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Ⅰ 平成 27年度教育委員会事務点検評価実施方針 
 

１ 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。 

 

２ 点検・評価の対象 

平成 26年度の教育委員会の運営及び事務事業 

 

３ 点検・評価の方法 

 

（１）自己点検・評価 

「平成 26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 評価の目安 

ＡＡ 目標を十分に達成し、期待以上の成果が得られた。 100％ 以上 

Ａ 目標を概ね達成し、ほぼ期待どおりの成果が得られた。 80 ～100％ 

Ｂ 目標を半分以上達成し、ある程度の成果が得られた。 60 ～ 80％ 

Ｃ 目標をあまり達成できず、成果が尐なかった。 30 ～ 60％ 

Ｄ 目標をほとんど達成できず、成果がなかった。  0 ～ 30％ 
 
（２）教育振興協議会での検討 

教育委員会が自己点検・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（任期：平成 26年４月 1日～平成 28年３月 31日） 

役職 氏 名 選出団体等 

会 長 内 橋 健 治 黒部市自治振興会連絡協議会 

副会長 髙 本 一 恵 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 草 野 敬 一 黒部市ＰＴＡ連絡協議会 

委 員 川 上 勝 之 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検・評価に対する

意見を聴き、報告書に記載する。（巻末69Pに記載） 
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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広く市民に公表する。 
 
（５）スケジュール 

６月 24日 

７月 24日 

８月 27日 

８月 28日 

９月 17日 

９月 25日 

11月中 

 12月中 

   

点検・評価シート各課照会（原稿作成期間） 

点検・評価シート提出期限（自己点検・評価原案作成期間） 

教育委員会議８月定例会（協議・教育振興協議会へ諮問） 

教育振興協議会（審議） 

教育振興協議会（審議・教育委員会へ答申） 

教育委員会議９月定例会（報告書の決定） 

学識経験者等の意見追加（報告書完成） 

黒部市議会議に報告、公表（窓口閲覧、ホームページ掲載等） 

 

（６）「教育の方針」と「点検・評価」の関係 

教育委員会事務の点検・評価は、各年度の「教育の方針」に基づき実施された個別事

業を対象とし、個別事業の課題や今後の方向と合せ、事業に要した経費の決算額を反映

し作成する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前年度（平成26年度） 

点検・評価の対象年度 

当該年度（平成27年度） 

点検・評価の実施年度 

■教育の方針 

 

■点検・評価報告書 

 
□個別事業 

◎事務・事業の実施 

◎予算の執行 

□個別事業 

◎実績･成果･課題･点検･評価･改善･方向性 

◎事業に要した経費（決算額） 

教育振興協議会 

（内容審議） 

学識経験者等 

（知見･意見） 

＊黒部市議会へ提出 

＊公表（窓口閲覧・ホームページ） 
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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 27年３月 31日現在） 

職 名 氏 名 年齢 性別 任期 現役職任期 備 考 

委員長 
ふくた ゆたか 

65 男 
H23. 5.10 

～H27. 5. 9 
H26. 5.12～ 

非常勤 

 福 田   豊 

委員長 

職務代理者 

むらた さとし 
45 男 

H24. 5.10 

～H28. 5. 9 
H26.5.12～ 

非常勤 

（保護者） 村 田 聖 士 

委 員 
だいまる かつお 

54 男 
H25. 5.10 

～H29. 5. 9 
 

非常勤 

 大 丸 勝 男 

委 員 
みずの けいこ 

62 女 
H26. 5.10 

～H30. 5. 9 
 

非常勤 

 水 野 惠 子 

委 員 

（教育長） 

のざわ ゆうじ 
61 男 

H26. 5.10 

～H30. 5. 9 
H26. 5.12～ 常勤 

能 澤 雄 二 

 

（２）教育委員会議の開催状況 

・開催回数  定例会 12回、臨時会１回（５月） 

・審議件数  議案 18件（可決 18件）、協議５件、報告 56件 
 
※議案番号：平成 26年度中（平成 26年４月～平成 27年３月） 

件 会議名 議案番号・議案名 

１ ４月定例会 議案第18号 黒部市スポーツ推進審議会委員の委嘱 

２ ７月定例会 議案第19号 平成 27年度使用黒部市小学校用教科用図書の採択 

３ ９月定例会 議案第20号 平成 26年度黒部市教育委員会事務の点検・評価 

４ １０月定例会 議案第21号 黒部市心身障害児就学指導委員会規則の一部改正 

５ １１月定例会 議案第22号 平成 27年度黒部市立幼稚園の収容定員 

６ 

１月定例会 

議案第１号 平成 26年度黒部市教育文化表彰被表彰者（優良教員等）の決定 

７ 議案第２号 平成 26年度黒部市教育文化表彰被表彰者（優良生徒）の決定 

８ 議案第３号 平成 26年度黒部市教育文化表彰被表彰者（社会教育関係）の決定 

９ 議案第４号 平成 26年度黒部市教育文化表彰被表彰者（スポーツ関係）の決定 

10 議案第５号 平成 26年度黒部市伝承芸能・伝統技術士の認定 

11 ２月定例会 議案第６号 平成 27年度黒部市教育の方針 

12 

３月定例会 

議案第７号 黒部市立公民館長の任命 

13 
議案第８号 黒部市教育委員会教育長の職務に専念する義務の特例に関する規

則の制定 

14 
議案第９号 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

の施行に伴う関係規則の整理に関する規則の制定 

15 議案第10号 黒部市教育委員会行政組織規則等の一部改正 

16 議案第11号 黒部市教育委員会公印規程の一部改正 

17 議案第12号 黒部市立幼稚園授業料減免規則の廃止 

18 議案第13号 黒部市スポーツ推進計画 
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（３）教育委員会行政組織（教育委員会事務局）     （平成 27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（10校） 

生地小学校、たかせ小学校、石田小学校、 

村椿小学校、中央小学校、三日市小学校、 

前沢小学校、荻生小学校、若栗小学校 

宇奈月小学校 

中学校（４校） 

高志野中学校、鷹施中学校 

桜井中学校、宇奈月中学校 

生涯学習スポーツ課 

生涯学習係、女性青尐年係、文化係 

スポーツ健康係、フルマラソン推進班 

社会教育班 

吉田科学館 

美術館 

歴史民俗資料館 

公民館（中央公民館・地区公民館16館） 

郷土文化保存伝習館 

働く婦人の家 

勤労青尐年ホーム 

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 

農業者トレーニングセンター 

林業者等スポーツ研修館 

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) 

さくら幼稚園 

生地こども園 

石田こども園 

※網掛部分は教育機関  
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２ 平成 26年度黒部市教育の方針 

 

 国際化、情報化及び尐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。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。  

 

１ 人間性の基礎を培う家庭地域教育 

①家庭 

(1)家庭の教育力の向上を図る － 学習機会の提供 － 

   ・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。 

(2)心身ともに健康な子どもを育てる － 交流活動の機会の提供 － 

   ・子どもの健康な心と体を育むため、親子や地域の人々との世代間の触れ合い・交流の機会を多く

するよう努める。  

(3)明るい家庭づくりをサポートする － 子育て支援体制の整備・充実 － 

   ・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。 

 

②地域 

(1)子どもたちの社会性や実践力を育てる － 豊かな体験活動の推進 － 

・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、ボランティア活動等の豊かな体験活動を地域ぐ

るみで推進する。 

(2)子育て支援機能を十分発揮できるようにする － 親と子の育ちの場の充実 － 

・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。 

 

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)創意工夫のある教育活動を推進する － 実態に応じた教育課程の編成 －  

・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。 

(2)開かれた学校(園)づくりを推進する － 学校(園)評価の活用と連携 － 

   ・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。 

(3)相互の交流を深める － 一貫した教育の推進 － 

   ・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。 

 

②確かな学力 

(1)諸能力の育成と学習習慣の確立に努める － 確かな学力の育成 － 

   ・「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・技能の確実

な習得と思考力・判断力・表現力、主体的に学ぶ意欲等の育成を図るとともに、個に応じた指導

の充実に努める。 

   ・授業と家庭学習の内容を連動させるなど課題の与え方を工夫し、学習習慣の確立に努める。 

(2)思考力・表現力を育てる － 言語活動の充実 － 

   ・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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(3)１時間の授業を充実させる － 「分かる」「できる」授業の推進 － 

   ・学習のねらいと学習課題、学習活動、評価規準の整合性を図る。そのために、学習課題の設定、

書いて考える活動、考えを言葉で伝え合う活動、学習の成果の確認等を工夫して、「分かる」「で

きる」授業を推進する。 

(4)児童生徒誰もが安心できる授業づくりに努める － 学習規律の確立 － 

   ・鉛筆の持ち方、返事、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。 

 

③国際化教育 

(1)コミュニケーション能力を育てる － 英会話科と日常的な英語教育の充実 －  

   ・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、楽しく学習し、相手を理解し自分

を表現する「英会話科」とピクチャーカード等の活用による英語活動の日常化の充実に一層努め

る。 

(2)魅力的なプログラムを実施する － 英語に対する学習意欲の向上 － 

   ・英語サマーキャンプや海外姉妹都市と連携した事業など、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を充実することにより、児童・生徒の英語に対する学習意欲の向上を図る。 

(3)自文化・異文化理解と共生する態度を育てる － 教育を地域ぐるみで推進 － 

   ・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。 

 

④特別支援教育 

(1)教育的ニーズに応じた特別支援教育を推進する － 体制の整備と機関との連携 － 

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

   ・専門機関等と連携を図りながら、一人ひとりの教育的ニーズに応じた適切な指導を推進する。 

(2)特別支援教育の視点を生かす － 学校・学年・学級運営や授業 － 

   ・特別支援教育の視点を生かした学校・学年・学級運営及び授業づくりに努める。 

 

⑤心の教育 

(1)教育活動全体で「心の教育」を推進する － 豊かな人間性の育成 － 

   ・生命を大切にし、感動する心をもった豊かな人間性を育むため、互いに尊重しあう道徳教育や自

然に親しむ体験活動の充実を図るなど、教育活動の全体を通して「心の教育」を推進する。 

(2)心と態度を育てる － 自尊感情・人間関係力・自律心・不とう不屈の精神 － 

   ・幼児・児童・生徒の自尊感情を高めるとともに、望ましい人間関係を築こうとする態度や自律心、

最後までやり遂げる心と態度の育成を図る。 

(3)いじめや不登校を生まない学校運営に努める － 人権意識の高揚 － 

   ・いじめや不登校を生まない環境（人的・物的）づくりと教育相談体制の整備・拡充に努める｡ 

   ・児童・生徒及び教職員の「自分も相手も大切にする」といった人権意識の高揚に取り組む。 

 

⑥読書・情報教育 

(1)豊かな感性や創造性を育てる － 市立図書館と連携した読書活動の推進 － 

   ・豊かな感性や創造性を育むため、幼児・児童・生徒が読書に親しむ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、黒部市子ども読書活動推進計画に基づいた活動を推進する。 

(2)情報活用能力を育てる － 情報教育の推進 － 

   ・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。 

 

⑦キャリア教育 

(1)望ましい勤労観や職業観を育てる － 体験的な活動の充実 － 

   ・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体験的な活動を充実

させ、望ましい勤労観や職業観の育成に努める。 
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⑧健康・体力 

(1)健康で豊かな生活を送る習慣の定着を図る － 心身の健康づくりの推進 － 

   ・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を推進する。 

(2)運動に親しむ子どもを育てる － 体力つくりの推進 －  

   ・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。 

 

⑨安全 

(1)安全な環境をつくる － 地域ぐるみのネットワークづくりの推進 －  

   ・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。 

(2)危険に対する判断力・対応力を育てる － 安全・防災・防犯教育の推進 －  

   ・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。 

 

⑩教育環境の整備 

(1)安心・安全な環境整備に努める － 耐震・改築・保守点検 －  

   ・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

施に努める。 

   ・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。 

(2)児童・生徒をたくましく育てる － 適正な学校規模の実現 －  

   ・児童・生徒が望ましい教育環境の中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。 

 

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 

①生涯学習機会の提供 

(1)学習の場と機会を提供する － 社会教育施設の充実 －  

   ・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。 

 

②青少年の健全育成 

(1)青少年の社会性を育てる － 多様な体験活動の場の提供 －  

   ・青尐年の社会性を育むため、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尐年の健全育成に努める。 

 

③女性活動事業の推進 

(1)男女共同参画社会の実現に取り組む － 活動の支援と連携 －  

   ・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。 

   ・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。 

 

④市民文化活動の推進 

(1)文化・芸術にふれる機会を増やす － 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。 

(2)自発的に創作活動ができるようにする － 芸術文化活動の支援 －   

   ・市民が、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。 
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⑤文化遺産の保護・継承 

(1)郷土愛の醸成と高揚を図る － 保存伝承活動の支援・地域文化の普及 － 

   ・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。 

   ・立山・黒部の世界文化遺産登録に向けた取組の強化を図る。 

 

⑥市民ひとり１スポーツの推進 

(1)市民がスポーツに親しむことができるようにする － スポーツ機会の充実 － 

   ・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。 

(2)地域住民主体のスポーツ活動を推進する － 地域力の醸成 － 

   ・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。 

 

⑦スポーツ施設の整備・充実 

(1)スポーツ施設の整備と利便性の向上を図る － スポーツ施設の充実 － 

   ・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。 

 

⑧競技力の向上 

(1)全国レベルで活躍する選手を育てる － 支援体制の充実 － 

   ・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。 

(2)各種競技力の向上を図る － クラブチーム等への連携・支援体制の強化 － 

   ・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。 

 

⑨スポーツを通じた地域振興 

(1)生涯スポーツ社会を実現する － 全国レベルのプレー観戦の場の提供 － 

   ・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。 

(2)スポーツを通じて地域の活性化を図る － スポーツによる本市のPR － 

   ・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、カーター記念黒部名水マ

ラソン等、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（個別事業シート一覧） 
 

[  ]＝ページ番号 

（１）人間性の基礎を培う家庭地域教育 /⑩教育環境の整備 

/①家庭 (1)学校施設の大規模改修・耐震補強工事 [38P] 

(1)親子での体験事業 [10Ｐ] (2)桜井中学校新築事業 [39P] 

(2)成人式の開催 [11P] (3)高志野中学校体育館改築事業 [40P]  

/②地域 (4)小中学校再編（適正規模の実現） [41P] 

(1)放課後子ども教室推進事業 [12P]  

 （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 

（２）心身ともに健康で学ぶ意欲を育てる学校教育 ①生涯学習機会の提供 

①学校・幼稚園等 (1)コミュニティづくり推進事業 [42P] 

(1)学校評価の取り組み [13P) (2)生涯学習フェスティバル開催事業 [43P] 

(2)幼・保・小・中学校の連携 [14P] (3)市民大学講座・市民カレッジ事業 [44P] 

(3)適応指導教室（ほっとスペース）事業 [15P] (4)読書普及事業 [45P] 

(4)奨学資金貸付・給付事業 [16P] (5)図書団体貸出事業 [46P] 

(5)就学援助事業 [17P] ②青尐年の健全育成 

(6)幼稚園教育の充実 [18P] (1)青尐年育成市民会議助成事業 [47P] 

②確かな学力 ③女性活動事業の推進 

(1)全国学力・学習状況調査 [19P] (1)男女共同参画活動の推進 [48P] 

(2)教職員研修・研究委員会・研究指定校 [20P] (2)配偶者等暴力被害者相談事業 [49P] 

(3)学校訪問 [21P] (3)女性団体の育成 [50P] 

③国際化教育 (4)婚活事業 [51P] 

(1)英会話科の実施 [22P] ④市民文化活動の推進 

(2)英語サマーキャンプ [23P] (1)黒部市芸術祭 [52P] 

(3)姉妹都市交流研修事業 [24P] (2)芸術文化活動団体助成 [53P] 

(4)帰国児童生徒等教育 [25P] (3)詩の道句集事業 [54P] 

④特別支援教育 ⑤文化遺産の保護・継承 

(1)特別支援教育支援員（スタディ・メイト）事業 [26P] (1)伝統文化の保存伝承 [55P] 

⑤心の教育 (2)埋蔵文化財の発掘調査 [56P] 

(1)豊かな体験活動推進事業 [27P] (3)世界文化遺産への登録 [57P]   

⑥読書・情報教育 ⑥市民ひとり１スポーツの推進 

(1)学校図書館活動推進配置事業 [28P] (1)市民体育大会 [58P] 

(2)情報教育 [29P] (2)スポーツ推進委員協議会の育成 [59P] 

⑦キャリア教育 (3)総合型地域スポーツクラブ [60P] 

(1)１４歳の挑戦事業 [30P] (4)スポーツ講演会 [61P] 

⑧健康・体力 ⑦スポーツ施設の整備・充実 

(1)食育の取り組み [31P] (1)スポーツ施設の整備・充実 [62P] 

(2)体力つくり・「全国体力・運動能力、運動習慣等調査 [32P] ⑧競技力の向上 

(3)スポーツエキスパート派遣事業 [33P] (1)優秀スポーツクラブ育成補助 [63P] 

(4)給食センターの衛生管理､調理･洗浄業務､給食配送業務 [34P] (2)出場派遣費・激励費 [64P] 

⑨安全 (3)選手強化 [65P] 

(1)安全管理 [35P] ⑨スポーツを通じた地域振興 

(2)遠距離通学対策（スクールバス運行事業・通学定期券補助金） [36P] (1)カーター記念黒部名水ロードレース [66P] 

(3)ＡＥＤ管理事業 [37P] (2)Ｖチャレンジリーグ黒部大会 [67P] 

 (3)国体記念アーチェリー大会 [68P] 
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（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育むため、親子や地域の人との世代間の触れ合い・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(親子自然体験教室・食育教室) 

担当課等 生涯学習スポーツ課 生涯学習係・女性青尐年係 

事 業 費 

実績 計(千円) （国費） （県費） (その他) （一般財源） 

H25 350  350   

H26 300  300   

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高志の国探検事業、食育事業を実施した。 

①高志の国探検事業（中央公民館、音沢公民館、内山公民館、下立公民館、浦山公民

館で実施） 

 蛍の幼虫放流体験、ふるさと歴史探検マップ作り、そば教室（栽培からそば打ち

まで）、陶芸教室、親子まちあるき探検、しめ飾り作り等を実施。 

実施にあたり親子や地域の方々に協力や指導をいただき、親子や地域の方々との

つながりが強まった。 

年度 開催回数 受講者数 

H25 20回 792人 

H26 22回 812人 

②食育事業 

全地区対象の親子食育教室を１回（夏のおもてなしメニュー）開催。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。 

年度 開催回数 受講者数 

H25 2回 51人 

H26 1回 26人 
・ 

点検・評価 

総合評価  Ａ  （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） 
高志の国探検事業は、県公民館連合会からの委託事業であり、26 年度は回数、受講者

数が増となった。黒部の子どもたちが地元の歴史や豊かな自然を全身で感じ、楽しみな

がら学びを深められるような体験・ふるさと学習が多くできた。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、市栄養士の協力のもと、実施している。 

課題・改善 

高志の国探検事業は、宇奈月地区での実施が多い。黒部地区での実施も促しながら、

参加しやすい体制を進めていく。食育教室は、募集開始後すぐ定員となる人気教室に

なった。１回の参加者数が限られるため、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、親子が一緒に体験をしたり、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、家庭教育の支援につながると考え、事業の継続を図る。

今後も、実施公民館や回数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 

担当課等 生涯学習スポーツ課  女性青尐年係 

事 業 費 

実績 計(千円) 国費 県費 その他 一般財源 

H25 786    786 

H26 689   689  

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  

 

 

 

 

 

昨年から引き続き成人者による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、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。 

年 度 成人者数 参加人数 参加率 

H25 402人 337人 83.8% 

H26 401人 338人 84.3％ 

点検・評価 

総合評価  ＡＡ  （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、自分達で思い出に残る成人式にしようと意見を

出し合い、式典前のアトラクション、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等に掲載しＰＲに努めたが応募が尐なく委員に友人

を紹介してもらうなど委員集めには苦慮した。今後も実行委員の募集に工夫が必要

である。 

式典等の内容が毎年同じであるとの指摘もあり、成人者がより大人として自覚がで

きるような内容の検討が必要である。 

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、ボランティア活動等の豊かな体

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 

担 当 課 等 生涯学習スポーツ課 女性青尐年係 

事  業  費 

実績 計(千円) 国費 県費 その他 一般財源 

H25 1,599 533 533  533 

H26 1,068 356 356  356 

趣  旨  等 

（本来の目標・目的・対象・意図） 

尐子高齢化、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９地区（生地・たかせ・石田・村椿・三日市・前沢・荻生・若栗・宇奈月）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 

H25 10校区 175回 4,574人 452人 

H26 9校区 142回 2,833人 355人 

 ・ 

点検・評価 

総合評価 Ａ （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） 

 国の方針により事業費が減額となり、回数を減らしての実施となったが、工夫して教室

を開催した。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） 
学校再編計画が進む中で、黒部市の子どもたちが平等に体験活動を行えるよう、実施場

所、方法等について地区間での調整、連携が必要である。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、市内全域での実施を目指す。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。 

 

個別事業名 （１）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 

H25 0    0 

H26 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】 

 各校が知育・徳育・体育にわたって、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、引き続き実施している。各校に５～８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回程度）この評議員会において、学校運営等の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）も行われている。校長の自己申告・自己

評価は、26年度も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と方策を掲げ、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、挨拶の推進、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提示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 Ａ （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26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ＰＤＣＡ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、具体的な改善の手立てを講じるよう指

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。 

  



 14 
 

 

 

個別事業名 （２）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 

H25 0    0 

H26 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、保育や授業等の相互理解に努め、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捉えて、校区の幼稚園、保育所へ出向き、幼

児観察や連絡会等を実施した。 

【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、授業の進め方、学習規律、生徒指

導等、小中９年間の継続した指導について協議した。 

【生活科における交流】 

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 Ａ （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。また、中学校区別校長懇談会を開催し、授業中の学習規律等について小中一貫し

た指導の実践に努めた。一部の中学校では、来年度入学予定の校区の小学６年生が学

校内を見学する「オープンスクール」や中学校教員が小学校へ出向き授業を行う「出

前授業」が行われた。 

課題・改善 

（具体的な改善内容を記載） 

現在、中学校区別に実施している小中校長懇談会に加え、教務主任、生徒指導主事

等の懇談会や旧小学６年担任と中学１年担任との情報交換会等を今後実施するよう

にしていきたい。 

小中間の授業交流や合同研修等も、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）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 

H25 2,964    2,964 

H26 2,683    2,683 

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」（黒部市勤労青尐年

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） 

H25 ５人 174件（55件） 

H26 ６人 187件（74件） 

 

学校に登校できなかった子供たちが、適応指導教室で学習や作業、体験活動や集団
活動等を経験することを通して、徐々にではあるが社会性や協調性を身に付けてきて
いる。通所した当初は不安そうな表情だった子供たちも、指導員から励まされたり他
の子供たちとふれ合ったりするなかで、豊かな表情を見せるようになってきている。  
子供たちの多くは、適応指導教室の開設日の半数以上の日に出席している。夏休み中
も週２回程度開設することで、子供たちは生活のリズムを保っている。学校復帰に向
けて着実に歩んでいると思われる。 
支援については、黒部市教育センター所員との合同ミーティングや個別の指導計画

の作成と評価の実施、ＳＳＷの支援等を通して、一人一人の子供たちへのより適切な

支援の方法を模索しながら指導を進めている。 

４月より、黒部市勤労青尐年ホームに指定管理者制度が導入されたが、指導や支援

に必要な部屋の予算措置がとられ、適応指導教室の運営に支障はなかった。 

点検・評価 

総合評価 Ａ （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） 

不登校児童生徒の心の居場所として価値のある教室になっており、子供一人一人の

実態に応じた指導に努めている。指導員と保護者の信頼関係、保護者同士の好ましい

人間関係の形成も、子供たちによい影響を与えている。 

26 年度は、年度の途中で学校へ復帰できた児童生徒はいなかったが、進学、進級

を契機として６名中２名が学校での生活をすることができるようになった。 

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。 

・通所している子供たちはそれぞれに応じた支援を必要としており、子供の状況の見

極めや適切な支援の在り方の検討が必要である。引き続いて関係職員の連携を進め

るとともに、教育相談員や指導員の研修の場を設けることも重要である。 

・学校に登校せず、適応指導教室にも通所していない児童生徒がおり、学校を通した

働きかけを今後も継続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） 

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）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 

Ｈ25 21,000   11,984 9,016 

Ｈ26 21,960   16,028 5,932 

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、成績優秀であるが家庭等の経済的理由から学資の支

弁が困難な学生及び生徒に対し、奨学資金を貸付又は給付する。 

【事業概要】 

１ 貸付 

＊対象：大学、大学院、短大、専門学校 

＊年額：480,000円 

＊期間：在学期間 

２ 給付 

＊対象：高校 

＊年額：120,000円 

＊期間：在学期間 

実績・成果 

（数値を用いて具体的に、前年等とも比較） 

黒部市奨学資金規則に基づき、黒部市奨学生審査委員会において、厳正かつ公平な

審査を実施した。 

１ 貸付事業 

年度 採用枞 出願者数 決定者数 

H25 12人 11人 11人 

H26 12人 13人 12人 

２ 給付事業 

年度 採用枞 出願者数 決定者数 

H25 8人 13人 8人 

H26 8人 8人 8人 

・ 

点検・評価 

総合評価 Ａ （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） 

世帯収入、家族構成、学業成績を総合的に勘案し、家計点を算出し、厳正かつ公正

に審査を行った。 

貸付金の返還は滞りなく行われた。（H26年度返済者 79人：12,800千円） 

課題・改善 

（具体的な改善内容を記載） 

出願者数、実績額ともに年度によって変動があるが、貸付及び給付の単価が決まっ

ているため、採用できる人数は、予算額に左右される。 

給付事業は、篤志寄付による基金を原資に平成 21 年度から給付枞４人から８人と

してきたが、基金残高の消化が進んでいる。また、平成 22 年度の高校授業料無償化

に伴い、多くの自治体で給付事業を廃止されている。奨学資金事業の在り方について

検討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） 
経済的理由により修学困難とされる学生・生徒を支援するうえで有効であり、奨学資金

事業は引き続き継続していく。 

制度の根本的な趣旨と合わせ、定住やＩターン、Ｕターンを意識した特色ある奨学

資金制度について検討していく必要がある。 

 

  

＜出願要件＞ 

・黒部市民（就学のための市外在住可） 

・学資の支弁が困難と認められる者 

・学業優秀、品行方正、健康であること 
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個別事業名 （５）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 

H25 32,443 632  5,110 26,701 

H26 32,396 753  3,769 27,874 

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) 

H25 2人 120人 35人 8,510 3,179 4,488 16,177 

H26 4人 114人 35人 8,838 3,128 4,576 16,542 

 

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) 

H25 4人 92人 16人 12,620 3,645 - 16,265 

H26 3人 91人 14人 13,042 2,812 - 15,854 

 

 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、日本スポーツ振

興センター災害共済給付制度の掛け金の一部を補助、第３子に給食費の一部を助成した。 

点検・評価 

総合評価 Ａ （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） 

こども支援課や各学校と連携をはかり、年度途中の児童扶養手当受給対象者の転

入・転出・転居等、各種支援の該当者の情報共有と確実な把握に努め、適切な対応を

行った。 

課題・改善 

（具体的な改善内容を記載） 

学齢児童生徒数は減尐傾向にあるものの、経済的理由等により各種援助を必要とす

る児童生徒数はほとんど変わらない。 

今後も支援の内容等を検討しながら、経済的支援を必要とする児童生徒が安心して学習

を受けられるよう、制度の周知に努めていきたい。 

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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個別事業名 （６）幼稚園教育の充実 

担 当 課 等 こども支援課 保育所･幼稚園班 保育所係 

事  業  費 

実績 計(千円) 国費 県費 その他 一般財源 

H25 22,562 2,409 165 17,048 2,940 

H26 10,912 20 82 8,391 2,419 

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） 
（園児数は年度末） 

 25年度 26年度 増 減 

幼稚園数 １ 園 １ 園 ― 園 

学 級 数 ５ 級 ５ 級 ― 級 

園 児 数 103 人 90 人 △13 人 

決 算 額 22,562千円 10,912千円 △11,650千円 

うち管理費 11,102千円 10,042千円 △1,060千円 
うち就学援助費 712千円 870千円 158千円 

うち大規模改造事業 10,748千円 ― 千円 △10,748千円 

 

〔幼稚園長期休園日預かり保育〕 

長期休暇中における預かり保育の実施          平成26年度 

時 期 申込人数(人) 利用日数(人) 平均利用日数(日) 

夏 季 26 240 9.23 

冬 季 11 40 3.63 

学年末 9 36 4.00 

計 46 316 6.86 
 

点検・評価 

総合評価 Ａ （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） 

２園統合から２年が経過しさくら幼稚園としての施設運営も安定してきたが、保

護者の就労状況の変化などから前年度に比して 13名の利用園児数減となった（年

尐児の減）。なお、就労する保護者に対する利便性を図るため、長期休暇中の預か

り保育を実施している。 

課題・改善 

（具体的な改善内容を記載） 

母親の就労等の増加により、幼稚園への入園児童数が減尐傾向にある。 

就労の有無に関わらず子どもを預けることができるこども園への移行も検討しつ

つ、市内唯一の単独幼稚園として幼稚園教育の充実を図り、学校教育法が目的とす

る「義務教育及びその後の教育の基礎を培うものとして、幼児を保育し、幼児の健

やかな成長のために適当な環境を与えて、その心身の発達を助長する」ことに努め

るほか、施設の安全整備や園からの各種情報発信などを進める。 

今後の方向 
（継続・拡充・縮小・廃止などを判断） 

家庭・小学校との連携を図り、円滑な幼稚園の運営に向け支援を行う。 
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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・

技能の確実な習得と思考力・判断力・表現力、主体的に学ぶ意欲等の育成を図るととも

に、個に応じた指導の充実に努める。 

・授業と家庭学習の内容を連動させるなど課題の与え方を工夫し、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。 

・学習のねらいと学習課題、学習活動、評価規準の整合性を図る。そのために、学習課

題の設定、書いて考える活動、考えを言葉で伝え合う活動、学習の成果の確認等を工夫

して、「分かる」「できる」授業を推進する。 

・鉛筆の持ち方、返事、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。 

 

個別事業名 （１）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 

H25 0    0 

H26 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（14校）が参加した。調査結果は、黒部市教育センターにおい

て分析し、10月に各校に配布した。小中学校では、この分析結果を参考にしながら

授業改善に努めるとともに、児童生徒個人の結果にコメントを付けて手渡すなど、

今後の学習に活かすようにした。また、保護者へは、学校だより等で周知した。 

今年度、平均正答率については小・中学校ともに、いずれも全国の平均正答率を

上回っており、良好であった。小学校10校の平均正答率の学校間のバラつきが大き

いことが課題であり、25年度と比べて幅の開きにあまり変化はなかった。一方、中

学校４校では、25年度と比べて開きは縮まった。 

学習状況について、市内の児童生徒は、おおむね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」に向けて家庭と連携した取組を継続していく。 

点検・評価 

総合評価 Ａ （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） 

これからも授業において、学習課題の設定、書いて考える活動、考えを言葉で伝

え合う活動、学習の成果の確認等を工夫すとともに、子どもたちの体験や学び合い

を大事にしながら、「分かる」「できる」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） 

調査結果を活かしながら改善を図っていくため継続する。 

 

  



 20 
 

 

 

個別事業名 （２）教職員研修・研究委員会・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 

H25 523  400  123 

H26 720  700  20 

趣  旨  等 

（本来の目標・目的・対象・意図） 
【教職員研修】 
児童生徒の確かな学力や豊かな人間性、健康・体力を育むために、各種の教職員研

修会を実施し、教職員の資質・能力・指導力の向上を図る。 
【研究委員会】 

社会科・理科・情報教育における教材等の作成や見直し、今日的な課題に関する研
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】 
鷹施中、荻生小を拠点校として、学力向上に関する研究を推進するとともに、成果

を市内各校に普及する。 

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」となるよう、黒部市教育
センターが中心となり下記研修会等の企画運営に努めた。 

・①教職員研修（参加人数：409人） 
<研修会> 
・学級運営研修会(27人） 情報教育実技研修会(25人） 理科教育講座(２人) 
・英会話実技研修会(６人） 英会話科指導者研修会(137人） 体育実技研修会(15人） 
・特別支援教育研修会(30人）いじめ問題に係る研修会(28人） 
<講演会> 
・学力向上講演会（43人） 生徒指導講演会（46人） 指導力向上講演会（50人） 

 
・②研究委員会 

・社会科研究委員会（小学校教諭10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、３回開催） 
・理科の授業で使えるデータ集を作成した。 

 ・情報教育研究委員会（小学校教諭10人、中学校教諭４人、２回開催） 
・情報教育実技研修会の企画・運営について協議した。  

 
・③学力向上市町村教育委員会プラン研究委託事業 

拠点校は、研究テーマに基づき学力向上について実践的な研究に取り組んだ。そ
して、事業・研修の公開を積極的に行った。また成果については教育センターがリ
ーフレットにまとめて市内各小中学校等に配布した。 

点検・評価 

総合評価 Ａ （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、生徒指導や学力向上、指導力向上に関する講演

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。 
今後も市内教職員の資質向上を目指し、必要とされる内容を精査しながら研修会、

講演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） 
継続実施 
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個別事業名 （３）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 

H25 0    0 

H26 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
の取組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、その

感想や意見は、学校運営の改善に活かされた。 

【学校巡回訪問】 
 学校教育班長と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。また、市教育センター所
長、指導主事は、若年教員の授業を観察、懇談しながら指導方法等について助言した。
学校教育班長は、学校全体の授業を観察するとともに、校長との懇談を通じ、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た。（次年度の職員構成に係る
情報として活用） 
【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 Ａ （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。富山県教育委
員会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） 
各学校では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） 
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ニケーション能力を育成するため、楽しく学習し、相手を

理解し自分を表現する「英会話科」とピクチャーカード等の活用による英語活動の日常

化の充実に一層努める。 

・英語サマーキャンプや海外姉妹都市と連携した事業など、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を充実することにより、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。 

 

個 別 事 業 （１）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 

Ｈ25 39,254    39,254 

Ｈ26 38,021    38,021 

趣  旨  等 

（本来の目標・目的・対象・意図） 

国際感覚と実践的なコミュニケーション能力を身につけ、地域社会や国際社会に貢

献できる子どもの育成を目指し、小中学校の児童生徒に英会話科授業を実施。その方

策として、文部科学省による教育課程特例校（英会話科）の指定を受け、小学校では、

ＡＬＴ・担任・英会話講師、中学校では、ＡＬＴ・英会話講師で指導している。 

実績・成果 

（数値を用いて具体的に、前年等とも比較） 

平成 26 年度は、２年に一度の英会話科授業の一般公開の年であり、10 月から 11

月にかけ全小中学校の全クラスで実施した。公開授業の見学者は保護者を中心に小学

校で 966人、中学校で 53人となった。 

また、広報くろべを活用し、卒業生も含

め、英会話科を経験した児童生徒の声を掲

載した。 

ＡＬＴと英会話科講師との定期的な会

議、研修会を継続開催し、指導に係る様々

な事項について互いに研鑽し、改善に努めた。英会話科（教育課程特例校）の取組は、

平成 18年度から通算９年目となり、取組開始当時に小学１年生であった児童が中学

校３年生を迎えた。文部科学省の教育課程特例期間の最終年度であったことから、平

成 29年度までの３年間の期間延長を申請し承認を得た。 

中学生の英語検定３級以上の取得率 
年度 黒部市(12月末) 全国 
Ｈ24 29.8％ 16.2％ 
Ｈ25 32.2％ 16.5％ 
Ｈ26 35.7％ 18.4％ 

点検・評価 

総合評価 ＡＡ （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） 

公開授業の参観者アンケートでは、英会話科に対して好意的な感想が多かった。児

童生徒の英会話科に対する意識調査では、「英会話科の授業が好き」、「英語が話せる

ようになりたい」、「外国人と友達になりたい」、「留学したい」など、全国に比べ、外

国への興味や英会話に対する意識が高かった。中学３年生の英検３級以上の取得率

は、常に全国平均を上回るなど、英会話科への取組効果を維持している。 

課題・改善 

（具体的な改善内容を記載） 

国では、平成 30年から小学校での英語教育実施が検討されており、本格導入の際

は、現在と同様の英会話科時限数の確保が困難となる。 

今後の方向 

（継続・拡充・縮小・廃止などを判断） 

引き続き、国の動向を注視しながら、特色ある国際化教育の推進に向け、英会話科

授業の維持、あり方について検討していく必要がある。 
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個別事業名 （２）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 

Ｈ25 595   295 300 

Ｈ26 571   280 291 

趣  旨  等 

（本来の目標・目的・対象・意図） 

夏休みを利用し、ＡＬＴと中学１年生、小学５・６年生による２泊３日の英語合宿。 

共同生活をしながら、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、英会話を交えた活動を通じ、英語や外国文化に親しみ・楽しみながら英語

コミュニケーション能力の向上・強化を目指す。 

毎回、希望者を募る。（定員50人程度・参加者負担金5,000円／人） 

実績・成果 

（数値を用いて具体的に、前年等とも比較） 

１ 参加者  

区分 小学生 中学生 小中計 ＡＬＴ 英会話講師 

Ｈ25年度 44 15 59 ６ ７ 

Ｈ26年度 45 11 56 ６ ７ 

Ｈ27年度(予定) 47 6 53 ６ ７ 

２ 実施期間 平成 26年 8月 20日（水）～8月 22日（金） 

３ 主な活動  

①ティームタイム（最終日の寸劇に向け班ごとに英語の訓練[全５回]） 

②パフォーマンス（ＡＬＴと英会話講師による児童生徒参加型の英語寸劇） 

③テレビ電話（メーコンの学生と直接会話） 

④英語ワークショップ（アメリカの工作） 

⑤バーベキュー（アメリカ式のレシピを英会話を交えながら調理） 

⑥キャンプファイヤー（英語を使ったアメリカ式のキャンプファイヤー） 

⑦プレゼンテーション（キャンプの集大成として英語による寸劇を披露） 

 

点検・評価 

総合評価 Ａ （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） 

毎年、多くの参加希望があり、“英会話”に対する積極的な意欲を感じることがで

きる。事業としても８回目となり、国際化教育にかかる多彩な事業を展開していく上

で、その一翼を担うキャンプとなっている。 

課題・改善 

（具体的な改善内容を記載） 

＜課題＞ 

・メーコンとのテレビ電話では、こちらの会話が相手に通じても、返ってくる会話が

小中学生には聞き取れない場面が多く、ＡＬＴの補助が必要。 

・最終日のプレゼンテーションは、創作劇であることから、参観者には内容が伝わり

難い部分もあり、既存の物語を採用するなどの工夫が必要。 

＜改善＞ 

・最終日のプレゼンテーション（英語寸劇）は、前回は声が小さいなどの指摘があっ

たが、練習時間を多く確保できたことにより、自信をもって大きな声で発表できた。 

・お楽しみ会的な雰囲気だけではなく、一定の緊張感を維持できた。 

今後の方向 

（継続・拡充・縮小・廃止などを判断） 

２泊３日の共同生活を通じ、日常英会話に繰り返し接することにより、英会話を身

近に感じ、身につける良い機会となる。児童生徒にとっても、夏休みにおける貴重な

体験事業として定着しており、今後も引き続き実施していく。 
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個別事業名 （３）姉妹都市交流研修事業 

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 

Ｈ25 1,656    1,656 

Ｈ26 2,041    2,041 

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・ビブ郡）及びオランダ（スドウェスト・フリース

ラン市）との間で、生徒等の派遣（対象：中学３年生）及び受入を実施し、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） 

＜研修概要＞ 

・期 間  平成26年11月２日(日)～ 11月９日(日) ７泊８日 

・研修地   アメリカ合衆国ジョージア州メーコン・ビブ郡  

・内 容  ホームステイ（５泊）、学校訪問（３日間）、メーコン市長表敬訪問など 

・主催等  主催：黒部国際化教育推進協議会、共催：黒部市、黒部市教育委員会 

 

＜研修参加者＞ 

・研修生  中学３年生 ８名（市内４中学校から男女各１名ずつ ※校長推薦） 

・引率者  桜井中学校教諭 １名、学校教育課職員 １名 

滞在期間中、メーコンの学校を訪問し、授業体験や昼食会、課外活動を通じ、現地

の生徒と交流を深めたほか、地元アメフトチームの試合観戦、市役所表敬訪問、ＹＫ

Ｋ現地工場見学なども行われた。 

 

＜交流研修実績（生徒数）＞ 

年度 派遣 受入 

Ｈ24 ﾒｰｺﾝ･ﾋﾞﾌﾞ郡（男子 2人、女子 6人） 未実施（ｽﾄﾞｳｪｽﾄ･ﾌﾘｰｽﾗﾝ市） 

Ｈ25 未実施（ｽﾄﾞｳｪｽﾄ･ﾌﾘｰｽﾗﾝ市） ﾒｰｺﾝ･ﾋﾞﾌﾞ郡（男子 2人、女子 5人） 

Ｈ26 ﾒｰｺﾝ･ﾋﾞﾌﾞ郡（男子 4人、女子 4人） 未実施（ｽﾄﾞｳｪｽﾄ･ﾌﾘｰｽﾗﾝ市） 

・ 

点検・評価 

総合評価 Ａ （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） 

・学校訪問では、折り紙や習字、福笑い、お手玉を披露し、日本文化を紹介した。「福

笑い」や「習字」は、現地生徒に大変好評であり異文化交流として評価できる。 

・授業体験では、授業スタイルの違いなど体験し、昼食会では、積極的に会話を行う

など、実践的なコミュニケーションの機会となり、日頃の学習成果を発揮できた。 

課題・改善 

（具体的な改善内容を記載） 

・海外姉妹都市は、２自治体だが、スドウェスト・フリースラン市（蘭）との派遣交

流が、先方の事情により途絶えており、市姉妹都市交流担当課と連携しながら交流再

開を模索していく。 

・メーコン･ビブ郡への派遣が隔年のため、派遣交流を体験できない学年が発生する

ため、派遣方法等について検討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） 

・英会話科授業の成果を実践として体感できる事業であり継続していく。 
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個別事業名 （４）帰国児童生徒等教育 

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) 

Ｈ25 2,124   1,009 1,116 

Ｈ26 2,128   1,009 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） 

学校生活や生活様式において、困りごとや悩みごとについて、個別に話を聞くなど、

生活改善に努めてきた。また、一人ひとりの能力に応じた、きめ細かな取り出し指導

や付添指導を行うことにより、苦手教科の克服や日本語理解につながり、意欲的に学

習に臨むなど、尐しずつ学校生活に馴染めるようになった。 

帰国児童生徒及び外国人児童生徒の全ての学校、教室での受け入れ体制を整え、個

に応じた指導や対応ができるように、実態や指導方法について、共通理解を図るため

の研修会を実施した。 

 

<帰国児童生徒数> 

区 分 人数 内 訳 計 

帰国後３年未満 13人 小学生 10人、中学生 03人 
42人 

帰国後３年以上 29人 小学生 11人、中学生 18人 

 

<主な取組事例> 
・サマースクール参加者15人(帰国児童生徒10人､保護者5人)※帰国後３年以上含む 

・付添指導 47日（帰国外国人児童6人：中央小38回、宇奈月小9回） 

・保護者会の実施（学校生活等の相談） 2回、25人（1回目18日、2回目7人） 

・帰国児童生徒教育研究会から会報「Ａｃｃｅｓｓ」を発行（年２回） 

点検・評価 

総合評価 Ａ （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を通じた個に応じた指導により、児童生徒たちは、学校生

活に適応し、学習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

策を講じるとともに、母国語でサポートできる人材の確保と効果的な取組を経験知と

して蓄積しておく。また、帰国児童生徒に対する個別指導を充実させ、帰国児童生徒

教育研究会での研究活動を活発化させていく必要がある。 

今後の方向 
（継続・拡充・縮小・廃止などを判断） 

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 

・特別な教育的支援が必要な幼児・児童・生徒への教育を推進するため、支援体制を整

備する。 

・専門機関等と連携を図りながら、一人ひとりの教育的ニーズに応じた適切な指導を推

進する。 

・特別支援教育の視点を生かした学校・学年・学級運営及び授業づくりに努める。 

 

個別事業名 （１）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) 

H25 9,573    9,573 

H26 11,177    11,177 

趣  旨  等 

（本来の目標・目的・対象・意図） 

特別に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） 

支援が必要な児童が、落ち着いて授業を受けたり、友達と仲良く遊んだり、楽しく

学校生活が送れるようになった。また、相乗効果として、学級全体が落ち着いた状態

で学習に取り組むようになってきている。 

 

・配置数 小学校 10校に 21人（H25年度小学校 11校に 20人） 

・スタディ・メイト養成講座受講者（２人） 

・資質向上のためのスタディ・メイト研修会参加者（８人） 

点検・評価 
総合評価 Ａ （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きている。 

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り、学校からもスタディ・メイト配置増

の要望が増えている。ただし、学校ごとに子どもたちの実態は異なるため、単に増員

するだけでなく、必要度が高い学校へ優先的に配置するよう調整しなければならな

い。 

今後の方向 

（継続・拡充・縮小・廃止などを判断） 

H27 年度は 3～4 名程度の増員を予定しており、スタディ・メイトの必要度が高い

学校へ配置する。（拡充） 
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施策の分野 ⑤心の教育 

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育むため、互いに尊重しあう道

徳教育や自然に親しむ体験活動の充実を図るなど、教育活動の全体を通して「心の教育」

を推進する。 

・幼児・児童・生徒の自尊感情を高めるとともに、望ましい人間関係を築こうとする態

度や自律心、最後までやり遂げる心と態度の育成を図る。 

・いじめや不登校を生まない環境（人的・物的）づくりと教育相談体制の整備・拡充に

努める｡ 

・児童・生徒及び教職員の「自分も相手も大切にする」といった人権意識の高揚に取り

組む。 

 

個別事業名 （１）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) 

H25 3,019    3,019 

H26 2,928    2,928 

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 10小学校、４中学校すべての学校において実施。 

１ 小学生 

学校の畑での野菜作りを通して、自然の中で育つ野菜本来の形や色を学び、育てる

ことの難しさと面白さを実感し、収穫の喜びを味わった。地域探検で見つけた昆虫や

水生生物を飼育し、観察することで、自然の豊かさや環境保護の大切さを学んだ。 

また、三世代交流や地域の産業体験などの地域住民と交流により、郷土文化を学び、

地域の中で育ち、地域の一員であることや地域の活力の大切さなどについて学んだ。 

 

２ 中学生 

施設訪問や職場体験をすることにより、働くことの意義と大変さを学ぶと共に、両

親への感謝の気持ちが芽生えた。北方領土に関する学習や活動に参加して、生活・文

化・自然等を学習し、黒部との縁や歴史について理解を深めた。 

また、農業体験学習やリサイクル活動、地区の清掃活動、人権集会の全校合唱への

参加など、幅広い多様な分野での活動を展開した。 

点検・評価 

総合評価 Ａ （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様々な体験活動を通じて、自ら学

ぶ力、生きる力を身につけている。 

また、地域の人々と交流することでふるさと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進め、児

童生徒が自然体でたくましく育つ環境をつくる。 

低下傾向にある家庭、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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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育むため、幼児・児童・生徒が読書に親しむ環境の整備に努め

るとともに、市立図書館とも連携しながら、黒部市子ども読書活動推進計画に基づいた

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。 

 

個別事業名 （１）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) 

H25 3,082    3,082 

H26 3,068    3,068 

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

を学校図書館担当教諭とともに行った。また、児童生徒の要望に応じて、市立図書館

から図書の貸し出しの申請も積極的に行った。 

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

聞かせの会も開催し、読書の機会を意図的に設定した。その結果、読書に意欲的に取

り組む児童生徒が増えつつある。 

 

年度 学校数 推進員数 派遣頻度 

H25 15 ４人 一部週 2回 

H26 14 ４人 一部週 2回 

  

点検・評価 

総合評価 Ａ （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） 

学校図書館活動推進員の配置は、児童生徒の読書離れの時代において、学校図書館、

市立図書館との密接なパイプ役であり、また、図書（書物）と児童生徒をつなぐ重要

な役割を担っている。 

課題・改善 

（具体的な改善内容を記載） 

東布施小学校・田家小学校の統合により学校数が減尐したため、相対的に派遣頻度

はわずかに増加した。 

平成 26年 6月に学校図書館法の一部を改正する法律が施行され、学校司書（本市

での呼称は学校図書館活動推進員）が法律に位置付けられた。一層、増員について検

討し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） 

 子ども達の読書への関心を高める（継続） 

増員についての検討（継続） 
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個別事業名 （２）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) 

H25 36,480    36,480 

H26 42,093    42,093 

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） 

１．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 

H25 671台 3,363人 5.0人/台 
6.5人/台 3.6人/台 

H26 518台 3,333人 6.4人/台 

 ※児童生徒数は、H26.5.1現在（全国平均は、H26.3.1現在） 

 

２．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 

H25 376台 273人 137.7％ 
111.1％ 100％ 

H26 336台 264人 127.3％ 

※教員数は、H26.5.1現在（全国平均は、H26.3.1現在） 

 

３．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実施した。 

・PC131台をリプレースした。 

・XP対策として 91台の OSを Windows7にアップグレードし、残る XP端末を未使用

化した。 

 

４．校内 LANの整備 

・ネットワーク環境の安定とセキュリティ強化のため小学校 1校、中学校１校で校

内ＬＡＮ基幹系ネットワーク機器を更新し、校内ＬＡＮ基幹系ネットワーク機器

更新 3カ年計画が完了した。 

点検・評価 

総合評価 Ｂ （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が、教育用 PC

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とともにタブレット端末の導

入や無線 LAN環境の整備を検討する。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、情報モラル教育を計画的に進めてい

く。 
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施策の分野 ⑦キャリア教育 

方針・目標 
・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体験的な

活動を充実させ、望ましい勤労観や職業観の育成に努める。 

 

個別事業名 （１）14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) 

H25 1,440  720  720 

H26 1,440  720  720 

趣  旨  等 

（本来の目標・目的・対象・意図） 

望ましい勤労観や職業観を身につけた生徒を育てることを目標とし、市内全ての中

学２年生が、５日間の職場体験活動に参加している。 

この活動を通じて、生徒の「生きる力」を育むとともに、家庭・地域の教育力の向

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） 

参加対象：市内４中学校２年生（参加生徒数 379人、受入事業所 116事業所） 

 

職場体験を通じて、自己肯定感の醸成、将来の目標設定につながり、健全な職業観

の育成や働くことの意味を理解するなど社会性の育成に大きな成果をあげている。 

また、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

である。 

事後アンケートでは、「仕事の大変さを実感」と答える生徒が多い一方で、「仕事の

やりがいや幸せを感じた」生徒も多く、働くことの意味を考えるよい機会となったこ

とが伺えた。また、地域の方々や保護者への感謝の気持ちを深めたという意見も多く

見られた。 

 

点検・評価 

総合評価 Ａ （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」（98.1％）、「充実して

いた」（97.3％）、「自分の生き方を考える良い機会になった」（92.8％）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） 

多様化する生徒の希望をかなえるための受入事業所への協力要請と、受入事業所側

の要望・ニーズへの対応の調整が課題である。 

 

今後の方向 

（継続・拡充・縮小・廃止などを判断） 

市内事業者の理解度が高く、恒例の事業として定着しており、引き続き、家庭及び

事業所との連携を密にしながら継続していく。 
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施策の分野 ⑧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を推進する。 

・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）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) 

H25 0    0 

H26 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。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、定期的に学校を訪問し、教職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するとともに、黒部市学校給食研究会では、「食への理解を深

め、健康に生きるための望ましい食習慣を身に付ける指導はどうあるべきか」をテー

マに各学校で研究実践を行った。 

また、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、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。 

栄養教諭が定期的に学校を訪問し、児童生徒、教職員や保護者に食事や栄養に関す

る指導をし、「食」への関心を高めている。 
年度 栄養教諭等が学校訪問した回数 
H25 111回／年間 
H26 145回／年間 

   

調査結果（とやまゲンキッズ作戦「健康づくりノート」集計より） 
年度 朝食摂取状況 偏食していない状況 箸の持ち方 

H25 
（小）99.1％ 
（中）98.4％ 

(小)92.8％ 
(中)96.4％ 

正しく持てる 
90.4％(小のみ) 

H26 
（小）99.3％ 
（中）98.4％ 

(小)92.4％ 
(中)96.7％ 

正しく持てる 
90.5％(小のみ) 

 

点検・評価 

総合評価 Ａ （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、箸の持ち方について（小学校

のみ調査）改善傾向にある。 

課題・改善 

（具体的な改善内容を記載） 

小学生の朝食摂取率が若干上昇したが、今後とも食事回数だけではなく食事の内容

の指導も必要である。 

小中学校での食育指導は、生涯にわたり健やかな体と心を保ちながら生きる能力を

身につけるために必要である。今後も「黒部市食育推進計画」に基づき、各学校での

指導の成果と課題を明確にしながら、学校給食や各教科の中で、食育に関する指導を

行っていくことが大切である。 

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 （２）体力つくり・「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) 

H25 0    0 

H26 0    0 

趣  旨  等 

（本来の目標・目的・対象・意図） 

 全国や富山県が実施した体力・運動能力調査の結果をもとに、市内の児童生徒の体

力、運動能力、運動習慣の状況を把握・分析し、体力向上に係る施策の成果と課題を

検証し、その改善を図る。 

実績・成果 

（数値を用いて具体的に、前年等とも比較） 

【全国体力・運動能力、運動習慣等調査の実施と調査結果の分析】 

 全校（小学校１０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、結果については教育センターが中心となり分析を行った。その結果、小学生で

は、反復横跳びや２０ｍシャトルラン等は全国平均を上回っているが、握力や立ち幅

跳びでは全国を下回る学年が多かった。中学生では、男女とも全国平均を下回る測定

項目が多かった。調査結果や体力向上のための具体的な方策、市内小中学校の取組につ

いてまとめたものを各校に配布することで、市全体として共有することができた。 

【学校での取組】 

各学校が年間を通して具体的な方策を立てて児童生徒の体力向上に取り組むよう

に働きかけている。 

その結果、各学校では、体力調査の結果を踏まえた指導計画の立案と確実な履修に

努めたり、体育・保健体育の授業において、活動への意欲が高まる指導の工夫や運動

量の確保に努めたりしている。 

授業以外でも、小学校では、朝や業間運動の時間に持久走やサーキットトレーニン

グ、縄跳び等に取り組むことで運動習慣の定着を図ったり、県教育委員会が発行して

いる「みんなでチャレンジ３０１５」（体力つくりのめあて帳）の活用により、児童

の運動への意欲付けを図ったりした。中学校では部活動の中で効果的なトレーニング

の方法を身につけさせるように努めた。また、小中学校ともに望ましい生活習慣の定

着を保護者に働きかけた。 

【体育実技研修会の実施】 

昨年度の体力調査や小学校の体育の授業の指導内容の履修状況調査の結果をも 

とに、今年度、市教育センターの主催で主に若年教員を対象とした体育実技研修会 

を実施した。受講者は器械運動（マットや跳び箱）の指導のポイントについて実技 

を交えながら研修した。 

点検・評価 

総合評価 Ａ （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、体育の指導、朝や業間運

動の指導の改善につながった。 

  体育の実技研修をすることを通して、教員の器械運動への指導力向上が図られた。 

課題・改善 

（具体的な改善内容を記載） 

 「運動やスポーツが好きだ」「体育の授業は楽しい」と答える児童生徒の割合は、年齢
が上がるとともに低下する傾向があり、特に女子にその傾向が顕著である。これは市内だ
けでなく、全国的な傾向でもある。運動への意欲が高まるように、指導の工夫や運動の日
常化を目指す取組をすることが大切である。 

今後の方向 
（継続・拡充・縮小・廃止などを判断） 

継続実施する。ただし、体育実技研修会は隔年実施とする。 
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個別事業名 （３）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) 

H25 1,665  384  1,281 

H26 1,734  384  1,352 

趣  旨  等 

（本来の目標・目的・対象・意図） 

中学校運動部に、スポーツの専門的な技術指導者（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の部活動の充実と生徒の体

力向上を図る。 

 

 

実績・成果 

（数値を用いて具体的に、前年等とも比較） 

 

派遣者数 

学校名 鷹施中 高志野中 桜井中 宇奈月中 計 

H25 6名 7名  9名 6名 28名 

H26 6名 7名 10名 6名 29名 

 

実技指導力を有する非常勤講師 29名をスポーツエキスパートとして委嘱し、市内

全ての中学校に派遣した。 

スポーツエキスパートの指導により、部活動の活性化を図り、生徒の競技力の向上

や部活動を通じて連帯感を育み、達成感を得ることができた。 

 

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） 

※スポーツエキスパートについて 

・教員以外でスポーツの専門的実技指導力を有する20歳以上の者に対し、競技歴、

取得ライセンス、指導歴などを踏まえ教育委員会が委嘱。 

・１回の指導は２時間程度（年間30回を上限：県24回＋市6回） 

 

点検・評価 

総合評価 Ａ （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） 

生徒たちがスポーツに親しみながら、健康と体力の増進につながると共に、競技力

の向上を図ることができた。 

 

課題・改善 

（具体的な改善内容を記載） 

運動部活動顧問との一層の連携を図りながら、種目や部員構成などにより多様な指

導スタイルがある中で、生徒が充実感と意欲を持って部活動に取り組めるよう配慮し

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） 

 各中学校において、指導者の派遣要望が多くあり、人員確保を図りながら継続する。 
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個別事業名 （４）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) 

H25 88,502    88,502 

H26 93,273    93,273 

趣  旨  等 

（本来の目標・目的・対象・意図） 

幼児、児童、生徒が、学校給食を通して、「食」について学び考えることで、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、食文化を育み伝えていく。

そのために、3中学校,9小学校,1幼稚園に給食を提供する。(1日約 3,300食) 

衛生面については、調理従事者への衛生管理指導の徹底と、施設内に害虫の発生

や侵入を防ぐなど、衛生管理に万全を尽し、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・洗浄業務や配送業務において、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、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 26年度給食実施日数205日 延給食数(副食) 637,527食を提供。 

調理室へ入室の際には、髪を全て帽子で覆い専用白衣・マスクを着用し、爪ブラ

シやエアシャワー等を用い、異物の持ち込み防止や衛生管理の徹底を厳格に行っ

た。 

 オープンスペースになっていた食材検収室前のプラットホームでは、風と共に害

虫が侵入してくる恐れがあるため、風除室設置工事を行った。さらに、施設の日常

点検や清掃、害虫防除を徹底することで、良好な衛生管理を行った。 

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、食材の検収を徹底に行い、異物の混入事故を抑えるなど、安全・安心

の給食を提供した。また、学校栄養教諭と全ての調理員、配送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 Ａ （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） 

食材検収室前プラットホームに風除室設置工事を実施し、害虫防除対策を強化す

るなど、調理室への害虫の侵入防止や異物持ち込み防止を徹底した結果、衛生的な

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 3件、食中毒 0件） 

調理・洗浄業務や給食配送業務を専門業者に委託し、適正なコストで、専門知識

やノウハウを生かした衛生管理や調理、迅速な調理洗浄に努め、毎日、決められた

時間までに学校に届けることができた。また、学校等の要望（行事等）に応じた配

送時間の変更調整をきめ細かく実施できた。 

課題・改善 

（具体的な改善内容を記載） 

①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。 

②平成 23 年度から現在の給食センターで業務を行っており、経年务化が進んでき

ている。そのため、施設・設備等の適正な管理が必要である。 

 施設、設備、機器、器材の保守・修繕、更新等の予算確保に努めたい。 

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 ⑨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）安全管理 

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) 

H25 178    178 

H26 0    0 

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） 

 交通・防犯関係では、幸いにも、年度中は、重大事故等の児童生徒の生命に関わる

事案は発生しなかったが、全国的にも児童生徒の自転車走行中の事故が増加傾向にあ

り、市内においても車との接触事故が10件程度発生している。 

また、「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を図った。 

例年どおり小学校新 1年生に防犯ブザーを貸与し、登下校時の自己防衛について指

導を行った。また、故障や紛失したときには、希望に応じて有償で再貸与も行った。 

貸与用の防犯ブザーを毎年度購入していたが、例年の予備分が在庫となっていたた

め、平成 26年度は新規購入せず在庫を各校から回収し、貸与にあてた。そのため事

業費の実績額は 0円となっている。 

不審者情報は、速やかに各小中学校に情報提供し、連絡系統についても再検討した。 

<新 1年生防犯ブザー貸与希望者数>      <防犯ブザー再貸与者数> 

年度 貸与希望者数  年度 再貸与希望者数 

H25 202人  H25 23人 

H26 224人  H26 12人 

<不審者情報> 

年度 不審者情報 不審電話情報 その他情報 合計 

H25 7件 0件 1件 8件 

H26 5件 1件 0件 6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 Ａ （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みられるため、

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） 

継続的に安全管理の徹底に努める。 

平成 27年度以降は、防犯ブザーの余分な在庫が発生しないよう手順を変更する。 
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個別事業名 （２）遠距離通学対策（スクールバス運行事業・通学定期券補助金） 

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) 

Ｈ25 13,878    13,878 

Ｈ26 20,776 990   19,786 

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、スクールバスの運行及び電車通学に要

する定期券購入費用に対し補助する。 

実績・成果 

（数値を用いて具体的に、前年等とも比較） 

１ スクールバス運行実績 

学校名 対象エリア 運行期間 使用バス 利用人数 

たかせ小学校 東布施 通年 大型（借上） 46人 

 鏡野・上田家野 冬期 ｼﾞｬﾝﾎﾞタクシー 7人 

前沢小学校 高速道路山側 通年 マイクロ（借上） 17人 

宇奈月小学校 愛本 通年 中型（市有） 18人 

 下立１区 通年 マイクロ（市有） 10人 

鷹施中学校 東布施 通年 大型（市有） 28人 

宇奈月中学校 愛本 冬期 マイクロ（市有） 18人 

※通年： 4/1～3/31（概ね小学校3km超、中学校6km超） 

※冬期：12/1～3/31（概ね小学校2km超、中学校4km超） 

 

２通学定期券補助実績（富山地方鉄道） 
学校名 区間  補助期間 補助率 利用人数 

宇奈月小学校 宇奈月温泉駅 →浦山駅 通年 全額 12人 

 音沢駅・内山駅   〃 通年 全額 8・7人 

 下立駅・栃屋駅   〃 冬期 1/2 12・35人 

宇奈月中学校 宇奈月温泉駅 →下立駅 通年 全額 6人 

・ 

点検・評価 

総合評価 Ａ （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、登下校の安全確保及び通学時間の平準化と短

縮化が図られた。 

課題・改善 

（具体的な改善内容を記載） 

・借上げバス料金制度改定に伴う運行委託料の高騰が見込まれるため、たかせ小及び

前沢小スクールバスについて、市有バスへの移行が必要。（※前沢小は、Ｈ27年度、

新規マイクロバス購入予定） 

・現在保有バスの老朽化への対応（更新） 

・平成 32年度の中学校統合を見据えた遠距離通学対策の検討（対象エリアの広範囲

化への対応） 

今後の方向 

（継続・拡充・縮小・廃止などを判断） 

・通学時間の平準化と短縮化を図るため、スクールバスの運行及び通学定期券補助を

継続していく。 
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個 別 事 業 （３）ＡＥＤ管理事業 

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) 

H25 666    666 

H26 805    805 

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（旧東布施小学校含む）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（石田小学校、桜井

中学校のみ２台：心臓疾患の児童生徒がいるため）、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） 

平成 26年度は AEDの機種及びリース契約を更新した（17台中 16台）。 

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かるよう、また、毎月の管理記録を随時、確認

している。 

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できるよう

計画的に講習会を実施しており、平成26年度は 14校中 12校で実施した。 

点検・評価 

総合評価 Ａ （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の機種及びリース契約の更新をおこなった。 

実際にＡＥＤを使用した事例が１件あった。 

課題・改善 

（具体的な改善内容を記載） 

ＡＥＤの使用方法の周知のみならず、全職員が緊急時に対応できるよう、救命救

急講習を併せて実施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） 

ＡＥＤの保守点検（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計画的に研修を行う。（継

続） 
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施策の分野 ⑩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

の計画的実施に努める。 

・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中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）学校施設の大規模改修・耐震補強工事 

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) 

H25 279,664 102,658  160,800 16,206 

H26 202,156 94,248  107,600 308 

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 9棟の耐震化を推進する。 

経年务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） 

 鷹施中学校の体育館 1 棟の耐震化工事が完了し、耐震化率は小中学校 87.3％とな

った。また、宇奈月中学校体育館の吊り天井撤去工事が完了した。 

 

点検・評価 

総合評価  Ａ （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） 

 鷹施中学校体育館 1棟の耐震化工事では、体育館を使用できない間、体育・部活動

を実施するため、スクールバスで旧東布施小学校の体育館に生徒を送迎するという方

法により生徒たちが運動できる環境を確保した。また、宇奈月中学校体育館の吊り天

井撤去工事では、吊り天井撤去に併せて照明器具更新工事、及び照明器具落下防止対

策工事も効率的に実施した。 

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 

と併せて、非構造部材の耐震化を進める。 
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個別事業名 （２）桜井中学校新築事業 

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) 

H25 105,936   97,900 8,036 

H26 96,553   64,780 31,773 

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新築を

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） 

H23年度から着手してきた基本方針・基本構想・基本設計を踏まえ、実施設計を取

りまとめた。また、グラウンド用地としてプールを解体し、取得用地を仮駐車場とす

る造成工事を実施した。 

点検・評価 

総合評価 Ａ （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） 

実施設計の策定により今後入札事務を進めることが出来る。また、仮駐車場の造成

により工事仮設事務所の用地、工事車両の駐車場用地を確保することが出来た。 
 

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。また、実施設計の策定により近隣住民等と

の協議や課題の整理・調整を行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） 

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

されていることから、宇奈月中学校区の関係者等と合意形成を図りながら事業を推進

していく。また、工事の実施に伴う諸課題の整理・調整を行うため、近隣住民を含む

関係者で構成する安全対策協議会を設け、工事の円滑な実施に備える。 
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個別事業名 （３）高志野中学校体育館改築事業 

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) 

H25 20,758   13,900 6,858 

H26 111,709 12,446  98,600 663 

趣  旨  等 

（本来の目標・目的・対象・意図） 

 施設の老朽化と耐震性能が不足している高志野中学校体育館を改築し、安全で充実

した教育環境を整備する。 

 

実績・成果 

（数値を用いて具体的に、前年等とも比較） 

８月の工事着工後、工事打ち合わせを随時実施し、工事事業者、学校と綿密に協議

しながら遅滞なく工事を進めている。（Ｈ26年度末工事進捗率 42％） 

 

点検・評価 

総合評価 Ａ （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） 
全国的な人員不足、資材高騰の中、適切な工事管理を行い予定どおりの工期で進捗して

いる。また、工事個所が地下水の豊富な軟弱地盤であるため、仮設工事搬入路の選定にお

いては地盤沈下等の影響が最小限に留められるよう、急きょ学校敷地内を大型車両が運行

する搬入路を選択するなど不測の事態に対し適切に対処した。 

 

課題・改善 

（具体的な改善内容を記載） 

新体育館完成後に解体する既存体育館跡地の具体的な整備方針を策定し、校舎・体

育館・武道場のいずれの施設も利用しやすい外構整備が必要である。 

 

今後の方向 

（継続・拡充・縮小・廃止などを判断） 

引き続き、地域住民の理解を得ながら安全に工事を実施する。H27年度末までに本

体工事・駐車場整備・既存体育館解体のすべての工事を遅滞なく完成させる。 
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個別事業名 （４）小中学校再編（適正規模の実現） 

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) 

Ｈ25 3    3 

Ｈ26 2    2 

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、計画の着実な実施を推進する。 

【計画期間】平成 25年度～平成 39年度（15年間） 

＊前期計画：平成25年度～平成 29年度（小学校再編：東布施･田家､前沢･三日市） 

＊後期計画：平成30年度～平成 34年度（中学校再編：宇奈月･桜井､鷹施･高志野） 

＊将来構想：平成 35年度～平成 39年度（小学校再編：生地、村椿、荻生、若栗） 

実績・成果 

（数値を用いて具体的に、前年等とも比較） 

１ 小学校再編について 

（１）たかせ小学校開校（旧東布施と旧田家小学校の統合） 

（２）前沢小学校と三日市小学校の統合協議 
会議名 回 構成 協議事項 

準備委員会 １ 
自治振興会長、公民館長 

ＰＴＡ会長､校長､教頭､教務主任 

各部会からの報告 

総務部会 ４ 
自治振興会長、公民館長 

ＰＴＡ会長､校長 

校名、校章、校歌 

生活部会 10 教頭、生活指導、ＰＴＡ 制服、体操服、スクールバス 

組織部会 ４ 教頭、ＰＴＡ、学童指導員 学童保育、ＰＴＡ組織 
 
２.中学校再編について 

H26.４月 計画概要チラシ配布（全幼稚園保護者会、小中学校ＰＴＡ） 

H26.５月 計画概要チラシ配布（全地区公民館） 

H26.７月 黒部市ＰＴＡ連絡協議会懇談会にて説明 

H27.1.22 宇奈月小学校ＰＴＡでの説明 

H27.3.01 広報くろべ３月号にて中学校再編計画について特集記事掲載 

H27.3.07 うらやま保育園保護者会での説明（職員出前講座） 

点検・評価 

総合評価 ＡＡ （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） 

・たかせ小学校開校後、良好な学校運営がなされ、児童・保護者からは、「友達が増

えた」「何事にもやる気が感じられる」などの声が寄せられた。 

・前沢・三日市小学校の統合は、協議事項の大半について方向性が示され 27年度に

は、協議が整う予定。中学校再編計画では、統合５年前となる次年度からの説明会に

向けた準備を開始した。 

課題・改善 

（具体的な改善内容を記載） 

・前沢・三日市小学校の統合では、協議事項の決定と開校に向けた調整とあわせ閉校

式典等についても地域、学校とともに準備を進めていくことが必要。 

・中学校再編計画では、小学校区を単位（小学校ＰＴＡ又は地区）とした説明会を開

催し、中学校再編に関する全市的なコンセンサスを図っていくことが必要。 

今後の方向 

（継続・拡充・縮小・廃止などを判断） 

・小中学校再編における学校統合は、小規模化に伴うデメリットを是正し、児童生徒

の教育環境を改善していくためには必要不可欠である。統合に伴う通学距離の延伸や

安全面については、スクールバスを活用するなど対策を講じていく。 
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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生涯学習機会の提供 

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施設の充実を図る。 

 

個別事業名  （1）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) 

H25 7,000    7,000 

H26 7,000    7,000 

趣  旨  等 

（本来の目標・目的・対象・意図） 

 尐子高齢化社会を迎え、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、

体操等の地域の特色、住民ニーズ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、生涯学習を通じたコミュニティづくりを推進した。 

 

 公民館利用者実績 

 年 度  利用回数  利用者数 

 H 25 12,289回 158,671人 

 H 26 11,955回 163,061人 
 

点検・評価 

総合評価  ＡＡ （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、利用者数が増となった。 

 

課題・改善 

（具体的な改善内容を記載） 

 生涯学習についてはネット環境や高速交通体系の整備、民間の参入も進む中、今後

公民館を活用した生涯学習機会の提供についてもイノベーションが求められること

となり、市民の学習ニーズを把握し、より時代に対応した地域性豊かな講座・教室等

の企画運営を図る必要がある。 

  また、地区内で講座、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） 

 自治振興会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が 生

涯学習事業の方向性やニーズを把握する方法、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、経営面を考慮しながら対策を検討する

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 

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) 

H25 459    459 

H26 252    252 

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７日～８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、今回は講演会ではなくマルチホールにおいて劇団フロンティアによる公演

「父と暮らせば」を開催し、「放課後子ども教室ワークショップ」もマルチホールを

使用し、実施した。 

 

年度 展示観覧者 ｱﾄﾗｸｼｮﾝ来場者 

H25 557人 239 人 

H26 649人 178人 

・ 

点検・評価 

総合評価 Ａ （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） 

コラーレのカーターホールにおいて、別事業の映画上映があったこともあり、作品

展示の来場者数は昨年より増加している。 

カーターホールでの講演会をとりやめ、マルチホールで開催した劇団フロンティア

による公演「父と暮らせば」をしたところ約 100名の集客ができた。 

「放課後子ども教室ワークショップ」は前回同様マルチホールを活用することで効

果的に開催することができた。今後も新たな取組みも検討する。 

広報の活動は、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

ルテレビ放送に加え、各地区公民館等への周知と参加のＰＲを図った。 
 

課題・改善 

（具体的な改善内容を記載） 

・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るが、前記の意見を踏

まえ市公民館連絡協議会において時代にあった内容の見直し、新規事業等を検討し、

事業の高度化を進めていく必要がある。 
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個別事業名 （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) 

H25 722    722 

H26 688    688 

趣  旨  等 

（本来の目標・目的・対象・意図） 

市民が気軽に参加できる生涯学習の場を提供し、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） 

市民大学講座は、地域の産業や特徴的な活動に関する講演や富山出身で世界を舞台

に活躍されている方自身の経験を交えた講演などを７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等を開催し、サークル化への移

行をねらいとしている。26年度開催の８教室から１サークルが独立した。 

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８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  

H25 
市民大学講座 ８回 ６２８人 

市民カレッジ ６０回 1,２４８人 

H26 
市民大学講座 ７回 ３５９人 

市民カレッジ ６８回 1,３０７人 

     

点検・評価 

総合評価 Ａ （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、全体として参加者は横ばいとなっ

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）を調査する方策を検討する必要が

ある。 
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個別事業名 （４）読書普及事業 

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) 

H25 29,322   1,192 28,130 

H26 30,863   1,235 29,628 

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 

H25 黒部市立図書館 163,630冊 35,978人 94,244人 296日 

宇奈月館 23,283冊 5,613人 18,217人 290日 

合計 186,913冊 41,591人 112,461人  

H26 黒部市立図書館 162,043冊 35,573人 84,969人 294日 

宇奈月館 21,628冊 5,368人 16,591人 288日 

合計 183,671冊 40,941人 101,560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 

H25 黒部市立図書館 6,531件数 1,645件数 11回 

宇奈月館 359件数 121件数 9回 

合計 6,890件数 1,766件数  

H26 黒部市立図書館 7,745件数 1,975件数 11回 

宇奈月館 1,033件数 129件数 11回 

合計 8,778件数 2,104件数  

・図書受入冊数 

館 名 H25 H26 

黒部市立図書館 6,589冊 (内 寄贈1,330) 7,242冊 (内 寄贈1,019) 

宇奈月館 1,444冊 (内 寄贈501) 1,469冊 (内 寄贈445) 

合計 8,033冊 (内 寄贈1,831) 8,711冊 (内 寄贈1,464) 
  

点検・評価 

総合評価 Ａ （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） 

橋の架け替え工事に伴い図書館正面の駐車場が使用不可になり、利便性が著しく低下し

た。前年度比：入館者数 9.7％、貸出人数 1.6％、貸出冊数 1.7％の減尐となった。郷土

資料のアーカイブ化を進め、Ｓ58年～Ｈ22年までの新聞記事見出しのデータ入力を実施

した。読書を普及する一環として、フェイスブック、土曜日に絵本の読み聞かせ会を新規

に実施した。 

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、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、サービス向上に資する職員研修や適正職員数の検討が必要である。 

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

存となっており、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 

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) 

H25 0    0 

H26 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 
H25 136 516 7,904 

H26 161 609 8,495 

宇奈月館 
H25 38 180 1,494 

H26 38 204 1,562 

① 「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年に小学校、平成24年に中学校の新学習指導要領の全面実施により一新された

教科書に紹介の本を学年・学級単位で１セット・１ヶ月貸出。 

小学校⇒825冊（１学年３セット・６学年で18セット） 

中学校⇒231冊（１学年１セット・３学年で３セット） 

年 度 団体貸出小学校名 延べ貸出冊数 

H25 小学校５校、中学校１校 1,954冊 

H26 小学校６校、中学校１校 3,868冊 

 

② 公民館への「ふるさと文学」の巡回貸出の実施 

③ 学童保育への団体貸出実施 合計2,280冊 

【内訳】H26実績 黒部市立図書館 ９地区（H25:10地区）計1,680冊（H25:1,420冊） 

         黒部市立図書館宇奈月館        計  600冊（H25: 300冊） 

点検・評価 

総合評価 ＡＡ （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） 
「小・中学校国語教科書に紹介された本」の団体貸出について、年度当初から働きかけ

を行ったところ、利用校数が１校（16.7％）、貸出冊数が 1,914冊（98％）増加した。ま

た、調べ学習や授業のテーマに応じた本についても教諭、学校図書館活動推進員等と連携

を図りながら貸出を行った。 

 

 

課題・改善 

（具体的な改善内容を記載） 

小学校や幼稚園･保育所等の利用は増えつつあるが、中学校や公民館等の利用率が低い

ため、読書普及活動とあわせた利用策を講じる。 

 

 

今後の方向 

（継続・拡充・縮小・廃止などを判断） 

 各団体への所蔵本の積極的なPR及びニーズ把握に、より一層努める。学校関係については、

教諭や学校図書館活動推進員と連携しながら活用促進を図る。 
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施策の分野 ②青尐年の健全育成 

方針・目標 
・青尐年の社会性を育むため、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尐年の健全育成に努める。 

 

個 別 事 業 （１）青尐年育成黒部市民会議助成事業 

当 課 等 生涯学習スポーツ課  女性青尐年係 

事  業  費 

実績 計(千円) （国費) (県費) (その他) (一般財源) 

H25 112    112 

H26 108    108 

趣  旨  等 

（本来の目標・目的・対象・意図） 

青尐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尐年行事を通じて青尐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、青尐年健全育成キャラバン隊の受入れ、青尐年健全育成街頭宣伝活動、意見発

表大会、善行青尐年表彰式、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８カ所にいて、通学・通勤者に対し

てのあいさつや声かけ運動を実施した。中学校前での活動では、中学生とともに活動

した。街頭宣伝活動では市内をパレードし、青尐年健全育成の啓発を呼びかけた。 

尐年尐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尐年に対して、善行青尐年表彰を行った。 

有害環境浄化研修会では、富山児童相談所所長を講師に招き、児童虐待の現状や里

親制度について学んだ。 

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 H25参加人数 H26参加人数 

夏のさわやか運動 445人 640人 

秋のさわやか運動 563人 521人 

点検・評価 

総合評価  Ａ  （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） 

青尐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） 

青尐年問題が複雑多様化している今日、青尐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、地域全体で青尐年問題に取

り組んでいく。 

今後の方向 

（継続・拡充・縮小・廃止などを判断） 

青尐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、市としても青尐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」に基づいた、女性の

自発的な活動を支援する。 

・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 

担 当 課 等 生涯学習スポーツ課  女性青尐年係 

事  業  費 

実績 計(千円) （国費) (県費) (その他) (一般財源) 

H25 414    414 

H26 430    430 

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への参加及び、生涯学習フェスティバルでの活動報告コーナー

設置、各地区啓発事業実施、啓発チラシ作成配布、活動報告の全戸配布、新川地区

の推進員の地域別研修会を黒部市において開催した。 

 26年度は 2年任期の初年度で、新人推進員が 2/3を占めた。毎月行う定例会を各

地区持ち回りで行い、その地区推進員が会場設定、進行役を務め、自主的に仕切る

ことにより推進員の自覚を促し、また推進員同士の一体感を醸成した。 

 人口減尐対策や独身男女を対象に交流の場を創出し、結婚を希望する男女の未来の

ために、新しい出会いをサポートすることを目的に、婚活イベント「ガチお見合い

20×20～結婚を前向きに考える貴方へ～」を実施。4組のカップルが誕生した。 

点検・評価 

総合評価  Ａ  （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） 

 各地区においても多種多様な事業を展開したことにより、男女共同参画が身近なも

のであることが理解され、その意義や必要性についても認識が深まった。 

 

課題・改善 

（具体的な改善内容を記載） 

男女共同参画推進員の多くが入れ替わったため、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。 

「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。公民館との連携

や生涯学習・学校教育等の場においての意識啓発方法の検討を要する。 

 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 

担 当 課 等 生涯学習スポーツ課  女性青尐年係 

事  業  費 

実績 計(千円) （国費) (県費) (その他) (一般財源) 

H25 240    240 

H26 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、配偶者等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」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。また、

相談者の事情に合わせ、相談会場を変更するなどの対応も行った。 

年度 実施回数 相談者数 相談者延数 

H25 11回  8人 14件 

H26 11回   9人 15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周知を図った。また、財布に

入るサイズのミニリーフレットを作成し女性が多く立ち寄る市内施設の女子トイレ

に配置したり、ショッピングセンターにポスターの掲示依頼をするなど、相談者の掘

り起しにつながるようＰＲした。相談窓口を有する課の担当者対象の研修会を開催

し、グループに分かれロールプレイを行うことにより知識を深め、関係課の共通理解

を図った。 

 

点検・評価 

総合評価  Ａ  （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。ミニリーフレット・ポスター作成は、悩みを相談する

ことへの抵抗を尐しでも下げることに繋がると考える。 

課題・改善 

（具体的な改善内容を記載） 

相談件数が尐ないことが、ＤＶの減尐につながっていることでなはい。ＤＶは家庭

内での閉鎖した場所で行われるので潜在化し被害が深刻化しやすい。被害者が孤立し

ないよう、そして重大事件となる前に、相談できる場所があるということを周知し、

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。 

他課との連携を図るため相談体制マニュアルを作成する。 
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個 別 事 業 （３）女性団体の育成 

担 当 課 等 生涯学習スポーツ課  女性青尐年係 

事  業  費 

実績 計(千円) （国費) (県費) (その他) (一般財源) 

H25 144    144 

H26 108    108 

趣  旨  等 

（本来の目標・目的・対象・意図） 

市内 8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し、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） 

 女性議会休会である本年は、タウンミーティングへの参加、市長と語る会の開催と、

市政ついて学び研鑽を高めた。 

また、名水マラソン大会、水のコンサート＆フェスティバル、北陸新幹線開業イ 

ベント等へ参加協力し、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  Ａ  （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） 

総会終了後の研修会に始まり、タウンミーティング、市長と語る会へ積極的に参加

し、市政等様々な事柄に興味・関心を持ち研鑽に務められた。 

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、構成団体の減尐に伴い会員数

も減尐しており、未加入団体の加入を進めていかなければならない。 

 

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。 

 

  



 51 
 

 

 

個別事業名 （４）婚活事業 

担 当 課 等 生涯学習スポーツ課  女性青尐年係 

事  業  費 

実績 計(千円) （国費) (県費) (その他) (一般財源) 

H25 150    150 

H26 145    145 

趣  旨  等 

（本来の目標・目的・対象・意図） 

独身男女の出会いイベントを企画する団体に「独身男女出会いサポート事業補助

金」を交付し、独身男女の出会いを創出す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） 

富山県男女共同参画推進員黒部市連絡会が「ガチお見合い 20×20～結婚を前向き

に考える貴方へ～」を実施した。男性19名、女性15名が参加した。 

女性は固定席で男性が 1 つずつ席をずれながら全員が話できるお見合い形式にし

た。ゲームをしてリラックスした後に、お見合い形式のトーク、軽食をいただきなが

らのフリートークを行った。4組のカップルが成立した。 

点検・評価 

総合評価 ＡＡ （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） 

イベント運営に際し、3つの委員会に分かれて当日までに事前打合せを何度も行い

準備した。尐しでも多くのカップルが成立し結婚に結びつくよう、よりよい方策を検

討し、参加者がリラックスして交流できる雰囲気づくりに気を配った。4組ものカッ

プルが成立したことも、また、イベント後のアンケートにおいてほとんどの参加者よ

り「良かった」との回答を得ることができたことも評価できる。 

課題・改善 

（具体的な改善内容を記載） 

真に結婚を望む人達のための出会いの場を創出し、尐子高齢化対策に繋がる成果を

あげなければならない。 

今後の方向 
（継続・拡充・縮小・廃止などを判断） 

結婚に結びつくよう、より効果的な方策を検討しながら事業を継続していく。 
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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。 

・市民が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 

担当課等 生涯学習スポーツ課  文化係 

事 業 費 

実績 計(千円) （国費) (県費) (その他) (一般財源) 

H25 929    929 

H26 1,023    1,023 

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、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 26年 11月 13日～18日の 6日間 

審査員・運営委員・招待者作品は 11月 13日～11月 18日の 6日間、黒部市美術

館で展示した。 

年度 総観覧者数 
観覧者数 

（コラーレ） 

観覧者数 
（美術館） 

一般 

出品点数 

招待者 

出品点数 

H25 1,239名 904名 335名 122点 44点 

H26 1,222名 968名 254名 123点 44点 

 

平成 26 年度は「姉妹都市 根室市 文化作品交流展」として根室市の作品を黒部

市で 25作品展示した。 

＜劇団フロンティア公演＞ 

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演劇「まほろば」を

11月に 6回公演した。公演補助金 137千円 

点検・評価 

総合評価 Ａ （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 25より美術展は一般公募展と審査員・運営委員・招待者展を 2会場化した。 

出品数及び出品者数ともに増加したが、観覧者数は、一般公募展会場（コラーレ）

は 64名増えたものの招待者の展示会場では 81名減尐したことにより、総観覧者数

は昨年より 17名減尐した。 

 

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。 

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 

担当課等 生涯学習スポーツ課  文化係 

事 業 費 

実績 計(千円) （国費) (県費) (その他) (一般財源) 

H25 2,670    2,670 

H26 2,505    2,505 

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 27日に黒部川公園で開催、補助金1,302千円。 

年度 参加者 

H25 約 6,200名 

H26 約 3,200名 

       ※H26年度は、大雤の影響により通常より参加者数が減尐した。 

＜黒部市芸術文化協会＞ 

6月 7～8日にコラーレで第 2回芸術文化祭の開催、補助金 528千円。 

 

＜日本黒部学会＞ 

特別講演会の開催、研究誌（第21号）の発行 補助金 190千円。 

 

＜富山県民謡民舞大会開催補助金＞ 

10月 13日にコラーレで民謡民舞大会を開催。18団体 393名出演。500名来場。

補助金 485千円。 

 

点検・評価 

総合評価 Ａ （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術文化祭の開催、

日本黒部学会の特別講演等が実施され、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、芸文協による芸術文化祭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 

担当課等 生涯学習スポーツ課  文化係 

事 業 費 

実績 計(千円) （国費) (県費) (その他) (一般財源) 

H25 18    18 

H26 25    25 

趣 旨 等 

（本来の目標・目的・対象・意図） 

黒部峡谷をはじめ、市内外の方から広く俳句を募集し、優秀句を選定して広報

することで、黒部市の特色を市内外へPRするとともに、文化に対する市民の理解

と関心を高める。 

 

実績・成果 

（数値を用いて具体的に、前年等とも比較） 

・応募期間：平成 26年５月～平成 27年１月末まで 

・顕彰方法：賞状の送付 

年度 応募句数 応募人数 

H25 278句 251名 

H26 267句 218名 

・ 

点検・評価 

総合評価 Ｂ （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 278 点から 267 点と応募点数が減った。その大半は県外からの応募であ

る。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、石碑の設置や冊子を作成する等、より親しまれる方向を

検討する。 

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 ①  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。 

・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 

担当課等 生涯学習スポーツ課  文化係 

事 業 費 

実績 計(千円) （国費) (県費) (その他) (一般財源) 

H25 272    272 

H26 880   680 200 

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 26年度は 2地区の 4名の指導者を認定し、認定者は合計 97名とな

った。 

＜国指定文化財 明日稚児舞事業＞   補助金 100千円× 1団体＝100千円。 

＜市指定文化財保存会補助＞      補助金  50千円× 5団体＝250千円。 

 

＜伝承芸能獅子舞保存会補助＞     補助金  30千円×11団体＝330千円。 

＜黒部市伝統文化活性化事業運営協議会＞補助金 200千円× 1団体＝200千円。 

 

点検・評価 

総合評価 Ａ （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） 

保存会へ補助金を交付し、各保存会において指導者育成とともに伝承芸能の継承

が図られている。 

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尐ない。 

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） 

伝承芸能の継承・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 

担当課等 生涯学習スポーツ課  文化係 

事 業 費 

実績 計(千円) （国費) (県費) (その他) (一般財源) 

H25 52,348 25,760 25,539  1,049 

H26 317    317 

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） 

平成 24年度からの 8号バイパス建設に伴う埋蔵文化財の調査について、平成 25

年度で本調査を全て終了した。 

8号バイパスに伴う調査やほ場整備事業が平成25年度で終了し、平成 26年度は、

文化財の調査として、中新遺跡、袖野遺跡の市内試掘を行った。 

点検・評価 

総合評価 Ａ （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） 
包蔵地と確認されている個所について試掘作業を行い、速やかに調査を行った。 

 
 

課題・改善 

（具体的な改善内容を記載） 

ほ場整備など、常に情報を収集し把握に努める必要がある。 

 

今後の方向 

（継続・拡充・縮小・廃止などを判断） 

事前になるべく、ほ場整備等時期・規模等の情報収集につとめ、全体を把握する。 

市内試掘については、すみやかに調査が出来るよう努める。 
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個別事業名 （３）世界文化遺産への登録 

担当課等 生涯学習スポーツ課  文化係 

事 業 費 

実績 計(千円) （国費) (県費) (その他) (一般財源) 

H25 54  0  54 

H26 0    0 

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

出した。今後、暫定一覧表記載を目指し、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、黒部川発電施設群との

関わり深い立山黒部ジオパークを題材とした展示を歴史民俗資料館にて開催した。 

 また、市長部局とともに富山県に対する重要要望を行った。 

 

 

点検・評価 

総合評価 Ｂ （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） 

黒部川発電施設群と関わり深い立山黒部ジオパークに関する展示を開催し、黒部

川発電施設群を取り巻く環境について広く周知を行った。 

 

 

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、砂防・信仰・発電の背景

にある山岳地域の多様な地球科学的価値を確立させる必要がある。 

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・普及活動が求められる。 

 

今後の方向 

（継続・拡充・縮小・廃止などを判断） 

県の動向を見ながら情報収集をし、国の重要文化財指定に向けて、調査・普及活

動を継続する。 

 

 

  



 58 
 

 

 

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。 

・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 

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) 

H25 2,632    2,632 

H26 2,708    2,708 

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 

H25 12種目（13種別）（野球・ソフトボール男女は中止） 

H26 14種目（16種別） 
 

点検・評価 

総合評価 Ａ （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。 

また、種目によっては、棄権する地区もあるので、極力棄権しないよう協議してい

く必要がある。 

今後の方向 
（継続・拡充・縮小・廃止などを判断） 

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 

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) 

H25 1,817    1,817 

H26 1,786    1,786 

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。（スポーツ推進員 53名） 

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 H25 H26 

ｽﾎﾟｰﾂ教室 2回 108人 2回 58人 

全体研修会 2回 66人 2回 60人 

※人数はスポーツ推進委員を含む。 

 

＜スポーツ教室＞ 

女性部企画スポーツ教室を開催し、エアロビ・ヨガを行った。 

スポーツ教室ではニュースポーツ（ワンバウンドふらばーるバレー）を行った。 

 

＜運営協力＞ 

カーター記念黒部名水マラソン、エブリバディスポーツデイ 2014、 

市民体育大会 

点検・評価 

総合評価 Ａ （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。各委員は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。 

また、カーター記念黒部名水マラソン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） 

スポーツ推進委員協議会は、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 

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) 

H25 807    807 

H26 830    830 

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ォ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 

H25 1,649名 85 135名 8 

H26 1,603名 88 135名 9 

  

 合  計 

年度 会員数 教室数 

H25 1,784名 93 

H26 1,738名 97 
 

点検・評価 

総合評価 Ａ （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） 

教室数の 4増であったが、会員数が昨年度より微減しているので、より市民ニーズ

に対応していく必要がある。 

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」の推進に貢献している。 

 

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獲得に努める。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 

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) 

H25 355    355 

H26 344    344 

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 

開催日 H25.12.1 H26.9.21 

講師 
（ﾌﾟﾛ･ﾗﾝﾆｸﾞｺｰﾁ） 

金 哲彦氏 

（富山第一高校ｻｯｶｰ部監督） 

大塚 一朗氏 

参加者数 320名 400名 

※市内の一般参加者(25年度 201名、26年度 322名) 

点検・評価 

総合評価 ＡＡ （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） 

著名な講師に招くことで、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。 

今回の講演内容は、平成 26年全国高校サッカー選手権において優勝した富山第一

高校の大塚一朗監督を招き、大会秘話や指導方法等を講演いただいた。市内のスポー

ツ団体の指導者や選手が多く、参加した。 

 

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 

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。 

 

個別事業名 （１）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) 

H25 37,950    37,950 

H26 13,260    13,260 

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） 

＜主な施設補修＞ 

・総合体育センター（11,407千円） 

自動ドア改修工事、空調冷温水用電磁流計自動制御機器等更新工事、 

冷温水機高温再生器後部煙室組立交換工事、冷却塔軸受・湧水ポンプ交換工事 

メインアリーナ音響設備交換工事、温水プール屋根修繕工事 

・宇奈月体育センター（242千円） 

 トレーニング機器ワイヤー交換、トレーニング室全身鏡更新 

・健康スポーツプラザ (130千円) 

照明改修修繕 

・練成館 (994千円) 

自火報設備更新工事、水銀灯不点修繕 

学校開放体育施設（487千円） 

＜社会体育施設及び学校開放利用者数＞  （人） 
年度 H25 H26 

総合体育センター 318,310 325,691 
宇奈月体育センター 9,415 8,173 
健康スポーツプラザ 11,801 10,392 

練成館 14,574 13,512 
計 354,100 357,768 

学校開放 48,660 48,175 
 

点検・評価 

総合評価 Ａ （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、減尐傾向

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。 
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施策の分野 ⑧競技力の向上 

方針・目標 

・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。 

・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 

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) 

H25 15,500   8,500 7,000 

H26 15,890   9,100 6,790 

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 H25 H26 

Ｖサマーリーグ 
西部大会 
8チーム中8位 

西部大会 
8チーム中4位 

北信越国民体育大会 
2位 
（東京国体出場ならず） 

2位 
（国体出場ならず） 

国民体育大会   

天皇杯・皇后杯 
北信越B ﾌﾞﾛｯｸﾗｳﾝﾄﾞ優勝 
（ﾌｧｲﾅﾙﾗｳﾝﾄﾞ） 
１回戦敗退 

北信越Ａﾌﾞﾛｯｸｳﾝﾄﾞ 
１回線敗退 

Ｖチャレンジリーグ 
10勝８敗 
４位（全10チーム中） 

12勝６敗 
４位（全10チーム中） 

黒部市主催の行事では「名水マラソン」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２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 Ａ （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） 

国体出場を逃したが、Ｖ・チャレンジリーグでは、一時２位に付け、Ｖプレミア

リーグ入替戦に臨む好位置に付けていた。しかし、地元大会において痛い敗戦を喫

し、前年と同じく４位（全10チーム中）の成績であった。若手選手も育ってきてお

り、上位進出を目指し、トレーニングや選手の取り組む姿勢等、チームの質を上げ

るための練習を行っている。また、市主催スポーツイベントへの参加協力等を積極

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 

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) 

H25 7,677    7,677 

H26 6,298    6,298 

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＞  （監督等引率者分を含む） 

年度 H25 H26 

人数・金額 人数 金額 人数 金額 

小学生 109名 2,394,310円 64名 1,379,830円 

中学生 80名 1,609,150円 108名 2,525,060円 

高校生 68名 458,000円 95名 560,000円 

一般 214名 2,232,920円 146名 908,000円 

合計 471名 6,694,380円 413名 5,372,890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 H25 H26 

人数・金額 人数 金額 人数 金額 

２部一般 499名 499,000円 447名 447,000円 

２部中学 256名 332,800円 243名 315,900円 

３部 146名 150,200円 157名 161,800円 

合計 901名 982,000円 847名 924,700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 Ａ （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） 

 全国大会・ブロック大会出場選手は、減尐したが、飛山大河選手（高志野中）や

朝野夏海選手（水橋高）が、全国大会で上位入賞するなど、中高生を中心に活躍し

ている。 

県民体育大会においては、参加者が減っているが、２部一般の部では３位と前年

の 4位から順位をあげている。 

 

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 

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) 

H25 734    734 

H26 734    734 

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＞559千円 

２部（郡市対抗）成績 

年度 H25 H26 

２部一般 4位 471名 3位 452名 

２部中学 10位 260名 6位 245名 

697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＞175千円 

成績 

年度 H25 H26 

黒部市 8位 11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 Ａ （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８位から１１位と順位を大幅に下げた。女子選手の

層が薄く、中学生の選手を含め、組織的な強化体制を整えていく必要がある。 
 

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部中学の成績が前年の 10位から 6位に躍進した。しか

しながら、各競技種目においても、組織的な強化体制を整え、競技力の向上が必要

である。 

富山県駅伝競走大会については、今後も市駅伝強化委員会を中心として選手選考

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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施策の分野 ⑨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。 

・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マラソン 

担 当 課 等 生涯学習スポーツ課 フルマラソン推進班 

事  業  費 

実績 計(千円) （国費) (県費) (その他) (一般財源) 

H25 5,000    5,000 

H26 20,000   12,000 8,000 

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。 

実績・成果 

（数値を用いて具体的に、前年等とも比較） 

平成 27 年 3 月の北陸新幹線開業を記念し、前回までのハーフマラソンからフル

マラソンへステップアップ。黒部の魅力を存分に体感できる「山・川・海」が一体

となった日本陸上競技連盟公認のコースにリニューアルした。全国から8,000名を

超えるランナーを迎え、2,510 名のボランティア・スタッフ、沿道からランナーを

応援していただいた多くの市民が一体となり、大会を盛り上げた。 

【種目】 

① フルマラソン（一般） 

② 10km（一般） 

③ 5km（一般、中学生） 

④ 3km（小学生） 

⑤ ジョギング（小学生以上） 

名水マラソン参加者数                    （名） 
開催年度 市内 県内 県外 ゲスト 合計 

H25 1,795 2,674 2,324 8 6,801 
H26 1,988 2,788 3,406 3 8,179 

 

点検・評価 

総合評価 ＡＡ （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） 

県内唯一のフルマラソンの部を設け、県内のみならず全国各地から参加いただい

た。参加者数は、前年を上回り過去最高を更新している。 

特に県外参加者の増加が顕著であり、大会を通じ、黒部市を大きくＰＲできた。

（参加者中の県外者は約41％を占める。） 

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、2,510 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た。 

課題・改善 

（具体的な改善内容を記載） 

来年度は、北陸新幹線開業記念であり、参加者 10,000 人を目標とする。駐車場

の確保や競技役員・ボランティア数の増員、交通規制、給水・給食所・トイレの設

置、応援など受入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） 

第 32回大会は、北陸新幹線開業記念として、1万人の参加者を目指す。第 33回

からは 1万人規模を維持する。 
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個別事業名 （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) 

H25 315    315 

H26 610    610 

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 H25 H26 

観客数 2,300名 

（平均 1,150名） 

4,400名 

（平均 1,100名） 

H25年度（2日間開催）3/22 1,000名、3/23 1,300名 

H26年度（4日間開催）2/21 1,050名、2/22 1,050名 

3/14 1,100名、3/15 1,200名 

点検・評価 

総合評価 Ａ （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） 

26年度は、2月と 3月に開催した。一時、2位と好位置に付けていたことにより、多

くの観客が声援を送った。リーグ最終成績は、昨年と同じく４位であったが、若手選

手も育っており、次年度はさらなる躍進が期待できるものと考える。 

また、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

できる貴重な機会となっている。 

 

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 

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) 

H25 250    250 

H26 242    242 

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 H25 H26 

選手 116名（内 2名） 97名 

役員 50名 50名 

合計 166名 147名 

点検・評価 

総合評価 Ａ （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多くいる。 

参加者数 100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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教育委員会の事務点検・評価に関する意見(平成 26年度事業分) 

 

富山大学人間発達科学部   

教授 岡 崎 浩 幸    

 

教育委員会の事務の点検評価報告書を読ませていただきました。「家庭教育」「学校教育」「社会教育」

それぞれの分野の教育の方針に沿って、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。それぞれの分野に取り組まれた事業について詳細に記述されており、大変わかりやすく、関

係者のご苦労をうかがい知ることができました。今後とも、成果と課題を明確にし、一層の事業の充

実を図っていただきたいと願っています。 

今回の報告書を読ませていただき、気づいたことや考えたことを３点に絞って述べさせていただき

ます。学校教育において、児童・生徒に常に寄り添い支えているのは教師です。教師がその専門家と

して実力を十分に発揮し自信をもって子どもたちの指導、支援に打ち込める環境作りをすることが教

育委員会の重要な責務の一つであると思います。１点目、２点目は現職教員教育に携わる立場から述

べさせていただきます。 

 

一つ目は、黒部市が以前から力を入れている「国際化教育」についてです。 

特区後も教育課程特例校（英会話科）の指定を受け、国際化教育の様々な事業を通して、小学校、

中学校で大きな成果を挙げてこられました。p.22の実績と成果で「文部科学省の教育課程特例期間の

最終年度であったことから、平成 29年度までの３年間の期間延長を申請し承認を得た。」と記述され

ています。全国では平成 32年度（2020年度）より小学校で英語が教科となることから、国の政策を

みながら黒部市としてはどのように対応していくのか見通しを持っていただき事業の継続あるいは変

更について検討を始めていただきたいと思います。これまで小学校における英会話科の指導は３人体

制（一部２名体制）でしたが近い将来２名になった場合、担任が自信をもって授業に取り組むための

研修や環境整備等についてもご検討いただきたいと思います。 

 

 二つ目は「確かな学力」についてです。 

本市は全国学力・学習状況調査の平均正答率について、「小中学校ともに良好、ただ小学校間のばらつ

きが大きいことが課題である」と p.19に記載されています。その具体的な改善方法として、「子ども

たちの体験や学び合いを大事にしながら、「分かる」「できる」授業づくりに努めていく必要がある。」

と述べられています。県内や全国では各教科の「学び合い」「学びの共同体」の取組で成果を上げてい

る学校が多くなってきました。本市では今後どのような取組をしていくのか、教員に対してはどのよ

うな研修等を実施するのか、など「学び合い」の取組について具体的な対策を示し実施していくこと

が、児童生徒に「確かな学力」を育むことに資すると思われます。 

 

三つ目は、文化活動についてです。 

本市は市民の文化活動を推進するため、優れた文化・芸術を鑑賞することができる機会の充実に努

めてこられました。今後も文化活動の充実および推進に一層取り組んでいただきたいと思います。と

同時に、児童・生徒の情操面、豊かな心を育むには、本物と触れ合う機会も欠かせません。今後児童・

生徒だけでなく、可能であれば親子で演劇、映画を鑑賞できる機会がますます充実することを期待し

ています。このような取組は子どもたちの情操教育に役立つだけでなく、親子関係の向上への貢献、

さらに黒部市民の文化に対する感覚が一層磨かれていくものと思います。 

 

その他の分野でも確実に事業を進められ、それぞれの課題、方向性も明確に示されており、教育委

員会の事業は大きな成果を挙げておられるものと判断いたしました。今後とも、市民の要望・要請に

こたえつつ、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。 
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教育委員会の事務点検・評価に関する意見(平成 26年度事業分) 

 

黒部市立三日市小学校   

 元校長 吉 崎 嗣 憲  

 

 平成 27年度教育委員会事務の点検・評価報告書(平成 26年度事業分)を読ませていただきました。 

前年度の評価が的確に行われ、成果と課題を明確にして、今後の方向性を定め、平成27年度黒部市

教育の方針に基づき、各分野で多くの事業が取り組まれておられることに高く評価をします。 

 今回の報告書を読んで、考えたことを三つに絞り、述べさせていただきます。 

 

１「心身ともに健康で学ぶ意欲を育てる学校教育の充実」 

・教育の方針に、「諸能力の育成と学習習慣の確立に努める」「思考力・表現力を育てる」がある。全

国学力・学習状況調査の結果についは、日々の実践に力を入れている成果が現れており、地道な取り

組みを高く評価する。 

・「国際化教育の充実」について、平成 30年度に「英語教育」実施導入が検討されている。これと、

現在の取り組みと整合性が取れるように、文部科学省教育課程特例機関の３ヵ年延長の中で、結果が

出されるものと期待する。活動を通して異文化を理解するとともに、コミュニケーション能力を育て

る姿勢は、黒部で実践をし、積み重ねてきた英会話科のよさでもあり高く評価する。英会話科では、

自らの考えを表現し、意思疎通を図る能力を高めるのは、母語としての日本語能力の向上と密接な関

連がある。同時に、社会教育とも連動しながら児童生徒の発表や活動の場を意図的に増やし、市内在

住の外国人も巻き込むことも想定し、日常的・総合的に生活の場にも広げたい。 

 

２「支援を要する児童生徒への支援事業の充実」 

・適応指導教室「ほっとスペース」事業では、登校できない子どもたちが活発に活動し、進学、進級

を契機に新しい環境に復帰している。このように尐人数であっても、親の不安や子どもの願いを受け

止め、子どもに寄り添う受け入れ環境があることは、親子の大きな拠り所になっている。子どものよ

さを伸張させるなど今後とも質の高い指導と支援ができるように予算措置をするとともに、各校との

連携を目に見えるようにして事業を継続し、親子に安心を与えるだけでなく、互いの信頼関係を強め

るように引き続き支援していただきたい。 

・「特別支援教育支援員 (スタディ・メイト) 事業」では、予算措置も考慮され、小学校 10 校に 21

人の配置がある。その成果として、子どもが落ち着いて学習活動に取り組んだり、友達と仲良く遊ん

だり、楽しく学校生活を送れるようになったこと、さらに学級全体が落ち着いて学習に取り組め、生

活できるようになったことがある。全教職員で見守り、指導支援する環境を作るためにも、人材育成

や実技講習、学校間交流の機会の拡充を継続してお願いしたい。 

 

３「家庭教育および社会教育等」 

・子どもが最初にかかわる先生は親であるといえる。親のかかわり方が子どもの成長に影響する。そ

こで、「親学び」のプログラムを活用したりして、親が自信をもって子育てできる家庭教育支援の充実

をお願いしたい。例えば、学校参観や行事などを介して親同士のコミュニケーションが活発にする、

地域活動において子育て世代の参加し、活躍しやすいように受け入れ環境を整えるといったことがあ

げられる。 

・「配偶者等暴力被害者相談事業｣では、DVだけでなく広く「悩みを相談する」こととした女性の問題

を受け止めるという構えを評価する。女性が家庭内の悩みをかかえないことが、子どもを問題の渦中

に引き込まないことに直接つながることになり、落ち着いた地域づくりにつながることになる。 

・外国人家庭が増えていると聞いているが、この報告書では、学校および地域における外国人につい

て触れられていない。これまでのように、外国人児童生徒への対応は、｢帰国児童生徒等教育｣で押さ

えられていると考える。今後も、外国人家庭が孤立することのないように、適切な対応をお願いした 
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い。また、これまでの実践を生かして、ケーブルテレビを活用した外国人向け地域案内放送を広域で

具体化したり、外国人ボランティアによる案内を作成したりするなど、地域コミュニティの活動参加

を促すといったことも考えられる。 

・生涯教育の分野では、とりわけ公民館活動が積極的に数多くの事業を推進している。そこでは、市

民が自主的に学ぶ機会を提供することで、地域のコミュニティづくりが促されると考えられる。今後

も、子育て世代が参加しやすく、地域で認められるなどやりがいのもてる仕組みづくりを引き続き努

めていただきたい。 

 

教育委員会の事務点検・評価に関する意見(平成 26年度事業分) 

 

黒部市立三日市小学校    

前校長 中  博 信    

 

 教育委員会の事務点検・評価報告書(平成 26年度事業分)を読ませていただきました。前年度の評価

が的確に行われＰＤＣＡが有効に機能し、多くの事業が綿密な計画のもとに実行され成果を上げてお

られることに敬意を表します。 

 昨年度まで教育現場に勤務していましたので、学校教育を軸とした意見を述べさせていただきます。 

 今回の点検・評価は、平成26年度黒部市教育の方針に基づいて企画・運営・実施された事業です。

教育の基本となる家庭地域教育をベースとして、学校教育で幹を太くし、スポーツ及び社会教育で枝

を広げ、生き生きとした花を咲かせるような生涯を通した学習を実現できるように事業が計画されて

います。 

 まず、学校教育の中の国際化教育についてですが、黒部市では小中学校の英会話科に重点を置き、

大きな予算を計上し実践され、黒部市の小中学校の特色となっています。文部科学省も小学校英語の

教科化に重点を置いていることもあり、各方面から指導内容や指導方法について参考にするために研

修に訪れる教職員がたくさんいます。英会話科を推進していく上で、黒部市のように予算面や環境面

で恵まれている市は尐ないようです。市としては、これに甘んずることなく毎年の成果を積み重ね、

反省を踏まえながら推進していってほしいと願っています。研修の成果を発表できる場面が多く設定

されれば、より研修に深みが増すと思われます。そこに英語でコミュニケーションできる喜びや必要

感があればより英会話の力が身に付くと思われます。ですから、ＡＬＴと生活を共に体験するサマー

キャンプなどは、子供たちにとって英会話を好きになる大きなチャンスになっていると思います。年

に１度のサマーキャンプだけではなく、ウィンターキャンプ(クリスマスやハッピーニューイヤーキャ

ンプ)など長期休業中に計画することできっかけを増やす機会になるではないかと思います。また、海

外姉妹都市交流(中学生)も貴重な体験ができるよい機会だと考えます。隔年の実施ではなく、毎年実

施できるとよいです。特に、帰国後の報告会は、誰が聞いてもよい刺激になると思うので、たくさん

の小中学生が参加できる場になるよう設定してほしいものです。 

 続いて特別支援教育についてですが、小学校では特別に支援が必要な児童が年々多くなってきてい

るように思われます。特別支援教育支援員(スタディ・メイト)事業では、毎年のようにスタディ・メ

イトを増員していただいています。小学校としては、障害のある児童が、落ち着いて授業を受けたり、

友達と一緒に活動したりしています。安心して学校生活を送ることができるようになってきていると

感じています。この事業の成果が着実なものになってきています。今後も小学校と連携を密にしなが

ら、スタディ・メイトの質の向上、増員について検討していただきたいものです。 

 次に情報教育についてですが、学校では、各教科の中で情報を調べたり発信したりするためにパソ

コン(インターネット)を活用することが多くあります。家庭ではなおさらのこと、パソコンだけでな

く携帯・スマホなどが情報を得るため、発信するための道具として利用されることが多くなりました。

それに伴ってラインや掲示板への書き込みなど、「いじめ」につながるようなものが多く見られます。 
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それらに対する積極的な指導が必要になります。児童生徒だけではなく保護者への指導も大変重要に

なります。刻々と深化していく情報化社会です。社会教育と合わせて専門家による指導も考えていか

なければならないと思います。前述した情報学習ですが、教室からパソコン室への移動時間などを考

えると各教室で使えるタブレットの導入も検討していかなければならないと考えられます。 

 教育環境の整備についての中で、小中学校の再編・統合についてご苦労されていると存じます。統

合等については、大変デリケートな問題でありますので、当該地区の地域住民の理解を得るために、

十分な時間をかけ誤解のない説明が必要になります。メリットとデメリットを挙げ、中でもデメリッ

トに対する対応策を示すことが大切だと考えます。スムーズな計画推進を望みます。 

 市民文化活動の推進の中に「詩の道句集」事業がありますが、市民のその事業に対する認知度は低

いと考えられます。ふるさとのよさを知ってもらうためにも、市民へのＰＲの仕方や気軽に参加でき

る体制を見直してみるのもよいと思います。新幹線の開通をきっかけに黒部宇奈月温泉駅や新黒部駅、

宇奈月温泉駅などに手作りポスターや応募用紙などを設置しておくのもよいと思います。また、小学

校では、俳句や短歌に親しむ国語の学習があります。学習の一環として「ふるさと」についての俳句

を作ってみるのもよい試みだと思います。応募を呼びかけてもよいのではないでしょうか。優秀な作

品は、市報で紹介するのもよいと思います。尐ない予算の中で一層の工夫が必要になります。 

 スポーツの地域振興での「カーター記念黒部名水マラソン」も年々規模が大きくなっています。運

営等の見直しを掛けながら計画していかなければなりません。しっかりと定着・安定するには数年か

かるのではないかと思います。成功の鍵は、「市民の協力」であると考えます。市民の理解・協力を

得て、市民が一つにまとまるイベントになればよいと思います。 

 以上のように思いついたことを申し上げましたが、教育委員会の事務点検・評価がＡ以上の事業は

成果が見られたものばかりです。限られた予算の中で大きな成果を上げることは大変なことだと思い

ますが、今後は、ＢランクがＡランク以上になるように内容や実施方法を検討されることを願ってい

ます。 

  最後になりますが、すべてにおいて「人づくり」が黒部市発展につながると思っています。今後と

も黒部市教育がより一層充実発展されますことをお祈りいたします。 

 

 

Ⅲ 結び 
 

報告書作成を終えて 

 

 黒部市教育委員会では、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、平成20年度(平

成 19年度事業分)から、年間を通じて実施された事務事業について、総合的な観点からの点検・評価

を行っています。点検・評価の報告書は、市議会へ報告するとともに、広く一般に公表することが義

務づけられており、当市においては今回が８回目の点検・評価となりました。 

報告書作成にあたっては、事業所管部署ごとに、実施事業の実績と効果を点検するとともに、教育

委員会事務局としての自己評価を行い、報告書の原案を作成しています。 

原案は、教育委員会議において、確認・精査されたのち、市民、各種団体から選出された委員で構

成する第三者機関「黒部市教育振興協議会」に諮問され、市民の目線とより客観的な立場から再評価

をいただきました。 

また、本法では、審査・評価を終えた報告書に対し、より専門的な立場からの意見を添えること求

められており、３名の有識者の皆様の意見を添えております。 

この報告書が当市教育行政の進展の一助となり、市民の信頼と付託に応えられるよう、改善を図り

ながら今後の事業に活用してまいります。 

 

平成 27年 12月 黒部市教育委員会 
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