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Ⅰ 平成 28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 26 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 27年度中に教育委員会で実施した事務事業 

 

３ 点検・評価の方法 

 

（１）自己点検・評価基準 

「平成 27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、成果が少なかった。 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）教育振興協議会への諮問 

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28年４月1日～平成30年３月 31日） 

役職 氏 名 選出団体等 

会 長 能 登 政 雄 黒部市自治振興会連絡協議会 

副会長 白 川 正 秋 黒部市体育協会 

委 員 植 木 眞 人 黒部商工会議所 

委 員 石 川 春 樹 黒部市社会教育委員 

委 員 細 野 義 隆 黒部市農業協同組合 

委 員 中 野 得 雄 黒部市ＰＴＡ連絡協議会 

委 員 岩 井 芳 生 黒部市小学校長会 

委 員 尾 村 国 昭 黒部市中学校長会 

委 員 中 西 由美子 公募委員 

委 員 東 山   正 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 23日 

７月 22日 

８月 25日 

８月 31日 

９月 15日 

９月 26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９月定例会（報告書内容の決定） 

学識経験者等の意見追加（報告書完成） 

黒部市議会議（12月定例会）に報告、公表（窓口閲覧、ホームページ等） 

 

（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27年度） 

点検・評価の対象年度 

当該年度（平成28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 教育委員会の運営状況 

 
１ 教育委員会及び行政組織 

（１）教育委員会（平成28年３月31日現在） 
職 名 氏 名 年齢 性別 任期 備 考 

委員長 村 田 聖 士 46 男 H24. 5.10～H28. 5. 9 保護者委員 

委員長職務代理者 大 丸 勝 男 55 男 H25. 5.10～H29. 5. 9  

委 員 水 野 惠 子 62 女 H26. 5.10～H30. 5. 9  

委 員 川 崎 正 美 47 女 H27. 5.10～H31. 5. 9 保護者委員 

教育長 能 澤 雄 二 62 男 H26. 5.10～H30. 5. 9  

 

（２）行政組織（教育委員会事務局） 

（平成28年３月 31日現在） 

■教育長 □教育部長 

◎学校教育課 ―――――― 

    ｜ 

◇学校教育班 ―――― 

○庶務係 

○施設係 

○学校教育係 

   

・10小学校（生地、たかせ、石田、村椿、中央 

三日市、前沢、荻生、若栗、宇奈月） 

・４中学校（鷹施、高志野、桜井、宇奈月） 

  

◎生涯学習課 ―――――― 

    ｜ 

    ｜ 

◇ジオパーク推進班―― 

◇社会教育班 

○生涯学習係 

○女性青少年係 

○文化係 

○ジオパーク推進係 

 

   

・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 

・勤労青少年ホーム 

・ふれあい交流館 

  
◎スポーツ課 ―――――― 

◇フルマラソン推進班―― 

○スポーツ推進係 

○フルマラソン推進係 

   

・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 

・林業者等スポーツ研修館 

  
◎図書館 ―――――――― 

◇図書館構想推進班―― 

○奉仕係 

○図書館構想推進係 

  ◎学校給食センター ――― ○庶務係 

  ◎教育センター  

(市民生活部長) 

 
◎こども支援課 

◇保育所・幼稚園班―― 
 

○保育所係 

・さくら幼稚園、生地こども園、石田こども園 
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２ 会議開催経過等（平成 27年４月１日～平成28年３月31日） 

（１）教育委員会議 

①定例会 12回（毎月）、②臨時会 ２回（４月、５月） 
 会議名 開催日時  会議名 開催日時 

１ ４月定例会 平成 27年４月 21日(火) ８ ９月定例会 平成 27年 ９月 25日(金) 

２ ４月臨時会 平成 27年４月 26日(日) ９ 10月定例会 平成 27年 10月 28日(水) 

３ ５月臨時会 平成 27年５月 11日(月) 10 11月定例会 平成 27年 11月 26日(木) 

４ ５月定例会 平成 27年５月 26日(火) 11 12月定例会 平成 27年 12月 22日(火) 

５ ６月定例会 平成 27年６月 26日(金) 12 １月定例会 平成 28年 １月 26日(火) 

６ ７月定例会 平成 27年７月 24日(金) 13 ２月定例会 平成 28年 ２月 25日(木) 

７ ８月定例会 平成 27年８月 27日(木) 14 ３月定例会 平成 28年 ３月 25日(金) 

 

（２）審議事項等 

【議案 30件】 

件 会議名 議案番号・議案名 

１ ４月定例会 議案第 14号 黒部市社会教育委員の委嘱 

２  議案第 15号 黒部市中央公民館運営審議会委員の委嘱 

３  議案第 16号 黒部市図書館協議会委員の任命 

４  議案第 17号 黒部市美術館運営審議会委員の任命 

５ ４月臨時会 議案第 18号 黒部市立前沢小学校及び三日市小学校の統合小学校の校名 

６ ７月定例会 議案第 19号 平成28年度使用黒部市中学校用教科用図書の採択 

７ ９月定例会 議案第 20号 黒部市教育委員会行政組織規則の一部改正 

８  議案第 21号 平成26年度黒部市教育委員会事務の点検・評価 

９ 11月定例会 議案第 22号 黒部市立小中学校通学区域設定規則の一部改正 

10  議案第 23号 黒部市スクールバス等運行管理規程の一部改正 

11  議案第 24号 黒部市公営施設使用の個人演説会開催のため候補者が納付すべき費用についての一部改正 

12  議案第 25号 平成28年度黒部市立幼稚園の収容定員 

13 12月定例会 議案第 26号 黒部市奨学資金規則の一部改正 

14 １月定例会 議案第１号 黒部市文化財保護条例に基づく文化財の指定 

15  議案第２号 平成27年度黒部市教育文化表彰被表彰者（優良教員等）の決定 

16  議案第３号 平成27年度黒部市教育文化表彰被表彰者（優良生徒）の決定 

17  議案第４号 平成27年度黒部市教育文化表彰被表彰者（社会教育関係）の決定 

18  議案第５号 平成27年度黒部市教育文化表彰被表彰者（スポーツ関係）の決定 

19  議案第６号 平成27年度黒部市伝承芸能・伝統技術士の認定 

20 ２月定例会 議案第７号 平成28年度黒部市教育の方針 

21 ３月定例会 議案第８号 黒部市教育員会行政組織規則の一部改正 

22  議案第９号 黒部市教育委員会教育長に対する事務委任規則の一部改正 

23  議案第10号 黒部市学校給食事務取扱規程の一部改正 

24  議案第 11号 黒部市社会教育委員の委嘱 

25  議案第 12号 黒部市中央公民館運営審議会委員の委嘱 

26  議案第 13号 黒部市公民館長の任命 

27  議案第 14号 黒部市図書館協議会委員の任命 

28  議案第 15号 黒部市文化財保護審議会委員の委嘱 

29  議案第 16号 黒部市美術館運営審議会委員の委嘱 

30  議案第 17号 黒部市歴史民俗資料館運営委員会委員の委嘱 
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【協議 ９件】 

件 会議名 件 名 

１ ７月定例会 総合教育会議について 

２ ８月定例会 平成27年度教育委員会事務の点検・評価（平成26年度事業分）の概要 

３ 10月定例会 黒部市教育大綱（案）について 

４ 11月定例会 平成28年度予算要求の概要 

５  黒部市教育大綱（案）について 

６ 12月定例会 黒部市教育大綱（案）について 

７ １月定例会 平成28年度黒部市教育の方針（案） 

８  黒部市教育大綱（案）について 

９  平成28年度学校給食費（案） 

 

【報告 40件】 

件 会議名 件 名 

1～12 毎月 各課等の事業報告（経過・予定） 

13 ４月定例会 黒部市教育振興協議会委員の委嘱 

14  黒部国際化教育推進協議会委員の委嘱 

15  黒部市教育支援委員会委員の委嘱 

16  黒部市学校評議員の委嘱 

17 ５月定例会 黒部市学校評議員の委嘱（再報告） 

18 ６月定例会 黒部市教育振興協議会委員の委嘱（委員交替） 

19  平成28年度国県に対する重要要望事業（教育委員会関係） 

20  黒部市議会６月定例会一般質問・答弁要旨（教育委員会関係） 

21 ８月定例会 新市施行10周年記念特別表彰、平成27年度黒部市自治功労及び一般功労表彰 

22  平成27年度黒部市一般会計９月補正予算の概要（教育委員会関係） 

23  桜井小学校校歌（中間報告） 

24 ９月定例会 黒部市議会９月定例会一般質問・答弁要旨（教育委員会関係） 

25  黒部市吉田科学館プラネタリウム機器等更新工事請負契約の締結 

26  平成28年度保育所・こども園・幼稚園の入所受付 

27 11月定例会 平成27年度黒部市一般会計12月補正予算の概要（教育委員会関係） 

28  桜井小学校校歌（中間報告） 

29 12月定例会 黒部市議会12月定例会一般質問・答弁要旨（教育委員会関係） 

30  桜井小学校校歌（完成報告） 

31 １月定例会 平成27年度就学通知の発送等について 

32 ２月定例会 平成28年度黒部市学校給食費について 

33  黒部市就学援助要綱の一部改正 

34  平成28年度黒部市一般会計予算（案）の概要（教育委員会関係） 

35  平成27年度黒部市一般会計３月補正予算の概要（教育委員会関係） 

36 ３月定例会 黒部市奨学生定住支援補助金交付要綱の制定 

37  黒部市教育委員会臨時職員等の給与に関する要綱の制定 

38  黒部市遠距離通学費補助金交付要綱の一部改正 

39  黒部市議会３月定例会一般質問・答弁要旨（教育委員会関係） 

40  三陟ファンヨンジョ国際マラソン大会選手団の派遣 
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３ 平成 27年度黒部市教育の方針 
 

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。 
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○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。 

(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、魅力的で実践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、互いに尊重し合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 ～ 
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○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。 

 

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、老朽施設の改築や改修、小・中学校施設の空調化の計

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。 
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(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 ～  

○青少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

の連携のもとに青少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。 

 

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を目指す取組を継続する。 

 

⑥市民ひとり１スポーツの推進 
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(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、新幹線の開業を契機として更なる地域の活性化を図る。 

  



 11 
 

Ⅲ 点検・評価の結果 
 

教育委員会の事務事業の執行状況（個別事業シート一覧） 
 
（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 [40P] 

(1)親子での体験事業 [12Ｐ] (2)桜井中学校新築事業 [41P] 

(2)成人式の開催 [13P] (3)高志野中学校体育館改築事業 [42P]  

②地域 (4)小中学校再編（適正規模の実現） [43P] 

(1)放課後子ども教室推進事業 [14P]  

 （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 [44P] 

(1)学校評価の取り組み [15P) (2)生涯学習フェスティバル開催事業 [45P] 

(2)幼・保・小・中学校の連携 [16P] (3)市民大学講座・市民カレッジ事業 [46P] 

(3)適応指導教室（ほっとスペース）事業 [17P] (4)読書普及事業 [47P] 

(4)奨学資金貸付・給付事業 [18P] (5)図書団体貸出事業 [48P] 

(5)就学援助事業 [19P] ②青少年の健全育成 

(6)幼稚園教育の充実 [20P] (1)青少年育成市民会議助成事業 [49P] 

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 [21P] (1)男女共同参画活動の推進 [50P] 

(2)教職員研修・研究委員会・研究指定校 [22P] (2)配偶者等暴力被害者相談事業 [51P] 

(3)学校訪問 [23P] (3)女性団体の育成 [52P] 

③国際化教育 (4)婚活事業 [53P] 

(1)英会話科の実施 [24P] ④市民文化活動の推進 

(2)英語サマーキャンプ [25P] (1)黒部市芸術祭 [54P] 

(3)姉妹都市交流研修事業 [26P] (2)芸術文化活動団体助成 [55P] 

(4)帰国児童生徒等教育 [27P] (3)詩の道句集事業 [56P] 

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 [28P] (1)伝統文化の保存伝承 [57P] 

⑤心の教育 (2)埋蔵文化財の発掘調査 [58P] 

(1)豊かな体験活動推進事業 [29P] (3)立山黒部ジオパーク事業 [59P] 

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 [30P] (1)市民体育大会 [60P] 

(2)情報教育 [31P] (2)スポーツ推進委員協議会の育成 [61P] 

⑦キャリア教育 (3)総合型地域スポーツクラブ [62P] 

(1)１４歳の挑戦事業 [32P] (4)スポーツ講演会 [63P] 

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 [33P] (1)スポーツ施設の整備・充実 [64P] 

(2)体力つくり・「全国体力・運動能力、運動習慣等調査 [34P] ⑧競技力の向上 

(3)スポーツエキスパート派遣事業 [35P] (1)優秀スポーツクラブ育成補助 [65P] 

(4)給食センターの衛生管理､調理･洗浄業務､給食配送業務 [36P] (2)出場派遣費・激励費 [66P] 

⑨安全 (3)選手強化 [67P] 

(1)安全管理 [37P] 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） [38P] (1)カーター記念黒部名水ロードレース [68P] 

(3)ＡＥＤ管理事業 [39P] (2)Ｖチャレンジリーグ黒部大会 [69P] 

 (3)国体記念アーチェリー大会 [70P] 
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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。  

・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) 

担当課等 生涯学習課 生涯学習係・女性青少年係 

事 業 費 

実績 計(千円) （国費） （県費） (その他) （一般財源） 

Ｈ26 300  300   

Ｈ27 350  350   

趣 旨 等 

（本来の目標・目的・対象・意図） 

地域の自然を体験学習することを通して、ふるさとを知る教育や家庭での親子の

絆、地域の絆の深化を図る。 

実績・成果 

（数値を用いて具体的に、前年等とも比較） 

小学生を対象に公民館において高志の国探検事業（中央公民館、田家公民館、若栗

公民館、音沢公民館、内山公民館、下立公民館、浦山公民館の７拠点で実施）を実施

した。 

とちの実クッキング、陶芸教室、稚魚放流、蛍の幼虫放流体験、そば教室（栽培

からそば打ちまで）、ふるさと歴史探検マップ作り等を地域性豊かな体験メニューを

充実させた結果、受講者数が前年比211％となった。 

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 

Ｈ26 22回 812人 

Ｈ27 32回 1,717人 
・ 

点検・評価 

総合評価 ＡＡ（前年評価  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） 
県公民館連合会からの委託事業として実施しているもので、27 年度は受講者数が倍増

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。 

 

課題・改善 

旧宇奈月町エリアでの実施が多くなっている中、旧黒部市エリアでの実施も促し、

参加しやすい体制を進めていく。 

親子自然体験教室としてのニーズは高く、募集開始後、定員となる人気教室もあり、

今後も求められるニーズに対応した各種体験教室となるよう、しっかりとしたマーケ

ティングを行っていきたい。 

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 生涯学習課 女性青少年係 

事 業 費 

実績 計(千円) 国費 県費 その他 一般財源 

Ｈ26 689   688 1 

Ｈ27 707   706 1 

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 

 

 

 

 

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、交通安全宣言署名運動に取り組んだ。 

年度 成人者数 参加人数 参加率 

Ｈ26 401人 338人 84.3％ 

Ｈ27 405人 359人 88.7％ 

点検・評価 

総合評価  Ａ （前年評価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に努めたが応募が少なく委員に友人を

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 生涯学習課 女性青少年係 

事  業  費 

実績 計(千円) 国費 県費 その他 一般財源 

Ｈ26 1,068 356 356  356 

Ｈ27 1,602 534 534  534 

趣  旨  等 

（本来の目標・目的・対象・意図） 

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

育力が低下し、地域ぐるみの子育てが重要視されている。 

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

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

される環境づくりを推進していく。 

実績・成果 

（数値を用いて具体的に、前年等とも比較） 

黒部市内９校区（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 

Ｈ26 9校区 142回 2,833人 355人 

Ｈ27 9校区 167回 3,421人 450人 

 ・ 

点検・評価 

総合評価  Ａ（前年評価  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） 

地域の特色を活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、地域文化の継承に

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・生徒や地域の実態等に応じた教育課程の編成と創意工夫あ

る教育活動を推進する。 

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

ため、家庭や地域との連携を深める。 

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

験等を通して相互の交流を深める。 
 

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 

Ｈ26 0    0 

Ｈ27 0    0 

趣  旨  等 

（本来の目標・目的・対象・意図） 
【学校運営の評価】 

学校の教育目標の実現に向けて、創意工夫を生かした特色ある学校づくりに努めるため、学

校運営や教育活動をＰＤＣＡサイクルで定期的・総合的に評価し、成果と課題を明確にし、さ

らなる改善・向上を目指す。 

【アクションプラン】 

各校の実態に応じて、教育目標との統一性、一貫性のある重点及び数値目標を、主として知

育・徳育・体育の３部門で作成する。達成状況を適宜公表し、家庭や地域社会の信頼に応える

学校づくりを目指す。 

【学校評議員制度】 

平成 19 年４月に黒部市学校評議員規程を設けて実施している。校長の推薦を基に、各校に

５～８名の学校評議員を委嘱している。必要に応じて年に３回程度の学校評議員会を開催し、

教育活動の評価（児童生徒、保護者、教職員）を公表し、学校評議員の意見を拝聴し、学校評

価（外部評価）の一助とする。 

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、各校で多少相違はあるが、各種教育活動に

に関する評価を児童生徒、保護者、教職員の三者にアンケート形式で実施し、その結果を分析・

集約したものが多い。総括については学校評議員会や学校だより、ＨＰ等で公表している。 

また、教職員の自己申告・自己評価（校長へ提出）も実施している。９月に中間評価を行い、

２月に年度の最終評価を実施している。校長の自己申告・自己評価は、27年度も教育長への報

告事項とした。 

【アクションプラン】 

重点目標は、家庭学習の充実、挨拶の推進、望ましい生活習慣の育成等が多かった。達成率

から重点目標や具体的な方策、数値目標が適切なものであったかどうか、また教職員の協働体

制が図られているか検証している。 

【学校評議員制度】 

教育活動についての評価を学校評議員へ提示して助言をもらうことにより、日々の教育活動

の成長や課題を多面的に捉えることができた。また、積極的に情報を外部に発信することで、

学校の教育活動に保護者や地域の人々の積極的な協力が得られるとともに、地域の教育資源の

享受ができたりして、地域ぐるみで児童生徒を育成する体制づくりに繋がっている。 

点検・評価 

総合評価  Ａ（前年評価  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 27年度も教育長面談として実施した。前年度の学校評価や教

育活動における成果と課題を分析することで、自校の教育活動のよさや強みを掌握し、学校経

営ビジョンの見直しにも役立った。 

課題・改善 

（具体的な改善内容を記載） 

学習指導要領の趣旨や内容を踏まえ、今後さらに自校のよさや強みを生かした教育課程の編

制に努める。 

今後の方向 
（継続・拡充・縮小・廃止などを判断） 

継続実施する。 
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個別事業名 （２）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 

Ｈ26 0    0 

Ｈ27 0    0 

趣  旨  等 

（本来の目標・目的・対象・意図） 

幼・保・小・中で、研修会、相互参観、幼児観察、連絡会、中学校区別校長懇談会

等の連携事業を企画・実践し、互いの教育の内容や方法に対する理解を深め、発達段

階に応じた指導に生かす。また、一人一人の子供の個性やものの見方や考え方を共有

することで、個に応じた一貫した連続性のある効果的な指導体制や指導方法を見出

し、小1プロブレムや中1ギャップの解消等に役立てる。 

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。 

【互見授業・オープンスクール・出前授業】 

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行った。小学校では、生活科において年長組との交流も行われ

た。また、中学校教員が小学校に出向いて出前授業を行ったり、夏休みに小学生を中

学校に招いてオープンスクールを開催したりしている校区もある。小中学校間の段差

を解消し、９年間の学びを一体のものとした連続的な教育を目指している。（２年目） 

【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

導等について協議することで、子供の実態や地域のニーズに即した共同で歩める取組

を見出している。 

【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

中で一緒に活動する機会を設けている。 

点検・評価 

総合評価  Ａ（前年評価  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） 

互見授業は、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交流が活発に行われた。また、

中学校区別校長懇談会を開催し、学習規律や生活指導等について小中一貫した指導の

実践に取り組むことができた。出前授業やオープンスクールは、特に中学校教員にと

って児童理解に大変役立った。また、小中学校間の教員の交流を促進し、教材研究や

生活指導について共通理解を深めることに繋がった。 

課題・改善 

（具体的な改善内容を記載） 

校区別の教務主任、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さらに拡充していく。発達段階における課題を明確にし、系統的

に整理しながら、学習・生活両面における指導の連携や接続の在り方について教職員

連携を深めていくことが肝要である。 

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 

Ｈ26 2,683    2,683 

Ｈ27 2,658    2,658 

趣  旨  等 

（本来の目標・目的・対象・意図） 

小中学校の不登校児童生徒を適応指導教室「ほっとスペース」（黒部市勤労青少年

ホーム内）において預かり、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、子供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） 

Ｈ26 ６人 187件（74件） 

Ｈ27 ６人 179件（65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。 

 

点検・評価 

総合評価  Ａ（前年評価  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。 

27 年度は、年度の途中で学校へ復帰できた生徒が１名、転校、進学を契機として

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。引き続き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 

Ｈ26 21,960   16,028 5,932 

Ｈ27 19,080   17,492 1,588 

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 採用枠 出願者数 決定者数 

Ｈ26 12人 13人 12人 

Ｈ27 12人 14人 12人 

２ 給付事業 

年度 採用枠 出願者数 決定者数 

Ｈ26 8人 8人 8人 

Ｈ27 8人 12人 8人 

・ 

点検・評価 

総合評価  Ａ（前年評価  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。（H27年度返済者 89人：15,212千円） 

課題・改善 

（具体的な改善内容を記載） 

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 年度から給付枠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、多くの自治体で高校生対象の給付事業を廃止している。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な制度である。 

今後も制度の周知を図りながら、事業を継続していく。 

  

＜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 

Ｈ26 32,396 753  3,769 27,874 

Ｈ27 32,188 1,279  4,099 26,810 

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：児童数（2,150人）＞ 

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) 

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

Ｈ27 
4人 116人 41人 9,265 3,209 4,582 17,056 

対象者合計161人（7.5％）    

 

＜中学校：生徒数（1,156人）＞ 

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) 

Ｈ26 3人 91人 14人 13,042 2,812 - 15,854 

Ｈ27 
2人 84人 17人 12,201 2,931 - 15,132 

対象者合計103人（8.9％）    

 

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（前年評価  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） 

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今後も一定数見込まれる。 

引き続き支援の内容等を検討しながら児童生徒が安心して学習を受けられるよう、学校

や各課と連携を図りながら援助を継続していきたい。 

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 

Ｈ26 10,912 20 82 8,391 2,419 

Ｈ27 11,969 1,238 1,586 5,526 3,619 

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） 

 26年度 27年度 増 減 

幼稚園数 １ 園 １ 園 ― 園 

学 級 数 ５ 級 ５ 級 ― 級 

園 児 数 90 人 83 人 △ 7 人 

決 算 額 10,912千円 11,969千円 1,057千円 

うち管理費 10,042千円 9,120千円 △ 922千円 

うち就学援助費 870千円 2,849千円 1,979千円 

うち大規模改造事業 ― 千円 ― 千円 ― 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27年度 

時 期 申込人数(人) 利用日数 平均利用日数(日) 

夏 季 14 93 6.64 

冬 季 8 18 2.25 

学年末 8 33 4.13 

計 30 144 4.80 
・ 

点検・評価 

総合評価  Ａ（前年評価  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） 

安心、安全、信頼のおける幼稚園運営を目標に、幼稚園指導要領に基づき幼稚園教育に

取り組んでいる。保護者は恵まれた施設、環境にある幼稚園として就園させている。 

安全面に十分配慮し、自主的、自発的な遊びを促す環境構成や援助を工夫し、友達と一

緒に遊ぶこと、生活のリズムを整えること、必要な生活習慣や態度を身に付けるとともに

健康な体づくりや異年齢児や地域の人々との触れ合いを通して、人と関わる力が身に付く

ようにすることなどを重点に園運営を行った。 

なお、教育時間外や夏季等の長期休暇中の預かり保育も就労に関わらず、保護者の必要

に応じて実施している。 

課題・改善 

（具体的な改善内容を記載） 

市内唯一の単独幼稚園施設として、市全域から就園している。核家族（86%）、専業主

婦（79%）、県外からの移住、アパート住まいによる近所づきあいの希薄化などから、地

域との関わりが薄く、園児・保護者の孤立になりかねない。その意味でも、幼稚園がより

どころとなっていくことが必要と考える。 

入園児数が減少傾向にあるなか、市内の単独幼稚園ならではの魅力的な園として、幼稚

園教育の充実を図り、幼児の心身発達を助長し、未就園児親子交流や子育て支援拠点とし

ての役割について、広く周知していくことが大切と考える。 

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 

Ｈ26 0    0 

Ｈ27 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。 

27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

いことが課題であるが、26年度と比べて幅の開きは縮小した。一方、中学校４校で

は、26年度と比べて開きが拡大した。 
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（前年評価  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るとともに、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。 
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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 

Ｈ26 720  700  20 

Ｈ27 335  300  35 

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】 
宇奈月小、桜井中を拠点校として、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：延べ632人） 
<研修会> 
・学級運営研修会２回(53人）・教科指導研修会(30人)・特別支援教育研修会(24人) 
・生徒指導主事等研修会４回(74人）・英会話科指導者研修会３回(160人） 
・いじめ問題にかかる研修会２回(28人)・帰国児童生徒教育研修会(24人） 
・国際理解教育研修会(30人）・体力、運動能力向上研修会(13人） 
・情報教育実技研修会(25人) 
<講演会> 
・指導力向上講演会（73人） 生徒指導講演会（40人） 道徳に関する講演会（58人） 

 
②研究委員会 
◯社会科研究委員会（小学校教諭10人、３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・運営等について協議した。 

 
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（前年評価  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、指導力向上や生徒指導、道徳に関する講演会に

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） 
ミドルリーダーに関する研修会を、平成 29年度より開催できるように考えていき

たい。（拡充） 

  



 23 
 

 

 

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 

Ｈ26 0    0 

Ｈ27 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ながら、県教育委員会の教育指標「一人ひとりを見つ

め、育てる」の具現化を目指し、教育指導と校内研修の一層の充実が図れるように指
導・助言する。 

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及び指導主事が研

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授業を参観

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学校巡回訪問を行った。市教育

センター所長と指導主事は、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した。（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（前年評価  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、魅力的で実践的な教育プロ

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 

Ｈ26 38,021    38,021 

Ｈ27 39,070    39,070 

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） 

英会話科授業への取組は、平成 18年度から特区、21年度からは特例校として、足

掛け 10年となった。小中学校では、概ね年間 35時間（小学１・２年生は 10時間、

中学１年生は 25 時間）、ネイティブスピー

カー（ＡＬＴ）による英会話に接している。 

授業では、単に知識習得だけでなく、習

った英語表現を使い、臆せず会話ができる

ようコミュニケーション能力の育成に力を

入れている。また、最終目標である「ふる

さと黒部を豊かに英語で語れる生徒の育成」の達成に向け、黒部のおすすめスポット

を英語で紹介しピクチャーカードを小学校の授業から積極的に活用するとともに、カ

リキュラム内容に系統性を持たせるなどし、９年間を見通した授業に取り組んでい

る。また、小学校高学年での英語の教科化を見据え、小学校での文字の提示も試みた。 

このほか、英会話科の指導力を向上させるため、ＡＬＴ・英会話講師による定例会

議（研修会）を毎月開催し、互いの授業の視察や課題・改善点について話し合った。 

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％ 
Ｈ27 34.0％ 18.9％ 

点検・評価 

総合評価 ＡＡ（前年評価 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） 

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」などの項目への肯定的な回答をす

る児童生徒が非常に多く外国への興味や英会話に対する意識は高いものになってい

る。また、中学３年生の英検３級以上の取得率は、大きく全国平均を上回っており、

英会話科への取組効果が数値においても示されている。 

課題・改善 

（具体的な改善内容を記載） 

次期学習指導要領では、小学校高学年での英語が教科化され、週２時間程度実施さ

れる予定であり、小学校高学年での英語教育の実施方法及び授業内容について課題が

ある。 

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 

Ｈ26 571   280 291 

Ｈ27 546   255 291 

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。（会場：黒部市ふれあい交流館） 

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 

Ｈ26年度 45 11 56 ６ ７ 

Ｈ27年度 45 6 51 ６ ７ 

Ｈ28年度(予定)   39 13 52 ６ ６ 

２ 実施期間 平成27年 8月 19日（水）～8月21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８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クイズ） 

③英語オリエンテーリング（全ＡＬＴと会話をしサインを集めるゲーム） 

④英語ワークショップ（ＡＬＴと英語を使いながら工作） 

⑤バーベキュー（アメリカの料理を調理） 

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（前年評価  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９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、その一翼を担っている。 

課題・改善 

（具体的な改善内容を記載） 

＜課題＞ 

・指導者間で情報や目標意識に差異が生じている場面があったため、開催前に更に打

合せを行い、情報共有していく必要がある。また、開催中においても、体調不良者等

の情報を全指導者が把握しておける体制を整える必要がある。 

＜改善＞ 

・各活動において、ＡＬＴと参加者がたくさん会話できるよう取り組んだ。そのため

ＡＬＴと参加者が打ち解け、活動以外の場面でもたくさん英会話をしていた。 

・最終日のプレゼンテーション（英語寸劇）の質を年々改善している。27 年度は発

表する内容を童話や昔話にしたことにより、演じている参加者はもちろんのこと、観

覧している参加者や保護者も楽しんで見ることできる発表となった。 

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 

Ｈ26 2,041    2,041 

Ｈ27 1,629    1,629 

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） 

メーコン・ビブ郡から 12 名（学生９名、引率３名）を受け入れた。市内滞在中に

は、ホームステイ（４泊）や高志野中学校や桜井高等学校の訪問などを行った。ホス

トファミリーや訪問校の学生たちは、貴重な体験を通し、異文化理解や英語を含めた

コミュニケーションの能力向上の機会を得ることができた。また、メーコン・ビブ郡

の学生とホストファミリー宅学生の多くは、前回メーコン・ビブ郡訪問時と同じ組み

合わせであったため、再会を喜び、かけがえのない友情を築くことができた。 

 

＜研修概要＞ 

・期 間 平成27年10月２日(金)～10月９日(金)  

・研修地 黒部市内及び東京都内  

・内 容 ホームステイ、学校訪問、市役所表敬訪問、市内内各所の見学など 

・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 

 

＜交流研修実績（生徒数）＞ 

年度 派遣 受入 

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） 

Ｈ27 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5人、女子 4人） 

  

点検・評価 

総合評価  Ａ（前年評価  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） 

ホストファミリーや学校は、訪問した学生に満足してもらおうと、工夫を凝らして

いた。外国人へのおもてなしを実践する貴重な機会であった。またアメリカと日本の

文化の違いを再認識する機会になった。 

訪問した学生は、日本語を全く理解していなかったが、彼らと接した市民たちは、

知っている英単語やジェスチャーなどを用い、黒部の良さを伝えようとコミュニケー

ションを図っていた。外国人とコミュニケーションをとることの楽しさを実感する機

会になった。 

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、この状況を解消する必要がある。 

今後の方向 
（継続・拡充・縮小・廃止などを判断） 

黒部国際化教育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 

Ｈ26 2,128   1,009 1,119 

Ｈ27 2,158   1,009 1,149 

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、一人一人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、一人一人の能力に応じた、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、少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 17人 小学生12人、中学生５人 
35人 

帰国後３年以上 18人 小学生９人、中学生９人 

 

<主な取組事例> 
・サマースクール参加者11人(帰国児童生徒4人､幼児3人、保護者4人) 

・付添指導 64回（中央小6人・43回、宇奈月小2人・21回） 

・保護者会の実施（学校生活等の相談） 2回、17人（1回目4人、2回目13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（前年評価  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 

Ｈ26 11,177    11,177 

Ｈ27 16,202    16,202 

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生徒が在籍する学校に、特別支援教育支援員（スタデ

ィ・メイト）を配置し、ＬＤ（学習障がい）、ＡＤＨＤ（注意欠陥多動性障がい）、高

機能自閉症等を含む障がいのある子どもの学校生活の補助、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） 

支援が必要な児童生徒が、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24人、中学校１校に１人（H26年度小学校10校に21人） 

・スタディ・メイト養成講座受講者（５人） 

・資質向上のためのスタディ・メイト研修会参加者（８人） 

（※養成講座、研修会は富山県主催） 

点検・評価 

総合評価 ＡＡ（前年評価 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。 

平成 27年度は４名の増員と年間勤務時間数の拡充（１人当たり年間 680時間→年

間 800時間）をおこなった。 

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の優先的な配置や人員の選定についても考慮し

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） 

平成 28 年度は２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

学校へ配置することとし、今後も学校のニーズに応じて引き続き拡充していく。 
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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、互いに尊重し合う道

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 

Ｈ26 2,928    2,928 

Ｈ27 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で実施。（※児童生徒数により予算配分） 

［小学校］ 

学校の畑での野菜作りや、学校田での田植えや稲刈り体験を通し、農業の楽しさや

大変さ、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工場見学など、地域住民との交流により、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活力の大切さなどについて学んだ。 

 

［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、農作物の栽培、学校花壇の手入れ、リサイクル活動、地区の清掃活動、人権

集会や合唱コンクールでの全校合唱など、幅広い分野での活動を展開した。 

点検・評価 

総合評価 ＡＡ（前年評価  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 

Ｈ26 3,068    3,068 

Ｈ27 3,069    3,069 

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 

Ｈ26 14 ４人 一部週2回 

Ｈ27 14 ４人 一部週2回 
 

点検・評価 

総合評価  Ｂ（前年評価  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） 

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。増員に向けた 28年度

予算要求をおこなったが、実現できなかった。他市に比べて配置数が少ない状況にあ

り、増員が喫緊の課題である。 

 

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） 

増員に向けた予算及び人員の確保（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 

Ｈ26 42,093    42,093 

Ｈ27 39,209    39,209 

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 

H26 518台 3,333人 6.4人/台 
6.4人/台 3.6人/台 

H27 400 台 3,306人 8.3人/台 

※児童生徒数は、H27.5.1現在（全国平均は、H27.3.1（平成26年度）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 

H26 336台 264人 127.3％ 
113.9％ 100％ 

H27 309台 250人 123.6％ 

※教員数は、H27.5.1現在（全国平均は、H27.3.1 《平成26年度》 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。 

・ＰＣ32台をリプレースした。 

・各小学校に１台タブレット端末を試験的に配備し、視覚的に優位な内容の授業の

検討を始めた。 

 

点検・評価 

総合評価  Ｂ（前年評価  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） 

本市が目標とするＩＣＴ教育での到達水準を明確にし、その達成に向けた施設環境

整備とＩＣＴを効果的に活用した授業を行うための教員への研修をどのように展開

していくのかが大きな課題である。 

また、個人情報保護及びセキュリティ管理に対するコンプライアンスを高めるため

の研修も必要である。 

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、取得した情報の取捨選択できる力の

養成むけ、各方面の取組の検討を進めていく。 
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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 

Ｈ26 1,440  720  720 

Ｈ27 1,560  780  780 

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407人、受入事業所92事業所） 

実施期間：９月28日から10月２日の５日間 

 

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した。 

 

◯生徒への事後アンケートの結果 

・「目標をもって取り組むことができた」（81％） 

・「充実していた」（76％） 

・「自分の生き方を考える良い機会になった」（72％） 

◯保護者への事後アンケートの結果 

・「活動を通して子どもに好ましい変化が見られた」（76％） 

 

点検・評価 

総合評価  Ａ（前年評価  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） 

生徒からは、「社会でのルールやマナーを学べた」「大変さや苦労などを知る機会に

なった」などの意見が挙がり、社会で働くことの大変さを体験する良い機会になった

ことが伺えた。楽しくて充実した５日間だったという意見や、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、生徒の精神的な成長に寄与するこ

とができた。 

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。また、受入事業所が減少傾向にあり、

新規受入について開拓する必要がある。 

今後の方向 

（継続・拡充・縮小・廃止などを判断） 

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 

Ｈ26 0    0 

Ｈ27 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 
Ｈ26 145回／年間 
Ｈ27 164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 

Ｈ26 
（小）99.3％ 
（中）98.4％ 

(小)92.4％ 
(中)96.7％ 

正しく持てる 
90.5％(小のみ) 

Ｈ27 
（小）99.4％ 
（中）98.1％ 

(小)91.9％ 
(中)97.5％ 

正しく持てる 
91.6％(小のみ) 

 

点検・評価 

総合評価  Ａ（前年評価  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、中学生の摂取率が低下した。引き続き食事

の回数についてのみならず、食事の内容についての指導にも努めたい。 

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 

Ｈ26 0    0 

Ｈ27 0    0 

趣  旨  等 

（本来の目標・目的・対象・意図） 

全国や富山県で実施した体力・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、長座体前屈

と立ち幅とび、20ｍシャトルランは小学校５年、中学校２年男女とも全国平均を上回

っていた。一方、握力は中学校２年男子を除き、50ｍ走は小学校５年女子を除いて全

国平均を下回った。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

法を身に付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。 

 

点検・評価 

総合評価  Ａ（前年評価  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。 

 

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。脳の活性化の観点からも、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。平成28年度は若手教員を対象に体育実技研修会を開催する。 
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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 

Ｈ26 1,734  384  1,350 

Ｈ27 1,644  400  1,244 

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 

Ｈ26 ６名 ７名 10名 ６名 29名 

Ｈ27 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、アーチェリー） 

 

※スポーツエキスパートについて 

・教員以外の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する。 

・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（前年評価  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） 

生徒たちにスポーツに親しませながら、健康と体力の増進、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） 

各校のニーズに応じた派遣を継続する。 
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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 

Ｈ26 93,273   20 93,253 

Ｈ27 91,016   38 90,978 

趣 旨 等 

（本来の目標・目的・対象・意図） 

学校給食を通して、「食」について学び考えることで、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、食文化を育む。そのために３中学校、９小学校、１幼

稚園に毎日給食を提供する。(１日約3,300食) 

衛生面については、食器や調理器材等を毎年定期的に更新するなど衛生管理の充実

と食中毒の防止に努め、栄養バランスのとれた安全･安心な給食の提供を目指す。 

調理・洗浄業務については、専門業者に業務を委託し、その専門知識とノウハウを

生かした衛生管理、迅速な調理洗浄に努める。 

配送業務については、毎日決められた時間までに学校へ届ける。 

また、行事等に応じた配送時間の変更に柔軟に対応する。 
 

実績・成果 

（数値を用いて具体的に、前年等とも比較） 

平成 27年度給食実施延日数 202日 延給食数(副食) 626,317食を提供。 

調理室入室の際には、髪の毛を全て帽子で覆い専用白衣・マスクを着用して爪ブラ

シや粘着ローラ、エアシャワーなどを用い、異物の持ち込み防止や衛生管理の徹底が

厳格に行われた。併せて、施設の日常点検や清掃、害虫防除を徹底することで、良好

に衛生管理を行った。 

調理員の体調管理にも留意しながら作業配置に配慮し、食中毒の発生防止に努める

とともに、食材の検収の徹底等により異物の混入事故を抑えるなど安全・安心な給食

を供給した。 

また、全ての学校栄養職員と調理員を対象とした衛生管理研修会を自主開催し、自

己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（前年評価  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） 

食器類等の消耗器材の更新を計画どおり実施し、調理室への異物持ち込み防止が徹

底されるなど衛生的に調理・給食ができた。 

始業前・作業中・作業後の施設及び調理器（特に刃物）点検を徹底し、良好な状態

で運用することができた。 

細菌検査、害虫防除・駆除を確実に実施し、害虫の混入を抑えるとともに食中毒の

発生を防止できた。（副食への害虫混入３件、食中毒 0件） 

調理・洗浄業務を専門業者に委託し、適正なコストで専門のノウハウを生かした調

理・洗浄ができた。 

給食配送業務についても、大きな遅延配送もなく、学校の要望に添う配送時間に対

応した。 
 

課題・改善 

（具体的な改善内容を記載） 

調理、配送委託業者への指示・指導を的確に行うことが必要である。 

施設・設備の適正管理（機器・器材の保守・修繕等） 

 

今後の方向 
（継続・拡充・縮小・廃止などを判断） 

調理･洗浄業務及び配送業務については、５年ごとに委託業者の見直しを行う。 
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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 

Ｈ26 0    0 

Ｈ27 42    42 

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７件発生している。 

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。（※実績額：平成 26年度は在庫で対応した。） 

不審者情報は、速やかに各小中学校に情報提供した。 

<新 1年生防犯ブザー貸与者数>        <防犯ブザー再貸与者数> 

年度 貸与者数  年度 再貸与者数 

Ｈ26 224人  Ｈ26 12人 

Ｈ27 223人  Ｈ27 ０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 

Ｈ26 ５件 １件 ０件 ６件 

Ｈ27 ８件 ２件 ０件 10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（前年評価  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） 

過去には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、不審者情報は学校や保護者だけでなく、公

民館へも周知し、情報の共有化を図った。 

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） 

平成 29 年度からは希望者に対する貸与ではなく、小学校新１年生全員への給付に

変更し、一層の安全管理の徹底に努める予定。 
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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 

Ｈ26 20,776 990   19,786 

Ｈ27 25,764 4,709   21,055 

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） 42人 

 鏡野・上田家野 冬期 ｼﾞｬﾝﾎﾞタクシー 8人 

前沢小学校 高速道路山側 通年 マイクロ（借上） 18人 

宇奈月小学校 愛本 通年 中型（市有） 15人 

 下立１区 通年 マイクロ（市有） 8人 

鷹施中学校 東布施 通年 大型（市有） 31人 

宇奈月中学校 愛本 冬期 マイクロ（市有） 17人 

※通年： 4/1～3/31（概ね小学校4km超、中学校6km超） 

※冬期：12/1～3/31（概ね小学校2km超、中学校3km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 10人 

 音沢駅・内山駅   〃 通年 全額 8・7人 

 下立駅・栃屋駅   〃 冬期 1/2 11・31人 

宇奈月中学校 宇奈月温泉駅 →下立駅 通年 全額 5人 

・ 

点検・評価 

総合評価  Ａ（前年評価  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、たかせ小スク

ールバスについて、市有バスによる運行に移行が必要。他の市所有バスの乗車可能人

数や運行エリア、利用児童生徒数を考慮のうえ、全体の運行委託を見直す必要がある。 

・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 

Ｈ26 805    805 

Ｈ27 961    961 

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） 

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27年度は14校中 14校で実施した。 

点検・評価 

総合評価  Ａ（前年評価  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） 

滞りなく定期点検をおこなった。 

全小中学校において、ＡＥＤ講習会をおこなった。 

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、老朽施設の改築や改修、小・中学校

施設の空調化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 

Ｈ26 202,156 94,248  107,600 308 

Ｈ27 6,988    6,988 

趣  旨  等 

（本来の目標・目的・対象・意図） 

経年劣化にともなう施設の老朽化に対応するため大規模改造を行い、学習環境の改

善を図る。 

 

実績・成果 

（数値を用いて具体的に、前年等とも比較） 

９小学校施設の冷房化を推進するため、空調設備設置工事実施設計の業務を実施し

た。 

 

 

点検・評価 

総合評価  Ａ（前年評価  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） 
各学校の普通教室、特別教室に空調設備を設置するため必要のある教室の調査を行っ

た。設計業務の委託業者と密接な打合せを行い、必要な機種、設置個所の選定を行い、実

施設計業務を完了することが出来た。 

 

 

課題・改善 

（具体的な改善内容を記載） 

工事の着工にあたっては夏休み中に集中して行う工事であることから、7月までの

着工に遅れることなく入札事務等を進めたい。 

 

 

今後の方向 

（継続・拡充・縮小・廃止などを判断） 

平成 28年度において小学校４校、平成29年度において小学校５校の２か年で市内

全小学校の空調設備設置工事を完工したい。 

（平成28年度 生地、たかせ、石田、中央） 

（平成29年度 村椿、桜井、荻生、若栗、宇奈月） 

また、中学校の空調化は統合により32年度から2校となるので、「桜井・宇奈月統

合中学校」は校舎新築工事で、「高志野・鷹施統合中学校」は大規模改修工事で空調

設備の設置を進める。 

 

  



 41 
 

 

 

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 

Ｈ26 96,553   64,780 31,773 

Ｈ27 167,899 55,296  111,900 703 

趣  旨  等 

（本来の目標・目的・対象・意図） 

昭和 36年に建築された校舎は老朽化が激しく、機能面の低下も深刻な状態にある。

桜井中学校の校舎新築工事を早期に完了し、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） 

地元、ＰＴＡ関係団体等へ説明会を行い工事への協力をお願いした。また工事着手

にあたっては諸課題の整理・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、工事が円滑に行えるよう十分に協議を行った。９月の着工から、

鋭意工事に取り組んでいる。 

 

点検・評価 

総合評価  Ａ（前年評価  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） 

基礎工事の際は工事規定に定められた地耐力が確保されているか詳細に確認を行

うなど適切な工事監理に努め、現在まで工事は順調に進捗している。 
 

課題・改善 

（具体的な改善内容を記載） 

完成目標の平成 32 年４月に向け、遅れることなく工事を進める必要がある。校舎

新築事業を含めた統合中学校整備事業は複数年にわたる大型事業で、29年７月の「校

舎完成後」、引き続き「旧校舎解体工事」、「新体育館建設工事」、「旧体育館解体工事」、

「グラウンド整備工事」と、様々な課題の整理・調整を行いながら計画的に工事を進

めて行く必要がある。 

 

今後の方向 

（継続・拡充・縮小・廃止などを判断） 

副市長を会長とし、教育長、部課長において組織する「黒部市小中学校統合対策検

討委員会」において桜井中学校周辺整備の課題について庁内横断的に協議を行ってい

る。それぞれの担当部署において、駅舎問題や歩道設置について調査検討し、統合の

32年度までに整備を行うよう取り組みを進める。 
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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 

Ｈ26 111,709 12,446  98,600 663 

Ｈ27 634,297 112,989  307,500 213,808 

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） 

現場事務所における定例打合せのほか、随時打ち合わせを実施し遅滞なく工事を進

め、計画通りに工事が完工（12月）した。 

 

点検・評価 

総合評価  Ａ（前年評価  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） 

高志野中学校体育館工事では、市内で初めてとなるランニング走路が設置されるた

め、その運用方法を調査する先進地視察を行なった。成果として「一方通行サイン」

や「カーブミラー」の取り付けを行い、安全性を確保することができた。また、倉庫

などの目に触れない部分の内装は仕上げ材の設置を省くことや、同一素材の製品では

なるべく安価なものを選択するなど工夫を行い、増額変更をすることなく工事を完工

することができた。 

 

 

課題・改善 

（具体的な改善内容を記載） 

今後、既存体育館跡地の整備計画について、32 年の統合を見据えた利用しやすい

施設となるよう計画を策定する必要がある。 

 

 

今後の方向 

（継続・拡充・縮小・廃止などを判断） 

鷹施中学校との統合に向け、先行して統合体育館の新築工事に取り組んだ。 

今後は校舎の大規模改修を 32年度の統合までに完了するよう計画を進めていく。 

 

 

 

  



 43 
 

 

 

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 

Ｈ26 2    2 

Ｈ27 6,920    6,920 

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25～29年度（小学校再編：東布施・田家、前沢・三日市） 

＊後期計画：平成30～34年度（中学校再編：宇奈月・桜井、鷹施・高志野） 

＊将来構想：平成35～39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（統合）について 

〔黒部市立前沢･三日市小学校統合準備委員会、専門部会〕･･･Ｈ28.1.28解散 

 会議回 協議内容・決定事項 

準備委員会 第３～４回 部会決定事項の承認、住民周知「だより発行（３～４号」 

総務部会 第５回 校章、校歌（詞：上田洋一/曲：間部栄司）の決定 

生活部会 第11～14回 体操服（保護者投票）、制服の決定（校章入り） 

組織部会 第４～６回 ＰＴＡ会則、実施行事の決定 

※閉校式：3/5(土)前沢小、3/6(日)三日市小 

 

２.中学校再編（統合）について 

H27.7. 8 

・市ＰＴＡ連絡協議会にて説明 

（職員出前講座開催申込依頼） 

H27.9.25 

・市自治振興会長会議にて説明 

（職員出前講座開催申込依頼） 

 ≪「職員出前講座」の開催経過≫ 

 小中学校ＰＴＡ 地区自治振興会 

 桜井中 27/08/26 田家 27/10/14 

 宇奈月小 27/09/17 大布施 27/10/27 

 生地小 27/09/29 愛本 27/11/18 

 石田小 27/09/30 下立 28/02/04 

 たかせ小 27/10/14 浦山 28/02/24 

 高志野中 27/11/13 三日市 28/03/01 

   石田 28/03/18 
・ 

点検・評価 

総合評価  Ａ（前年評価 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） 

・小学校統合（前沢・三日市）は、２年にわたる協議が整い統合準備委員会を解散し

た。統合に伴う、予算措置及び両校閉校式を無事終え、学校再編の前期計画は完了し

た。中学校再編では、統合５年前となり、全小中学校・自治振興会を対象に職員出前

講座を開催し、平成32年の統合に向けた住民周知及び対策協議を本格開始した。 

課題・改善 

（具体的な改善内容を記載） 

・中学校統合における校区の組合せを現校区とすること（鷹施・高志野、宇奈月・桜

井）について更に周知徹底を図り、理解を得ていくとともに、通学距離延長地域に対

する遠距離通学対策（スクールバス、電車）を検討していく。 

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建計画に基づき、中学校の統合（平成 32年開校）に向け、計

画を進めていく。職員出前講座未実施地域等への開催を促していく。 
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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 

Ｈ26 7,000    7,000 

Ｈ27 7,000    7,000 

趣  旨  等 

（本来の目標・目的・対象・意図） 

少子高齢化社会の中、地域コミュニティの維持は、各種行政サービスを推進するう

えで生命線となっている。住民の多様な学習ニーズに応えながら、地区公民館を拠点

とした学習活動を推進し、地域コミュニティの強化を図る。 

 

実績・成果 

（数値を用いて具体的に、前年等とも比較） 

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、生涯学習を通し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 

Ｈ26 11,955回 163,061人 

Ｈ27 12,009回 152,869人 

・ 

点検・評価 

総合評価  Ａ（前年評価 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、一定の利用者数を確保した。 

 

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、通信講座等民間の参入も進

む中、今後、公民館を活用した生涯学習機会の提供は差別化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） 

公民館長等の現場サイドや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。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、費用対効果を

考慮しながら対応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 生涯学習課 社会教育班 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 

Ｈ26 252    252 

Ｈ27 218    218 

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、生涯学習の活性化を図る。 

 

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６日～７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、今回はマルチホールにおいて Tomomi さんによる「カラオケチャームアップ

教室」を開催した。「放課後子ども教室ワークショップ」では、筒形紙ひこうきを作

る教室を実施した。 

 

年度 展示観覧者 アトラクション来場者 

Ｈ26 649人 178人 

Ｈ27 476人 147人 

・ 

点検・評価 

総合評価  Ａ（前年評価  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） 

新幹線開業記念事業ということもあり、黒部宇奈月温泉駅の発着メロディである

「煌～水の都から～」を歌う Tomomi さんのカラオケ教室を開催したところ、幅広い

年齢において集客することができた。 

「放課後子ども教室ワークショップ」はマルチホールを活用することで紙ひこうき

を作り実際に飛ばすことができた。遊べる場を提供できたことで参加者に楽しんでも

らった。 

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。しかし、当日

の悪天候により観覧者は伸びなかった。 
 

課題・改善 

（具体的な改善内容を記載） 

・今年は新幹線開業記念事業の補助金を利用できたが次年度以降の予算確保が課題。 

・イベント後も継続的に続けていけることを提供できる教室の開催を検討。 

・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） 

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 生涯学習課 社会教育班 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 

Ｈ26 688    688 

Ｈ27 862    862 

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、市民大学講座・市民カレッジ事業

の展開を図りながら、人のつながりによる地域活性化を実現する。 

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10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。 

市民カレッジ女性教室は、「生活を豊かに楽しむ」をテーマとし、女性が興味を持

てる内容で７回開催した。 

市民カレッジシニア元気教室は、「活力ある人生を楽しみましょう」をテーマとし、

心と体の健康維持、増進、回復につながるものを開催した。 

 年度 講座数 開催回数 延べ受講者数  

Ｈ26 
市民大学講座 ７回 359人 

市民カレッジ 68回 1,307人 

Ｈ27 
市民大学講座 10回 709人 

市民カレッジ 61回 1,253人 

・ 

点検・評価 

総合評価  Ａ（前年評価  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） 

市民ニーズをアンケートによりリサーチしながら、講座内容等を厳選した結果、参

加者が倍増となった。どの講座の参加者も意欲的に出席されており、アカデミックな

雰囲気が創出されている。 

一方で、ネット環境や北陸新幹線の開業、生涯学習分野への民間参入が進んでおり、

行政が実施する生涯学習事業について、適切に事業のポジショニングを行ったうえ、

その内容を組み立てていく必要がある。 

広報については、広報くろべ、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おり、女性の参加が多い。 

課題・改善 

（具体的な改善内容を記載） 

市民大学講座・市民カレッジ事業のポジショニングをしっかり行ったうえ、講座・

教室に新たな参加者を取り込む戦略を立案し、実行していく。 

既存の参加者のアンケートだけではなく、潜在的なニーズをリサーチし、先駆的で

魅力あふれる講座・教室を開催する。 

今後の方向 

（継続・拡充・縮小・廃止などを判断） 

地域の活性化を実現するために、話題性豊かな市民大学講座・市民カレッジ事業の

展開を図る。 

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

ネット等ＩＴ技術を活用した事業展開も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 

Ｈ26 30,863   1,235 29,628 

Ｈ27 35,131   1,397 33,734 

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、一人一人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 

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  

Ｈ27 黒部市立図書館 167,181冊 35,479人 82,519人 295日 

宇奈月館 25,564冊 6,512人 19,591人 292日 

合計 192,745冊 41,991人 102,110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 

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  

Ｈ27 黒部市立図書館 8,030件数 1,834件数 11回 

宇奈月館 2,151件数 389件数 21回 

合計 10,181件数 2,223件数  

・図書受入冊数 

館 名 Ｈ26 Ｈ27 

黒部市立図書館 7,242冊 (内 寄贈1,019) 6,613冊（内 寄贈1,193冊） 

宇奈月館 1,469冊 (内 寄贈445) 2,198冊（内 寄贈914冊） 

合計 8,711冊 (内 寄贈1,464) 8,811冊（内 寄贈2,107冊） 
  

点検・評価 

総合評価  Ａ（前年評価  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） 

前年度と比べると入館者数0.5％、貸出人数2.6％、貸出冊数4.9％の増加となった。 

郷土資料のアーカイブ化を続け、Ｈ22年～Ｈ26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

を継続した。また、宇奈月館では赤ちゃんタイムを新規に実施し、読書普及に努めた。 

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、平成 28年度に、ホームページに公開できるように努める。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、新図書館の構想を視野に入れた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 

Ｈ26 0    0 

Ｈ27 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 
Ｈ26 161 609 8,495 

Ｈ27 173 740 10,307 

宇奈月館 
Ｈ26 38 204 1,562 

Ｈ27 42 296 2,125 

② 小学校国語教科書に紹介された本」のセット貸出の実施 

平成23年に小学校、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 

Ｈ26 小学校６校、中学校１校 3,868冊 

Ｈ27 小学校６校、中学校２校 3,426冊 

 

③公民館への「ふるさと文学」の巡回貸出の実施 

④学童保育への団体貸出実施 合計2,830冊 

【Ｈ27実績内訳】 

黒部市立図書館 ９地区（Ｈ26:9地区）計2,204冊（Ｈ26: 1,680冊） 

黒部市立図書館宇奈月館        計626冊（Ｈ26:  600冊） 

点検・評価 

総合評価  Ａ（前年評価  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） 
保育所、幼稚園、小学校等への団体貸出の実績は、前年度よりも団体登録数は8％、利

用団体数は27.4％、貸出冊数は23.6％増加した。「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（14.3％）

増加したが、貸出冊数は442冊（11.4％）減少した。また、学童保育への団体貸出の貸出

冊数も前年度より 24.1％増加した。１項目を除いて全て増加しており、図書団体貸出の

充実に努めた。 

 

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、公民館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青少年の健全育成 

方針・目標 
・青少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少年の健全育成に努める。 

 

個 別 事 業 （１）青少年育成黒部市民会議助成事業 

当 課 等 生涯学習課  女性青少年係 

事  業  費 

実績 計(千円) 国費 県費 その他 一般財源 

Ｈ26 108    108 

Ｈ27 108    108 

趣  旨  等 

（本来の目標・目的・対象・意図） 

青少年育成黒部市民会議（事務局は生涯学習課に設置）に補助を行い、県民会議と

の連携事業や市の様々な青少年行事を通じて青少年の健全育成を図っている。（主な

行事：夏のさわやか運動、秋のさわやか運動、11 月育成キャンペーン、青少年健全

育成キャラバン隊の受入れ、青少年健全育成街頭宣伝活動、意見発表大会、善行青少

年表彰式、有害環境浄化研修会等） 

実績・成果 

（数値を用いて具体的に、前年等とも比較） 

夏と秋のさわやか運動では、あいの風黒部駅等市内８カ所にて、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、青少年健全育成の啓発を呼びかけた。 

少年少女活動実践意見発表大会では、児童生徒が日常の体験で感じたことや実践に

基づく意見発表の場を設けた。 

また、学校や地域で他の模範となる青少年に対して、善行青少年表彰を行った。 

有害環境浄化パトロールでは市内コンビニ等を巡回し、県青少年健全育成条例の遵

守を依頼した。 

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 Ｈ26参加人数 Ｈ27参加人数 

夏のさわやか運動 640人 565人 

秋のさわやか運動 521人 429人 

点検・評価 

総合評価  Ａ（前年評価  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） 

青少年育成黒部市民会議の活動は積極的に行い、年間の活動が定着し、さわやか運

動等の行事にも安定した参加がある。また、さわやか運動で小学生が中学校で、中学

生が小学校で一緒にあいさつ運動をする校区があるなど、学校や地域で波及的な取り

組みが実施されるようになっている。 

課題・改善 

（具体的な改善内容を記載） 

青少年問題が複雑多様化している今日、青少年一人一人に目を向け、地域で守り育

てる意識づけ、環境づくりをしていく必要がある。そのためには、育成市民会議の慣

例の活動を今後も継続していくだけでなく、学校、ＰＴＡ、地区公民館、振興会等、

地域団体と連携し、より効果的な活動や呼び掛けを行い、地域全体で青少年問題に取

り組んでいく。 

今後の方向 

（継続・拡充・縮小・廃止などを判断） 

青少年育成黒部市民会議運営費補助金については今後も継続する。また、市民会

議の活動の助成だけでなく、市としても青少年の健全育成の呼び掛けや、若者をサ

ポートする活動を検討していく。 
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施策の分野 ③女性活動事業の推進 

方針・目標 

・男女共同参画社会の実現に向け、「くろべ男女共同参画プラン」に基づいた、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。 

・ 

個 別 事 業 （１）男女共同参画活動の推進 

担 当 課 等 生涯学習課  女性青少年係 

事  業  費 

実績 計(千円) 国費 県費 その他 一般財源 

Ｈ26 430    430 

Ｈ27 641    641 

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共同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＞ 

毎年開催される各地区公民館まつりへの参加や、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

配布等積極的に事業に参画した。 

平成 27年度は任期２年目であり、推進員の意識においても、毎月行う定例会や事

業の参画を通し自主的な活動参加に繋がっている。また、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、昨年に引き続き、婚活イ

ベント「すてきな出会い20×20in黒部～結婚を真剣に考えているあなたへ～」を実

施した結果、４組のカップルが誕生した。 

Ｈ28年度の男女共同参画プラン改定に向けた、市民アンケートを実施した。 

※1,500人を対象に送付→回答 601人（回収率40.1％） 

点検・評価 

総合評価  Ａ（前年評価  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） 

全体としての活動のほか、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、地域への啓発・周知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。 

実行委員による婚活イベントについても、市民会館を利用し手作りでのイベント実

施は工夫がされており、参加者からは高い評価を得た。 

課題・改善 

（具体的な改善内容を記載） 

推進員活動をどのように進めていくかの課題の前提として、推進員自体が２年の任

期で交替するため、新たな事業の展開が難しいと思われる。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。 

また、推進員は公民館からの推薦であるため、事業の実施状況報告等、地区の公民

館への報告及び連携を十分とる必要がある。 

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） 

今後も引き続き継続する。 

男女共同参画社会の実現を浸透させるため、幼少期からの参画を推進し、地域(公

民館、振興会)や企業・学校等社会全体での連携を図る取り組みを行う。 
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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 生涯学習課  女性青少年係 

事  業  費 

実績 計(千円) 国費 県費 その他 一般財源 

Ｈ26 240    240 

Ｈ27 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、相談会場や相談時間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 

Ｈ26 11回 ９人 15件 

Ｈ27 11回 ５人 ７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（前年評価  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） 

「女性のための専門相談」は、専門の知識を備えた専門家に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、実際は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、気軽

に悩みを相談す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） 

相談件数が少ないことが、ＤＶの減少とは考えられない。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。 

また、単発的な相談で終わらないように、継続的なみまもり支援が必要である。 

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、今後改定の男女共同参画プラン

等に施策として盛り込むなど、計画的に社会全体への啓発活動を推進し住みよい環境

づくりに努める。 

ＤＶ相談者については、複数の問題を抱えているケースが多く、単独の課だけでは

解決に至らない場合があり、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

など事例についての情報共有をし包括的な支援を行う。 
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個 別 事 業 （３）女性団体の育成 

担 当 課 等 生涯学習課  女性青少年係 

事  業  費 

実績 計(千円) 国費 県費 その他 一般財源 

Ｈ26 108    108 

Ｈ27 508    508 

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） 

合併後結成 10 周年記念事業の企画運営や、記念式典に開催などにより、女性議会

は休会としたが、研修会の開催や成人式の式典受付など積極的に協力し、自己研鑽の

ための研修会を開催した。 

また、名水マラソン大会、水のコンサート＆フェスティバル等のイベント等へ参加 

協力し、市民協働参画を図った。 

くろべ女性団体連絡協議会結成 10周年記念講演会開催 

『大家族 支え愛・見守り愛・励まし愛』講師：西川ヘレン氏  

入場者数 633名 

点検・評価 

総合評価  Ａ（前年評価  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） 

記念事業では、女性団体独自の発想を持って企画運営を行った。毎年恒例のイベン

トでの大鍋づくりは、多数の方が参加し、イベントでは欠かせない存在となっている。

団体としては、常に様々な事柄に興味・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は、男女共同参画とのバランスを考慮し、効

果的な事業推進を図るよう支援する。また、構成団体の減少及び高齢化に伴い会員数

も減少しており、未加入団体の加入を進めていかなければならない。 

 

今後の方向 

（継続・拡充・縮小・廃止などを判断） 

今後も継続して女性団体の活動に対する支援をするが、活動のあり方について団体

としても方向性をきめ、事業実施について検討するよう助言したい。また女性リーダ

ー育成方法についても検討していく。 
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個別事業名 （４）婚活事業 

担 当 課 等 生涯学習課  女性青少年係 

事  業  費 

実績 計(千円) 国費 県費 その他 一般財源 

Ｈ26 145    145 

Ｈ27 290    290 

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） 

黒部市ふれあい交流館「あこや～の」が「あこや～のDE出会っちゃおうYO！vol.6」

を実施した。自己紹介後に質問タイムを設け、その後ケーキバイキング＆ティータイ

ムをしながらフリートークを行った。男性19名、女性 15名が参加し、５組のカップ

ルが成立した。 

富山県男女共同参画推進員黒部市連絡会が「すてきな❤出会い 20×20 in黒部～

結婚を真剣に考えているあなたへ～」を実施した。男性 17名、女性20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。また、スイーツや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（前年評価 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、少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。

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、少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。 

また、独身者の結婚に対する意見聴取のため、市民アンケートを実施する予定。 
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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 生涯学習課  文化係 

事 業 費 

実績 計(千円) 国費 県費 その他 一般財源 

Ｈ26 1,023    1,023 

Ｈ27 1,057    1,057 

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27年 11月12日～17日の６日間 

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 

Ｈ26 1,222名 968名 254名 123点 44点 

Ｈ27  926名 926名 － 137点 18点 

※平成 27 年度は、観覧者の利便性のため、これまでの２会場から１会場へ集約

し、審査員・運営委員の作品を展示した。土日は雨であったため、前年度より観客

が減少した。 

※平成 27 年度は「姉妹都市 根室市 文化作品交流展」として、黒部市の作品を

根室市総合文化会館で41点展示した。平成27年 11月 19日～11月 23日の５日間。 

 

＜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、第 41回公演「赤

シャツ」を３月に５回（12日・13日・19日・20日・26日）公演した。公演補助

金 137千円。 

点検・評価 

総合評価  Ａ（前年評価  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） 

これまでの２会場での展示から１箇所に集約し美術展を開催し、観覧者の利便性

を図った。 

一般展示の出品者および出品点数は、平成 26 年度に比べ増加しており市民の芸

術文化の向上が、図られている。 

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・高校へ呼びかけの強

化を図り、多くの方から応募出品されるような工夫が必要である。 

また、観覧者数を増やすため、早めにＰＲ回数を増やすなど、より周知する必要

がある。 

今後の方向 

（継続・拡充・縮小・廃止などを判断） 

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。また、美術展の運営方法について、市内美術館との連携により委託化

できるか検討する。 
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個別事業名 （２）芸術文化活動団体助成 

担当課等 生涯学習課  文化係 

事 業 費 

実績 計(千円) 国費 県費 その他 一般財源 

Ｈ26 2,505   190 2,505 

Ｈ27 3,189   990 2,199 

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 26日に黒部川公園で開催、補助金1,302千円。 

年度 参加者 

Ｈ26 約 3,200名 

Ｈ27 約 6,000名 

※H26年度は、大雨の影響により通常より参加者数が減少した。 

＜黒部市芸術文化協会＞ 

６月６～７日にコラーレで第３回芸術文化祭の開催。45団体、４個人会員、総会

員数 555名。補助金528千円。 

 

＜日本黒部学会＞ 

特別講演会の開催、研究誌（第 23号）の発行。補助金 190千円。 

 

＜北日本民謡舞踊黒部大会＞ 

５月 17日に民謡舞踊地区大会をコラーレで開催。４部門 78名出演。補助金 350

千円。会場使用料19千円。  

 

＜第 12回名水の里第九コンサート＞ 

４月 26日に北陸新幹線開業記念、黒部・根室姉妹都市交流事業として第 12回名

水の里第九コンサートを開催。黒部で第九を歌う会 141 名(うち根室市より２名参

加)、根室市合唱団63名（オーケストラ20名含む）出演。補助金800千円。 

 

点検・評価 

総合評価 ＡＡ（前年評価  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） 

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

特別講演等の実施に際し補助金による支援を行い、芸術の振興や文化の向上に寄与

している。 

さらに、第九コンサートや民謡舞踊地区大会の開催支援を行い、芸術・文化に親

しむ機会を増やした。 

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。 

  



 56 
 

 

 

個別事業名 （３）詩の道句集事業 

担当課等 生涯学習課  文化係 

事 業 費 

実績 計(千円) 国費 県費 その他 一般財源 

Ｈ26 25    25 

Ｈ27 43    43 

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27年５月～平成27年12月末まで 

・投句箱設置場所（市内11箇所） 

( 1 ) 黒部峡谷鉄道株式会社（宇奈月駅） 

( 2 ) 〃（鐘釣駅） 

( 3 ) 〃（欅平駅） 

( 4 ) 富山地方鉄道宇奈月温泉駅 

( 5 ) 宇奈月麦酒館 

( 6 ) 宇奈月国際会館セレネ 

( 7 ) 尾の沼体験交流施設とちの湯 

( 8 ) 黒部川電気記念館 

( 9 ) 地域観光ギャラリー（平成27年度より設置） 

(10) くろべ牧場まきばの風（平成24年度より設置） 

(11) 魚の駅「生地」（平成24年度より設置） 

・顕彰方法：賞状の送付 

年度 応募句数 応募人数 

Ｈ26 267句 218名 

Ｈ27 419句 364名 

・ 

点検・評価 

総合評価  Ｂ（前年評価  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） 

黒部市内11箇所に投句箱を設置。応募人数が昨年の 218名から364名へ増加し

たことに伴い、応募点数も 267 句から 419 句と増加した。黒部峡谷鉄道や地域観

光ギャラリーなどの投句が多く、その大半は県外からの応募であった。 
 

課題・改善 

（具体的な改善内容を記載） 

より親しまれる事業となるよう、地域の良さ発見・発信に繋がるようなＰＲ方

法に工夫が必要である。 

顕彰方法については、今後、石碑等の設置を検討していく。 

 

 

今後の方向 

 

（継続・拡充・縮小・廃止などを判断） 

多くの方に俳句を投稿していただくためのＰＲを推進し、入賞者の顕彰方法を

検討しながら継続する。 
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施策の分野 ⑤文化遺産の保護・継承 

方針・目標 

・地域の伝統文化による郷土愛の醸成や高揚を図るため、芸能・伝統行事等の保存伝

承活動を支援する。また、文化財の保護・調査研究、市民への地域文化の普及に努め

る。 

・立山・黒部の世界文化遺産登録を目指す取組を継続する。 

 

個別事業名 （１）伝統文化の保存継承 

担当課等 生涯学習課  文化係 

事 業 費 

実績 計(千円) 国費 県費 その他 一般財源 

Ｈ26 880   680 200 

Ｈ27 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27年度は１地区（下立獅子舞 天狗の舞）の１名の指導者を認定し、

認定者は合計98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050千円×５団体＝250千円 

 

◎伝承芸能獅子舞保存会補助      補助金030千円×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×01団体＝200千円 

 

点検・評価 

総合評価  Ａ（前年評価  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年度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り、認定の価値を高め、維持す

るよう努めている。 
 

課題・改善 

（具体的な改善内容を記載） 

各地で行われている伝承芸能の獅子舞の団体からは伝承技術士の推薦はあるが、

その他の分野から推薦があまりないため認定者が少ない。 

今後、多くの分野で活動している人を幅広く発掘する必要がある。 

今後の方向 

（継続・拡充・縮小・廃止などを判断） 

伝承芸能の継承・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 生涯学習課  文化係 

事 業 費 

実績 計(千円) 国費 県費 その他 一般財源 

Ｈ26 317    317 

Ｈ27 217    217 

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 27年度は、文化財の調査として、ＮＫＢ－４遺跡（中新地区）、ＮＫＢ－５

遺跡（中新地区）、法福寺前遺跡（明日地区）、の市内試掘を行った。 

点検・評価 

総合評価  Ａ（前年評価  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や必要に応じて工事の立会いを行い、

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） 

ほ場整備などの大型開発事業について、常に情報を収集し把握に努め、円滑に埋

蔵文化財保存に取り組めるよう努める。 

 

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、ほ場整備等大規模開発の時期・規模等の情報収集につとめ、全

体の把握につとめる。 

また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）立山黒部ジオパーク事業 ～世界認定に向けた取組の推進～ 

担当課等 生涯学習課  ジオパーク推進班 

事 業 費 

実績 
計(千

円) 
国費 県費 その他 一般財源 

Ｈ26 ―   
 

 ―  

Ｈ27 6,706    6,706 

趣 旨 等 

（本来の目標・目的・対象・意図） 

富山県東部９市町村および富山湾海域からなる「立山黒部ジオパーク」は大地や

それに関わる生態系、文化などの地域資源を持続可能な形で地域振興を行うため、

民間主導のジオパーク事業を構成自治体と連携しながら支援する。また、ユネスコ

世界ジオパークへの登録を目指す。併せて、地域観光ギャラリー展示空間や入善町

と進めているフィールドミュージアム事業を展開させる。 

実績・成果 

（数値を用いて具体的に、前年等とも比較） 

○立山黒部ジオパーク事業 

・構成市町村からなる支援自治体会議の会長および事務局を受け持つ自治体として、

総会及び幹事会を開催し、積極的にジオパーク推進支援を行った。 

・事務職員 1名を立山黒部ジオパーク協会に派遣し、日本ジオパーク認定1周年記

念事業、北陸の大地で考えるジオパークフォーラム、ディスカバリー事業などの取

り組みを支援した。 

・市内拠点施設となる科学館や地域観光ギャラリーと密接な連携を図り、ジオガイ

ド養成やツアー事業などで活用した。 

○地域観光ギャラリー展示空間事業 

・土日祝日および大型連休や夏休み期間中など延べ 122日間で地域学芸員よる解説

ガイドを配置し、来場者に展示紹介した（ガイド配備中の来場者は20,000人以上）。 

・スポットビュワー等の展示改良を行い、来訪者の利便性を高めた。 

・県政バスなど17回の施設見学を受け入れるとともに、商工観光課や黒部・宇奈月

温泉観光局と連携して開館１周年記念イベント等に参画した。 

○フィールドミュージアム事業 

・地域住民からなる「地域学芸員」がガイドする黒部川扇状地を巡るバスツアー「ジ

オ＆みずはくツアー2015」（７回）をはじめガイド派遣など 22回実施し、のべ 524

人を案内した。 

・地域学芸員と共に地域研究として湧水調査を年間37回実施した。 

点検・評価 

総合評価  Ａ（前年評価  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） 

施設整備された地域観光ギャラリー展示空間を軸に、ジオパーク事業やフィール

ドミュージアム事業を有機的に連携させることができた。あわせて施設管理を行う

商工観光課や黒部・宇奈月温泉観光局との連携したイベントなども実施した。 

課題・改善 

（具体的な改善内容を記載） 

・ジオパークを推進させるためには、自治体間の連携や積極的関与が必須となる。 

・世界ジオパークがユネスコの正式プログラムとなり、世界貢献が求められている。 

・立山黒部ジオパーク協会を支援し、活動の拡大を実施させる。 

 

今後の方向 

（継続・拡充・縮小・廃止などを判断） 

立山黒部ジオパーク協会と緊密な連携を図り、自治体が行うべき課題を整理し、

構成市町村と調整しながら、ジオパークの支援に努める。また、科学館、歴史民俗

資料館などの博物館施設と連携し、市内のジオパーク普及に努めながら、世界ジオ

パーク認定に向けた情報収集や推進活動を積極的に進める。 
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施策の分野 ⑥市民ひとり１スポーツの推進 

方針・目標 

・市民一人ひとりが、それぞれのライフスタイルに応じて、多様なスポーツに主体的

かつ継続的に親しむことができるようにするため、市体育協会や地区体育協会と協働

し、地域との連携を図りながらスポーツ機会の充実を図る。 

・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。 

 

個別事業名 （１）市民体育大会 

担 当 課 等 スポーツ課 スポーツ推進係 

事  業  費  

実績 計(千円) 国費 県費 その他 一般財源 

Ｈ26 2,708    2,708 

Ｈ27 2,845    2,845 

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。 

第 10回記念競技としてスティックリング競技を実施した。 

市民体育大会開催種目、種別数 

年度 種目数 

Ｈ26 14種目（16種別） 

Ｈ27 15種目（17種別）第10回記念競技としてスティックリング競技を開催 

・ 

点検・評価 

総合評価  Ａ（前年評価  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。 

スティックリング競技は、高齢者も参加できるなど大変好評であった。 

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 スポーツ課 スポーツ推進係 

事  業  費 

実績 計(千円) 国費 県費 その他 一般財源 

Ｈ26 1,834    1,834 

Ｈ27 1,834    1,834 

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 Ｈ26 Ｈ27 

ｽﾎﾟｰﾂ教室 ２回 58人 ２回 105人 

出前教室 ― ７回 約 180人 

全体研修会 ２回 60人 ２回 72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、ラジオ体操を行った。 

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。 

◆出前教室 

各地区の要望を受けて、公民館等で高齢者や小学生を対象にニュースポーツ体験会

（スティックリング）を実施した。冬場の運動機会として、スティックリングの普

及が積極的に行われ、市民の健康増進に貢献した。 

◆全体研修会 

研修を通して委員の資質向上が図られた。 

＜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 2015、市民体育大会

にて大会運営協力を行った。 

点検・評価 

総合評価  Ａ（前年評価  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） 

地区スポーツ教室や出前教室を開催し、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スポーツの推進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・市民体育大会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） 

委員の高齢化が進んでいること、地区によって人口の割合に大きな差が見られるこ

とから、今後は委員の選出方法を再考する必要がある。 

また、委員相互の関係性を高め、より多くの委員が協議会活動に参加できる環境を

つくることが求められる。 

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 スポーツ課 スポーツ推進係 

事  業  費 

実績 計(千円) 国費 県費 その他 一般財源 

Ｈ26 830    830 

Ｈ27 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」「ＮＰＯ法人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 

Ｈ26 1,603名 88 135名 ９ 

Ｈ27 1,612名 88 142名 ９ 

  

 合  計 

年度 会員数 教室数 

Ｈ26 1,738名 97 

Ｈ27 1,754名 97 
 

点検・評価 

総合評価  Ａ（前年評価  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。 

引続き、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

に親しむことができるようにするため、より市民ニーズに対応していく必要がある。 

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 スポーツ課 スポーツ推進係 

事  業  費 

実績 計(千円) 国費 県費 その他 一般財源 

Ｈ26 344    344 

Ｈ27 750    750 

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 Ｈ26.9.21 Ｈ27.10.10 

講師 
大塚 一朗氏 

（富山第一高校ｻｯｶｰ部監督） 
金本 知憲氏 

（元プロ野球選手） 

参加者数 400名 850名 

※市内の一般参加者(26年度 322名、27年度 542名) 

点検・評価 

総合評価 ＡＡ（前年評価 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。 

今回は、元プロ野球選手の金本 知憲氏を招き、講演いただいた。講演会直前に阪

神タイガース監督候補の報道もあり、市内外から多くの人が傍聴した。 

 

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 スポーツ課 スポーツ推進係 

事  業  費 

実績 計(千円) 国費 県費 その他 一般財源 

Ｈ26 15,507    15,507 

Ｈ27 12,095    12,095 

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（8,601千円） 

自動ドア改修工事、空調機用フィルター交換工事、冷温水二次ポンプ台数制御装

置等更新工事、非常用自家発電蓄電池・直流電源装置蓄電池触媒栓取替工事、 

エレベーターかご戸駆動モーター交換工事、トレーニング室壁・床改修工事 

○宇奈月体育センター（190千円）･･･手摺り修繕工事、換気扇修繕工事 

○健康スポーツプラザ (129千円)･･･照明改修修繕 

○練成館 (118千円)･･･照明灯修繕 

○学校開放体育施設（451千円） 

 

＜社会体育施設及び学校開放利用者数（人）＞ 
年度 Ｈ26 Ｈ27 

総合体育センター 325,691 330,678 

宇奈月体育センター 8,173 7,681 

健康スポーツプラザ 10,392 10,585 

練成館 13,512 13,676 

計 357,768 362,620 

学校開放 48,175 46,050 

・ 

点検・評価 

総合評価  Ａ（前年評価  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） 

計画的な施設補修、補修点検等を行い、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、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、利用者数もわずかではあるが増えている。 

課題・改善 

（具体的な改善内容を記載） 

スポーツ施設の利用者数は全体的に増加しているが、施設によっては、減少傾向

が続いているものもある。利用者にとってより利便性の向上を考え、より多くの市

民が安心して手軽にスポーツに親しむことができる環境整備が必要である。 

今後の方向 

（継続・拡充・縮小・廃止などを判断） 

スポーツ施設の整備・充実は、劣化度調査に基づき、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。 

 

個別事業名 （１）優秀スポーツクラブ育成補助 

担 当 課 等 スポーツ課 スポーツ推進係 

事  業  費 

実績 計(千円) 国費 県費 その他 一般財源 

Ｈ26 15,890   9,100 6,790 

Ｈ27 16,100   9,100 7,000 

趣  旨  等 

（本来の目標・目的・対象・意図） 

リーグ戦等の各大会に集中して活動できるように優秀スポーツクラブ（ＫＵＲＯ

ＢＥ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 Ｈ26 Ｈ27 

Ｖサマーリーグ 
西部大会 
８チーム中４位 

東部大会 
11チーム中６位 

北信越国民体育大会 
２位 
（国体出場ならず） 

1回戦敗退 
（国体出場ならず） 

国民体育大会   

天皇杯・皇后杯 
北信越Ａﾌﾞﾛｯｸﾗｳﾝﾄﾞ 
１回戦敗退 

ファイナルラウンド 
２回戦敗退 

Ｖ・チャレンジリーグⅠ 
12勝６敗 
４位（全10チーム中） 

10勝11敗 
５位（全８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」や保育所交流を開催したり、秋の交通安全運動などの

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（前年評価  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） 

Ｖ・チャレンジリーグⅠでは、地元大会において痛い敗戦を喫し、前年を下回る

５位（全８チーム中）の成績であった。しかしながら、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 スポーツ課 スポーツ推進係 

事  業  費 

実績 計(千円) 国費 県費 その他 一般財源 

Ｈ26 6,298    6,298 

Ｈ27 6,744    6,744 

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 Ｈ26 Ｈ27 

人数・金額 人数 金額 人数 金額 

小学生 64名 1,379,830円 61名 1,214,740円 

中学生 108名 2,525,060円 97名 2,536,350円 

高校生 95名 560,000円 106名 612,000円 

一般 146名 908,000円 222名 1,417,240円 

合計 413名 5,372,890円 486名 5,780,330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 Ｈ26 Ｈ27 

人数・金額 人数 金額 人数 金額 

２部一般 447名 447,000円 468名 468,000円 

２部中学 243名 315,900円 248名 322,400円 

３部 157名 161,800円 165名 173,100円 

合計 847名 924,700円 881名 963,500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（前年評価  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、増加した。小中学生では黒部ミニバスグリ

フィンズが全国大会において決勝ブロック３位、桜井中学校野球部が中部日本大会

で優勝するなどの活躍がみられた。 

県民体育大会においては、参加者が増加し、２部一般の部では３位と前年同様の

成績を収めた。 

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 スポーツ課 スポーツ推進係 

事  業  費 

実績 計(千円) 国費 県費 その他 一般財源 

Ｈ26 734    734 

Ｈ27 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 Ｈ26 Ｈ27 

２部一般 ３位 452名 ３位 468名 

２部中学 ６位 245名 ７位 248名 

716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 Ｈ26 Ｈ27 

黒部市 11位 12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（前年評価  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 11位から12位と男女合同になって初めて最下位と

なった。女子選手の層が薄く、中学生の選手を含め、長期的に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６位から７位と順位を下げた。今

後も継続して、組織的な強化体制を整え、競技力の向上を図る必要がある。 

富山県駅伝競走大会については、市駅伝強化委員会を中心として選手選考や練習

方法等、指導体制について見直しを図り、組織体制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） 

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、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。 

・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、新幹線の開業を契機として更なる地域の活性

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 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 

Ｈ26 20,000   12,000 8,000 

Ｈ27 20,000   20,000  

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） 

全国から10,000名を超えるランナーを迎え、2,800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。インターネットサイトの「ランネット」人気大会においては、7,000 人以上の

大会では、９位にランクされ、高い評価を得ている。 

【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 

Ｈ26 1,988 2,788 3,406 ３ 8,179 

Ｈ27 2,047 3,065 5,343 ５ 10,487 
・ 

点検・評価 

総合評価 ＡＡ（前年評価 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） 

全国各地から過去最高の10,487名のランナーに参加いただいた。 

北陸新幹線開業記念大会として開催したことにより、関東地方を中心に県外参加

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。県外参加者は

5,343名（前年 3,406名）であった。 

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、2,800 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） 

次回大会は、引続き参加者 10,000 人を目標とする。今大会の反省点を踏まえ、

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） 

次回大会は、引続き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 スポーツ課 スポーツ推進係 

事 業 費  

実績 計(千円) 国費 県費 その他 一般財源 

Ｈ26 610    610 

Ｈ27 305    305 

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 Ｈ26 Ｈ27 

観客数 4,400名 

（平均1,100名） 

3,000名 

（平均1,500名） 

Ｈ26年度（４日間開催）２/21 1,050名、２/22 1,050名 

Ｈ26年度（４日間開催）３/14 1,100名、３/15 1,200名 

Ｈ27年度（２日間開催）１/30 1,500名、３/23 1,500名 

 

点検・評価 

総合評価  Ａ（前年評価  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） 

27 年度は、１月に開催した。市内外から多くの観客が訪れ、声援を送った。リーグ

最終成績は、昨年を下回る５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 スポーツ課 スポーツ推進係 

事 業 費  

実績 計(千円) 国費 県費 その他 一般財源 

Ｈ26 242    242 

Ｈ27 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＞ 

開催年度 Ｈ26 Ｈ27 

選手 97名(2) 130名(3) 

役員 50名(0) 50名(0) 

合計 147名 180名 

※( ) 身体障害者アーチェリー協会からのエントリー数 

 

点検・評価 

総合評価  Ａ（前年評価  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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Ⅳ 学識経験者の意見 

 

教育委員会事務の点検・評価に関する意見（平成 27年度事業分） 

 

富山大学大学院教職実践開発研究科 

教授 岡 崎 浩 幸 

 

教育委員会事務の点検・評価報告書を読ませていただきました。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します。各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、教職大学院において現職教員教育に携わる立場から気づい

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あり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に打ち込める環境づくりや支援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。その視点から述べさせていただきます。 

 

一点目は、（２）教職員研修・研究委員会・研究指定校（p.22）についてです。「今後の方向」

で述べられているように、教員の多量退職に伴い、若手教員の多量採用の時代に入っており、ミ

ドルリーダー教員の果たす役割は極めて大きくなってきています。その役割は、管理職、ベテラ

ン教員、若手教員間の連絡調整、若手教員育成・指導、若手教員のための、安心して働ける環境

づくりなどです。学校運営をスムーズに行っていくためには、どの役割も欠かせない要素ですの

で、平成 29 年度より、実りあるミドルリーダー教員研修の開催をお願いしたいと思います。 

 

二点目は学校外で行われる研修についてです。開催の頻度と参加人数から、それぞれの研修が

充実した研修になるよう努力されてきたことが理解できました。来年度、可能であれば、それぞ

れの研修会に対する満足度や改善点について、アンケートなどを通して調査していただき、改善

に役立てていただければ、教員のニーズに合致した研修になるものと思われます。さらに、「教

員は学校で育つ」ものであり、同僚教員との協働や相互の支え合いによって教師は成長していく

と考えられています。学校内で日常的に学び合う校内研修の充実のための支援が不可欠です。ま

た、児童・生徒の主体的、協働的な学びを保証するために、アクティブラーニングの視点からの

授業改善に対応した研修も求められています。思い切った学校外研修の削減を含め、校内研修の

一層の充実についてご検討お願いします。 

 

三点目は、p31 (2)情報教育についてです。「実績・成果」に教育用ＰＣと校務用ＰＣの整備状

況が示されています。整備状況や充足率の実績だけでなく、子どもたちの学びにＩＣＴが有効に

活用されているかどうかを示す「教室での活用状況」の数値が望まれます。また、ＩＣＴに苦手

意識を抱いている教師が手軽に利用できる教室環境整備の充実に配慮していただきと思います。 
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例えば、スイッチ一つで使えるようにプロジェクターを教室に常時設置するなどの工夫があれ

ば、どの教師もＩＣＴを利用するようになると考えられます。 

その他の分野でも確実に事業を進められ、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・要請に応

えつつ、各分野でさらに事業が進められますことをお祈りいたします。 

 

・・＊・・・・・・・・・・・・・・・・＊・・・・・・・・・・・・・・・・＊・・ 

 

黒部市立たかせ小学校 

前校長 川 上 勝 之 

 

教育委員会事務の点検・評価報告書を読ませていただきました。黒部市教育方針に基づき、各

分野で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いることに敬意を表します。昨年

度まで教育現場に勤めていましたので、「学校教育」を軸とした意見を述べさせていただきます。 

 

１ 「確かな学力～教職員研修」 

本市は全国学力・学習状況調査の平均正答率において、全国平均を上回り小中学校とも良好で

あったと記載されています。これは、家庭との連携のもとに、各学校における先生方の指導のお

かげだと思っています。ただ現在、教員の大量退職に伴い、若手教員が増えつつあり、その指導

力を高める必要性があります。各学校では、優れた教育技術等を伝えあったり共有したりするＯ

ＪＴや校内研修に取り組んでいます。市教育委員会におかれましても、市教育センターの研修を

もとに先生方の授業力や学級経営の力量を高める支援体制の充実を進めてください。 

 

２ 「国際化教育～英会話科の実施」 

本市はこれまで国際感覚とコミュニケーション能力を身に付けた子どもの育成を目指して、各

学校にＡＬＴと英会話講師を配置し英会話科の授業に取り組んできました。併せて、毎年実施さ

れるサマーキャンプや姉妹都市交流研修事業を通して、英語コミュニケーション能力の向上と強

化を目指してきました。その成果は、子どもの意識調査や英検３級以上の取得率などにも数値と

して表れています。今後は次期学習指導要領での小学校高学年での英語の教科化に伴い、これま

で積み上げてきた本市英会話科の“良さ”を、どう生かしていくかが大きな課題となると思われ

ます。 

 

３ 「特別支援教育～特別支援教育支援員事業」 

特別支援教育支援員事業では、ここ数年間にわたり、学校のニーズに応じて支援員（スタディ・

メイト）の増員や年間勤務時間の拡充などの予算処置がなされています。その成果として、特別

な支援を要する子どもだけでなく、他の子どもも含めた学校・学級全体が落ち着いて学習し生活

できるようになってきています。今後も、特別な支援を要する子どもが増える傾向にあり、各学

校の実態の把握し、支援員の更なる配置をお願いします。 
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４ 「心の教育～豊かな体験活動推進事業」 

豊かな人間性を育てる勤労、ボランティア活動、地域の自然や文化等に関わる様々な体験活動

など、各学校ではそれぞれ特色ある教育活動に取り組んでいます。それは、望ましい人間関係を

築こうとする態度や「自分も相手も大切にする」といった人権意識の高揚につながっています。 

本事業における財政的な援助は、各学校の活動を支える大きな力となっています。今後とも続

けていただきますようお願いします。 

 

５ 「教育環境の整備～小中学校再編」 

これまで本市再編の前期計画であった小学校の統合が滞りなく完了しました。各学校の教育活

動、教育施設の状況、地域住民の意向などを踏まえた計画・準備を進めるにあたり、デリケート

な問題も多々ありご苦労があったことと思います。今後も、中学校再編に向けた方針の周知と理

解を図りながら、丁寧に進めていかれることを願っています。 


