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第 28回黒部市教育振興協議会議事録 
 

 
１ 日 時  平成27年８月 28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 301会議室 

３ 出席者 【委 員】 内橋 健治 （黒部市自治振興会連絡協議会）黒部市教育振興協議会長 

植木 眞人 （黒部商工会議所）（欠） 

髙本 一恵 （黒部市社会教育委員）黒部市教育振興協議会副会長 

白川 正秋 （黒部市体育協会） 

草野 敬一 （黒部市ＰＴＡ連絡協議会） 

川上 勝之 （黒部市小学校長会長） 

熊野 勝巳 （黒部市中学校長会長） 

宮崎 幸子 （黒部農業協同組合） 

伊藤 節子 （公募委員） 

朝倉 弘子 （公募委員） 

【事務局】 能澤 雄二 （教育長） 

瀧澤 茂宏 （教育部長） 

御囲 泰晃 （事務局次長・学校教育課長・学校給食センター所長） 

飯野 勉  （事務局次長・生涯学習課長） 

魚谷 八寿裕（スポーツ課長・フルマラソン推進班長） 

霜野 好真 （教育班長・市民生活部こども支援課長） 

中谷 松憲 （図書館長・図書館構想推進班長） 

横山 栄人 （生涯学習課・社会教育班長） 

尾村 国昭 （学校教育課・学校教育班長） 

西中 雅博 （生涯学習課・ジオパーク推進班長）（欠） 

神保 竜  （学校教育課・課長補佐） 

 

４ 会議の内容 

【事務局（学校教育課長）】 

只今から黒部市教育振興協議会を開会いたします。本日、植木委員さんから欠席のご連絡を頂いており

ます。それでは会議に先立ちまして、新委員のご紹介をさせていただきます。 

黒部市自治振興会協議会から選出の内橋健治様でございます。 

【内橋委員】 

内橋です。宜しくお願いいたします。 

【事務局（学校教育課長）】 

黒部市ＰＴＡ連絡協議会から選出の草野敬一様でございます。 

【草野委員】 

草野です。宜しくお願いいたします。 

【事務局（学校教育課長）】 

黒部市立小学校長会長の川上勝之校長様でございます。 

【川上委員】 

宜しくお願いします。 

【事務局（学校教育課長）】 

以上３名の皆様が選出団体の委員の交替などによりまして、本協議会委員となられました。 

任期は前任者の残任期間でございまして、来年３月末までとなっておりますので、宜しくお願いしたいと

思います。それではここで教育長がご挨拶申し上げます。 

【教育長あいさつ】 

皆さんこんばんは。本日は皆さんには大変ご多用の中、本年度第１回になります黒部市教育振興協議会

を開催しましたところ、ご出席いただきまして、誠にありがとうございます。 

また、日頃より本市の教育行政に温かなご理解とご支援を賜っておりますことに対し、心より感謝申し上げ
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ます。また、先ほど紹介がありましたが、新しく就任されました内橋委員さん、草野委員さん、川上委員さん、

どうぞ宜しくお願い申し上げます。 

今日の協議会では、平成 27 年度教育委員会事務の点検・評価について、ご協議をお願いしたいと思っ

ております。これは平成 26年度におきまして、教育委員会として実施した事務や事業につきまして、その実

績や成果に基づきまして点検・評価を行い、課題解決への方策や今後の方向性を見出す教育行政の充実

と推進につなげていこうとするものでございます。今回提案いたしますのは、59 の事業について整理をして

おります。そこで、これを大きく３つに整理をしておりまして、１つ目は家庭・地域教育、２つ目は学校教育、３

つ目はスポーツと社会教育に整理をしております。具体的な検証につきましては、１つ１つの事案ごとに、

その事業内容が教育委員会事務局で自己評価をしたその評価の考え方について説明して参りますので、

委員の皆様にはその説明なども踏まえてそれぞれご判断をお願いしたいと思っております。そこで先に述

べましたが、評価とともに、今後の事業の方向性等についても、ぜひご意見をお伺いしたいと考えておりま

す。その前に、別途「黒部市の総合戦略の策定体制スケジュール等について」という資料を配布させていた

だきましたので説明させていただきたいと思います。 

まず、２ページをご覧下さい。新聞等で県や市町村の策定動向が公表されておりますが、地方創生にか

かる国の動きとしまして、国は昨年、９月、11 月、12 月にかけて方針を決めていくことになりますが大きく分

けて、２つのことを決めていくことになります。 

１つ目は、長期ビジョンとして2060年に１億人程度の人口を日本全体で確保する、中長期の展望、視野を

持つということでございます。これは、客観的な推計によりますと、2060 年というのは、国立の人口統計研究

所によりますと、8600 万人ぐらいになるのですが、これを１億人程度の人口を確保するというビジョンを持つ

ということです。 

次に、２つ目には、当面（今年度から）は、５ケ年間において、具体的な政策目標や施策を規定して実施

していくということでございます。このような国の動きとなっておりますが、県や市町村に対しましても、総合

戦略を策定し、実施してくださいという努力義務が課せられております。それを受けまして、現在、県や市町

村が策定作業を行っております。 

５ケ年の総合戦略のイメージとしましては、まず、国の例で申し上げますと、中長期のビジョンとして人口

を１億人にするとありまして、その次に基本目標として、４つの項目が設定されております。１つ目は地方に

おける安定した雇用を創出する。２つ目には地方への新しい人の流れを作る。現状は東京圏で年間 10 万

人の入超ということでありますが、これを解消するということ。３つ目には、若い世代の結婚、出産、子育ての

希望をかなえるということ。４つ目は時代にあった地域を作り、安心な暮らしを守るとともに、地域と地域が連

携する、というものであります。さらに、この４つの柱のそれぞれに具体的な政策パッケージを設定するとい

うことでございます。これと同じようなことを地方は地方なりに考えなさい、ということで、地方のビジョンとしま

して、黒部市ですと現在４万 2000人の人口ですが、このままですと 2060年には２万 5000人程度になる推

計でありますが、戦略によってどの程度の目標を設定するのかについて定めるということです。基本となる４

つの柱については、国と同様のものとなりますが、この柱に結びつく具体的な施策については、市町村独

自に考えなければいけない、ということでございます。現在、黒部市におきましては、地方としての人口ビジ

ョンや具体的な施策としての地方版総合戦略の中身をどうするのかということについて検討している最中で

あります。黒部市におきましては、11 月頃の策定を目指しているところでありまして、今申し上げたかったこ

とは、この教育委員会所管の、59 事業を提案しているわけですが、点検・評価をいただきながら、今後どの

ような形でこの事業があるべきなのかというような視点をもって、ご意見をいただきたいと思っております。少

し長くなりましたが、この点検・評価に関する事業につきましては、大変数が多く、お手数をかけることになり

恐縮ですが、何卒宜しくお願い申し上げまして、開会のご挨拶と致します。よろしくお願いします。 

【事務局（学校教育課長）】 

この後、議事に入りますが、現在会長が不在となっておりますので、会長の選任を行いたいと思います。

協議会の規定では会長は委員の中から互選するとなっております。いかがいたしましょうか。 
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【髙本委員】 

はい。内橋さんになっていただければいいな、と私は思いますが、事務局はいかがでしょうか。 

【事務局（学校教育課長）】 

内橋委員にという推薦があったのですが、いかがでしょうか。事務局としてもそのようにお願いしようかと

思っていたところなのですが、委員からの推薦もありましたので、よろしいでしょうか。 

（委員拍手） 

【事務局（学校教育課長）】 

それでは事務局案と同じ内橋委員にという推薦がありましたので、内橋委員に会長をお願いしたいと思い

ます。恐れ入りますが、内橋委員は会長席へ移動していただきたいと思います。よろしくお願い致します。 

【内橋会長】 

皆さんこんばんは。只今会長に指名されました内橋でございます。何分にも不慣れでございますので、

皆様方のご協力のもと、教育振興協議会の審議がスムーズに運営出来ますよう、皆さんご協力くださいます

よう宜しくお願いいたします。 

【事務局（学校教育課長）】 

それでは審議に移ります。この後の進行を内橋委員にお願いしたいと思いますので、宜しくお願いしま

す。 

【内橋会長】 

皆さん宜しくお願いします。本日の協議事項は平成27年度黒部市教育委員会の事務の点検・評価（平成

26年度事業分）でありますが、今日の協議の方法について、事務局から説明していただきたいと思います。 

【事務局（学校教育課）】 

本日の審議の方法（流れ）について、新委員もおられますので、簡単に説明させていただきます。今日は、

８月 10日付けで送付させていただきました点検・評価の冊子についてご審議いただきます。内容は前年度、

平成 26年度の１年間に教育委員会で実施した事務、あるいは事業について、事務局サイドで自己点検・自

己評価をしたものであります。大変ボリュームがございますので、本日と９月にもう１度皆さん方にご審議を

賜りたいと思っております。 

２回とも１時間半から２時間程度、遅くとも９時頃までには終われるように進行できればと思っております。

審議の流れでございますが、最初に事務局からある程度の項目をくくりながら、個別事業についての評価

について説明いたします。その後、委員の皆様方からのご意見、或いは修正点等も含め審議いただきまし

て、記載の評価、ＡならＡ、ＢならＢについての採決をお願いするという流れになります。なお、事務局説明

は、個別事業調書を全て読み上げるのではなく、実績や成果を踏まえた評価を中心にしながら、個別事業

につき１分から２分程度で簡潔に説明させていただきたいと思います。以上、よろしくお願いいたします。 

【内橋会長】 

只今協議についての説明があったとおりであります。早速ではありますが、平成 26年度の黒部市教育の

方針の項目に沿って協議して参りたいと思います。 

まず、大きな項目：（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

て事務局より一括して説明願います（10～12ページ）。 

 

（１）人間性の基礎を培う家庭地域教育 

/①家庭 評価 

(1)親子での体験事業 Ａ 

(2)成人式の開催 ＡＡ 

/②地域 Ａ 

(1)放課後子ども教室推進事業 Ａ 
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【事務局（生涯学習課長）】 

それでは施行の分野、家庭、地域の２分野、個別事業が①家庭で２事業、②地域で１事業ございます。最

初に①家庭、（１）「親子での体験事業」でございます。小学生を対象にした自然体験活動、食育教室でござ

います。親子で体験することで、家庭における親子の絆を強めることが目的の事業でございます。自然体験

教室「越の国体験授業」の開催回数、受講者数が増となったため、総合評価を「A」とさせていただきました。

続きまして（２）「成人式の開催」、11 ページになります。事業の実績、成果は記載のとおりです。成人者自ら

が実行委員会を立ち上げ、思い出に残る成人式になるよう企画をし、成人者自身で作り上げた成人式だっ

たことから、総合評価を「AA」とさせていただきました。続きまして 12ページになります。②地域（１）「放課後

子ども教室推進事業」でございます。放課後や休日に学校や公民館等で地域の特色を生かした自然体験、

文化活動の教室を通し、地域ぐるみで子育てをする事業でございます。事業の実績、成果は記載のとおりと

なります。事業費が減になったことにより、前年に比べ回数を減らしましたが、地域の特色を生かした内容が

充実した教室を実施されたことから、総合評価は「AA」とさせていただきました。以上です。 

【内橋会長】 

只今、説明のありました各個別事業について、意見やご質問等ございませんでしょうか。よろしくお願いし

ます。 

【伊藤委員】 

「成人式の開催」についてですが、私の子どもが今年成人式でしたので、親として参加させていただきま

した。すごく感動して、本人達も一生懸命やっていたのは良かったのですが、１番最初に市民憲章を朗唱

する場面があります。その時に感じたことなのですが、子どもたちは市民憲章が書かれた紙を貰っています

ので、見ながら朗唱できるのですが、親は何も貰っていなかったのですね。もちろんそれを用意してくださ

いというわけではないのですが、私自身は、たまたま小さいものを持っていたのですが、せっかくなので、

会場の画面でいろいろな映像が流されていましたので、そこに市民憲章も映し出すことができるのではな

いかと思いました。そのようにすれば、親も一緒に朗唱できたと思います。それから、市歌を歌う場面も同じ

です。スクリーンがあるすばらしい会場でありますので、お金をかけて、紙ベースで配る必要はないですし、

画面に映すだけで済むことだと思いますので、検討していただくことをお願いします。質問というよりは要望

ということでお願いします。 

【事務局（生涯学習課長）】 

貴重なご意見をいただきましてありがとうございます。紙ベースでの配付も含め、ご提案のありましたスクリ

ーンの活用について、来年への検討課題として参りたいと思います。 

【内橋会長】 

他に質問はありませんか。 

【川上委員】 

私は、統合して２年目を迎えております、たかせ小学校の校長ですが、放課後こども教室についてお話し

します。放課後子ども教室では、公民館を中心に子どもたちの面倒を見てもらっています。特にうちの学校、

他の学校でもそうだと思うのですが、３年生から６年生、各学年が蕎麦作り体験とか陶芸教室など、いろいろ

な活動を催していただいており、子どもたちも大変喜んでいるように思えます。何よりもいいな、と思ったの

はその時に地域の人がとても喜んで対応してくださって、子どもたちと地域の人達との交流になっていると

いうことで、こういった活動は今後も続けていってほしいと思います。ただ、あまり学校に負担がかからない

ようにしていただければよいと思います。半強制的に「こんなのしてください」ということではなくて、学校と相

談しながらこういう活動を進めていっていただければ大変助かります。以上です。 

【内橋会長】 

他にありませんか。（質問・意見・答弁なし）無いようでありますので、この（１）人間性の基礎を培う家庭地

域教育については記載のとおりの評価でよろしいでしょうか。（異議なし）異議が無いようでありますので、こ

の項目については記載の評価に決定致します。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
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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。（13～18ページ） 

 

（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 評価 

(1)学校評価の取り組み Ａ 

(2)幼・保・小・中学校の連携 Ａ 

(3)適応指導教室（ほっとスペース）事業 Ａ 

(4)奨学資金貸付・給付事業 Ａ 

(5)就学援助事業 Ａ 

(6)幼稚園教育の充実 Ａ 

 

【事務局（学校教育班長）】 

まず一つ目の「学校評価の取り組み（13P）」について説明いたします。事業費及び事業の趣旨につきまし

ては、記載のとおりでございます。実績・成果を踏まえた点検評価でありますが、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ています。また、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ものと考えています。このようなことから、

総合評価につきましては、目標をおおむね達成し期待通りの成果を得ることができたものと思っており、自

己点検評価を「Ａ」としています。 

次に二つ目の「幼・保・小・中学校の連携（14P）」について説明いたします。事業費及び事業の趣旨につ

いては、記載のとおりです。実績・成果を踏まえた点検評価でありますが、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おり、特に、小中学校の学校訪問研修会では教員の相互授業参観が

活発に行われています。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ております。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」が行われています。

このようなことから、総合評価については、目標をおおむね達成し期待通りの成果を得ることができたものと

思っており、自己点検評価を「Ａ」としています。 

次に三つ目の「適応指導教室（ほっとスペース）事業（15P）」について説明いたします。事業費及び事業

の趣旨につきましては、記載のとおりです。実績・成果を踏まえた点検評価でありますが、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、子ども一人一人の実態に応じた指導に努めています。

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、子どもたちによい影響を与えてい

るものと思っています。26 年度は、年度の途中で学校へ復帰できた児童生徒はいませんでしたが、進学、

進級を契機として６人中、２人が学校での生活をすることができるようになりました。このようなことから、総合

評価については、目標をおおむね達成し期待通りの成果を得ることができたものと思っており、自己点検評

価を「Ａ」としています。 

【事務局（学校教育課長）】 

続きまして四つ目の「奨学資金貸付・給付事業（16P）」について説明いたします。事業費及び事業の趣旨

につきましては、記載のとおりです。実績・成果を踏まえた点検評価でありますが、世帯収入、家族構成、学

業成績を総合的に勘案し、厳正かつ公正に審査を行い、貸付 12 人、給付 8 人を決定したことと、貸付金の

返還が滞りなく行われており、総合評価については、目標をおおむね達成し期待通りの成果を得ることがで

きたものと思っており、自己点検評価を「Ａ」としています。改善及び今後の方向性については、国の地域創

生にかかる黒部市の総合戦略として、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

検討してまいりたいと考えています。以上です。 

【事務局（学校教育班長）】 

次に五つ目の「就学援助事業」について説明いたします。事業費及び事業の趣旨につきましては、記載
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のとおりです。実績・成果を踏まえた点検評価でありますが、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、

適切な対応を行っております。Ｈ26年度には、小学生に対しては 153人で 8,838千円、その他日本スポー

ツ振興センター等を含めて 16,542千円、中学生に対しては 108人で 13,042千円、その他日スポ等を含め

て 15,854千円を交付しています。このようなことから、総合評価については、目標をおおむね達成し期待通

りの成果を得ることができたものと思っており、自己点検評価を「Ａ」としています。 

【内橋会長】 

只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。 

【熊野委員】 

奨学資金の給付ですが、課題改善の最後のところに、「多くの自治体で給付事業を廃止されている。奨学

資金の在り方について検討していく必要がある」と記載されていますが、検討はもちろんしていかなければ

いけませんが、結論から言うとできれば残していってほしい、という思いでお話します。貧困のご家庭が増

加しているということが、非常に大きな課題としてとりあげられるようになっております。給付は高校生が対象

ですが、授業料だけでなく、部活の費用、通学費、その他、本当にこれは助かるだろうな、というご家庭が多

いです。額の検討は必要でしょうけれども、何らかの形で残していただければと思います。 

【事務局（学校教育課長）】 

今、熊野委員さんが言われましたように、大変大切な事業であると思っております。先ほど教育長から総

合戦略の話がありましたが、事務局としましても総合戦略の目玉の中に位置づけられないかというような思

いもあります。この事業の拡充というか、Ｉターン、Ｕターンに結びつけることができないかということで、場合

によっては貸付金の返済の減額も念頭に事業の拡充も視野に入れて検討しているところでございます。 

【内橋会長】 

他にございませんか。 

【朝倉委員】 

14 ページですが、幼・保・小・中の連携のところで、点検評価の中に「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」が行われたと書いてありますが、その目的

とその良さみたいなものがあるのでしょうか。それから、他の中学校ではどうなのでしょうか。「一部の」と書い

てあるので、内容を聞かせていただけたら嬉しいです。 

【事務局（学校教育班長）】 

一部というのは、本市には４中学校あるのですが、宇奈月中学校のことを言っております。 

宇奈月中学校は校区として宇奈月小学校１つを持っております。そういうことで連携しやすいということか

ら、積極的にこのような小中の連携を図っているということです。「良さ」については特にありません。 

【川上委員】 

今の件、誤解の無いように言えば、中学校の見学については、市内すべての小学校６年生が、中学校に

行って、施設だけでなく授業なども見学させています。ただ、今言われました出前授業みたいなのは宇奈

月中学校と宇奈月小学校の関係でやっているのだと思います。 

【事務局（学校教育班長）】 

川上委員からのご指摘の通り、全中学校で実施しております。児童が中学校へ出向いて、授業或いは部

活に参加するということをやっております。或いはまたいくつかの小学校が１つの学校に来るわけですから、

交流活動も実施しております。 

【内橋会長】 

他にございませんか。 

【白川委員】 

ほっとスペースという事業のところの点検評価、実績の成果に、これは大事な事業だと思うのですが、黒

部市勤労青少年ホームに指定管理者制度になったということですが、これは子どもたちに対して指導をどな
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たかがやっておられるわけですか。 

【事務局（学校教育課長）】 

指定管理者制度のことですか。 

【白川委員】 

いえ、指導をしておられる方はどなたがやっておられるのですか。 

【事務局（学校教育課学校教育班長）】 

指導員がおりまして、昨年度の場合は６名の子どもたちに対して、いろいろな活動を支援しております。 

【白川委員】 

よく分からないですけれども、発達障害の子どもたちが指導を受け付けない、或いはさっきあったように

今特に、休みが終わって学校へ行くとなると行きたくない、と。例えば自殺とかそういったことが起こるという

のが問題をもってよく言われますけれども、こういう場所にテレビで言っていたのですが図書館への収容、

何もしない、居場所を与えるということで活用していってはどうか、という意見もあるのですが、そういう点に

ついては何か考えておられますか。子どもたちの居場所ということですね。勤労青少年ホームではなく、ほ

っとスペースというところで。 

【事務局（学校教育課学校教育班長）】 

図書館といいますのは、こういう子どもたちに提供すれば、ということですか。 

【白川委員】 

そうですね。 

【事務局（学校教育課学校教育班長）】 

図書館へ行くということですか。 

【白川委員】 

開放して図書を見せるということではなくて、そういったスペースをただ与えているという、もう何もしなくて

もいい、そこへ行きなさい、ということで、特に専門のカウンセリングとかするわけではなくて、都会の方では

そういった場所を提供しているという。要するに学校行きたくなければ、行かなくてもよい、要するに自殺防

止ですよね。そういった場所をただ与えているという取り組みが今、テレビで最近やっていましたよね。そう

いったことを考えられたということはありますか。 

【事務局（学校教育課学校教育班長）】 

場所を提供するということは、子どもにほっとスペースということで開いております黒部市勤労青少年ホー

ムを提供しているということだと思いますけれども、今、委員さんが言われた取り組みは、他の取り組みなど

を参考にしてまいりたいと思います。 

【内橋会長】 

他にございませんか。（質問・意見・答弁なし）無いようですので、採決したいと思います。各取り組みの説

明があり、総合評価は全てＡとなっておりますが、これについてご異議ありますか。（異議なし）無いようです

ので、記載のとおりＡに決定いたします。次に、②確かな学力について説明願います。（19～21ページ） 

 

/②確かな学力 評価 

(1)全国学力・学習状況調査 Ａ 

(2)教職員研修・研究委員会・研究指定校 Ａ 

(3)学校訪問 Ａ 

 

【事務局（学校教育班長）】 

まず一つ目の「全国学力・学習状況調査（19P）」について説明いたします。事業費及び事業の趣旨につ

きましては、記載のとおりです。実績・成果を踏まえた点検評価でありますが、調査結果は、黒部市教育セン

ターにおいて分析し、10 月に各校に配布しています。小中学校では、この分析結果を参考にしながら授業
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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

ています。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ていると思っています。なお、さまざまな弊害が危惧されることから、これまでど

おり各学校の結果は公表しておりませんが、市全体の小学校、中学校の各教科の平均点は公表することと

しています。このようなことから、総合評価については、目標をおおむね達成し期待通りの成果を得ることが

できたものと思っており、自己点検評価を「Ａ」としています。 

次に二つ目の「教職員研修・研究委員会・研究指定校（20P）」について説明いたします。事業費及び事業

の趣旨につきましては、記載のとおりです。実績・成果を踏まえた点検評価でありますが、黒部市教育セン

ターが中心となり下記研修会・研究委員会等の企画運営に努めており、教職員研修では、記載の研修会や

講演会に参加しており、参加人数は 409人でありました。研究委員会については、社会科、理科、情報教育

の３つの委員会を設置し、小中学校教諭による副読本改訂作業、理科授業データ収集、情報教育の企画運

営を行いました。学力向上のプラン研究委託事業については、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み、公開するとともに、その成果をリーフレットにまとめて市内各小中学校

等に配布いたしました。このようなことから、総合評価については、目標をおおむね達成し期待通りの成果

を得ることができたものと思っており、自己点検評価を「Ａ」としています。 

次に三つ目の「学校訪問（21P）」について説明いたします。事業費及び事業の趣旨につきましては、記

載のとおりです。実績・成果を踏まえた点検評価でありますが、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ま

した。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ます。このようなこ

とから、総合評価については、目標をおおむね達成し期待通りの成果を得ることができたものと思っており、

自己点検評価を「Ａ」としています。 

【内橋会長】 

只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。（質問・意見・答弁なし）

無いようでありますので、評価について採決いたします。記載してあります評価についてご異議ありません

か。（異議なし）無いようでありますので、②確かな学力 については記載のとおりの評価と致します。次に、

③国際化教育について説明願います。（22～25ページ） 

 

/③国際化教育 評価 

(1)英会話科の実施 ＡＡ 

(2)英語サマーキャンプ Ａ 

(3)姉妹都市交流研修事業 Ａ 

(4)帰国児童生徒等教育 Ａ 

 

【事務局（学校教育課長）】 

まず一つ目の「英会話科の実施（22P）」について説明いたします。事業費及び事業の趣旨につきまして

は、記載のとおりです。実績・成果を踏まえた点検評価でありますが、英会話科授業の参観者アンケートで

は、記載のとおり好意的な感想が多く、児童生徒の英会話科に対する意識調査では、全国に比べ、外国へ

の興味や英会話に対する意識が高くなっています。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ます。このようなことから、総合評価については、目標

を十分に達成し期待以上の成果を得ることができたものと思っており、自己点検評価を「ＡＡ」としています。

今後の方向性については記載のとおりですが、特に国では、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りますので、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

ていく必要があると考えています。 
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次に、二つ目の「英語サマーキャンプ（23P）」について説明いたします。事業費及び事業の趣旨につきま

しては、記載のとおりです。実績・成果を踏まえた点検評価でありますが、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ます。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ものと考えています。このようなことから、

総合評価については、目標をおおむね達成し期待通りの成果を得ることができたものと思っており、自己点

検評価を「Ａ」としています。次に三つ目の「姉妹都市交流研修事業（24P）」について説明いたします。事業

費及び事業の趣旨につきましては、記載のとおりです。実績・成果を踏まえた点検評価でありますが、平成

26 年度はメーコン・ビブ郡への派遣の年でありました。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

るものと思っています。また、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ものと思っています。こ

のようなことから、総合評価については、目標をおおむね達成し期待通りの成果を得ることができたものと思

っており、自己点検評価を「Ａ」としています。 

次に四つ目の「帰国児童生徒等教育（25P）」について説明いたします。事業費及び事業の趣旨につきま

しては、記載のとおりです。実績・成果を踏まえた点検評価でありますが、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、学習能力も高まり、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と思われる。

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ています。このようなこと

から、総合評価については、目標をおおむね達成し期待通りの成果を得ることができたものと思っており、

自己点検評価を「Ａ」としています。以上です。 

【内橋会長】 

只今説明のありました、③国際化教育 の各個別事業について、ご質問等ございませんでしょうか。無い

ようでありますので、評価について採決したいと思います。記載のとおりの評価にご異議ありませんか。（異

議なし）無いようですので、記載の評価に決定いたします。次に、④特別支援教育について説明願います。

（26ページ） 

 

/④特別支援教育 評価 

(1)特別支援教育支援員（スタディ・メイト）事業 Ａ 

 

【事務局（学校教育班長）】 

「特別支援教育支援員（スタディ・メイト）事業（26P）」について説明いたします。事業費及び事業の趣旨に

つきましては、記載のとおりです。実績・成果を踏まえた点検評価でありますが、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てきており、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と思われます。スタ

ディ・メイトの配置人数ですが、平成 25年度が 20人、評価対象の 26年度が 21人、今年度はさらに拡充

し 25人配置しています。このようなことから、総合評価については、目標をおおむね達成し期待通りの成

果を得ることができたものと思っており、自己点検評価を「Ａ」としています。 

【内橋会長】 

只今、説明のありました④特別支援教育 について、ご質問、ご意見ありましたらお願いします。 

【熊野委員】 

質問ではないのですが、私はスタディ・メイトの数、多いように感じ、非常に助かっております。発達障害

の子が非常に増えておりますので、非常に有効なので、黒部市のこの 21 名というのは、他市町村と比べて

どのような数でしょうか。分かれば教えてください。例えば魚津からみて黒部は多いとか少ないなどです。 
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【事務局（学校教育課長）】 

今、資料の持ち合わせがなく、申し訳ございません。また調べておきます。 

【川上委員】 

今の熊野委員さんの質問に少し答えられるので。私は小学校代表で来ているので。スタディ・メイトは主

に小学校です。小学校10校にすべて配置されて、莫大なお金をかけていただいて、その成果がとてもある

と思います。実は校長会の予算要望の優先順位の上、トップに近いところに、毎年スタディ・メイトを増やして

ほしい、減らさないでほしいということで、とても学校は助かっています。あと、黒部市の状況ですが、県で

いろんな他市町村の小学校長と話をする機会がよくあります。その時にスタディ・メイトの話が出ると、間違い

なく「黒部市は一生懸命。恵まれている」と感じています。「黒部市、そんなにいいですか」と言われるので、

あまり大きな声では言えない、という覚えがあるのですが、本当に助かっています。以上です。 

【内橋会長】 

どうもありがとうございます。他にございませんか。 

【髙本委員】 

今のことですが、先生の言われるようにとても良いのであれば、ＡではなくＡＡでよいのではないですか。 

【川上委員】 

実は 27 年度も少し増やしていただいて、現状維持どころかとても理解していただいて、毎年毎年本当に

助かっております。 

【伊藤委員】 

では来年はＡＡで。 

【内橋会長】 

意見はこれで宜しいでしょうか。では評価について採決したいと思いますが、いろいろＡ、ＡＡという意見

も出ているところでございますが、評価についての意見が他にございましたらお願いします。（意見なし）そ

れでは意見が分かれているようでありますので、評価ＡとＡＡで多数決で採決したいと思います。総合評価

ＡＡの方挙手をお願いします。では、Ａの方挙手をお願いします。Ａの方が多いので、評価Ａにしたいと思

います。よろしくお願いします。次に、⑤心の教育について事務局から説明をお願いします。（27ページ） 

 

/⑤心の教育 評価 

(1)豊かな体験活動推進事業 Ａ 

 

【事務局（学校教育班長）】 

「豊かな体験活動推進事業（27P）」について説明いたします。事業費及び事業の趣旨につきましては、記

載のとおりです。実績・成果を踏まえた点検評価でありますが、市内10小学校、４中学校すべての学校にお

いて実施しており、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おり、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ものと思われます。

このようなことから、総合評価については、目標をおおむね達成し期待通りの成果を得ることができたものと

思っており、自己点検評価を「Ａ」としています。課題・改善及び今後の方向性については記載のとおりで地

域社会と連携を図りながら継続する必要があると考えています。以上です。 

【内橋会長】 

たくさん訂正箇所がありますので、できれば次回の会合までにきちんと分かるよう書類で提出していただ

きますようお願いいたします。 

只今説明のありました、「心の教育」の各個別事業について、ご質問等ございませんでしょうか。（質問・意

見・答弁なし）無いようですので、採決したいと思います。総合評価はＡとなっておりますが、これにご異議

ありませんか。（異議なし）無いようでありますので、総合評価Ａに決定したいと思います。次に、⑥読書・情

報教育について説明をお願いします。（26～27ページ） 
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/⑥読書・情報教育 評価 

(1)学校図書館活動推進配置事業 Ａ 

(2)情報教育 Ｂ 

 

【事務局（学校教育班長）】 

まず一つ目の「学校図書館活動推進員配置事業（28P）」について説明いたします。事業費及び事業の趣

旨につきましては、記載のとおりです。実績・成果を踏まえた点検評価でありますが、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ます。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ています。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ています。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ています。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。この

ようなことから、総合評価については、目標をおおむね達成し期待通りの成果を得ることができたものと思

っており、自己点検評価を「Ａ」としています。 

【事務局（学校教育課長）】 

二つ目の「情報教育（29P）」について説明いたします。事業費及び事業の趣旨につきましては、記載のと

おりです。実績・成果を踏まえた点検評価でありますが、教育用 PC は、1 台当たり 6.4 人で国の目標値

3.6/台までは達していない状況にありますが、教育用ＰＣ及び校務用ＰＣは全国平均を上回る台数を整

備しています。このようなことから、総合評価については、目標をおおむね達成し期待通りの成果を得る

ことができたものと思っており、自己点検評価を「Ａ」としています。 

【内橋会長】 

只今説明のありました、⑥読書・情報教育 の各個別事業について、ご質問等ございませんでしょうか。 

【伊藤委員】 

毎年お願いしているのですが、図書館活動推進員を増やしていただきたいです。私の子供が中学生の

時に、本は結構読んでいたのですけれども、高校に入ると、高校の図書館には必ず司書さんが１人いて、

「読みたい本とか今読んだらいい本のアドバイスを必ずしてくれる」と言って、中学校の時より本を読む数が

すごく増えたのですね。中学の時も多かったのですが、きちんとジャンルを説明してもらって読むという機

会が増えて、読むということと字を覚えるということとか、物事を話すということについても自分で学習できるこ

とだと思うので、読書は。私が女性議員で勉強させてもらった時も図書館活動推進員の数もあまり変わらな

い状況でした。今回、田家小学校と東布施小学校が統合したおかげで少しは行く頻度が増えたということで

すが、これでいくと、多分今後小学校がどんどん統合されていった結果、派遣頻度が増えていったわけで

はなくて、少しでも１人でも増やしていただいて、子ども達にもいろんな偏った本ではなくて、いろんな本を

読んでもらえるという質問とか、こういうのを揃えた方がいいよ、というような話もできるような体制にしていた

だきたい、というのが要望です。もちろんこの人たちのお給料面の話もその時に伺ったので、「それではち

ょっと」という金額ではあったのですけれども、子ども達のために本は絶対必要不可欠だと思うので、このあ

たりのことを考えていただけたらな、思い、これはお願いです。 

【事務局（学校教育課長）】 

ご指摘のとおり学校図書館活動推進員は黒部市は決して多いとは言えない人数です。来年度また増員

が出来るよう検討していきたいと思います。 

【内橋会長】 

他にございませんか。私からでございますが、情報教育ですが、昨年の資料を見ても評価Ｂということに

なっているわけですが、評価の実績や成果の部分を読んでみますと、評価はあまりにもパソコンの台数にこ
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だわってこうなっているのではないか、と思うのですが、台数は然ることながら、いわゆる情報教育というの

は台数だけではなくて、台数はこうだけれども、いろいろな方法で授業を行った、こういうようなものがなかな

か見えない気がしますが。そのあたり、台数以外の情報教育としての特別な何かはされたのでしょうか。 

【事務局（学校教育課長）】 

運用といいますか、そのあたりにつきましてはまだまだではないかという思いがあります。まず台数の整

備を図っていく必要があるということで、Ｂとさせていただいている部分もあるのですが、それを有効に活用

していくという部分については、これからまだまだ進めていかなければならないと思っております。下の方に

も今後の方向が書いてございますが、パソコン及び関連機器、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、無線ＬＡＮ環境の整備も検討していく必要があると思います。そういったことから、まだ

まだＢというような自己評価をさせていただいているところでございます。 

【内橋会長】 

分かりました。他にありますか。 

【熊野委員】 

すみません、ソフトの面、という意味で聞かれたと思うのですが、中学校の方では主に技術・家庭科の技

術で使います。それから総合的な学習の時間で調べ学習をします。それから今一番情報教育としては、中

学校、小学校もそうなのですが、インターネットの使い方、出会い系サイトの危険性等は非常に力を入れて

指導しているところであります。 

【内橋会長】 

他にどうぞ。 

【白川委員】 

タブレット端末はどのくらいありますか。 

【事務局（学校教育課長）】 

まだ入っていません。 

【内橋会長】 

他にありますか。（質問・意見・答弁なし）無いようですので、採決いたします。記載のとおりの評価にご異

議ありませんか。（異議なし）無いようでありますので、記載のとおりの評価に決定致します。次に、⑦キャリ

ア教育 について説明願います。（30ページ） 

 

/⑦キャリア教育 評価 

(1)１４歳の挑戦事業 Ａ 

 

【事務局（学校教育班長）】 

「14歳の挑戦事業（30P）」について説明いたします。事業費及び事業の趣旨につきましては、記載のとお

りです。実績・成果を踏まえた点検評価でありますが、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

答しています。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ます。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ます。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と思われます。このようなことから、総合評価については、目標をおおむね達成

し期待通りの成果を得ることができたものと思っており、自己点検評価を「Ａ」としています。 

【内橋会長】 

只今説明のありました、⑦キャリア教育について、ご質問等ございませんでしょうか。 

【草野委員】 

14 歳の挑戦はすごくいい機会だと思っております。点検評価のところに、子ども達の「よかった」ということ
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があるのですけれども、受け入れの事業所の方から実際にずっとやってきて意見とか最近の子ども達はこう

だ、とか、そういった受け入れ側からの意見等があれば教えて欲しいのですけれども。 

【事務局（学校教育班長）】 

これまで、私も体験しているわけですけれども、「自分は最近の中学生は・・・と思っていたのとは違って、

非常に一生懸命やってくれた」というような意見もたくさん聞きます。逆に「ちょっとこれは」ということも、無い

わけではございません。やはり行く生徒によって、ということもあるということだと思います。また「行ったところ

が自分には合わなかった」という子どももたまにいます。 

【草野委員】 

受け入れ側の事業者が今後減っていかないように、また更にいろんなところが増えればいいな、と思って

おりますので、また宜しくお願いいたします。 

【内橋会長】 

他にございませんでしょうか。 

【髙本委員】 

14 歳の挑戦の中で、今、まさに出産と子育て支援に国、県、市が力を入れています。この挑戦の中で保

育所とか、子ども達のところへ行くことはたくさんあるのでしょうか。 

【事務局（学校教育班長）】 

今おっしゃいました保育所ですけれども、非常にたくさん行っております。各中学校区に幼稚園、保育所

がございますので、たくさんの生徒が行かさせていただいております。私もびっくりしたのですが、結構男子

も行っているということで、とてもいいことだと思います。また、受け入れてくださった保育所の方でも男の子

は本当によくやってくれている、と。子どもたちの人気者です、と言っていただいて、私も非常に嬉しく思っ

ております。 

【内橋会長】 

他にございませんか。 

【伊藤委員】 

今のお話、私の家の子どもが中学生のときからそうなのですけれども、逆に人気がありすぎて偏ってしま

って、溢れてしまった子どもたちが、次どの職場を選ぶか、という時に、いろんな問題が出てくると思うので、

学校はすごく大変だと思うのですけれども、そのあたりはどういうふうに決めているのかな、ということを教え

てください。 

【事務局（学校教育班長）】 

保育所だけではなく、やはり人気があってたくさん集まるという事業所があります。出来るだけ子ども達の

希望を生かすということを目標にやっているわけですが、今言いましたように、かたまってしまう、ということも

ありますので、だいたい第３希望ぐらいまでとって、そして出来るだけ第３希望まで入るように事業所を割り

振るわけですけれども、中には第３希望にも入らなかった、という生徒もいます。私の経験ではそういう時も

ありました。ただ、行く前には納得して行けるように指導はしております。行ってみたらよかった、ということも

ございます。 

【内橋会長】 

他にございませんか。 

【髙本委員】 

すみません、もう１つ。特に男の子が子供の面倒を見てくれるのはとてもいいと思うので、もう１つ出来れ

ば男女共同参画を目指して、またやがて結婚した時のために料理教室をしていただいたらいいのではない

かと思うのですがいかがでしょうか。男性の料理教室ということで挑戦していただきたいです。 

【事務局（学校教育班長）】 

料理教室をやっているところに行くとかですか。 

【髙本委員】 



~ 14 ~ 

 

例えば、ＪＡ女性部に料理を習いたいとか、中学校ぐらいからそういう準備にかからなかったら、やっとでさ

え子どもたちが結婚しない時代ですから。 

【事務局（学校教育班長）】 

今、委員さんがおっしゃることも非常によく分かるのですけれども、14歳の挑戦の趣旨というのは、職場体

験を通じて、何かを学習、最終的には学習するといいいうものであります。非常によい案なのですけれども、

別の機会でそのようなことをやらせたいと思います。 

【内橋会長】 

他にございませんか。たくさんご意見が出たところでございますが、採決したいと思います。総合評価は

Ａということでございますが、これについてご異議ありませんか。（異議なし）無いようですので、記載のとお

り評価Ａで決定したいと思います。次に、⑧健康・体力について説明願います。（31～34ページ） 

 

/⑧健康・体力 評価 

(1)食育の取り組み Ａ 

(2)体力づくり Ａ 

(3)スポーツエキスパート派遣事業 Ａ 

(4)給食センターの衛生管理､調理･洗浄業務､給食配送業務 Ａ 

 

【事務局（学校教育課長）】 

まず一つ目の「食育の取り組み（31P）」について説明いたします。事業費及び事業の趣旨につきまして

は、記載のとおりです。実績・成果を踏まえた点検評価でありますが、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、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、小学生の朝食摂取率が若干上昇しています。また箸の持ち方について（小学校のみ調査）改善傾

向にあります。このようなことから、総合評価については、目標をおおむね達成し期待通りの成果を得ること

ができたものと思っており、自己点検評価を「Ａ」としています。 

【事務局（学校教育班長）】 

次に二つ目の「体力つくり・「全国体力・運動能力、運動習慣等調査（32P）」」について説明いたします。事

業費及び事業の趣旨につきましては、記載のとおりです。実績・成果を踏まえた点検評価でありますが、全

国体力・運動能力、運動習慣等調査を実施し、その調査結果の分析や「みんなでチャレンジ３０１５」（体力

つくりのめあて帳）の活用などの取り組みにより、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ています。また、若年教員を対象とした体育実

技研修会の実施など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を図ることがで

きたものと考えています。このようなことから、総合評価については、目標をおおむね達成し期待通りの成果

を得ることができたものと思っており、自己点検評価を「Ａ」としています。 

次に三つ目の「スポーツエキスパート派遣事業（33P）」について説明いたします。事業費及び事業の趣

旨につきましては、記載のとおりです。実績・成果を踏まえた点検評価でありますが、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もの考えています。

このようなことから、総合評価については、目標をおおむね達成し期待通りの成果を得ることができたものと

思っており、自己点検評価を「Ａ」としています。 

【事務局（学校教育課長）】 

次に四つ目の「給食センターの衛生管理、調理・洗浄業務､給食配送業務（34P）」について説明いたしま

す。事業費及び事業の趣旨につきましては、記載のとおりです。実績・成果を踏まえた点検評価であります

が、異物の混入、食中毒など衛生面や食物アレルギー対応について細心の注意を払わなければならない

と考えており、調理室へ入室の際には、異物の持ち込み防止や衛生管理の徹底を厳格に行っております。
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特にＨ26 年度は、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

室設置工事を行い、害虫防除を徹底しています。また、調理員の体調管理にも留意しながら食中毒の発生

防止に努めるとともに、食材の検収を徹底して行い、異物の混入事故を抑えるなど、安全・安心の給食を提

供しています。このようなことから、総合評価については、目標をおおむね達成し期待通りの成果を得ること

ができたものと思っており、自己点検評価を「Ａ」としています。 

【内橋会長】 

只今説明のありました、⑧健康・体力の各個別事業について、ご質問等ございませんでしょうか。 

【白川委員】 

スポーツエキスパート事業について。スポーツは結果がすべてという言葉がありますけれども、その趣旨

というのは、スポーツをやった結果が本人にとって将来的にプラスになるということが結果がすべてというこ

とだと思うのですね。学校の方では、エキスパートは勝利と捉えますか、あるいは基本的生活習慣を踏まえ

て指導していただくと捉えていますか。学校の先生方もおられますので、考え方をお伺いしたいです。 

【事務局（学校教育班長）】 

白川委員さん、２つおっしゃいましたが、やはり学校としましては勝利至上主義ではなく、結果としてという

ことで、勝ち負けだけにこだわるのではなくて、いろんな学校での生活態度やそういうものがきちんとできる

ものが、スポーツもできるんだというような指導をしていただくようにお願いをしているわけでございます。 

【白川委員】 

私もいつも思っているのですが、小学生とか非常に難しい時期なものですから、指導というのは非常に難

しいのですね。「バトミントンやりたい人はいないか、誰か入れてよ」ということではなくて、全体で、全員がエ

キスパートは必要だということを、言い方は難しいですけれども、それが学校の部活動にプラスになるんだ、

という捉え方でこういう事業を進めていっていただきたいと根底に考えています。それと、見れば分かります

ように、最初に野球、剣道、柔道、こういったものですね。そうではなくて、例えばそういったものは早い話、

体育協会とか総合型とかこれからまたでてきます経過事業の中でも、カバーできるものの中に、できれば特

殊なもののエキスパートを連れてきて、例えば弓道だけやるとか、アーチェリーなど、それを見せるという。２

時間、エキスパートの授業として捉えてこれを全員にやってもらう。或いは借りてきて、或いはどこかへ出か

ける。そういった事業も考えていっていただけたら非常に嬉しいです。意見というか要望なのですが。 

【事務局（学校教育班長）】 

ご意見はまた参考にさせていただきます。ありがとうございました。 

【内橋会長】 

他にございませんか。（質問・意見・答弁なし）意見が無いようでございますので、評価について採決いた

します。各個別事業は評価Ａでございますが、評価についてご異議ありませんか。（異議なし）無いようであ

りますので、記載のとおりの評価に決定いたします。次に、⑨安全について 説明をお願いします。（35～37

ページ） 

 

/⑨安全 評価 

(1)安全管理 Ａ 

(2)スクールバス運行事業 Ａ 

(3)ＡＥＤ管理事業 Ａ 

 

【事務局（学校教育班長）】 

一つ目の「安全管理（35P）」について説明いたします。事業費及び事業の趣旨につきましては、記載のと

おりです。実績・成果を踏まえた点検評価でありますが、交通・防犯関係では、幸いにも、重大事故等の児

童生徒の生命に関わる事案は発生していませんが、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 件程度発生しています。また、「学校危機管理の手引き」に
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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ています。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ます。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ものと思われます。このようなことから、総

合評価については、目標をおおむね達成し期待通りの成果を得ることができたものと思っており、自己点検

評価を「Ａ」としています。 

【事務局（学校教育課長）】 

次に二つ目の「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）」について説明いた

します。事業費及び事業の趣旨につきましては、記載のとおりです。実績・成果を踏まえた点検評価であり

ますが、 スクールバスの運行及び通学定期券購入補助により、遠距離児童生徒（バス144人、通学定期39

人）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ものと考えていま

す。このようなことから、総合評価については、目標をおおむね達成し期待通りの成果を得ることができたも

のと思っており、自己点検評価を「Ａ」としています。今後の方向性としましては、借上げバス料金制度改定

に伴う運行委託料が高騰し、市有バスへの移行が必要と考えています。以上です。 

【事務局（学校教育班長）】 

次に三つ目の「AED管理事業」について説明いたします。事業費及び事業の趣旨についてでありますが、

これは 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

救命に資するものですが、平成 18年度から各校に最低１台ずつ、計 17台設置（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）しています。実績・成果を踏まえた点検評価でありますが、 ＡＥＤ

の機種及びリース契約の更新（17台中16台）をおこない、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ものと思っています。実際にAEDを使用した事例が１件

あり、教職員を対象とした AED講習会は必須であり、平成 26年度は 14校中 12校で実施しています。 こ

のようなことから、総合評価については、目標をおおむね達成し期待通りの成果を得ることができたものと思

っており、自己点検評価を「Ａ」としています。 

【内橋会長】 

只今説明のありました、⑨安全についての各個別事業について、ご質問等ございませんでしょうか。 

【伊藤委員】 

安全管理の方なのですけれども、「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。」と点検評価に書いてあるのですが、緊急情報、大雨とか気象情

報とか火災情報はメールで一般市民の方にも届くようにはなっていると思うのですけれども、不審者情報と

いうのは、どういう情報が届くようなシステムになっていますか、すみません、私が知らないだけかもしれな

いのですが。 

【事務局（学校教育班長）】 

ここに書いてある保護者というのは、子供を通じて当日にペーパーで届けるというふうになっております。

公民館、防犯パトロール隊については学校から情報を流すというふうになっております。 

【川上委員】 

加えて、うちの学校の話ですけれども、安全メールに保護者は 92％入っています。今言われた不審者情

報、気象災害情報、突然何かの行事を延期します、とかそういう情報は即メールで出しています。改めて大

事なことはプラス子供に封筒で保護者に渡すようにしています。加入していない８％はどうしようもないと思

っています。 

【事務局（学校教育班長）】 

すみません、今川上委員が言われたとおりです。学校によって加入率に差があるのですけれども、非常

に有効に使われていると認識しております。 

【伊藤委員】 

実は私も子供が小学校、中学校にいる時はそういったメールを貰ったことはあったのですが、子供が卒

業してしまうと地域の不審者情報は公民館のおたよりとか、事後報告になります。私は、市内を車で走って
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回る仕事をしているので、もしそういう情報が分かればそれなりに子どもたちに「早く帰られ」と言えると思う

のです。一番怖いのは、主人が言うのですが「子どもに声を掛けたら自分が不審者だと思われるのではな

いか」ということです。それが近所の人達の嫌なところだと思います。私は「そんなことはないから声をかける

時は声をかけてね」と言うのですが。情報を知っていれば、「こんなことがあるから、早く帰られ」とか「ここで

遊んでいたら危ないよ」とか言えるかなというのもありますので、不審者情報も一般市民にもなるべく早く、も

し聞けるようなことがあればいいのかなと思います。見つけるということもできるとは思うので、何かあればい

いのではないでしょうか。 

【内橋会長】 

他にありませんか。（質問・意見・答弁なし）無いようでありますので、評価について採決いたします。各個

別事業の評価はすべてＡでございますが、これについてご異議ありませんか。（異議なし）無いようでありま

すので、記載のとおり評価Ａで決定いたします。次に、⑩教育環境の整備について説明願います。（38～41

ページ） 

 

/⑩教育環境の整備 評価 

(1)学校施設の大規模改修・耐震補強工事 Ａ 

(2)桜井中学校新築事業 Ａ 

(3)高志野中学校体育館改築工事･･･新規 Ａ 

(4)小中学校再編計画の推進（適正規模の実現） ＡＡ 

 

【事務局（学校教育課長）】 

まず一つ目の「学校施設の大規模改修・耐震補強工事（38P）」について説明いたします。事業費及び事

業の趣旨につきましては、記載のとおりです。実績・成果を踏まえた点検評価でありますが、鷹施中学校の

体育館 1棟の耐震化工事が完了し、65棟中 55棟が完了したことになります。耐震化率は小中学校 87.3％

（全国平均95.6％、県平均90.9％）となり、H26年度末で耐震性能を満たさない施設8棟となります。今後建

て替える桜井中、三日市小と統合される前沢小を除けば H27 年度中には完了する見込みとなっています。

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、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ています。このようなことから、総合評価については、目標をおお

むね達成し期待通りの成果を得ることができたものと思っており、自己点検評価を「Ａ」としています。 

次に二つ目の「桜井中学校新築事業（39P）」について説明いたします。事業費及び事業の趣旨につきま

しては、記載のとおりです。実績・成果を踏まえた点検評価でありますが、実施設計の策定により H32 年度

の中学校統合を見据え、H27 年度工事発注予定の入札事務を進めることが出来ることとなり、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ました。このようなこ

とから、総合評価については、目標をおおむね達成し期待通りの成果を得ることができたものと思っており、

自己点検評価を「Ａ」としています。 

次に三つ目の「高志野中学校体育館改築事業（40P）」について説明いたします。事業費及び事業の趣旨

につきましては、記載のとおりです。実績・成果を踏まえた点検評価でありますが、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ます。H26 年

度末の工事進捗率は 42％となっています。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することができ、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ています。このようなことから、総合評価に

ついては、目標をおおむね達成し期待通りの成果を得ることができたものと思っており、自己点検評価を
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「Ａ」としています。 

次に四つ目の「小中学校再編（適正規模の実現）（41P）」について説明いたします。事業費及び事業の趣

旨につきましては、記載のとおりです。実績・成果を踏まえた点検評価でありますが、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

寄せられています。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、

協議が整う予定です。中学校再編計画では、統合５年前となる次年度に予定する説明会に向けた準備作業

を開始しています。このようなことから、総合評価については、目標を十分に達成し期待以上の成果を得る

ことができたものと思っており、自己点検評価を「ＡＡ」としています。 

【内橋会長】 

只今説明のありました、⑩教育環境の整備の各個別事業について、ご質問等ございませんでしょうか。 

【白川委員】 

小学校の再編計画の事業費の３千円とか２千円は何に使われていますか。 

【事務局（学校教育課長）】 

準備委員会のお茶代です。 

【内橋会長】 

他にございませんか。 

【朝倉委員】 

今度、桜井小学校になるということで、前沢ですが、私も前沢ですが、スクールバスのことなのですが、や

っぱり安心、安全ということを考えるとどの程度まで、よく知らないで言っているのですが、例えば前山の方

の子ども達はどこかで線を引かれて、１年生でも乗れない子がいるのかなと思うのです。実は住宅も少ない

し、冬場は可哀想だな、と思うことがあるので、できれば１、２年生の間はスクールバスを利用してもいいとい

うような枠はあるのでしょうか。 

【事務局（学校教育課長）】 

地元の方々と協議をさせていただいておりますが、スクールバスについては原則通年で、小学校につい

ては４キロとなります。冬期間は、12月1日から3月31日までは小学校については概ね２キロを越えていれ

ば、スクールバスで送迎をするというようなことになっておりまして、前沢の山田新の一部のエリアは冬期間

はエリアに入るということで決定しております。 

【朝倉委員】 

そうしましたら、山田新というところは信号から上と考えて宜しいですか。前山との境があります。警察から

上がったところの交差点が山田新と前山の境みたくなっていますよね。 

【事務局（学校教育課）】 

統合準備委員会の中で、前沢の皆さん方との協議を重ねて最終的に決定した事項でありますが、山田新

という地区名を一言で言いましても、範囲は広いです。その中でスクールバスの運行については、前沢小

学校に限らず、地区ではなく距離で区切らせていただいております。小学校の場合は学校からの距離が概

ね４キロ以上が通年、２キロ以上の場合は冬期間のスクールバスで対応させていただいておりまして、決定

した事項、皆さんにご理解いただいた２キロ部分が、桜井中学校の前の道路を境目とさせていただきました。

そこから宮野山方面に上がっていきまして、下垣内線で少し鍵状になりますけれども、左折したあと直ぐ右

折して吉城寺の方へ向かう道路、そこが境界線ということで決定しております。 

【朝倉委員】 

では、そのように納得されているということですよね。住民の方は。 

【内橋会長】 

他にございませんか。（質問・意見・答弁なし）無いようでございますので、採決いたします。中学校再編

計画の推進はＡＡ、その他は全てＡでございますが、記載の評価についてご異議ありますか。（異議なし）

無いようでありますので、記載の通りの評価に決定したいと思います。ここで皆様にお諮りいたします。時間
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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。

（異議なし）異議が無いようでありますので、それでは本日はここまでとしたいと思います。 

【事務局（教育長）】 

１点だけよろしいですか。先ほど35ページのところで、伊藤委員さんの方から不審者のメールについて、

例えば一般の皆さんにメールみたいなものはできないかということでしたね。今現在、防災メールという形で、

希望される市民の皆様には防災メールを出しております。それに不審者の情報を載せられるかというのは、

なかなか、検討しないと分からないと思います。例えば不審者のそういう情報というのは、発信者が誰になる

かとかそういう問題もありますし、或いは個人情報の確定はどういうようにやっていくかとかいろいろな問題

がございます。ただ、やはり安全、安心という面ではそういったものもあり、検討は十分していく必要があると

思いますので、このあたりのことは市全体で今の提案を共有できるように諮ってみたいと思います。 

【内橋会長】 

よろしくお願いいたします。 

【白川委員】 

先ほど、川上先生も安心メールに 90 数パーセント入っていると。非常にいいことですけれども、残りの方

はしょうがないですけど。これはＳＮＳの問題、１つ間違うと故意（善意）でやったとしても悪意ととられたり、逆

に悪用されたりということが起きないとは限りません、教育長がおっしゃったように。そういう問題はある意味

何でも不審者になったり、単に決め付けるのではなくソーシャルネットワークシステムは怖いものだという前

提で真剣にやってほしいと。簡単にやると、親だけだから安心というわけにもいかないと思います。90 数パ

ーセント、残りの方もどうするかという対応も慎重にしていかなければいけないと思います。 

【事務局（教育長）】 

特定のグループで特定の目的のために利用するという形、例えば今の小学校、保育所、幼稚園のように

安心メール、そういうところではそういうグループの中でそういう目的の中で運営していますが、これを市民

一般に開くというのは、検討する事項があると思います。しかしながら先ほど言いましたように、重要な事項

でありますから、共有しながら検討したいと思います。 

【内橋会長】 

ありがとうございました。 

【髙本委員】 

先ほど始めるときに、教育長さんがこのページのことをちらっと言われたので思うのですが。人口を増や

すということと、結婚、子育てについてこれに書いてあるということで、先ほどからこれを読んでいるのですが、

結婚する自由、結婚しない自由、これは強制するものでもないですが、でもやっぱり結婚してもらわなかっ

たら人口も増えません。人口を増やすには東京からたくさん来てもらおうと黒部市は今、ＹＫＫから来られる

かもしれませんが、やっぱり結婚して子どもを産んでもらわないと増えないのではないでしょうか。でもあまり

皆さんが自分のところにいる女の子に「結婚せー、結婚せー」と言ったらセクハラになると言われるし、この

問題はすごく難しい問題だと思います。そういうことを教育として小さい頃からめしべ、おしべと教えればよ

いのか、やっぱりこのあたりで真剣に考えなければいけない時期だと思うのですが、いかがでしょうか。そ

れか「結婚したら黒部市なら田家の山にアメリカの学校建てるといっていた土地が空いているから、そこをあ

げる」とか、或いは子どもがおられたら学校の教育とか病気になった時無料とかいろいろ四苦八苦してどこ

の市町村もやっています。入善なんかはすごいですね。そういうことをもっと本気になって考えていかなけ

ればならないと思います。結婚したら女性は働きながらご飯の用意もしなくてはいけないし、しなかったら楽

だとか、新聞やテレビでは「結婚して子どもを産んだら大変」ということでなく、「楽しいよ」とか「感動するよ」と

かをもっと伝えていくべきでだと思います。もちろん私達も婚活開いてあげたいなと思いますが、もっと深い

ところに問題があるのではないかと思います。私の言い方が悪いかもしれませんが、そういうことをもっと真

剣に考えていかなければいけないと思いました。 

【内橋会長】 
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その他の意見として、教育の方面から総合戦略についての意見があったところですが、委員の皆様から

もいろいろな意見があるようでしたら、市の担当課（企画政策課）の方へメールなどでお問合せをお願いし

ます。それでは、今日の協議会はここまでとしたいと思います。 

次回は残りの事業について審議することになります。事務局からこの後の日程について説明をお願いし

ます。 

【事務局（学校教育課）】 

本日は全59事業のうちの32事業についてご審議いただきまして、次回は残りの27事業となります。次第

の５番目、その他の方で既に記載しておりますが、次回は、９月 17 日、木曜日、同じ時間ということで予定さ

せていただきました。次回の会場は、２階の 201 会議室となります。ご都合が悪いという方がおられましたら、

事前にご連絡いただきたいと思います。 

２回目の審議が終わりましたら、教育委員会の議案として提出され、正式な点検評価として決定されるとい

う段取りになっております。最終的にはこの点検評価報告書は広く一般的に公表しなければならないと法で

定められておりますので、まずは 12月頃に黒部市議会に報告いたしまして、その後市のホームページ、或

いは紙ベースで事務所の方に設置するなどしながら公表していくことになります。以上です。 

【内橋会長】 

只今、事務局から日程説明がありました。特別なことがない限り、9月17日木曜日とさせていただきたいと

思いますが、これについてご異議ありますか。（異議なし）無いようでありますので、9月 17日木曜日に開催

したいと思います。これをもちまして第 28 回黒部市教育振興協議会を閉会します。皆様には、長時間にわ

たり審議いただき、ありがとうございました。 

 

（閉会） 午後９時００分 

 


