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第 32回黒部市教育振興協議会（会議概要） 
 

１ 日 時  平成28年８月 31日（水）午後７時00分～午後９時00分 

２ 場 所  黒部市役所 301 会議室 

３ 出席者  

【委 員】能登 政雄（黒部市自治振興会連絡協議会） 

白川 正秋（黒部市体育協会） 

細野 義隆（黒部市農業協同組合） 

石川 春樹（黒部市社会教育委員会） 

中野 得雄（黒部市ＰＴＡ連絡協議会） 

岩井 芳生（黒部市小学校長会長） 

尾村 国昭（黒部市中学校長会長） 

中西由美子（公募委員） 

（欠席委員：植木 眞人 （黒部商工会議所）、東山 正（公募委員）） 

【事務局】国香 正稔（教育長） 

御囲 泰晃（教育部長） 

鍋谷  悟（事務局次長・学校教育課長） 

西中 雅博（生涯学習課長） 

魚谷八寿裕（スポーツ課長） 

中谷 松憲（図書館長） 

椿  悟明（学校給食センター所長） 

霜野 好真（こども支援課長） 

金山  努（学校教育課・学校教育班長） 

川端左起子（生涯学習課主幹） 

佐々木隆一（生涯学習課主幹） 

神保  竜（学校教育課・課長補佐） 

 

４ 会議概要 

【事務局（学校教育課長）】 

・只今から第32回黒部市教育振興協議会を開会します。開会にあたり、教育長がご挨拶申し上げます。 

 

（教育長あいさつ） 

 

【事務局（学校教育課長）】 

・それでは、審議に移ります。このあとの進行を「能登会長」にお願いしたいと思います。 

 

能登会長 

・本日の協議事項は、平成 28年度黒部市教育委員会事務の点検・評価（平成 27年度事業分）であり

ます。はじめに、事務局から、協議方法について説明願います。 

 

事務局 

・内容はＨ27年度中に教育委員会が実施した事業について、自己点検・自己評価したものです。 

・事業数が多いため、２回に分けて審議いただきます。 

・審議の流れは、１、事務局説明、２、質疑応答・意見交換、３、評価の採決・確定となります。 

・評価については、次のとおりとします。 

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％） 
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・事業によって、評価の考え方や基準は様々です。ベースとなるのが「Ａ評価」となります。 

・事業の趣旨、目標に照らし合わせ、参加者数や利用者数などの数値で判断する事業、予算の裏づけ

により達成できる事業、各種大会等での成績で判断する事業、数値は前年を下回るが事業目的は達

成したと判断される事業など、個々の事業の性質により評価します。 

・職員による自己評価のため、委員の客観的な視点で判断いただきたいと思います。以上です。 

 

能登会長 

・本日は、12ページから43ページまでの審議となります。まず、大きな項目：（１）人間性の基礎を

培う家庭地域教育の①家庭、②地域 について説明願います。（12～14ページ） 

 

事務局 

（１）人間性の基礎を培う家庭地域教育 

①家庭 

(1)親子での体験事業（評価Ａ） 

(2)成人式の開催（評価Ａ） 

②地域 

(1)放課後子ども教室推進事業（評価Ａ） 

 

能登会長 

・個別事業について、質問等はありますか。 

（質問・意見・答弁など･･･なし） 

 

能登会長 

・評価について採決します。記載の評価とすることにご異議ありませんか。（異議なし） 

・異議なしと認め記載の評価に決定いたします。 

 

能登会長 

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

・①学校・幼稚園等について説明願います。（15～20ページ） 

 

事務局 

（２）心身ともに健康で学ぶ意欲を育てる学校教育 

①学校・幼稚園等 

(1)学校評価の取り組み（評価Ａ） 

(2)幼・保・小・中学校の連携（評価Ａ） 

(3)適応指導教室（ほっとスペース）事業（評価Ａ） 

(4)奨学資金貸付・給付事業（評価Ａ） 

(5)就学援助事業（評価Ａ） 

(6)幼稚園教育の充実（評価Ａ） 

 

能登会長 

・個別事業について、質問等はありますか。 

 

質問・意見・答弁など 

（委 員）17Ｐ：適応指導教室（ほっとスペース）事業について、人員体制は何人か。 

（事務局）指導員２名、相談員１名。 

（委 員）開設日は週何日か。 

（事務局）月曜休館日を除く毎日開設。 
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能登会長 

・評価について採決します。記載の評価とすることにご異議ありませんか。（異議なし） 

・異議なしと認め記載の評価に決定いたします。 

 

能登会長 

・次に､②確かな学力 について説明願います。（21～23ページ） 

 

事務局 

②確かな学力 

(1)全国学力・学習状況調査（評価Ａ） 

(2)教職員研修・研究委員会・研究指定校（評価Ａ） 

(3)学校訪問（評価Ａ） 

 

能登会長 

・個別事業について、質問等はありますか。 

 

質問・意見・答弁など 

（委 員）22Ｐ：教員研修・研究委員会について、事業費が前年度から半減しているが。 

（事務局）事業費は県委託（県 100％）である「学力向上市町村委員会研修事業」であり、その事業

費が半減したもの。通常の研修事業（開催回数・参加人数）は前年度を上回っている。 

 

能登会長 

・評価について採決します。記載の評価とすることにご異議ありませんか。（異議なし） 

・異議なしと認め記載の評価に決定いたします。 

 

能登会長 

・次に､③国際化教育について説明願います。（24～27ページ） 

 

事務局 

③国際化教育 

(1)英会話科の実施（評価ＡＡ） 

(2)英語サマーキャンプ（評価Ａ） 

(3)姉妹都市交流研修事業（評価Ａ） 

(4)帰国児童生徒等教育（評価Ａ） 

 

能登会長 

・個別事業について、質問等はありますか。 

 

質問・意見・答弁など 

（委 員）25Ｐ：英語サマーキャンプについて、会場はどこか。 

（事務局）黒部市ふれあい交流館（あこや～の） 

（委 員）26Ｐ：姉妹都市交流研修事業について、オランダとの交流が途絶えているが何故か。 

（事務局）姉妹都市所管の企画政策課によると、姉妹都市提携締結当初のスネーク市が市町村合併し、

スドウェスト・フリースラン市となり、旧構成自治体との関係で、交流が困難な状況と聞いている。 

 

能登会長 

・評価について採決します。記載の評価とすることにご異議ありませんか。（異議なし） 

・異議なしと認め記載の評価に決定いたします。 

 

能登会長 
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・次に､④特別支援教育 について説明願います。（28ページ） 

 

事務局 

④特別支援教育 

(1)特別支援教育支援員（スタディ・メイト）事業（評価ＡＡ） 

 

能登会長 

・個別事業について、質問等はありますか。 

 

質問・意見・答弁など 

（委 員）28Ｐ：特別支援教育支援員（スタディ・メイト）事業について、研修会の主催は。 

（事務局）富山県主催。 

 

能登会長 

・評価について採決します。記載の評価とすることにご異議ありませんか。（異議なし） 

・異議なしと認め記載の評価に決定いたします。 

 

能登会長 

・次に､⑤心の教育 について説明願います。（29ページ） 

 

事務局 

⑤心の教育 

(1)豊かな体験活動推進事業（評価Ａ） 

 

能登会長 

・個別事業について、質問等はありますか。 

 

質問・意見・答弁など 

（委 員）29Ｐ：豊かな体験活動推進事業について、市内 14校への予算配分は。 

（事務局）児童生徒数に応じて配分している。 

 

能登会長 

・評価について採決します。記載の評価とすることにご異議ありませんか。 

 

委員 

・市独自事業として継続されているすばらしい事業だ。評価をＡＡとしてはどうか。 

・異議なしと認め記載の評価に決定いたします。 

 

能登会長 

・事務局評価はＡだが、ＡＡとする意見があった。 

・評価について採決します。ＡＡとすることにご異議ありませんか。（異議なし） 

・異議なしと認め、記載の評価ＡをＡＡに変更し決定いたします。 

 

能登会長 

・次に､⑥読書・情報教育 について説明願います。（30～31ページ） 

 

事務局 

⑥読書・情報教育 

(1)学校図書館活動推進配置事業（評価Ｂ） 

(2)情報教育（評価Ｂ） 
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能登会長 

・個別事業について、質問等はありますか。 

 

質問・意見・答弁など 

（委 員）31Ｐ：情報教育について、教育用ＰＣが518台から400台となった理由は。 

（事務局）ＸＰパソコンを使用しなくなったため。 

 

能登会長 

・評価について採決します。記載の評価とすることにご異議ありませんか。（異議なし） 

・異議なしと認め記載の評価に決定いたします。 

 

能登会長 

・次に､⑦キャリア教育 について説明願います。（32ページ） 

 

事務局 

⑦キャリア教育 

(1)14歳の挑戦事業（評価Ａ） 

 

能登会長 

・個別事業について、質問等はありますか。 

 

質問・意見・答弁など 

（委 員）32Ｐ：14歳の挑戦事業について、事業所はどのように探しているのか。 

（事務局）各学校の働きかけにより地域の事業所を中心に受け入れをお願いしている。近年は、受入

事業所が減少しており、新規受入事業所の開拓も必要と考えている。（※生徒が希望する業種等にも

左右される。） 

 

能登会長 

・評価について採決します。記載の評価とすることにご異議ありませんか。（異議なし） 

・異議なしと認め記載の評価に決定いたします。 

 

能登会長 

・次に､⑧健康・体力 について説明願います。（33～36ページ） 

 

事務局 

⑧健康・体力 

(1)食育の取り組み（評価Ａ） 

(2)体力づくり（評価Ａ） 

(3)スポーツエキスパート派遣事業（評価Ａ） 

(4)給食センターの衛生管理､調理･洗浄業務､給食配送業務（評価Ａ） 

 

能登会長 

・個別事業について、質問等はありますか。 

（質問・意見・答弁など･･･なし） 

 

能登会長 

・評価について採決します。記載の評価とすることにご異議ありませんか。（異議なし） 

・異議なしと認め記載の評価に決定いたします。 
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能登会長 

・次に､⑨安全 について説明願います。（37～39ページ） 

 

事務局 

⑨安全 

(1)安全管理（評価Ａ） 

(2)スクールバス運行事業（評価Ａ） 

(3)ＡＥＤ管理事業（評価Ａ） 

 

能登会長 

・個別事業について、質問等はありますか。 

 

質問・意見・答弁など 

（委 員）38Ｐ：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）について、授業開始

前にある程度の運動がないと、脳が活性化しない。 

（事務局）34Ｐの体力つくりの項目で、脳の活性化について表記したい。 

 

能登会長 

・評価について採決します。記載の評価とすることにご異議ありませんか。（異議なし） 

・異議なしと認め記載の評価に決定いたします。 

 

能登会長 

・次に､⑩教育環境の整備について説明願います。（40～43ページ） 

 

事務局 

⑩教育環境の整備 

(1)学校施設の大規模改修・耐震補強工事（評価Ａ） 

(2)桜井中学校新築事業（評価Ａ） 

(3)高志野中学校体育館改築工事･･･新規（評価Ａ） 

(4)小中学校再編計画の推進（適正規模の実現）（評価Ａ） 

 

能登会長 

・個別事業について、質問等はありますか。 

（質問・意見・答弁など･･･なし） 

 

能登会長 

・評価について採決します。記載の評価とすることにご異議ありませんか。（異議なし） 

・異議なしと認め記載の評価に決定いたします。 

 

能登会長 

・以上で、本日の審議は終了しました。残る事業は、次回の審議となります。次回日程について事務

局からお願いします。 

 

事務局 

・次回：９月15日（木）午後７時（市役所301会議室） 

 

能登会長 

今後、修正等があった場合は、皆様にお諮りする時間がありませんので、私、会長と事務局に一任

させていただきます。これをもって、本日の会議を閉じます。 

（閉会） 


