い貴重な体験ができた。 

研修生は、相手のことを知りたい、自分を伝えたいとの思いからジェスチャーも交

え積極的に取り組んでいた。 

 

参加者等（生徒） 

年度 派遣 受入 

Ｈ22 メーコン（男子4人、女子4人） スネーク（男子4人、女子4人） 

Ｈ23 未実施（スネーク） 未実施（メーコン） 

Ｈ24 メーコン（男子2人、女子6人） 未実施 

 

未実施は、オランダのスネーク市が、合併によりスドウェストフリースラン市と 

なり、新市の方針調整のため。また、メーコン市の受入は、募集したが人数が少な 

かったためである。 

 

点検・評価 

総合評価 ＡＡＡＡ    （５段階評価：ＡＡ,Ａ,Ｂ,Ｃ,Ｄのいずれかを記載） 
（上記の評価をした理由） 

日本では、体験することの出来ない異文化を現地に身をおくことにより実感するこ

とができ、また、ホストファミリーとの触れあいを通じて貴重な体験をし、今後の進

路や人生観によい影響を与えている。 

日頃の学習成果を試し、発揮するための極めて有効な事業である。 
 

課題・改善 

（具体的な改善内容を記載） 

事業を継続するため、経費の抑制を考慮し、儀礼的な行事をなるべく省き、ホーム

ステイを多くするなどの工夫を検討する。 

派遣や受入のほか、作品の交換、インターネットを利用した交流など、姉妹都市間

の絆を利用して、経費をかけず小学校でも交流が出来るようにする。 

 

 

今後の方向 
（継続・拡充・縮小・廃止などを判断） 

先方の都合もあるが、事業を継続する。 
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個別事業名 （４（４（４（４））））帰国児童帰国児童帰国児童帰国児童生徒等教育生徒等教育生徒等教育生徒等教育    

担当課等 学校教育課 学校教育係 

事 業 費 

実績 計(千円) （国費) (県費) (その他) (一般財源) 

H23 1,823   1,000 823 

H24 2,119   1,000 1,119 

趣 旨 等 

（本来の目標・目的・対象・意図） 

帰国児童生徒及び外国人児童生徒が、日本の学校生活、生活様式に適応できるよう

に支援する。帰国児童生徒に対しては、一人ひとりに応じた学習指導を、外国人児童

生徒に対しては、日本語指導を中心に行う。 

帰国児童生徒教育研究会に補助金を交付し、研究活動を促進する。 

実績・成果 

（数値を用いて具体的に、前年等とも比較） 

個別に困っていることや悩んでいることについて話を聞き、生活の改善を図ってい

くことで表情が明るくなり、楽しく学校生活を送ることができるようになった。 

一人ひとりの能力に応じた取り出し指導や付添指導を行うことによって、苦手な教

科の克服や日本語理解につながり、意欲的に学校生活を送ったり学習に臨んだりする

ようになった。 

帰国児童生徒及び外国人児童生徒が、どの学校やどの教室に入ってきても個に応じ

た指導や対応ができるように、実態や指導方法などの共通理解を図るための研修を行

った。 

帰国児童生徒数 10人 

（小学校６人、中学校４人）※帰国後３年未満 

サマースクール参加者 6人 

（帰国児童生徒4人、保護者2人）※帰国後３年以上含む 

個別・付添指導 （帰国児童1人）38日 

保護者会の実施 （学校生活等の相談）2日・13人 

帰国児童生徒教育研究会から会報「Ａｃｃｅｓｓ」を年2回発行している。 

【外国人生徒教育】 

２学期、中学校に２名の中国人が編入し、個別指導を行った。黒部市教育委員会と 

黒部市教育センターが連携し指導者の確保と学校との連絡・調整を的確に行うことが

できた。 

点検・評価 

総合評価 ＡＡＡＡ    （５段階評価：ＡＡ,Ａ,Ｂ,Ｃ,Ｄのいずれかを記載） 
（上記の評価をした理由） 

取り出し指導や付添指導によって、個に応じた指導が行われ、子どもたちは学校生

活に適応し、学習における能力も高まってきた。 

サマースクールでは、親子で市内巡りを行うことで、同じ環境にいる保護者や児童

生徒同士が交流を深めることができた。また、子どもたちが生活している黒部市につ

いて理解することで、学校や地域により溶け込めるようになってきた。 

課題・改善 

（具体的な改善内容を記載） 

帰国児童生徒が海外で身に付けた語学や文化を積極的に活かせる場について、具体

策を講じる必要がある。 

外国人児童生徒を母国語でサポートできる人材の確保と効果のあった取組を累蓄

しておく。 

帰国児童生徒に対する個別の指導をより充実させる必要がある。 

帰国児童生徒教育研究会での研究をより促進し、その結果を活かす必要がある。 

今後の方向 
（継続・拡充・縮小・廃止などを判断） 

帰国児童生徒及び外国人児童生徒への指導を継続する。 
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施策の分野 ④ 特別支援教育 

方針・目標 

 特別に支援が必要な幼児・児童・生徒への教育を推進するため、支援体制を整備す

るとともに、専門機関等と連携を図りながら、一人ひとりのニーズに応じた適切な特

別支援教育を推進する。 

 

個別事業名 （１）（１）（１）（１）特別支援教育支援員（スタディ・メイト）事業特別支援教育支援員（スタディ・メイト）事業特別支援教育支援員（スタディ・メイト）事業特別支援教育支援員（スタディ・メイト）事業    

担当課等 学校教育課 学校教育係 

事 業 費 

実績 計(千円) （国費) (県費) (その他) (一般財源) 

H23 6,882    6,882 

H24 8,324    8,324 

趣 旨 等 

（本来の目標・目的・対象・意図） 

特別支援を必要とする児童が在籍する小学校に、特別支援教育支援員（スタディ・

メイト）を配置（18人委嘱）し、ＬＤ（学習障害）、ＡＤＨＤ（注意欠陥多動性障害）、

高機能自閉症等を含む障害のある児童の学校生活の補助、黒板の読み上げ、教員の話

を繰り返して聞かせるなどの学習サポート、校外活動の介助等の支援を実施する。 

実績・成果 

（数値を用いて具体的に、前年等とも比較） 

小学校11校、中学校1校にスタディ・メイトを配置した。 

スタディ・メイト養成講座を受講。（6人） 

スタディ・メイト研修会に参加し、資質向上を図った。（6人） 

障害のある児童が、落ち着いて授業を受けたり、学校の中で友達と仲良く遊んだり

勉強したりして楽しい学校生活が送れるようになった。また、学級全体が落ち着いて

きた。 

スタディ・メイト数 （Ｈ23：17人、Ｈ24:18人） 

点検・評価 

総合評価 ＡＡＡＡ    （５段階評価：ＡＡ,Ａ,Ｂ,Ｃ,Ｄのいずれかを記載） 
（上記の評価をした理由） 

児童が落ち着いて授業を受け、学校生活を送れるようになっている。 
 

課題・改善 

（具体的な改善内容を記載） 

発達障害等のある子どもが増える傾向にある中で、スタディ・メイトの人材確保と

育成が必要である。 

今後の方向 
（継続・拡充・縮小・廃止などを判断） 

各学校へのスタディ・メイトの拡充を図る。 
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施策の分野 ⑤ 心の教育、キャリア教育 

方針・目標 

生命を大切にし、感動する心をもった豊かな人間性をはぐくむため、人間を尊重す

る道徳教育や自然に親しむ体験活動の充実を図るなど、教育活動の全てにおいて「心

の教育」を推進する。 

 幼児・児童・生徒の自尊感情を高め、自己を律する能力の育成を図るため、いじめ

や不登校を生まない積極的な生徒指導の推進と教育相談体制の整備・拡充に努める。 

 児童・生徒一人ひとりが自己理解を深め、主体的に進路を選択できるよう、望まし

い勤労観や職業観の育成に努める。 

 

個別事業名 （１）（１）（１）（１）豊かな体験活動推進事業豊かな体験活動推進事業豊かな体験活動推進事業豊かな体験活動推進事業        

担当課等 学校教育課 学校教育係 

事 業 費 

実績 計(千円) （国費) (県費) (その他) (一般財源) 

H23 3,019    3,019 

H24 3,019    3,019 

趣 旨 等 

（本来の目標・目的・対象・意図） 

生命を大切にし、自然に親しむ教育や体験学習の充実を図り、豊かな感性と人間性

を育む。 

 

実績・成果 

（数値を用いて具体的に、前年等とも比較） 

市内11小学校、４中学校すべての学校において実施。 

小学生では花壇づくりや田植え、野菜作りを通して育てることの大変さ、おもしろ

さを実感し、収穫の喜びを味わった。サケやザリガニなどを飼育し、世話をすること

で生き物の成長を身近に見て、親しみをもって生き物に接することを学んだ。また、

地域の中で活動し、地区の人と交流することで地域の良さや人の温かさを認識すると

ともに地域の人に感謝する気持ちをもつようになっている。 

中学生では施設訪問や職場体験を通して労働の大切さとその喜びを体験した。北方

領土に関するビデオを視聴し、北方領土の生活・文化・自然等について興味・関心を

持つようになった。人権集会の全校合唱に向けての合唱練習や、課題研究の成果を壁

新聞やプレゼンテーションソフトを利用してまとめたりした。 

点検・評価 

総合評価 ＡＡＡＡ    （５段階評価：ＡＡ,Ａ,Ｂ,Ｃ,Ｄのいずれかを記載） 
（上記の評価をした理由） 

 勤労、ボランティア活動、自然や文化等に関わる多様な体験を通して学ぶ力、生き

る力を身につけている。また、地区と交流することで地域の魅力を再確認できた。 

課題・改善 

（具体的な改善内容を記載） 

学校、家庭、地域社会が密に連携し、活動を推進できる協力体制づくりを行い、児

童生徒が自然体でたくましく育つ環境をつくる。 

低下している家庭、地域の教育力を高める。 

今後の方向 

（継続・拡充・縮小・廃止などを判断） 

地域社会と連携を図りながら継続する。 
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個別事業名 （２）（２）（２）（２）14141414歳の挑戦事業歳の挑戦事業歳の挑戦事業歳の挑戦事業    

担当課等 学校教育課 学校教育係 

事 業 費 

実績 計(千円) （国費) (県費) (その他) (一般財源) 

H23 1,320  660  660 

H24 1,320  660  660 

趣 旨 等 

（本来の目標・目的・対象・意図） 

行動領域が広がり、活動が活発になる中学２年生が、１週間学校外で職場体験

活動や福祉・ボランティア活動等に参加することにより、規範意識や社会性を高

め、将来の自分の生き方を考えるなど、成長期の課題を乗り越えるたくましい力

を身につけ、望ましい勤労観・職業観の育成に努める。 

実績・成果 

（数値を用いて具体的に、前年等とも比較） 

参加生徒数386人、受入事業所117事業所 

職場体験を通じて、集団の一員としての責任や、集団の規律に対する意識の高

揚を促すのに有効で、特にあいさつや礼儀などの基本的なことの重要さを体感で

きる良い機会となった。加えて、地域の方々や保護者への感謝の気持ちをこれま

で以上に持つことが出来るようになった。 

多くの生徒が「仕事のやりがいや幸せを感じた」「父母の苦労がわかった」等

の感想を書いていた。 

点検・評価 

総合評価 ＡＡＡＡ    （５段階評価：ＡＡ,Ａ,Ｂ,Ｃ,Ｄのいずれかを記載） 
（上記の評価をした理由） 

事後アンケートでは、「目標をもって取り組むことができた」（97.2％）、「充実

していた」（99.0％）、「自分の生き方を考える良い機会になった」（94.4％）と生

徒が回答している。この数値から見ても生徒にとって意義のある事業だと考えら

れる。 

課題・改善 

（具体的な改善内容を記載） 

平成２４年度から「総合的な学習」の時間が少なくなったため、事前指導の時

間確保が難しくなっている。 

今後の方向 
（継続・拡充・縮小・廃止などを判断） 

事業所と連携を密にして継続する。 
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施策の分野 ⑥ 読書・情報教育 

方針・目標 

 豊かな感性や創造性をはぐくむため、幼児・児童・生徒が図書に親しむ読書環境の

整備に努めるとともに、市立図書館とも連携しながら、読書活動を推進する。 

 情報や情報手段を適切に活用する能力や情報モラルを育成するために、発達段階に

応じた情報教育を推進する。 

 

個別事業名 （１）（１）（１）（１）学校図書館活動推進員配置事業学校図書館活動推進員配置事業学校図書館活動推進員配置事業学校図書館活動推進員配置事業    

担当課等 学校教育課 学校教育係 

事 業 費 

実績 計(千円) （国費) (県費) (その他) (一般財源) 

H23 2,286    2,286 

H24 2,258    2,258 

趣 旨 等 

（本来の目標・目的・対象・意図） 

多くの図書に親しみ、豊かな感性や創造性を育む。 

 

実績・成果 

（数値を用いて具体的に、前年等とも比較） 

学校図書館活動推進員を各校に配置し、図書の紹介、読み聞かせ、図書の整理など

の読書普及活動を実施した。 

全校一斉読書活動や朝読書の実施、小学校においては地区ボランティアによる読み

聞かせの会を開催した。その結果、学校図書館の本をよく借りて読むようになった。 

朝読書に取り組み続けた結果、学級全体が落ち着いた雰囲気で学習を進められるよ

うになった。 

引き続き市立図書館との連携も図り、読書活動の推進を行った。 

 

※幼稚園・小中学校・図書館活動推進員への図書貸出数34,674冊 

点検・評価 

総合評価 ＡＡＡＡ    （５段階評価：ＡＡ,Ａ,Ｂ,Ｃ,Ｄのいずれかを記載） 

（上記の評価をした理由） 

児童生徒が読書に親しむ時間が多くなったが、今後、事業推進のためにも学校図書

活動推進員の増員が必要である。 

課題・改善 

（具体的な改善内容を記載） 

 

学校図書館活動推進員の確保が困難であるが、人員確保に努める。（３人で 15 校担

当） 

 

今後の方向 

（継続・拡充・縮小・廃止などを判断） 

今後も学校図書館活動推進員を増員する方向で、読書活動普及に努める。 
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個別事業名 （２）（２）（２）（２）情報教育情報教育情報教育情報教育    

担当課等 学校教育課 施設係 

事業費 

実績 計(千円) （国費) (県費) (その他) (一般財源) 

H23 34,610    34,610 

H24 39,453   1,000 38,453 

趣 旨 等 

（本来の目標・目的・対象・意図） 

児童生徒が、適切にＩＣＴ（情報通信技術）を活用し、学習に必要な情報を相互

作用的に用いることができるよう情報教育を進める。 

情報教育の一層の充実、改善を図るため、情報教育機器システムのハード、ソフト

両面及びインターネットに係る基盤等の整備を行う。 

実績・成果 

（数値を用いて具体的に、前年等とも比較） 

 

教育用ＰＣの整備状況（ＰＣ１台あたりの児童生徒数） 

年度 ＰＣ台数 児童生徒数 黒部市 全国平均 国の目標値 

H23 664台 3,474人 5.23人/台 
6.6人/台 3.6人/台 

H24 674台 3,402人 5.05人/台 

 ※児童生徒数は、H24.5.1現在（全国平均は、H24.3.1現在） 

 

校務用ＰＣの整備状況（教務用ＰＣの充足率） 

年度 ＰＣ台数 教員数 黒部市 全国平均 国の目標値 

H23 344台 272人 126.5％ 
102.8％ 100％ 

H24 350台 268人 130.6％ 

※教員数は、H24.5.1現在（全国平均は、H24.3.1現在） 

 

機器の配置と研修会の開催 

 ＜学校現場のニーズに応じたＩＣＴ機器の配置と研修をした。＞ 

 新たに186台のPC整備（旧のPC 170台廃棄） 

点検・評価 

総合評価 ＢＢＢＢ    （５段階評価：ＡＡ,Ａ,Ｂ,Ｃ,Ｄのいずれかを記載） 
（上記の評価をした理由） 

 教育用PC 及び校務用 PC は全国平均を上回る台数を整備している。しかし、児童

生徒に対しては、国の目標値までは達していない。 

課題・改善 

（具体的な改善内容を記載） 

 ICT 機器の老朽化が進んでいるため、情報社会に対応した施設環境を整備すると

ともにICTを効果的に活用した授業を行う教員を増やす必要がある。   

個人情報保護のため、セキュリティ管理の徹底と情報漏洩対策を順守する必要が

ある。 

今後の方向 

（継続・拡充・縮小・廃止などを判断） 

 PC 及び関連機器、ソフトウェアを計画的に更新する。また、ICT を効果的に用い

て、学習に必要な情報を適切に活用できる能力を養うとともに、情報モラル教育を

進める。 
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施策の分野 ⑦ 健康・体力 

方針・目標 
 健康で豊かな生活を送る習慣の定着を図るため、学校給食活動等による食に関する教

育、自己管理に基づく心身の健康づくり、運動に親しみながら体力を培う体育科教育を核

とした体力つくりを推進する。 

 

個別事業 （１）（１）（１）（１）食育の取り組み食育の取り組み食育の取り組み食育の取り組み    

担当課等 学校教育課 学校教育係 

事 業 費 

実績 計(千円) （国費) (県費) (その他) (一般財源) 

H23 0    0 

H24 0    0 

趣 旨 等 

（本来の目標・目的・対象・意図） 

 地域、学校、家庭との連携・協力を図りながら、学校給食を通じて、豊かな心をも

ち、健康な人間の育成を目指すため、知育・徳育・体育のバランスの取れた教育を推

進するために、調査等を行い、その結果を基に実施する。 

実績・成果 

（数値を用いて具体的に、前年等とも比較） 

栄養教諭等が、学校を訪問し、教員とともに児童生徒に食事の大切さなどを分かり

やすく指導した。特に「24 年度栄養教諭を中核とした食育推進事業」（文部科学省

委託事業）の推進地域に指定され、黒部市立前沢小学校において栄養教諭や給食主任

を中心に、食に関する指導を実施した。 

黒部市学校給食研究会で、「食への理解を深め、望ましい食習慣を身に付ける指導

はどうあればよいか」をテーマに各学校で研究実践を行った。 

各学校で基本方針を計画し、健全な食生活を実践できるように努めた。 

県教育委員会「ゲンキッズ調査」により、各校の食育に対する取組状況の把握に努

めた。 

年度 学校栄養教諭等が学校訪問した回数 

H23 54回／年間 

H24 65回／年間 

 ※学校栄養教諭等が宇奈月中学校では 3 回/週、宇奈月小学校では 2 回/週常勤

し、普段から食育活動している。 

・調査結果 

年度 朝食摂取状況 偏食していない状況 箸の持ち方 

H23 
（小）99.2％ 

（中）99.1％ 

(小)92.2％ 

(中)97.6％ 

正しく持てる 

88.3％(小のみ) 

H24 
（小）99.3％ 

（中）98.8％ 

(小)93.1％ 

(中)97.3％ 

正しく持てる 

89.9％(小のみ) 
 

点検・評価 

総合評価 ＡＡＡＡ    （５段階評価：ＡＡ,Ａ,Ｂ,Ｃ,Ｄのいずれかを記載） 

（上記の評価をした理由） 

 各学校におけるあいさつ、姿勢、食べ方など給食のマナーに関する呼び掛けやポス

ター掲示、保護者へのお知らせ等の積極的な取組により、偏食状況や箸の持ち方につ

いて、小学校において改善がみられた。 

課題・改善 

（具体的な改善内容を記載） 

地産地消に関しては、黒部米を100％使用しているが、地元産野菜を取り入れる工

夫をするために、生産者等と打合せをしたりしながら進める必要がある。 

給食の大きな役割として、児童・生徒に対し、心身の成長期はもとより、生涯を通

じての健康な食生活に関する理解を深めさせていくこと、幅広い健康について考えて

いく姿勢を培っていく事ができるよう努める。 

今後の方向 
（継続・拡充・縮小・廃止などを判断） 

現状のまま継続する。 
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個別事業 （２）（２）（２）（２）体力つくり・「体力つくり・「体力つくり・「体力つくり・「全国体力・運動能力、運動習慣等調査」全国体力・運動能力、運動習慣等調査」全国体力・運動能力、運動習慣等調査」全国体力・運動能力、運動習慣等調査」    

担当課等 学校教育課 学校教育係 

事 業 費 

実績 計(千円) （国費) (県費) (その他) (一般財源) 

H23 0    0 

H24 0    0 

趣 旨 等 

（本来の目標・目的・対象・意図） 

【全国体力・運動能力、運動習慣調査】 
 児童生徒の体力が低下している現状に鑑み、その体力の状況を把握・分析するこ

とにより、体力の向上に係る施策の成果と課題を検証し、その改善を図る目的で、

小学５年生と中学２年生が調査に参加した。 
【富山県児童生徒体力・運動能力調査】 
 小中学校ともに全学年が調査に参加した。 
【学校訪問による指導】 
 体力つくりに関する指導助言を行う。 

実績・成果 

（数値を用いて具体的に、前年等とも比較） 

【全国体力・運動能力、運動習慣等調査】（20年度から実施） 

 全校（小学校１１校、中学校４校）が、全国体力・運動能力、運動習慣等調査に

参加し、結果について２月に黒部市教育センターが中心となり分析を行った。 

運動能力は、概ね全国平均を上回っていた 

運動習慣がある児童生徒やスポ少・部活動への参加率が高い。 

朝食を取っている率が大変高い。 
【学校への指導（体力を培う体育）】 

基礎基本になる技能・体力をしっかりと身に付ける時間を体育科の授業の始めに

取る指導をするよう学校に伝えた。 

小学校では、ほとんどの学校で、業前・業間運動として持久走やサーキットトレ

ーニング、縄跳び、体力アップダンスなどに取り組んだ。 

県教育委員会が出している「みんなでチャレンジ３０１５」という体力つくりの

めあて帳の活用を薦め、体力つくりへの意欲付けを図った。 

児童生徒の体力の実態を把握し、学校の実態に応じた多様な運動を取り入れるこ

とで、日常的に運動に取り組ませていくことができた。 
「全国体力、運動能力、運動習慣調査」の配布を通して、体力向上のための具体

的な方策を示すことが出来た。また、各校の取り組み例を新たに掲載し、市全体と

して共有することができた。 
【小学校体育科指導内容の履修状況調査】 
小学校の指導内容の履修状況調査を全教員対象に実施した。その結果と体力・運 

動能力調査結果の相関関係をＨ２５年度見いだすことができるよう、校長会との相

談を密に行った。 

点検・評価 

総合評価 ＡＡＡＡ    （５段階評価：ＡＡ,Ａ,Ｂ,Ｃ,Ｄのいずれかを記載） 

（上記の評価をした理由） 

 児童生徒の体力や運動能力の特徴や問題点を把握することで、体育の学習や業前・業

間運動の指導の改善につながった。 
  年間指導計画や体育的な行事の見直しを図り、充実させていく契機となった。 

課題・改善 

（具体的な改善内容を記載） 
 体力が低くなっている原因の１つに、肥満があり、運動の日常化を推進していく必要
がある。 
 次年度も体力テストを全小中学校で実施し、児童生徒の体力、運動能力等の現状の把
握に努め、課題を明らかにし、体力の向上を目指す。 

今後の方向 
（継続・拡充・縮小・廃止などを判断） 

継続実施する。 
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個別事業名 （３）（３）（３）（３）スポーツエキスパート派遣事業スポーツエキスパート派遣事業スポーツエキスパート派遣事業スポーツエキスパート派遣事業    

担当課等 学校教育課 学校教育係 

事 業 費 

実績 計(千円) （国費) (県費) (その他) (一般財源) 

H23 1,725  384  1,341 

H24 1,725  384  1,341 

趣 旨 等 

（本来の目標・目的・対象・意図） 

中学校運動部に専門的な技術･指導力を備えた外部指導者（スポーツエキスパ

ート）を派遣し、運動部顧問と連携をとりながら中学校部活動の充実を図る。 

 

実績・成果 

（数値を用いて具体的に、前年等とも比較） 

派遣者数 

学校名 鷹施中 高志野中 桜井中 宇奈月中 計 

H23 6名 7名 10名 6名 29名 

H24 6名 7名 10名 6名 29名 

 

生徒の競技力の向上、運動部活動の充実を図りスポーツ活動の発展に貢献し

た。 

指導者 29 名（野球、剣道、卓球、柔道、バスケットボール、バドミントン、

ソフトテニス、陸上競技等） 

点検・評価 

総合評価 ＡＡＡＡ    （５段階評価：ＡＡ,Ａ,Ｂ,Ｃ,Ｄのいずれかを記載） 
（上記の評価をした理由） 

スポーツに親しみながら健康体力づくりを行い、活力に満ちた学校生活が送れ

るよう展開し、各競技スポーツ活動の充実を図っている。 
指導者の資質向上のため、研修会へ参加している。 

課題・改善 

（具体的な改善内容を記載） 

生徒の体力･健康づくり、技術向上とスポーツに対する関心をより高める。ス

ポーツエキスパートの指導力向上とともに協力体制の向上を目指す。 

今後の方向 

（継続・拡充・縮小・廃止などを判断） 

 各中学校において指導者の派遣の要望が多くあり、指導者の人数は現状のまま

継続する。 
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個別事業名 （４）（４）（４）（４）給食センターの衛生管理、調理・洗浄業務､給食配送業務給食センターの衛生管理、調理・洗浄業務､給食配送業務給食センターの衛生管理、調理・洗浄業務､給食配送業務給食センターの衛生管理、調理・洗浄業務､給食配送業務    

担当課等 学校給食センター 庶務係 

事 業 費 

実績 計(千円) （国費) (県費) (その他) (一般財源) 

H23 64,853    64,853 

H24 66,833    66,833 

趣 旨 等 

（本来の目標・目的・対象・意図） 

学校給食を通して、「食」について学んだり考えたりすることで、食物をバラ

ンスよく食べるための様々な知識を身に付けてもらい、食文化を育み伝えてい

く。そのために、3中学校,10小学校,2幼稚園に毎日給食を提供する。 

(1日約3,400食) 

衛生面においては、食器や調理器材等を毎年、定期的に更新するなど、衛生管

理の充実と食中毒の防止に努め、栄養バランスのとれた安全･安心の給食の提供

を目指す。 

調理・洗浄業務においては、専門業者に業務を委託し、その専門知識やノウハ

ウを生かした衛生管理と迅速な調理洗浄に努める。 

配送業務においては、毎日、決められた時間までに学校に届けるとともに、行

事等に応じた配送時間の変更調整をきめ細かく実施する。 

実績・成果 

（数値を用いて具体的に、前年等とも比較） 

平成24年度給食実施延日数203日 延給食数(副食) 650,953食を提供。 

調理室入室の際には、髪の毛を全て帽子で覆い専用白衣・マスクを着用して、

爪ブラシや粘着ローラ、エアシャワーなどを用い、異物の持ち込み防止や衛生 

管理の徹底が厳格に行われた。 

 和え物食缶やアレルギー対応食用食缶など4,396千円の消耗器材等を購入した。 

施設の日常点検や清掃、害虫防除を徹底することで、良好に衛生管理を行った。 

調理員の体調管理にも留意しながら作業配置に配慮し、食中毒の発生防止に努め

るとともに、食材の検収の徹底等により異物の混入事故を抑えるなど、安全安心

の給食が供給した。 

また、全ての学校栄養職員と調理員を対象とした衛生管理研修会を自主開催

し、研鑚に努めるとともに、各種研修会にも参加し、資質の向上を図った。 

専門業者への委託により迅速な調理と効率のよい配送を実施した。 

 

点検・評価 

総合評価 ＡＡＡＡ    （５段階評価：ＡＡ,Ａ,Ｂ,Ｃ,Ｄのいずれかを記載） 
（上記の評価をした理由） 

食器類等の消耗器材の更新を計画どおり実施し、調理室への異物持ち込み防止

が徹底されるなど、衛生的に調理、給食ができた。 

始業前・作業中・作業後の施設及び調理器（特に刃物）点検を徹底し良好な状

態で運用することができた。 

細菌検査、害虫防除・駆除を確実に実施し、害虫の混入を抑えるとともに、食

中毒の発生を防止できた。（副食への害虫混入2件、食中毒0件） 

調理・洗浄業務を専門業者に委託し、適正なコストで専門のノウハウを生かし

た調理が実施できた。 

給食配送業務についても、大きな遅延配送がなく、学校の要望に沿った配送時 

間の変更調整ができた。 
 

 

課題・改善 

（具体的な改善内容を記載） 

調理、配送委託業者への指示、指導を的確に行うことが必要である。 

施設・設備の適正管理（機器・器材の保守・修繕等） 

今後の方向 

（継続・拡充・縮小・廃止などを判断） 

調理･洗浄業務は３年ごと、配送業務は５年ごとに委託業者の見直しを実施す

る。 
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施策の分野 ⑧ 安全 

方針・目標 

 学校・こども園・幼稚園等の安全な環境づくりのため、保護者や地域住民と共に幼

児・児童・生徒を守る地域ぐるみのネットワークづくりを推進する。 

 事故や災害、不審者等への幼児・児童・生徒の判断力や対応力を高めるため、生活

安全や交通安全などの安全教育や防災・防犯教育を一層推進する。 

 

個別事業 （１）（１）（１）（１）安全管理安全管理安全管理安全管理    

担当課等 学校教育課 庶務係 

事 業 費 

実績 計(千円) （国費) (県費) (その他) (一般財源) 

H23 177    177 

H24 185    185 

趣 旨 等 

（本来の目標・目的・対象・意図） 

 児童生徒が、安心して安全に学校生活を送れるように、必要な事業を学校、地域、

家庭が連携して実施する。 

実績・成果 

（数値を用いて具体的に、前年等とも比較） 

「学校危機管理の手引き」に基づき、危機管理の徹底および緊急時の対応に関する

情報の共有化に務めた。 

平成24年度4月以降、全国で登下校中の児童等の列に自動車が突っ込み、死傷者

が発生する痛ましい事故が発生し、関係機関と通学路の緊急合同点検を実施した。（12

箇所で緊急点検を実施し、8箇所対策必要で7箇所対策済み） 

また、交通安全教室や防犯教室を実施し、職員に周知した。 

小学校児童に防犯ブザーを貸与し、登下校時の安全に寄与した。 

年度 貸与数 

H23 330個 

H24 400個 

不審者情報は、速やかに各小中学校に情報提供した。また、連絡系統についても再

検討した。 

年度 不審者情報 不審電話情報 その他情報 合計 

H23 12件 4件 0件 16件 

H24 19件 4件 0件 23件 

 ※黒部市のみの件数（その他にクマ出没情報は含まれていない。） 

点検・評価 

総合評価 ＡＡＡＡ    （５段階評価：ＡＡ,Ａ,Ｂ,Ｃ,Ｄのいずれかを記載） 

（上記の評価をした理由） 

 不審者情報の内容が、つけ回しや、暴行未遂など凶悪化してきている。実際に防犯

ブザーを鳴らしながら、難を逃れた児童もいることから、防犯ブザーの携帯は非常に

有効である。また、不審者情報は保護者や公民館、防犯パトロール隊にも行き渡るよ

うになり、情報の共有化が出来るようになった。 

課題・改善 

（具体的な改善内容を記載） 

 家庭や地域と連携し、巡回を実施しているが、不審者の増加傾向が見られるため、

巡回・警備の強化が必要である。 

今後の方向 

（継続・拡充・縮小・廃止などを判断） 

現状のまま継続する。 
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個別事業名 （２）（２）（２）（２）スクールバス運行事業スクールバス運行事業スクールバス運行事業スクールバス運行事業    

担当課等 学校教育課 学校教育係 

事 業 費 

実績 計(千円) （国費) (県費) (その他) (一般財源) 

H23 9,890    9,890 

H24 11,664    11,664 

趣 旨 等 

（本来の目標・目的・対象・意図） 

遠距離児童生徒の通学手段を確保するため、スクールバスを運行する。 

移動を伴う校外学習活動において、スクールバスを利用することで、体験型学

習を積極的に実施し、指導の効果を上げる。 

実績・成果 

（数値を用いて具体的に、前年等とも比較） 

使用バス 

・東布施小学校、鷹施中学校：大型バス 

・前沢小学校：マイクロバス(H24チャーター) 

・宇奈月小学校：中型バス・マイクロバス 

・宇奈月中学校：マイクロバス（冬期のみ） 

 

対象児童生徒数 

年度 東布施小 前沢小 宇奈月小 鷹施中 宇奈月中 

H23 39人 18人 40人 27人 20人 

H24 36人 17人 37人 27人 21人 

 

校外学習活動における使用 

H23 174回 

H24 186回 
 

点検・評価 

総合評価 ＡＡＡＡ    （５段階評価：ＡＡ,Ａ,Ｂ,Ｃ,Ｄのいずれかを記載） 
（上記の評価をした理由） 

遠距離児童生徒の通学手段を確保し、安全に登下校させた。 

 校外学習活動に利用し、学習効果を高めた。 

課題・改善 

（具体的な改善内容を記載） 

 一部バスの老朽化に伴い、修繕費が年々増加してきている。 

 「黒部市スクールバス運行管理規程」及び「校外学習活動に係る承認事務取扱

要領」の周知、徹底に努める。 

今後の方向 

（継続・拡充・縮小・廃止などを判断） 

 老朽化した鷹施中学校(東布施小学校)大型バスの更新について、リスク管理、

コスト分析の両面から今後のあり方を検討していく。 

 校長会等で管理規定の周知を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



35 
 

 

個別事業 （３）（３）（３）（３）ＡＥＤ管理ＡＥＤ管理ＡＥＤ管理ＡＥＤ管理事業事業事業事業    

担当課等 学校教育課 学校教育係 

事 業 費 

実績 計(千円) （国費) (県費) (その他) (一般財源) 

H23 1,001    1,001 

H24 203    203 

趣 旨 等 

（本来の目標・目的・対象・意図） 

ＡＥＤ（自動体外式除細動器）を全小中学校に配置し、緊急時の児童生徒の救命に

資する。平成18年度から、各校に1台ずつ（高志野中学校、桜井中学校のみ2台：

心臓病の生徒がいるため）計17台設置している。 

 

 

実績・成果 

（数値を用いて具体的に、前年等とも比較） 

専門業者による定期的な点検・調整、消耗品の交換などを行い、ＡＥＤの管理とメ

ンテナンスを確実に実施した。 

ＡＥＤの設置により、日頃の学校活動及び学校施設を利用した児童生徒のスポーツ

活動を安心して実施することができた。 

ＡＥＤの管理記録がいつでも誰でも分るよう、また、毎月の管理記録を随時、確認

を行っている。 

教職員を対象としたＡＥＤ講習会は、過去３年間において全職員が受講するように

計画的に講習会を実施しており、24年度は12校(15校中)において実施した。 

生徒を対象としたＡＥＤ講習会を全中学校で実施した。 

点検・評価 

総合評価 ＡＡＡＡ    （５段階評価：ＡＡ,Ａ,Ｂ,Ｃ,Ｄのいずれかを記載） 

（上記の評価をした理由） 

ＡＥＤに関する必要なメンテナンス等を実施した。 

ＡＥＤを使用しなければならない事故はなかった。 

課題・改善 

（具体的な改善内容を記載） 

幸いにＡＥＤを必要とする事故は起きなかったが、全ての教職員が緊急時に適切な

対応ができる状態が重要であり、「普通救命講習Ⅰ」は有効期限が２年間であるが、

毎年講習を受ける必要がある。 

ＡＥＤは万能ではなく、心臓マッサージと人工呼吸も合わせた心肺蘇生処置の一部

であり、講習会で一連の動作の訓練を要する。 

今後の方向 

（継続・拡充・縮小・廃止などを判断） 

ＡＥＤの維持管理を遺漏なく確実に行う。（継続） 

全ての教職員が常に心肺蘇生処置を実施できるように毎年研修を行う。（拡充） 
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施策の分野 ⑨ 教育環境の整備 

方針・目標 

  安全で安心して学習できる環境を整備するため、小中学校施設の耐震補強及び

改築の計画的実施、高度情報化に対応したＩＣＴ機器など設備・備品の整備及び 
保守点検に努める。 

児童生徒が望ましい教育環境でたくましく育つように、今後の児童生徒数の見

通し、耐震性等施設の状況、通学上の安全性などを考慮しながら、保護者及び地

域の理解と協力のもと、適正な学校規模（児童生徒数、学級数）を実現するよう

努める。 

 

個別事業名 （１）大規模改修・耐震補強工事（１）大規模改修・耐震補強工事（１）大規模改修・耐震補強工事（１）大規模改修・耐震補強工事    

担当課等 学校教育課 施設係、こども支援課 児童福祉係 

事 業 費 

実績 計(千円) （国費) (県費) (その他) (一般財源) 

H23 48,909    48,909 

H24 629,690 163,965  448,000 17,725 

趣 旨 等 

（本来の目標・目的・対象・意図） 

幼児・児童・生徒の安全・安心な教育環境を整備するため、耐震性能を満たさな

い施設17棟の耐震化を推進する。 

経年劣化にともなう施設の老朽化に対応するため大規模改造を行い、学習環境の

改善を図る。 

 

実績・成果 

（数値を用いて具体的に、前年等とも比較） 

 中央幼（現さくら幼）・生地小・田家小の耐震化工事を完成させた。また、荻生小・

若栗小の耐震化工事の実施設計を完成させた。2校1園の耐震化と三日市幼稚園の廃

園により耐震化率は小中学校81.8％、幼稚園100％となった。 

  

点検・評価 

総合評価     ＡＡＡＡ    （５段階評価：ＡＡ,Ａ,Ｂ,Ｃ,Ｄのいずれかを記載） 
（上記の評価をした理由） 

 耐震化計画に基づき着実に事業を推進している。学校の耐震化工事を含む大規模

公共工事が集中的に発注され、施行業者が不足する状況であったが年度内に工事を

完成させた。 

   

課題・改善 

（具体的な改善内容を記載） 

安全・安心な教育環境を整備するため耐震補強工事や老朽施設の改築及び大規模

改造工事を計画的に実施するとともに非構造部材の耐震化に取り組む必要がある。 

 

今後の方向 

（継続・拡充・縮小・廃止などを判断） 

耐震化計画に基づき、耐震補強工事や改築等を計画的に実施する。大規模改修等 

とともに非構造部材の耐震化を進める。 
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個別事業名 （２）（２）（２）（２）桜井中学校桜井中学校桜井中学校桜井中学校改築事業改築事業改築事業改築事業    

担当課等 学校教育課 施設係 

事 業 費 

実績 計(千円) （国費) (県費) (その他) (一般財源) 

H23 1,073    1,073 

H24 4,319    4,319 

趣 旨 等 

（本来の目標・目的・対象・意図） 

 教育環境が危惧され、教育施設としての機能面の低下も深刻な桜井中学校の改

築を早期に実施し、学校施設としての安全性の確保、施設環境の改善、教育効果

の向上を図る。 

 

実績・成果 

（数値を用いて具体的に、前年等とも比較） 

桜井中学校改築に関する改築懇話会及び改築検討委員会を設置し、よりよい教

育施設整備を協議・検討し、桜井中学校改築基本構想を策定した。 

点検・評価 

総合評価 ＡＡＡＡ    （５段階評価：ＡＡ,Ａ,Ｂ,Ｃ,Ｄのいずれかを記載） 
（上記の評価をした理由） 

桜井中学校改築に関する基本構想が報告され、改築に向けた建設地、施設規模、

配置計画、予算などの基本的条件が整理された。 
 

課題・改善 

（具体的な改善内容を記載） 

事業の完成が平成31年であるが、生徒の教育環境の改善や安全性の確保の視点

からは一日でも早い整備実現が求められている。複数年にわたる大型事業であり、

財源の確保、計画的な予算付けが必要となる。 

 

今後の方向 

（継続・拡充・縮小・廃止などを判断） 

黒部市立小中学校再編計画において、平成32年度に宇奈月中学校との統合が計

画されている。地域住民、自治振興会、各種団体と連携しながら、方向性も含め

着実に推進していく必要がある。桜井中学校との改築の整合性など丁寧な説明が

必要である。 
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個別事業名 （３）（３）（３）（３）学校再編（適正な学校規模の実現）学校再編（適正な学校規模の実現）学校再編（適正な学校規模の実現）学校再編（適正な学校規模の実現）    

担当課等 学校教育課 施設係 

事 業 費 

実績 計(千円) （国費) (県費) (その他) (一般財源) 

H23 14    14 

H24 8    8 

趣 旨 等 

（本来の目標・目的・対象・意図） 

平成24年10月に策定した「黒部市立小中学校再編計画」に基づき、適正な学校規

模の実現を図る。今後の児童生徒数の見通しを踏まえつつ、各学校の教育活動、家庭・

学校・地域との関係、学校教育施設の状況、市民の意向、新たな通学区域の設定と通

学環境の安全性確保などを考慮した上で、この計画の着実な実施を推進する。 

実績・成果 

（数値を用いて具体的に、前年等とも比較） 

【「黒部市立小中学校再編計画」の小中学校統合住民説明会】 

 12／12 中央公民館  12／13 石田交流プラザ・ 

12／14 市民会館   12／17 黒部市コミュ二ティセンター 

＜東布施小学校＋田家小学校＞計画による統合年度：平成26年4月 
4／21 田家小学校ＰＴＡ総会にて経過報告 
6／ 5 田家自治振興会役員・評議員会にて懇談 
6／12 田家小学校ＰＴＡ役員会にて懇談 
7／13 東布施小学校育成会 統合説明会 
7／20 田家小学校統合に関する地区説明会 
8／27 第2回田家小学校統合に関する地区説明会 
11／20 第1回東布施・田家小学校統合準備委員会 
12／ 1 第1回総務部会       1／ 8 第2回総務部会 
 1／30  第1回生活部会       2／ 1 第1回組織部会 
 3／ 7  第2回組織部会(学童分科会） 3／12 第3回総務部会 
 3／13 第2回生活部会       3／22 第3回組織部会（ＰＴＡ分科会） 
 3／25 第4回総務部会 

＜前沢小学校＋三日市小学校＞計画による統合年度：平成28年4月 

  6／11 前沢小学校ＰＴＡ役員説明会  7／31 前沢自治振興会役員等への説明会 

 11／16 前沢保育所保護者統合説明会  11／27 前沢小学校ＰＴＡ統合説明会 

 12／ 3 校統合に関する前沢地区説明会  3／ 1 三日市自治振興会町内会長会議 

＜共通＞ 

 7／12 黒部市ＰＴＡ連絡協議会役員との懇談 

＜黒部市教育振興協議会へ提言、経過報告・方針検討＞ 

  5／15 第16回協議会  7／19 第17回協議会  9／28第18回協議会 

点検・評価 

総合評価 ＡＡＡＡ    （５段階評価：ＡＡ,Ａ,Ｂ,Ｃ,Ｄのいずれかを記載） 
（上記の評価をした理由） 

東布施・田家小学校統合準備委員会が設立され、平成 26 年 4 月の統合に向けて、

各専門部会において校名等、具体的な検討及び調整が始まった。 

課題・改善 

（具体的な改善内容を記載） 

＜東布施小学校＋田家小学校＞ 

平成 25年度の 1年間で、統合を推進するために必要な諸事項及び基本的問題につ

いて、調整を図らなければならない。 

＜前沢小学校＋三日市小学校＞ 

 一方の当事者である三日市地区において、統合方式（両校を閉校し、新たな学校を

設置する。）について十分な説明を行っていない。 

今後の方向 

（継続・拡充・縮小・廃止などを判断） 

＜東布施小学校＋田家小学校＞ 

平成 26年 4月から統合小学校が円滑にスタートするために、各種調整項目につい

て、適宜専門部会を開催する。 

＜前沢小学校＋三日市小学校＞ 

三日市地区に対して学校統合にあたっての教育委員会の基本方針（特に統合方式） 
について説明を重ねる。 
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(3）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 
 

施策の分野 ① 機会の提供 

方針・目標 

 自主的・主体的に学ぶことのできる場及び機会を提供するため、市民の多様な

学習ニーズに応じ、市立図書館、公民館及び博物館等の充実を図る。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

個別事業名     （（（（1111）コミュニティづくり推進事業）コミュニティづくり推進事業）コミュニティづくり推進事業）コミュニティづくり推進事業    

担当課等  生涯学習スポーツ課 生涯学習係 

事 業 費 

実績 計(千円) （国費) (県費) (その他) (一般財源) 

H23 7,000    7,000 

H24 7,000    7,000 

趣 旨 等 

（本来の目標・目的・対象・意図） 

 生涯学習社会を迎え、住民の多様な学習ニーズに応えるため、地区公民館を拠

点とした学習活動を推進する。 

実績・成果 

（数値を用いて具体的に、前年等とも比較） 

 16地区の公民館において書道、水墨画、刺しゅう、生花、民謡、大正琴、茶道、

体操等の地域の実情、要望に応じた多種多様な講座や教室、サークル活動、地域

行事を開催した。 

 

 公民館利用者実績 

 年 度  利用回数  利用者数 

 H 23 10,501回 141,599人 

 H 24 11,261回 148,040人 
 

点検・評価 

総合評価  ＡＡＡＡ （５段階評価：ＡＡ,Ａ,Ｂ,Ｃ,Ｄのいずれかを記載） 
（上記の評価をした理由） 

  各地区公民館において住民ニーズや地域の特色を活かした事業（講座、教室、

サークル活動、地域行事、伝統行事等）を積極的に開催し、その利用回数・参加

者とも増となった。 

 

課題・改善 

（具体的な改善内容を記載） 

 市民の生涯学習活動の場は、市外へも広がってきており、生涯学習機会の提供

については、市民の学習ニーズを把握し、より時代に対応した講座・教室等の企

画運営を図る必要がある。 

  また、講座、教室、サークル活動等の生涯学習指導者や企画運営する者の育成

も進める必要がある。 

今後の方向 

（継続・拡充・縮小・廃止などを判断） 

 各公民館からコミュニティづくり推進事業の継続・拡充が求められている。 

 住民が求める講座、教室等の生涯学習事業を把握する方法、その指導者、講師

及び企画運営する者の発掘、育成について各地域の実情を把握し、対策を検討す

る必要がある。 
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個別事業名 （２）生涯学習フェスティバル開催事業（２）生涯学習フェスティバル開催事業（２）生涯学習フェスティバル開催事業（２）生涯学習フェスティバル開催事業    

担当課等 生涯学習スポーツ課 黒部市立中央公民館 

事 業 費 

実績 計(千円) （国費) (県費) (その他) (一般財源) 

H23 538    538 

H24 307    307 

趣 旨 等 

（本来の目標・目的・対象・意図） 

各地区公民館等の活動や学習成果を広く市民に発表し、生涯学習の活性化及び 

公民館関係者の資質向上を図る研修を実施する。 

 

実績・成果 

（数値を用いて具体的に、前年等とも比較） 

生涯学習フェスティバル（２月２日・３日開催）では、各公民館から選ばれた作

品（手芸、絵画、工作、書道、写真等）を展示した。 

また、新規取組みとして、「放課後子ども教室ワークショップ」を開催した。 

 記念講演では、㈱インテック代表取締役最高経営責任者の中尾哲雄氏が「地域と

ともに」と題して講演会を行った。 

年度 展示観覧者 講演会聴講者   講 師 名 

H23 453人   300人   宮 川 泰 夫 氏 

H24 646人   277人   中 尾 哲 雄 氏 

講演会は、地元出身で知名度のある講師により、親しみやすい講演内容であった。

しかしながら、冬季のため、天候に大きく左右される感があり、実施時期の意見が

必ず出る。 

また、新しい取り組みの「放課後子ども教室ワークショップ」は盛況となった。 

 

 

点検・評価 

総合評価 ＡＡＡＡＡＡＡＡ    （５段階評価：ＡＡ,Ａ,Ｂ,Ｃ,Ｄのいずれかを記載） 
（上記の評価をした理由） 

作品展示の会場は限界があり、作品の増を図ることが困難であるが、観覧者が増

える傾向にある。また、「放課後子ども教室ワークショップ」は盛況で、スペース不

足が感じられたことから、次回には場所の配置、拡充も検討していきたい。 

講演会の広報の活動は、例年同様のショッピングセンターやコンビニエンススト

ア・公共施設でのポスター及びチラシの配布、市広報への掲載やケーブルテレビ及

びコミュニティ放送に加え、商工会議所やロータリークラブ等の各種団体へ周知と

参加のＰＲを図った。 

課題・改善 

（具体的な改善内容を記載） 

生涯学習フェスティバルの講演会、サークル発表等について、検討すべき課題が

ある。 

・現予算では中央の有名講師は困難、予算の拡充を検討する。 

・県内在住、市・県内出身等で身近な著名人を講師に迎える。 

・講演会の隔年開催や開催時期の変更を検討する。 

・新規タイアップ行事について調整を図る。 

 

今後の方向 

（継続・拡充・縮小・廃止などを判断） 

 生涯学習フェスティバルは市民から求められている事業であり、見直ししつつ継

続することが求められている。前記の意見を踏まえ市公民館連絡協議会で見直し、

新規事業等を検討し、より良い方向性を探る必要がある。 

 

 

 

 

 



41 
 

個別事業名 （３）市民大学講座・市民カレッジ事業（３）市民大学講座・市民カレッジ事業（３）市民大学講座・市民カレッジ事業（３）市民大学講座・市民カレッジ事業    

担当課等 生涯学習スポーツ課 黒部市立中央公民館 

事 業 費 

実績 計(千円) （国費) (県費) (その他) (一般財源) 

H23 694    694 

H24 622    622 

趣 旨 等 

（本来の目標・目的・対象・意図） 

市民が気軽に生涯学習を学ぶ場を提供し、生涯学習の活性化を目指す。 

 

実績・成果 

（数値を用いて具体的に、前年等とも比較） 

市民大学講座では、地元出身等で各分野における精通された方々から自身の故郷

感を交えた講演、研修、演奏会等を９回開催した。 

市民カレッジ一般教室は、市民から要望のある講座を立ち上げ、サークル化への

移行をねらいとした教室を開催した。 

市民カレッジ女性教室は、「生活を豊かに楽しむ」をテーマとし、女性が興味を

持てる内容で７回開催した。 

市民カレッジシニア元気教室は、「活力ある人生を楽しみましょう」をテーマと

し、心と体の健康維持、増進、回復につながるものを開催した。 

 

 

 年度 講座数 開催回数 延べ受講者数  

H23 
市民大学講座 ８回 ８３５人 

市民カレッジ ６２回 1,４３３人 

H24 
市民大学講座 ９回 ５３６人 

市民カレッジ ６８回 1,３３２人 

     

点検・評価 

総合評価 ＡＡＡＡ    （５段階評価：ＡＡ,Ａ,Ｂ,Ｃ,Ｄのいずれかを記載） 

（上記の評価をした理由） 

どの講座の参加者も意欲的に出席されているが、全体として参加者が減となっ

た。参加者のアンケートだけでなく、広く市民が興味をもっていることを調査する

工夫が必要である。 

市広報、ケーブルテレビ、コミュニティ放送、市ＨＰ、公民館ＨＰ及び防災行政

無線などを利用し、周知と普及に努めた。どの講座においても市内の全域から参加

されているが、女性の参加が多い。 

 

課題・改善 

（具体的な改善内容を記載） 

講座内容に対する興味で参加人数の増減がみられる。 

講座、教室に新たな参加者を取り込む工夫、特に男性の参加を促す工夫が求めら

れている。 

参加者のアンケートから要望・意見は取り入れできるが、その他の市民が興味の

あること（市民ニーズ）を調査する工夫が求められている。 

 

今後の方向 

（継続・拡充・縮小・廃止などを判断） 

 市民大学講座・市民カレッジ事業の継続と充実が求められている。 

市広報、館報、ケーブルテレビ、コミュニティ放送、市ＨＰ等を使って、活動や

行事の周知を図る。市民が生涯学習活動の情報を得やすい工夫や環境の設定、イン

ターネットを活用できるようになる研修も検討する必要がある。 

また、広く市民が興味のあること（市民ニーズ）を調査する方策の検討する必要

がある。 
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個別事業名 （４）読書普及事業（４）読書普及事業（４）読書普及事業（４）読書普及事業    

担当課等 図書館 奉仕係 

事業費 

実績 計(千円) （国費) (県費) (その他) (一般財源) 

H23 25,078   1,147 23,931 

H24 26,407   1,204 25,203 

趣 旨 等 

（本来の目標・目的・対象・意図） 

市民の多様なニーズに応え、一人ひとりが本との出会いを通じて、暮らしの

中に図書館が息づき、「いつでも・どこでも・だれでも」が利用しやすい図書

館運営を図る。 

実績・成果 

（数値を用いて具体的に、前年等とも比較） 

・図書館利用状況 

年 度 館 名 貸出冊数 貸出人数 入館者数 開館日 

H23 黒部市立図書館 134,547冊 30,652人 68,616人 266日 

宇奈月館 20,375冊 5,116人 17,136人 268日 

合計 154,922冊 35,768人 85,752人  

H24 黒部市立図書館 150,813冊 33,835人 78,751人 281日 

宇奈月館 20,984冊 5,215人 16,988人 283日 

合計 171,797冊 39,050人 95,739人  

・予約・相互貸借利用件数・企画展の回数 

年 度 館 名 予約件数 相互貸借件数 企画展回数 

H23 黒部市立図書館 6,050件数 1,012件数 9回 

宇奈月館 262件数 75件数 8回 

合計 6,312件数 1,087件数  

H24 黒部市立図書館 5,982件数 1,216件数 10回 

宇奈月館 446件数 84件数 12回 

合計 6,428件数 1,300件数  

・図書受入冊数 

館 名 H23 H24 

黒部市立図書館 8,594冊 (内 寄贈940) 6,511冊 (内 寄贈1,238) 

宇奈月館 1,895冊 (内 寄贈370) 1,471冊 (内 寄贈657) 

合計 10,489冊 (内 寄贈1,310) 7,982冊 (内 寄贈1,895) 
  

点検・評価 

総合評価 ＡＡＡＡＡＡＡＡ    （５段階評価：ＡＡ,Ａ,Ｂ,Ｃ,Ｄのいずれかを記載） 
（上記の評価をした理由） 

利用者の利便性をはかり、黒部市立図書館のみ7月より3ヶ月の試行期間を経て

午後8時まで2時間開館時間を延長した。前年度比：入館者数15％、貸出人数10％、

貸出冊数12％の増加となった。郷土資料のアーカイブ化を進め、Ｓ58年～Ｈ9年ま

での新聞記事見出しのデータ入力を実施した。 
 

課題・改善 

（具体的な改善内容を記載） 

 多様化する住民のニーズに応えるため、開館日数の増加と図書館資料の充実を図

る。新聞記事のデータベース化の取組を継続し、今後、ホームページに公開できる

よう調整を進める。郷土資料のデジタルアーカイブ化に向け、公民館、学校等、各

地区にある古書の発掘保存に努める。 

 また、サービス向上に向けて、職員の研修、職員数についても検討が必要である。 

今後の方向 

（継続・拡充・縮小・廃止などを判断） 

 館内における図書館サービスは今後も資料の充実を図りながら継続することと

し、黒部市立図書館、宇奈月館において特色ある運営を目指す。蔵書の半数以上が

閉架書庫での保存となっているため、図書館の今後の運営の在り方や方向性につい

て検討を行う。 
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個別事業名 （５）図書団体貸出事業（５）図書団体貸出事業（５）図書団体貸出事業（５）図書団体貸出事業    

担当課等 図書館 奉仕係 

事業費 

実績 計(千円) （国費) (県費) (その他) (一般財源) 

H23 0    0 

H24 0    0 

趣 旨 等 

（本来の目標・目的・対象・意図） 
子どもたちにより多くの本に接する機会を増やし、本に親しんでもらうことを

目的とする。 

実績・成果 

（数値を用いて具体的に、前年等とも比較） 

①保育所、幼稚園、小学校等への団体貸出実績 

館 名 年 度 団体登録数 利用団体数 貸出冊数 

黒部市立図書館 
H23 99 323 3,992 

H24 101 255 3,511 

宇奈月館 
H23 17 280 1,073 

H24 37 244 1,736 

② 「小学校国語教科書に紹介された本」のセット貸出の実施 

平成23年4月に小学校の新学習指導要領の全面実施に伴い、教科書の内容が一

新された。それに伴い教科書に紹介された本825冊(1学年3セット・6学年計18

セット)を学年・学級単位で1セット・1ヶ月貸出を実施 

年 度 団体貸出小学校名 延べ貸出冊数 

H23 生地・村椿・前沢 1,203冊 

H24 生地・村椿・三日市・東布施  901冊 

③ 保健センターに乳幼児向け本100冊の配置とブックリストの配布 

④ 乳幼児向け「赤ちゃんセット」A.B組100セットを保育所等低年齢児へ貸出 

⑤ 小学校・中学校・高等学校・公民館等への「ふるさと文学」の巡回貸出の実施 

点検・評価 

総合評価 ＡＡＡＡ （５段階評価：ＡＡ,Ａ,Ｂ,Ｃ,Ｄのいずれかを記載） 
（上記の評価をした理由） 
従来、実施していた団体貸出事業もわずかではあるが伸びてきている。前年度

より実施している「小学校国語教科書に紹介された本」のセット貸出では、貸出

校は増えたが貸出冊数は減少した。新たに乳幼児向け「赤ちゃんセット」を保育

所や団体等へ貸出し等、小さな時から本に親しんでもらえるよう努める。 

また、図書館職員が一部であるが、積極的に地域や学童保育の現場を訪問する

ことで、図書館に来ることができない子どもたちに、より多くの本に接する機会

を増やすことに努めた。 

課題・改善 

（具体的な改善内容を記載） 

今後、小学校だけではなく、保育所・幼稚園・中学校・公民館等に対しての読

書普及活動のあり方、連携、利用促進策を講じるとともに積極的に訪問するよう

努める。 

今後の方向 

（継続・拡充・縮小・廃止などを判断） 

団体貸出を継続していくとともに、セット団体貸出を保育所・幼稚園・小学校・

中学校・公民館等に拡充し読書普及に努める。 
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施策の分野 ② 青少年の健全育成 

方針・目標 
 青少年の社会性をはぐくむため、地域において多様な体験活動の場を提供するな

ど、家庭・学校・地域社会の連携のもとに青少年の健全育成に努める。 

 

 

 

 

個別事業 （１）青少年育成黒部市民会議（１）青少年育成黒部市民会議（１）青少年育成黒部市民会議（１）青少年育成黒部市民会議助成事業助成事業助成事業助成事業    

当課等 生涯学習スポーツ課  女性青少年係 

事 業 費 

実績 計(千円) （国費) (県費) (その他) (一般財源) 

H23 112    112 

H24 112    112 

趣 旨 等 

（本来の目標・目的・対象・意図） 

青少年育成黒部市民会議（事務局は生涯学習スポーツ課に設置）に補助を行い、

県民会議との連携事業や市の様々な青少年行事を通じて青少年の健全育成を図っ

ている。（主な行事：夏のさわやか運動、秋のさわやか運動、7・8月、11月育成キ

ャンペーン、青少年健全育成キャラバン隊の受入れ、青少年健全育成街頭宣伝活動、

意見発表大会、善行青少年表彰式、有害環境浄化研修会等） 

実績・成果 

（数値を用いて具体的に、前年等とも比較） 

 夏と秋のさわやか運動では、JR黒部駅等市内5カ所にて、高校生や大人に対して

あいさつや声かけ運動を実施した。 

街頭宣伝活動では市内をパレードし、青少年健全育成の啓発を呼びかけた。 

 また、少年少女活動実践意見発表大会では、児童生徒が日常の体験で感じたこと

や実践に基づく意見発表の場を設けた。 

また、学校や地域で他の模範となる青少年に対して、善行青少年表彰を行った。 

有害環境浄化研修会では、有害玩具・図書等、青少年を取り巻く有害環境の実態

について学んだ。 

夏休みと冬休み前には、休み中の安全な過ごし方を呼び掛けるチラシを市民会議

と教育委員会の共同で作成し、市内小学生・中学生全員に配布している。 

行事名 H23参加人数 H24参加人数 

夏のさわやか運動 438人 476人 

秋のさわやか運動 362人 441人 

青少年健全育成ﾊﾟﾚｰﾄﾞ 90人 107人 

 

 

 

 

 

点検・評価 

総合評価  ＡＡＡＡ  （５段階評価：ＡＡ,Ａ,Ｂ,Ｃ,Ｄのいずれかを記載） 

（上記の評価をした理由） 

青少年育成黒部市民会議の活動は積極的に行い、年間の活動が定着し、さわやか

運動等の行事にも安定した参加がある。また、さわやか運動で小学生が中学校で、

中学生が小学校で一緒にあいさつ運動をする校区があるなど、学校や地域で波及的

な取り組みが実施されるようになっている。 

課題・改善 

（具体的な改善内容を記載） 

青少年問題が複雑多様化している今日、青少年一人ひとりに目を向け、地域で守 

り育てる意識づけ、環境づくりをしていく必要がある。そのためには、育成市民会

議の慣例の活動を今後も継続していくだけでなく、学校、ＰＴＡ、地区公民館、振

興会等、地域団体と連携し、より効果的な活動や呼び掛けを行い、地域全体で青少

年問題に取り組んでいく。 

今後の方向 

（継続・拡充・縮小・廃止などを判断） 

青少年育成黒部市民会議運営費補助金については今後も継続する。また、市民会

議の活動の助成だけでなく、市としても青少年の健全育成の呼び掛けや、若者をサ

ポートする活動を検討していく。 
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施策の分野 ③ 女性活動事業の推進 

方針・目標 

男女共同参画社会の実現に向け「くろべ男女共同参画プラン」に基づき､女性の自

発的な活動を支援するとともに､男女共同参画都市宣言等の普及啓発活動の推進を

図りながら､地域･企業･学校等社会全体が連携して取組む。 

 

 

 

個別事業 （１）男女共同参画活動の推進（１）男女共同参画活動の推進（１）男女共同参画活動の推進（１）男女共同参画活動の推進    

担当課等 生涯学習スポーツ課  女性青少年係 

事 業 費 

実績 計(千円) （国費) (県費) (その他) (一般財源) 

H23 443    443 

H24 442    442 

趣 旨 等 

（本来の目標・目的・対象・意図） 

地域・職場・家庭など、あらゆる場面で男女協働参画社会の推進を図り、住みよ

い地域づくりのため、黒部市男女共同参画都市宣言を地域へ浸透させるとともに男

女を問わず男女共同参画意識の向上を図る。 

実績・成果 

（数値を用いて具体的に、前年等とも比較） 

＜男女共同参画推進員が実施した活動事業＞ 

 各地区公民館まつり及び、生涯学習フェスティバルでの展示コーナー設置、各地

区講演会事業実施、啓発チラシ作成配布、活動報告の全戸配布、男女共同参画ＰＲ

創作紙芝居「愛の水だんご」の地区上演を開催した。 

 24 年度推進員はほとんどを新人が占め、2年任期の初年度となるため研修会活動

を主とし、推進員全体研修、ｻﾝﾌｫﾙﾃｶﾚｯｼﾞ基礎入門編、新川ブロック研修会に参加

し意識を高めた。 

 少子高齢化対策や未婚男女の生きがい向上を図ることを目的とした婚活事業「ブ

ラッシュアップパーティー」を実施した。男性39名、女性27名が参加し、2組の

カップルが誕生したほか、メルアド交換などが活発に行われた。 

 

点検・評価 

総合評価  ＢＢＢＢ  （５段階評価：ＡＡ,Ａ,Ｂ,Ｃ,Ｄのいずれかを記載）    

（上記の評価をした理由） 

 新推進員のため、各地区での活動が中心となり、昨年に比べ活動実績は少なかっ

た。しかし、男女共同参画カルタ大会や紙芝居「愛の水だんご」を上演実施したこ

とで、高齢者から子どもまで「男女共同参画」の言葉が浸透した。また「男女共同

参画クイズ」などで、意外に進んでいない男女共同参画の実態を提示することがで

きた。 

 多くの研修会に積極的に参加した推進員の今後の取組に期待したい。 

課題・改善 

（具体的な改善内容を記載） 

男女共同参画推進員がほとんど入れ替わったため、推進員活動をどう進めていく

か、戸惑いが見られた。推進員活動を円滑に進めるためにも、各地区の推進員の半

数に残っていただけるよう働きかけが必要である。 

「男女共同参画」については、年代・性別により意識に違いがある。昨年度は子ど

もを育てる親世代を対象としたが、今年度は対象を絞り込めなかった。 

 女性団体の活動と「男女共同参画」の長期的な取組方法を明確にし、各団体との

調整を図る必要がある。 

今後の方向 

（継続・拡充・縮小・廃止などを判断） 

事業推進については関係団体等と協議する。 

住民活動へ繋がるよう、地域(公民館、振興会)や企業・学校等社会全体の連携を

推進する。 
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個別事業 （２）配偶者等暴力被害者相談事業（２）配偶者等暴力被害者相談事業（２）配偶者等暴力被害者相談事業（２）配偶者等暴力被害者相談事業    

担当課等 生涯学習スポーツ課  女性青少年係 

事 業 費 

実績 計(千円) （国費) (県費) (その他) (一般財源) 

H23 240    240 

H24 240    240 

趣 旨 等 

（本来の目標・目的・対象・意図） 

 ＤＶの実態は、国においても大きな問題であり、配偶者からの暴力をめぐる問題

は年々増えており、潜在化しているものも多いと考えられる。ＤＶ法改正により市

町村での対応強化と被害防止が求められている。 

市の総合振興計画個別事業の重点事業である男女共同参画事業の中でも配偶者等

暴力被害者への支援策として身近な場所での相談事業を実施することとなってい

る。 

「女性のための専門相談会」を定期的に実施し、ＤＶに限らず女性が抱える悩み 

を相談しやすいよう専門知識をもつ民間相談員が定期的に対応することで相談者へ

の切れ目のない支援を行うことを目的とする。 

実績・成果 

（数値を用いて具体的に、前年等とも比較） 

ＤＶ相談事業の専門的知識を有する相談員が対応することや、申込みから相談実 

施まで人目を気にしなくてもよいように安心して相談できる体制で実施した。 

年度 実施回数 相談者数 相談者延数 

H23 11回  11人 34件 

H24 11回   8人 17件 

身近な場所での相談会があることを毎月広報に掲載したり、チラシで公民館等へ

配布するなど周知を図った。また、民生委員にも該当があれば相談につないでもら

うよう依頼した。 

ＤＶは児童虐待とセットになっていることが多いため、子供たちの一番身近にい

る保育士研修を開き、虐待の発見ポイントなどを学んだ。 

点検・評価 

総合評価  ＡＡＡＡ  （５段階評価：ＡＡ,Ａ,Ｂ,Ｃ,Ｄのいずれかを記載） 

（上記の評価をした理由） 

ＤＶ相談ではなく「女性のための専門相談」としたため、気軽に相談することが

でき、個人のプライバシーも保たれているため、相談者は安心して利用できるはず

だが、相談者数に結びついていない。ＰＲ方法の検討が必要となっている。 

課題・改善 

（具体的な改善内容を記載） 

相談が減少していることが、ＤＶの減少につながっていない。警察介入や母子の

避難などがあったが、相談は受けていない。重大事件となる前に、ＤＶ被害者を掘

り起し、相談につなげていかなければならない。 

今後の方向 

（継続・拡充・縮小・廃止などを判断） 

ＤＶに対する正しい認識を住民へ普及させるため、各地域でＤＶの現況を説明し、

意識啓発を推進する。今後も地域（公民館、振興会）ＰＴＡ等の団体、企業・学校

等社会全体への啓発活動を推進し住みよい環境づくりを図る。 
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個別事業 （３）女性団体の育成（３）女性団体の育成（３）女性団体の育成（３）女性団体の育成    

担当課等 生涯学習スポーツ課  女性青少年係 

事 業 費 

実績 計(千円) （国費) (県費) (その他) (一般財源) 

H23 131    131 

H24 112    112 

趣 旨 等 

（本来の目標・目的・対象・意図） 

市内9団体で構成する「くろべ女性団体連絡協議会」を中心とした女性団体の組

織力向上のための支援を行い、女性活動の活性化と事業の推進を図る。40～50代の

中間層的女性リーダーの育成を図る。 

 

実績・成果 

（数値を用いて具体的に、前年等とも比較） 

毎年開催してきた女性議会を休会し、南砺市女性議会を傍聴したり、女性団体と

懇談を持つなどし、開催意義や運営方法について協議を重ね、25年度に再開するこ

とを決めた。 

黒部市出身の講師を迎え「コミュニケーション講座」を開催し、130 名が表情や

言葉ひとつで夫婦・親子・嫁姑関係がうまくいくという、言葉遣いなどの手法を学

んだり考えたりした。 

市長と語る会を開催し、98名が参加し、市政を学んだ。 

カーターロードレース、水のフェスティバル、ボランティアフェスティバル等へ 

参加協力し市民協働参画を図った。 

国際交流事業、食育事業等にも個別団体で取り組んだ。 

 

点検・評価 

総合評価  ＡＡＡＡ  （５段階評価：ＡＡ,Ａ,Ｂ,Ｃ,Ｄのいずれかを記載） 

（上記の評価をした理由） 

女性団体では南砺市の女性議会を視察され、また南砺市女性団体と懇談をするこ

とにより、黒部市を手本に実施した南砺市女性議会が主体的に活発に運営されてい

ることに触発され、女性議会開催を前向きに検討し、再開を決められた。運営につ

いても、できるところは自分たちでと、意欲的にとらえておられる点、男女共同参

画への推進にも積極的に取り組まれた点は評価できる。 
 

課題・改善 

（具体的な改善内容を記載） 

女性団体の自発的な活動推進について支援しながら、男女共同参画とのバランス

を考慮し、効果的な事業推進を図るよう支援する。また、構成団体の減少に伴い会

員数も減少しており、未加入団体の加入を進めていかなければならない。 

女性議会については、議員選出が年々難しくなってきていることから、構成団体

以外からの継続的な選出の方法を模索していく必要がある。 

 

今後の方向 

（継続・拡充・縮小・廃止などを判断） 

女性団体の今後の活動のあり方について助言し、女性リーダー育成方法について

も検討していく。 
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施策の分野 ④ 市民文化活動の推進 

方針・目標 

 市民の文化活動を推進するため、優れた文化・芸術を鑑賞したり親しんだりす

ることのできる機会を増やすとともに、自発的に新しい創作活動ができるよう芸

術文化活動の支援、育成に努める。 

 

個別事業名 （１）黒部市芸術祭（１）黒部市芸術祭（１）黒部市芸術祭（１）黒部市芸術祭    

担当課等 生涯学習スポーツ課  文化財係 

事 業 費 

実績 計(千円) （国費) (県費) (その他) (一般財源) 

H23 761    761 

H24 994    994 

趣 旨 等 

（本来の目標・目的・対象・意図） 

市民に独創性のある美術、音楽、演劇の発表と鑑賞の場を提供することによ

り豊かな情操と創造性を養い、芸術文化の向上と振興に資するために黒部市芸

術祭を開催する。 

実績・成果 

（数値を用いて具体的に、前年等とも比較） 

美術展は、市内在住者、勤務者、通学者及び出身者、中学生以上の方の絵画・

書・写真・彫刻工芸デザイン作品を募集し、コラーレで開催した。 
会期は平成24年10月25日～30日の6日間 

招待者作品は10月27日～11月4日の8日間、黒部市美術館で展示した。 

年度 観覧者数 一般出品点数 招待者作品数 

H23 884名 119点 46点 

H24 1,105名 161点 29点 

 
平成24年度は「姉妹都市文化作品交流展」として根室市より26作品を出品

していただいた。 

演劇は、劇団フロンティアがシアターフロンティアを会場に書き下ろしコメ

ディ「楽屋」を11月に5回公演した。 

公演補助金142千円。 

点検・評価 

総合評価 ＡＡＡＡ    （５段階評価：ＡＡ,Ａ,Ｂ,Ｃ,Ｄのいずれかを記載） 
（上記の評価をした理由） 

美術展は一般公募展と招待者展を二会場化した。出品数・観覧者数ともに増

加した。しかし、招待者作品数は減少した。 

課題・改善 

（具体的な改善内容を記載） 

美術展は、出品者数の裾野を広げるため各種団体や中学・高校への呼びかけ

等の方策を実行し、多くの方から応募出品される環境を作る必要がある。観覧

者数を増やすためのＰＲ等に改善が必要である。 

平成24年度より一般公募展と招待者展の会場を二会場としたが、招待者展の出

品点数の減少や観覧者数が少ないため、招待者展内容の見直しが必要である。 

今後の方向 

（継続・拡充・縮小・廃止などを判断） 

美術展は、出品者や観覧者の裾野が広がるよう事業のＰＲをさらに工夫し、

事業を継続する。 
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個別事業名 （２）芸術文化活動団体助成（２）芸術文化活動団体助成（２）芸術文化活動団体助成（２）芸術文化活動団体助成    

担当課等 生涯学習スポーツ課  文化財係 

事 業 費 

実績 計(千円) （国費) (県費) (その他) (一般財源) 

H23 2,928    2,928 

H24 2,570    2,570 

趣 旨 等 

（本来の目標・目的・対象・意図） 

市内に活動拠点を置く各種文化・芸術団体に対し補助金を交付し、活動の活

性化を図る。 

実績・成果 

（数値を用いて具体的に、前年等とも比較） 

＜黒部川水のコンサート＆フェスティバル＞ 

7月29日に黒部川公園で開催、補助金1,343千円。 

年度 参加者 

H23 約6,800名 

H24 約6,300名 

 

＜黒部市芸術文化振興協会＞ 

6月1～2日にコラーレで芸文協祭りの開催、補助金374千円。 

＜黒部市宇奈月町邦楽芸能協会＞ 

 3月20日に国際会館セレネで芸能大会開催、補助金171千円。 

＜日本黒部学会＞ 

「紀要黒部第20号」の発刊、補助金190千円。 

点検・評価 

総合評価 ＡＡＡＡ    （５段階評価：ＡＡ,Ａ,Ｂ,Ｃ,Ｄのいずれかを記載） 
（上記の評価をした理由） 

補助金により、黒部川水のコンサート＆フェスティバルや芸文協まつりの開

催、邦楽芸能大会の開催、日本黒部学会の研究紀要の発刊等が実施され、芸術

の振興や文化の向上に寄与している。 
 

課題・改善 

（具体的な改善内容を記載） 

助成の必要がないと判断される事業やその目的を終了したとされる事業な

どへの補助は縮減又は廃止とし新たに必要とされる事業に対して交付してい

くなど、効果的な助成方針の検討を要する。 

今後の方向 

（継続・拡充・縮小・廃止などを判断） 

各団体の自立を促すとともに、芸文協による芸文協まつりなどの民間の取り

組みと、行政施策の位置付けを整理し、費用対効果等の評価を行いながら継続

する。 
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個別事業名 （３）詩の道句集事業（３）詩の道句集事業（３）詩の道句集事業（３）詩の道句集事業    

担当課等 生涯学習スポーツ課  文化財係 

事 業 費 

実績 計(千円) （国費) (県費) (その他) (一般財源) 

H23 15    15 

H24 32    32 

趣 旨 等 
（本来の目標・目的・対象・意図） 

黒部峡谷を訪れた人々から俳句を募集し、優秀作品を表彰する。 

実績・成果 

（数値を用いて具体的に、前年等とも比較） 

 

年度 応募句数 応募人数 

H23 342句 322名 

H24 403句 399名 

 

顕彰方法：賞状送付のみとしている。 

点検・評価 

総合評価 ＢＢＢＢ    （５段階評価：ＡＡ,Ａ,Ｂ,Ｃ,Ｄのいずれかを記載） 
（上記の評価をした理由） 

昨年の342点から403点と多くの応募があり、その大半は県外からの応募で

ある。しかしながら事業について十分な周知されてはいない。 

課題・改善 

（具体的な改善内容を記載） 

地域の良さ発見・発信に繋がるような事業ＰＲを推進する。 

顕彰方法については、より親しまれる方向を検討する。 

俳句を投稿しやすいように投函箱設置場所９箇所を11箇所に増やした。 

今後の方向 

（継続・拡充・縮小・廃止などを判断） 

より多くの方に俳句を投稿していただくためのＰＲ方法や、入賞者の顕彰方

法を検討しながら継続する。 
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施策の分野 ⑤ 文化遺産の保護・継承 

方針・目標 

 地域の伝統文化による郷土愛の醸成や高揚を図るため、芸能・伝統行事等

の保存伝承活動を支援する。また、文化財の保護・調査研究、市民への地域

文化の普及に努めるとともに、立山・黒部の世界文化遺産登録に向けた取り

組みの強化を図る。 

個別事業名 （１）伝統文化の保存継承（１）伝統文化の保存継承（１）伝統文化の保存継承（１）伝統文化の保存継承    

担当課等 生涯学習スポーツ課  文化財係 

事 業 費 

実績 計(千円) （国費) (県費) (その他) (一般財源) 

H23 237    237 

H24 272    272 

趣 旨 等 

（本来の目標・目的・対象・意図） 

市内各地域で受け継がれてきている芸能や技術の保存伝承を図るため、各文

化財の保存会へ育成費を補助している。保存会で中心的に活躍する指導者を黒

部市伝承芸能伝承技術士として認定し、指導者の育成と活用を図る。 

 

実績・成果 

（数値を用いて具体的に、前年等とも比較） 

保存会を中心とした地区住民の力で伝承芸能は継承されてきた。 

各地区公民館より、推薦いただいた指導者を、地域の伝承芸能技術士として

認定している。平成24年度は4地区の7名の指導者を認定し、認定者は合計

86名となった。 

 

点検・評価 

総合評価 ＡＡＡＡ    （５段階評価：ＡＡ,Ａ,Ｂ,Ｃ,Ｄのいずれかを記載） 
（上記の評価をした理由） 

平成 14 年から始めた伝承芸能の指導者の認定制度は、他の自治体では

あまり行われていない黒部市の特色を出したものである。 
 

課題・改善 

（具体的な改善内容を記載） 

各地で行われている伝承芸能の獅子舞の団体からは伝承技術士の推薦はあ

るが、その他の分野から推薦があまりないため認定者が少ない。 

今後、多くの分野で活動している人を幅広く発掘する必要がある。 

今後の方向 
（継続・拡充・縮小・廃止などを判断） 

伝承芸能の指導者育成のため今後も継続する。 
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個別事業名 （２）埋蔵文化財の発掘調査（２）埋蔵文化財の発掘調査（２）埋蔵文化財の発掘調査（２）埋蔵文化財の発掘調査    

担当課等 生涯学習スポーツ課  文化財係 

事 業 費 

実績 計(千円) （国費) (県費) (その他) (一般財源) 

H23 30,131 30,131   0 

H24 46,251 46,251   0 

趣 旨 等 

（本来の目標・目的・対象・意図） 

開発行為に伴う遺跡の確認調査によって記録保存と開発行為との協議・調整

を図る。 

実績・成果 

（数値を用いて具体的に、前年等とも比較） 

8 号バイパス建設に伴う埋蔵文化財の調査は、平成 24 年度新たに 3 遺跡が

対象となり、うち3調査区で本調査を行った。 

点検・評価 

総合評価 ＢＢＢＢ    （５段階評価：ＡＡ,Ａ,Ｂ,Ｃ,Ｄのいずれかを記載） 
（上記の評価をした理由） 
平成24年度に国から委託を受けた個所について試掘調査まで年度内に終了した。 

用地買収の遅れた地区で本調査が必要となり、２調査区において本調査は平

成25年度に繰り越した。 

課題・改善 
（具体的な改善内容を記載） 

国の委託事業であるため、用地買収の遅れなどの日程調整が困難である。 

今後の方向 
（継続・拡充・縮小・廃止などを判断） 

平成25年度は残り２調査区の本調査、まとめ・整理を行う。 

 

 

個別事業名 （３）世界文化遺産に登録（３）世界文化遺産に登録（３）世界文化遺産に登録（３）世界文化遺産に登録    

担当課等 生涯学習スポーツ課  文化財係 

事 業 費 

実績 計(千円) （国費) (県費) (その他) (一般財源) 

H23 1,000  500  500 

H24 500  250  250 

趣 旨 等 

（本来の目標・目的・対象・意図） 

平成 19年 9月に富山県・黒部市・上市町・立山町は「立山・黒部 防災大

国日本のモデル～信仰・砂防・発電～」として世界遺産暫定一覧表記載候補の

提案書を提出し、世界遺産の登録を目指す。 

実績・成果 

（数値を用いて具体的に、前年等とも比較） 

 黒部川発電施設群の文化遺産としての価値を高めるために、写真展『～世界

文化遺産登録をめざして～ 黒部川電源開発施設群写真展』を開催し、普及啓

蒙を図った。 

点検・評価 

総合評価 ＢＢＢＢ    （５段階評価：ＡＡ,Ａ,Ｂ,Ｃ,Ｄのいずれかを記載） 
（上記の評価をした理由） 

世界文化遺産候補である「立山・黒部」は平成20年 9月に文化庁から「世

界遺産暫定一覧表候補の文化資産」と評価されたが、国の重要文化財の指定の

動きが見られなかった。 

課題・改善 

（具体的な改善内容を記載） 

世界史的・国際的な視点に立ち、砂防・発電関連資産等の全体像を明らかに

する観点から、国内外の同種資産との比較研究を進める中で、適切な主題設定

や構成資産について検討することが重要である。 

当面の課題は、黒部川発電施設構成資産の重要文化財指定であり、引き続き、

調査・研究が求められる。 

今後の方向 
（継続・拡充・縮小・廃止などを判断） 

国の重要文化財指定に向けて調査を継続する。 
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施策の分野 ⑥ 市民ひとり１スポーツの推進 

方針・目標 

 市民一人ひとりが、それぞれのライフスタイルに応じて、多様なスポーツに主体

的かつ継続的に親しむことができるようにするため、市体育協会や地区体育協会と

協働し、地域との連携を図りながらスポーツ機会の充実を図る。また、地域住民が

主体となったスポーツ活動を推進するために、スポーツ推進委員や総合地域スポー

ツクラブの活動を通じて地域力の醸成を図り、「市民ひとり１スポーツ」の更なる

定着に努める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

個別事業名 （（（（１）市民体育大会１）市民体育大会１）市民体育大会１）市民体育大会    

担当課等 生涯学習スポーツ課 スポーツ健康係 

事 業 費  

実績 計(千円) （国費) (県費) (その他) (一般財源) 

H23 2,632    2,632 

H24 2,632    2,632 

趣 旨 等 

（本来の目標・目的・対象・意図） 

市民が一堂に集い、スポーツの実践により体力の向上、健康の増進、レクリエー

ションによる親睦協和を図り、より健全で明るい市民生活を営むことを目的とす

る。 

実績・成果 

（数値を用いて具体的に、前年等とも比較） 

全地区より市民が参加し開催された。 

全11地区が参加し、総合成績を競って開催した。 

専門委員会等を開催し、より多くの市民が参加しやすい大会を目指した。 

 

市民体育大会開催種目、種別数 

開催年度 種目数 

H23 14種目（16種別） 

H24 14種目（16種別） 

 

 

点検・評価 

総合評価 ＡＡＡＡ    （５段階評価：ＡＡ,Ａ,Ｂ,Ｃ,Ｄのいずれかを記載） 
（上記の評価をした理由） 

地区対抗での、市民体育大会を実施しているのは、県内では当市を含め２市のみ

である。 

スポーツ選手だけでなく一般市民が参加できる大会は評価できる。 

参加種目も一般市民が参加できる種目を設けており市民が参加しやすい。 

地域が一体となってスポーツに取り組むことができる機会を提供し、地域振興や

スポーツ推進に大きく寄与している。 

課題・改善 

（具体的な改善内容を記載） 

市内における各種スポーツ団体数や市民ニーズを把握し、市民が参加しやすい種

目・試合方法、よりよい得点算出方法について、各競技団体、各地区体育協会等関

係団体と検討を要する。 

今後の方向 

（継続・拡充・縮小・廃止などを判断） 

市民体育大会は、更に多くの市民が参加できる大会となるよう工夫をし継続す

る。 
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個別事業名 （２）スポーツ推進委員協議会の育成（２）スポーツ推進委員協議会の育成（２）スポーツ推進委員協議会の育成（２）スポーツ推進委員協議会の育成    

担当課等 生涯学習スポーツ課 スポーツ健康係 

事 業 費 

実績 計(千円) （国費) (県費) (その他) (一般財源) 

H23 1,801    1,801 

H24 1,817    1,817 

趣 旨 等 

（本来の目標・目的・対象・意図） 

スポーツ推進のため、住民に対してスポーツ実技の指導、その他スポーツに

関する指導助言を行い、市民の生活を明るく豊かにし、スポーツの普及向上を

図るとともに会員相互の親睦を図る。 

実績・成果 

（数値を用いて具体的に、前年等とも比較） 

＜教室・研修会開催数と参加人数＞ 

年度 H23 H24 

地区ｽﾎﾟｰﾂ教室 4回 168人 3回 159人 

全体研修会 3回 78人 3回 71人 

※人数はスポーツ推進委員を含む。 

 

＜地区スポーツ教室＞ 

３中学校区で開催した。 

スポーツ教室ではニュースポーツ（スティックリング）を行った。 

 

＜運営協力＞ 

カーター記念黒部名水ロードレース、エブリバディスポーツデイ2012、 

市民体育大会 

点検・評価 

総合評価 ＡＡＡＡ    （５段階評価：ＡＡ,Ａ,Ｂ,Ｃ,Ｄのいずれかを記載） 
（上記の評価をした理由） 

地区スポーツ教室を開催し、手軽に楽しめるニュースポーツを取り上げ、地

域からの普及を継続的に行っている。教室開催のための事前研修会を開催する

など、資質の向上のための活動にも積極的に取り組み、市民ひとり１スポーツ

の普及に大きく寄与している。平成 22 年度から計画的に、福井県発祥のニュ

ースポーツ「スティックリング」を行い、地域の活動や市外にも広がっている。 

カーター記念黒部名水ロードレース等のスポーツイベントの運営にも積極

的に協力している。 

課題・改善 

（具体的な改善内容を記載） 

スポーツ推進委員の中でも参加する人としない人の差が大きくなっている。 

委員の高齢化が進んでおり、地区からの選出方法を検討する必要がある。ス

ポーツ教室開催において、開催時期や場所を協議する必要がある。 

今年度よりスポーツ推進委員と名称が変わり、市民にも周知されてきた。今

後もニュースポーツの指導など、出前教室を積極的に行えるようにしたい。 

今後の方向 

（継続・拡充・縮小・廃止などを判断） 

体育指導委員協議会が、スポーツ推進委員協議会と名称変更となったが、課

題等を改善し、継続する。 
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個別事業名 （３）総合型地域スポーツクラブ（３）総合型地域スポーツクラブ（３）総合型地域スポーツクラブ（３）総合型地域スポーツクラブ    

担当課等 生涯学習スポーツ課 スポーツ健康係 

事 業 費 

実績 計(千円) （国費) (県費) (その他) (一般財源) 

H23 858    858 

H24 832    832 

趣 旨 等 

（本来の目標・目的・対象・意図） 

各種スポーツを気軽に楽しみ、継続的に親しみながら地域住民の健康の保持増進

と会員相互の親睦・交流を図る。 

実績・成果 

（数値を用いて具体的に、前年等とも比較） 

総合型地域スポーツクラブは、「KUROBEスポーツファミリー」「ＫＵスポーツクラ

ブWill」の２クラブがあり、教室型のクラブとしてそれぞれ教室を展開している。

教室の他に、「自然散策」、「かち歩き」など両クラブ共にウオーキングイベントを

開催している。 

 KUROBEスポーツファミリー  ＫＵスポーツクラブWill 

年度 会員数 教室数 会員数 教室数 

H23 1,496名 85 149名 8 

H24 1,571名 85 167名 8 

 合  計 

年度 会員数 教室数 

H23 1,645名 93 

H24 1,738名 93 
 

点検・評価 

総合評価 ＡＡＡＡ    （５段階評価：ＡＡ,Ａ,Ｂ,Ｃ,Ｄのいずれかを記載） 
（上記の評価をした理由） 

市全体として教室数の増減はないが、会員数が昨年度より増加しており、市民の

スポーツへの参加意識は高まってきている。 

教室内容が充実しており、幅広く、継続的に取り組むことができ、「市民ひとり

１スポーツ」に貢献している。 

課題・改善 

（具体的な改善内容を記載） 

引き続き、利用者が継続して取り組めるよう内容の充実を図るとともに、市民ニ

ーズを的確に捉え新たな利用者の増加に努める。また、各クラブが特色をもった事

業に取り組み、共存できるよう協議する必要がある。 

今後の方向 
（継続・拡充・縮小・廃止などを判断） 

総合型地域スポーツクラブは、課題等を改善し、継続する。 
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個別事業名 （４）スポーツ講演会（４）スポーツ講演会（４）スポーツ講演会（４）スポーツ講演会    

担当課等 生涯学習スポーツ課 スポーツ健康係 

事 業 費 

実績 計(千円) （国費) (県費) (その他) (一般財源) 

H23 355    355 

H24 355    355 

趣 旨 等 

（本来の目標・目的・対象・意図） 

普段触れ合う機会のない著名な講師を招き講演会を開催することで、「市民

ひとり１スポーツ」の普及並びに競技力の向上と指導者の育成を図る。 

実績・成果 

（数値を用いて具体的に、前年等とも比較） 

講演会の講師と参加者数 

開催年度 H23 H24 

講師 
(元プロ野球選手) 

高木 豊氏 
（元バドミントン選手） 

小椋久美子氏 

参加者数 約180名 280名 

※市内の一般参加者(23年度121名、24年度200名) 

点検・評価 

総合評価 ＡＡＡＡ    （５段階評価：ＡＡ,Ａ,Ｂ,Ｃ,Ｄのいずれかを記載） 
（上記の評価をした理由） 

全国的に著名なトップアスリートを講師に招くことで、トップレベルの体験

を通じた講演を身近に聞くことができる機会を提供し、指導方法や競技力の向

上に寄与している。 

課題・改善 

（具体的な改善内容を記載） 

広く市民が参加できる方法だけでなく、競技力向上や指導者の育成を図るた

めの方法についても検討を要する。 

今後の方向 
（継続・拡充・縮小・廃止などを判断） 

スポーツ講演会は、課題等を改善し、継続する。 
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施策の分野 ⑦ スポーツ施設の整備・充実、競技力の向上 

方針・目標 

 気軽にスポーツを楽しむことができるよう施設整備を計画的に進めるととも

に、身近で利用しやすい施設となるよう利便性の向上及び安全管理の強化を図る。 

優秀なクラブチームや全国・ブロック大会で活躍する選手を育成するための支

援を行う。また、市体育協会が中心となり各協議協会等の活動を支援することで、

クラブチーム等への連携・支援体制を強化し、富山県民体育大会での総合優勝等

を目指すための各種競技力向上を図る。 

 

個別事業名 （１）優秀スポーツクラブ育成補助（１）優秀スポーツクラブ育成補助（１）優秀スポーツクラブ育成補助（１）優秀スポーツクラブ育成補助    

担当課等 生涯学習スポーツ課 スポーツ健康係 

事 業 費 

実績 計(千円) （国費) (県費) (その他) (一般財源) 

H23 15,200   8,200 7,000 

H24 15,200   8,200 7,000 

趣 旨 等 

（本来の目標・目的・対象・意図） 

リーグ戦等の各大会に集中して活動できるように優秀スポーツクラブ（KUROBE

アクアフェアリーズ）に対して活動支援を実施する。また、地域貢献として、市

内各種スポーツイベントへの参加協力やバレーボール教室等の開催を実施するた

めの支援をする。 

実績・成果 

（数値を用いて具体的に、前年等とも比較） 

＜KUROBEアクアフェアリーズの活動について＞ 

各大会の成績 
大会名 Ｈ23 H24 

Ｖサマーリーグ 
順位決定リーグ進出 
第1 ﾌﾞﾛｯｸ 4位（８ﾁｰﾑ中） 

西部大会 
8チーム中6位 

北信越国民体育大会 
優勝 
山口国体出場 

2位 
（岐阜国体出場ならず） 

国民体育大会 
おいでませ！山口国体 
５位入賞（17.5点獲得） 

 

天皇杯・皇后杯 
北信越Bﾌﾞﾛｯｸｳﾝﾄﾞ優勝 
（ﾌｧｲﾅﾙﾗｳﾝﾄﾞ） 
２回戦敗退 

北信越Aﾌﾞﾛｯｸｳﾝﾄﾞ優勝 
（ﾌｧｲﾅﾙﾗｳﾝﾄﾞ） 
２回戦敗退 

Ｖチャレンジリーグ 
１６勝６敗 
３位（全12チーム中） 

９勝９敗 
５位（全10チーム中） 

黒部市主催の行事では「名水ロードレース」「カターレ富山黒部市の日」に運営

協力を行った。また、「アクア杯ママさんバレーボール大会」や市内４中学校での

「出前講座」を開催したり、秋のさわやか運動などのボランティア活動に積極的

に参加したりした。 

点検・評価 

総合評価 ＡＡＡＡ （５段階評価：ＡＡ,Ａ,Ｂ,Ｃ,Ｄのいずれかを記載） 

（上記の評価をした理由） 

国体出場を逃し、Ｖチャレンジリーグにおいても５位（全 10 チーム中）と、前

年度を下回る成績であった。ただ、トレーニングや選手の取り組む姿勢等、チー

ム力を上げるために質の高い練習を行い、再浮上を目指している。また、市主催

のスポーツイベントへの参加協力や街頭募金活動等を積極的に行っている。 

課題・改善 

（具体的な改善内容を記載） 

よりよい成績を収めるために、選手等の人材確保は不可欠である。 

今まで以上に様々なスポーツイベントへの協力やバレーボール教室等の開催な

ど、幅広い地域貢献やＰＲを積極的に行い、市民から愛されるチームになること

が望まれる。 

今後の方向 
（継続・拡充・縮小・廃止などを判断） 

優秀スポーツクラブ育成補助は、現状のまま継続する。 
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個別事業名 （２）出場派遣費・激励費（２）出場派遣費・激励費（２）出場派遣費・激励費（２）出場派遣費・激励費    

担当課等 生涯学習スポーツ課 スポーツ健康係 

事 業 費 

実績 計(千円) （国費) (県費) (その他) (一般財源) 

H23 4,811    4,811 

H24 7,245    7,245 

趣 旨 等 

（本来の目標・目的・対象・意図） 

全国大会等に出場する選手に派遣費・激励費を支給し、大会出場への意識高揚

を図るとともに、参加者の経費負担を軽減し十分に活動できる環境をつくる。 

実績・成果 

（数値を用いて具体的に、前年等とも比較） 

＜全国大会・ブロック大会出場派遣費・激励費＞   （監督等引率含） 

年度 H23 H24 

人数・金額 人数 金額 人数 金額 

小学生 72名 1,426,660円 68名 1,420,530円 

中学生 35名 1,039,660円 154名 3,050,910円 

高校生 77名 437,000円 72名 432,000円 

一般 143名 933,000円 192名 1,404,000円 

合計 327名 3,836,320円 486名 6,307,440円 

 ※黒部市「小・中学生」スポーツ振興資金（全国大会は５千円、ブロック大会

３千円）を含む。 

小学生と中学生には派遣費として大会にかかる交通費と宿泊費、高校生と一般

には激励費を支給している。激励費は、全国大会が８千円、ブロック大会が４千

円となっている（北信越国体は５千円、国民体育大会は10千円）。 

＜富山県民体育大会出場激励費＞     （監督等引率含） 

年度 H23 H24 

人数・金額 人数 金額 人数 金額 

２部一般 479名 479,000円 500名 500,000円 

２部中学 260名 338,000円 234名 304,200円 

３部 153名 158,100円 129名 132,900円 

合計 892名 975,100円 863名 937,100円 

激励費は、中学生が１千円＋ドリンク代（300円）、一般が１千円となっている。 

点検・評価 

総合評価 ＡＡＡＡＡＡＡＡ （５段階評価：ＡＡ,Ａ,Ｂ,Ｃ,Ｄのいずれかを記載） 

（上記の評価をした理由） 

 水島京香（中央小）が第15回全日本小学生女子相撲大会で優勝、桜井中学校駅

伝部が全国中学校駅伝大会に出場するなど、数々の団体・個人が全国大会・ブロ

ック大会に出場し活躍している。 

県民体育大会においては、参加者が若干減ったが、一般の部では 3 位と上位を

維持している。 

課題・改善 

（具体的な改善内容を記載） 

派遣費・激励費の支給について周知を図るとともに、円滑な手続きを行い速や

かに支給できるよう検討する。 

今後の方向 
（継続・拡充・縮小・廃止などを判断） 

出場派遣費・激励費は、課題を検討し、継続する。 
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個別事業名 （３）選手強化（３）選手強化（３）選手強化（３）選手強化    

担当課等 生涯学習スポーツ課 スポーツ健康係 

事 業 費 

実績 計(千円) （国費) (県費) (その他) (一般財源) 

H23 756    756 

H24 756    756 

趣 旨 等 

（本来の目標・目的・対象・意図） 

富山県民体育大会・富山県駅伝競走大会へ黒部市を代表して出場する選手等に

対して、大会で十分な活動ができる環境をつくる。 

実績・成果 

（数値を用いて具体的に、前年等とも比較） 

＜富山県民体育大会＞576千円 

２部（郡市対抗）成績 

年度 H23 H24 

２部一般 3位 486名 3位 500名 

２部中学 10位 260名 8位 234名 

734名が参加した。 

参加競技種目へ強化費を支給した。 

 

＜富山県駅伝競走大会＞180千円 

成績 

年度 H23 H24 

黒部市 9位 7位 

黒部市選手団強化練習会補助金として支給した。 

点検・評価 

総合評価 ＡＡＡＡ    （５段階評価：ＡＡ,Ａ,Ｂ,Ｃ,Ｄのいずれかを記載） 

（上記の評価をした理由） 

富山県民体育大会の参加者数は、安定して高い水準を保っていることから、参

加しやすい環境であると考える。その中で、２部一般においては、常に上位の成

績を収めており、選手強化補助の効果が現れているものと考える。 

富山県駅伝競走大会は、前年 9 位から７位と順位を上げた。中学校の選手を含

め、強化してきた成果が現れており、今後も引き続き組織的な強化体制に期待す

る。 

課題・改善 

（具体的な改善内容を記載） 

富山県民体育大会は、２部中学の成績が中位から下位に位置することが多い。

競技種目に焦点をあてると、競技力に偏りが見られ、中学全体としての競技力の

底上げが必要である。 

富山県駅伝競走大会については、今後も市全体として選手選考や練習方法等、

継続して取り組んでいく体制をつくっていく必要がある。 

今後の方向 
（継続・拡充・縮小・廃止などを判断） 

選手強化補助は、課題等を改善し、継続する。 
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個別事業名 （４）スポーツ施設の整備・充実（４）スポーツ施設の整備・充実（４）スポーツ施設の整備・充実（４）スポーツ施設の整備・充実    

担当課等 生涯学習スポーツ課 スポーツ健康係 

事 業 費 

実績 計(千円) （国費) (県費) (その他) (一般財源) 

H23 11,433   7,161 4,272 

H24 25,411  15,000  10,411 

趣 旨 等 

（本来の目標・目的・対象・意図） 

市民が安心してスポーツを楽しむことができるようスポーツ施設の整備を計画

的に進めるとともに、身近で利用しやすい施設となるよう利便性の向上や安全管

理に努める。 

実績・成果 

（数値を用いて具体的に、前年等とも比較） 

＜施設補修＞ 

総合体育センター施設補修（18,050千円） 

 温水プール熱交換器更新工事、温水ヒーターオアーバーホール及び 

マイコン盤交換工事、メインアリーナ床面改修工事・床下地補修工事 

健康スポーツプラザ施設補修（1,404千円） 

 固定式防矢ネット設置工事、屋外照明施設設置・シャッター改修工事 

社会体育施設補修（378千円） 

 大布施ゲートボール場擁壁工事 

学校開放体育施設改修費（5,579千円） 

 高志野中学校照明安定器交換及びコイン盤修繕工事 

＜社会体育施設及び学校開放利用者数＞  （人） 

年度 H23 H24 

総合体育センター 297,218 305,932 

宇奈月体育センター 7,922 8,567 

健康スポーツプラザ 12,185 11,975 

練成館 20,021 15,471 

計 337,346 341,945 

学校開放 50,042 46,569 
 

点検・評価 

総合評価 ＡＡＡＡ    （５段階評価：ＡＡ,Ａ,Ｂ,Ｃ,Ｄのいずれかを記載） 

（上記の評価をした理由） 

市総合体育センターについては、改修年度計画表を基に、計画的に施設の補修

を行い、利用者が安心してスポーツに取り組むことができるよう環境づくりに努

めている。他の施設についても、保守点検等を行い、安全で身近なスポーツ施設

としての機能を果たしている。 

スポーツ施設の整備に伴い、利用者数も僅かではあるが増えている。 

課題・改善 

（具体的な改善内容を記載） 

スポーツ施設の利用者数は全体的に増加しているが、施設によっては、減少傾

向が続いているものもある。利用者にとってより利便性の向上を考え、より多く

の市民が安心して手軽にスポーツに親しむことができる環境整備が必要である。 

今後の方向 

（継続・拡充・縮小・廃止などを判断） 

 スポーツ施設の整備・充実は、市民が安心してスポーツに取り組める環境整備

を目指して、継続する。 

 

 

 
 

 

 



61 
 

施策の分野 ⑧ スポーツを通じた地域振興 

方針・目標 

 生涯を通じて豊かなスポーツライフを送ることができる生涯スポーツ社会を実

現するため、全国規模の各種大会を開催し、全国トップレベルのプレー観戦の場

を市民に提供することで、スポーツに対する興味・関心を高める。また、大会を

通じて黒部市を訪れた選手・観客に本市の素晴らしさをＰＲするとともに、スポ

ーツを通じて地域の活性化を図る。 

 

個別事業名 （１）カーター記念黒部名水ロードレース（１）カーター記念黒部名水ロードレース（１）カーター記念黒部名水ロードレース（１）カーター記念黒部名水ロードレース    

担当課等 生涯学習スポーツ課 スポーツ健康係 

事 業 費 

実績 計(千円) （国費) (県費) (その他) (一般財源) 

H23 4,200    4,200 

H24 4,200    4,200 

趣 旨 等 

（本来の目標・目的・対象・意図） 

大会を通じて黒部に訪れた選手・観客に黒部の素晴らしさをＰＲするとともに、

交流の輪を広げ、スポーツを通じて地域の活性化を図る。また、トップレベルの選

手を招くことで、競技ランナーは更なる強化に、一般ランナーは、スポーツに対す

る興味・関心を高め、健康・体力づくりの意識づけにつなげていくことを目的とし

ている。 

実績・成果 

（数値を用いて具体的に、前年等とも比較） 

29回目を迎えた歴史ある大会であり、参加者数は県内最大、北陸でも最大級の大

会となった。 

年 4 回の名水ロードレース実行委員会を開催し、よりよい大会を目指して、ゲス

トや式典など実施内容について協議し決定した。 

競技については以下の6種目17種別を実施した。 

①ハーフマラソン（男子29歳以下、30歳以上、50歳以上、女子 一般） 

②10㎞（男子 29歳以下、30歳以上、50歳以上、女子 一般） 

③５㎞（男子 一般、中学、女子 一般、中学） 

④３㎞（男子 小学３年生以上、女子 小学３年生以上） 

⑤車いす10㎞（男子・女子） 

⑥ジョギング３㎞（小学生～一般） 

名水ロードレース参加者数                    （名） 

開催年度 市内 県内 県外 ゲスト 合計 

H23 1,908 2,341 1,878 6 6,133 

H24 1,892 2,607 2,098 5 6,602 
 

点検・評価 

総合評価 ＡＡＡＡＡＡＡＡ    （５段階評価：ＡＡ,Ａ,Ｂ,Ｃ,Ｄのいずれかを記載） 
（上記の評価をした理由） 

北陸最大級のロードレースとして、県内のみならず全国からの参加者がある。参

加者数は、前年を上回り過去最高を更新している。 

特に県内、県外参加者の増加が顕著であり、黒部市を大きくＰＲしている。（県外

からの参加者は全体の約32％） 

競技役員には、地区体協や各種関係団体、一般ボランティア等、約860 名が運営

協力しており、地域が一体となった大会運営となっている。 

課題・改善 

（具体的な改善内容を記載） 

参加者の増加により、駐車場数の確保や競技役員・ボランティア数の増員などに

対応した受入れ態勢を整えていく必要がある。 

今後の方向 
（継続・拡充・縮小・廃止などを判断） 

カーター記念黒部名水ロードレースは、課題等を改善し、継続していく。 
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個別事業名 （２）Ｖチャレンジリーグ黒部大会（２）Ｖチャレンジリーグ黒部大会（２）Ｖチャレンジリーグ黒部大会（２）Ｖチャレンジリーグ黒部大会    

担当課等 生涯学習スポーツ課 スポーツ健康係 

事 業 費  

実績 計(千円) （国費) (県費) (その他) (一般財源) 

H23 315    315 

H24 315    315 

趣 旨 等 

（本来の目標・目的・対象・意図） 

KUROBE アクアフェアリーズが所属するＶチャレンジリーグの開催により、市民

に日本トップレベルのスポーツを観戦する機会を提供し、スポーツに対する興味、

関心を高めてもらうとともに、地元クラブチームを市民一体となって応援できる環

境をつくる。 

実績・成果 

（数値を用いて具体的に、前年等とも比較） 

観客数 

開催年度 H23 H24 

観客数 2,650名 

（平均1,325名） 

3,348名 

（平均837名） 

H23年度（2日間開催）初日1,250名、2日目1,400名 

H24年度（4日間開催）1/26 722名、1/27 910名、3/9 796名、3/10 920名 

点検・評価 

総合評価 ＡＡＡＡ    （５段階評価：ＡＡ,Ａ,Ｂ,Ｃ,Ｄのいずれかを記載） 

（上記の評価をした理由） 

4日間開催ということもあり、平均観客数が500名弱減少した。リーグ成績も昨

年度の3位から5位へと低迷した。次年度は、今年度以上の活躍が観客動員につな

がると考える。 

市民のトップレベルのスポーツ観戦への興味・関心も高く、観戦機会の提供によ

り、地元クラブチームの活躍を間近に感じ、親しみをもって直接応援することがで

きる貴重な場となっている。 

課題・改善 

（具体的な改善内容を記載） 

より多くの市民に地元クラブチームとして受け入れられ、興味・関心をもっても

らい、試合を応援してもらえるよう周知を図るとともに、市民が足を運びやすいよ

うな運営等を積極的に進めていく必要がある。 

今後の方向 

（継続・拡充・縮小・廃止などを判断） 

Ｖチャレンジリーグ黒部大会開催補助について、課題等を改善し、継続する。 
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個別事業名 （３）国体記念アーチェリー大会（３）国体記念アーチェリー大会（３）国体記念アーチェリー大会（３）国体記念アーチェリー大会    

担当課等 生涯学習スポーツ課 スポーツ健康係 

事 業 費  

実績 計(千円) （国費) (県費) (その他) (一般財源) 

H23 250    250 

H24 250    250 

趣 旨 等 

（本来の目標・目的・対象・意図） 

2000 年とやま国体アーチェリー競技の開催を記念し、アーチェリー競技の振興

並びに競技力の向上、また、参加者同士の親睦を深めることを目的とする。 

実績・成果 

（数値を用いて具体的に、前年等とも比較） 

一般男女、高校男女、ビギナー男女、コンパウンドの7種別により実施した。 

参加人数 

 

 

 

 

 

  ※（ ）身体障害者アーチェリー協会からのエントリー数 

開催年度 H23 H24 

選手 116名(内3名) 133名(内3名) 

役員 50名 50名 

合計 166名 183名 

点検・評価 

総合評価 ＡＡＡＡ    （５段階評価：ＡＡ,Ａ,Ｂ,Ｃ,Ｄのいずれかを記載） 

（上記の評価をした理由） 

アーチェリー競技は、同じ大会の中でビギナーとトップが同時に競技することが

できるスポーツであり、トップレベルの選手も初心者も、すべての参加者が競技を

楽しんでもらえるよう、的の大きさや競技方法を変更するなど全国的にも珍しい大

会となっており、市外、県外からの参加者も増えている。 

参加者数130名を超える本大会は北陸最大級の大会となっている。 

課題・改善 

（具体的な改善内容を記載） 

種別によって参加者数のばらつきがあり、会場（的数）の競技運営能力を超えて

しまう可能性もある。今後の動向により人数制限または的数の増設を検討していく

必要がある。 

大会に合わせて初心者講習会や体験教室などを行い、また、オリンピック出場の

メジャー選手を招待するなどして、新たな参加者を獲得するとともに競技のＰＲに

もつながるよう事業内容の拡充を図る。 

 

今後の方向 

（継続・拡充・縮小・廃止などを判断） 

国体記念アーチェリー大会開催補助について、課題等を改善し、継続する。 
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教育委員会事務の点検・評価に関する意見（２４年度事業分） 
 

 

  

 

上越教育大学 

教授 学長特別補佐 廣瀨 裕一    

 

 このたび、黒部市教育委員会におかれましては、その権限に属する事務の平成 24 年度の管理及び

運営の状況について点検・評価を行い、その結果に関する報告書を作成されました。家庭地域教育、

学校教育、スポーツ・社会教育等それぞれの分野で、真摯に事業に取り組んでおられることに深く敬

意を表するものです。 

 さて、今回の点検評価の対象となる平成 24 年度は、その前年に起きた滋賀県大津市立中学生のい

じめ自殺の対応をめぐって世論が沸騰する中、部活動顧問から体罰を受けた大阪市立高校生の自殺、

東京都調布市立小学校の給食による児童のアレルギーショック死など、学校において痛ましい事件が

相次ぎ、いずれも大きな社会問題となりました。いじめの防止、体罰の根絶、食物アレルギーへの適

切な配慮などは、これまでも課題とされ、さまざまな対策が講じられてきましたが、児童生徒が犠牲

となる事件が起こり、折しも政権交代もあり、国においてもあらためて対応が見直されています。す

でに、今年５月には「運動部活動の在り方に関する調査研究報告書」がとりまとめられ、６月には「い

じめ防止対策推進法」が成立し、７月には「学校給食における食物アレルギー対応に関する調査研究

協力者会議」の「中間まとめ」が公表されました。 

 そして、教育委員会についても制度の抜本的見直しを含めた大きな改革が中央教育審議会教育制度

分科会で検討されており、この10月には「今後の地方教育行政の在り方について（審議経過報告）」

が取りまとめられたところです。これは、大津いじめ死事件に係る教育委員会の対応の在り方が問題

視された中で、今年４月、教育再生実行会議の「教育委員会等の在り方について（第二次提言）」にお

いて、「合議制の執行機関である教育委員会、その代表者である委員長、事務の統括者である教育長の

間で責任の所在の不明確さ、教育委員会の審議等の形骸化、危機管理能力の不足」といった課題が指

摘され、地方教育行政の責任者を教育長とすることを柱とする改革が提言されたことを受けたもので

す。ここで指摘された教育委員会制度の問題点等については、全国の自治体も謙虚に反省してみる必

要があり、それは黒部市とて例外ではないでしょう。しかし、このような中にあっても黒部市におい

ては、教育委員会制度が他の多くの自治体に比して有効に機能していることが、この「教育委員会事

務の点検評価報告書」から窺い知ることができます。 

 平成 19 年に「地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律」が公布され、こ

の中で、教育委員会がその権限に属する事務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議会に提出し、公表することが義務づけられた（「地方教育行政の組織及び運

営に関する法律」第27条）ことを受け、黒部市教育委員会は平成20年度以来、この法改正に基づく

点検・評価を着実に実施し、「教育委員会事務の点検評価報告書」を作成して議会に提出・説明すると

ともに、窓口閲覧やホームページ掲載等により公表してこられました。 

 報告書の様式・内容等については、当初から実績や成果を検証した上で自己評価を行い課題や今後

の方向を明らかにしてこられ、信頼性の高い充実したものとなっておりました。その後も毎年さまざ

まな改善が加えられ、前年度と比較した実績や事業ごとの決算額等を具体的数値で示すとともに、自

己評価をＡＡ、Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄの５段階で表すようにするなど、年々充実したものとなってきており

ます。住民への説明責任を果たし、効果的な教育行政の推進に資するために、丁寧な工夫改善を図っ

ておられる教育委員会の姿勢は、他の多くの自治体教育委員会に比べても高く評価できるものです。 

 また、記述内容からも、例えば学校訪問について、県教委指導主事とともに市教委からも教育長以

下多くの職員が参加され「可能な限り教育委員も参加し、感想や意見を取組に活かした」とされる姿

勢や、通常訪問のほかに学校教育班長らが巡回訪問をして学校現場の実態把握に努めておられる姿勢

などがうかがわれ(p.19)、上述のいじめ、体罰、アレルギー事故等を防止するという観点からも、た
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いへん有効であろうと思われます。教育再生実行会議が指摘する「教育委員会の審議等の形骸化、危

機管理能力の不足」ということにならないための真摯な取組が為されているものとして、高く評価で

きます。 

 なお、これに関連して、教育委員会の開催状況(p.4)については、開催回数と審議件数だけに止まら

ず、公開の場合はどのような議案が審議されたのかなど、もう少し具体的な状況が分かるような記述

もほしいところです。時節柄、教育委員会の在り方についての関心も高まっている中で、住民への説

明責任を十全に果たす観点から、次年度以降の報告書のさらなる改善に期待したいと思います。 

 いずれにいたしましても、平成 24 年度の黒部市において熱心な教育活動が推進され、大きな成果

を収めてこられたことをたいへん嬉しく思います。限られた教育予算の中でのご苦労の様子も窺われ

るところでありますが、今後とも、市民の要望・要請にこたえつつ、事務事業のいっそうの充実と評

価方法の改善に努めていただきたいと思います。黒部市教育と黒部市教育委員会のますますご発展を

お祈り申し上げ、拙い「意見」とさせていただきます。 

 

 

 

 

 

                           黒部商工会議所会頭 川端 康夫    

 

教育委員会事務の点検・評価報告書（案）を読ませて頂きました、まず感じますのは教育委員会の

役割が大変広い範囲をカバーしている事です。教育の方針に、市民一人ひとりが生涯を通じて主体的

に学習し、心身ともに健康で充実した生活を送ることができる地域社会を実現する事を目的に掲げ「人

間性の基礎を培う家庭地域教育」「心身ともに健康で学ぶ意欲を育てる学校教育」「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」の３つの観点から、多くの事業を推進されています。点検評

価の対象に５７の事業を挙げておられ、今年度分ではＡＡ評価が７件、Ａ評価が４５件、Ｂ評価が５

件と大変高い評価となっています、これは平成 19 年から取り組まれている、教育の方針と点検評価

をスクロールさせながら推進する、ＰＤＣＡサイクルが機能的に活用されて来た結果であると考えま

す。 

国際化や少子高齢化等の進展により、教育を取り巻く環境は大きく変化して来ています。そんな中

で教育委員会は多くの事業を計画され、各事業において目標設定が明確になされ実行推進、そして確

実に成果を出しておられます事から、教育委員会事務が的確に推進されている事を評価いたします。

また家庭・地域・学校がそれぞれ役割を果たしながら地域文化の構築を図って行く事が重要であり、

学校教育だけではなく地域の人々の意識高揚を図り、多くの市民の関わりの中から、将来へ繋がる黒

部の文化創造へ向け、連携と協調による取組みが大切であると考えます。 

今回二つの項目について意見を述べさせて頂きたいと思います。ＡＡ７事業の中では国際化教育の

「英会話科の実施」「英語サマーキャンプ」があります、国際化教育の目標に「英語による総合的なコ

ミュニケーション能力を育成するため、楽しみながら、相手を理解し自分を表現する「英会話科」の

充実に努め、英語サマーキャンプにより児童・生徒の意欲の向上を図る」とあります様に国際化が著

しい現代、必須アイテムである英会話に対して、なるべく早い時期から触れる機会を与え、より積極

性を持った国際人育成が重要であると考えます。点検評価に「英語コミュニケーションを楽しもうと

する意欲が向上している」とあります様に、英語を楽しみ身近な物にして行く事が大切であると考え

ます。その為に出来るだけ早い時期に英語に、そして外国人に触れさせる事が大切であり、より実践

的な「英語サマーキャンプ」の様な取り組みの重要性を強く感じています。英語サマーキャンプでは

子供達が英語に興味をもつ様、工夫されたプログラムで実施され、単に英会話だけでなく英語ワーク

ショップやティーム単位の発表により、自然な流れの中で、楽しみながら英会話に親しんでいる事が

理解できました、また実施後アンケートでも参加した子供達からは「楽しかった」との声が多く聞か

れ、今年度は「楽しくなかった」が０％と、確実に子供達のプラスになっている事が伺えます。楽し

く学ぶ、それが英会話での自信に繋がり、英語が好きになって行く物と確信しております。またベー

スにある「英会話科」の取り組みは、黒部の特徴的な教育として高く評価を受けている処ですので、
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課題として挙げられている小学校と中学校との連携を進め、尚一層の進展を期待しております。 

次に、Ｂ評価を受けた事業の中では「情報教育」が気になりました。目的に「子供達が適切に ICT

を活用し、学習に必要な情報を相互作用的に用いる事ができるよう情報教育を進める」と有ります様

に、ハードの整備に加え正しい使い方を習得させ、必要な情報を効果的に授業に生かして行ける様な

体制を築いて頂きたいと思います。時代の流れは非常に早く IT の進歩は目覚ましい物があります、

その変化に対応して行くのは非常に難しい点がありますが、しっかりと対応して行く必要があります。

情報モラルの向上や情報の有効活用等を進めて行く事が大切であり、次代を担う子供達にとっての情

報教育の必要性強くなると考えます。PC の台数の評価だけでなく、子供達の習熟度アップが数値化

されればより的確な評価になると考えます。 

今回報告書（案）を読ませて頂きＡＡ～Ｂの評価が付けられましたが、どの事業も関係されている

方々の努力の跡が見られましたし、教育委員会の事業はしっかりと推進され、大きな成果を納められ

た物と判断いたします。目標を数値化し前年と比較しての評価は必要であると認めますが、数字には

表れない効果や、影響も多く感じる事が出来ました。 

教育委員会が所管する事業に関係された皆様の御努力に敬意を表しますと共に、今後、各分野でさ

らに事業が進められます事をお祈りいたします。 

 

 

 

 

 

前黒部市小学校長会長 水野 惠子    

 

 教育委員会事務の点検評価報告書を読ませていただきました。教育の方針に沿って取り組まれた「家

庭地域教育」「学校教育」「スポーツ及び社会教育」のそれぞれの事業について成果や課題を明確にし、

今後の方向性を定めておられました。これからも市民のためにＰＤＣＡサイクルに基づいた事業の運

営を望みます。 

 今回の報告を読んで、考えたことを三つ述べさせていただきます。 

 一つ目は、「国際化教育」についてです。平成20年度に英語特区は解除されましたが、その後も「教

育課程特例校」の指定を全小中学校が受け、コミュニケーション力を高めることを大切にしながら、

小学校では、担任、ＡＬＴ、英会話講師の三者、中学校では、ＡＬＴと英会話講師の二者で英会話科

を実施しています。１年生から英会話を楽しむことによって、異文化についても興味をもち楽しく活

動がなされています。平成 24年度には、11月に全小中学校で英会話科の授業が公開されました。こ

の試みは、特区が始まったときの願いを再確認するとともに、多くの市民の方に黒部市の学校教育の

特色の一つでもある英会話科について理解を深めていただく機会となりました。今後も文科省の動き

を見ながらも黒部市独自の英会話科のよさを継続していただきたいと思います。また、小学校で培わ

れたコミュニケーション力が中学校でもより一層伸びていくような工夫も必要だと思います。たとえ

ば、中学校の各学年に理科室や音楽室のような特別教室として英会話の教室をつくることができない

でしょうか。その部屋へ入ると英語の図書や地図等がおかれていたり、異文化理解のコーナーがあっ

たり、授業にパソコンやＤＶＤを手軽に活用できたらよいと思います。そして、大きな声で十分英会

話を楽しめれば、もっともっと英語への興味が高まり、国際化教育も進むと思います。児童・生徒に

とって学習環境はとても大切です。その部屋に入れば自ずと英語に浸れるような教室づくりができれ

ば黒部市の国際化教育がより充実していくと考えます。 

  二つ目は、「学校図書館」「読書普及事業」についてです。「多くの図書に親しみ豊かな感性や創造性

を育む」ことを願って読書活動が各校で行われています。朝読書や地域の方のボランティアによる読

み聞かせなど各校が工夫をしていますが、専門家である学校図書館活動推進員が配置されていること

によってより一層、図書への興味が高まったり、市の図書館との連携が図られたりしています。現状

では、週に１回なので、配置の日数が増えればより充実した活動ができると思います。市の図書館に

ついては、市民のニーズに応えるべく多くの努力をし、成果を上げておられます。これからも学校や

保育所、公民館等との連携を密にしながら、児童・生徒をはじめ多くの市民の読書活動を推進してく
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ださい。また、数年後の建設を予定されている図書館については、読書活動の推進や貴重な資料の保

管など、黒部市の中心施設としての役割をもった重要な施設としてあるべき姿を十分検討され、市民

が利用しやすく、児童・生徒が進んで足を運ぶような魅力的な図書館を建設してほしいと思います。 

  三つ目は、文化活動についてです。黒部市には、コラーレやセレネ、市立美術館等があります。こ

れらの施設では、様々な舞台が見られたり､作品とふれあったりすることができます。児童・生徒の情

操面、豊かな心を育てるためには、本物とふれあう機会をつくることが大切です。現在行われている

出前授業や出前コンサートなどは、これからも継続してほしい事業です。文化庁の事業で、バレエや

演劇 、オーケストラなどを鑑賞できる事業がありますが、舞台や演奏を鑑賞した際の児童生徒の驚き

や感動は大きいものです。市の文化施設と学校が連携して、子どもたちの心に残るような体験をさせ

る機会を設けることができたらよいと思います。本物にふれる機会をもつことが､児童生徒の豊かな心

を育むことになり、また、文化施設の有効利用につながると考えます。  

 新幹線工事も急ピッチで進み、カーターロードレースでは、フルマラソンの部も設けられます。よ

りよい黒部市になっていくためには、未来を築く子どもたちが黒部市を誇りに思い、黒部市を愛する

心を持ち続けて行くことが大切です。今の子どもたちに何を与え、何をつかみとらせていけばよいの

か考えながら、黒部市教育委員会が中心となって事業を進めていってほしいと思います。  

 

 

 

 

 

Ⅲ 結び 
 

 地方教育行政の組織及び運営に関する法律第27条により、すべての教育委員会は、各事務事業の

執行状況について事務の点検評価を行い、議会に提出するとともに公表が義務づけられており、６回

目（平成24年度事業分）の点検評価であります。 

 全国的に、大学入試センター試験の改革、学力・学習状況調査の成績公表等「教育」がクローズア

ップされており、国の方でも教育再生実行会議等で「土曜授業の検討」「小学校の英語教育の拡充」等、

教育のグローバル化の検討を始めたところであります。今後、市町村教育委員会は新たな考えの基に

教育の方針を作成し、地域のニーズに応えた事業展開を行う必要があります。 

 当市の教育委員会事務の点検評価につきましては、課題・改善点を明記し、ＰＤＣＡサイクルによ

り教育の方針を決定し自己評価を行い、教育振興協議会において各事業の点検を頂き、学識経験者の

意見を添えて報告書としております。学識経験者の意見の中には、教育委員会の会議の開催状況につ

いて、もう少し具体的な記述が必要との意見もいただいており、次年度以降改善していきたいと考え

ています。 

 また、この点検の評価が、当市教育に関する施策の一層の充実と市民の信頼に応えることにつなが

るよう、今後、国の動向を注視して活用してまいります。 

 

 

 

 平成２５年１２月 

 

                                黒部市教育委員会 

 

 

 

 

 

 


