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第 25回黒部市教育振興協議会会議録（概要） 
 

１ 日 時  平成 26年８月 29日（金）午後７時 00分～午後９時 00分 

 

２ 場 所  黒部市役所黒部庁舎 201会議室 

 

３ 出席者 【委 員】 松原 宗一 （黒部市自治振興会連絡協議会） 

植木 眞人 （黒部商工会議所） 

宮崎 幸子 （黒部農業協同組合） 

白川 正秋 （黒部市体育協会） 

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） 

伊藤 節子 （公募委員） 

朝倉 弘子 （公募委員） 

【事務局】 能澤 雄二 （黒部市教育委員会教育長） 

瀧澤 茂宏 （教育部長） 

飯野  勉 （事務局次長生涯学習スポーツ課長） 

岩上 勝彦 （学校教育課長・学校給食センター所長） 

川端 真澄 （教育班長） 

中谷 松憲 （図書館長・図書館構想推進班長） 

横山 栄人 （生涯学習スポーツ課社会教育班長） 

西中 雅博 （生涯学習スポーツ課主幹） 

神保  竜 （学校教育課課長補佐庶務係長） 

 

４ 会議の内容 

【事務局】 

ただ今から黒部市教育振興協議会を開会いたします。初めに教育長がご挨拶申し上げます。 

 

【教育長】 

皆さんこんばんは。このところ暑さがだいぶ落ち着いてきました。学校におきましては、

来週の月曜日から２学期がスタートいたします。すべての児童生徒たちが笑顔で２学期を迎

えられるように願っています。また、ご案内のように北陸新幹線の開業が来年の３月 14日に

決まりました。黒部宇奈月温泉駅には、はくたかタイプが 15往復停車するというのがＪＲの

正式な発表です。詳しいダイヤ発表はもう尐し後になりますが、いよいよ新幹線開業まで実

感できる日が来たと思っております。さて、本日は皆さんには大変ご多用の中、そしてお疲

れのところ、第 25回の黒部市教育振興協議会を開催いたしましたが、ご出席を賜りまして誠

にありがとうございます。また日頃から本市の教育行政に関しまして温かなご支援を心より

感謝申し上げます。本日、お願いしたいのは、平成 26年度教育委員会事務の点検・評価です。

これは平成 25年度においての教育委員会が実施した事業について、その実績や成果に基づい

て点検・評価を行って今後の方針等、教育行政の推進につなげて行こうというものです。こ

の点検・評価につきましては、法律において義務付けられています。まず、第三者機関とい

うのはこの会議をさしているのですが、この会議を経て、この後、黒部市議会に提出をして

市民に公表していかなければならないと思っています。今回提案いたしますのは全部で 59

の事業についてでありますが、この報告書ではこれらの事業について、黒部市の教育の方針

について大きく３つに分けております。一つは家庭地域教育の分野、二つ目は学校教育の分
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野、三つ目につきましてはスポーツと社会教育の分野に分かれています。具体的な検証につ

きましては一つ一つの事業について、事業の内容や教育委員会事務局であらかじめ評価をし

ておりまして、評価の考え方について説明をしてまいりますので、委員の皆様にはその説明

などもふまえて指導をお願いしたいと思います。今後は評価の結果をふまえて継続的事業に

つきましては、内容の改善や拡大、拡充などの検討や、また新たな課題に対処し、施策の新

陳代謝を図りつつ教育行政に繋げていかなければならないと考えております。点検・評価を

お願いする数が多いので、皆さんには大変お手数をかけますがよろしくご審議をいただきま

すようお願い申し上げまして、開会のご挨拶といたします。よろしくお願いいたします。 

 

【事務局】 

ありがとうございました。続きまして、松原会長から一言ご挨拶をお願いいたします。 

 

【会長】 

皆さんこんばんは。本日は第 25回黒部市教育振興協議会を開催しましたところ皆さま方に

は大変お忙しい中、またお疲れのところご出席いただきまして誠にありがとうございます。

今ほど教育長から話がありましたように、協議内容は相当膨大なものとなっておりますので、

円滑な審議にご協力を賜りますようよろしくお願い申し上げ挨拶にかえさせていただきます。 

 

【事務局】 

ありがとうございました。なお、本日は高本委員さんからは欠席のご連絡をいただいてお

ります。それでは、協議に移ります。このあとの進行を会長さんにお願いしたいと思います。 

 

【会長】 

それでは、みなさま宜しくお願いします。本日の協議事項は、お手元に配布してございま

す冊子、「平成 26年度黒部市教育委員会事務の点検・評価」であります。内容は、前年度・

平成 25年度中の一年間に、教育委員会で実施した事務・事業の結果をまとめたものでありま

す。大変、ボリュームがありますので、２回に分けて協議してまいりたいと思います。本日

を１回目とし、９月の中旪に２回目を予定したいと思います。のちほど、２回目の開催日を

決めさせていただきます。２回とも、概ね１時間半程度、遅くとも９時ころまでには、終わ

りたいと思いますので、委員の皆様には、会議進行にご協力いただきますようお願いいたし

ます。もし、時間的に不都合という委員がおられましたら、申し出ください。それでは、事

務局から、協議の方法について説明してください。 

 

【事務局】 

次第の裏面をご覧ください。協議の進め方、流れでございます。記載例にありますように

項目ごとに事務局から説明します。そのあと、その説明を受けての委員の意見・修正等、最

後にその項目についての評価の採決という流となりまして、この繰り返しで、進めてまいり

ます。なお、協議の進み具合にもよりますが、昨年は、一回目で、大きな項目の（１）と（２）、

全項目の約半分まで進めさせていただきました。そして、残りの（３）を二回目で協議して

おります。以上です。 

 

【会長】 

ただ今の説明のとおり、平成 25年度の黒部市教育の方針の項目に添って協議してまいりま

す。まず、大きな項目の（１）人間性の基礎を培う家庭地域教育についてであります。①家

庭、②地域 について一括して事務局から説明願います。（9～11ページ） 
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【事務局】事務局より説明 

（１）人間性の基礎を培う家庭地域教育 

①家庭 

(1)親子での体験事業 

(2)成人式の開催 

②地域 

(1)放課後子ども教室推進事業 

【会長】 

ただ今説明のありました、各個別事業について、ご質問ございませんでしょうか。 

（なし） 

ないようですので、評価について採決します。記載のとおりの評価に賛成の方は挙手願い

ます。 

 

（委員挙手） 

 

全員賛成ですので､記載の評価に決定します。 

次に､大きな項目（２）心身ともに健康で学ぶ意欲を育てる学校教育であります。 

①学校・幼稚園等について説明願います。（12～17ページ） 

 

【事務局】事務局説明 

（２）心身ともに健康で学ぶ意欲を育てる学校教育 

①学校・幼稚園等 

(1)学校評価の取り組み 

(2)幼・保・小・中学校の連携 

(3)適応指導教室（ほっとスペース）事業 

(4)奨学資金貸付・給付事業 

(5)就学援助事業 

(6)幼稚園教育の充実 

【会長】 

ただ今説明のありました、各個別事業について、ご質問等ございませんでしょうか。 

 

【委員】 

14ページの「ほっとスペース事業」に関してですが、高校に進学されたと書いてあります

が、ここに通うと出席日数にカウントされるのですか。ここにも行けなくて、学校にも行け

ない子は出席日数が足りないということになるのですか。私の知り合いで出席日数が足りな

くて高校に行くのが難しかったと聞いたことがありましたので、ここに行っていれば出席日

数にカウントされるのであれば、行ってもらった方が良いなと思いますし、学力が足りなく

て行けなかったのかもしれませんが、今の時代は高校を出ていないと色々な弊害となるので、

支援、手助けできるのであればと思います。 

 

【事務局】 

ほっとスペースに参加していれば、出席日数のカウントになると聞いております。 

 

 

【会長】 

学校サイドで何かこの件での発言がありますでしょうか。 
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【委員（中学校長会長）】 

公的な施設への通級については出席扱いとします。出席簿については指導要録という原本

のようなものがあるのですが、そこにも出席となりますし、内申書にも出席となります。ど

こにもいけないというのは引きこもりということになってしまいます。こもられると何も出

来ませんので、そういうお子さんについてはなかなか難しいものがあります。入試の時には

内申書が高校へいきますので、そこでどういう判断をされるのかは分かりませんが、その様

なお子さんについては、高校受験のときに中学校側からあらかじめ連絡をしています。 

 

【会長】 

そのほかにございませんか。 

 

【委員】 

15ページの「奨学資金の貸付と給付」についてですが、採用枠について決定者が枠内で決

定しており、返還の滞りもないことを考えると評価ＡですがＡＡでも良いのではないでしょ

うか。 

 

【会長】 

評価について皆さんどうでしょうか。（特に発言なし） 

 

【委員】 

高校の給付のところで、８人の採用枠に出願者数 13人とありますが、これは予算の関係で

このようになっているのですか。返還がきちんとなされているのであれば、そんなにむやみ

な出願者数字ではないので、全部採用しても良いと思うのですが、成績で人数を切っている

のか、それとも予算が無いからなのですか。 

 

【事務局】 

大学生の貸付枠は 12名、高校生の給付枠が８名ということで、予算の枠で審査しています。 

年により出願者数が違う場合がありますので、多い年は出願者数にとりまして厳しくなる

かとは思います。なるべく予算枠までは貸付なり給付していきたいと思っています。 

 

【委員】 

出願者数が、むやみやたらに倍率が３倍とかというならともかく３、５人程度のオーバー

であれば、柔軟性を持ってやっていくのが行政の使命と言いますか、大事なことではないか

と思います。 

 

【事務局】 

給付につきましては、平成 21年度までは４名の枠だったのですが、翌年から８名に拡充さ

せていただきました。給付は返済しなくてもよいという事業でありますが、財源は寄付金等

でありまして、資金のある間は８名ということになっております。 

 

【委員】 

他市の人数はどうなのか調べていただきたいと思います。 

 

【事務局】 

給付・貸付ともに人数は増やしております。他市町村については調べさせていただきます。 
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【委員】 

17ページの幼稚園の長期休園日預かり保育を平成 25年度実施されたということですが。 

 

【事務局】 

前年度もしておりますが、今回から記載をいたしました。 

 

【委員】 

平日の延長保育はどうなっているのですか。 

 

【事務局】 

平日は実施しておりません。お休みの時だけ預かり保育をしているということです。 

 

【委員】 

２時なら２時のお帰りで、延長預かりはなく長期の休み、例えば夏休み等の時に預かり保

育をしているということですか。延長の予定はないのですか。 

 

【事務局】 

４時までというとなりますと、保育所等が４時までということもありますので、幼稚園は

平日は、延長保育、一時預かり等は行っていない状況です。 

 

【委員】 

私の子は元々幼稚園だったのですが、幼稚園でもいいと思うお母さんもいれば、幼稚園の

教育でも自分が仕事をしているのでちょっと長く預かって欲しいかなというお母さん達も今

後出てくるのではないかなと。保育所は保育所で今までの時間を見ていただいて、親として

選べる選択肢があるのはありがたいことですし、親御さんによっては保育所ではなく幼稚園

で見て欲しいという人達も出てくるかと思います。受けられるものが違うので。 

 

【事務局】 

内容的には、幼稚園も保育園も同じ教育をしております。それほど大差はないかと思いま

すので、ただ一学年で０歳児からいるというところがあるかと思うので、制度的にも来年か

ら新制度になるのですが、今後色々なことをお聞きしていかなければならないと思います。

幼稚園に関しては、現在、このような状況ということでございます。 

 

【委員】 

ありがとうございます。 

 

【会長】 

幼稚園の定員数はどのくらいですか。 

 

【事務局】 

さくら幼稚園は 160名と生地こども園と石田こども園が 30名ずつ、合計 220名が幼稚園の

定員です。 

 

【会長】 

幼稚園と保育所との違いは良く分からないのですが、なんとなく幼稚園の存在は、教育水

準のバロメーターの一つであると考えておりまして、かかる視点から申し上げますと 160名
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の定員に対して 103名だと尐ないと感じるのです。しかも、幼稚園は、市内で一箇所だけで

すから、幼稚園から遠い地域の方は行きにくいという点がありますね。そういう面で考慮で

きる方法がないものか。また、児童がだんだん減っていますので広報等を活用して増員を図

るとなっていますが、広報だけで増員は難しいのではないかと思います。広報のほかにどの

ように取り組まれておられるのでしょうか。 

 

【事務局】 

実情といたしましては、黒部では働くお母さんが増えている状況でありまして、保育所の

では、０歳児と１歳児の利用が増えております。育児休暇が明けたら預けて職場復帰する方、

一度仕事を辞めてお子さんが生まれた後、また新たな職を見つけられる方が多いということ

で、幼稚園よりも保育所の需要、希望される人の方が増えている状況です。その中で幼稚園

を必要としているご家庭については、マイプレですとか子育て支援センター、これはメルシ

ーの中とか宇奈月の方にもありますし、そういうところでお知らせはしています。今後、さ

らにＰＲしていきたいと思います。 

 

【委員】 

預かり保育なのですが、利用者がたくさんいると思うのですが、時間帯と料金を教えてい

ただけますか。 

 

【事務局】 

時間は２時までです。料金は後ほどお知らせします。 

 

【会長】 

よろしいでしょうか。ほかに質問等ありませんか。では、評価について採決します。奨学

資金についてＡＡと思われる方挙手をお願いします。Ａと思われる方挙手をお願いします。 

 

（Ａの方が多数） 

 

（４）奨学資金はＡの評価とします。 

 

その他の事業について、記載のとおりの評価に賛成の方は挙手願います。 

 

（委員挙手） 

 

全員賛成ですので､記載の評価に決定します。 

 

次に､②確かな学力 について説明願います。（18～20ページ） 

 

【事務局】事務局説明 

②確かな学力 

(1)全国学力・学習状況調査 

(2)教職員研修・研究委員会・研究指定校 

(3)学校訪問 
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【会長】 

ありがとうございました。ただ今説明のありました、各個別事業について、ご質問等ござ

いませんでしょうか。 

 

【委員】 

単純な質問なのですが、19ページ教職員研修ですが 24年度の予算と 25年度の予算とずい

ぶんと違っているのですが、県外の外部講師を招いて良かったとあるのですが、前年度との

金額の違いは何ですか。 

 

【事務局】 

予算につきましては 25年度の事業が尐ないという事ですが、23年度も 15、16万円であり

まして、24年度が 30万円となっております。24年度の事業内容が学力向上市町村プランの

事業がありまして、金額が違うという事です。 

 

【委員】 

18 ページのところの実績成果のところで、「児童生徒の育成に向けて家庭と連動した取り

組み課題が残る」というのは、具体的にどのようなことなのですか。 

 

【事務局】 

学力状況調査については、生活習慣も合わせて行っておりまして、項目がある中で読書等

の質問がありました。それに伴いまして 25年度の家庭と連動したという言葉ですが、読書を

するように学校でも促しますが、家庭でも意識して取り組んでいただいて読書を通じた学習

の意欲の向上につなげていきたいということです。 

 

【委員】 

私の認識では、読書に親しむ児童生徒の育成というのはかなり前から学校で実施されてい

ると思うのですが、自分の子どももそうだったので、結構良いのではないかと認識しており

ました。課題が残るというのは、相当他の市町村などのレベルが高いということでしょうか。

それとも、思ったよりも読んでなかったということなのですか。小学校でも朝の読書時間と

か中学校でも時間をとって本を読みましょうとされていて、子ども達の図書館の利用もして

いると認識していたのですが、ここ４、５年で変わったのでしょうか。 

 

【委員】 

小学校の読書の取組はずっと継続しているのですが、家庭でおうちの人と読書しようとい

うところで、尐し弱い部分がある、家庭ごとに差があるということです。 

 

【委員】 

読んでいる家は読んでいるけれども、親と一緒に読む時間がない家庭もあるということで

すか。 

 

【委員】 

そういうようなことです。それから、家庭学習で宿題の仕方が分からないお子さんもいる

ので、保護者の方とも十分に連携していただかなければならないということで、「連動してい

かなくてはならない」という課題が残っているということです。 
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【委員】 

宿題はそうかと思いますが、読書は学校でもずっとやってこられたので、まだそういう状

況なのかなとびっくりしました。 

 

【会長】 

ほかに質問等ありませんか。では、評価について採決します。記載のとおりの評価に賛成

の方は挙手願います。 

 

（委員挙手） 

 

全員賛成ですので､記載の評価に決定します。 

 

次に､③国際化教育 について説明願います。（21～24ページ） 

 

【事務局】事務局説明 

③国際化教育 

(1)英会話科の実施 

(2)英語サマーキャンプ 

(3)姉妹都市交流研修事業 

(4)帰国児童生徒等教育 

 

【会長】 

ただ今説明のありました、各個別事業について、ご質問等ございませんでしょうか。 

 

【委員】 

22ページの英語サマーキャンプですが、読んでいるだけで楽しそうだし、子ども達が参加

したいのだなと分かるのですけれども、趣旨のところには英語や外国文化に親しみながら英

語コミュニケーション能力の向上強化と書いてあるのですが、課題改善のところは強化合宿

的な要素と書いてあります。お楽しみ会的な雰囲気が見受けられとあります。お楽しみ会的

雰囲気というのは、最初に書いてある楽しみながらというところを逸脱してしまっているか

ら、お楽しみ会的という表現になっているのか、それとも一般的などこかの学校でやってい

るような英語合宿というようなものにサマーキャンプをもっていきたいのか、どちらを主に

しているのでしょうか。 

 

【事務局】 

25年度の事業ですが、一部連続して参加されるお子さんがおられまして、雰囲気が分かっ

ているお子さんもおられます。また、中学１年生が初めて参加した年でありまして、指導者

側においても戸惑った部分もありました。一部、英語の部分が逸脱した部分があった年かと

思っております。25年度につきましては、今後強化合宿的な要素を持った運営が必要という

ことです。26年度は、先日終了したところですが、ＡＬＴ、英会話講師ともに去年の反省を

踏まえながら、ある程度改善が図られたものと思っております。 

 

【会長】 

英語サマーキャンプの⒋王号評価は、昨年度はＡＡであったが、今年はＡ評価となってい

ます。これについては、今の説明で理解したが、今後の方向についてこれまでの考え方を変

えようとしているのかどうか伺いたい。 
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【事務局】 

基本的なことは変えておりません。連続して参加するお子さんもおられるので、色々内容

を工夫する中で、今後の方向ということで記載させていただきましたが、ふるさと黒部を紹

介できるというように、サマーキャンプ以外のところでもピクチャーカード等も作成しなが

らやっている部分もありますので、若干昨年と比べれば今後の方向の記載の内容が変わって

いますが、基本的な考えは変更しておりません。 

 

【会長】 

サマーキャンプは黒部を英語で紹介する能力の育成に向けてと書いてありますが、それも

含めてやっていくという方向づけではないのですか。紹介できるだけのサマーキャンプでは

なくて、楽しむ中で英語をどんどん使っていくという方向づけの方が良いかなと思うのです

けれども。 

 

【事務局】 

異文化に親しむことも一つであります。国際化教育の一つの目標として英語で黒部を紹介

できるところまでコミュニケーション能力を持っていきたいというのは目標なのですが、去

年はどちらかというと、サマーキャンプ楽しかったとか、そういう指標を取り入れておいて

ほとんど 100パーセントの子どもたちが楽しかったと言っていましたが、それが評価の指標

としていたところはあったのですが、あまりにもそういうのに特化しているのも、英語合宿

のような部分もあるのではと指摘がありまして、英語を使いながら勉強していこうとそうい

う部分も取り入れたということです。 

 

【委員】 

今年のスネークとの交流は、今後どうなるのですか。 

 

【事務局】 

今年は副市長と企画政策課の方で行かれたので、その時に申し上げました。向こうとして

は、向こうから黒部に来るのは出来ないが受入については検討したいと。まだはっきりとし

た答えはまだ来ていませんが、受入については検討したいとのことです。 

 

【会長】 

昨年の講評の中で、水野前校長先生が小学校で使われたコミュニケーションが中学校でも

伸びていくような工夫が必要だと意見されているのですが、この件についてどの様に考えて

いますか。 

 

【事務局】 

小学校で培われた能力を中学校で伸びるようにということでありますが、国際化教育全体

に関わることであります。英会話科の充実の関係になっていきますが、小学校１年から６年

までやってきたことがあっての中学校での英会話だと思っています。事業的には文言等は入

っていないのですが、年間 35時間の英会話の授業には小学校時代の授業がないと、ステップ

アップしていないと思っています。サマーキャンプの中学校１年生に参加していただいたと

いうのも連携等を含めた考えです。どういう場面でも尐しずつ小学校と中学校の連携を図り

ながら英会話科、国際化教育を推進していきたいと思います。 
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【会長】 

ほかに質問等ありませんか。では、評価について採決します。記載のとおりの評価に賛成

の方は挙手願います。 

 

（委員挙手） 

 

全員賛成ですので､記載の評価に決定します。 

 

次に､④特別支援教育 について説明願います。（25ページ） 

 

【事務局】 

④特別支援教育 

(1)特別支援教育支援員（スタディ・メイト）事業 

 

【会長】 

ただ今説明のありました、各個別事業について、ご質問等ございませんでしょうか。 

 

【委員】 

小学校 11校に対して 20名というのは、足りているのでしょうか。まだまだ人数がいた方

が良いのですか。 

 

【事務局】 

支援の必要な児童も増えてきているのは事実でありまして、足りているかと言えば、まだ

足りていない部分もあります。けれども 24年度と比べれば１名増員をしていただいたところ

で、26年度も１名増員していただきまして 21名の体制で行っているところであります。 

 

【委員】 

小学校としては大変助かっています。 

 

【委員】 

スタディ･メイト養成講座とありますが、これは何日かけての研修なのでしょうか。研修会

とは違うのですね。何か特別な資格とかは必要なのですか。 

 

【事務局】 

講座の日数、詳しい内容については把握をしておりませんが、研修会とは違うということ

でございます。資格は特に必要ありません。 

 

【委員】 

この方達の時給というのは、普通のバイトをされるくらいなのでしょうか。 

 

【委員】 

ボランティア謝金でして、勘違いされる方がたくさんおられますが、これは県が先に始め

たのですが、その時にボランティアですよとなりました。１回いくらということで、時給に

したらとても安いのです。最初は通勤費も出ていませんでした。 
（※会議終了後、事務局にて確認したところ、スタディメイトの賃金形態は時給制。通勤手当は支給

していない。） 
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【会長】 

ほかに質問等ありませんか。では、評価について採決します。記載のとおりの評価に賛成

の方は挙手願います。 

 

（委員挙手） 

 

全員賛成ですので､記載の評価に決定します。 

 

次に､⑤心の教育 について説明願います。（26ページ） 

 

【事務局】事務局説明 

⑤心の教育 

(1)豊かな体験活動推進事業 

 

【会長】 

ただ今説明のありました、各個別事業について、ご質問等ございませんでしょうか。 

 

（なし） 

 

【会長】 

では、評価について採決します。記載のとおりの評価に賛成の方は挙手願います。 

 

（委員挙手） 

 

全員賛成ですので､記載の評価に決定します。 

 

次に､⑥読書・情報教育 について説明願います。（27～28ページ） 

 

【事務局】事務局説明 

⑥読書・情報教育 

(1)学校図書館活動推進配置事業 

(2)情報教育 

 

【会長】 

ただ今説明のありました、各個別事業について、ご質問等ございませんでしょうか。 

 

【委員】 

27ページの評価Ａの学校図書館推進員配置事業ですが、私は毎年この人数を増やして欲し

いと言っていたと思うのですが、増えているという事についてはものすごく評価をするので

すが、貸し出し数も増えていますし、本当はもっと増えてほしいところではあるのですが、

なかなか増やせなかったところが１名増えているので、個人としてはＡＡでも良いという個

人的な意見です。 

 

【会長】 

28ページの情報教育の中でご存知のように、ＩＴ時代で進歩しているにも関わらず、尐し

情けないかなという気がしております。しっかり対応しなければならないと思いますし、昨
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年はＢ評価だったのに、その前の年は分かりませんが、予算の関係もあるかと思いますが、

早急に皆さん方の力で全国平均くらいにしていただきたいと思いますけれども、どうでしょ

うか。 

 

【事務局】 

パソコンの整備につきましては年次計画を立てながら進めておりまして、出来るだけ改善

するように努めていますが、順次更新時期も来ますし、一度に予算的にはあげられないので、

出来るだけ国の目標値に早く近づくように整備はしていきたいと思っております。 

 

【会長】 

是非向上させていただきたいと思いますね。実験校はタブレット配布等で充実しています

が、県内でもいくつかあるのですが。 

 

【委員】 

今は、学校でパソコンを使うよりも家で使っている子どもたちの方が多くて、学校のパソ

コンは、という状態なのかもしれません。家のパソコンはどんどん新しくなっておりますし、

パソコンだけじゃなくて、タブレットを使う方もいますし、どんどんと新しいものに変わっ

ていきます。 

 

【委員】 

市内の小中学校はパソコン室に 40台あってどこも一緒だと思います。台数の差が出るとす

れば各教室に置くか置かないかという事だと思います。その差が尐しあるかもしれません。 

 

【委員】 

情報室があってそこに全てあるということですね。どこの市町村も同じことだと思います。 

 

【委員】 

あまり目標値にこだわることもないのかもしれません。 

 

【会長】 

ほかに質問等ありませんか。それでは、評価について採決します。記載のとおりの評価に

賛成の方は挙手願います。 

 

（委員挙手） 

 

全員賛成ですので､記載の評価に決定します。 

 

次に､⑦キャリア教育 について説明願います。（29ページ） 

 

【事務局】事務局説明 

⑦キャリア教育 

(1)１４歳の挑戦事業 

 

【会長】 

ただ今説明のありました、各個別事業について、ご質問等ございませんでしょうか。 
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【委員】 

この改善のところに「総合的な学習の時間が」、とありますが今年度はどのように改善した

のですか。 

 

【委員】 

総合的な学習の時間が尐なくなったものですから、能率よくやるとしか言えないのですが。 

 

【委員】 

受け入れ側としたら、スムーズにいっているようなので、社会的にも浸透してきたのかな

と思います。 

 

【委員】 

受け入れている事業者さんには協力的にしていただいて、慣れてこられた部分もありまし

て、打ち合わせの時間も尐なくてすみますし、そういう点からして、当初のような時間はか

けなくても大丈夫になりました。中学生なので最低限のマナーを持って取り組むようにして

いるのですが、打ち合わせ等につきましては時間的に尐なくてすむようになりました。 

 

【会長】 

ただ今の説明を聞きますと非常に工夫しながら対処しておられると思いました。このよう

に努力しておられる訳ですから、課題、改善についての欄が、単に「時間確保が難しくなっ

ている」で終わらず、「更に工夫していきたい」などの表現にした方が良いのではないかと思

います。ほかに質問等ありませんか。では、評価について採決します。記載のとおりの評価

に賛成の方は挙手願います。 

 

（委員挙手） 

 

全員賛成ですので､記載の評価に決定します。 

 

次に､⑧健康・体力 について説明願います。（30～33ページ） 

 

【事務局】事務局説明 

⑧健康・体力 

(1)食育の取り組み 

(2)体力づくり 

(3)スポーツエキスパート派遣事業 

(4)給食センターの衛生管理､調理･洗浄業務､給食配送業務 

 

【委員】 

こういう体力づくりの平均等で、一定のレベルから言うと昭和 60年代くらいの小中学校生

の体力と比べると急激に落ちてきています。もともとあった体力が落ちてきたので全国平均

がここなのです。私に言わせると体力が向上したとは数値で出てきたものを良し悪しという

のはナンセンスです。特に運動しない子で顕著なのが、小学校４、５年生からの女の子で運

動するのが体育の授業だけで、それ以外はしないという子が非常に増えているデータがあり

ます。黒部市内の先生方も大変でしょうけれども、学校以外では運動をしない子が何パーセ

ントくらいいるのかを調べてみていただけたらうれしいかなと思います。 
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【会長】 

学校サイドとして何かありますか。 

 

【委員】 

おっしゃられるとおりです。 

 

【委員】 

スポーツ尐年団で、やっている子はやっているのですけれども、まったく関わらない子も

います。だから学校で一生懸命やってもらおうかと思っています。 

 

【委員】 

スポーツ尐年団が出てきたことの影響として、以前は、放課後にグラウンドで遊んでいた

のですが、グラウンドが使われているので遊ぼうというのがなくなった。スポーツ尐年団が

ない頃は、家にいても面白くないので、グラウンドでみんなで遊んでいたのですね。それか

ら、今では、海に行くな、山に行くな、川に行くな、不審者が出る、それで体力をつけろと

いうのは、それはそれで難しい時代になりました。 

 

【委員】 

一番感じるのは、運動経験が尐ないですね。樹に登ったとか、丸太を渡ったとかいう経験

が非常に尐なくて、ビックリします。昔、色々な遊びの中で体を鍛えられていたのですけど。 

 

【委員】 

最近では、低学年の小学生はボールが飛んできた時、普通の子ですと危ないと思って目を

閉じたり、顔を避けるのです。ですが、避けることなくただ単に受ける、当たってしまうと

いう状況です。転んだときに手を突けばいいものを、手が出ないのですね。転んだらそのま

ま顔を打ってしまう子もいます。 

 

【会長】 

ほかに質問等ありませんか。では、評価について採決します。記載のとおりの評価に賛成

の方は挙手願います。 

 

（委員挙手） 

 

全員賛成ですので､記載の評価に決定します。 

 

次に､⑨安全 について説明願います。（34～36ページ） 

【事務局】事務局説明 

⑨安全 

(1)安全管理 

(2)スクールバス運行事業 

(3)ＡＥＤ管理事業 

 

【会長】 

ただ今説明のありました、各個別事業について、ご質問等ございませんでしょうか。 
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【委員】 

35 ページの中で大型バスの老朽化についての更新というのはどういう意味なのでしょう

か。何をどう更新するのか、新しいものを用意するのか。意味が分からないのですけれども。 

 

【事務局】 

鷹施中学校のバスにつきましては、実際老朽化が激しく修繕費が大変発生しております。

どこの段階で更新をするのかという事は大事なところでありますけれども、方法としまして

は市の保有で良いのか、チャーター方式等もありますが、今後両方を比べながら検討をする

必要があるという事であります。 

 

【委員】 

新しいものを買うのか、チャーター方式にするのかを検討するということですか。方法を

含めた検討という事ですね。わかりました。 

 

【会長】 

ほかに質問等ありませんか。では、評価について採決します。記載のとおりの評価に賛成

の方は挙手願います。 

 

（委員挙手） 

 

全員賛成ですので､記載の評価に決定します。 

 

次に､⑩教育環境の整備について説明願います。（37～40ページ） 

 

【事務局】事務局説明 

⑩教育環境の整備 

(1)学校施設の大規模改修・耐震補強工事 

(2)桜井中学校新築事業 

(3)高志野中学校体育館改築工事･･･新規 

(4)小中学校再編計画の推進（適正規模の実現） 

 

【会長】 

ただ今説明のありました、各個別事業について、ご質問等ございませんでしょうか。 

特にないようです。 

 

【会長】 

ほかに質問等ありませんか。では、評価について採決します。記載のとおりの評価に賛成

の方は挙手願います。 

 

（委員挙手） 

 

全員賛成ですので､記載の評価に決定します。 

 

【会長】 

ここで、皆様にお諮りします。時間も大分経過しております。本日の協議は、この程度とさ

せていただきたいと思いますがいかがでしょうか。（委員了解） 
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【会長】 

それでは、本日は、ここまでといたします。 

次回は、残りの事業について協議したいと思います。 

事務局から、今後の日程等について説明願います。 

 

【事務局】 

（日程について説明） 

 

【会長】 

事務局から次回の開催についてありましたが、特別なことが無い限り、９月 19日（金）と

させていただきます。それでは、これをもちまして、第 25回、教育振興協議会を閉じたいと

思います。本日は、大変お疲れ様でした。 

 

終了 午後９時 00分 

 


