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Ⅰ 平成 29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 28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 28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 宮 﨑 新 悟 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 21日 

７月 21日 

８月 25日 

８月 29日 

９月 15日 

９月 27日 

11月 30日 

 12月市議会 

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（審査） 

教育振興協議会（審査・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（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28年度） 

点検・評価の対象年度 

当該年度（平成29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29年３月31日現在） 
職 名 氏 名 年齢 性別 任期 備 考 

教育長 国 香 正 稔 61 男 H28. 5.10～H31. 5. 9  

教育長職務代理者 大 丸 勝 男 56 男 H25. 5.10～H29. 5. 9  

委 員 熊 野 勝 巳 61 男 H28. 5.10～H30. 5. 9  

委 員 川 崎 正 美 48 女 H27. 5.10～H31. 5. 9 保護者 

委 員 前 田   潤 62 男 H28. 5.10～H32. 5. 9  

 

（２）行政組織（教育委員会事務局） 

（平成29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 

   

・９小学校（生地、たかせ、石田、村椿、中央 

桜井、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 

○婚活・女性青少年係 

○文化係 

 

 

   

・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 

・地域観光ギャラリー展示空間 

  
◎スポーツ課 ―――――― 

◇フルマラソン推進班 

○スポーツ推進係 

 

   

・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 28年４月１日～平成29年３月31日） 

 

（１）教育委員会議 

 

①定例会 12回（毎月）、②臨時会 １回（５月） 

 
 会議名 開催日時  会議名 開催日時 

１ ４月定例会 平成 28年４月 27日(水) ８ 10月定例会 平成 28年 10月 26日(水) 

２ ５月臨時会 平成 28年５月 10日(火) ９ 11月定例会 平成 28年 11月 25日(金) 

３ ５月定例会 平成 28年５月 23日(月) 10 12月定例会 平成 28年 12月 26日(月) 

４ ６月定例会 平成 28年６月 24日(金) 11 １月定例会 平成 29年 １月 26日(木) 

５ ７月定例会 平成 28年７月 27日(水) 12 ２月定例会 平成 29年 ２月 24日(金) 

６ ８月定例会 平成 28年８月 25日(木) 13 ３月定例会 平成 29年 ３月 28日(火) 

７ ９月定例会 平成 28年９月 26日(月) 14   

 

（２）審議事項等 

 

①議案 12件（原案可決） 

件 会議名 議 案 名（※議案番号は暦年） 

１ ４月定例会 議案第 18号 黒部市スポーツ推進審議会委員の委嘱 

２ ９月定例会 議案第 19号 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) 

３ 11月定例会 議案第 20号 黒部市立幼稚園の収容定員 

４ １月定例会 議案第１号 平成28年度黒部市教育文化表彰被表彰者（優良教員等）の決定 

５  議案第２号 平成28年度黒部市教育文化表彰被表彰者（優良生徒）の決定 

６  議案第３号 平成28年度黒部市教育文化表彰被表彰者（社会教育関係）の決定 

７  議案第４号 平成28年度黒部市教育文化表彰被表彰者（スポーツ関係）の決定 

８  議案第５号 平成28年度黒部市伝承芸能・伝統技術士の認定 

９ ２月定例会 議案第６号 平成28年度黒部市教育の方針 

10 ３月定例会 議案第７号 黒部市教育員会行政組織規則の一部改正 

11  議案第８号 黒部市立幼稚園管理規則の一部改正 

12  議案第９号 黒部市スクールバス等運行規程の一部改正 

 

②報告 53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 黒部市教育行政にかかる各種委員会等の委員の任命及び委嘱 

14  黒部市教育支援委員会委員の委嘱 

15  黒部市教育振興協議会委員の委嘱 

16  黒部国際化教育推進協議会委員の委嘱 

17  黒部市学校評議員の委嘱 

18  黒部市特別支援教育就学奨励費交付要綱の制定 

18 ６月定例会 平成29年度国県に対する重要要望事業（教育委員会関係） 

19  第33回カーター記念黒部名水マラソン大会の結果 

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  (仮称)くろべ市民交流センター建設基本構想の検討状況 

22  芸術・文化に関する各種大会激励費等に対する内規（生涯学習課） 

23 ７月定例会 黒部市働く婦人の家運営委員会委員及び黒部市勤労青少年ホーム運営委員会委員の委嘱 

24  (仮称)くろべ市民交流センター建設基本構想の検討状況 
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25 ８月定例会 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)（諮問案） 

26  平成28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） 

27  黒部市結婚支援プロジェクト準備委員会設置要綱の制定 

28  (仮称)くろべ市民交流センター建設基本構想の検討状況 

29 ９月定例会 平成28年度黒部市自治功労表彰及び黒部市表彰の被表彰候補者 

30  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） 

31  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 

32  平成28年度保育所・こども園・幼稚園の入所受付 

33  (仮称)くろべ市民交流センター建設基本構想の検討状況 

34 11月定例会 平成29年度予算要求（教育委員会関係）の概要 

35  平成28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） 

36  (仮称)くろべ市民交流センター建設基本構想の検討状況 

37 12月定例会 平成29年度学校給食費 

38  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） 

39  (仮称)くろべ市民交流センター建設基本構想の検討状況 

40 １月定例会 平成29年度黒部市教育の方針（諮問案） 

41  平成29年度就学通知の発送等について 

42  (仮称)くろべ市民交流センター建設基本構想の検討状況 

43 ２月定例会 平成29年度黒部市一般会計予算（案）の概要（教育委員会関係） 

44  平成28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） 

45  黒部市歴史民俗資料館学術顧問設置要綱の制定 

46  平成29年度黒部市学校給食の額 

47  (仮称)くろべ市民交流センター建設基本構想の検討状況 

48  第２次くろべ男女共同参画プラン（案） 

49 ３月定例会 黒部市英語検定料補助金交付要綱の制定 

50  黒部市教育委員会臨時職員等の給与に関する要綱の一部改正 

51  (仮称)くろべ市民交流センター建設基本構想の検討状況 

52  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） 

53  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 28年度黒部市教育の方針 
 

Ⅰ 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～ 

○子どもたちが生活する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～ 

○幼稚園、こども園、保育所が、子育て支援機能を十分発揮できるようにするため、地域における幼児

教育のセンター（親と子の育ちの場）としての役割を果たすよう努める。 

 

Ⅱ 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、こども園等の円滑な運営 

（１）創意工夫を生かした教育活動を推進する ～実態に応じた教育課程の編成～ 

○学校、幼稚園、こども園において、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、幼稚園、こども園づくりを推進する ～学校評価等の活用と連携～ 

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

ため、家庭や地域との連携を深める。 

（３）相互の交流を深める ～一貫した教育の推進～ 

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

して相互の交流を深める。 

 

２ 確かな学力 

（１）諸能力の育成と学習習慣の確立に努める ～確かな学力の育成～ 

○「確かな学力」を身に付けさせるため、各教科等において、基礎的・基本的な知識・技能の確実な習

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

努める。 

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

（２）思考力・表現力を育てる ～言語活動の充実～ 

○論理的に思考して表現する能力、互いの考えや立場を尊重して伝え合う能力の育成等、各教科におけ

る言語活動を充実する。 

（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。 
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（４）児童・生徒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、ノートの使い方、返事、発言の仕方、聞き方、話合いの仕方、姿勢などの学習規律の

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）魅力的な教育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～ 

○学習の見通しをもたせる、分かりやすい言葉で短く話す、学習内容の理解を視覚支援で手助けするな

ど、支援をする子どもへの配慮は、すべての子どもに対して効果があるという視点で、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～ 

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

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

 

６ 読書・情報教育 

（１）豊かな感性や創造性を育てる ～市立図書館と連携した読書活動の推進～ 

○豊かな感性や創造性を育むため、幼児・児童・生徒が読書に親しむ環境の整備に努めるとともに、市

立図書館とも連携しながら、黒部市子ども読書活動推進計画に基づいた活動を推進する。 

（２）情報活用能力を育てる ～情報教育の推進～ 

○情報や情報手段を適切に活用する能力や情報モラルを育成するため、発達段階に応じた情報教育を推

進する。 

 

７ キャリア教育 

（１）望ましい勤労観や職業観を育てる ～体験的な活動の充実～ 

○児童・生徒一人ひとりが自己理解を深め、主体的に進路を選択できるよう体験的な活動を充実させ、

望ましい勤労観や職業観の育成に努める。 
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８ 健康・体力 

（１）健康で豊かな生活を送る習慣の定着を図る ～心身の健康づくりの推進～ 

○健康で豊かな生活を送る習慣の定着を図るため、学校給食等による食に関する教育、自己管理に基づ

く心身の健康づくりを推進する。 

（２）運動に親しむ子どもを育てる ～体力つくりの推進～ 

○運動に親しみながら体力を培う体育科教育を核とした体力つくりを推進する。 

 

９ 安全 

（１）安全な環境をつくる ～地域ぐるみのネットワークづくりの推進～ 

○学校、幼稚園、こども園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）安全・安心な環境整備に努める ～改修・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、老朽施設の改修や改築、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。 

（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、「黒部市立小中学校再編計画」に基づ

き、今後の児童生徒数の見通し、通学上の安全性や遠距離通学対策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、学校規模（児童生徒数、学級数）の適正化に努める。 

 

Ⅲ 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。 

（２）自然や科学への興味・関心を育てる ～社会教育施設の有効活用～ 

○身近な自然環境や吉田科学館等を活用して、青少年時期の自然や科学への興味・関心を育てる。 

 

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）芸術文化にふれる機会を増やす ～芸術文化活動の推進～ 

○市民の芸術文化活動を推進するため、優れた芸術文化を鑑賞したり親しんだりすることのできる機会



9 

 

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。 

（３）美術館、吉田科学館の企画事業の充実を図る ～芸術文化・科学教育の充実～ 

○市民の芸術文化の振興、科学教育の普及のため、美術館及び吉田科学館の企画事業の更なる充実を図

る。 

 

５ 文化遺産及び自然遺産の保護活用 

（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。 

（２）立山黒部ジオパーク事業を推進する ～世界認定に向けた取組の推進～ 

○富山県東部にわたる自然遺産、多様で豊かな自然を保護保全し、多彩な文化を継承するとともに、そ

の活用を図り地域の継続的な発展に繋がるジオパーク事業の推進を図る。その価値や魅力を高め、世

界に発信していくため世界ジオパーク認定を目指す。 

 

６ 市民ひとり１スポーツの推進 

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

○市民一人ひとりが、それぞれのライフスタイルに応じて、多様なスポーツに主体的かつ継続的に親し

むことができるようにするため、市体育協会や地区体育協会と協働し、地域との連携を図りながらス

ポーツ機会の充実を図る。 

（２）地域住民主体のスポーツ活動を推進する ～地域力の醸成～ 

○地域住民が主体となったスポーツ活動を推進するために、スポーツ推進委員や総合型地域スポーツク

ラブの活動を通じて地域力の醸成を図り、「市民ひとり１スポーツ」の更なる定着に努める。 

 

７ スポーツ施設の整備・充実 

（１）スポーツ施設の整備と利便性の向上を図る ～スポーツ施設の充実～ 

○気軽にスポーツを楽しむことができるよう施設整備を計画的に進めるとともに、身近で利用しやすい

施設となるよう利便性の向上及び安全管理の強化を図る。 

 

８ 競技力の向上 

（１）全国レベルで活躍する選手を育てる ～支援体制の充実～ 

○優秀なクラブチームや全国・ブロック大会で活躍する選手を育成するための支援を行う。 

（２）各種競技力の向上を図る ～クラブチーム等との連携・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、クラブチーム等との連携・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、スポーツを通じた地域の活性化を図る。 

 

10 健やかな子どもの育成とスポーツの充実 

（１）体力つくり、運動習慣化を推進する ～運動・スポーツ好きの育成～ 
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○運動、スポーツ好きな子どもを育成するため、学校、幼稚園、こども園、保育所、地域、家庭、関係

機関と連携し、子どもの体力向上を図る。 

（２）子どもたちのスポーツクラブ・運動部等の充実を図る ～環境整備と指導者の育成～ 

○子どもたちのスポーツクラブ、運動部等の活動を行うための環境整備に努めるとともに、地域のスポ

ーツ指導者の人材活用を推進する。 
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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) 黒部市立小中学校再編計画の推進 [42P] 

②地域  

(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 [43P] 

(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 [44P] 

(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 [45P] 

(3)適応指導教室（ほっとスペース）事業 [17P] (4)読書普及事業 [46P] 

(4)奨学資金貸付・給付事業 [18P] (5)図書団体貸出事業 [47P] 

(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)青少年育成黒部市民会議助成事業 [48P] 

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 [49P] 

(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 [50P] 

(3)学校訪問 [23P] (3)女性団体の育成 [51P] 

③国際化教育 (4)婚活事業 [52P] 

(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 [53P] 

(3)姉妹都市交流研修事業 [26P] (2)芸術文化活動団体助成 [54P] 

(4)帰国児童生徒等教育 [27P] (3)詩の道句集事業 [55P] 

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 [56P] 

⑤心の教育 (2)埋蔵文化財の発掘調査 [57P] 

(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 [58P] 

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 [59P] 

(2)情報教育 [31P] (2)スポーツ推進委員協議会の育成 [60P] 

⑦キャリア教育 (3)総合型地域スポーツクラブ [61P] 

(1)１４歳の挑戦事業 [32P] (4)スポーツ講演会 [62P] 

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 [63P] 

(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 [64P] 

(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 [65P] 

⑨安全 (3)選手強化 [66P] 

(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 [67P] 

(3)ＡＥＤ管理事業 [39P] (2)Ｖチャレンジリーグ黒部大会 [68P] 

 (3)国体記念アーチェリー大会 [69P] 
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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 

事 業 費 

実績 計(千円) （国費） （県費） (その他) （一般財源） 

Ｈ27 350  350   

Ｈ28 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、村椿公民館、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。 

防災教室、地域内清掃活動、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）等、新たな試みから伝統的に行ってきた行事を実施し、公民館活動

ならではの経験を提供できた。 

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 

Ｈ27 32回 1,717人 

Ｈ28 28回 1,378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） 
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、平成28年度は音沢公民館

から村椿公民館へ変更となり、旧黒部市の実施館が増加した。 

黒部の子どもたちが地元の歴史や豊かな自然を感じ、楽しみながら学びを深められる

ような体験・ふるさと学習ができた。また、この活動を通して、地域の方々との交流も

深めることができた。 

課題・改善 

参加した子どもの多くが小学生であり、時期・企画内容と小学生向けのものは充実

している。保育園児や中学生が参加しやすい活動を企画していく。 

自然体験教室のニーズは高く、定員となる人気教室もある。今後も求められるニー

ズに対応した教室を開催していきたい。 

今後の方向 

（継続・拡充・縮小・廃止などを判断） 

地域の方々と交流しながら、学校や家庭ではできない活動を通して自然や地域につ

いて学ぶことできていると考えており、今後も継続していきたい。 

希望する公民館が増加すれば県へ申請していく。 
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個別事業 （２）成人式の開催 

担当課等 生涯学習課 婚活・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 

Ｈ27 707   707  

Ｈ28 734   734 
 

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 

Ｈ27 405人 359人 88.7％ 

Ｈ28 416人 361人 86.8％ 

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） 

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 婚活・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 

Ｈ27 1,602 534 534  534 

Ｈ28 1,599 533 533  533 

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８校区（生地・たかせ・石田・村椿・桜井・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。また、未実施であった中央校区でも次年度から教室を実施できるよう、お試し教

室を開催した。 

内容としては祭囃子教室や、書道、茶道、工作、料理教室、体力づくり教室など、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 

Ｈ27 ９校区 167回 3,421人 450人 

Ｈ28 ８校区 169回 3,379人 443人 

※前沢小と三日市小の統合（Ｈ28.４） 

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。 

中央校区では、次年度完全実施できるよう準備が整った。 

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 

Ｈ27 0    0 

Ｈ28 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、教育目標と一貫性のある重点及び数値目標を、知育・徳育・体育の３

部門で作成する。達成状況を公表し、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、28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

の成果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 28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） 

新学習指導要領移行期措置について研修し、さらに自校のよさや強みを生かした教育課程の

編成に努める。 

今後の方向 
（継続・拡充・縮小・廃止などを判断） 

いじめ防止等のための基本方針に基づく取組の実施状況を評価項目に位置付け、拡充実施す

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 

Ｈ27 0    0 

Ｈ28 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、発達の

段階に応じた指導に生かす。また、一人一人の子ども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

いだし、小1プロブレムや中 1ギャップの解消及び発達障害のある子どもの受け入れ

体制の整備等に役立てる。 

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し、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。（３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。特に発達障害のある幼児については、一貫性のある継

続支援を行うため、効果のあった取組や保護者の教育的ニーズの把握等について協議

している。 

【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、子ども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。発達の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 

Ｈ27 2,658    2,658 

Ｈ28 3,368    3,368 

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、子どもたちの社会性や協調性を養い、自立心を培って学校生活への復帰を

支援する。 

実績・成果 

（数値を用いて具体的に、前年等とも比較） 

 

年度 通級者数 相談件数（来所） 

Ｈ27 ６人 179件（65件） 

Ｈ28 ６人 196件（85件） 

 
学校に登校できなかった子どもたちが、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どもたちも、指導員から励まされた
り他の子ども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。  
子どもたちの多くは、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
中は週２回程度開設したが、あまり利用はなかった。中学３年生が３人おり、進学に
向けて学習意欲の向上が見られた。３人とも高等学校に進学している。 
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、一人一人の子どもたちへのより適切

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、子ども一人一人

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、子どもたちによい影響を与えている。 

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。 

・通所している子どもたちはそれぞれに応じた支援を必要としており、子どもの状況

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 庶務係 

事  業  費 

実績 計(千円) 国費 県費 その他 一般財源 

Ｈ27 19,080   17,492 1,588 

Ｈ28 18,720   16,724 1,996 

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  

＊年額：480,000円 

＊期間：採択年度から卒業まで 

２ 給付 

＊対象：高校  

＊年額：120,000円 

＊期間：採択年度から卒業まで 

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（採択枠12人） 

年度 平成24 平成25 平成26 平成27 平成28 

申請 14 11 13 14 13 

採択 12 11 12 12 12 

不採択 ２ ０ １ ２ １ 

２ 給付事業（採択枠８人） 

年度 平成24 平成25 平成26 平成27 平成28 

申請者 11 13 ８ 12 10 

採択者 ８ ８ ８ ８ ８ 

不採択 ３ ５ ０ ４ ２ 

・ 

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、厳正かつ公正に審査を行った。 

・貸付期間中の休学、復学等、奨学生の状況に柔軟に対応し、利便性の高い制度運営

に努めた。 

・貸付金の返還は滞りなく行われた。（Ｈ28年度返済者 84人：13,940千円） 

課題・改善 

（具体的な改善内容を記載） 

予算編成上、貸付及び給付のいずれも予算の範囲内での採択となる。貸付は、概ね

予算額に見合う申請数で推移しており、採択人数の設定としては妥当と考える。一方、

給付は、比較的に予算枠を超える人数となる傾向があるが、規則に基づき不採択とし

ている。経済的理由をカバーする趣旨から、要件に合致する者は採択することが理想

である。 

今後の方向 

（継続・拡充・縮小・廃止などを判断） 

行政としてのリスク管理に鑑み、予算枠の青天井化は好ましくないが、採択枠（予

算額）の増について、採択要件の見直しも含めて財政当局と協議していく必要がある。 

  

＜出願要件＞ 

・黒部市民（就学のための市外在住可） 

・学資の支弁が困難と認められる者 

・学業優秀、品行方正、健康であること 
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個別事業名 （５）就学援助事業 

担 当 課 等 学校教育課 学校教育係 

事  業  費 

実績 計(千円) 国費 県費 その他 一般財源 

Ｈ27 32,352 1,279  4,099 26,974 

Ｈ28 30,937 1,202  3,527 26,208 

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（2,144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) 

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

Ｈ28 
2人 116人 41人 9,329 3,063 4,554 16,946 

対象者合計159人（7.4％）    

 

＜中学校：生徒数（1,134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) 

Ｈ27 2人 85人 17人 12,201 3,096 - 15,296 

Ｈ28 
1人 78人 18人 11,394 2,597 - 13,991 

対象者合計97人（8.5％）    

 

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） 

29年度より就学予定者に対する援助も行い拡充を図る。 
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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 

Ｈ27 11,969 1,238 1,586 5,526 3,619 

Ｈ28 14,359 1,168 1,221 4,448 7,522 

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） 

 27年度 28年度 増 減 
幼稚園数 １園 １園 ―園 
学 級 数 ５級 ３級 △２級 
園 児 数 83人 71人 △12人 
決 算 額 11,969千円 14,359千円 2,390千円 
うち管理費 9,120千円 11,794千円 2,674千円 
うち就学援助費 2,849千円 2,565千円 △284 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28年度） 
時 期 申込人数(人) 利用日数 平均利用日数(日) 

夏 季 21 94 4.48 
冬 季 10 15 1.50 

学年末 8 25 3.13 

計 39 134 3.44 
・ 

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、環境にある幼稚園に、学校教育の前段階とした

質の高い教育を求め就園させている。 

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は母親のパート就労が増加傾向に

あり利用者が増えつつある。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、市内9地区から就園している。核家族（87%）、専業

主婦（75%）、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。 

保護者の教育的ニーズに寄り添いながらも、遊びの中での総合的な学びの大切さを周知

していかなければならないと考える。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 

Ｈ27 0    0 

Ｈ28 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（13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。 

28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９校の平均正答率の学校間のバラつきが大き

く、27年度と比べて幅の開きが拡大しており、課題となっている。中学校４校でも、

27年度と比べて開きが若干拡大している。 
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 

Ｈ27 335  300  35 

Ｈ28 400  400   

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】 
若栗小、宇奈月中を拠点校として、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567人） 
<研修会> 
・学級運営研修会２回(62人）・体育実技研修会(20人)・特別支援教育研修会(20人) 
・生徒指導主事等研修会４回(58人）・英会話科指導者研修会３回(147人） 
・いじめ問題にかかる研修会２回(26人)・帰国児童生徒教育研修会(22人） 
・国際理解教育研修会(19人）・体力、運動能力向上研修会(13人） 
・情報教育実技研修会(17人) 
<講演会> 
・指導力向上講演会（32人） 生徒指導講演会（77人） 道徳に関する講演会（54人） 

 
②研究委員会 
◯社会科研究委員会（小学校教諭９人、２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、２回開催） 
・理科の授業で使える教材、データ集を作成した。 

◯情報教育研究委員会（小学校教諭９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。 

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。また、学力向上拠点校の取組を、教育センターが中心となって他校に広める必要
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） 
各種研修会の精選化を図るとともに、中堅教員の資質向上に関する研修会を、平成

29年度より開催する。（拡充） 
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個別事業名 （３）学校訪問 

担 当 課 等 学校教育課 学校教育係 

事  業  費 

実績 計(千円) 国費 県費 その他 一般財源 

Ｈ27 0    0 

Ｈ28 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。 
より一層現場のニーズに応じた訪問研修となるよう、訪問カードの作成時に学校の

相談に乗ったり、関係機関に働きかけたりしていく。 
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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 

Ｈ27 39,070    39,070 

Ｈ28 40,179    40,179 

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） 

英会話科授業には、平成18年度から特区、21年度からは特例校として、取り組ん

できた。小中学校では、年間 35時間（小学１・２年は 10時間、中学１年は25時間）、

ネイティブスピーカー（ＡＬＴ）が必ず参

加し、授業を行っている。 

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、９年間を見通した授業に取り組んでいる。このほ

か、小学校高学年での英語の教科化を見据え、小学校では文字の提示も行った。 

また、平成 28 年度は２年に１度実施している授業公開の年であり、10 月から 11

月にかけ全小中学校の全クラスで授業を一般公開した。 

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 
Ｈ25 32.2％ 16.5％ 
Ｈ26 35.7％ 18.4％ 
Ｈ27 34.0％ 18.9％ 
Ｈ28 19.8％ 18.1％ 

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） 

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」などの項目に対し、肯定的な回答

が非常に多く、英会話に対する興味や意識は高い。ただし、平成 28年度の英検３級

以上の取得率は、全国平均は上回っているが、受験者が大幅に減少したことが要因と

なり、近年の本市取得率を大きく下回る結果となった。 

課題・改善 

（具体的な改善内容を記載） 

平成 32 年度から実施される新学習指導要領では、小学校高学年で英語が教科化さ

れ、授業時間数は週２時間となるほか、平成 30年度からはその一部が先行実施され

る予定であり、特に小学校高学年での授業内容や指導体制への課題がある。 

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。 
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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 

Ｈ27 546   255 291 

Ｈ28 522   260 262 

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 39 13 52 ６ ６ 

２ 実施期間 平成28年 8月 17日（水）～8月19日（金） 

３ 主な活動  

①ティームタイム（最終日の英語劇発表に向け班ごとに劇の練習[全７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等） 

③ＡＬＴインタビュー（全てのＡＬＴに対し１人ずつ質問をしてまわるゲーム） 

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 10 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） 

楽しみながら英会話や異文化に３日間、みっちり触れることができる活動となって 

おり、興味関心を伸ばす面では大変有効な事業となっているが、英会話の力を伸ばす 

という面では、課題がある。 

３日間の英会話力向上の指標となるのが、最終日に発表する英語劇であるが、班や

年度によって、完成度にばらつきがある。この完成度の差を改善するためには、指導

者が目標や目的意識を十分に理解したうえで指導にあたる必要がある。 

今まで以上に事前打合せを重ね、参加者が真剣に劇の練習時間を過ごせるよう指導

にあたり、楽しいだけではなく、英語力やコミュニケーション能力の向上につなげて

いくという姿勢と意識を指導者間同士で共有し、事業の改善、発展に取り組んでいく

必要がある。 

今後の方向 

（継続・拡充・縮小・廃止などを判断） 

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、今後も内容の改善、発展に取り組みながら、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 

Ｈ27 1,629    1,629 

Ｈ28 3,862   2,400 1,462 

趣  旨  等 

（本来の目標・目的・対象・意図） 

姉妹都市のアメリカ（メーコン・ビブ郡）及びオランダ（スドウェスト・フリース

ラン市）との間で、生徒等の派遣（対象：中学３年生）及び受入を実施し、ホームス

テイ、学校訪問、交流活動、現地見学などを通じて、実践的な英語コミュ二ケーショ

ンの機会を得、外国文化に対する興味と理解を高める。 

実績・成果 

（数値を用いて具体的に、前年等とも比較） 

＜研修概要＞ 

・期 間  平成28年11月７日(月)～ 11月14日(月) ７泊８日 

・研修地   アメリカ合衆国ジョージア州メーコン・ビブ郡  

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

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

 

＜研修参加者＞ 

・研修生  中学３年生８名、中学２年生８名の計16名 

※市内４中学校から３年生各２名、２年生各２名 校長推薦 

※対象を２年生にも拡大し、派遣人数も従前の８名から16名に倍増 

・引率者  学校教育課職員 ２名、教育センター指導主事 １名 

 

滞在期間中、学校を訪問し、授業体験や昼食会、課外活動を通じ、現地の学生と交

流を深めたほか、市役所表敬訪問、ＹＫＫ現地工場見学なども行われた。 

 

＜交流研修実績（生徒数）＞ 

年度 派遣 受入 

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） 

Ｈ28 ﾒｰｺﾝ･ﾋﾞﾌﾞ郡(男子６人、女子10人) 未実施（ｽﾄﾞｳｪｽﾄ･ﾌﾘｰｽﾗﾝ市） 

  

点検・評価 

総合評価  Ａ（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） 

・学校訪問では、折り紙や習字、相撲を披露したほか、黒部の紹介も行った。また、

折り紙や習字、茶道、浴衣を現地学生に体験してもらいながら交流した。 

・授業体験では、授業スタイルの違いなどを体験し、現地生徒と積極的に会話を行う

など、英語によるコミュニケーションを実践し、日頃の学習成果を発揮できた。 

課題・改善 

（具体的な改善内容を記載） 

・派遣人数が倍増となったことに伴い、ホームステイ先も倍増し、ホストファミリー

による家庭環境（食事や入浴、寝室の状況など）の違いが色々とあった。生徒には、

自分の意思を伝えることの重要性や伝え方を事前学習で更に指導する必要があった。 

・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。 

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 

Ｈ27 2,158   1,009 1,149 

Ｈ28 2,151   1,007 1,144 

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。 

 

〈在籍状況〉 

H28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14人、中学生３人 
38人 

帰国後３年以上 21人 小学生12人、中学生９人 

 

H28外国人児童生徒数 

区 分 人数 内訳 計 

小学校 4人 ブラジル2人、中国2人 
4人 

中学校 －      － 

   

<主な取組事例> 
・サマースクール参加者14人(帰国・外国人児童7人､幼児2人、保護者5人) 

・付添指導 56回（中央小6人・42回、宇奈月小2人・14回） 

・保護者会の実施（学校生活等の相談）2回、12人（1回目2人、2回目10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 

Ｈ27 16,202    16,202 

Ｈ28 17,848    17,848 

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９校に27人（H27年度は 25人） 

・スタディ・メイト養成講座受講者（３人） 

・資質向上のためのスタディ・メイト研修会参加者（４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 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 28年度は２人の増員をおこなった。 

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、各校の実情に応じた配置を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） 

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 

Ｈ27 2,928    2,928 

Ｈ28 2,903    2,903 

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９小学校、４中学校すべての学校で実施。（※児童生徒数等により予算配分） 

［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 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） 

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 

Ｈ27 3,069    3,069 

Ｈ28 3,129    3,129 

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、地区ボランティアによる読み聞かせの会の開催

など、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 

Ｈ27 14 ４人 一部週2回 

Ｈ28 13 ４人 一部週2回 
 

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） 

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ものの、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） 

平成 29年度に３人の増員に向けた予算及び人員の確保（拡充） 

職種の名称を「学校図書館活動推進員」から全国的な呼称である「学校司書」に変

更する。 
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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 

Ｈ27 39,209    39,209 

Ｈ28 37,578    37,578 

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 

Ｈ27 400 台 3,306人 8.3人/台 
6.2人/台 3.6人/台 

Ｈ28 421 台 3,278人 7.8人/台 

※児童生徒数は、H28.5.1現在（全国平均は、H28.3.1《平成27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 

Ｈ27 309台 250人 123.6％ 
116.1％ 100％ 

Ｈ28 306台 242人 126.4％ 

※教員数は、H28.5.1現在（全国平均は、H28.3.1 《平成27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。 

・ＰＣ21台（デタッチャブル型）を新規導入し、ＰＣ室での授業以外でのグループ

ワーク等へ活用できる体制を整えた。（導入は桜井中を除く、３中学校） 

 

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） 

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環境やＬＴＥを搭載したデバイスの整備を検討する。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にむけ、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 

Ｈ27 1,560  780  780 

Ｈ28 1,345  660  685 

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371人、受入事業所95事業所） 

実施期間：９月26日から９月 30日までの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」（99％） 

・「充実していた」（98％） 

・「自分の生き方を考える良い機会になった」（93％） 

◯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」（77％） 

 

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。 

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 

Ｈ27 0    0 

Ｈ28 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、定期的訪問希望の３校（H27は４校）には週１回を目安に学校を訪

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 定期的な訪問希望校 
Ｈ27 164回／年間 ４校 
Ｈ28 115回／年間 ３校 

 

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 

Ｈ27 
（小）99.4％ 
（中）98.1％ 

(小)91.9％ 
(中)97.5％ 

正しく持てる 
91.6％(小のみ) 

Ｈ28 
（小）99.2％ 
（中）98.5％ 

(小)91.9％ 
(中)97.3％ 

正しく持てる 
89.8％(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） 

中学生の朝食摂取率が若干上昇したが、小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 

Ｈ27 0    0 

Ｈ28 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９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、種目別では

20ｍシャトルランとソフトボール（ハンドボール）投げが、小学５年、中学２年の男

女とも全国を上回った。一方、小学５年では男女とも50ｍ走と長座体前屈が全国を下

回り、中学２年では男女とも50ｍ走と反復横とびが全国を下回っている。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。「体力・運動能力向上研修会」において、課題に対する対応等を検

討していく。 
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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 

Ｈ27 1,644  400  1,244 

Ｈ28 1,625  416  1,209 

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 

Ｈ27 ６名 ７名 10名 ６名 29名 

Ｈ28 ６名 ７名 ８名 ６名 27名 

 

実技指導力を有する非常勤講師 27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（27 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。 

適した人材を見つけられないこともあり、人材の発掘に努めなければならない。 

 

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 

Ｈ27 91,016   38 90,978 

Ｈ28 93,676   8 93,668 

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 28年度給食実施延日数 201日 延給食数(副食) 616,310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。（副食への害虫等の混入４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（配管、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 

Ｈ27 42    42 

Ｈ28 234    234 

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６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。 

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> 

年度 貸与者数 

Ｈ27 223人 

Ｈ28 210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 

Ｈ27 ８件 ２件 ０件 10件 

Ｈ28 ６件 ０件 ０件 ６件 

※黒部市のみの件数（その他にクマ出没情報は含まれていない。） 

点検・評価 

総合評価  Ａ（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、難を逃れた事例もあり、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。 

  



38 

 

 

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 

Ｈ27 25,764 4,709   21,055 

Ｈ28 21,145 1,916   19,229 

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） 45人 

 鏡野・上田家野 冬期 ｼﾞｬﾝﾎﾞタクシー 7人 

桜井小学校 高速道路山側 通年 マイクロ（市有） 
冬期はｼﾞｬﾝﾎﾞﾀｸｼｰ併用 

18人 

 山田新の一部 冬期 17人 

宇奈月小学校 愛本 通年 中型（市有） 16人 

 下立１区 通年 マイクロ（市有） 6人 

鷹施中学校 東布施 通年 大型（市有） 24人 

宇奈月中学校 愛本 冬期 マイクロ（市有） 14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 温泉駅・音沢駅 →浦山駅 通年 全額 16・8人 

 内山駅・愛本駅   〃 通年 全額 5・1人 

 下立駅・栃屋駅   〃 冬期 1/2 13・32人 

宇奈月中学校 宇奈月温泉駅 →下立駅 通年 全額 6人 

・ 

点検・評価 

総合評価  Ａ（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） 

・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具体的検討（バスの大きさ、

台数、乗降場所、運行ルートなど） 

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 

Ｈ27 961    961 

Ｈ28 1,315    1,315 

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、旧前沢小学校含

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

（生地小学校、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 18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28年度は13校中 10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） 

滞りなく定期点検とパッド交換をおこなった。 

 

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の保守点検を毎年実施していく。 

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。 
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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 

Ｈ27 6,988    6,988 

Ｈ28 146,933   113,600 33,333 

趣  旨  等 

（本来の目標・目的・対象・意図） 

経年劣化などによる施設の改修及び学校活動に適した質的施設整備を行い、よりよ

い学習環境の改善を図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） 

・生地、たかせ、石田、中央の 4小学校の空調設備整備を実施した。 

・たかせ小学校において１教室の増築を実施した。 

（４年生複数クラスになることによる） 

・村椿小学校グラウンド改修を実施した。 

 

 

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） 

・各学校の空調が必要な教室及び管理諸室に適切に整備を行った。 

・教室の増築は、新年度の授業に支障無く整備を行った。 

 

課題・改善 

（具体的な改善内容を記載） 

所管課や教職員をはじめとする関係者が協議して策定する、施設整備計画に基づ

き、確実で適切な施設整備が必要である。 

 

今後の方向 

（継続・拡充・縮小・廃止などを判断） 

引き続き生徒・児童の安心・安全を第一義として、しっかりと勉強し友情を育める

場を整備してゆく 

【今後の予定】 

＜Ｈ29年度＞ 

・空調設備設置工事（小学校５校：村椿、桜井、荻生、若栗、宇奈月） 

・石田小学校プール改修工事 

・（仮称）鷹施・高志野統合中学校（以下統合中）改修事業実施設計 

＜Ｈ30年度以降＞ 

・統合中改修工事（～Ｈ32年中） 

・その他施設改修（老朽校舎改修、体育館床改修、プール改修など） 
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個別事業名 （２）桜井中学校新築事業 

担 当 課 等 学校教育課 施設係 

事  業  費 

実績 計(千円) 国費 県費 その他 一般財源 

Ｈ27 167,899 55,296  111,900 703 

Ｈ28 1,048,011 397,976  634,800 15,235 

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） 

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、計画通りに工事が進捗した。 

 

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） 

外壁材に採用した煉瓦材については試験積みを実施することで、入念に調査し、設

計に定められた強度、性能が確保されているか詳細に確認をする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） 

校舎については、平成 29年７月末の完成に向け、遅れることなく工事を進めてい

く必要がある。校舎完成後には、「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」など、同一敷地内での大型工事が施工されるこ

とから、学校運営及び生徒の学校生活に支障がないよう、細心の注意を払いながら進

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） 

平成 32年４月の開校に向け、引き続き工事の進捗管理を徹底していく。 
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個別事業名 （３）黒部市立小中学校再編計画の推進 

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 

Ｈ27 6,920    6,920 

Ｈ28 0    0 

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、若栗ほか） 

実績・成果 

（数値を用いて具体的に、前年等とも比較） 

１ 小学校の統合（桜井小学校の開校） 

平成 28 年４月、市内２つ目の統合校として桜井小学校（前沢小、三日市小）が開

校した。統合に起因する憂慮すべき問題は発生することなく、良好な学校運営がなさ

れ、３月には桜井小学校第一号となる卒業式が挙行された。 

前沢地区児童を対象とするスクールバスについて、統合後の冬期間通学の実態を踏

まえ、停留所の改善と合わせ対象エリアを一部拡大するなど対策を強化した。 

 

２ 中学校の統合 

(1) 職員出前講座を活用した説明会の開催 

平成 32年度の開校を見据えた周知期間として、平成27年度に引き続き、職員出前

講座を活用した説明会（代表者への説明含む）を開催｡（希望しない団体を除く全自治振

興会、ＰＴＡで開催｡) 

①開催回数 28回（地区・ＰＴＡにより複数回） 

②開催団体 自治振興会（14地区）、ＰＴＡ（中学校２、小学校９） 

(2) 遠距離通学対策の検討と基本方針の決定 

統合に伴い通学距離が延伸するエリアについて、その対策方針を決定し、対象地区

住民及び保護者の理解を得ることができた。 

①宇奈月中学校区 〔期間〕通年〔手段〕電車、スクールバス 

②鷹施中学校区  〔期間〕通年〔手段〕スクールバス 

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） 

小学校再編は、前期計画に位置づける４校について計画どおり完了。中学校再編は、

統合３年前となる平成28年度末までの周知期間を終え、平成 29年度からの統合校開

校に向けた具体的協議の準備体制（準備委員会）が整った。 

課題・改善 

（具体的な改善内容を記載） 

中学校統合事務は、市民（地域住民・保護者）、学校教職員、市教委職員も含め、

経験のないことであり、また、２つの統合が同時進行することから、混乱のないよう

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） 

中学校教職員及び小中学校ＰＴＡを中心とした「黒部市立中学校統合準備委員会」

を設置し、学校名、校章、校歌、制服、体操服など、必要な協議を進めていく。 
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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 

Ｈ27 7,000   7,000  

Ｈ28 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、刺繍、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 

Ｈ27 12,009回 152,869人 

Ｈ28 11,712回 150,811人 

※前沢小と三日市小の統合（Ｈ28.4） 

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） 

各地区公民館において、各地区の特色を生かした講座、体験等を企画し取り組んで

いた。他地区との共催・連携事業も積極的に開催し、新たなニーズへの対応に努めた。 

課題・改善 

（具体的な改善内容を記載） 

公民館活動における参加者の高齢化と固定化が進んでおり、公民館活動の活性化を

目指すうえで、従前とは異なる層のニーズを取り入れることが求められている。 

地区公民館特有の地域性を生かしつつ、継続的に活動できる講座・体験を企画して

いく必要がある。 

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） 

公民館長等の現場サイドや自治振興会からは、コミュニティづくり推進事業の継

続・拡充が強く求められている。 

今後、新規事業の実施や伝統行事の拡充を求める地区に対し、重点的な予算配分を

行い事業支援に努めるとともに、事業経過を注視しながら、効果を精査していく。 
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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 

Ｈ27 218    218 

Ｈ28 266    266 

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（１月２８日～２９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「劇団フロンティア」による演劇と各地区公民

館で活動しているサークルの発表会を開催した。「放課後子ども教室ワークショップ」

では、「飛ばして遊ぼう工作教室」実施した。 

 

年度 展示観覧者 アトラクション来場者 

Ｈ27 476人 147人 

Ｈ28 514人 150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） 

「劇団フロンティア」に演劇に加え、地区サークルに演奏や合唱を依頼した。予想

を超える来場者となり、座席が不足した。 

「放課後子ども教室ワークショップ」では作ったものを使いゲームを行った。熱中

する子どもも多く、参加者も堅調だった。 

広報の活動は、公共施設でのチラシの配布、市広報への掲載や市ＨＰへの掲載、各

地区公民館等への周知と参加のＰＲを図った。当日は天候にも恵まれ観覧者は増加し

た。 
 

課題・改善 

（具体的な改善内容を記載） 

・黒部市に縁のあるアトラクションの検討。予算内での実施。 

・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。 

・公民館サークル活動の認知度の向上。 

 

今後の方向 

（継続・拡充・縮小・廃止などを判断） 

各サークルの発表の場となっており、一定の来場者を維持しており、公民館活動参

加者の裾野を広げるため、黒部市公民館連絡協議会との連携を図りながら継続してい

く。 
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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 

Ｈ27 862      79 783 

Ｈ28 663   82 581 

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

ている方の経験を交えた講演などを６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  

Ｈ27 
市民大学講座 10回 709人 

市民カレッジ 61回 1,253人 

Ｈ28 
市民大学講座 6回 313人 

市民カレッジ 63回 1,133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） 

市民ニーズ対応するため講座内容を厳選した。また「お金の使い方講座」において

は、労働者世代が参加しやすいよう、平日夜に庁舎内会議室にて実施した。参加者も

積極的に受講しており、一定の効果が見られた。 

行政が実施する生涯学習事業であり、市民ニーズと講座内容のバランスを精査した

うえ、その内容を検討していく必要がある。 

広報については、広報くろべ、市ＨＰ、公民館ＨＰ及び防災行政無線などを利用し、

周知と普及に努めた。どの講座においても市内の全域から参加されている。 

課題・改善 

（具体的な改善内容を記載） 

限られた予算の中でニーズに則した講師を招聘することが求められる。 

継続して労働者世代にも参加しやすいよう、夜間開催の教室を継続実施する。 

今後の方向 

（継続・拡充・縮小・廃止などを判断） 

地域の活性化や生涯学習活動の発掘を実現するために、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 

Ｈ27 35,131   1,397 33,734 

Ｈ28 31,590   1,183 30,407 

趣  旨  等 

（本来の目標・目的・対象・意図） 

市民の多様なニーズに応え、一人ひとりが本との出会いを通じて、暮らしの中に図

書館が息づき、「いつでも・どこでも・だれでも」が利用しやすい図書館運営を図る。 

実績・成果 

（数値を用いて具体的に、前年等とも比較） 

・図書館利用状況 

年 度 館 名 貸出冊数 貸出人数 入館者数 開館日 

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  

Ｈ28 黒部市立図書館 164,693冊 34,121人 82,336人 283日 

宇奈月館 34,338冊 8,087人 20,214人 289日 

合計 199,031冊 42,208人  102,550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 

Ｈ27 黒部市立図書館 8,009件数 1,410件数 11回 

宇奈月館 2,534件数 383件数 21回 

合計 10,543件数 1,793件数  

Ｈ28 黒部市立図書館 7,508件数 1,017件数 9回 

宇奈月館 4,107件数 284件数 26回 

合計 11,615件数 1,301件数  

・図書受入冊数 

館 名 Ｈ27 Ｈ28 

黒部市立図書館 6,613冊 (内 寄贈1,193冊) 6,074冊（内 寄贈935冊） 

宇奈月館 2,198冊 (内 寄贈914冊) 1,908冊（内 寄贈748冊） 

合計 8,811冊 (内 寄贈2,107冊) 7,982冊（内 寄贈1,683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0.4％、貸出人数0.5％、貸出冊数3.3％の増加となった。 

郷土資料のアーカイブ化を続け、Ｈ26 年～現在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継続し、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。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 

Ｈ27 0    0 

Ｈ28 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 
Ｈ27 173 740 10,307 

Ｈ28 191 575 9,182 

宇奈月館 
Ｈ27 42 296 2,125 

Ｈ28 44 389 2,917 

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 団体貸出学校数 延べ貸出冊数 

Ｈ27 小学校６校、中学校２校 3,426冊 

Ｈ28 小学校６校 3,384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2,990冊 

【Ｈ28実績内訳】 

黒部市立図書館 ９地区（Ｈ27:9地区）計2,213冊（Ｈ27: 2,204冊） 

黒部市立図書館宇奈月館        計777冊（Ｈ27:  626冊） 

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） 

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9.3％増

加したが、利用団体数は6.9％、貸出冊数は2.7％減少した。「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が、中学校の利用がな

かったため、利用校数が減少し、貸出冊数も42冊（1.2％）減少した。しかし、学童保育

への団体貸出の貸出冊数は前年度より5.7％増加した。 

 

課題・改善 

（具体的な改善内容を記載） 

小学校や幼稚園･保育所等の利用は増えつつあるが、中学校・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、

教員や学校図書館活動推進員（平成29年度から学校司書）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  婚活・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 

Ｈ27 108    108 

Ｈ28 308    308 

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、発足10周年記念事業、11月子ども・

若者育成市民啓発事業、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。 

有害環境浄化研修会では県青少年健全育成条例等について学んだ。 

夏休みと冬休み前には、休み中の安全な過ごし方を呼び掛けるチラシを市民会議と

教育委員会の共同で作成し、市内小学生・中学生全員に配布している。 

 

 

 

 

 

行事名 Ｈ27参加人数 Ｈ28参加人数 

夏のさわやか運動 565人 616人 

秋のさわやか運動 429人 470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） 

記念事業では、青少年育成黒部市民会議独自の発想を持って企画運営を行った。ま

た、11 月は例年、県からキャラバン隊の派遣があったが、今年度から派遣が取りや

めとなったので、内容を一部変更して11月子ども・若者育成市民啓発事業を実施し、

関係５団体に活動の取組みを発表していただき、さらなる連携強化に努めた。 

その他の年間行事については活動が定着し、さわやか運動等の行事にも安定した参

加がある。 

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、青少年一人ひとりに目を向け、地域で守り

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

慣例の活動を今後も継続していくだけでなく、地域関係団体とさらに連携を強化し、

子ども・若者育成市民啓発事業等を見直しながら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  婚活・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 

Ｈ27 641    641 

Ｈ28 694    694 

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 28年度は任期２年の初年度であり、推進員28人中 22人が新人推進員となっ

た。活動を円滑に進めることが難しかったが、毎月開催する定例会の中で自覚を促

しながら自主的な活動参加に繋がっていた。平成28年度も結婚を希望する男女の新

しい出会いをサポートすることを目的に婚活イベント「黒部のスイーツで縁結び 

婚活アフタヌーンティー」を実施した結果、男性20人、女性19人の39人の出席者

で６組のカップルが誕生した。 

また、誰もが安心して心豊かに暮らせる魅力ある黒部市を基本理念に第２次くろ

べ男女共同参画プランを新たに策定した。 

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） 

新人推進員の増加で推進活動に戸惑うことが多く、新たな活動をすることは困難だ

った。しかし、各地区においても工夫の見られる事業を展開したことや第２次くろべ

男女共同参画プランを策定したことにより、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。 

また、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） 

推進員が２年の任期で交替となるため、推進員とはどういうものなのか、活動はど

のように進めていくのか等、学習から始まり、運営に至るまでの展開が難しい。その

ため、推進員活動を円滑に進めるためにＯＢ会の立ち上げを検討しているが、早期に

改善はできない状況である。 

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と同時に活発な活動で啓発や周知を推進したい。 

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  婚活・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 

Ｈ27 240    240 

Ｈ28 260    260 

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 

Ｈ27 11回 ５人 ７件 

Ｈ28 12回 13人 17件 

28 年度は相談日を毎月１回設定し、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

が立ち寄る市内公共施設の女子トイレに配置を行い、また、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、継続的な見守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市民へ普及させるため、第２次くろべ男女共同参画プラ

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  婚活・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 

Ｈ27 508    508 

Ｈ28 135    135 

趣  旨  等 

（本来の目標・目的・対象・意図） 

市内９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） 

平成 28年度からウィメンズくろべが新たに加入し、９団体で活動を行った。 

女性議会を７月５日の組織議会から10月７日の本会議までの95日間の会期で３年

ぶりに開会した。議員定数は 18名（５名は一般公募）。本会議までの会期中、学習会

や各委員会では積極的に活動を行い、地域の課題について熱心に研修を重ね、女性な

らではの視点で市に質問や提案をした。 

女性のつどいを開催し、市長講演で総合振興計画、道の駅、公共交通について意見

を視聴した。 

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へ積極的

に参加協力し、市民協働参画を図った。 

 

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） 

３年ぶりに開会した女性議会は、積極的に研修を行い、本会議では女性の立場から

問題を見つけ参画した。また、毎年恒例のイベントでの大鍋づくりは、多数の会員が

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、構成員の高齢化に伴い会員数も減少して

おり、新規会員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。 

  



52 

 

 

個別事業名 （４）婚活事業 

担 当 課 等 生涯学習課  婚活・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 

Ｈ27 290    290 

Ｈ28 643    643 

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） 

独身男女の出会いイベントを企画する２団体に「独身男女対象出会いサポート事業

実施補助金」を交付（黒部市ふれあい交流館あこや～の主催のイベントには男性 10

名、女性 10名が参加し、５組のカップルが成立。富山県男女共同参画推進員黒部市

連絡会主催のイベントには男 20名、女19名が参加し、６組のカップルが成立）。 

さらなる結婚支援に取り組むため、黒部市結婚支援プロジェクト準備委員会を設

立し、今後の婚活支援の取組を協議した（委員５名（女性団体２名、富山県男女共

同参画推進員黒部市連絡会２名、黒部商工会議所青年部１名））。 

結婚に関する意識調査を実施した（満 25歳から満 44歳までの市内在住男女各500

名、計1,000名を対象）。有効回答数343名、回収率 34.3％。 

 

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） 

イベント開催については市以外のそれぞれの団体が企画運営を行うことにより、そ

れぞれの特徴を生かしたイベントを実施しており、独身男女が参加するうえで、大変

興味を持ち参加しやすい工夫がされている。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。 

黒部市結婚支援プロジェクト準備委員会については次年度以降の取組について話

し合い、サポーターや相談窓口の設置など、１組でも多くのカップルが成婚に結びつ

くような事業を検討することができた。 

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の創出、１組でも多くのカップルが成婚に

結びつくような事業を実施し、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。 

結婚支援サポーター制度の設置、結婚支援相談窓口を開設する。 
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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 

Ｈ27 1,057    1,057 

Ｈ28 964    964 

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28年 10月28日～11月１日の５日間 

年度 観覧者数 一般 出品点数 招待者 出品点数 

Ｈ27 926名 137点 18点 

Ｈ28 919名 125点 18点 
 
※平成 28 年度は、これまでの 11月中旬から 10月下旬に会期を変更し、また、開

催期間を６日間から５日間に変更し開催した。 

※平成 28 年度は「姉妹都市 根室市 文化作品交流展」として、根室市の作品を美

術展と同時開催で25点を展示した。 

 

＜劇団フロンティア公演＞ 

演劇は、劇団フロンティアが、シアターフロンティアを会場に、第 42回公演「こ

こだけの話」を11月に６回（12日・13日・19日・20日・26日・27回）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） 

一般展示の出品者および出品点数は、平成 27 年度に比べ出品者数は減少したも

のの観覧者数は、ほぼ同人数が見込め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 

Ｈ27 3,189   990 2,199 

Ｈ28 2,020   190 1,830 

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 31日に黒部川公園で開催、補助金1,302千円。 

年度 参加者 

Ｈ27 約 6,000名 

Ｈ28 約 6,800名 

※H28年度は、昨年よりも約 800名参加者数が増加した。 

＜黒部市芸術文化協会＞ 

６月４～５日にコラーレで第４回芸術文化祭の開催。41団体、５個人会員、総会

員数 512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 24号）の発行。補助金 190千円。 

 

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） 

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

研究誌の発行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。 

 

課題・改善 

（具体的な改善内容を記載） 

団体の更なる自立、充実した事業となるよう、助成内容を見直していく必要があ

る。 

 

今後の方向 

（継続・拡充・縮小・廃止などを判断） 

各団体の自立を促すとともに、芸文協による芸術文化祭などの民間の取り組みと、

行政施策の位置付けを整理し、費用対効果等の評価を行いながら継続する。 
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個別事業名 （３）詩の道句集事業 

担当課等 生涯学習課  文化係 

事 業 費 

実績 計(千円) 国費 県費 その他 一般財源 

Ｈ27 43    43 

Ｈ28 269    269 

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28年５月～平成28年12月末まで 

・投句箱設置場所（市内12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） 

(12) 宇奈月温泉総湯「湯めどころ宇奈月」（平成28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 

Ｈ27 419句 364名 

Ｈ28 363句 302名 

 

・平成20年度最優秀賞受賞句の石碑を設置（１基） 

 

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） 

黒部市内12箇所に投句箱を設置。応募人数が昨年の 364名から302名へ減少し

たことに伴い、応募点数も 419 句から 363 句と減少したが、一昨年と比較すると

増加している。黒部峡谷鉄道の欅平駅や電気記念館、とちの湯などでの投句が多

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。 

 

 

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。顕彰方法については、今後石碑の設置を行っていく。 
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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 

Ｈ27 880   680 200 

Ｈ28 900   700 200 

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 28年度は２地区（下立獅子舞、郷土芸能しばんば）の４名の指導

者を認定し、認定者は合計 102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×６団体＝300千円 

 

◎伝承芸能獅子舞保存会補助      補助金030千円×10団体＝300千円 

◎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 

Ｈ27 217    217 

Ｈ28 136    136 

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 28年度は、文化財の調査として、中野道遺跡（三日市地区）、中新遺跡（中

新地区）、NKB-3 遺跡（大布施地区）、若栗中村遺跡（若栗地区）３件、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 

Ｈ27 6,706  
 

 6,706 

Ｈ28 28,018 20,000   8,018 

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） 

１ 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、山の日ツアーや大地を探る地

学リレー講演会、日本ジオパーク中部ブロック大会、キックオフコンベンション

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、ジオパー

ク自然教室やツアー事業などで活用した。 

２ 地域観光ギャラリー展示空間事業 

・土日祝日、大型連休や夏休み期間中など延べ 128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10,000人以上）。 

・フィールドカードに立山黒部ジオパークのロゴマークを掲載させた。 

・各地のジオパークなど、18回の施設見学を受け入れるとともに、黒部・宇奈月温

泉観光局主催の館内ツアーへの連携を行うとともに、開業２年を経過し運用を考

慮に入れた総括を行った。 

３ 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2016」（６回）をはじめガイド派遣（22 回）を実施し、

のべ 472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34回実施した。 

４ その他（地方創生加速化交付金を利用した事業補助金） 

・「自然と共存した賑わい創生事業」（宇奈月ｼﾞｵﾂｰﾘｽﾞﾑｺﾝｿｰｼｱﾑ）に補助金を交付。

ｼﾞｵﾂｰﾘｽﾞﾑの実施、ｼﾞｵｶﾌｪの展示、映像、ｼﾞｵﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄの作成、流木の燃焼実験と薪

ﾎﾞｲﾗｰ、ﾁｪｰﾝｿｰ、粉砕機等の設備整備（ｼﾞｵﾊﾟｰｸ交流施設わくわく広場うなジオ内） 

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） 

立山黒部ジオパークの拠点施設である地域観光ギャラリー展示空間を、ジオパー

ク事業やフィールドミュージアム事業に活用させるとともに黒部・宇奈月温泉観光

局との連携強化を図った。 

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。 

・ユネスコ世界ジオパークの申請に求められる可視化の充実を図る。 

・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、ユネスコ

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 

Ｈ27 2,845    2,845 

Ｈ28 2,708    2,708 

趣  旨  等 

（本来の目標・目的・対象・意図） 

市民が一堂に集い、スポーツの実践により体力の向上、健康の増進、レクリエーシ

ョンによる親睦協和を図り、より健全で明るい市民生活を営むことを目的とする。 

実績・成果 

（数値を用いて具体的に、前年等とも比較） 

全 11地区から市民が参加して開催され、総合成績を競った。 

専門委員会等を開催し、出場年齢の拡大を検討するなどより多くの市民が参加しや

すい大会を目指した。 

 

市民体育大会開催種目、種別数 

年度 種目数 

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 

Ｈ28 15種目（17種別）スティックリング競技を継続開催 
 

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 

Ｈ27 1,834    1,834 

Ｈ28 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 Ｈ27 Ｈ28 

ｽﾎﾟｰﾂ教室 ２回 58人 ４回 95人 

出前教室 ７回 約 180人 ８回 約 200人 

全体研修会 ２回 60人 ３回 85人 

◆スポーツ教室 

・各中学校区にて教室を開催した。ニュースポーツの普及を目的として、小学生か

ら高齢者まで幅広く教室に参加できるよう内容を工夫して開催したところ、多くの

市民がニュースポーツを体験できる機会となった。 

◆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（スティックリング等）を実施した。出前教室の認知度が低く依頼件数が少ない。 

◆全体研修会 

・県外の協議会との交流研修を新たに実施した。他県の取組みを学ぶことで、自己

の活動の見直しを図るとともに意欲向上が図られた。 

＜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 2016、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） 

“地区に根付いた活動の展開”をテーマとして、積極的にニュースポーツの普及が

図られている。参加者を募っての教室開催を始め、講師として出前教室を開催するな

ど、地区のニーズに応じた活動の展開は、それぞれの地区より一定の評価を得ている。 

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

にも継続的な協力が成されており、欠かさせない存在となっている。 

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、活動内容の評価が適切に行われるように、ＰＤＣＡサイクルの構築を図る必

要性がある。 

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 

Ｈ27 830    830 

Ｈ28 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Ｋ

Ｕ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 

Ｈ27 1,612名 88 142名 ９ 

Ｈ28 1,628名 87 101名 ６ 

  

 合  計 

年度 会員数 教室数 

Ｈ27 1,754名 97 

Ｈ28 1,729名 93 
 

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 

Ｈ27 750    750 

Ｈ28 344    344 

趣  旨  等 

（本来の目標・目的・対象・意図） 

普段触れ合う機会のない著名な講師を招き講演会を開催することで、「市民ひとり

１スポーツ」の普及並びに競技力の向上と指導者の育成を図る。 

実績・成果 

（数値を用いて具体的に、前年等とも比較） 

講演会の講師と参加者数 

開催日 Ｈ27.10.10 Ｈ28.11.12 

講師 
金本 知憲氏 

（元プロ野球選手） 

篠原 信一氏 

（柔道家） 

参加者数 850名 450名 

※市内の一般参加者(27年度 542名、28年度 360名) 

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） 

例年、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。 

今年は、柔道家の篠原氏（シドニーオリンピック100kg超級）を招き、『規格外』

という演題で講演していただいた。少年少女をはじめとする柔道経験者のみならず、

多くのスポーツ愛好者が参加した。 

課題・改善 

（具体的な改善内容を記載） 

講演を聞くという受動的なあり方を見直し、平成29年度以降は隔年開催とする。 

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、隔年で開催する。 
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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 

Ｈ27 12,095    12,095 

Ｈ28 12,140    12,140 

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（5,400千円） 

 受水槽底板及び中仕切り板改修工事、融雪用深井戸ポンプ・揚水管取替工事  

○宇奈月体育センター（100千円）･･･トレーニング室窓断熱改修工事 

○健康スポーツプラザ (130千円)･･･照明改修修繕 

○練成館 (189千円)･･･排煙装置回収工事 

○学校開放体育施設 グランド照明等修繕（680千円） 

 

＜社会体育施設及び学校開放利用者数（人）＞ 
年度 Ｈ27 Ｈ28 

総合体育センター 330,678 317,864 

宇奈月体育センター 7,681 8,178 

健康スポーツプラザ 10,585 9,699 

練成館 13,676 14,849 

計 362,620 350,590 

学校開放 46,050 46,769 

・ 

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。 

 

課題・改善 

（具体的な改善内容を記載） 

施設の老朽化に伴い、計画的に施設整備を行い、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 

Ｈ27 16,100   9,100 7,000 

Ｈ28 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 Ｈ27 Ｈ28 

Ｖサマーリーグ 
東部大会 
11チーム中６位 

22チーム中14位 

北信越国民体育大会 
1回戦敗退 
（国体出場ならず） 

２位 
（国体出場ならず） 

国民体育大会   

天皇杯・皇后杯 
ファイナルラウンド 
２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 
10勝11敗 
５位（全８チーム中） 

8勝13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」の運営協力を行った。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する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、２月の地元大会において連敗を喫し、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上位リーグを目指すためには、選手等の人材確保が不可欠で

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 

Ｈ27 6,744    6,744 

Ｈ28 4,214    4,214 

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 Ｈ27 Ｈ28 

人数・金額 人数 金額 人数 金額 

小学生 61名 1,214,740円 36名 474,120円 

中学生 97名 2,536,350円 59名 1,422,260円 

高校生 106名 612,000円 80名 424,000円 

一般 222名 1,417,240円 190名 1,086,000円 

合計 486名 5,780,330円 365名 3,406,380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 Ｈ27 Ｈ28 

人数・金額 人数 金額 人数 金額 

２部一般 468名 468,000円 428名 428,000円 

２部中学 248名 322,400円 223名 223,000円 

３部 165名 173,100円 157名 157,000円 

合計 881名 963,500円 808名 808,000円 

激励費は、平成 27年度までは中学生が１千円＋ドリンク代（300円）、一般が１

千円としていたが、平成28年度より、支給額を一律１千円に改正した。 

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） 

全国大会・ブロック大会出場選手は、全国小学生陸上交流大会において３位入賞

を果たすなど個人種目を中心に活躍がみられた。 

県民体育大会においては、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） 

内規の一部改正に伴い、派遣費・激励費の支給について市各競技協会に通知した

ところである。市民一人１スポーツ推奨のため、さらに周知を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） 

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 

Ｈ27 734    734 

Ｈ28 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） 

１ 富山県民体育大会 590千円 

２部（郡市対抗）成績 

年度 Ｈ27 Ｈ28 

２部一般 ３位 468名 ３位 428名 

２部中学 ７位 248名 11位 223名 

651名が参加した。 

参加選手・監督へ激励費を支給した。 

 

２ 富山県駅伝競走大会 175千円 

成績 

年度 Ｈ27 Ｈ28 

黒部市 12位 11位 

黒部市選手団強化練習会補助金として支給した。 

点検・評価 

総合評価  Ａ（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、各競技協会の尽力により安定して高い水準を保

っており、参加しやすい環境が整っていると考えられる。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、11位と昨年から順位をひとつ上げたものの、依然、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７位から 11位と順位を下げた。毎

年中盤から下位に位置することが多く、競技種目に焦点をあてると、競技力に偏り

が見られる。中学全体としての競技力の底上げが必要である。 

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 

Ｈ27 20,000   20,000  

Ｈ28 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、ランニング大会

100選にも選ばれ、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） 

名水マラソンエントリー数（名） 
開催年度 市内 県内 県外 ゲスト 合計 

Ｈ27 2,074 3,065 5,343 ５ 10,487 

Ｈ28 2,086 3,713 4,736 ７ 10,542 
・ 

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２年連続の 10,000 人以上のランナーが参加し、過去最高のエント

リー数となった。県外参加者は 4,743名（前年 5,343名）、県内参加者は 5,799名

（前年5,133名）であった。大会を通じ、黒部市を大きくＰＲできた。 

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） 

１万人規模の維持及び満足度の高い大会を目指す。 
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個別事業名 （２）Ｖ・チャレンジリーグⅠ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 

Ｈ27 305    305 

Ｈ28 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Ⅰの開催により、

市民に国内トップレベルのプレイ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 Ｈ27 Ｈ28 

観客数 
3,000名 

（平均1,500名） 

2,840名 

（平均1,420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 

Ｈ28年度（２日間開催）２/25 1,340名、２/26 1,500名 

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） 

観客数について、「レギュラーラウンド最終節であること」、「試合結果によって順位

が大きく変動する」という状況であり、増加する要素はあったものの例年並みであっ

た。その要因はいくつか考えられるものの、観客増加に向けた方策について具体的な

取組みを検討、実践していく必要がある。 

 

課題・改善 

（具体的な改善内容を記載） 

市民のトップレベルのスポーツ観戦への興味・関心は高い。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。本事業を通じて、市民の一体感が醸成されるよう引き続き環

境整備に努めていくとともに、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 

Ｈ27 242    242 

Ｈ28 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 Ｈ27 Ｈ28 

選手 130名(3) 138名 

役員 50名(0) 50名 

合計 180名 188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） 

トップレベルの選手から初心者まで、すべての参加者が競技を楽しめるよう、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いる。また、市外、

県外からの参加者も多くおり、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） 

種別による参加者数のばらつきにより、会場（的数）の競技運営能力を超えてしま

う可能性があり、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。 

東京 2020五輪事前キャンプ誘致に関連付けた事業展開について、どのような方策が

あるか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） 

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（28 年度分） 

 

黒部市立生地小学校 

元校長  福 田  豊 
 

平成 29 年度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。黒部市教育方針に沿って

取り組まれた「家庭地域教育」「学校教育」「スポーツ及び社会教育」のそれぞれの事業について、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。平成 21 年度まで教育現場に、以後、黒

部市帰国児童生徒教育研究会理事・YKK 教育相談室に携わる立場で、意見を述べさせていただきます。 

 

１ 「確かな学力～全国学力・学習状況調査」 

本市は毎年、全国学力・学習状況調査の分析結果を参考にして、授業改善に努めていることから今回の

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。今後も、調査結

果を活かし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「各教

科が好きだ」という子どもたちを増やしてください。 

 

２ 「国際化教育～英会話科の実施」 

 子どもたち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」

の項目に対し、肯定的な回答が多く、英会話に対する興味や意識が高いとのことです。これは、各学校の

担任が授業研究を実践し、また、本市が各学校にＡＬＴと英会話講師を配置し英会話科の授業に取り組ん

できた成果だと思います。昨年、海外に赴任する保護者から、子ども（小学５年生）を帯同するかどうか

の相談がありました。子どもが「黒部市の学校に通学していれば」それほど迷わず帯同するとも言ってお

られました。 

 平成28年度は、英会話の授業公開の年で各小中学校の授業を参観させてもらいました。感想としては、

コミュニケーション能力の育成と共にできれば、国際理解教育（他教科においても）の視点を加味し「海

外の国のことについてもっと知りたい」という子どもたちを増やしてほしいと思いました。 

 

３ 「国際化教育～帰国児童生徒教育」 

 市帰国児童生徒教育研究会の保護者会には、７回参加しました。昨年までは、母親が海外の方が一組で

他の参加者は帰国児童生徒の保護者でした。今年は、母親が海外の方が３組も増え、いずれも子どもはま

だ幼児でした。それで、母国語をどうするかという話題が中心になりました。以前と比べると、帰国児童

生徒はやや減ってきていますが、今後は保護者の一人が海外の方や外国人児童生徒が増加してくると考え

られます。今までどおり、帰国児童生徒が海外で身に付けた語学や文化を活かせる場を工夫し、そして外

国人児童生徒の増加を考慮して母国語でサポートできる人材の確保等をお願いします。 
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４「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、毎年、支援員の増員や勤務時間の拡充など行われています。学校現場に

いたときに支援員を配置してもらい、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級全

体が落ち着き助けていただきました。今後も、各学校の実態を把握し、実情に応じた支援員の配置をお願

いします。 

 

－・－＊－・－＊－・－＊－・－＊－・－＊－・－＊－・－＊－・－＊－・－＊－・－＊－・－＊－・－ 

 

教育委員会事務の点検・評価に関する意見（28 年度分） 

 

黒部市母子保健推進員連絡協議会 

会長 中 西 由美子 
 

教育委員会の事務について、多くの事業が綿密に計画し、実行され成果を上げている事に対し敬意を表

したいと思います。その中でよく似通った事業があるように感じられるものもあり、よく精査しながら

PDCAサイクルに基づいた事業の運営を望みます。 

今回、特に感じた「心のケア」「いじめ問題」に絞って意見を述べたいと思います。 

 

〇心身ともに健康で学ぶ意欲を育てる学校教育について 

先日の読売新聞10月27日付1面トップに全国でいじめ認知最多32万件の見出しが目に飛び込んできま

した。文部科学省は、全国の小中学校で 2016年度に認知したいじめの件数が前年度比 98,676件増え過去

最多と発表しており、いじめによる自殺も 10人、また不登校や暴力行為もますます増加傾向にあるとの事

です。また、つい先日、座間市で起きた事件も自殺願望の人を襲った残忍な殺人事件として記憶に新しい

ところです。 

こうした全国的な状況に鑑み、当黒部市のいじめや不登校等の実態は、どの様な状況にあるのか気にな

りましたがこの報告書の中ではよく読み取れませんでした。（事務の点検・評価に表記する数字ではないの

かもしれませんが）心と身体の健康は、人格形成の基礎を築く非常に重要な課題であり「心のケア」「いじ

め問題」には真剣に取り組んで頂きたいと思っています。 

学校教育の現場においては、様々な事業が展開されており人と人との関わりの中から、教えあったり支

えられたりしながら人間形成を培っていくものであると考えます。しかしそうした過程で他人を傷つけた

り傷つけられたりした時にどうしたらよいか困惑したり迷ったりする児童・生徒も多いのではないでしょ

うか。こうした場面で、親や先生、友人に相談し解決しなくても、方向性を見出したりできる人は、また

日常生活に戻る事ができます。しかし誰にも相談できず自己嫌悪に陥ったり、感情のコントロールが出来

ず、うつ病や心身症を発症したり、不登校やいじめや暴力行為の加害者になったりする事も考えられます。 

黒部市では、不登校の児童生徒を対象にした「適応指導教室」が開設されていますが毎年相談件数が増

加している中で課題に表記されているように、この教室にも通所していない児童生徒こそが問題であると

言えます。誰にも相談できず悶々としている児童生徒を救うために学校生活の様々な場面でサポート出来

るようにしなければなりません。 

もうすでに市内全域で「心のケア」相談体制は整備されていると思いますが、相談する相手は、親や先
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生とは限りません。スタディメイトや放課後教室のボランティアの方等児童・生徒と関わる、出来るだけ

多くの方々への「心のケア」の研修を是非実施していただきたいと思います。ちょっとした会話の中で「何

か困っていることはないの？」と聞いた事がきっかけで救われる児童生徒がいるかもしれません。まずは、

話を聞くことが何より重要なのです。 

「心のケア」を充実する事によって救われた児童・生徒は、また学ぶ意欲を取り戻すでしょう。 

昨年、教育審議会に出席した際に「心の教育」の一環として「人権作文」を書くという事業の紹介があ

り非常に良い取り組みだと思いました。他人の立場や考え方に傾聴し、自分や他人の生命を尊重する活動

は非常に有意義であると思います。「人権作文」は、書いて提出するだけではなく、学校新聞に掲載したり、

クラスで発表したりするなど他の人がどう考えているかを知る機会としてまた「心の教育」の一環として

是非導入されてはいかがでしょうか。 

「上からこうあるべき」との教育よりも同じ仲間がどう考えているかを知り共有・共鳴出来た思いは必

ずや心に届くものと確信します。 

 

最後に、今一度、「心身ともに健康で学ぶ意欲を育てる学校教育について」を充実させるため「心のケア」

事業を重点に取り組んで頂きたいと要望致します。 

また、学校評価の中の今後の方向に示してあるとおり、いじめ防止のための基本方針に基づく取り組みの

実施状況を評価項目に位置付け拡充実施するよう強く要望します。 

そして、学校、家庭、地域がさらに連携し、心身ともに健康で明るい未来の黒部市の人づくりに貢献さ

れますようご期待申し上げます。 


