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Ⅰ 平成24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27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23年度の教育委員会の運営及び事務事業

３ 点検評価の方法

（1）自己点検評価

「平成23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 目標等達成の目安

ＡＡ 目標を十分に達成し、期待以上の成果が得られた。 90％超

Ａ 目標を概ね達成し、ほぼ期待どおりの成果が得られた。 70～90％

Ｂ 目標を半分以上達成し、ある程度の成果が得られた。 50～70％

Ｃ 目標をあまり達成できず、成果が少なかった。 30～50％

Ｄ 目標をほとんど達成できず、成果がなかった。 30％未満

（2）教育振興協議会での検討

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名簿】（任期：平成24年４月1日～平成26年３月31日）

役職 氏 名 職 業 等

会 長 川 村 昭 一 黒部市自治振興会連絡協議会

副会長 高 野 早 苗 黒部市社会教育委員

委 員 植 木 眞 人 黒部商工会議所

委 員 宮 﨑 幸 子 黒部農業協同組合

委 員 白 川 正 秋 黒部市体育協会

委 員 小 島 之 弘 黒部市ＰＴＡ連絡協議会

委 員 水 野 惠 子 黒部市小学校長会

委 員 熊 野 勝 巳 黒部市中学校長会

委 員 伊 藤 節 子 公募委員

委 員 朝 倉 弘 子 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評価に対する意見

を聴き、報告書に記載する。
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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公表する。

（5）スケジュール

・ 8月31日 事務局内で検討・原案作成

・ 9月26日 定例教育委員会へ報告、教育振興協議会に諮問

・ 9月28日 教育振興協議会で検討（１回目）

・10月15日 教育振興協議会で検討（２回目）・決定、教育委員会に答申

・10月25日 定例教育委員会で決定、学識経験者に送付

・11月30日 学識経験者の意見追加、報告書完成

・12月18日 市議会に提出（議長に提出、議員に配布、最終日全員協議会で説明）

・12月下旬 公表（窓口閲覧、ホームページ掲載等）

２
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（6）「教育の方針」と「点検評価」の関係

19 年度 20 年度 21 年度 22 年度

19 年度教育の方針

２月検討

３月議会提出
点検

評価

反映

23 年度 24 年度 25 年度

Do

Check

Action + Plan

Do

Do

Do

Do

Do

Do

20 年度教育の方針

24 年度教育の方針

21 年度教育の方針

Check

Action + Plan

8 月原案作成

9～10 月協議会

10 月教育委員会

11 月学識経験者

12 月市議会､公表

反映

点検

評価

Check

Action + Plan

8 月原案作成

9～10 月協議会

10 月教育委員会

11 月学識経験者

12 月市議会､公表

反映

点検

評価

22 年度教育の方針

23 年度教育の方針

Check

Action + Plan

8 月原案作成

9～10 月協議会

10 月教育委員会

11 月学識経験者

12 月市議会､公表

反映

点検

評価

Check

Action + Plan

8 月原案作成

9～10 月協議会

10 月教育委員会

11 月学識経験者

12 月市議会､公表

反映

点検

評価

Check

Action + Plan

8 月原案作成

9～10 月協議会

10 月教育委員会

11 月学識経験者

12 月市議会､公表

反映

点検

評価

25 年度教育の方針

3
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Ⅱ 点検評価の結果

１ 教育委員会の運営状況

（1）教育委員会委員（平成24年３月31日現在）

職名 氏名 年齢 性別 任期 役職 備考

委員長 いけ だ ひろし 64 男
H20. 5.10

～H24. 5. 9

委員長

H23. 5.10～

非常勤

池 田 宏

委員長

職務代理者
うる ま なか ろう 55 男

H21. 5.10

～H25. 5. 9

非常勤

（保護者）漆 間 中 郎

委員
やなぎはら さちこ

59 女
H22. 5.10

～H26. 5. 9

非常勤
柳 原 幸 子

委員
ふく た ゆたか

62 男
H23. 5.10

～H27. 5. 9

非常勤
福 田 豊

委員

（教育長）

なか やま けい いち
66 男

H22. 5.10

～H26. 5. 9

教育長

H20. 5.12～

常勤
中 山 慶 一

（2）教育委員会の開催状況

・開催回数 定例会12回、臨時会２回

・審議件数 議案20件（可決20件）、協議５件、報告37件

（3）教育委員会行政組織（網掛部分は教育機関） （平成24年３月31日現在）

教育委員会

（教育長）
教育部長

学校教育課

庶務係、施設係、

学校教育班学校教育係

小学校（11校）、

中学校（４校）、

生涯学習スポーツ課

生涯学習係、女性青少年係、スポー

ツ健康係、文化財保護班文化財係、

美術館、市立公民館（17館）、

吉田科学館、歴史民俗資料館、

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、

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

図書館 奉仕係

学校給食センター 庶務係

教育センター

教育班

(こども支援課)

幼稚園（４園）
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２ 平成２３年度黒部市教育の方針
黒 部 市 民 憲 章

わたしたちの黒部市は、黒部川の源流北アルプスから富山湾にいたる、緑ゆたかな名水の里です。
その清らかな水と肥沃な扇状地は独自の歴史と文化、産業を育んできました。かけがえのないこのふ
るさとを誇りとし、さらに発展させるため、わたしたち市民一人ひとりがまちづくりの主役となりま
しょう。
わたしたちは、
一、水と緑をいつくしみ、うるおいのあるまちをつくります。
一、伝統に創意をかさね、個性のあるまちをつくります。
一、働くことを喜びとし、活力のあるまちをつくります。
一、思いやりの心を大切にし、温もりのあるまちをつくります。
一、世界の人々と交流を深め、魅力のあるまちをつくります。

国際化、情報化及び少子高齢化等の進展にともない教育をめぐる様々 な課題が生じているなか、黒部市教育委
員会は、黒部市民憲章の精神のもと、市民一人ひとりが生涯を通じて主体的に学習し、心身ともに健康で充実し
た生活を送ることができる地域社会を実現するため、関係機関との緊密な連携のもと、家庭・学校・地域社会が
それぞれの役割を果たして点検・評価を受けながら、一体となって教育施策を推進する。

１ 人間性の基礎を培う家庭地域教育
①【家庭】
・ 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はぐくむため、親子や地域の人々 との世代間のふれあい・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。
②【地域】
・ 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、ボランティア活動など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。

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】
・ 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。

・ 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、望ましい勤労観や職業観の育成
に努める。

②【確かな学力】
・ 「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･技能の定着と思考力･判断
力･表現力、学ぶ意欲などの育成を図るとともに、個に応じた指導の充実に努める。また、家庭と連携を図り、
学習習慣の確立に努める。

・ 学び合い高め合う学習活動の充実を図るため、発言の仕方、ノートの使い方、話し合いの仕方などの学習規
律の確立に努めるなど、学習指導や学習形態を工夫する。

③【国際化教育】
・ 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、楽しみながら学習し、相手を理解しながら自
分を表現する「英会話科」の充実に一層努めるとともに、海外姉妹都市と連携した派遣及び受入研修など、基
礎・実践・応用の各段階における魅力的な教育プログラムの充実により、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。

④【特別支援教育】
・ 特別に支援が必要な幼児・児童・生徒への教育を推進するため、支援体制を整備するとともに、専門機関等
と連携を図りながら、一人ひとりのニーズに応じた適切な特別支援教育を推進する。
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⑤【心の教育】
・ 幼児・児童・生徒の自尊感情を高め、自己を律する能力の育成を図るため、いじめや不登校を生まない積極
的な生徒指導の推進と教育相談体制の整備・拡充に努める。

・ 生命を大切にし、感動する心をもった豊かな人間性をはぐくむため、人間を尊重する道徳教育や自然に親し
む体験活動の充実を図るなど、教育活動の全てにおいて「心の教育」を推進する。

⑥【読書・情報教育】
・ 豊かな感性や創造性をはぐくむため、幼児・児童・生徒が図書に親しむ読書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、読書活動を推進する。

・ 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。
⑦【健康・体力】
・ 心身ともに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と、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づくりを推進する。

⑧【安全】
・ 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。

⑨【教育環境の整備】
・ 安全で安心して学習できる環境を整備するため、小中学校施設の耐震補強及び改築の計画的実施、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なかでたくましく育つように、今後の児童生徒数の見通し、耐震性等施設の
状況、通学上の安全性などを考慮しながら、保護者及び地域の理解と協力のもと、適正な学校規模（児童生徒
数、学級数）を実現するよう努める。

３ 生きがいと心身の健康を支援するスポーツ及び社会教育
①【生涯学習機会の提供】
・ 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充実を図る。

②【青少年の健全育成】
・ 青少年の社会性をはぐくむため、地域において多様な体験活動の場を提供するなど、家庭・学校・地域社会
の連携のもとに青少年の健全育成に努める。

③【女性活動事業の推進】
・ 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」に基づき、女性の自発的な活動を支援する
とともに、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・学校等社会全体が連携
して取り組む。

④【市民文化活動の推進】
・ 市民の文化活動を推進するため、優れた文化・芸術を鑑賞したり親しんだりすることのできる機会を増やす
とともに、自発的に新しい創作活動ができるよう芸術文化活動の支援・育成に努める。

⑤【文化遺産の保護・継承】
・ 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とともに、立山・黒部の世界文化遺産登録に向け
た取り組みの強化を図る。

⑥【市民ひとり１スポーツの推進】
・ 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、総合型地域スポーツクラブの活動の安定・拡充に努める。また、市体育協会や地区
体育協会、市体育指導委員協議会と協働し、地域との連携を図りながら、「市民ひとり１スポーツ」の更なる
定着を図るとともに、市民の立場に立った環境整備を計画的に進める。

⑦【競技力の向上】
・ 個人・団体の競技力向上の意欲を高めるため、全国・ブロック大会等への参加選手の支援を行う。また、市
体育協会を中心としてその傘下である各競技協会の活動を支援するとともに、クラブチーム等への支援体制の
強化を図るほか、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対策を講じる。

⑧【スポーツを通じた地域振興】
・ 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、スポーツに対する興味・関心を
高める。また、大会を通じて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、スポーツを
通じて地域の活性化を図る。
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３ 教育委員会の事務事業の執行状況
(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はぐくむため、親子や地域の人との世代間のふれあい・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(こども自然体験教室・食育教室)

担当課等 生涯学習スポーツ課 生涯学習係

事 業 費

実績 計(千円) （国費) (県費) (その他) (一般財源)

H22 380 380 0

H23 360 360 0

趣 旨 等
（本来の目標・目的・対象・意図）

自然体験や食育の体験学習を推進することで家庭での親子の絆を強める。

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自然体験事業、食育事業を実施した。

① 自然体験事業

実施公民館 4公民館 （中央、荻生、大布施、下立）

野草で団子づくり、陶芸教室、むかしのくらし体験、米・野菜づくり、みそづくり、

魚つかみ、黒部峡谷で自然観察、柿ジャム作り、リース作り、雪遊び等を実施。

親子や三世代での交流を行うことで家族、地域のつながりが強まった。

開催回数 受講者数

17回 847人

② 食育教室（中央公民館で実施）

中央公民館で全地区対象の親子食育教室を2回開催。（米粉クレープ、楽しいお弁

当）地場産食材を使い、食の楽しさや、きちんと食事することの大切さを学んだ。

他校の児童と一緒に活動することで親も子も新たな交流ができた。

開催回数 受講者数

H22 2回 57人

H23 2回 43人

点検・評価

総合評価 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）

２年目となるこども自然体験事業では、昨年度よりも活動内容に広がりや幅が生まれ、

子どもたちが黒部の山・川・海の自然を全身で感じ、楽しんで学びを深められるような体

験が多くあった。また、農業体験や食の体験、野草や雪等の身近な自然を活用した体験を

通して、地域の人や親子での交流を深めることもできた。

食育教室は、事業の見直しによりH22年度から、市栄養士の協力のもと、実施している。

課題・改善

こども自然体験事業では、塾やスポ少等の活動と重なり、参加者が少ない行事もあ

った。ＰＴＡや学校と連携を強め、子どもたちがより参加しやすい体制を検討したい。

食育教室は、調理実習になると 1 回の参加者の数が限られるため、他課との連携に

より実施方法を検討し、より多くの方に効果的な学習を提供できるよう検討したい。

今後の方向

（継続・拡充・縮小・廃止などを判断）

家庭以外の場で、親子でともに体験をしたり、子どもたちが体験したことを家庭で

話をしたりするということが、家庭教育支援につながると考えるため、事業の継続を

図る。今後、実施公民館や回数、参加者を増やすように努める。



8

個別事業 （２）成人式の開催

担当課等 生涯学習スポーツ課 女性青少年係

事 業 費

実績 計(千円) （国費) (県費) (その他) (一般財源)

H22 782 782

H23 760 760

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

年 度 成人者数 参加人数 参加率

H22 439人 377人 85.9%

H23 395人 344人 87.1%

昨年から引き続き成人者10名で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。震災後の成人式で、被災地の役に立ちたいという

思いを記念品に支援グッズを選ぶことで表した。

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、ﾍﾟｯﾄﾎﾞﾄﾙのｴｺｷｬｯﾌﾟ運動にも引き続き取組

んだ。

点検・評価

総合評価 ＡＡ （５段階評価：ＡＡ,Ａ,Ｂ,Ｃ,Ｄのいずれかを記載）

（上記の評価をした理由）

成人者による実行委員会を立上げ、予算等の制約のある中、自分達で思い出に残

る成人式にしようと成人者が意見を出し合い、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掲載したが応募はなかったため、成人者を知る方か

らの情報で実行委員を集めた。今後も実行委員の募集に工夫が必要である。

また、仕事や学校の関係で何度も集まってもらうことができないため、作業を分

担して行うなどしたが、効果的な実行委員会のあり方について、今後も検討が必要

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、ボランティア活動などの

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 生涯学習スポーツ課 女性青少年係

事 業 費

実績 計(千円) （国費) (県費) (その他) (一般財源)

H22 1,500 500 500 500

H23 1,400 450 450 500

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７地区（生地・東布施・村椿・三日市・前沢・荻生・宇奈月）で放課後や休

日に、地域の人材と特色を生かした自然体験、文化活動、ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ活動等を実施した。

内容としては祭囃子教室や、まち歩き、茶道、工作、料理教室、ニュースポーツ教室

など、各地区の特色を生かした教室を開催している。

Ｈ23年度より新たに、年度当初と年度途中に７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。

また、子どもたちの安全管理の徹底に向けて、公民館担当者と地区の安全管理員を対

象とした、応急処置についての講習会を実施し、救急セットも配布した。

年度 実施校区数 教室回数 参加児童数 指導者数

H22 ７校区 147回 3,206人 469人

H23 ７校区 144回 3,507人 472人

点検・評価

総合評価 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）

地域の特色を生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。各地区の指導者や安全管理員には、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、文化の継承にもつながっている。

課題・改善

（具体的な改善内容を記載）

放課後子ども教室を未実施の校区があるため、黒部市の子どもたちが平等に体験活動

を行えるよう、活動校区数を増やしていく必要がある。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、今後、活動校区を増やすよう働きかける。指導

者の確保については、引き続き体育指導員等(H24 スポーツ推進員)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）評価を生かして、市民の信頼に応える開かれた学校・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。

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、望ましい勤

労観や職業観の育成に努める。

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)

H22 0

H23 0

趣 旨 等

（本来の目標・目的・対象・意図）

【学校運営の評価】

各校の学校運営や教育活動を客観的・総合的に評価し、課題をはっきりさせ、改善・

充実を図る。

【学校アクションプラン】

各校が知・徳・体にわたって、それぞれに数値目標を設定したアクションプランを作

成し、達成状況について結果を公表し、外部評価を依頼することによって、地域に開か

れ地域に信頼される学校づくりに取り組む。

【学校評議員制】

平成19年4月に黒部市学校評議員規定を設け、平成19年度から引き続き実施してい

る。各校に 4～8 名の評議員を校長の推薦を基に委嘱した。校長は必要に応じて評議員

による会議を招集した。（年に3回が多い。）この評議員会において、学校運営評価の結

果を提示し、外部評価として意見を聴いた。

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、各校で違いはあるが、教育活動に対

する児童生徒による評価、保護者による評価、教職員による評価をアンケート式調査で

実施した。結果については学校評議員会や学校だより等で知らせた。

また、教職員の自己申告・自己評価（校長へ提出）もおこなわれている。23年度も校

長の自己申告・自己評価を教育長への報告事項とした。９月に中間報告として面談を行

い、2月に最終報告を受けた。

【学校アクションプラン】

「みんなでチャレンジ３０１５」の達成率80％以上、読書冊数30冊以上、あいさつ

自己評価カードの達成率75％以上などである。

【学校評議員制】

学校運営についての児童生徒アンケート、教職員アンケート、保護者アンケートを実

施し、その結果を学校評議員へ公表してアドバイスをもらうことで、日々の教育活動の

課題が明確になり、目標等を見直すことができた。

点検・評価

総合評価 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23年度も教育長面談として実施した。

各校の教育活動評価は年々見直しがなされ、結果を次年度の目標に生かすなどＰＤＣ

Ａサイクルが確立してきている。

課題・改善

（具体的な改善内容を記載）

アクションプランの達成率や課題、成果等を吟味し、具体的な改善の手だてを講じる

よう指導する。

今後の方向
（継続・拡充・縮小・廃止などを判断）

継続実施する。
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個別事業名 （２）幼・保・小・中学校の連携

担当課等 学校教育課 学校教育係

事 業 費

実績 計(千円) （国費) (県費) (その他) (一般財源)

H22 0

H23 0

趣 旨 等

（本来の目標・目的・対象・意図）

幼・保・小・中で、連携し、研修会、相互参観、保育体験、幼児観察、連絡会
等を計画し、交流を図りながら、小1プロブレムや中1ギャップの解消等に役立
てる。
幼児期から小学校期、さらに中学校期への発達や学びの連続性を確保し、幼・

保・小・中が連携した研修体制等を整備し、保育や授業の相互理解に努め、円滑
な接続を図る。

実績・成果

（数値を用いて具体的に、前年等とも比較）

【のびのび５歳児育みフォーラム】
幼・保・小の教員、保育士と保護者の連携を推進することにより、子どもたち

の社会性・規範意識のめばえを育むとともに、幼児教育と小学校教育の円滑な接
続を図るよう努めた。
【相互参観】
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した。小学校では、生活科において年長組との交流が
行われた。
【保育体験・幼児観察・連絡会】
田家小（教諭 3 名）が夏季休業中に保育所で一日保育体験をした。田家小学校

は例年保育体験を行っている。また、各小学校では、教員が行事等の機会をとら
えて、校区の幼稚園、保育所へ出向き、幼児観察や連絡会などを実施した。
【生活科】
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

業の中でいっしょに活動する機会を設け、総合的な学習・クラブ活動・児童会活
動を行っている。

点検・評価

総合評価 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）

相互参観は、幼・保・小・中ともに必要性が認識され、相互訪問が増えている。
保育体験の広がりが見られなかったが、小学校教員の保育参観は増えている。

実際に保育の現場を小学校の教員が体験することは意義のあることであり、特に
低学年の指導に生かしていくことができる。幼・保・小さらに中学校間の連携が
充実してきている。

課題・改善

（具体的な改善内容を記載）

県教委が実施する「のびのび５歳児育み連携推進校区事業」等を通して幼・保・
小の連携を進める。連携の重要性は増しており、今後共積極的に推進する。
保育体験や小中間の授業交流、合同研修なども、今後の広がりを期待したい。
接続を意識して指示事項を系統的に整理しながら、年間計画を見直すことが必

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。



12

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)

H22 2,815 2,815

H23 2,813 2,813

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）においてあずかり、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）
H22 4人 115件（69件）
H23 3人 109件（64件）

学校へ行けず、家に閉じこもっていた子どもたちが、家から外へ出て人と交わ
ることができるようになり、子どもたちとの話し合いを積み重ねていくうち、表
情が豊かになり、意欲的な姿勢が見られるようになってきている。
適応指導教室へ通所していた生徒が高校へ進学した。また、ほっとスペースへ

通いながら、児童生徒は、基本的な生活習慣・人間関係・学力等を身に付け学校
復帰に向けて着実に歩んでいる。
Ｈ20年度からは夏休みも週２回程度開設し、生活習慣の乱れを防止するととも

に、友達との交流を深めたり、自分の目標に応じた学習に取り組んでいる。

点検・評価

総合評価 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）

心の居場所として価値のある教室になっている。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が形成されつつある。

夏休みも開くことで生活のリズムを保ち、２学期にもつなげるようになった。

課題・改善

（具体的な改善内容を記載）

・利用施設が休館日となっている月曜日の対応や、指導や支援に必要な部屋の確

保など、一層の充実に工夫していく必要がある。

・年度末、年度当初は各校にSC（スクールカウンセラー）が配置されず、相談件

数が増えるため、十分に対応することが出来ない。

今後の方向

（継続・拡充・縮小・廃止などを判断）

環境整備を整え、個々にあった支援を継続する。
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個別事業名 （４）奨学資金貸付・給付事業

担当課等 学校教育課 学校教育係

事 業 費

実績 計(千円) （国費) (県費) (その他) (一般財源)

H22 16,800 12,716 4,084

H23 19,920 11,912 8,008

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、成績優秀であるが学資の支弁が困難な者に対

し、奨学資金を貸付又は給付する。

実績・成果

（数値を用いて具体的に、前年等とも比較）

貸付（短大・大学生、大学院生）

年度 採用枠 出願者数 決定者数

H22 12人 19人 12人

H23 12人 12人 12人

給付（高校生）

年度 採用枠 出願者数 決定者数

H22 8人 6人 3人

H23 8人 1人 1人

点検・評価

総合評価 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）

世帯の収入を基に家計点を算出し、公正に判断することができた。

H23は、高校授業料無償化があり、給付が採用枠に満たなかったが、事業とし

ては効果がある。

また、返還は滞りなく行われている。

課題・改善

（具体的な改善内容を記載）

年度によって出願者数にばらつきがあり、予算執行額も年度によって変動が大

きくなっている。

給付の出願が少なくなっている。

今後の方向

（継続・拡充・縮小・廃止などを判断）

給付について周知に努める。
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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)

H22 31,731 603 3,194 27,934

H23 32,401 629 4,022 27,750

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

年

度

要

保護

準要

保護

特別

支援

援助費

(千円)

日スポ等

(千円)

給食費補助

金等(千円)

事業費計

(千円)

H22 5人 145人 29人 10,319 3,215 5,014 18,548

H23 5人 129人 42人 9,656 2,937 4,482 17,075

中学校

年

度

要

保護

準要

保護

特別

支援

援助費

(千円)

日スポ等

(千円)

給食費補助

金等(千円)

事業費計

(千円)

H22 2人 97人 11人 10,767 2,416 - 13,183

H23 4人 96人 11人 12,472 2,854 - 15,326

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、第３子に給食費

の一部を補助、日スポ納付金の一部を補助した。

点検・評価

総合評価 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）

就学に要する経費の一部を負担することにより、保護者の経済的負担の軽減を図

ることの必要性は高い。

課題・改善

（具体的な改善内容を記載）

こども支援課とも連携し、年度途中での児童扶養手当受給対象者について、追加

申請を受け付ける等の対応を行った。

今後の方向

（継続・拡充・縮小・廃止などを判断）

対象家庭が増加傾向にあるため、現状のまま継続する。
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個別事業名 （６）幼稚園教育の充実

担当課等 こども支援課 次世代育成支援班 次世代支援係

事 業 費

実績 計(千円) （国 費) (県 費) (その他) (一般財源)

H22 16,358 0 202 9,511 6,645

H23 48,974 0 708 38,784 9,482

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）

22年度 23年度 増減

幼稚園数 ２園 ２園 ―

学 級 数 ６級 ６級 ―

園 児 数 103人 85人 △18人

決 算 額 16,358千円 48,974千円 32,616千円

うち管理費 14,665千円 13,751千円 △914千円

うち就学援助費 1,693千円 1,571千円 △122千円

うち大規模改造事業 0千円 33,652千円 33,652千円

〔幼稚園長期休園日預かり保育〕

夏休み、冬休み、及び春休みの長期休暇中において、中央幼稚園で預かり保

育を実施した。

〔統合に向けた準備〕

平成25年４月に２園の統合が決まったことを受け、現中央幼稚園舎の改築の

ための設計費や駐車場の用地費を支出した。

点検・評価

総合評価 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）

就労する保護者に対して、長期休暇中の預かり保育を実施したことにより、

幼稚園に入園できる機会を広めた。

統合園の設計は順調に進み、改築工事に着手できた。平成24年度には完成の

見込み。

課題・改善

（具体的な改善内容を記載）

母親の就労等により、幼稚園への入園希望児童数が減少傾向にある。

幼稚園教育の情報発信及び環境整備を行う。

今後の方向

（継続・拡充・縮小・廃止などを判断）

平成25年４月から2園を統合し100人程度の規模の幼稚園を作り、同年齢の

複数クラス編成により、適切な集団生活を経験し子ども達の社会性を育む教育

を目指しており、その準備を今後とも進めていく。
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施策の分野 ② 確かな学力

方針・目標

「確かな学力」を身に付けるため、各教科等において、基礎的・基本的な知識

及び技能の定着と思考力・判断力・表現力、学ぶ意欲などの育成を図るとともに、

個に応じた指導の充実に努める。また、家庭と連携を図り学習習慣の確立に努め

る。「学び合い」と「体験」を重視した学習活動を図るため、書いて考える活動、

考えを言葉で伝えあう活動、学習の成果の確認と充実と発言の仕方、ノートの使

い方、話し合いの仕方などの学習規律の確立に努め、学習指導や学習形態などを

工夫する。

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)

H22 0

H23 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（15校）が参加した。調査結果は、黒部市学力向上推進委

員会において分析し、12月に各校に配布した。それを受けて、各校では児童生

徒個人の結果にコメントをつけて知らせ、今後の学習に生かすようにした。保

護者へは、学校だより等で概要について知らせた。

今年度、全国、富山県の平均正当率が算出されていないので、平成22年度の

全国正答率と比較した。

平均正答率については22年度と同様で全体的におおむね良好であった。特に、

中学校数学Ｂ（活用に関する問題）については、昨年度と同様に高いレベルで

あった。小学校国語Ｂについては課題が見られ、今後の改善の必要が認められ

た。

学習状況について、市内の児童生徒は、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」に向けて家庭と連動した取り組みと継続していく。

点検・評価

総合評価 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）

授業において、子どもたちの体験や学び合いを大事にしながら、今後も活用す

る力を育成す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）

調査結果を生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)

H22 154 154

H23 165 165

趣 旨 等

（本来の目標・目的・対象・意図）

【教職員研修】
自ら考え自ら学ぶことができる「確かな学力」を育成するため、各教科等にお

いて、基礎基本の定着を図り、個々に応じた指導の充実に努める。
教員としての資質の向上および指導力向上を図る。

【研究委員会】
社会科・理科・情報教育における地域教材等との見直しや作成、今日的な課題

の研修を行う。
【学力向上市町村教育委員会プラン研究委託事業】
桜井中、三日市小を拠点校として、学力向上に関する研究を推進するとともに、

成果を市内各校に還元する。

実績・成果

（数値を用いて具体的に、前年等とも比較）

【教職員研修】教育センターが中心となって実施したもの（参加者数）
年度 Ｈ22 Ｈ23

参加人数 542人 606人
学級運営研修会（7人）、地域理解研修会（6人）、ＩＣＴ活用研修会：基礎（11
人）、指導力向上研修会：理科(9人)、英会話実技研修会(19人)、とやま型学力
向上プログラム研修会（95人）、理科教育講座(6人)、外国語活動研修会（77人）、
道徳の授業に関する講演会（174人）、生徒指導講演会（138人）
【研究委員会】教育センターが中心となって実施したもの（参加者数）
社会科研究委員会（小学校教諭11人、４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、４回開催）
「新学習指導要領に付け加わった学習内容に関する学習教材を活用するための
実技研修会を実施する。
情報教育研究委員会（小学校教諭11人、中学校教諭５人、２回開催）
【学力向上市町村教育委員会プラン研究委託事業】
事業・研修の公開を積極的に行う。また成果については23年 11 月に研究紀要

として、市内各小中学校等に配布された。

点検・評価

総合評価 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、道徳の授業に関する講演会やとやま型学力

向上プログラム研修会に多くの参加者を得て、教員の資質向上に役立った。

課題・改善

（具体的な改善内容を記載）

研修会を新規に開催する場合は、他の研修会を減らすなどの精選化を図る必要
がある。
今後も学力向上実践研究推進事業では、市内教職員を対象に外部講師等を招聘

し、指導力向上のための研修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）

３事業とも来年度も継続実施する。
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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)

H22 0

H23 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、県教育委員会・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、「一人ひとりを見つめ、育てる」教育指導と校内研修の

一層の充実を図るとともに、学習指導要領の確実な実施を図るため、課題の解決の取り
組みが円滑に進むよう援助する。

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】

県教委指導主事とともに学校訪問研修会を行った。市教委からは、教育長、学校教育

班長、市教育センターの所長と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。

【学校巡回訪問】
学校教育班長が普段の学校教育活動等を参観し、校長と学校運営全般について懇談し、

指導・助言した。通常訪問研修会への参加だけでなく巡回訪問をすることにより、年に
2 回の学校訪問になった。１学期に訪問した学校の課題等の変容を 2 学期に見ることが
できたことが成果として挙げられる。また、校長との懇談の中で、教職員の勤務状況や
健康状況についても把握することができ、次年度の職員構成についての情報として活用
できた。

点検・評価

総合評価 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。また、県教委からは
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）

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てもらうことが課題
であり、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）

来年度以降も継続実施する。
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施策の分野 ③ 国際化教育

方針・目標

英語による国際感覚を育成するため、楽しみながら、相手を理解し、自分を表現す

る「英会話科」の充実に一層努めるとともに、英語サマーキャンプにより外国語指導

助手（ＡＬＴ）等と２泊３日の英語合宿を実施し、基礎・実践・応用の各段階におけ

る魅力的な教育プログラムの充実を図り、児童・生徒の意欲の向上を図る。

日本の郷土の文化・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)

H22 40,645 40,645

H23 38,213 38,213

趣 旨 等

（本来の目標・目的・対象・意図）

小中学校の児童生徒に、正式教科としての英会話科を実施し、英語コミュニケーシ

ョンの基礎を身に付けさせる。小学校はＡＬＴ・担任・英会話講師の３者で、中学校

はＡＬＴ・英会話講師の２者で指導する。

実績・成果

（数値を用いて具体的に、前年等とも比較）

平成 20 年度に「特区」の指定は解除（全国的に「英語特区」が解除）されたが、

新たに文部科学省指定の「教育課程特例校」の指定を全小中学校が受け、特区と同様

のメリット（学習指導要領によらない独自の教育課程編成が可能）が継続している。

単なる知識ではなく、コミュニケーションしようとする意欲とプレゼンテーション

能力の育成を心掛ける授業に努めた。

小中学校の指導計画（カリキュラム）を実態に則して改定し、基本的事項のみを定

め、指導者の裁量を生かせるようにした。

指導力を向上させるための定例会議（研修会）を毎月実施し、互いの授業を視察し、

課題や改善点について話し合った。

中学３年生の英語検定３級以上の取得率（12月末現在）

年度 黒部市

Ｈ21 31.7％（ 120人/379人）

Ｈ22 26.9％（ 107人/398人）

Ｈ23 32.5％（ 126人/388人）

（中学校英語科教員の意見）

中学１年生（小学校から英会話科を学んでいる）の入学時点での英語のボキャブラ

リー（語彙力）が、英会話科を始める前（Ｈ17 以前）と比較にならないほど多くな

った。

点検・評価

総合評価 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）

中学校３年生の英検３級取得率は年度により増減があるが、依然として全国平均を

上回っていると考えられる。

英語コミュニケーションを楽しもうとする意欲が向上している。

黒部市独自の教育として他の市町村からも注目されている。

課題・改善

（具体的な改善内容を記載）

小学校担任の授業の関わりに差があり、指導力をより向上させる必要がある。平成

23年度より全国で外国語活動が始まったが、当市の指導体制についての変更はない。

今後の方向
（継続・拡充・縮小・廃止などを判断）

英会話科の授業時数は現状のまま継続する。
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個別事業名 （２）英語サマーキャンプ

担当課等 学校教育課 庶務係

事 業 費

実績 計(千円) （国費) (県費) (その他) (一般財源)

H22 490 190 300

H23 500 200 300

趣 旨 等

（本来の目標・目的・対象・意図）

ＡＬＴと小学５・６年生による２泊３日の英語合宿。一緒に生活をしながら、ワー

クショップ、スポーツ、キャンプファイヤー、バーベキューなどの活動を楽しみなが

ら、英語や外国文化に親しむとともに、英語コミュニケーション能力の向上を図る。

定員約40人、各校に定員枠、参加者負担金5,000円/人としている。

実績・成果

（数値を用いて具体的に、前年等とも比較）

児童が積極的にＡＬＴに話し掛け、自然に英会話を親しんでいた。

ティームタイムで練習した英語や、豊かな表情と身体を使った表現により英語の物

語を発表し、また、最後に全児童が感想を英語で発表することができた。

全てのプログラムがＡＬＴの工夫によるもので、バーベキューやスポーツなどは、

アメリカでよく行われるものを実施し、児童に異文化の新鮮な体験をさせることがで

きた。

参加者アンケート

質問（抜粋） Ｈ21 Ｈ22 Ｈ23

英語サマーキャンプはとても楽しかった 87％ 87％ 75％

英語サマーキャンプは楽しかった 13％ 11％ 20％

あまり楽しくなかった」「楽しくなかった」 0％ 2％ 5％

点検・評価

総合評価 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）

多くの児童が、英語のコミュニケーションを通して、メイン活動である英語ワーク

ショップやティーム単位での発表を楽しんでおり、本来の教育目的が十分に達成され

ている。

最初は静かな児童が、ＡＬＴ等と活動するうちに、見違えるほど明るく、積極的か

つ自然に英語が口をついて出てくるようになり、本人達も自信をつけていた。

経費に比して、効果が非常に高い事業といえる。

課題・改善

（具体的な改善内容を記載）

国際化教育の推進・研修を所掌する教育センターとの役割分担を決める必要があ

る。

今後の方向
（継続・拡充・縮小・廃止などを判断）

小学校教諭や桜井高校生のボランティア等スタッフの協力依頼を継続していく。
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個別事業名 （３）帰国児童生徒等教育

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)

H22 3,580 1,600 1,980

H23 1,823 1,000 823

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、一人ひとり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）

個別に困っていることや悩んでいることについて話を聞き、生活の改善を図ってい

くことで表情が明るくなり、楽しく学校生活を送ることができるようになった。

一人ひとりの能力に応じた取り出し指導や付添指導を行うことによって、苦手な教

科の克服や日本語理解につながり、意欲的に学校生活を送ったり学習に臨んだりする

ようになった。

帰国児童生徒及び外国人児童生徒が、どの学校やどの教室に入ってきても個に応じ

た指導や対応ができるように、実態や指導方法などの共通理解を図るための研修を行

った。

帰国児童生徒数 10人

（小学校６人、中学校４人）※帰国後３年未満

サマースクール参加者 17人

（帰国児童生徒12人、保護者5人）※帰国後３年以上含む

個別・付添指導 （帰国児童6人）38日

保護者会の実施 （学校生活等の相談）2日・20人

帰国児童生徒教育研究会から会報「Ａｃｃｅｓｓ」を年2回発行している。

点検・評価

総合評価 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によって、個に応じた指導が行われ、子どもたちは学校生

活に適応し、学習における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

策を講じる必要がある。

外国人児童生徒を母国語でサポートできる人材の確保が必要である。

帰国児童生徒に対する個別の指導が十分とはいえなかった。

帰国児童生徒教育研究会での研究をより促進し、その結果を活かす必要がある。

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

特別に支援が必要な幼児・児童・生徒への教育支援体制を整備するとともに、専門

機関等と連携を図りながら、一人ひとりのニーズに応じた適切な特別支援教育を推進

する。

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)

H22 5,880 5,880

H23 6,882 6,882

趣 旨 等

（本来の目標・目的・対象・意図）

特別支援を必要とする児童が在籍する小学校に、特別支援教育支援員（スタディ・

メイト）を配置（17人委嘱）し、ＬＤ（学習障害）、ＡＤＨＤ（注意欠陥多動性障害）、

高機能自閉症等を含む障害のある児童の学校生活の補助、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）

小学校11校、中学校1校にスタディ・メイトを配置した。

スタディ・メイト養成講座を受講。（3人）

スタディ・メイト研修会に参加し、資質向上を図った。（3人）

障害のある児童が、落ち着いて授業を受けたり、学校の中で友達と仲良く遊んだり

勉強したりして楽しい学校生活が送れるようになった。また、学級全体が落ち着いて

きた。

スタディ・メイト数 ※予算ベース（Ｈ22：12人、Ｈ23:14人）

点検・評価

総合評価 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た。

H22からは、中学校へのスタディ・メイトの配置を実施し、効果が表れてきた。

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る中で、十分な配置が出来るよう、スタ

ディ・メイトの人材確保と育成が急務である。

今後の方向
（継続・拡充・縮小・廃止などを判断）

拡充を図る。
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施策の分野 ⑤ 心の教育

方針・目標

幼児・児童・生徒の自尊感情を高め、自己を律する能力の育成を図るため、いじめ

や不登校を生まない積極的な生徒指導の推進と教育相談体制の整備・拡充に努める。

生命を大切にし、感動する心をもった豊かな人間性をはぐくむため、人間を尊重す

る道徳教育や自然に親しむ教育の充実を図り、教育活動の全てにおいて「心の教育」

を推進する。

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)

H22 3,355 3,355

H23 3,019 3,019

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11小学校、４中学校すべての学校において実施。

小学生では花壇づくりや田植え、野菜作りを通して育てることの大変さ、おもしろ

さを実感し、収穫の喜びも味わった。サケやザリガニなどを飼育し、世話をすること

で生き物の成長を身近に見て、親しみをもって生き物に接することを学んだ。また、

地域の中で活動し、地区の人と交流することで地域の良さや人の温かさを再認識する

とともに地域の人に感謝する気持ちをもつようになった。

中学生では施設訪問や職場体験を通して労働の大切さとその喜びを体験した。また、

黒部市の国際理解や環境、福祉等について学習し、地域社会、国際社会の役割と課題

を考え、追求するきっかけとなった。

点検・評価

総合評価 Ａ （５段階評価：ＡＡ,Ａ,Ｂ,Ｃ,Ｄのいずれかを記載）

（上記の評価をした理由）

勤労、ボランティア活動、自然や文化等に関わる多様な体験を通して学ぶ力、生き

る力を身につけた。また、地区と交流することで地域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行い、児

童生徒が自然体でたくましく育つ環境をつくる。

低下している家庭、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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個別事業名 （２）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)

H22 1,560 780 780

H23 1,320 660 660

趣 旨 等

（本来の目標・目的・対象・意図）

行動領域が広がり、活動が活発になる中学２年生が、１週間学校外で職場体験

活動や福祉・ボランティア活動等に参加することにより、規範意識や社会性を高

め、将来の自分の生き方を考えるなど、成長期の課題を乗り越えるたくましい力

を身につけ、望ましい勤労観・職業観の育成に努める。

実績・成果

（数値を用いて具体的に、前年等とも比較）

参加生徒数385人、受入事業所120事業所

「総合的な学習の時間」と関連づけることにより、一人ひとりが課題をもって

体験活動に参加できるようにしたため、大部分の生徒が目標をもって取り組むこ

とができ、充実した活動ができた。それぞれの職場で経験したこと、感じたこと

を今後の学校生活や社会に出た時に活かすことが期待できる。

働くことの大変さや厳しさ、仕事のやりがい、そして自分たちがいろんな人た

ちに支えられているということなど、日常の学校生活では決してわからないこと

を体験し、実感としてとらえることができた。

＜保護者の感想・意見＞

働いている人たちの姿を見て、仕事をするというのは、こんなに大変だという

ことを少し感じたのではないかと思います。

子どもなりに学ぼうという姿勢がうかがわれ嬉しく思いました。この貴重な体

験は、我が子の宝となりました。

この職場体験を通して、楽しそうな仕事に見えても大変なことがいろいろある

ことを学べたのではないかと思います。

＜事業所の感想・要望＞

働くことの大切さ、社会の仕組みを理解させる意義ある事業だと思います。

点検・評価

総合評価 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）

事後アンケートでは、「目標をもって取り組むことができた」（98.1％）、「充実

していた」（97.8％）、「自分の生き方を考える良い機会になった」（87.8％）と生

徒が回答している。この数値から見ても生徒にとって意義のある事業だと考えら

れる。

課題・改善

（具体的な改善内容を記載）

事業所の受入、指導ボランティアを広くお願いし、周りの人たちが励ましや言

葉かけを行い、地域全体でこの事業を育てていくことが大切である。また、事前

学習をきちんとして、より効果のあがる勤労体験となる指導を心掛ける。

今後の方向
（継続・拡充・縮小・廃止などを判断）

事業所と連携を密にして継続する。
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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はぐくむため、幼児・児童・生徒が図書に親しむ読書環境の

整備に努めるとともに、市立図書館とも連携しながら、読書活動を推進する。

情報活用能力や情報モラルを育成するために、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)

H22 2,366 2,366

H23 2,286 2,286

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

の読書普及活動を実施した。

全校一斉読書活動や朝読書の実施、小学校においては地区ボランティアによる読み

聞かせの会を開催した。その結果、学校図書館の本をよく借りて読むようになった。

朝読書に取り組んだことにより学級全体が落ち着いた雰囲気で学習を進められるよ

うになった。

市立図書館との連携も図り、読書活動の推進を行った。

※幼稚園・小中学校・図書館活動推進員への図書貸出数18,078冊

点検・評価

総合評価 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）

児童生徒が読書に親しむ時間が多くなったが、今後、事業推進のためにも学校図書

活動推進員の増員が必要。

課題・改善

（具体的な改善内容を記載）

現在各校週1回の配置なので週2回程度の配置にして十分な活動にする。

学校図書館活動推進員の確保が難しい。（３人で15校担当）

学校図書館図書標準の冊数に近づくよう図書を整備する。

今後の方向

（継続・拡充・縮小・廃止などを判断）

今後も学校図書館活動推進員を継続配置し、読書活動普及に努める。
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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)

H22 40,970 40,970

H23 34,610 34,610

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）

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

H22 623台 3,506人 5.63人/台
7.2人/台 3.6人/台

H23 664台 3,474人 5.23人/台

※児童生徒数は、H23.5.1現在（全国平均は、H23.3.1現在）

校務用ＰＣの整備状況（ＰＣ１台あたりの教員数）

年度 ＰＣ台数 教員数 黒部市 全国平均 国の目標値

H22 320台 265人 120.8％
95.2％ 100％

H23 344台 272人 126.5％

※教員数は、H23.5.1現在（全国平均は、H23.3.1現在）

点検・評価

総合評価 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）

新たに65台のPCを整備した。教育用PC及び校務用PCは全国平均を上回る台数

を整備している。しかし、児童生徒に対しては、国の目標までは達していない。

課題・改善

（具体的な改善内容を記載）

ICT 機器の老朽化が進んでいるため、情報社会に対応した施設環境を整備すると

ともにICTを効果的に活用した授業を行う教員を増やす必要がある。

個人情報保護のため、セキュリティ管理の徹底と情報漏洩対策を順守する必要が

ある。

今後の方向

（継続・拡充・縮小・廃止などを判断）

PC 及び関連機器、ソフトウェアを計画的に更新する。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、情報モラル教育を

進める。
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施策の分野 ⑦ 健康・体力

方針・目標
心身ともに健康で豊かな生活を送る習慣の定着を図るため、学校給食活動等による

食育と、運動に親しみながら体力を培う体育科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)

H22 0 0

H23 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ため、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）

学校栄養教諭等が、学校訪問を行い、食事の大切さなどを分かりやすく指導したり、

給食主任とともに授業に参加し児童生徒に直接指導した。

黒部市学校給食研究会で、「食に関する正しい知識と望ましい食習慣を身に付け、

心の交流を深める食に関する指導はどうあればよいか‐食に関する指導の全体計画

に基づいて‐」をテーマに各学校で研究実践を行った。

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た。

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。

年度 学校栄養教諭等が学校訪問した回数

H22 75回／年間

H23 54回／年間

※学校栄養教諭等が宇奈月中学校では 3 回/週、宇奈月小学校では 2 回/週常勤

し、普段から食育活動している。

・調査結果

年度 朝食摂取状況 偏食していない状況 箸の持ち方

H22
（小）99.2％

（中）99.2％

(小)90.8％

(中)97.0％

正しく持てる

85.7％(小のみ)

H23
（小）99.2％

（中）99.1％

(小)92.2％

(中)97.6％

正しく持てる

88.3％(小のみ)

点検・評価

総合評価 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）

黒部市学校給食研究会において、あいさつ、姿勢、食べ方など給食のマナーに関す

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り組みにより、偏食

状況や箸の持ち方について、一部改善がみられたものの、学校訪問回数を増やす必要

がある。

課題・改善

（具体的な改善内容を記載）

地産地消に関しては、黒部米を100％使用しているが、地元産野菜を取り入れる工

夫をするために、生産者等と打合せをしたりしながら進める必要がある。

給食の大きな役割として、児童・生徒に対し、心身の成長期はもとより、生涯を通

じての健康な食生活に関する理解を深めさせていくこと、幅広い健康について考えて

いく姿勢を培っていく事ができるよう努める。

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)

H22 0 0

H23 0 0

趣 旨 等

（本来の目標・目的・対象・意図）

【全国体力・運動能力、運動習慣調査】

児童生徒の体力が低下している現状に鑑み、その体力の状況を把握・分析するこ

とにより、体力の向上に係る施策の成果と課題を検証し、その改善を図る目的で、

小学５年生と中学２年生が調査に参加した。

【学校訪問による指導】

体力つくりに関する指導助言を行う。

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】（20年度から実施）

全校（小学校１１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２月に市教育センターが中心となり分析を行った。

運動能力は、概ね全国平均を上回っていた

運動習慣がある児童生徒やスポ少・部活動への参加率が高い。

朝食を取っている率が大変高い。

【学校への指導（体力を培う体育）】

基礎基本になる技能・体力をしっかりと身に付ける時間を体育科の授業の始めに

取る指導をするよう学校に伝えた。

小学校では、ほとんどの学校で、業前・業間運動として持久走やサーキットトレ

ーニング、縄跳び、体力アップダンスなどに取り組んだ。

県教育委員会が出している「みんなでチャレンジ３０１５」という体力つくりの

めあて帳の活用を薦め、体力つくりへの意欲付けを図った。

児童生徒の体力の実態を把握し、学校の実態に応じた多様な運動を取り入れるこ

とで、日常的に運動に取り組ませていくことができた。

「全国体力、運動能力、運動習慣調査」の配布を通して、体力向上のための具体

的な方策を示すことが出来た。また、各校の取り組み例を新たに掲載し、市全体と

して共有することができた。

点検・評価

総合評価 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、体育の学習や業前・業

間運動の指導の改善につながった。

年間指導計画や体育的な行事の見直しを図り、充実させていく契機となった。

課題・改善

（具体的な改善内容を記載）

体力が低くなっている原因の１つに、肥満があり、運動の日常化を推進していく必要
がある。
次年度も体力テストを全小中学校で実施し、児童生徒の体力、運動能力等の現状の把

握に努め、課題を明らかにし、体力の向上を目指す。

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）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)

H22 1,725 384 1,341

H23 1,725 384 1,341

趣 旨 等

（本来の目標・目的・対象・意図）

中学校運動部に専門的な技術･指導力を備えた外部指導者（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部活動の充実を図る。

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

H22 6名 7名 10名 6名 29名

H23 6名 7名 10名 6名 29名

生徒の競技力の向上、運動部活動の充実を図りスポーツ活動の発展に貢献し

た。

指導者 29 名（野球、剣道、卓球、柔道、バスケットボール、バドミントン、

ソフトテニス、陸上競技等）

点検・評価

総合評価 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）

スポーツに親しみながら健康体力づくりを行い、活力に満ちた学校生活が送れ

るよう展開し、各競技スポーツ活動の充実を図っている。

課題・改善

（具体的な改善内容を記載）

児童生徒の体力･健康づくり、技術向上とスポーツに対する関心をより高める。

スポーツエキスパートの指導力向上とともに協力体制の向上を目指す。指導者

の資質向上のため、研修会等へ参加を促す必要がある。

今後の方向

（継続・拡充・縮小・廃止などを判断）

各中学校において指導者の派遣の要望が多く、指導者の人数は現状のまま継続

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(H23～委託開始)､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)

H22
92,802（調理・

洗浄人件費

74,852含む。）
92,802

H23 64,853 64,853

趣 旨 等

（本来の目標・目的・対象・意図）

学校給食を通して、「食」について学んだり考えたりすることで、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てもらい、食文化を育み伝えてい

く。そのために、3中学校,10小学校,2幼稚園に毎日給食を提供する。

(1日約3,400食)

衛生面においては、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･安心の給食の提供

を目指す。

調理・洗浄業務においては、あらたに専門業者に業務を委託し、その専門知識

やノウハウを生かした衛生管理と迅速な調理洗浄に努める。

配送業務においては、業者の見直し（配送トラックの更新）により、効率のよ

い配送を行い、調理完了から給食開始までの時間の短縮に努める。

実績・成果

（数値を用いて具体的に、前年等とも比較）

平成23年度給食実施延日数200日 延給食数(副食) 658,289食を提供。

新施設への移転に伴い、調理室におけるドライ運用（床を濡らさないで調理す

る）が図られ、衛生状態が向上した。また、下処理室から調理室への人の出入り

が遮断（調理室に汚れた作業員が入らない）され、食材のみが移動するので衛生

管理が厳格に行われた。

中学校用汁椀・番重・箸・しゃもじなど2,456千円の消耗器材等を購入。

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

の給食が供給できた。

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、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 （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、調理室のドライ運用が図られ

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・駆除をきめ細かく実施し、害虫の混入を防止するととも

に、食中毒を発生させなかった。（副食への害虫混入1件、食中毒0件）

調理・洗浄業務をあらたに専門業者に委託したので、適正なコストで専門のノ

ウハウを生かした調理が実施されるようになった。

給食配送業者の見直しにより、配送コストが低減され、配送トラックの増台（3

台から4台）も併せて行ったので、給食（食缶）1回配送など効率の良い配送が

実現した。

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。

施設・設備の適正管理（機器・器材の保守・修繕等）

今後の方向

（継続・拡充・縮小・廃止などを判断）

調理･洗浄業務は３年ごと、配送業務は５年ごとに委託業者の見直しを実施す

る。
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施策の分野 ⑧ 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)

H22 231 231

H23 177 177

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）

「学校危機管理の手引き」を作成し各学校に配布し、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に務めた。

また、通学路巡回事業（県教育委員会）による北陸総合警備保障の通学路巡回や

各校での防犯教室などに取り組んだ。

交通安全教室は1回/年以上実施したり、安全に関する教職員研修会を実施したりし

た。

小学校児童に防犯ブザーを貸与し、登下校時の安全に寄与した。

年度 貸与数

H22 440個

H23 330個

不審者情報は、速やかに各小中学校に情報提供した。また、連絡系統についても再

検討した。

年度 不審者情報 不審電話情報 その他情報 合計

H22 5件 3件 0件 8件

H23 12件 4件 0件 16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 （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）

不審者情報の内容が、つけ回しや、暴行未遂など凶悪化してきている。実際に防犯

ブザーを鳴らしながら、難を逃れた児童もいることから、防犯ブザーの携帯は非常に

有効である。また、不審者情報は保護者や公民館、防犯パトロール隊にもくまなく行

き渡るようになり、情報の共有化が出来るようになった。

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見られるため、

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）

現状のまま継続する。
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個別事業名 （２）スクールバス運行事業

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)

H22 12,081 12,081

H23 9,890 9,890

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、スクールバスを運行する。

移動を伴う校外学習活動において、スクールバスを利用することで、体験型学

習を積極的に実施し、指導の効果を上げる。

実績・成果

（数値を用いて具体的に、前年等とも比較）

使用バス

・東布施小学校、鷹施中学校：大型バス

・前沢小学校：マイクロバス

・宇奈月小学校：中型バス・マイクロバス

・宇奈月中学校：マイクロバス（冬期のみ）

対象児童生徒数

年度 東布施小 前沢小 宇奈月小 鷹施中 宇奈月中

H22 44人 17人 43人 26人 20人

H23 39人 18人 40人 27人 20人

校外学習活動における使用

H22 162回

H23 174回

点検・評価

総合評価 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、安全に登下校させた。

校外学習活動に利用し、学習効果を高めた。

課題・改善

（具体的な改善内容を記載）

一部バスの老朽化に伴い、修繕費が年々増加してきている。

「黒部市スクールバス運行管理規程」及び「校外学習活動に係る承認事務取扱

要領」の周知、徹底に努める。

今後の方向

（継続・拡充・縮小・廃止などを判断）

老朽化した鷹施中学校(東布施小学校)大型バスの更新について、リスク管理、

コスト分析の両面から今後のあり方を検討していく。

校長会等で管理規定の周知を行う。
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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)

H22 2,510 2,510

H23 1,001 1,001

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、桜井中学校のみ2台：心臓病

の児童がいるため）計17台設置している。

平成18年10月に市内小学校において、スポーツ少年団の活動中に死亡した児童に

ＡＥＤが使用されなかったことから、設置場所を見直し、案内看板を設置している。

実績・成果

（数値を用いて具体的に、前年等とも比較）

定期的な点検・調整、消耗品の交換などを専門の業者により、ＡＥＤの管理とメン

テナンスを確実に実施した。

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るよう、また、毎月の管理記録が出来るよう

記録用紙の配置を変えた。

教職員対象のＡＥＤ講習会受講率はＨ23 年度が 76.2％である。過去３年間におい

て全職員が受講するように計画的に受講を促進している。

生徒を対象としたＡＥＤ講習会を全中学校で実施した。

点検・評価

総合評価 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）

ＡＥＤに関する必要なメンテナンス等を実施した。

ＡＥＤを使用しなければならない事故はなかった。

課題・改善

（具体的な改善内容を記載）

幸いにＡＥＤを必要とする事故は起きなかったが、全ての教職員が緊急時に適切な

対応ができる状態が重要であり、「普通救命講習Ⅰ」は有効期限が２年間であるが、

毎年講習を受ける必要がある。

ＡＥＤは万能ではなく、心臓マッサージと人工呼吸も合わせた心肺蘇生処置の一部

であり、講習会で一連の動作の訓練を要する。

今後の方向

（継続・拡充・縮小・廃止などを判断）

ＡＥＤの維持管理を遺漏なく確実に行う。（継続）

全ての教職員が常に心肺蘇生処置を実施できるように毎年研修を行う。（拡充）
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施策の分野 ⑨ 教育施設の整備

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、小中学校施設の耐震補強及び

改築の計画的実施、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）大規模改修・耐震補強工事

担当課等 学校教育課 施設係、こども支援課 児童福祉係

事 業 費

実績 計(千円) （国費) (県費) (その他) (一般財源)

H22 538,440 248,110 2,419 263,450 24,461

H23 48,909 48,909

趣 旨 等

（本来の目標・目的・対象・意図）

幼児・児童・生徒の安全・安心な教育環境を整備するため、耐震性能を満たさな

い施設18棟の耐震化を推進する。

経年劣化にともなう施設の老朽化に対応するため大規模改造を行い、学習環境の

改善を図る。

実績・成果

（数値を用いて具体的に、前年等とも比較）

耐震性能が確認されていない全ての施設について耐震診断及び耐力度調査を実施

した。また、国の補正予算を活用して中央幼・生地小・田家小の耐震化事業を前倒

して実施した。

点検・評価

総合評価 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）

学校再編対象校及び桜井中学校を除く未耐震化施設について、H27年度末までに耐

震化工事を完成させる耐震化計画を策定した。

課題・改善

（具体的な改善内容を記載）

安全・安心な教育環境を整備するため耐震診断結果に基づく耐震補強工事や老朽

施設の改築及び大規模改造工事を計画的に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）

耐震化計画に基づき、耐震補強工事や改築等を計画的に実施する。
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個別事業名 （２）桜井中学校改築事業

担当課等 学校教育課 施設係

事 業 費

実績 計(千円) （国費) (県費) (その他) (一般財源)

H23 1,073 1,073

趣 旨 等

（本来の目標・目的・対象・意図）

教育環境が危惧され、教育施設としての機能面の低下も深刻な桜井中学校の改

築を早期に実施し、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）

桜井中学校改築に関する基本方針検討委員会を設置し、改築に係る基本的な考

え方・方向性等の検討を行った。

点検・評価

総合評価 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）

桜井中学校改築に関する基本方針が報告され、改築に向けた建設地、施設規模、

配置計画、予算などの基本的条件が整理された。

課題・改善

（具体的な改善内容を記載）

黒部市学校教育基本計画における中学校再編の考え方は「市内 3 校以下」とし

ている中、宇奈月中学校の小規模化が差し迫った課題となっている。今後は「桜

井中と宇奈月中の統合」が考えられることから桜井中学校改築の事業化に伴い中

学校全体の再編ビジョンが求められている。

今後の方向

（継続・拡充・縮小・廃止などを判断）

桜井中学校改築基本構想を策定し、設計、建設の各プロセスを着実に積み上げ

ていく一方で、中学校再編のより具体的な考え方を整理し、桜井中学校改築事業

との整合性を図る。
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個別事業名 （３）学校再編（適正な学校規模の実現）

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)

H22 14 14

H23 14 14

趣 旨 等

（本来の目標・目的・対象・意図）

平成 20 年 2 月に策定した「黒部市学校教育基本計画」に基づき、適正な学校規模

を実現するため、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、現行の小中学校を再編する。

実績・成果

（数値を用いて具体的に、前年等とも比較）

【「黒部市学校教育基本計画」の説明会】

＜東布施小学校＋田家小学校＞
５/２８ 第３回 東布施地区 教育懇談会

⇒『平成26年4月統合、統合後は田家小学校を使用する。』と提案
６/ ３ 第１回 田家小学校ＰＴＡ 教育懇談会
６/２５「東布施小学校統合検討委員会（地元組織）」設置
７/１５ 第１回 東布施保育所保護者 教育懇談会
８/ ２ 田家地区自治振興会役員等との懇談
８/２０「東布施小学校統合検討委員会（地元組織）」（第2回）

１０/２２「東布施小学校統合検討委員会（地元組織）」（第3回）
１１/２５「東布施小学校統合検討委員会（地元組織）」（第4回）
２/１５「東布施小学校統合検討委員会（地元組織）」（第5回）
３/１５「東布施小学校統合検討委員会（地元組織）」（第6回）
３/１９「東布施小学校統合検討委員会（地元組織）」が市長へ要望

⇒『提案スケジュールどおり進められたし。』

＜前沢小学校＋三日市小学校＞

６/１６ 前沢小学校ＰＴＡ役員 教育懇談会

９/２２ 前沢自治振興会役員等との懇談

＜共通＞

７/１４ 黒部市ＰＴＡ連絡協議会役員との懇談

【進捗調査、検討及び提言（進行管理）】 → 黒部市教育振興協議会

７/２７ 第12回協議会にて経過報告及び方針検討

２/２２ 第15回協議会にて経過報告及び方針検討

点検・評価

総合評価 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）

東布施地区において自発的に検討組織が設置され、一定の結論として提案どおりの

内容で進めていくよう意見集約された。

課題・改善

（具体的な改善内容を記載）

＜東布施小学校＋田家小学校＞

一方の当事者である田家地区において、統合方式（両校を閉校し、新たな学校を設

置する。）について十分な説明を行っていない。

＜前沢小学校＋三日市小学校＞

前沢地区で前倒し気運が高まりつつあるが、統合時期が不透明となっている。

今後の方向

（継続・拡充・縮小・廃止などを判断）

＜東布施小学校＋田家小学校＞

田家地区に対して学校統合にあたっての教育委員会の基本方針（特に統合方式）に

ついて説明を重ね、早期に両地区関係者による統合準備委員会を起ち上げる。

＜前沢小学校＋三日市小学校＞

前沢小学校は耐震性能を満たさないため、耐震化計画との整合性を持った統合時期

を早期に設定し、前沢地区に対して説明を重ねていく。
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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 生涯学習スポーツ課 生涯学習係

事 業 費

実績 計(千円) （国費) (県費) (その他) (一般財源)

H22 7,000 7,000

H23 7,000 7,000

趣 旨 等

（本来の目標・目的・対象・意図）

生涯学習社会を迎え、住民の多様な学習ニーズに応えるため、地区公民館を拠

点とした学習活動を推進する。

実績・成果

（数値を用いて具体的に、前年等とも比較）

16地区の公民館において書道、水墨画、刺しゅう、生花、民謡、大正琴、茶道、

体操等の地域の実情、要望に応じた多種多様な講座や教室、サークル活動、地域

行事を開催した。

公民館利用者実績

年 度 利用回数 利用者数

H 22 10,346回 148,404人

H 23 10,501回 141,599人

点検・評価

総合評価 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）

各公民館において住民ニーズや地域の特色をいかした事業（講座、教室、サー

クル活動、地域行事等）を積極的に開催している。多様な講座、教室等の開催に

より、利用回数が増加しているが、参加者の減がみられる活動もあり、全体とし

て前年より減となった。

課題・改善

（具体的な改善内容を記載）

市民の生涯学習活動の場は、市外へも広がってきており、生涯学習機会の提供

については、市民の学習ニーズを把握し、より時代に対応した講座・教室等の企

画運営を図る必要がある。

また、講座、教室、サークル活動等の生涯学習指導者や企画運営する者の育成

も進める必要がある。

今後の方向

（継続・拡充・縮小・廃止などを判断）

各公民館からコミュニティづくり推進事業の継続・拡充が求められている。

住民が求める講座、教室等の生涯学習事業を把握する方法、その指導者、講師

及び企画運営する者の発掘、育成について各地域の実情を把握し、対策を検討す

る必要がある。
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個別事業名 （２）生涯学習フェスティバル開催事業

担当課等 生涯学習スポーツ課 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)

H22 517 8 509

H23 538 538

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、生涯学習の活性化及び

公民館関係者の資質向上を図る研修を実施する。

実績・成果

（数値を用いて具体的に、前年等とも比較）

生涯学習フェスティバル（２月４日・５日開催）では、各地区公民館から選ば

れた作品（手芸、絵画、工作、書道、写真等）を展示した。

記念講演では、元ＮＨＫアナウンサーの宮川泰夫氏が「であい ふれあい ひ

びきあい」と題して講演会を行った。

年度 展示観覧者 講演会聴講者 講 師 名

H22 420人 280人 杉 尾 秀 哉 氏

H23 453人 300人 宮 川 泰 夫 氏

講演会は、知名度もあり、親しみやすく講演内容も好評であった。しかしなが

ら、冬季のため、天候に大きく左右される感があり、実施時期の意見が必ず出る。

点検・評価

総合評価 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）

作品展示の会場は限界があり、作品の増を図ることが困難であるが、観覧者が

増える傾向にある。

講演会の広報の活動は、例年同様に、ショッピングセンターやコンビニエンス

ストア・公共施設のポスター及びチラシの配布、市広報の掲載やケーブルテレビ

及びコミュニティ放送での広報活動、各種団体へ参加呼びかけを行っている。講

師の知名度に頼るところが大きい。

課題・改善

（具体的な改善内容を記載）

生涯学習フェスティバルの講演会、サークル発表等について、次の意見を踏ま

え、検討すべき課題がある。

・現予算では中央の有名講師は困難、予算の拡充

・県内在住、市県内出身等で身近な著名人を講師

・講演会をやめ、サークル発表のみにしてはどうか

・講演会を隔年開催

・開催時期を秋期へ移行 等

今後の方向

（継続・拡充・縮小・廃止などを判断）

生涯学習フェスティバルは市民から求められている事業であり、見直ししつつ

継続することが求められている。前記の意見を踏まえ市公民館連絡協議会等で検

討し、より良い方向性を探る必要がある。



39

個別事業名 （３）市民大学講座・市民カレッジ事業

担当課等 生涯学習スポーツ課 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)

H22 779 779

H23 694 694

趣 旨 等

（本来の目標・目的・対象・意図）

市民が気軽に生涯学習を学ぶ場を提供し、生涯学習の活性化を目指す。

実績・成果

（数値を用いて具体的に、前年等とも比較）

市民大学講座では、地元出身等で各分野における精通された方々から自身の故郷

感を交えた講演、研修、演奏会等を８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を立ち上げ、サークル化への

移行をねらいとした教室を開催した。23 年度開催の８教室から１サークルが独立

した。

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

H22
市民大学講座 ９回 ５９１人

市民カレッジ ８８回 1,８４７人

H23
市民大学講座 ８回 ８３５人

市民カレッジ ６２回 1,４３３人

点検・評価

総合評価 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）

どの講座においても意欲的に参加されており、アンケートにおいても満足してい

るとの回答が多かった。

市広報、ケーブルテレビ、コミュニティ放送及び防災行政無線などを利用し、周

知と普及に努めた。どの講座も市内の全域から参加されているが、女性が圧倒的に

多い。

課題・改善

（具体的な改善内容を記載）

講座内容に対する興味で参加人数の増減がみられる。

講座、教室に新たな参加者を取り込む工夫、特に男性の参加を促す工夫が求めら

れている。

公民館の活動情報が市民に伝わる工夫が求められている。

今後の方向

（継続・拡充・縮小・廃止などを判断）

市民大学講座・市民カレッジ事業の継続・充実が求められている。

市広報、館報、ケーブルテレビ、コミュニティ放送等を使って、活動を広く周知

の充実を図る。市民が生涯学習活動情報を得やすい工夫や環境設定、インターネッ

トを活用できるような講座、研修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

事業費

実績 計(千円) （国費) (県費) (その他) (一般財源)

H22年度 29,211 6,000 10,154 13,057

H23年度 25,078 1,147 23,931

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

H22 黒部市立図書館 138,069冊 33,246人 74,640人 275日

宇奈月館 21,186冊 5,968人 19,218人 276日

合計 159,255冊 39,214人 93,858人

H23 黒部市立図書館 134,547冊 30,652人 68,616人 266日

宇奈月館 20,375冊 5,116人 17,136人 268日

合計 154,922冊 35,768人 85,752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

H22 黒部市立図書館 6,204件数 1,096件数 10回

宇奈月館 252件数 114件数 8回

合計 6,456件数 1,210件数

H23 黒部市立図書館 6,050件数 1,012件数 9回

宇奈月館 262件数 75件数 8回

合計 6,312件数 1,087件数

・図書受入冊数

館 名 H22 H23

黒部市立図書館 5,810冊 (内 寄贈743) 8,594冊 (内 寄贈940)

宇奈月館 1,422冊 (内 寄贈422) 1,895冊 (内 寄贈370)

合計 7,232冊 (内 寄贈1,165) 10,489冊 (内 寄贈1,310)

点検・評価

総合評価 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）

図書館情報システム更新のため、10日間休館した。結果的には利用状況は減

少であるが、1日当たりの利用状況はほぼ前年と変わらない。

図書受入に関しては、「住民生活に光をそそぐ交付金」と「寄付金」を活用

し、資料充実につなげ、市民のニーズに応えることができた。

課題・改善

（具体的な改善内容を記載）

多様化する住民のニーズに応えるため、図書館資料の充実を図るとともに、

23年度から行っている郷土資料のデジタルアーカイブ化、新聞記事のデータベ

ース化の取組を継続していく必要がある。また、サービス向上に向けて、職員

の研修、職員数についても検討が必要である。

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。
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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

事業費

実績 計(千円) （国費) (県費) (その他) (一般財源)

H22年度 0

H23年度 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
H22年度 86 315 3,618

H23年度 99 323 3,992

宇奈月館
H22年度 20 394 1,201

H23年度 17 280 1,073

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4月に小学校の新学習指導要領の全面実施に伴い、教科書の内容が一

新された。それに伴い教科書に紹介された本825冊(1学年3セット・18セット、

1セット約50冊)を学年・学級単位で1セット・1ヶ月貸出を11月から実施

年 度 団体貸出小学校名 延べ貸出冊数

H23 生地・村椿・前沢 1,203冊

③保健センターに乳幼児向け本50冊の配置とブックリストの配布

④小学校・中学校・高等学校・公民館等への「ふるさと文学」の巡回貸出の実施

点検・評価

総合評価 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）

従来、実施していた団体貸出事業もわずかではあるが伸びてきている。今年

度、新規の取組としての「小学校国語教科書に紹介された本」のセット貸出は

順調に進んだ。1セット約50冊の本・1ヶ月間貸出することにより、1ヶ月間

の期間で 50 冊を読破した子もいると報告を受けている。図書館に来れない子

どもたちにより多くの本に接する機会を増やし、本を読んでもらえたことは団

体貸出の増につながった。

課題・改善

（具体的な改善内容を記載）

今後、小学校だけではなく、保育所・幼稚園・中学校・公民館等に対しての

読書普及活動のあり方、連携、利用促進策を講じる。

今後の方向

（継続・拡充・縮小・廃止などを判断）

団体貸出を継続していくとともに、セット団体貸出を保育所・幼稚園・小学

校・中学校・公民館等に拡充し読書普及に努める。
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施策の分野 ② 青少年の健全育成

方針・目標
青少年の社会性をはぐくむため、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 生涯学習スポーツ課 女性青少年係

事 業 費

実績 計(千円) （国費) (県費) (その他) (一般財源)

H22 125 125

H23 112 112

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（事務局は生涯学習スポーツ課に設置）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、7・8月、11月育成キ

ャンペーン、青少年健全育成キャラバン隊の受入れ、青少年健全育成街頭宣伝活動、

意見発表大会、善行青少年表彰式、有害環境浄化パトロール等）

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、JR黒部駅等市内5カ所にて、高校生や大人に対して

あいさつや声かけ運動を実施した。

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。

また、少年少女活動実践意見発表大会では、児童生徒が日常の体験で感じたこと

や実践に基づく意見発表の場を設けた。

また、学校や地域で他の模範となる青少年に対して、善行青少年表彰を行った。

有害環境浄化パトロールでは、市内書店・コンビニ等を巡回し、現状を調査する

とともに店主に対してチラシを配布し、青少年健全育成条例の順守を呼び掛けた。

夏休みと冬休み前には、休学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 H22参加人数 H23参加人数

夏のさわやか運動 393人 438人

秋のさわやか運動 383人 362人

青少年健全育成ﾊﾟﾚｰﾄﾞ 98人 90人

点検・評価

総合評価 Ａ （５段階評価：ＡＡ,Ａ,Ｂ,Ｃ,Ｄのいずれかを記載）

（上記の評価をした理由）

青少年育成黒部市民会議の活動は積極的に行い、年間の活動が定着し、さわやか

運動等の行事にも安定した参加がある。また、さわやか運動で小学生が中学校で、

中学生が小学校で一緒にあいさつ運動をする校区があるなど、学校や地域で波及的

な取り組みが実施されるようになっている。

課題・改善

（具体的な改善内容を記載）

青少年問題が複雑多様化している今日、青少年一人ひとりに目を向け、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、学校、ＰＴＡ、地区公民館、振

興会等、地域団体と連携し、より効果的な活動や呼び掛けを行い、地域全体で青少

年問題に取り組んでいく。

今後の方向

（継続・拡充・縮小・廃止などを判断）

青少年育成黒部市民会議運営費補助金については今後も継続する。また、市民会

議の活動の助成だけでなく、市としても青少年の健全育成の呼び掛けや、若者をサ

ポートする活動を検討していく。
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施策の分野 ③ 女性活動事業の推進

方針・目標

男女共同参画社会の実現に向け「くろべ男女共同参画プラン」に基づき､女性の自

発的な活動を支援するとともに､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･学校等社会全体が連携して取組む。

個別事業 （１）男女共同参画活動の推進

担当課等 生涯学習スポーツ課 女性青少年係

事 業 費

実績 計(千円) （国費) (県費) (その他) (一般財源)

H22 491 491

H23 443 443

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協働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

各地区公民館まつりでの展示コーナー設置、ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱふれあいﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ参加、各地

区講演会事業実施、啓発チラシ作成配布、活動報告の全戸配布、女と男のﾊﾟｰﾄﾅｰ会

議を開催。男女共同参画ＰＲ創作劇「愛の水だんご」を上演し好評を博し、それを

紙芝居にして地区でも上演できるようにした。

全体研修会として、女性団体と共催し、ﾌｧｻﾞｰﾘﾝｸﾞｼﾞｬﾊﾟﾝの安藤氏の講演会を開催

した。「ｲｸﾒﾝが社会を変える」と題し、父親が育児に関わることの楽しさ、イクメ

ン家庭の出生率が高いことをを紹介した。（参加者100名）

少子高齢化対策や未婚男女の生きがい向上を図ることを目的とした婚活事業「ブ

ラッシュアップパーティー」「適齢期の子を持つ親の交流会」の実施。男性33名、

女性27名、親11名参加

点検・評価

総合評価 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）

男女共同参画ＰＲ創作劇「愛の水だんご」を機会あるごとに上演し、また男女共

同参画推進員が地域を拠点に紙芝居や子ども参加の男女共同参画カルタ大会を実施

したことで、高齢者から子どもまで「男女共同参画」の言葉が浸透した。

全体研修講演会をＰＴＡにも参加を呼びかけたため、若い父親・母親世代にも言

葉や意識を浸透させることができた。

課題・改善

（具体的な改善内容を記載）

「男女共同参画」については、年代・性別により意識に違いがある。今年度は子ど

もを育てる親世代を対象として、ＰＴＡを意識して活動してきた。講演会を聞いた

方からは評価をいただいたが、参加者が少なかった。ＰＲ方法について考えていか

なければならない。

女性団体の活動と「男女共同参画」の長期的な取組み方法を明確にし、各団体と

の調整を図る必要がある。

今後の方向

（継続・拡充・縮小・廃止などを判断）

国の第3次男女共同参画事業の改定により、「くろべ男女参画プラン」の見直しを

はかる。事業推進については関係団体等と協議する。

住民活動へ繋がるよう、地域(公民館、振興会)や企業・学校等社会全体の連携を

推進する。
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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 生涯学習スポーツ課 女性青少年係

事 業 費

実績 計(千円) （国費) (県費) (その他) (一般財源)

H22 240 240

H23 240 240

趣 旨 等

（本来の目標・目的・対象・意図）

ＤＶの実態は、国においても大きな問題であり、配偶者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会」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。

年度 実施回数 相談者数 相談者延数

H22 10回 11人 37件

H23 11回 11人 34件

身近な場所での相談会があることを毎月広報に掲載したりチラシで公民館等へ配

布するなど周知を図った。

ＤＶ被害者転入に対し、関係課の担当者でケース会議を開催し情報の共有化を図

り、今後の対処法などについて話し合った。

「心地よい人間関係のために」と題した講演会を男女共同参画、ＰＴＡと共催で

開催し、人間関係を円滑にするために傾聴という技法を学んだ。

点検・評価

総合評価 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）

重大事件に発展しないよう、日頃から気軽に相談できる体制を整え、毎月広報で

市民に周知したことで市民からは少しずつ認識されてきている。

ＤＶ相談ではなく「女性のための専門相談」としたため、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、相談者からは安心して利用されて

いる。

課題・改善

（具体的な改善内容を記載）

相談は自分で問題解決できるよう支援していく方法を取っているため、ほとんど

のケースが継続して相談されているが、何人かが終了しようとしている。今後は自

分がＤＶの被害者であるということを自覚していない被害者や、地域的な風習など

で自分が至らないからＤＶを受けていると考える被害者を掘り起こしていく必要が

ある。

今後の方向

（継続・拡充・縮小・廃止などを判断）

ＤＶに対する正しい認識を住民へ普及させるため、各地域でＤＶの現況を説明し、

意識啓発を推進する。今後も地域（公民館、振興会）ＰＴＡ等の団体、企業・学校

等社会全体への啓発活動を推進し住みよい環境づくりを図る。

個別事業 （



45

個別事業 （３）女性団体の育成

担当課等 生涯学習スポーツ課 女性青少年係

事 業 費

実績 計(千円) （国費) (県費) (その他) (一般財源)

H22 131 131

H23 131 131

趣 旨 等

（本来の目標・目的・対象・意図）

市内11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を図る。40～50代の

中間層的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）

4月総会後に「市議会議員と女性議会議員経験者との懇談会」を開催し、女性議

会終了後も活動していく会を立ち上げた。

女性議会(6月～10月)を開催し、総務文教・生活環境・産業建設の３つの委員会

で学習し、女性ならではの視点で市政へ意見を提言した。

男女共同参画推進黒部市連絡会と共同で、男女共同参画に関わる講演会「ｲｸﾒﾝが

社会を変える」を開催した。

市長と語る会を開催し、78名が参加し、市政を学んだ。

カーターロードレース、水のフェスティバル、ボランティアフェスティバル等へ

参加協力し市民協働参画を図った。

国際交流事業、食育事業等にも個別団体で取組んだ。

点検・評価

総合評価 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）

女性団体では県内外の状況を視察され、女性議会では、女性ならではの視点と将

来の市の姿を見据えた提案や質問が積極的になされ、成果があった。

女性議員選出については公募者を多数採用し、構成団体の負担軽減となった。ま

た、女性議会事務局体制を充実させ、主催者として取り組まれた。

男女共同参画への推進にも積極的に取り組まれた点は評価できる。

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支援しながら、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。

女性議会については、議員選出が年々難しくなってきている、議員活動が毎年 1

年で終了し継続性がなく問題提起のみで終わっていることなどから女性議会活動の

進め方（隔年開催や再任）また、事務局の役割についても、関係者で検討すること

が必要である。

今後の方向

（継続・拡充・縮小・廃止などを判断）

女性団体の今後の活動のあり方について助言し、女性リーダー育成方法について

も検討していく。
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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とともに、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 生涯学習スポーツ課 文化財係

事 業 費

実績 計(千円) （国費) (県費) (その他) (一般財源)

H22 1,291 1,291

H23 761 761

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、音楽、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23年10月27日～31日の5日間

招待者作品を同時に展示。

年度 観覧者数 一般出品点数 招待者作品数

H22 882名 125点 43点

H23 884名 119点 46点

平成23年度は「姉妹都市文化作品交流展」として根室市に黒部市の33作品

を貸与した。

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書き下ろしコメ

ディ「煙が目にしみる」を5月に2回公演した。

公演補助金142千円。

点検・評価

総合評価 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）

美術展を昨年に続き、一般公募展と招待者展を一会場化した。出品数は横ば

いで観覧者数も横ばいである。

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・高校への呼びかけ

等の方策を実行し、多くの方から応募出品される環境を作る必要がある。観覧

者数を増やすためのＰＲ等に改善が必要である。

また、招待者の作品が回廊なので、照明が暗く作品が見にくいので、一般公

募展と招待者展を同じ会場で実施するのがよい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）

美術展は、出品者や観覧者の裾野が広がるよう事業のＰＲを拡充し、事業を

継続する。
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個別事業名 （２）芸術文化活動団体助成

担当課等 生涯学習スポーツ課 文化財係

事 業 費

実績 計(千円) （国費) (県費) (その他) (一般財源)

H22 2,611 2,611

H23 2,928 2,928

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24日に黒部川公園で開催、補助金1,343千円。

年度 参加者

H22 約8,500名

H23 約6,800名

黒部市芸術文化振興協会

6月4～5日にコラーレで芸文協祭りの開催、補助金374千円。

7月2日に創立25周年記念式典を開催、補助金250千円。

黒部市国際文化センター

11月3日に黒部市合併5周年記念「郷土芸能の祭典」を開催、補助金300

千円。出演者12団体350人。

ＮＰＯ法人地球映像ネットワーク

8月 4～7日に「ジャパン・ワイルドライフ・フェスティバル2011」を開

催、補助金300千円。

黒部市宇奈月町邦楽芸能協会

3月20日に国際会館セレネで芸能大会開催、補助金171千円。

日本黒部学会

「紀要黒部第19号」の発刊、補助金190千円。

点検・評価

総合評価 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）

補助金により、黒部川水のコンサート＆フェスティバルや芸文協まつりの開

催、日本黒部学会の研究紀要の発刊等が実施され、芸術の振興や文化の向上に

寄与している。

また、合併5周年記念「郷土芸能の祭典」では伝統芸能を一堂に集め披露す

ることができた。

課題・改善

（具体的な改善内容を記載）

助成の必要がないと判断される事業やその目的を終了したとされる事業な

どへの補助は縮減又は廃止とし新たに必要とされる事業に対して交付してい

くなど、効果的な助成方針の検討を要する。

今後の方向

（継続・拡充・縮小・廃止などを判断）

各団体の自立を促すとともに、芸文協による芸文協まつりなどの民間の取り

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 生涯学習スポーツ課 文化財係

事 業 費

実績 計(千円) （国費) (県費) (その他) (一般財源)

H22 16 16

H23 15 15

趣 旨 等
（本来の目標・目的・対象・意図）

黒部峡谷を訪れた人々から俳句を募集し、優秀作品を表彰する。

実績・成果

（数値を用いて具体的に、前年等とも比較）

年度 応募句数 応募人数

H22 253句 221名

H23 342句 322名

顕彰方法：賞状送付のみとしている。

点検・評価

総合評価 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）

昨年の253点から342点と多くの応募があり、その大半は県外からの応募で

ある。しかしながら事業について十分な周知されてはいない。

課題・改善

（具体的な改善内容を記載）

地域の良さ発見・発信に繋がるような事業ＰＲを推進する。

顕彰方法については、より親しまれる方向を検討する。

俳句を投稿しやすいように投函箱設置場所を広げることを検討。

今後の方向

（継続・拡充・縮小・廃止などを判断）

俳句を投稿しやすいような投函箱の設置や入賞者の顕彰方法を検討しなが

ら継続する。
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施策の分野 ⑤ 文化遺産の保護・継承

方針・目標

地域の伝統文化による郷土愛の向上や活性化を図るため、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とともに、立山・黒部の世界文化遺産登録に向けた取

り組みの強化を図る。

個別事業名 （１）伝統文化の保存継承

担当課等 生涯学習スポーツ課 文化財係

事 業 費

実績 計(千円) （国費) (県費) (その他) (一般財源)

H22 296 296

H23 237 237

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。

合併5周年記念「郷土芸能の祭典」では伝統芸能を一堂に集め披露すること

ができ、多くの方が出演した。

各地区公民館より長年にわたり、地域の伝承芸能技術士として認定して

いる。H23 年度は 4地区の8名の指導者を認定し、認定者は合計79名とな

った。

点検・評価

総合評価 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）

平成 14 年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 生涯学習スポーツ課 文化財係

事 業 費

実績 計(千円) （国費) (県費) (その他) (一般財源)

H22 32,915 32,915

H23 30,131 30,131

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）

８号バイパス建設に伴う埋蔵文化財の調査は、平成 23 年度に対象となる地

区はなく、出土品の整理を行った。

点検・評価

総合評価 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）

平成 15 年から始まった８号バイパス建設に伴う埋蔵文化財の調査は、平成

23年度までに国から委託を受けた箇所についてすべて現地調査を終了した。

課題・改善
（具体的な改善内容を記載）

特になし。

今後の方向
（継続・拡充・縮小・廃止などを判断）

８号バイパス建設に向けて今後も継続する。

個別事業名 （３）世界文化遺産に登録

担当課等 生涯学習スポーツ課 文化財係

事 業 費

実績 計(千円) （国費) (県費) (その他) (一般財源)

H22 1,500 750 750

H23 1,000 500 500

趣 旨 等

（本来の目標・目的・対象・意図）

平成19年 9月に富山県・黒部市・上市町・立山町は「立山・黒部 防災大

国日本のモデル～信仰・砂防・発電～」として世界遺産暫定一覧表記載候補の

提案書を提出し、世界遺産の登録を目指す。

実績・成果

（数値を用いて具体的に、前年等とも比較）

平成 22 年度に調査した黒部川中・下流域における発電施設資産調査結果を

報告書として発刊した。

点検・評価

総合評価 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）

世界文化遺産候補である「立山・黒部」は平成20 年9 月に文化庁から「世

界遺産暫定一覧表候補の文化資産」と評価されたが国の重要文化財の指定の動

きが見られなかった。

課題・改善

（具体的な改善内容を記載）

世界史的・国際的な視点に立ち、砂防・発電関連資産等の全体像を明らかに

する観点から、国内外の同種資産との比較研究を進める中で、適切な主題設定

や構成資産について検討することが重要である。

当面の課題は、黒部川発電施設構成資産の重要文化財指定である。

今後の方向
（継続・拡充・縮小・廃止などを判断）

国の重要文化財指定に向けて調査を継続する。
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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、総合型地域スポーツクラブの

活動の安定・拡充に努める。また、市体育協会や地区体育協会、市体育指導委員協

議会と協働し、地域との連携を図りながら、「市民ひとり１スポーツ」の更なる定

着を図るとともに、市民の立場に立った環境整備を計画的に進める。

個別事業名 （１）市民体育大会

担当課等 生涯学習スポーツ課 スポーツ健康係

事 業 費

実績 計(千円) （国費) (県費) (その他) (一般財源)

H22 2,679 2,679

H23 2,632 2,632

趣 旨 等

（本来の目標・目的・対象・意図）

市民が一堂に集い、スポーツの実践により体力の向上、健康の増進、レクリエー

ションによる親睦協和を図り、より健全で明るい市民生活を営むことを目的とす

る。

実績・成果

（数値を用いて具体的に、前年等とも比較）

全地区より市民が参加し開催された。

全11地区が参加し、総合成績を競って開催した。

専門委員会等を開催し、より多くの市民が参加しやすい大会を目指した。

市民体育大会開催種目、種別数

開催年度 種目数

H22 14種目（16種別）

H23 14種目（16種別）

※H23年度の陸上（大運動会）は雨天のため室内開催となった。

点検・評価

総合評価 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。

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。

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。

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）体育指導委員協議会の育成

担当課等 生涯学習スポーツ課 スポーツ健康係

事 業 費

実績 計(千円) （国費) (県費) (その他) (一般財源)

H22 1,914 1,914

H23 1,801 1,801

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。

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 H22 H23

地区ｽﾎﾟｰﾂ教室 4回 183人 4回 168人

全体研修会 3回 76人 3回 78人

※人数は体育指導委員を含む。

＜地区スポーツ教室＞

各中学校区で４回開催した。

スポーツ教室ではニュースポーツ（スティックリング）を行った。

＜運営協力＞

カーター記念黒部名水ロードレース、エブリバディスポーツデイ2011、

市民体育大会

点検・評価

総合評価 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）

地区スポーツ教室を開催し、手軽に楽しめるニュースポーツを取り上げ、地

域からの普及を継続的に行っている。教室開催のための事前研修会を開催する

など、資質の向上のための活動にも積極的に取り組み、市民ひとり１スポーツ

の普及に大きく寄与している。特に、福井県発祥のニュースポーツ「スティッ

クリング」を積極的に行い、地域の活動や市外にも広がっている。

カーターロードレース等のスポーツイベントの運営にも積極的に協力して

いる。

課題・改善

（具体的な改善内容を記載）

体育指導委員の中でも参加する人としない人の差が大きくなっている。

委員の高齢化が進んでおり、地区からの選出方法を検討する必要がある。

体育指導委員は認知度が低い。来年度よりスポーツ推進委員と名称が変わる

ので改めて市民に広く周知したい。ニュースポーツ指導などの出前教室を積極

的に行えるようにしたい。

今後の方向

（継続・拡充・縮小・廃止などを判断）

体育指導委員協議会からスポーツ推進委員協議会と名称変更となる。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 生涯学習スポーツ課 スポーツ健康係

事 業 費

実績 計(千円) （国費) (県費) (その他) (一般財源)

H22 858 858

H23 858 858

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」「ＫＵスポーツクラ

ブWill」の２クラブがあり、教室型のクラブとしてそれぞれ教室を展開している。

教室の他に、「自然散策」、「かち歩き」など両クラブ共にウオ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

H22 1,404名 80 136名 9

H23 1,496名 85 149名 8

合 計

年度 会員数 教室数

H22 1,540名 89

H23 1,645名 93

点検・評価

総合評価 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）

市全体として会員数・教室数ともに昨年度より増加しており、市民への参加機会

は充実してきている。

教室数も増加しており、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」に貢献している。

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増加に努める。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 生涯学習スポーツ課 スポーツ健康係

事 業 費

実績 計(千円) （国費) (県費) (その他) (一般財源)

H22 395 395

H23 355 355

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

開催年度 H22 H23

講師
(ｱｰﾁｪﾘｰ競技）

山本 博氏

(野球競技)

高木 豊氏

参加者数 約220名 約180名

※市内の一般参加者(22年度149名・23年度121名)

点検・評価

総合評価 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）

全国的に著名なトップアスリートを講師に招くことで、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。

課題・改善

（具体的な改善内容を記載）

広く市民が参加できる方法だけでなく、競技力向上や指導者の育成を図るた

めの方法についても検討を要する。

今後の方向
（継続・拡充・縮小・廃止などを判断）

スポーツ講演会は、課題等を改善し、継続する。
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施策の分野 ⑦ 競技力の向上

方針・目標

個人・団体の競技力向上の意欲を高めるため、全国・ブロック大会等への参加

選手の支援を行う。

また、市体育協会を中心としてその傘下である各競技協会の活動を支援すると

ともに、クラブチーム等への支援体制の強化を図るほか、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対策を講じる。

個別事業名 （１）優秀スポーツクラブ育成補助

担当課等 生涯学習スポーツ課 スポーツ健康係

事 業 費

実績 計(千円) （国費) (県費) (その他) (一般財源)

H22 14,700 7,700 7,000

H23 15,200 8,200 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（KUROBE

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 H22 Ｈ23

Ｖサマーリーグ
Aグループ予選
６位（全６ﾁｰﾑ中）

順位決定リーグ進出
第1ﾌﾞﾛｯｸ 4位（８ﾁｰﾑ中）

北信越国民体育大会
優勝
千葉国体出場

優勝
山口国体出場

国民体育大会
ゆめ半島千葉国体
５位入賞（17.5点獲得）

おいでませ！山口国体
５位入賞（17.5点獲得）

天皇杯・皇后杯

北信越Bﾌﾞﾛｯｸｳﾝﾄﾞ優勝
（ﾌｧｲﾅﾙﾗｳﾝﾄﾞ）
２回戦敗退

北信越Bﾌﾞﾛｯｸｳﾝﾄﾞ優勝
（ﾌｧｲﾅﾙﾗｳﾝﾄﾞ）
２回戦敗退

Ｖチャレンジリーグ

ﾚｷﾞｭﾗｰﾗｳﾝﾄﾞ
５位（全12チーム中）
※３月１１日以降震災のため中
止

１６勝６敗
３位（全12チーム中）

黒部市主催の行事では「名水ロードレース」「カターレ富山黒部市の日」に運営

協力を行った。また、「アクア杯ママさんバレーボール大会」や市内４中学校での

「出前講座」を開催したり、秋のさわやか運動などのボランティア活動に積極的

に参加したりした。

点検・評価

総合評価 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）

３年連続での国体５位入賞をはじめ、Ｖチャレンジリーグにおける３位入賞な

ど、前年度よりも良い成績を収め、活躍している。トレーニングの質や選手の取

り組む姿勢等チーム力は上がっており、充実した練習を行っている。また、市主

催のスポーツイベントへの参加協力や街頭募金活動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）

より良い成績を収めるために、選手等の人材確保は不可欠である。

今まで以上に様々なスポーツイベントへの協力やバレーボール教室等の開催な

ど、幅広い地域貢献やＰＲを積極的に行い市民から愛されるチームになることが

望まれる。

今後の方向
（継続・拡充・縮小・廃止などを判断）

優秀スポーツクラブ育成補助は、現状のまま継続する。
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個別事業名 （２）出場派遣費・激励費

担当課等 生涯学習スポーツ課 スポーツ健康係

事 業 費

実績 計(千円) （国費) (県費) (その他) (一般財源)

H22 5,492 310 5,182

H23 4,811 4,811

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

を図ると共に、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＞ （監督等引率含）

年度 Ｈ22 Ｈ23

人数・金額 人数 金額 人数 金額

小学生 54名 828,520円 72名 1,426,660円

中学生 98名 2,175,240円 35名 1,039,660円

高校生 83名 526,000円 77名 437,000円

一般 152名 929,000円 143名 933,000円

合計 387名 4,458,760円 327名 3,836,320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 Ｈ22 Ｈ23

人数・金額 人数 金額 人数 金額

２部一般 521名 521,000円 479名 479,000円

２部中学 277名 360,100円 260名 338,000円

３部 146名 151,700円 153名 158,100円

合計 944名 1,032,800円 892名 975,100円

激励費は、中学生が１千円＋ドリンク代（300円）、一般が１千円となっている。

点検・評価

総合評価 Ａ （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）

桜井高等学校女子バスケットボール部が初めて全国高等学校選抜大会に出場す

るなど、多くの全国大会・ブロック大会に出場している。

県民体育大会についても、900名弱の選手が参加し、一般の部は3位と上位に位

置している。

課題・改善

（具体的な改善内容を記載）

派遣費・激励費の支給について周知を図るとともに、円滑な手続きを行い速や

かに支給できるよう検討する。

今後の方向
（継続・拡充・縮小・廃止などを判断）

出場派遣費・激励費は、課題を検討し、継続する。
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個別事業名 （３）選手強化

担当課等 生涯学習スポーツ課 スポーツ健康係

事 業 費

実績 計(千円) （国費) (県費) (その他) (一般財源)

H22 816 816

H23 756 756

趣 旨 等

（本来の目標・目的・対象・意図）

富山県民体育大会・富山県駅伝競走大会へ黒部市を代表して出場する選手等に

対して、大会で十分な活動ができる環境をつくる。

実績・成果

（数値を用いて具体的に、前年等とも比較）

＜富山県民体育大会＞576千円

２部（郡市対抗）成績

年度 H22 H23

２部一般 4位 486名 3位 486名

２部中学 9位 277名 10位 260名

746名が参加した。

参加競技種目へ強化費を支給した。

＜富山県駅伝競走大会＞180千円

成績

年度 H22 H23

黒部市 9位 9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 （５段階評価：ＡＡ,Ａ,Ｂ,Ｃ,Ｄのいずれかを記載）

（上記の評価をした理由）

富山県民体育大会の参加者数は、安定して高い水準を保っていることから、参

加しやすい環境であると考える。その中で、２部一般においては、常に上位の成

績を収めており、選手強化補助の効果が現れているものと考える。

富山県駅伝競走大会は、前年同位の 9 位だったがタイムは向上している。先を

見据えた強化を考え実践ており、今後の成果に期待できる。

課題・改善

（具体的な改善内容を記載）

富山県民体育大会は、二部中学の成績が中盤から下位に位置することが多い。

競技種目に焦点をあてると、競技力に偏りが見られ、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は、選手選考や練習方法等、大会への準備について市全体

として継続して取り組むことができるよう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）

選手強化補助は、課題等を改善し、継続する。



58

施策の分野 ⑧ 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、スポーツに対する興味・関心を高める。また、大会を

通じて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、スポ

ーツを通じて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ロードレース

担当課等 生涯学習スポーツ課 スポーツ健康係

事 業 費

実績 計(千円) （国費) (県費) (その他) (一般財源)

H22 5,000 5,000

H23 4,200 4,200

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ことを目的とし

ている。

実績・成果

（数値を用いて具体的に、前年等とも比較）

28回目を迎えた歴史ある大会であり、参加者数は県内最大、北陸でも最大級の大

会となった。

年 4 回の名水ロードレース実行委員会を開催し、よりよい大会を目指して、ゲス

トや式典など実施内容について協議し決定した。

競技については以下の6種目16種別を実施した。

①ハーフマラソン（男子29歳以下、30歳以上、50歳以上、女子 一般）

②10㎞（男子 29歳以下、30歳以上、50歳以上、女子 一般）

③５㎞（男子 一般、中学、女子 一般、中学）

④３㎞（男子 小学３年生以上、女子 小学３年生以上）

⑤車いす（男子）

⑥ジョギング３㎞（小学生～一般）

名水ロードレース参加者数 （名）

開催年度 市内 県内 県外 ゲスト 合計

H22 1,960 2,255 1,906 5 6,126

H23 1,908 2,341 1,878 6 6,133

点検・評価

総合評価 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）

北陸最大級のロードレースとして、県内のみならず全国からの参加者がある。参

加者数は、前年を上回り過去最高を更新している。

特に県内、県外参加者の増加が顕著であり、黒部市を大きくＰＲしている。（県外

からの参加者は全体の約31％）

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約850 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ている。

課題・改善

（具体的な改善内容を記載）

参加者の増加により、駐車場数の確保や競技役員・ボランティア数の増員など受

入れ態勢を改善していく必要がある。また、コースの収容能力も考え、将来的には

参加者に見合ったコースの見直しなども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）

カーター記念黒部名水ロードレースは、課題等を改善し、継続していく。
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個別事業名 （２）Ｖチャレンジリーグ黒部大会

担当課等 生涯学習スポーツ課 スポーツ健康係

事 業 費

実績 計(千円) （国費) (県費) (その他) (一般財源)

H22 350 350

H23 315 315

趣 旨 等

（本来の目標・目的・対象・意図）

KUROBE アクアフェアリーズが所属するＶチャレンジリーグの開催により、市民

に日本トップレベルのスポーツを観戦する機会を提供し、スポーツに対する興味、

関心を高めてもらうとともに、地元クラブチームを市民一体となって応援できる環

境をつくる。

実績・成果

（数値を用いて具体的に、前年等とも比較）

2日間開催での観客数

開催年度 H22 H23

観客数 1,800名 2,650名

初日1,250名、2日目1,400名の観客動員数だった。

点検・評価

総合評価 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）

KUROBE アクアフェアリーズの活躍もあり、昨年度より 850 名の増加である。Ｖ

チャレンジリーグ参戦により、トップレベルのスポーツ観戦への興味・関心も高く

なっている。また、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場となっている。

課題・改善

（具体的な改善内容を記載）

より多くの市民に地元クラブチームとして受け入れられ、興味・関心を持っても

らい、試合を応援してもらえるよう周知を図るとともに、市民が足を運びやすいよ

うな運営等を積極的に進めていく必要がある。

今後の方向

（継続・拡充・縮小・廃止などを判断）

Ｖチャレンジリーグ黒部大会開催補助について、課題等を改善し、継続する。
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個別事業名 （３）国体記念アーチェリー大会

担当課等 生涯学習スポーツ課 スポーツ健康係

事 業 費

実績 計(千円) （国費) (県費) (その他) (一般財源)

H22 291 291

H23 250 250

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

※（ ）身体障害者アーチェリー協会からのエントリー数

開催年度 H22 H23

選手 111名(内3名) 116名(内3名)

役員 45名 50名

合計 156名 166名

点検・評価

総合評価 Ａ （５段階評価：ＡＡ,Ａ,Ｂ,Ｃ,Ｄのいずれかを記載）

（上記の評価をした理由）

アーチェリー競技は、同じ大会の中でビギナーとトップが同時に競技することが

できるスポーツであり、トップレベルも初心者も、すべての参加者が競技を楽しん

でもらえるよう、的の大きさや競技方法を変更するなど工夫をすることで市外、県

外からの参加者も多くなっている全国的にも珍しい大会となっている。

参加者数100名を超える本大会は県内で最も大きな大会となっている。

課題・改善

（具体的な改善内容を記載）

種別によって参加者数のばらつきがあり、会場（的数）の競技運営能力を超えて

しまう可能性もある。今後の動向により人数制限または的数の増設を検討していく

必要がある。

大会に合わせて初心者講習会や体験教室などを行い、また、オリンピック出場の

メジャー選手を招待するなどして、新たな参加者を獲得するとともに競技のＰＲに

もつながるよう事業内容の拡充を図る。

今後の方向

（継続・拡充・縮小・廃止などを判断）

国体記念アーチェリー大会開催補助について、課題等を改善し、継続する。
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教育委員会事務の点検・評価に関する意見（２３年度事業分）

上越教育大学

教授 教育実践高度化専攻長 廣瀨 裕一

このたび、黒部市教育委員会におかれましては、その権限に属する事務の平成 23年度の管理及び運

営の状況について点検・評価を行い、その結果に関する報告書を作成されました。家庭地域教育、学

校教育、生涯学習それぞれの分野で、真摯に事業に取り組んでおられることに深く敬意を表するもの

です。

平成19年に「地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律（平成19年法律第

97号）」が公布され、この中で、教育委員会がその権限に属する事務の管理及び執行の状況について

点検及び評価を行い、その結果に関する報告書を議会に提出し、公表することが義務づけられた（「地

方教育行政の組織及び運営に関する法律」第27条）ことを受け、黒部市教育委員会におかれては、平

成 20年度以来、この法改正に基づく点検・評価を着実に実施し、「教育委員会の点検評価報告書」を

作成して議会に提出・説明するとともに、窓口閲覧やホームページ掲載等により公表してこられまし

た。

報告書の様式・内容等については、当初から実績や成果を検証した上で自己評価を行い課題や今後

の方向を明らかにしてこられ、信頼性の高い充実したものとなっておりました。その後も毎年さまざ

まな改善が加えられ、前年度と比較した実績や事業ごとの決算額等を具体的数値で示すとともに、自

己評価をＡＡ、Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄの５段階で表すようにするなど、年々充実したものとなってきており

ます。住民への説明責任を果たし、効果的な教育行政の推進に資するために、丁寧な工夫改善を図っ

ておられる教育委員会の姿勢を高く評価したいと思います。

ところで、我が国の教育機関等は、本格的な「評価の時代」に入っております。平成３年の大学設

置基準の一部改正により、大学の自己点検・評価の努力義務に関する規定が追加されたことに始まり、

平成 14年には小学校設置基準と中学校設置基準の制定、幼稚園設置基準と高等学校設置基準の改正に

より、自己点検・評価の努力義務は初等・中等教育学校等にも課されることになりました。平成 19

年には小・中学校等に関する規定が法律レベルに格上げされ（学校教育法第42条等）、上述のとおり、

教育委員会についても、その権限に属する事務の管理及び執行の状況について点検及び評価を行い、

その結果に関する報告書を議会に提出し、公表することが義務づけられました（地方教育行政の組織

及び運営に関する法律第27条）。

そして、平成20年には、社会教育施設に関しても社会教育法等が一部改正されて、公民館・図書館・

博物館にも、その運営状況に関する評価と改善措置の努力義務、運営状況に関する情報提供の努力義

務が法律レベルで課されることとなりました。具体的には、社会教育法第32条で「公民館は、当該公

民館の運営の状況について評価を行うとともに、その結果に基づき公民館の運営の改善を図るため必

要な措置を講ずるよう努めなければならない。」、同法第 32条の 2で「公民館は、当該公民館の事業

に関する地域住民その他の関係者の理解を深めるとともに、これらの者との連携及び協力の推進に資

するため、当該公民館の運営の状況に関する情報を積極的に提供するよう努めなければならない。」

と規定され、図書館法第7条の 3・同法第7条の 4、博物館法第9条・同法第9条の 2も同じ趣旨の規

定となっております。

先行した学校教育に関しては、その後の法改正等により、大学については、自己点検・評価が「努

力義務」から「義務」に厳格化されただけでなく、一定期間ごとに外部評価（文部科学大臣から認証

を受けた評価機関による評価＝認証評価）を受けることも義務づけられました。また、小・中・高校

等についても、自己評価等が「努力義務」から「義務」になった（学校教育法施行規則第66条等）こ

とに加えて、学校関係者評価を受けることが「努力義務」化されて（同規則第67条等）今日に至って

おります。運営状況に関する情報提供も「義務」となっています（学校教育法第 43条等）。

このような流れを俯瞰すると、今後、社会教育施設等についても、自己評価や運営状況に関する情

報提供が、現在の「努力義務」から「義務」になったり、新たに外部評価等が導入されたりする可能

性もあると言えます。
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そこで、黒部市教育委員会の点検評価報告書に関してですが、学校評価については、内容に違いは

あるが全小中学校で実施されてＰＤＣＡサイクルが確立してきていることなどが記載されており

(p.10)、取り組みの状況がわかるようになっております。これに対して、社会教育施設については、

その運営状況に関する評価がどのようになされているかが見えにくいように思います。公民館、図書

館については、各施設の自己評価と教育委員会としての評価の関係等にも触れていただければ親切で

あろうと思いますし、博物館については、入館者数など具体的な実績等に基づく評価がほしいところ

です。隴を得て蜀を望む観がありますが、これら社会教育施設等についても、ＰＤＣＡサイクルが目

に見える形で確立されることを念じつつ、次年度以降の報告書のさらなる改善に期待したいと思いま

す。

いずれにいたしましても、平成 23年度の黒部市において熱心な教育活動が推進され、大きな成果を

収めてこられたことをたいへん嬉しく思います。限られた予算の中でのご苦労の様子も窺われるとこ

ろでありますが、今後とも、市民の要望・要請にこたえつつ、事務事業のいっそうの充実と評価方法

の改善に努めていただきたいと思います。黒部市教育と黒部市教育委員会のますますご発展をお祈り

申し上げ、お粗末ながら「意見」とさせていただきます。

黒部商工会議所会頭 川端 康夫

教育委員会事務の点検・評価報告書を読ませて頂きました、教育委員会は黒部市民憲章の精神のも

と、市民一人ひとりが生涯を通じて主体的に学習し、心身ともに健康で充実した生活を送ることがで

きる地域社会を実現する事を目的に「人間性の基礎を培う家庭地域教育」「心身ともに健康で学ぶ意欲

を育てる学校教育」「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」の３つの観点から、多

くの事業を推進され、５５の事業を点検評価しておられます。今年度分ではＡＡ評価が6件、Ａ評価

が４３件、Ｂ評価が6件と大変高い評価となっていますが、これは平成19年から取り組まれている、

教育方針と点検評価をうまくスクロールさせながら、ＰＤＣＡサイクルを機能的に活用されて来た結

果であると考えます。執行状況では各項目において明確に目標設定がされ、事業が確実に実行推進さ

れ、それぞれしっかり成果が出ており、教育委員会事務が的確に推進されたことを評価いたします。

家庭・地域・学校がそれぞれ役割を果たしながら地域文化の構築を図って行く事が大切です、教育委

員会の事業はまさに文化創造の源であります。また、学校教育や生涯教育を通じて、人間力の向上に

向け、学校だけでなく家庭や地域でしっかり取り組み、推進して行く事が大事であると考えます。

今回二つの項目について意見を述べさせて頂きたいと思います。国際化教育の英語サマーキャンプ

がＡＡ評価を受けています、国際化教育の目標に「英語による国際感覚を育成するため、楽しみなが

ら、相手を理解し自分を表現する「英会話科」の充実に努め、英語サマーキャンプにより児童・生徒

の意欲の向上を図る」とあります様に国際化が著しい現代、必須アイテムである英会話に対して、な

るべく早い時期から触れる機会を与え、より積極性を持った国際人育成が重要であると考えます。私

自身、海外で仕事をする機会が多く色々な国へ行きますが、基本会話は英語となります、片言のコミ

ュニケーションであっても、自分の言葉で自社をＰＲし、自分自身を売り込む事が、仕事を受注する

ために必要となって来ます、学生時代余り得意でなかった英語でしたが、多くの外国の方と接して行

く中で、少しずつ培われて来たと感じております。ブロークンな会話であっても、自分の気持ちを伝

えようする姿勢こそが相手に理解して貰う重要なポイントであると考えます。英会話は「なれ」と「自

信」の部分が大いにあると思います、だからこそ出来るだけ早い時期に英語に、そして外国人に触れ

させる事が大切であり、より実践的な「英語サマーキャンプ」の様な取り組みの重要性を強く感じて

います。英語サマーキャンプでは子供達が英語に興味をもつ様、工夫されたプログラムで実施され、

単に英会話だけでなく外国文化に触れる事で、より自然な流れの中で、楽しみながら英会話に親しん

でいる事が理解できました、実施後アンケートでも参加した子供達からは「楽しかった」との声が多

く聞かれます、それが英会話での自信に繋がって行くと確信しております。またベースにある「英会

話科」の取り組みは、黒部市独自の教育として高く評価を受けている処ですので、尚一層の進展を期
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待しております。

次に、Ｂ評価を受けた事業の中で気になった事は「食育」に付いてです、「親子での体験事業（こど

も自然体験教室・食育教室）」「食育の取り組み」共にＢ評価でした。人間力は健康な体と、健全な精

神の下に培われる物であると考えます、そんな中で食育は体と心の健康促進に重要な役割を果たして

います。これは、子供の時にしっかりと身に着けておく必要があります、生涯を通じての健康な食生

活習慣や、健康に対する姿勢もこの時期に食育により形成されて行くと考えます。また、地産地消の

観点から、地域の産物を給食に使用する取り組みは、さらに進めて頂きたいと考えます。地元の食材

を使う事により、産業の振興に繋がると共に、地域理解も深まり地域を愛する心の醸成にも役立つ物

と考えます。

ふるさと意識の高揚には「ふるさとに誇りを持つこと」「ふるさとの良さを理解する事」が大切です、

特に「食」はもし、ふるさとを離れても思い出に残る、一番の物であると思います。食に関する正し

い知識をしっかりと伝えると共に、良い食習慣を身に着けさせてやる事が大切であると考えます。

今回報告書を読ませて頂きＡＡ～Ｂの評価が付けられましたが、どの事業も関係されている方々の努

力の跡が見られましたし、教育委員会の事業は大きな成果を納められた物と判断いたします。目標を

数値化し前年と比較しての評価は必要であると認めますが、数字には表れない効果や、影響も多く感

じる事が出来ました。

教育委員会が所管する事業に関係された皆様の御努力に敬意を表しますと共に、今後、各分野でさ

らに事業が進められます事をお祈りいたします。

くろべ水の少年団指導者協議会会長 本崎 洋子

平成２４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。平成２３年度黒部市教

育の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、成果、評価、課題、今後の改善方向等が丁寧に記載されておりました。どの分野の事

業も、地域社会の一員としての市民の健康で文化的な生活をめざす事業、将来を担う子供の育成を担

う事業、地域コミュニティの活性化の源となる事業として、広範囲かつ重要なものばかりです。参加

者数や開催回数などの数値及び決算額などについて前年度との比較データを掲載してあること、自己

点検評価を５段階による総合評価で表し、その評価の根拠が明確に記されていること、等により、私

たち一市民にも大変わかりやすい点検評価として読ませていただきました。各所に、前年度点検結果

を基に見直しや修正点を明確にして実施したことも報告されていました。さらに、市民の各層で構成

された教育振興協議会において、より客観的な立場から検証、協議がなされ、段階を踏んだ丁寧な評

価活動が行われています。平成２０年度以来のＰＤＣＡサイクルの着実な運営により、事業全体が効

果的に推進され、「目標を十分達成、概ね達成」が８９パーセントという高い結果に結びついていると

感じました。そのことを高く評価したいと思います。

黒部市総合振興計画後期基本計画の策定に向けた住民への意向調査（平成２３年８月～９月実施）

が行われ、その結果が公表されました。その中の「将来に求める施策」として「教育・文化」の項目

では「学校教育環境の充実」や「図書館・公民館の機能充実」が上位に挙がっていました。公民館や

図書館は市民の生活に最も密着した施設であり、それだけに期待や要望が大きく、諸機関、諸団体と

の密接な連携が求められる分野です。実施内容を読み、機能充実の観点からの感想を少し述べさせて

いただきます。

「生涯学習機会の提供」における図書館関連事業について、企画展や新着資料、読み聞かせ教室な

どの図書館の催しが市広報・ケーブルテレビなどで興味深く紹介されており、私も楽しんで視聴して

います。図書館の外でも本に親しむ機会を増やす事業として継続されてきた団体へのセット貸し出し

や巡回貸出し事業も着実な伸びが見られるとのことです。「小学校国語教科書に紹介された本」「ふる

さと文学」など、セット貸し出し本の内容を特色あるものにして小・中学校や公民館への利用促進を

図ったことが安定した利用状況の確保につながったと自己評価されています。限られた人員と予算の
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中で、アイディアを生かした改善がなされた成果と感じました。今後も、「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支える意義のあるものとして、発展・継続をお願いしたいと思い

ます。

一層の利用促進を図るために、幼稚園・保育所、小中学校や公民館との連携の必要性が課題となっ

ておりました。学校教育分野の「読書・情報教育」をみますと、各小中学校の蔵書数を補う意味でも

市立図書館からの貸し出し事業が幼児・児童生徒の読書活動に有効に活用されていることが報告され

ています。また、市立図書館と学校をつないで、貸し出しする機会を増やし読書活動を豊かにする図

書館活動推進員の果たす役割が大きいと評価されています。将来を担う子供の人間形成に資するこの

事業の意義は大きく、一層の充実が望まれます。

一方、省力化、市蔵書の有効活用の観点から、いずれは市立図書館と小中学校、公民館等の図書館

を結んだ情報システムが構築され、現在各施設で所有されている図書資料をいつでもどこでも閲覧で

きる市全体のものとしていくことをお願いしたいと思います。

スポーツ及び社会教育分野では、市民大学講座・カレッジなど多様な活動が推進され、総じて参加

者の満足度も高いとの評価でした。各公民館における市民ニーズの把握と地域の特色や人材を生かす

熱心な取り組みが自主参加を促し、地域コミュニティの活性化につながっていると思われます。一方

で、家庭地域教育における「こども自然体験教室」「放課後子供教室推進事業」では、地域指導者の確

保を課題とし、「今後の方向」で、団塊世代や地元指導者を巻き込んだ事業展開にすることが挙げられ

ています。「点検・評価」に述べられていたように、子育て家庭などの若年層向けの「こども自然体験

教室」において、シニア世代が自分の特技を生かして参加・協力をすることは、双方に充実感をもた

らすと期待されます。地域のコミュニティづくりに若年層が参加する契機にもなると考えられるので、

継続、拡充していただきたい事業です。

教育委員会の５５事業について実績成果の検証と課題の把握、改善方向の明確化が丁寧に行われ、

その方向に向けて推進されたことにより、確実な成果を収められたことがわかりました。改めて敬意

を表しますとともに、僭越ながら報告書に関する意見を述べさせていただきました。今後、関連する

事業間の連携を密にして事業を推進され、教育委員会がますます発展されることをお祈りいたします。

Ⅲ 結び

地方教育行政の組織及び運営に関する法律第27条により、教育委員会は、平成20年度(平成19年

度事業分)から、各事務事業の執行状況について事務の点検評価を行い、報告書を作成し、議会に提出

するとともに公表が義務づけられており、黒部市においても５回目(平成23年度事業分)の点検評価で

あります。

近年、いじめ問題等教育環境は大きく変化しており、教育に関し、市民が注目しております。当市

の教育委員会事務の点検評価については、ＰＤＣＡサイクルにより教育の方針を決定し事務局で自己

評価を実施し、その結果について教育振興協議会において各事業細部にわたり点検を頂き、学識経験

者からの意見を添えて報告書として取りまとめています。意見の中には、目標を数値化し前年と比較

しての評価は必要であるが、数字には表れない効果や影響も多く感じることが出来たとの感想をいた

だいており、今後きめ細やかに教育委員会の各事業に取組みたいと思います。

また、この点検評価が、当市教育に関する施策の一層の充実と市民の信頼に応えることにつながる

よう、今後の事業に活用してまいります。

平成24年12月

黒部市教育委員会


