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第 26回黒部市教育振興協議会会議録（概要） 
 

１ 日 時  平成 26年９月 19日（金）午後7時 00分～午後 8時 36分 
 
２ 場 所  黒部市役所黒部庁舎 201会議室 
 
３ 出席者 【委 員】 松原 宗一 （黒部市自治振興会連絡協議会） 

髙本 一恵 （黒部市社会教育委員会） 

宮崎 幸子 （黒部農業協同組合） 

白川 正秋 （黒部市体育協会） 

本島 直美 （黒部市ＰＴＡ連絡協議会） 

中  博信 （黒部市小学校長会長） 

熊野 勝巳 （黒部市中学校長会長） 

伊藤 節子 （公募委員） 

朝倉 弘子 （公募委員） 

【事務局】 能澤 雄二 （黒部市教育委員会教育長） 

瀧澤 茂宏 （教育部長） 

飯野  勉 （事務局次長生涯学習スポーツ課長） 

岩上 勝彦 （学校教育課長・学校給食センター所長） 

川端 真澄 （教育班長） 

中谷 松憲 （図書館長・図書館構想推進班長） 

横山 栄人 （生涯学習スポーツ課社会教育班長） 

神保  竜 （学校教育課課長補佐庶務係長） 
 
４ 会議の内容 

【事務局】 

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

 

【教育長あいさつ】 

皆さんこんばんは。実りの秋でありましてコシヒカリも順調に実り、稲刈り作業も、この

連休の終わりあたりがピークではないかと思います。一方で台風が来週半ばくらいに接近す

るのではないかという報道もありますが、穏やかな日が続くように願っています。委員の皆

様には大変お疲れのところ、ご出席いただきましてありがとうございます。さて、本日は前

回に続きまして、平成 26年度教育委員会事務の点検・評価の審議をお願いいたします。前回

は、地域家庭教育の 32の事業について審議をいただきました。今回には、主に社会教育やス

ポーツの分野の 27事業について審議をお願いしたいと思っております。現在、黒部市議会９

月定例会が開催中でございまして、来週の月曜日最終日を迎えるわけですが、この議会にお

きましても教育に対する質問をたくさんいただいております。また、９月議会は平成 25年度

の決算についての審議をする議会でありまして、前回と本日、この委員会で審議いただいて

いる中での意見、ご質問など、通じるものも多くあります。私達教育委員会といたしまして

も、改めて、委員の皆様からいただきましたご意見やご質問の趣旨を踏まえまして、今後の

事務執行にしっかりと務めてまいりたいと思っているところでございます。本日は、審議の

後半となりますが、前回と同じ審議方法でございますので、よろしくお願いいたします。委

員の皆様には是非忌憚のないご意見を賜りますようお願い申し上げ、開催にあたりましての

ご挨拶といたします。 
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【事務局】 

続きまして、松原会長から一言ご挨拶をお願いいたします。 

 

【会長】 

皆様ご苦労様です。本日は大変お忙しい中、ご出席を賜り誠にありがとうございます。本

日は前回に引き続き 41ページの（３）から協議させていただきたいと思います。前回同様に

円滑な運営にご協力をよろしくお願いいたします。 

 

【課長】 

それでは、協議に移りますけれども、前回２点ほど調査してほしい旨のご発言がありまし

たので、事務局から報告をさせていただきたいと思います。15ページの奨学金事業につきま

して、黒部市の状況と他市町村の状況はどうなのかということでありましたので、他市町村

の状況を調べさせていただきました。まず、高校生に対する給付の関係でございますが、平

成 22年度から高校授業料の無償化が始まりまして、それに伴い、県内の３つの自治体では、

高校生に対する奨学金の給付制度を廃止しております。また、魚津市を含む３市が給付から

貸付へと切り替えたところもあります。黒部市と同様の給付を継続しているのは、富山、高

岡、砺波、入善、朝日であります。金額につきましても黒部市と砺波市が月額１万円という

ことで、あとは１万円を下回っている状況です。給付の採用枠の人数でございますが、高岡

市が９名、黒部市が８名でございます。富山市、入善町を含めまして５人や１名とかという

状況でありまして、黒部市としては高校の給付につきましては、他市町村と比べ高い位置に

あろうかと思っております。大学生に対する貸付の件でありますが、これにつきましては全

市町村行っているわけですが、金額はまちまちであります。黒部市は、月額４万円でありま

すが、黒部市より金額が上まわっているのは２市の４万５千円ということで、あとは４万円

を下回っております。採用枠につきましても黒部市は 12名でありますが、他市町村では、富

山市でも 11名という状況であります。したがって、大学生の貸付におきましても黒部市は高

い水準であろうかと思っております。私どもといたしましても、この制度をこのまま継続し

ていきたいと思っております。 

次に、パソコンの整備状況について、他の自治体はどうかという事がありました。28ペー

ジの情報教育というところであります。教員のパソコンの整備状況、黒部市１台あたり 5.01

人ということであります。この整備状況がどうかということでありますが、他市町村富山市

が１台あたり 5.4人、魚津市が６人、滑川市４人という数字でありまして、県内平均が１台

あたり 5.9人ということであります。全国平均が６．５人ということで、数字はともかく極

力１台あたりの使用人数をできる限り少なくしていこうとで順次計画的に整備を進めている

ところであります。以上、前回のご質問にたいする報告であります。 

このあとの進行を会長さんにお願いしたいと思います。（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からとなります。 

 

【会長】 

早速、①生涯学習機会の提供について説明願います。（41～45ページ） 

 

【事務局】事務局説明 

（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)コミュニティづくり推進事業 

(2)生涯学習フェスティバル開催事業 

(3)市民大学講座・市民カレッジ事業 
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(4)読書普及事業 

(5)図書団体貸出事業 

【会長】 

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

らよろしいでしょうか。42ページの生涯学習フェスティバルの事業については、非常に良い

事業だと考えております。この点検・評価の中で作品展示の会場には限界があると、述べて

おられるように、私も毎年そこに出ているのですがスペースの関係もあって、作品は目線よ

りかなり上に展示されているものがあります。そうするとせっかく作品を出された人に対し

て、また、観覧される方にとっても、何か上に書いてあるようだけど良く分からないという

状況にあるのではないかと思います。展示スペースの問題でもあり、難しいかもしれません

が、何か良い方法があればご検討いただければと思います。 

 

【事務局】 

分かりました。 

 

【委員】 

私も講演会に行ったのですが、思ったよりも少ない人数で、せっかく良い話を聞くのに残

念だったかなと思います。課題には書いてあるのですが、せっかく良い先生を招いて良い話

をされたものですから、もう少し良いＰＲの仕方というか、工夫があったら良かったなと思

いました。 

 

【事務局】 

分かりました。 

 

【会長】 

ほかに無いようですので評価について採決します。記載のとおりの評価に賛成の方は挙手

願います。 

（委員挙手） 

全員賛成ですので､記載の評価に決定します。 

次に､②青少年の健全育成 ③女性活動事業の推進 について説明願います。（46～

50ページ） 

 

【事務局】事務局説明 

②青少年の健全育成 

(1)青少年育成市民会議助成事業 

③女性活動事業の推進 

(1)男女共同参画活動の推進 

(2)配偶者等暴力被害者相談事業 

(3)女性団体の育成 

(4)婚活事業･･･新規 

【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。 

 

【委員】 

男女共同参画の役員をしています。47ページのＢをＡと言われたのですけれども、実際の

ところ各地区でも全く男女共同参画についての意味合いをどれだけ分かってらっしゃるのか、
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とても差があって、推進員を出してもらうところでも苦労しているのが現状です。２年１期

でさせてもらっているのですけれども、県から委託されて順番に降りてきているにも関わら

ず、どうして地区から選出出来ないのだろうというのが実際のところです。私は辛口でＢで

も良いと思います。まだまだ伸びシロが沢山あるところで、自分達もやっていますが、もっ

ともっとやらなくてはならないのではないか、分かってもらわなくてはならないのかという

ことは沢山ありますので、別にミスプリでも、厳しい評価ですけれども「もっと頑張れよ」

という意味で、Ｂでも良いのではないかと思います。それから、49ページの女性団体の育成

ですが、40から50代の中間層的女性リーダーの育成を図るとうたっているのですけれども、

自分も女性議員として女性議会に参加させてもらいましたので、もっともっとこの年代の人

達が出てくるような、そういう形に持っていかないといけないのかなと思いますので、ここ

の評価がＡでよいのかとも思います。50ページの婚活は今年、男女共同参画で婚活事業をす

ると決めましたので、また皆さんに協力をお願いしたいと思います。すでに２月 14日に決め

て、活動をしておりますので来年は期待していただいて、もっと女性が頑張れるところは頑

張りたいと思います。 

 

【会長】 

いろいろと記載の評価について意見が出ておりますので、この分野の評価につきましては

個別に行いたいと思います。 

 

【委員】 

男女共同参画についてでありますが、地域でのお祭りなどで、みこしを担ぐ人がいないと

いうこともありますし、男の人も、女の人も皆郷土愛がなくなってきているように思います。 

くろべ女性団体には、９つの団体がありますが、毎年人数が減ってきています。昔と比べ

て、ライフスタイルなども豊かになったということもありますし、わざわざ何かの組織や団

体に入らなくてもよいという風潮になってきているのかもしれません。 

また、自分の住む黒部市を他の市よりも、より良くしたいという気持ちが薄くなってきて

いるのかもしれません。男女共同参画社会は、一つの物事を推進するにあたり、男女がとも

に関わりながら、参画していくということであり、大変大きな課題でもあります。黒部市長

を中心に積極的、地域愛をもって推進していかなければならないことだと考えております。 

それから 47ページの先ほどのＡではなくてＢでも良いと言われましたが、それも男女共同

参画におきましては、振興会や町内会においてやる気のある女性を役員に入れようとするな

ど、もっともっとそういう動きが出てくれば、ここの評価はＡにもなるしＡＡにもなるよう

な気がします。地域の中では、まだまだ男女共同参画という意識が薄いような気がします。

そのあたりを検討していただければと思います。 

 

【会長】 

何かこの点に関しましてご意見ありますでしょうか。 

 

【委員】 

昔は女性団体も 15団体ありましたが、だんだん少なくなってきています。最近では、自分

の趣味を楽しめればよいという方も増えています。また、一生懸命に組織の長として、女性

団体を守っていらっしゃる方もいるのですが、そういう枠の中に入らない方が増えているよ

うですが、自分の住む黒部をどういうように愛していくのかという問題でもあるのかなと思

います。 
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【会長】 

なかなか答えにくい大変大きな課題だと思います。振興会の話が出たものですから、一言

申し上げさせていただきます。町内会では、確かに女性の役員が少ない地区もあります。さ

らに最近では、一期２年間務めたら退任する人が多くなる傾向にあります。地域の継続的発

展を考えると危惧せざるを得ません。こういう状況の中にあることから、是非とも女性の皆

さんにも町内会で活躍していただきたいと思っておりますし、一つでも多くの町内会で女性

の方々に会長をしていただきたいと願っております。 

また、昨年、中越地震で被害のあった柏崎市の町内会と長岡市（旧山古志村）に行ってき

ました。彼らからは「災害が発生したときに最も大切なのは、人と人との繋がりである。災

害が発生した後２日間は他からの支援は全く望めず、食事、寒さ対策などすべての面を地元

住民だけで行った。このことから、地域住民の助け合いが非常に大切であり、極端なことを

言えば、住民の絆を深めるために、町内行事や祭りなどを積極的に行っている。」といわれま

した。こうしたことからも町内会の活動が継続的に行われ、更に、活発になることが地域に

とってますます重要になってくると思われます。 

 

【会長】 

ほかに質問等ありませんか。 

では、(1)青少年育成市民会議助成事業評価について採決します。記載のとおりの評価に賛

成の方は挙手願います。 

（委員挙手） 

全員賛成ですので､記載の評価に決定します。 

(1)男女共同参画活動の推進評価について採決します。記載のとおりのＡ評価に賛成の方は

挙手願います。３名。Ｂ評価の方、５名。 

ではＢに評価に決定します。 

(2)配偶者等暴力被害者相談事業評価について採決します。記載のとおりの評価に賛成の方

は挙手願います。 

（委員挙手） 

全員賛成ですので､記載の評価に決定します。 

(3)女性団体の育成記載のとおりの評価に賛成の方は挙手願います。 

（委員挙手） 

賛成多数でありますので､記載の評価に決定します。 

(4)婚活事業について記載のとおりの評価に賛成の方は挙手願います。 

（委員挙手） 

全員賛成ですので､記載の評価に決定します。 

 

つづきまして､④市民文化活動の推進 について説明願います。（51～53ページ） 

【事務局】事務局説明 

④市民文化活動の推進 

(1)黒部市芸術祭 

(2)芸術文化活動団体助成 

(3)詩の道句集事業 

【会長】 

ありがとうございました。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。 
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【委員】 

53 ページの(3)詩の道句集事業ですが、毎年事業について十分な周知をと言っている記憶

があって 24年度に比べると 25年度はこんなに減ったのかなというのが不思議なのと、予算

も減っていますよね。人数が減ったから予算が減ったのですかね。 

 

【事務局】 

24 年度から 25 年度にかけてポストを増設しております。したがって増える予定だったの

ですが、増えなかったと。あと、黒部峡谷から範囲を広げて魚の駅、牧場にも設置したとこ

ろでございます。減ったことについて分析はしておりません。印刷物、予算減額は、白紙の

用紙が余ってきたものですからあまり印刷をかけなかったということです。 

 

【会長】 

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

の方は挙手願います。 

（委員挙手） 

全員賛成ですので､記載の評価に決定します。 

 

次に､⑤文化遺産の保護・継承 について説明願います。（54～56ページ） 

 

【事務局】事務局説明 

⑤文化遺産の保護・継承 

(1)伝統文化の保存伝承 

(2)埋蔵文化財の発掘調査 

(3)世界文化遺産への登録 

【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。 

 

【委員】 

56 ページの(3)世界文化遺産への登録ですが、立山黒部といったら黒部ダムも世界文化遺

産に入るのですか。 

 

【教育長】 

50 年以上たたないと対象になりません。39 年になりますね、50 年の基準をクリアしたと

ころです。 

【委員】 

何故聞くかというと、スペインに行ったらガイドさんがどちらから来られたと聞かれたの

で、富山県と言ったら、ちょうどスペインで世界のダムの研修会があって、本当は黒部のダ

ムが 50 年経っておれば世界遺産になるのでしたよと言われたので、50 年経たないとならな

いのだと分かって、黒部市長や県知事に報告したのです。この黒部のダムは世界で本当に美

しいと。学者の皆さんが評価されたそうです。大きい幅の広いダムは世界にいっぱいあるけ

れども、水と景色が良いのは日本の黒部ダムが一番素晴らしいと評価されたそうです。それ

で 50年経てば世界遺産になるのかと。 

 

【事務局】 

今も継続して世界文化遺産への要望はしておりまして、砂防と電源開発といっているので

すけれども、県の方でも砂防に特化していくような方向になってきているのかなと。ただ、
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黒部の場合はジオパークの認定を言っているのもあるのですけれども、決して諦めたわけで

はありません。 

 

【委員】 

飯沢、栃沢の埋蔵文化財の発掘調査ですが、もし、すごいものが出たということであれば、

教えてください。 

 

【事務局】 

そんなにたいしたものは出なかったと聞いております。 

 

【委員】 

以前、飯沢弧線橋の工事をしていた頃に、町内会長と一緒に発掘現場に行ったところ、縄

文時代の約３千年前の土器の破片が出土し、拾いに行ったことがありましたので、聞いてみ

ました。 

 

【会長】 

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

の方は挙手願います。 

（委員挙手） 

全員賛成ですので､記載の評価に決定します。 

 

次に､⑥市民ひとり１スポーツの推進 について説明願います。（57～60ページ） 

 

【事務局】事務局説明 

⑥市民ひとり１スポーツの推進 

(1)市民体育大会 

(2)スポーツ推進委員協議会の育成 

(3)総合型地域スポーツクラブ 

(4)スポーツ講演会 

【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。 

 

【委員】 

(1)市民体育大会ですが点検評価のところの、新幹線開業の機運が高まるような種目という

のは。 

【委員】 

新幹線でＧＯ！です。 

 

【委員】 

58ページのニュースポーツのスティックリング、ワンバウンドふらばーるバレーというの

はどういうものなのですか。 

 

【委員】 

スティックリングというのは屋内で出来るような、カーリングのようなものです。スティ

ックを使ってゴルフみたいにやるものです。15メートル先の輪に２回やって最高の得点を争

うものです。道具につきましては、大布施、三日市、若栗、荻生地区にありまして、楽しん
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でおられる方がおいでになります。ワンバウンドふらばーるバレーは、室内でバトミントン

コートを使う一種のバレーボールなのですが、三角形の変形したようなボールを使い、来た

ボールは必ずワンバウンドさせてから打ち返さなければならないというものです。 

 

【委員】 

広まりそうですか。 

 

【委員】 

スティックリングは高齢者に人気があるのですけれども、ワンバウンドふらばーるバレー

はノーバウンドで触ってはいけないので、バレーボール経験者だとついそのまま触ってしま

うようでして、なかなか難しいようです。 

 

【委員】 

スポーツ講演会ですが非常にタイムリーで好評でした。これまでのハーフからフルマラソ

ンにするというタイミングでしたので。また、講演内容も、どの様に走れば良いのかなど、

講演料の割には非常に中身のある効果的な内容でした。私とすれば是非ＡＡだと思います。 

 

【委員】 

好評だったからＡＡにすると、講師の評価になってしまう可能性もありますね。 

 

【委員】 

取り組んだ姿勢、タイミングが良いということです。新幹線来るぞ、金さんも来るぞと。 

 

【委員】 

希望なのですけれども 57ページのところで、私はソフトボールをしておりまして、３週間

前から練習を始めて大会に臨むのですけれども、雨が降ると中止になるものですから、がっ

くりくるのですね。屋外でのスポーツに関しては雨が降ったら中止というのがあるので、万

が一雨が降ったら２週間後のとある日にするとか、天候に左右されるものについては予備日

を設けていただけるとうれしいです。 

 

【委員】 

昔はそういう意見もあって、予備日を設けていた時期もあるのですけれども、場合によっ

ては、毎週毎週順延になると、審判の手配も選手も毎週毎週日程を確保しておかなければな

らなくなるという意見もありまして、集中開催というふうになった経緯があります。どの方

法が良いかには正解はないのですが。 

 

【委員】 

女子がソフトボールをやるにあたり、人数集めが大変なのです。一週間前から練習するこ

とがもう大変で、ご飯の支度すべて終えて、テニスとソフトをかねてやっていましたので、

分かるのです。試合が出来れば良いのですけれども、出来ないとどうしても時間をやりくり

した苦労やせっかく練習したのにと思うものですから。 

 

【委員】 

競技会では、今年はどのようにするかを決めておりますが、じゃあ、予備日としてこうし

ましょうということで、最初から設定するのは可能ではあるかと思います。ただ、役員の方々

もなかなか忙しいと思います。 
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【会長】 

陸上競技とか、他の競技も含めると今言われたように複数出場される方もいるのですけれ

ども、全体の延べ人数でどれくらい参加しているものでしょうか。 

 

【委員】 

陸上競技だけで２千人くらいいますからね。失敬ですけれどもこれだけの大イベントなの

に、スポーツ愛好家が一同に寄り添って楽しく感動を得る一大イベントを（２）（３）は分か

らないのですが、ＡＡくらいの価値があるのではないですか。私は個人的には思います。市

民体育大会に全部参加することは難しいけれども、これだけの人達が参加して、しかもトラ

ブルなくやっているのにＡじゃ、何となくＡＡのような気持ちがあるのですけれども。それ

はまた皆さんで解決していただけたらいいのかなと思います。 

 

【会長】 

ほかに質問等ありませんか。ないようですので、(1)市民体育大会の評価について採決しま

す。記載のとおりの評価に賛成の方は挙手願います。 

（委員挙手） 

全員賛成ですので､記載の評価に決定します。 

(2)スポーツ推進委員協議会の育成について記載の評価に賛成の方は挙手願います。 

（委員挙手） 

全員賛成ですので､記載の評価に決定します。 

(3)総合型地域スポーツクラブについて記載のとおりの評価に賛成の方は挙手願います。 

（委員挙手） 

全員賛成ですので､記載の評価に決定します。 

(4)スポーツ講演会について記載のとおりの評価に賛成の方は挙手願います。 

（委員挙手） 

賛成多数でありますので､記載の評価に決定します。 

 

次に､⑦スポーツ施設の整備・充実 ⑧競技力の向上 について説明願います。 

（61～64ページ） 

【事務局】事務局説明 

⑦スポーツ施設の整備・充実 

(1)スポーツ施設の整備・充実 

⑧競技力の向上 

(1)優秀スポーツクラブ育成補助 

(2)出場派遣費・激励費 

(3)選手強化 

【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。 

 

【委員】 

質問ではないのですが、出場派遣費を中学生等に多く支給していただいており、大変助か

っております。これが無いと手出しになる訳でして、これからも是非継続していただきたい

です。 
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【会長】 

ほかに質問等ありませんか。 

では、評価について採決します。記載の評価に賛成の方は挙手願います。 

（委員挙手） 

全員賛成ですので､記載の評価に決定します。 

 

次に､⑨スポーツを通じた地域振興 について説明願います。（65～67ページ） 

【事務局】事務局説明 

⑨スポーツを通じた地域振興 

(1)カーター記念黒部名水ロードレース 

(2)Ｖチャレンジリーグ黒部大会 

(3)国体記念アーチェリー大会 

【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。 

 

【委員】 

質問ではないのですが、カーター記念黒部名水ロードレースでは、私達女性団体は豚汁を

振舞っておりました。そのときに、高校生の皆さんにもスタッフとして手伝っていただいた

のですが、皆さん本当に活躍していただいて感謝しております。はじめは、恥ずかしさもあ

り、なかなか大きな声が出せない状態でしたが、だんだんと慣れていくうちに「ご苦労様で

す。」、「また来年も来てくださいね。」と、元気に大きな声で言える様になりました。あの姿

を見ますと、本当にこちらも勇気付けられますし、大人も子どもたちも、皆が一緒になって

マラソンを支えているという一体感が感じられ、大変良かったと思っております。 

 

【委員】 

意見なのですけれども、毎回言っているのですけれども要望です。最後の国体記念アーチ

ェリー大会なのですが、せっかく全国から黒部にいらっしゃるのですから毎年 25万円では、

アーチェリーの競技の用品が高いので何とかならないのかなという思いであります。 

 

【委員】 

姪っ子がカーター記念マラソンに参加させてもらったのですが、当日は、暑くてしんどか

ったと言っていました。途中でお水が霧のように出るシャワーがあるのですか。 

 

【委員】 

今回は最後の１箇所でした。他のか所でも可能か検討しているところです。 

 

【委員】 

それと、コースの中で両脇に樹があるところを走っていくような感じのところがあったら

いいなと思うのですけれども、村椿の荒俣の海岸のほうに行ったけど暑くて、暑くてと言っ

ておりましたけど、黒部には山奥のイメージがあるのですけれども海岸を走っていただくの

も大切なのかなと思います。また考えてみてください。 

 

【事務局】 

来年度は５箇所のコース変更を予定しております。１つ目は、三日市の市街地を通り新庁

舎の前の道を走るということ、２つ目は、宇奈月は河川敷の方に行っていたのですけれども、

市立図書館宇奈月館や宇奈月中学校のあたりを走るようにしたこと、３つ目は、ＹＫＫの荻
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生工場の中ほどですが狭いということもありまして、黒部川の河川敷の方に移したこと、４

つ目は、出島地内では河川敷を下がってくるようにしたということ、最後に、生地地区で一

部狭いところがあったのですが、10キロと同じようなコースを通るということです。来年１

万人になるということでランナーの安全確保を図るため、全体的に狭いところを避けたとい

うことです。 

 

【委員】 

あとは皆さんのサービスとか応援で盛り上げていただければ。 

 

【会長】 

来年は、非常に走りやすいコースになっていると聞いています。今回の経験から見ると選

手にとって応援はとても力強く思えたように思います。特に沓掛地内は、スタートから 30

キロメートルを超えており、選手にとっては大変疲れている時間帯、場所であります。私た

ちの声援は、選手にとって大きな励みになったと思っております。来年度のコースは、宇奈

月地区の折り返しからずっと黒部川沿いに走ることとなります。従って、今年よりも全般的

に住宅地からより遠くなりますので、応援者が少なくなることが予想されます。振興会等を

通じて地域の人たちに応援に来てくれるよう啓蒙が必要であると考えております。特に、若

栗、荻生、大布施、村椿に住んでおられる方々に応援に来ていただけるよう声をかけられた

ら良いと思いますので、よろしくお願いします。 

 

【委員】 

そのとおりです。 

 

【会長】 

ほかに質問等ありませんか。 

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

（委員挙手） 

全員賛成ですので､記載の評価に決定します。以上で協議事項を終了します。 

みなさん、これにて、全事業の点検・評価が終了いたしました。前回から今回までを通じ

まして何かありますでしょうか。ないようでありますので、事務局からお知らせがあります。 

 

【事務局】 

（「点検・評価報告書」について、今後のスケジュールなど説明） 

 

【会長】 

それでは、これをもちまして、平成 26年度教育委員会事務の点検･評価の審議を終了させ

ていただきます。委員の皆様方には２日間にわたり真摯に取り組んでいただき、円滑に運営

することができました。誠にありがとうございました。また、事務局の皆様には各事業にし

っかりと取り組まれておりますが、今後、一層の充実を図っていただきたいと願っています。

終わりに黒部市教育委員会のますますのご発展とご協力を賜りました委員各位に対し、感謝

を申し上げ、終了に当たっての挨拶とします。ありがとうございました。 

 

終了 午後８時 36分 


