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Ⅰ 平成 26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 25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 25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、成果が尐なかった。 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 

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名簿（任期：平成26年４月 1日～平成28年３月31日） 

役職 氏 名 選出団体等 

会 長 松 原 宗 一 黒部市自治振興会連絡協議会 

副会長 髙 本 一 恵 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 本 島 直 美 黒部市ＰＴＡ連絡協議会 

委 員 中   博 信 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検・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広く市民に公表する。 
 
（５）スケジュール 

６月 27日 個別事業シート各課照会 

（原稿作成期間）  

７月 25日 個別事業シート提出期限 

（調整、自己点検・評価、報告書原案作成期間） 

８月 26日 定例教育委員会（原案内容確認） 

（教育委員会から教育振興協議会へ諮問） 

８月 29日 教育振興協議会（審議：１回目） 

９月 19日 教育振興協議会（審議：２回目） 

（教育振興協議会から教育委員会へ答申） 

９月 26日 定例教育委員会（報告書の決定） 

（学識経験者に送付・意見執筆依頼） 

11月 10日 学識経験者の意見追加（報告書完成） 

12月  ４日  市議会に提出（12月定例会初日） 

12月 18日 公表（窓口閲覧、ホームページ掲載等） 

 

（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25年度） 

点検・評価の対象年度 

当該年度（平成26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 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 26年３月 31日現在） 

職名 氏名 年齢 性別 任期 役職 備考 

委員長 やなぎはら  さ ち こ 61 女 
H22. 5.10 

～H26. 5. 9 

委員長 

H25. 5.10～ 

非常勤 

 柳 原 幸 子 

委員長 

職務代理者 
ふく た    ゆたか 64 男 

H23. 5.10 

～H27. 5. 9 

委員長職務代理者 

H25.5.10～ 

非常勤 

 福 田   豊 

委員 
むら た  さと  し 

44 男 
H24. 5.10 

～H28. 5. 9 

 非常勤 
（保護者） 村 田 聖 士 

委員 
だい まる かつ お 

53 男 
H25. 5.10 

～H29. 5. 9 

 非常勤 

 大 丸 勝 男 

委員 

（教育長） 

なか やま   けい  いち 
68 男 

H18. 5.10 

～H26. 5. 9 

教育長 

H20. 5.12～ 

常勤 
中 山 慶 一 

 

（２）教育委員会議の開催状況 

・開催回数  定例会 12回、臨時会１回（５月） 

・審議件数  議案 33件（可決 33件）、協議３件、報告 48件 
 
〔可決された議案〕      ※議案番号：暦年（１-12月）点検･評価：年度(４-翌３月)まで 

４月 

議案第 11号 黒部市立中央公民館運営審議会委員の委嘱について 

議案第 12号 黒部市社会教育委員の委嘱について 

議案第 13号 黒部市美術館運営審議会委員の任命について 

議案第 14号 黒部市図書館協議会委員の任命について 

議案第 15号 東布施・田家統合小学校の校名について 

議案第 16号 黒部市美術館運営審議会委員の任命について 

７月 

議案第 17号 黒部市文化保護条例に基づく指定文化財の名称変更について 

議案第 18号 黒部市働く婦人の家条例施行規則の一部改正について  

議案第 19号 黒部市勤労青尐年ホーム条例施行規則の一部改正について 

議案第 20号 黒部市宇奈月体育センター条例施行規則の一部改正について 

議案第 21号 黒部市健康スポーツプラザ条例施行規則の一部改正について 

議案第 22号 黒部市錬成館条例施行規則の一部改正について 

９月 

議案第 23号 黒部市立公民館長の任命について 

議案第 24号 黒部市美術館条例施行規則の一部改正について 

議案第 25号 平成 25年度黒部市教育委員会事務の点検評価について 

11月 議案第 26号 平成 26年度黒部市立幼稚園の収容定員について 

１月 

議案第１号 黒部市ふれあい交流館条例施行規則の一部改正について 

議案第２号 平成 25年度黒部市教育文化表彰被表彰者の決定について（優良教員等） 

議案第３号 平成 25年度黒部市教育文化表彰被表彰者の決定について（優良生徒） 

議案第４号 平成 25年度黒部市教育文化表彰被表彰者の決定について（社会教育関係） 

議案第５号 平成 25年度黒部市教育文化表彰被表彰者の決定について（スポーツ関係） 

議案第６号 黒部市伝承芸能・伝承技術士の認定について 

２月 議案第７号 平成 26年度黒部市教育の方針について 

次項へつづく  
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前項より  

３月 

議案第８号 黒部市社会教育委員の委嘱について 

議案第９号 黒部市公民館長の任命について 

議案第 10号 黒部市立中央公民館運営審議会委員の委嘱について 

議案第 11号 黒部市文化財保護審議会委員の委嘱について 

議案第 12号 黒部市歴史民俗資料館運営委員会委員の委嘱について 

議案第 13号 黒部市美術館運営審議会委員の任命について 

議案第 14号 黒部市図書館協議会委員の任命について 

議案第 15号 黒部市教育委員会行政組織規則の一部改正について  

議案第 16号 黒部市立小中学校通学区域設定規則の一部改正につい 

議案第 17号 黒部市スクールバス運行管理規程の一部改正について 

 

 

 

（３）教育委員会行政組織（教育委員会事務局）     （平成26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、女性青尐年係、文化係、ス

ポーツ健康係、文化財保護班、フルマラ

ソン準備班 

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）、

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、郷土文化保存

伝習館、働く婦人の家、勤労青尐年ホー

ム、ふれあい交流館、、錬成館 

図書館 奉仕係、図書館構想推進班 

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（３園）           

※網掛部分は教育機関  
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２ 平成２５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、情報化及び尐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。 
 
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）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。 
 
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・技能の確実な

習得と思考力・判断力・表現力、主体的に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。 

・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。 

・「学び合い」と「体験」を重視した学習活動の充実を図るため、学習課題の設定、書きながら考え



~ 6 ~ 
 

る活動、考えながら言葉で伝え合う活動、学習の成果の確認等、学習指導や学習形態を工夫する。 

・鉛筆の持ち方、発言の仕方、ノートの使い方、話合いの仕方などの学習規律の確立に努める。 
 
③国際化教育 

・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」の充実に一層努めるとともに、海外姉妹都市と連携した事業（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。 
 
④特別支援教育 

・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ととも

に、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。 
 
⑤心の教育 

・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、互いに尊重しあう道徳教育や自然

に親しむ体験活動の充実を図るなど、教育活動の全体を通して「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

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。 
 
⑥読書・情報教育 

・豊かな感性や創造性を育むため、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キャリア教育 

・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。 
 
⑧健康・体力 

・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、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 

・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。 
 
⑩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

や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。 

 

（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施設の充実を図る。 
 
②青少年の健全育成 
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・青尐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尐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」に基づいた、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

校等の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、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。また、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 

・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 

・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。また、市

体育協会が中心となり各競技協会等の活動を支援することで、クラブチーム等への連携・支援体制を

強化し、富山県民体育大会での総合優勝等を目指すための各種競技力向上を図る。  
 
⑨スポーツを通じた地域振興 

・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。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（個別事業シート一覧） 
 

[  ]＝ページ番号 

（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 [37P] 

(1)親子での体験事業 [9Ｐ] (2)桜井中学校新築事業 [38P] 

(2)成人式の開催 [10P] (3)高志野中学校体育館改築事業 [39P] ・・・新規 

/②地域 (4)小中学校再編計画の推進（適正規模の実現） [40P] 

(1)放課後子ども教室推進事業 [11P]  

 （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 [41P] 

(1)学校評価の取り組み [12P) (2)生涯学習フェスティバル開催事業 [42P] 

(2)幼・保・小・中学校の連携 [13P] (3)市民大学講座・市民カレッジ事業 [43P] 

(3)適応指導教室（ほっとスペース）事業 [14P] (4)読書普及事業 [44P] 

(4)奨学資金貸付・給付事業 [15P] (5)図書団体貸出事業 [45P] 

(5)就学援助事業 [16P] /②青尐年の健全育成 

(6)幼稚園教育の充実 [17P] (1)青尐年育成市民会議助成事業 [46P] 

/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 [18P] (1)男女共同参画活動の推進 [47P] 

(2)教職員研修・研究委員会・研究指定校 [19P] (2)配偶者等暴力被害者相談事業 [48P] 

(3)学校訪問 [20P] (3)女性団体の育成 [49P] 

/③国際化教育 (4)婚活事業 [50P] ・・・新規 

(1)英会話科の実施 [21P] /④市民文化活動の推進 

(2)英語サマーキャンプ [22P] (1)黒部市芸術祭 [51P] 

(3)姉妹都市交流研修事業 [23P] (2)芸術文化活動団体助成 [52P] 

(4)帰国児童生徒等教育 [24P] (3)詩の道句集事業 [53P] 

/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 [25P] (1)伝統文化の保存伝承 [54P] 

/⑤心の教育 (2)埋蔵文化財の発掘調査 [55P] 

(1)豊かな体験活動推進事業 [26P] (3)世界文化遺産への登録 [56P] 

/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 [27P] (1)市民体育大会 [57P] 

(2)情報教育 [28P] (2)スポーツ推進委員協議会の育成 [58P] 

/⑦キャリア教育 (3)総合型地域スポーツクラブ [59P] 

(1)１４歳の挑戦事業 [29P] (4)スポーツ講演会 [60P] 

/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 [30P] (1)スポーツ施設の整備・充実 [61P] 

(2)体力づくり [31P] /⑧競技力の向上 

(3)スポーツエキスパート派遣事業 [32P] (1)優秀スポーツクラブ育成補助 [62P] 

(4)給食センターの衛生管理､調理･洗浄業務､給食配送業務 [33P] (2)出場派遣費・激励費 [63P] 

/⑨安全 (3)選手強化 [64P] 

(1)安全管理 [34P] /⑨スポーツを通じた地域振興 

(2)スクールバス運行事業 [35P] (1)カーター記念黒部名水ロードレース [65P] 

(3)ＡＥＤ管理事業 [36P] (2)Ｖチャレンジリーグ黒部大会 [66P] 

 (3)国体記念アーチェリー大会 [67P] 
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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・食育教室) 

担当課等 生涯学習スポーツ課 生涯学習係・女性青尐年係 

事 業 費 

実績 計(千円) （国費） （県費） (その他) （一般財源） 

H24 240  240  0 

H25 350  350  0 

趣 旨 等 
（本来の目標・目的・対象・意図） 

自然体験や食育の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（中央公民館、田家公民館、音沢公民館、内山公民館、下立公民館で

実施） 

 川魚つかみ、野菜栽培、そば教室（栽培からそば打ちまで）、陶芸教室、造形教室、 

宇奈月温泉源泉探索、大理石探検等を実施。 

開催公民館を増やし、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。 

 開催回数 受講者数 

H24 12回 463人 

H25 20回 792人 
 
② 食育事業 

全地区対象の親子食育教室を 2回（地場産夏野菜を使ったメニュー、春ランチメニ

ュー）開催。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 

H24 2回 51人 

H25 2回 51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） 
４年目となる自然体験事業は、県公民館連合会からの委託事業であり、25年度は実施公

民館を増やし、受講者数も増となった。黒部の子どもたちが豊かな自然を全身で感じ、楽

しみながら学びを深められるような体験が多くできた。また、この活動を通して、地域の

方々との交流を深めることもできた。 

食育教室は、市学校給食センター栄養士、市栄養士の協力のもと、実施している。 

課題・改善 

自然体験事業は、学校を通したＰＲに効果があり、今後とも参加しやすい体制を進

めたい。食育教室は、募集開始後すぐ定員いっぱいとなる人気教室となった。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、親子が一緒に体験をしたり、子どもたちが体験したことを家庭で

話をしたりするということが、家庭教育の支援につながると考え、事業の継続を図る。

今後も、実施公民館や回数を増やすように努める。 
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個別事業 （２）成人式の開催 

担当課等 生涯学習スポーツ課  女性青尐年係 

事 業 費 

実績 計(千円) 国費 県費 その他 一般財源 

H24 725    725 

H25 786    786 

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  

 

 

 

 

 

昨年から引き続き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、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り組

んだ。 

年 度 成人者数 参加人数 参加率 

H24 394人 351人 89.1% 

H25 402人 337人 83.8% 

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、3名という尐人数ながら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 1 名と尐なく他の委

員もその委員に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 女性青尐年係 

事 業 費 

実績 計(千円) 国費 県費 その他 一般財源 

H24 1,356 414 414  528 

H25 1,599 533 533  533 

趣 旨 等 

（本来の目標・目的・対象・意図） 

尐子高齢化、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10地区（生地・東布施・村椿・三日市・前沢・荻生・宇奈月・石田・若栗・

田家）で放課後や休日に、地域の人材と特色を生かした自然体験、文化活動、ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ

活動等を実施した。 

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

など、各地区の特色を生かした教室を開催している。 

年度当初に各地区の担当者を集めた担当者会議を開催し、事務説明や、各地区の教室

の情報交換や意見交換を行い、地区間の連携に努めた。 

 

年度 実施校区数 教室回数 参加児童数 指導者数 

H24 ８校区 154回 3,530人 489人 

H25 10校区 175回 4,574人 452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） 
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・生徒や地域の実情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 

H24 0    0 

H25 0    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】 

 各校が知育・徳育・体育にわたって、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、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回程度）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）も行われている。校長の自己申告・自己

評価は、25年度も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】 

 知育・徳育・体育の３つの観点から具体的な取組目標と方策を掲げ、達成率によって検証し

ている。具体目標の主なものは、家庭学習時間、あいさつの推進、運動の日常化等である。 

【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提示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25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ＰＤＣＡ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 

H24 0    0 

H25 0    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、幼児観察、連絡会、中学校区別校長

懇談会等を計画し、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。 
【幼児観察・連絡会】 
 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。 
【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、小中９年間の継続した指導につい
て協議した。 
【幼小中学校の連携に係る調査】 
 県教委の幼・保・小学びをつなぐ『わくわく・きときとカリキュラム』の活用推進
に向けて各校の状況を把握した。 
【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。 
特に、小学校と中学校の学校訪問研修会では教員の相互授業参観が活発に行われ

た。中学校区別校長懇談会において、授業中の学習規律など小中一貫した指導を実践
するよう努めた。 

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。 
小中間の授業交流や合同研修なども、今後の広がりを期待したい。 
接続を意識して指導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。 
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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 

H24 2,987    2,987 

H25 2,964    2,964 

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」（黒部市勤労青尐年

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） 

H24 ７人 183件（88件） 

H25 ５人 174件（55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・社会性・学力等を身に付け学校復帰に向け
て着実に歩んでいる。 
夏休み中も週２回程度開設することで、子どもたちは生活のリズムを保つとともに

友達との交流を深め、自分の目標に応じた学習に取り組んでいる。 
また、月１～２回の黒部市教育センター所員との合同ミーティング、個別の指導計

画の作成と評価を適宜実施し、適応指導教室での指導に生かした。 

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） 

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、子ども一人ひと

り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。 

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。 

25年度は、５名中、２名が学校復帰（部分復帰を含む）した。 

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。（26 年４月から、指定管理者制度が導入

されるため、指導や支援に必要な部屋の予算措置が必要） 

・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 庶務係 

事 業 費 

実績 計(千円) 国費 県費 その他 一般財源 

H24 18,960   13,976 4,984 

H25 21,000   11,984 9,016 

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。 

実績・成果 

（数値を用いて具体的に、前年等とも比較） 

 

黒部市奨学生審査委員会において、下記要件に基づき厳正かつ公平な審査を実施し

た。 

・黒部市民 

・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 

 

①貸付（短大・大学生、大学院生）   

年度 採用枠 出願者数 決定者数 

H24 12人 14人 12人 

H25 12人 11人 11人 

 

②給付（高校生） 

年度 採用枠 出願者数 決定者数 

H24 8人 11人 8人 

H25 8人 13人 8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、厳正かつ公正に審査を行った。 

給付について周知に努めた結果、出願者増となった。 

貸付金の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） 

出願者数、実績額ともに年度によって変動があるが、貸付及び給付の単価が決まっ

ているため、採用できる人数は、予算額に左右される。 

 

 

 

今後の方向 

（継続・拡充・縮小・廃止などを判断） 

金銭的・経済的理由により修学困難とされる学生・生徒を支援するうえで有効であり、

今後も制度の周知を図りながら引き続き事業を継続する。 
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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 

H24 34,600 668  5,304 28,628 

H25 32,443 632  5,110 26,701 

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) 

給食費助成 

金等(千円) 

事業費計 

(千円) 

H24 3人 130人 39人 9,789 3,334 4,584 17,707 

H25 2人 120人 35人 8,510 3,179 4,488 16,177 

 

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) 

給食費助成 

金等(千円) 

事業費計 

(千円) 

H24 4人 96人 15人 13,190 3,703 - 16,893 

H25 4人 92人 16人 12,620 3,645 - 16,265 

 

 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、日スポ納付金の

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 （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・転居等に対し適正に対応を行った。 

課題・改善 

（具体的な改善内容を記載） 

対象者数は、前年度とあまり変わらないが、保護者の経済的負担の軽減を図る必

要性がある。 

 

今後の方向 

（継続・拡充・縮小・廃止などを判断） 

来年度以降も継続実施する。 

 

  



~ 17 ~ 
 

 

 

 

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 

H24 224,389 32,315 245 179,729 12,100 

H25 22,562 2,409 165 17,048 2,940 

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） 

 

 24年度 25年度 増減 増減 増  減 

幼稚園数 ２園 1園 ― ― ― 

学 級 数 ６級 ５級 ― ― ― 

園 児 数 97人 103人 6人 △18人 2人 

決 算 額 224,389千円  22,562千円  △201,827千円  32,616千円  △1,708千円  

うち管理費 15,215千円  11,102千円  △4,113千円  △914千円  △1,194千円  

うち就学援助費 1,050千円  712千円  △338千円  △122千円  △514千円  

うち大規模改造事業  208,124千円 10,748千円 △197,376千円 33,652千円  

〔統合により新たに開園〕 

４月に三日市･中央幼稚園２園を統合し開園。三日市幼稚園解体工事実施。 

 

〔幼稚園長期休園日預かり保育〕 

長期休暇中において預かり保育の実施。         平成25年度 

時 期 申込人数(人) 利用日数(人) 平均利用日数(日) 

夏 季  27 190 7.03 

冬 季 11 40 3.63 

学年末 15 54 3.6 

計 53 284 5.35 
 

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） 

統合前の２園のよいところを引き出しながら教育に努め、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するように努めた。 

統合幼稚園としては、前年度の 2園体制時より6名多くの利用があった。 

三日市幼稚園の解体工事を予定どおり行なった 
 

課題・改善 

（具体的な改善内容を記載） 

母親の就労等の増加により、幼稚園への入園希望児童数が減尐傾向にあるため、

広報等を活用し園児の増員を図るよう努める。 

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） 

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。 

 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。 

 

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 

H24 0    0 

H25 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（15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つけるなど、今後の

学習に活かすようにした。また、保護者へは、学校だよりなどを活用し周知した。 

今年度、平均正答率については小学校は良好、中学校は極めて良好であった。特

に、中学校は、国語Ａ・Ｂ、数学Ａ・Ｂのすべてにおいて高いレベルであった。小

学校１１校の平均正答率の学校間のバラつきが大きいことが課題であるが、24年度

と比べて幅の開きは縮小した。 

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 

H24 303    303 

H25 123    123 

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・情報教育における地域教材等の見直しや作成、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】 
高志野中、前沢小を拠点校として、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：679人[H24年度：863人]） 
<研修会> 
・学級運営研修会□□(28人）情報教育実技研修会□(011人）理科実験講座(11人) 
・英会話実技研修会□(13人）英会話科指導者研修会(142人） 
・特別支援教育研修会(35人）いじめにかかる研究会(030人） 
<講演会> 
・学力向上講演会（164人）生徒指導講演会（153人）学校運営講演会（92人） 

 
・②研究委員会 

・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） 

 ・情報教育研究委員会（小学校教諭11人、中学校教諭４人、３回開催） 
 ・理科実験における指導力の向上を図るため、理科実験講座を企画開催した。 
 

・③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 25年12月に研究紀要とし

て、市内各小中学校等に配布した。 

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） 
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、生徒指導に関する講演会や学力向上講演会に多

くの参加者を得て、教員の資質向上に役立った。 

課題・改善 

（具体的な改善内容を記載） 
研修会を新規に開催する場合は、他の研修会を減らすなどの精選化を図る必要があ

る。 
今後も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） 
継続実施 
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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 

H24 0    0 

H25 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、「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】 

 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。可能な限り教育委員も参加し、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・指導・助言した。また、市教育センター所長、
指導主事は、若年教員の授業を視察、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することができた。（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 （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。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 
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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二ケーション能力を育成するため、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、海外姉妹都市

交流研修事業・英語サマーキャンプ等、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 

H24 38,136    38,136 

H25 39,254    39,254 

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・英会話講師の３者、中学校はＡＬＴ・英会話講師の２者で指導してい

る。 

実績・成果 

（数値を用いて具体的に、前年等とも比較） 

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

掛け 8年となった。小中学校では、概ね年間35時間（小学１・２年生は10時間、中

学１年生は25時間）、ネイティブスピーカー（ＡＬＴ）による英会話に接している。 

授業では、単に知識習得だけでなく、英会話に対する意欲やコミュニケーション能

力の育成に心掛け、「話す・聞く」を基本に小学校では、英会話を楽しむ、中学校で

は、英会話を続けることを重視して取り組んだ。また、ふるさと黒部を豊かな英語で

紹介できるよう、市内の観光スポットなど

を紹介するピクチャーカードを作成し小中

学校に配布した。 

このほか、英会話科の指導力を向上させ

るため、ＡＬＴ・英会話講師による定例会議（研修会）を毎月開催し、互いの授業の

視察や課題・改善点について話し合った。 

中学生の英語検定３級以上の取得率 
年度 黒部市(12月末) 全国 
Ｈ24 29.8％ 16.2％ 
Ｈ25 32.2％ 16.5％ 

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） 

個人差はあるが、英会話を楽しもうとする意欲が感じられる。中学3年生の英検 3

級以上の取得率が全国平均を上回り、中教研学力調査における英語聞き取り問題の正

答率が県平均を上回っている。 

課題・改善 

（具体的な改善内容を記載） 

英会話に対する興味、意欲を維持するため、授業内容について、常に工夫と研鑽を

重ねることが大切。また、英会話科の成果を検証するにあたり、具体的な数値で表す

ことが難しく、どのような手法で、何をもって成果とするか検討する。 

今後の方向 

（継続・拡充・縮小・廃止などを判断） 

国では、平成 30年からの小学校中学年の英語教育実施を検討している。国の動向

を注視しながら、特色ある黒部市教育の一環として継続していく。 
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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 

H24 480   180 300 

H25 595   295 300 

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

（７回目）。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、英会話を交えた共同活動を通じ、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。 

毎回、希望者を募る。（定員約 50人：各校定員枠有り･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） 

平成 25 年度は、初めて中学１年生も対象とし、小中交流による英会話の上達を試

みた。（参加人数：小学生44人、中学生15人、合計59人） 

児童生徒が積極的にＡＬＴに話し掛け、自然に英会話に親しめるよう、様々なプロ

グラムを設け実施した。各プログラム内容は、ＡＬＴや英会話講師の工夫によるもの

で、アメリカ式バーベキューやスポーツなど、児童生徒に異文化体験をさせることが

できた。平成 25年度の初めての試みとして、インターネットを介したテレビ電話を

活用し、メーコン市の高校生とリアルタイムで交信し、日常では体験できない機会と

なった。日程最終日には、児童生徒が考えたティームごとの英会話プレゼンテーショ

ンを行いサマーキャンプの締めくくりとした。 

参加した児童生徒の感想では、教室とは違った雰囲気の中で英会話の勉強ができ

た、アメリカ式のキャンプファイヤーやゲームなどの違う国の体験ができて良かっ

た、英語を話しながらの食事が楽しかった、来年も参加したいなど、英語に親しみ、

慣れていく様子が窺えた。 

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） 

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７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、その一翼を担うキャンプとなっている。 

 

課題・改善 

（具体的な改善内容を記載） 

25 年度最終日のプレゼンテーションでは、その内容の質をどのレベルまで求める

のかについて課題が残った。また、いわゆるお楽しみ会的な雰囲気が見受けられ、英

会話科における“強化合宿的”な要素、意識が持てるよう、運営面での工夫が必要。 

 

今後の方向 

（継続・拡充・縮小・廃止などを判断） 

規則的な生活の中で、日常英会話に触れる良い機会であり、ふるさと黒部を英語で

紹介できる能力の育成に向け、引き続き取り組んでいく。 
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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 

H24 2,902   0 2,902 

H25 1,656    1,656 

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

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

会を得、外国文化に対する興味と理解を高める。 

実績・成果 

（数値を用いて具体的に、前年等とも比較） 

メーコン・ビブ郡から 10人（生徒７人、引率３人）を受け入れた。滞在中に市内

生徒児童宅で４泊ホームステイを行い、ホストファミリーの児童生徒は、アメリカの

生徒と生活をともにするという貴重な体験をすることができた。 

また、中学校を訪問し、授業体験や給食体験も行った。授業体験では、習字や音楽

での琴演奏、英会話科等の日本特有の授業をアメリカの生徒とともに学習し、文化の

違い等を理解する機会を得ることができた。給食体験では、食事をしながら、積極的

に会話を行い、実践的なコミュニケーションの機会を得ることができた。 

 

参加者等（生徒） 

年度 派遣 受入 

Ｈ22 メーコン（男子4人、女子 4人） スネーク（男子4人、女子 4人） 

Ｈ23 未実施（スネーク） 未実施（メーコン） 

Ｈ24 メーコン（男子2人、女子 6人） 未実施（スネーク） 

Ｈ25 未実施（スネーク） メーコン（男子2人、女子 5人） 

※未実施は、オランダのスネーク市が、合併によりスドウェストフリースラン市となり、新

市の方針調整のため。 

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） 

メーコン・ビブ郡の一行に楽しんでもらうため、生徒をはじめ、ホストファミリー

や学校などが、色々な取り組みを考え、実行した結果、メーコン一行を大変満足させ

ることができた。外国人へのおもてなしを実践できる貴重な事業である。 

また、日頃の学習成果を実践的に発揮できることに加え、英会話科の授業では味わ

うことのできない同世代との交流を通して、英語コミュニケーションへの意欲や伝え

たいことが伝わる喜びを実感することができる極めて有効な事業である。 

課題・改善 

（具体的な改善内容を記載） 

時差があるため電話による連絡ができず、メールによるやり取りが主となるが、相

手方からの返答に時間がかかることが多く、迅速なやり取りができていない。連絡を

密に行い、信頼関係を築き、交流に対する意識共有を行っていく必要がある。 

また、派遣や受入のほか、作品の交換、インターネットを利用した交流など、姉妹

都市間の絆を利用して、経費をかけずにできる交流できるようにする。 

 

 

今後の方向 
（継続・拡充・縮小・廃止などを判断） 

国際交流を実践できる貴重な事業であるため、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) 

H24 2,119   1,000 1,119 

H25 2,124   1,009 1,116 

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） 

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、一人ひとりの能力に応じた、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、尐しずつ学校生活に馴染めるようになった。 

帰国児童生徒及び外国人児童生徒の全ての学校、教室での受け入れ体制を整え、個

に応じた指導や対応ができるように、実態や指導方法について、共通理解を図るため

の研修会を実施した。 

 

<帰国児童生徒数> 

区 分 人数 内 訳 計 

帰国後３年未満 15人 小学生12人、中学生03人 
44人 

帰国後３年以上 29人 小学生09人、中学生20人 

 

<主な取組事例> 
・サマースクール参加者11人(帰国児童生徒7人､保護者4人)※帰国後３年以上含む 

・付添指導 （帰国外国人児童4人）40日 

・保護者会の実施 （学校生活等の相談）2日・21人 

・帰国児童生徒教育研究会から会報「Ａｃｃｅｓｓ」を発行（年２回） 

・出国・帰国児童生徒のためのハンドブックを改訂（第六版発行） 

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。 

 

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) 

H24 8,324    8,324 

H25 9,573    9,573 

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） 

支援が必要な児童が、落ち着いて授業を受けたり、友達と仲良く遊ぶなど、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

きた。 

 

・配置数 小学校11校に20人（Ｈ24:18人） 

・スタディ・メイト養成講座受講者（１人） 

・資質向上のためのスタディ・メイト研修会参加者（６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いる。 

 
 

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、スタディ・メイトの人材確保と

育成が必要である。 

 

今後の方向 

（継続・拡充・縮小・廃止などを判断） 

各学校へのスタディ・メイトの配置は効果的であり、人材育成と合わせ、さらに拡

充を図っていく。 
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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。 

 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。 

 

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) 

H24 3,019    3,019 

H25 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。 

１．小学生 

学校の畑での野菜作りを通して、自然の中で育つ野菜本来の形や色を学び、育てる

ことの難しさと面白さを実感し、収穫の喜びを味わった。地域探検で見つけた昆虫や

水生生物を飼育し、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、三世代交流など、地域の人々と交流により、地域の中で育ち、地域の一員で

あることや地域の活力の大切さなどについて学んだ。 

２．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、農業体験学習やリサイクル活動、発電施設の見学、人権集会の全校合唱への

参加など、幅広い多様な分野での活動を展開した。 

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） 

 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

る力を身につけている。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) 

H24 2,258    2,258 

H25 3,082    3,082 

趣 旨 等 

（本来の目標・目的・対象・意図） 

多くの図書に親しみ、豊かな感性や創造性を育む。 

 

実績・成果 

（数値を用いて具体的に、前年等とも比較） 

学校図書館活動推進員を各校に配置し、図書の紹介、読み聞かせ、図書の整理など

を学校図書館担当教諭とともに行った。 

また、児童生徒の要望に応じて、市立図書館から図書の貸し出しの申請も積極的に

行った。 

全校一斉読書活動や朝読書の実施、小学校においては地区ボランティアによる読み

聞かせの会も開催し、読書の機会を意図的に設定した。その結果、読書に意欲的に取

り組む児童生徒が増えつつある。 

 

年度 学校数 推進員数 派遣頻度 学校図書貸出数 

H24 15 ３人 週 1回 2,843冊 

H25 15 ４人 一部週2回 4,863冊 

・ 

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（書物）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） 

H25年度、推進員を１名増員したが、全学校に週２回までには、至っていない。 

各学校の図書館担当教諭との連携を図りつつ、推進員配置について一層の拡充が必

要。 

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増員する方向で、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) 

H24 39,453   1,000 38,453 

H25 36,480    36,480 

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 

H24 674台 3,402人 5.05人/台 
6.5人/台 3.6人/台 

H25 671台 3,363人 5.01人/台 

 ※児童生徒数は、H25.5.1現在（全国平均は、H25.3.1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 

H24 350台 268人 130.6％ 
108.1％ 100％ 

H25 376台 273人 137.7％ 

※教員数は、H25.5.1現在（全国平均は、H25.3.1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。 

・新たに156台のＰＣ整備（旧式ＰＣ 133台廃棄） 

 

４．校内LANの整備 

・小学校３校、中学校１校で校内ＬＡＮ基幹系ネットワーク機器の更新し、ネットワ

ーク環境の安定とセキュリティー強化を図った。 

 

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） 

 教育用ＰＣ及び校務用ＰＣは全国平均を上回る台数を整備しているが、児童生徒に対

しては、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） 

 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、情報モラル教育を計画

的に進めていく。 
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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、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) 

H24 1,320  660  660 

H25 1,440  720  720 

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） 

参加対象：市内４中学校２年生（参加生徒数373人、受入事業所105事業所） 

職場体験を通じて、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

促すのに有効である。 

特にあいさつや礼儀などの基本的マナーを守ることの大切さを体感できる良い機

会となっている。また、地域の方々や保護者への感謝の気持ちをこれまで以上に持つ

ことが出来るようになった。 

多くの生徒が「仕事のやりがいや幸せを感じた」「仕事の大変さを実感した」「父母

の苦労がわかった」等の感想を書いていた。 

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） 

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」（98.0％）、「充実して

いた」（96.6％）、「自分の生き方を考える良い機会になった」（97.7％）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） 

平成 24 年度から「総合的な学習」の時間が削減されたため、事前指導の時間確保

が難しくなっている。 

今後は、事前指導時間を効率的に行い、工夫しながら対応していきたい。 

 

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、学校給食活動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、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) 

H24 0    0 

H25 0    0 

趣 旨 等 

（本来の目標・目的・対象・意図） 

 地域、学校、家庭との連携・協力を図りながら、学校給食を通じて、豊かな心をも

ち、健康な人間の育成を目指す。知育・徳育・体育のバランスの取れた教育を推進す

るために、調査等を行い、その結果を基に実施する。 

実績・成果 

（数値を用いて具体的に、前年等とも比較） 

栄養教諭等が、定期的に学校を訪問し、教職員とともに児童生徒に食事の大切さな

どを分かりやすく指導するとともに、黒部市学校給食研究会では、「食への理解を深

め、健康に生きるための望ましい食習慣を身に付ける指導はどうあるべきか」をテー

マに各学校で研究実践を行った。 

また、各学校で基本方針を計画し、健全な食生活を実践できるように努め、県教育

委員会「ゲンキッズ調査」により、各校の食育に対する取組状況の把握に努めた。 

栄養教諭が定期的に学校を訪問し、児童生徒、教職員や保護者に食事や栄養に関す

る指導をし、「食」への関心を高めている。 
年度 栄養教諭等が学校訪問した回数 
H24 65回／年間 
H25 111回／年間 

   

調査結果（とやまゲンキッズ作戦「健康づくりノート」集計より） 
年度 朝食摂取状況 偏食していない状況 箸の持ち方 

H24 
（小）99.3％ 
（中）98.8％ 

(小)93.1％ 
(中)97.3％ 

正しく持てる 
89.9％(小のみ) 

H25 
（小）99.1％ 
（中）98.4％ 

(小)92.8％ 
(中)96.4％ 

正しく持てる 
90.4％(小のみ) 

 

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） 

全体的に朝食摂取率が若干低下している。また、食事回数だけではなく食事の内容

の指導も必要である。 

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) 

H24 0    0 

H25 0    0 

趣 旨 等 

（本来の目標・目的・対象・意図） 

 児童生徒の体力が低下している現状に鑑み、その状況を把握・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、その改善を図るため、全国や富

山県による、体力・運動能力調査を実施するもの。 

 これら、調査のほか、学校訪問を通じて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年度から継続実施） 

 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月に黒部市教育センターが中心となり分析を行った。結果

は、小中学校全体の傾向として20mシャトルランやソフトボール投げ、ハンドボー

ル投げは、概ね全国平均を上回るが握力が低い数値となった。 

【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。 

体力・運動能力調査の結果を配布し、体力向上のための具体的な方策を示すとと

もに、各校の取組例を新たに掲載し、市全体として共有することができた。 

【小学校体育科指導内容の履修状況調査】 

24年度に続き、小学校の指導内容の履修状況調査を全教員対象に実施した。その

結果、履修状況の高さが体力や運動能力に結びついていることが分かった。体育

実技において、教員が指導のポイントをしっかりと抑えて指導に当たることが大

切である。また、体力向上の「視点・方策・評価シート」により、学校全体の課

題として取り組むことができるようになった。 

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） 

 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） 
 体力低下の原因の１つに、肥満があり、運動の日常化を推進する必要がある。 

 体力・運動能力全体の向上には、器械運動が効果的なことが解かっており、教員の器
械運動への指導力向上を図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。 
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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) 

H24 1,725  384  1,341 

H25 1,665  384  1,281 

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 

H24 6名 7名 10名 6名 29名 

H25 6名 7名  9名 6名 28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 28 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） 

※スポーツエキスパートについて 

・教員以外で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。 

・１回の指導は２時間程度（年間30回を上限：県24h＋市6h） 

 

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） 

生徒たちがスポーツに親しみながら、健康と体力の増進につながると共に、競技力

の向上を図ることができた。 

 

課題・改善 

（具体的な改善内容を記載） 

運動部活動顧問との一層の連携を図りながら、種目や部員構成などにより多様な指

導スタイルがある中で、生徒が充実感と意欲を持って部活動に取り組めるよう配慮し

ていかなければならない。 

 

今後の方向 

（継続・拡充・縮小・廃止などを判断） 

 各中学校において、指導者の派遣要望が多くあり、人員確保を図りながら継続する。 
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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) 

H24 87,821    87,821 

H25 88,502    88,502 

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,1幼稚園に毎日給食を提供する。 

(1日約3,300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、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、毎日、決められた時間までに学校に届けるとともに、行事

等に応じた配送時間の変更調整をきめ細かく実施する。 

実績・成果 

（数値を用いて具体的に、前年等とも比較） 

平成 25年度給食実施延日数 203日 延給食数(副食) 644,426食を提供。 

調理室入室の際には、髪を全て帽子で覆い専用白衣・マスクを着用し、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を

厳格に行った。 

 和え物食缶やアレルギー対応食用食缶など3,746千円の消耗器材等を購入した。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、

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、調理室への異物持ち込み防止が

徹底されるなど、衛生的に調理、給食ができた。 

始業前・作業中・作業後の施設及び調理器（特に刃物）点検を徹底し良好な状態

で運用することができた。 

細菌検査、害虫防除・駆除を確実に実施し、害虫の混入を抑えるとともに、食中

毒の発生を防止できた。（副食への害虫混入2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

調理が実施できた。 

給食配送業務については、大きな遅延配送がなく、学校の要望に沿った配送時間

の変更調整ができた。 

課題・改善 

（具体的な改善内容を記載） 

調理、配送委託業者への指示、指導を的確に行うことが必要である。 

施設・設備の適正管理（機器・器材の保守・修繕等） 

今後の方向 
（継続・拡充・縮小・廃止などを判断） 

調理･洗浄業務は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 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) 

H24 185    185 

H25 178    178 

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数件発生している。 

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。 

児童生徒を対象とした「交通安全教室」や「防犯教室」には、積極的に教職員も参

加し、交通防犯意識の高揚を図った。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、連絡系統についても再検討した。 

 

<小学校防犯ブザー貸与数> 

年度 貸与数 

H24 400個 

H25 378個 

 

<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 

H24 19件 4件 0件 23件 

H25 7件 0件 1件 8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） 

継続的に安全管理の徹底に努める。 
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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 庶務係 

事 業 費 

実績 計(千円) （国費) (県費) (その他) (一般財源) 

H24 11,664    11,664 

H25 11,076    11,076 

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(H24チャーター) 

・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 

H24 36人 17人 37人 27人 21人 

H25 26人 17人 32人 32人 18人 

 

校外学習活動における使用 

H24 186回 

H25 195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） 

 鷹施中学校大型バスの老朽化による修繕費が発生しているため、更新等を検討す

る必要がある。 

 適正な校外学習における利用を行うため、「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) 

H24 203    203 

H25 666    666 

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（高志野中学校、桜井中学校のみ２台：

心臓病の生徒がいるため）計 17台設置している。 

 

 

実績・成果 

（数値を用いて具体的に、前年等とも比較） 

専門業者による定期的な点検・調整、消耗品の交換などを行い、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、毎月の管理記録を随時、確認

を行っている。 

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、25年度は 10校(15校中)において実施した。 

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

対応ができることが重要である。 

平成 26 年度はＡＥＤの更新（17台中 16台を更新）を予定しており、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 ・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、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）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) 

H24 629,690 163,965  448,000 17,725 

H25 279,664 102,658  160,800 16,206 

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12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） 

 荻生小学校の体育館 1棟・若栗小学校の校舎 2棟の耐震化工事が完了した。これ

ら２校の耐震化と東布施小学校の閉校により、耐震化率は小中学校85.7％となった。

また、鷹施中学校体育館の耐震補強工事にかかる実施設計が完了した。 

 

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） 

 若栗小学校校舎2棟の耐震化工事では、課業中の校舎内で施工するため安全対策と

騒音対策に細心の注意を払いながら計画工期を前倒して工事を完成させた。荻生小

学校体育館は、耐震化工事に併せて大規模改造を行い、老朽対策と学習環境の改善

を図った。 

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するとともに、非構造部材の耐震化に取り組む必要がある。 

 

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。大規模改修等 

と併せて、非構造部材の耐震化を進める。 
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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) 

H24 4,319    4,319 

H25 105,936   97,900 8,036 

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新築を

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） 

H23 年度から着手してきた基本方針・基本構想を踏まえ、桜井中学校新築基本設計

を取りまとめた。また、事業用地として5,840㎡を新規取得するとともに建設予定地

の地質調査を実施した。 

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） 

基本設計の策定により敷地利用計画、校舎及び体育館の各階平面計画、総事業費等

が整理された。また、計画事業用地の取得と建設予定地の硬質な地盤の確認により、

H27年度の着工に向けた事前準備が着実に進展している。 
 

課題・改善 

（具体的な改善内容を記載） 

事業の完成が平成 31 年であるが、生徒の教育環境の改善や安全性の確保の視点か

らは一日でも早い整備実現が求められている。複数年にわたる大型事業であり、財源

の確保、計画的な予算付けが必要となる。また、基本設計の策定により近隣住民等と

の協議や課題の整理・調整を行っていく必要がある。 

 

今後の方向  

（継続・拡充・縮小・廃止などを判断） 

黒部市立小中学校再編計画において、平成 32 年度に宇奈月中学校との統合が計画

されていることから、宇奈月中学校区の関係者等と合意形成を図りながら事業を推進

していく。また、工事の実施に伴う諸課題の整理・調整を行うため、近隣住民を含む

関係者で構成する協議会を設け、工事の円滑な実施に備える。 
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個別事業名  （３）高志野中学校体育館改築事業 

担当課等 学校教育課 施設係 

事 業 費 

実績 計(千円) （国費) (県費) (その他) (一般財源) 

H25 20,758   13,900 6,858 

      

趣 旨 等 

（本来の目標・目的・対象・意図） 

 施設の老朽化と耐震性能が不足している高志野中学校体育館を改築し、安全で充実

した教育環境を整備する。 

 

実績・成果 

（数値を用いて具体的に、前年等とも比較） 

H24年10月に策定された中学校を2校とする小中学校再編計画に基づき、施設の配

置計画、整備面積、予算規模を抜本的に見直し、学校関係者・地域の代表者等とも協

議しながら実施設計を取りまとめた。 

 

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） 

実施設計の完成により将来的な学校再編による生徒数の増加に対応した規模を有し、地

域住民の避難所としての機能も果たす施設整備に必要な事業予算を確保できた。 

 

課題・改善 

（具体的な改善内容を記載） 

新体育館完成後に解体する既存体育館跡地の具体的な整備方針を策定し、校舎・体

育館・武道場のいずれの施設も利用しやすい外構整備が必要である。 

 

今後の方向  

（継続・拡充・縮小・廃止などを判断） 

施工業者決定後、近隣住民等を含む関係者で構成する協議会を設け、地域住民の理

解を得ながら安全に工事を実施する。H27 年度末までに本体工事・駐車場整備・既存

体育館の解体を完成させる。 
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個別事業名 （４）小中学校学校再編（適正規模の実現） 

担当課等 学校教育課 庶務係 

事 業 費 

実績 計(千円) （国費) (県費) (その他) (一般財源) 

H24 8    8 

H25 3    3 

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。 

実績・成果 

（数値を用いて具体的に、前年等とも比較） 

１.小学校統合にかかる協議経過及び住民説明会 

（１）東布施小学校と田家小学校の統合（東布施･田家小学校統合準備委員会） 

H25.04.23 第 2回統合準備委員会（校名候補の選考） 

H25.04.26 教育委員会議4月定例会（校名を「たかせ」に決定） 

H25.06.21 市議会 6月定例会（学校設置条例を改正）･･･たかせ小学校設置決定 

専門部会の開催経過（H25.4.16～9.30） 

・総務部会(全4回)、生活部会(全6回)、組織部会(全12回)、教務部会(随時) 

H26.03.08 田家小学校閉校式典 

H26.03.09 東布施小学校閉校式典 
 
（２）前沢小学校と三日市小学校の統合（前沢･三日市小学校統合準備委員会） 

H25.06.05 三日市小学校ＰＴＡ役員会にて懇談 

H25.07.22 三日市地区統合説明会 

H25.09.05 前沢小ＰＴＡ、前沢保育所保護者会説明会 

H25.09.09 前沢自治振興委員会にて懇談 

H25.10.17 前沢保育所保護者会統合説明会 

H26.02.27 前沢・三日市小学校統合準備委員会設立 
 
２.中学校再編計画についての住民説明会 

H26.02.13 宇奈月中校下、02.14 桜井中校下 

H26.02.17 鷹施中校下、6.02.18 高志野中校下  

H26.03.26 職員出前講座「学校再編計画」 

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） 

東布施・田家小学校統合の調整事項が整い、両校閉校手続きが完了し、学校再編計

画における最初の統合が実現。（H26年４月「たかせ小学校」開校）前沢・三日市小学

校統合準備委員会を設立。平成 28年 4月の統合校開校を目指し協議を開始。 

課題・改善 

（具体的な改善内容を記載） 

前沢・三日市小学校の統合では、校区、校舎が現状維持となる三日市地区において、

統合に対する関心度が希薄であり、統合準備委員会の設置を契機とし、議論を高めて

いく必要がある。中学校再編計画における市民の理解度を高めるため、説明会の開催

など、周知方法に一層の工夫を要する。 

今後の方向 

（継続・拡充・縮小・廃止などを判断） 

前沢・三日市小学校の統合について、たかせ小学校の事例と経験を活用し、統合準

備委員会の効率的、効果的な運営を図っていく。 

中学校再編計画について、地域（町内会レベル）や保護者会など、個別に出向くな

どし、積極的な周知活動を展開していく。 
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（３）生きがいと心身の健康を支援するスポーツ及び社会教育 
 

施策の分野 ① 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) 

H24 7,000    7,000 

H25 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 24 11,261回 148,040人 

 H 25 12,289回 158,671人 
 

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） 

  各地区公民館において住民ニーズや地域の特色を活かした事業（講座、教室、

サークル活動、地域行事、伝統行事等）を積極的に開催し、その利用回数・参加

者とも増となった。 

 

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、地区内で講座、教室、サークル活動等の生涯学習指導者や企画運営する

者の育成も進める必要がある。 

今後の方向 

（継続・拡充・縮小・廃止などを判断） 

 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) 

H24 307    307 

H25 459    459 

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１日～２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、「放課後子ども教室ワークショップ」に加え、新規取組みとして、「書道パ

フォーマンス」を実施した。 

 教育アドバイザーの下地敏雄氏が「夢と人」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 

H24 646人   277人   中 尾 哲 雄 氏 

H25 710人    86人   下 地 敏 雄 氏 

講演会は、知名度もある教育アドバイザーの講師による講演内容であったが、冬

季のためか、聴講が尐なかった。 

また、新しい取り組みの「書道パフォーマンス」は盛況となった。 

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） 

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。また、前年「放課後子ども教室ワークショップ」が盛況であった

ことからマルチホールに場所を移し、「書道パフォーマンス」も盛況となり、今後も

新たな取組みも検討していきたい。 

講演会の広報の活動は、例年同様のショッピングセンターやコンビニエンススト

ア・公共施設でのポスター及びチラシの配布、市広報への掲載やケーブルテレビ及

びコミュニティ放送に加え、小中学校ＰＴＡ等への周知と参加のＰＲを図った。 

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、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、予算の拡充を検討する。 

・県内在住、市・県内出身等で身近な著名人を講師に迎える。 

・講演会の隔年開催や開催時期の変更を検討する。 

・新規タイアップ行事について調整を図る。 

今後の方向 

（継続・拡充・縮小・廃止などを判断） 

 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るが、前記の意見を

踏まえ市公民館連絡協議会において講演会の必要性の検討や見直し、新規事業等を

検討し、より良い方向性を探る必要がある。 
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個別事業名 （３）市民大学講座・市民カレッジ事業 

担当課等 生涯学習スポーツ課 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) 

H24 622    622 

H25 722    722 

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、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） 

市民大学講座は、地域の産業や特徴的な産業に関する講演、地元出身で東京におい

て活躍されている方から自身の経験を交えた講演、ほか研修や演奏会等を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等を開催し、サークル化への移

行をねらいとした教室を開催した。 

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  

H24 
市民大学講座 ９回 ５３６人 

市民カレッジ ６８回 1,３３２人 

H25 
市民大学講座 ８回 ６２８人 

市民カレッジ ６０回 1,２４８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） 

どの講座の参加者も意欲的に出席されているが、全体として参加者は横ばいとなっ

た。参加者のアンケートだけでなく、広く市民が興味をもっていることを調査する工

夫が必要である。 

市広報、ケーブルテレビ、コミュニティ放送、市ＨＰ、公民館ＨＰ及び防災行政無

線などを利用し、周知と普及に努めた。どの講座においても市内の全域から参加され

ているが、女性の参加が多い。 

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。 

参加者のアンケートから要望・意見は取り入れできるが、その他の市民が興味のあ

ること（市民ニーズ）を調査す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と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、市ＨＰ等を使って、活動や行

事の周知を図る。市民が生涯学習活動の情報を得やすい工夫や環境の設定、インター

ネットを活用できるようになる研修も検討する必要がある。 

また、広く市民が興味のあること（市民ニーズ）を調査する方策の検討する必要が

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) 

H24 26,407   1,204 25,203 

H25 29,322   1,192 28,130 

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 

H24 黒部市立図書館 150,813冊 33,835人 78,751人 281日 

宇奈月館 20,984冊 5,215人 16,988人 283日 

合計 171,797冊 39,050人 95,739人  

H25 黒部市立図書館 163,630冊 35,978人 94,244人 296日 

宇奈月館 23,283冊 5,613人 18,217人 290日 

合計 186,913冊 41,591人 112,461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 

H24 黒部市立図書館 5,982件数 1,216件数 10回 

宇奈月館 446件数 84件数 12回 

合計 6,428件数 1,300件数  

H25 黒部市立図書館 6,531件数 1,645件数 11回 

宇奈月館 359件数 121件数 9回 

合計 6,890件数 1,766件数  

・図書受入冊数 

館 名 H24 H25 

黒部市立図書館 6,511冊 (内 寄贈1,238) 6,589冊 (内 寄贈1,330) 

宇奈月館 1,471冊 (内 寄贈657) 1,444冊 (内 寄贈501) 

合計 7,982冊 (内 寄贈1,895) 8,033冊 (内 寄贈1,831) 
  

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） 

利用者の利便性をはかり、黒部市立図書館のみ祝日の翌日も開館し、昨年度より15

日間、開館日を増やした。前年度比：入館者数 20％、貸出人数 6％、貸出冊数 8％の

増加となった。郷土資料のアーカイブ化を進め、Ｓ58年～Ｈ13年までの新聞記事見出

しのデータ入力を実施した。 

課題・改善 

（具体的な改善内容を記載） 
 多様化する住民のニーズに応えるため、図書館資料の充実を図る。新聞記事のデー

タベース化の取組を継続し、今後、ホームページに公開できるよう調整を進める。郷

土資料のデジタルアーカイブ化に向け、公民館、学校等、各地区にある古書の発掘保

存に努める。また、サービス向上に資する職員研修や適正職員数の検討が必要である。 

今後の方向 

（継続・拡充・縮小・廃止などを判断） 

 館内における図書館サービスは今後も資料の充実を図りながら継続することとし、

黒部市立図書館、宇奈月館において特色ある運営を目指す。蔵書の半数以上が閉架書

庫での保存となっており、図書館の今後の運営の在り方や方向性について検討を行う。 

  



~ 45 ~ 
 

 

 

 

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) 

H24 0    0 

H25 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 
H24 101 255 3,511 

H25 136 516 7,904 

宇奈月館 
H24 37 244 1,736 

H25 38 180 1,494 

② 「小学校国語教科書に紹介された本」のセット貸出の実施 

平成23年に小学校、平成24年に中学校の新学習指導要領の全面実施により一新さ

れた教科書に紹介の本を学年・学級単位で１セット・１ヶ月貸出。 

小学校⇒825冊（１学年３セット・６学年で18セット） 

中学校⇒211冊（１学年１セット・３学年で３セット） 

年 度 団体貸出小学校名 延べ貸出冊数 

H24 小学校４校  901冊 

H25 小学校５校、中学校１校 1,954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1,720冊 

【内訳】H25実績 黒部市立図書館（８月から開始）10地区 計1,420冊 

         黒部市立図書館宇奈月館        計   300冊 

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） 
「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、各学校への働きか

けを行ったところ、利用校数、貸出冊数とも増加した。子どもたちが幼い時から本に

親しむ機会が得られるよう、乳幼児期（保育所等）向けの団体貸出についてもＰＲに

努める。 

また、学童保育への定期的な本の配達を旧黒部地区でも開始し、図書館に来る機会

が尐ない子へも、より多くの本にふれるきっかけを増やすよう努めた。 

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とともに積極的に訪問するよう努める。 

今後の方向 

（継続・拡充・縮小・廃止などを判断） 

 「小・中学校国語教科書に紹介された本」に限らず、調べ学習や読み聞かせ等、各団体の

ニーズ把握に努めるとともに、より一層の連携･協力を図る。また、今年度策定した「黒部

市子ども読書活動推進計画」の推進を図る。 
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施策の分野 ② 青尐年の健全育成 

方針・目標 
 青尐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尐年の健全育成に努める。 

 

個別事業 （１）青尐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  女性青尐年係 

事 業 費 

実績 計(千円) （国費) (県費) (その他) (一般財源) 

H24 112    112 

H25 112    112 

趣 旨 等 

（本来の目標・目的・対象・意図） 

青尐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尐年行事を通じて青尐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、青尐年健全育成キャラバン隊の受入れ、青尐年健全育成街頭宣伝

活動、意見発表大会、善行青尐年表彰式、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、JR黒部駅等市内各所にて、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。秋の運動から活動場所を 5カ所から 8カ所に

増やした。街頭宣伝活動では市内をパレードし、青尐年健全育成の啓発を呼びか

けた。 

尐年尐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尐年に対して、善行青尐年表彰を行った。 

有害環境浄化パトロールでは、警察署員協力の元、市内コンビニ・書店等を巡

回し、青尐年の有害環境浄化に対する理解と協力を求めた。 

夏休みと冬休み前には、休み中の安全な過ごし方を呼び掛けるチラシを市民会

議と教育委員会の共同で作成し、市内小学生・中学生全員に配布している。 

 

 

 

 

 

行事名 H24参加人数 H25参加人数 

夏のさわやか運動 476人 445人 

秋のさわやか運動 441人 563人 

青尐年健全育成ﾊﾟﾚｰﾄﾞ 107人 100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） 

青尐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） 

青尐年問題が複雑多様化している今日、青尐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

体で青尐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） 

青尐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、市としても青尐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  女性青尐年係 

事 業 費 

実績 計(千円) （国費) (県費) (その他) (一般財源) 

H24 442    442 

H25 414    414 

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への参加及び、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を行い、

男女共同参画推進員による寸劇｢家族が倒れた!どうすりゃいいがけ?｣をコラーレ

にて上演した。 

 ｢市長と語る会｣を開催し、男女共同参画の市の現状について意見交換を行った。 

 2 年任期の最終年となるため各地区において多種多様な教室等を開催し、男女共

同参画意識の啓発活動を行った。 

毎月定例会を開催することにより推進員間の連携を密にし、効果的な啓発方法、

事業内容について協議した。 

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） 

 連絡会ではこれまで「婚活」をテーマに取り組んできたが、今年度は多くの人が

経験するであろう｢介護｣の視点から、寸劇により男性の介護への関わり方を啓発し

た。各地区においても多種多様な事業を展開したことにより、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。 

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。公民館との連

携や生涯学習・学校教育等の場においての意識啓発方法の検討を要する。 

 女性団体の活動と「男女共同参画」の長期的な取組方法を明確にし、各団体との

調整を図る必要がある。 

今後の方向 

（継続・拡充・縮小・廃止などを判断） 

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  女性青尐年係 

事 業 費 

実績 計(千円) （国費) (県費) (その他) (一般財源) 

H24 240    240 

H25 240    240 

趣 旨 等 

（本来の目標・目的・対象・意図） 

 ＤＶの実態は、国においても大きな問題であり、配偶者等からの暴力をめぐる問

題は年々増えており、潜在化しているものも多いと考えられる。ＤＶ法改正により

市町村での対応強化と被害防止が求められている。 

市の総合振興計画個別事業の重点事業である男女共同参画事業の中でも配偶者等

暴力被害者への支援策として身近な場所での相談事業を実施することとなってい

る。「女性のための専門相談」を定期的に実施し、ＤＶに限らず女性が抱える悩み 

を相談しやすいよう専門知識をもつ民間相談員が定期的に対応することで相談者へ

の切れ目のない支援を行うことを目的とする。 

実績・成果 

（数値を用いて具体的に、前年等とも比較） 

ＤＶ相談事業の専門的知識を有する相談員が対応することや、申込みから相談実 

施まで人目を気にしなくてもよいように安心して相談できる体制で実施した。 

年度 実施回数 相談者数 相談者延数 

H24 11回  8人 17件 

H25 11回   8人 14件 

身近な場所での相談会があることを毎月広報に掲載し周知を図った。また、相談

窓口を有する課の担当者対象の研修会を開催し、「ＤＶに気づく視点と傾聴方法」と

題して知識を深め、関係課の共通理解を図った。 

 

点検・評価 

総合評価  Ａ  （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） 

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、相談者は安心して利用できるはず

だが、相談者数に結びついていない。ＰＲ方法の検討が必要となっている。 

課題・改善 

（具体的な改善内容を記載） 

相談が減尐していることが、ＤＶの減尐につながっていない。警察介入などがあ

ったが、相談は受けていない。重大事件となる前に、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。 

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。 
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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  女性青尐年係 

事 業 費 

実績 計(千円) （国費) (県費) (その他) (一般財源) 

H24 112    112 

H25 144    144 

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） 

第 7回女性議会を開催し、総務文教・生活環境・産業建設の 3つの委員会に分か

れ、観光から福祉まで幅広い分野について、女性ならではの視点で市政に対し質

問、意見を提言した。また、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、新幹線関連イベント等へ参加協力し、市民協働参画を

図った。 

市長と語る会を開催し、80名が参加し、市政を学んだ。 

国際交流事業、食育事業等にも個別団体で取り組んだ。 

 

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） 

昨年は毎年開催してきた女性議会を休会することを決め、1 年かけて開催意義や

運営方法を見つめ直し、隔年開催に変更することとした。今年度再開された女性議

会では、多岐に渡る様々な課題に興味・関心を持ち真摯に取り組み、市政に対し質

問や提案を投げかけ、成果ある議会となった。 

運営についても、できるところは自分たちでと、意欲的にとらえておられる点、

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。また、構成団体の減尐に伴い会

員数も減尐しており、未加入団体の加入を進めていかなければならない。 

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ことから、構成団体

以外からの継続的な選出の方法を模索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） 

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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個別事業名 （４）婚活事業 

担当課等 生涯学習スポーツ課  女性青尐年係 

事 業 費 

実績 計(千円) （国費) (県費) (その他) (一般財源) 

H24 150    150 

H25 150    150 

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） 

ＮＰＯ法人 明日育により「ラブ育 2014」を実施した。男性 12名、女性13名が

参加した。 

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） 

レクリエーション、食事を通して交流を深めた。告白やマッチングは行わず、メ

ッセージカードで相手に思いを伝えたり、連絡先を交換した。 

課題・改善 

（具体的な改善内容を記載） 

出会いイベント中心で尐子高齢化対策に繋がる成果をあげるのは困難である。 

男女間で結婚に対する真剣さで温度差がある。 

今後の方向 

（継続・拡充・縮小・廃止などを判断） 

ただ出会いの場を提供するだけではなく、より効果的な方策を検討しながら事業

を継続していく。 
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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  文化係 

事 業 費 

実績 計(千円) （国費) (県費) (その他) (一般財源) 

H24 994    994 

H25 929    929 

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25年 11月14日～19日の 6日間 

審査員・運営委員・招待者作品は 11月 14日～11月 19日の 6日間、黒部市美術

館で展示した。 

年度 観覧者数 一般出品点数 招待者作品数 

H24 1,105名 161点 29点 

H25 1,239名 122点 44点 

 

平成 25年度は「姉妹都市文化作品交流展」として根室市へ36作品を貸与した。 

＜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「見果てぬ夢」を 11

月に 6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） 

美術展は一般公募展と審査員・運営委員・招待者展を２会場化した。出品数は減

尐したが・観覧者数は、２会場とも昨年よりも増加した。また美術館での出品サイ

ズを自由としたことにより、出品者の創作意欲が増し、出品者の宣伝効果が入館者

増に繋がった。 

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。 

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。 
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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  文化係 

事 業 費 

実績 計(千円) （国費) (県費) (その他) (一般財源) 

H24 2,570    2,570 

H25 2,670    2,670 

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 28日に黒部川公園で開催、補助金1,343千円。 

年度 参加者 

H24 約 6,300名 

H25 約 6,200名 

 

＜黒部市芸術文化協会＞ 

6月 8～9日にコラーレで第１回芸術文化祭の開催、補助金545千円。 

＊H25年4月に黒部市芸術文化振興協会と黒部市宇奈月邦楽芸能協会が統合。 

＜日本黒部学会＞ 

特別講演会の開催、補助金 190千円。 

＜黒部で第九を歌う会コンサート＞ 

第 11回名水の里 第九コンサートの開催。補助金250千円。 

＜世界自然・野生生物映像祭＞ 

吉田科学館をサテライト会場に映像祭を開催。補助金 200千円。 

 

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術文化祭の開催、日

本黒部学会の特別講演等が実施され、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） 

助成の必要がないと判断される事業やその目的を終了したとされる事業などへの

補助は縮減又は廃止とし新たに必要とされる事業に対して交付していくなど、効果

的な助成方針の検討を要する。 

今後の方向 

（継続・拡充・縮小・廃止などを判断） 

各団体の自立を促すとともに、芸文協による芸術文化祭などの民間の取り組みと、

行政施策の位置付けを整理し、費用対効果等の評価を行いながら継続する。 
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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  文化係 

事 業 費 

実績 計(千円) （国費) (県費) (その他) (一般財源) 

H24 32    32 

H25 18    18 

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 

H24 403句 339名 

H25 278句 251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 403 点から 278 点と応募点数が減った。その大半は県外からの応募であ

る。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、これまでの入賞作品をまとめた冊子を作成する等、より

親しまれる方向を検討する。 

 

 

今後の方向 

（継続・拡充・縮小・廃止などを判断） 

より多くの方に俳句を投稿していただくためのＰＲ方法や、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。 

 

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  文化係 

事 業 費 

実績 計(千円) （国費) (県費) (その他) (一般財源) 

H24 272    272 

H25 272    272 

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25年度は4地区の7名の指導者を認定し、認定者は合計93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尐ない。 

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  文化係 

事 業 費 

実績 計(千円) （国費) (県費) (その他) (一般財源) 

H24 46,251 46,251   0 

H25 52,348 25,760 25,539  1,049 

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について、繰り越しとなった 2 調査区

（北堀切遺跡Ⅶ5区、堀切遺跡Ｆ区）の本調査を全て終了した。平成24年度からの

8号バイパス調査費（70,561千円／うち平成25年度24,310千円）。 

また、新たに、ほ場整備により飯沢栃沢地区の埋蔵文化財の調査を行ったほか、

田家遺跡の市内試掘を行った。ほ場整備事業費（28,038千円）。 

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） 
国から委託を受けた個所について本調査・まとめ・整理を年度内に終了した。 

ほ場整備によって調査が必要となった飯沢栃沢地区の調査も年度内に終了し、報告書

を発行した。 

課題・改善 

（具体的な改善内容を記載） 

国の委託事業については、用地買収の遅れなど日程調整が困難である。ほ場整備

については、面積など調査範囲が変わることもあるため、常に情報を収集し把握に

努める必要がある。 

 

今後の方向 

（継続・拡充・縮小・廃止などを判断） 

事前になるべく、ほ場整備等時期・規模等の情報収集につとめ、全体を把握する。 

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）世界文化遺産への登録 

担当課等 生涯学習スポーツ課  文化係 

事 業 費 

実績 計(千円) （国費) (県費) (その他) (一般財源) 

H24 500  250  250 

H25 54  0  54 

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） 

 黒部川発電施設群の文化遺産としての価値を高めるために、歴史民俗資料館や科

学館主催の施設見学会や電気教室などの普及チラシを作成し、学校や公共施設に配

布し周知したほか、H25.2に開催した写真展『～世界文化遺産登録をめざして～ 黒

部川電源開発施設群写真展』の一部を郷土文化保存伝習館で開催し普及啓蒙を図っ

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り、引き続き、調

査・研究・普及活動が求められる。 

 

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・普及活動を継続する。 
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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、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。また、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 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) 

H24 2,632    2,632 

H25 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 

H24 14種目（16種別） 

H25 12種目（13種別）（野球・ソフトボール男女は中止） 
 

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。新幹線

開業の機運が高まるような種目も新たに考案された。 

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）スポーツ推進委員協議会の育成 

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) 

H24 1,817    1,817 

H25 1,817    1,817 

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 H24 H25 

地区ｽﾎﾟｰﾂ教室 3回 159人 2回 108人 

全体研修会 3回 71人 2回 66人 

※人数はスポーツ推進委員を含む。 

 

＜地区スポーツ教室＞ 

２中学校区で開催した。 

スポーツ教室ではニュースポーツ（スティックリング、ワンバウンドふらばーる

バレー）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2013、 

市民体育大会 

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。各委員は資質の向上のための活動にも積極的に取

り組み、市民ひとり１スポーツの普及に大きく寄与している。平成 25 年度は富山

県スポーツ推進委員フェスタの開催市として、事前研修の実施や運営についてしっ

かりと努めることができた。 

また、カーター記念黒部名水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） 

スポーツ推進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。スポー

ツ教室開催において、開催時期や場所を協議する必要がある。 

今後もニュースポーツの指導など、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） 

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 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) 

H24 832    832 

H25 807    807 

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 

H24 1,571名 85 167名 8 

H25 1,649名 85 135名 8 

  

 合  計 

年度 会員数 教室数 

H24 1,738名 93 

H25 1,784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） 

市全体として教室数の増減はないが、会員数が昨年度より微増している。市民の

スポーツへの参加意識は高まってきている。 

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。 

 

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 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) 

H24 355    355 

H25 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 H24 H25 

講師 
（元バドミントン選手） 

小椋久美子氏 

（ﾌﾟﾛ･ﾗﾝﾆｸﾞｺｰﾁ） 

金 哲彦氏 

参加者数 280名 320名 

※市内の一般参加者(24年度 200名、25年度 201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。 

今回の講演内容は、来年度のフルマラソン開催を見越したものであり、市民ニー

ズに応じたものであり、参加者数も増えた。 

 

課題・改善 

（具体的な改善内容を記載） 

広く市民が参加できる方法だけでなく、競技力向上や指導者の育成を図るための

方法についても検討を要する。 

今後の方向 
（継続・拡充・縮小・廃止などを判断） 

スポーツ講演会は、課題等を改善し、継続する。 
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施策の分野 ⑦ スポーツ施設の整備・充実 

方針・目標 
 気軽にスポーツを楽しむことができるよう施設整備を計画的に進めるととも

に、身近で利用しやすい施設となるよう利便性の向上及び安全管理の強化を図る。 

 

個別事業名 （１）スポーツ施設の整備・充実 

担当課等 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) 

H24 25,411  15,000  10,411 

H25 37,950    37,950 

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（32,046千円） 

 温水プール採暖暖房機器更新工事、温水プール空調設備改修工事 

 自動制御機器更新工事、空調インバーター取替工事 

宇奈月体育センター（113千円） 

 エアコン交換工事 

学校開放体育施設（5,791千円） 

生地小学校グラウンド照明更新工事 

＜社会体育施設及び学校開放利用者数＞  （人） 

年度 H24 H25 

総合体育センター 305,932 318,310 

宇奈月体育センター 8,567 9,415 

健康スポーツプラザ 11,975 11,801 

練成館 15,471 14,574 

計 341,945 354,100 

学校開放 46,569 48,660 
 

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） 

市総合体育センターについては、改修年度計画表を基に、計画的に施設の補修

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

めている。他の施設についても、保守点検等を行い、安全で身近なスポーツ施設

としての機能を果たしている。 

スポーツ施設の整備に伴い、利用者数も僅かではあるが増えている。 

 

課題・改善 

（具体的な改善内容を記載） 

スポーツ施設の利用者数は全体的に増加しているが、施設によっては、減尐傾

向が続いているものもある。利用者にとってより利便性の向上を考え、より多く

の市民が安心して手軽にスポーツに親しむことができる環境整備が必要である。 

今後の方向 

（継続・拡充・縮小・廃止などを判断） 

スポーツ施設の整備・充実は、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。また、市体育協会が中心となり各協議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 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) 

H24 15,200   8,200 7,000 

H25 15,500   8,500 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 H24 H25 

Ｖサマーリーグ 
西部大会 
8チーム中6位 

西部大会 
8チーム中8位 

北信越国民体育大会 
2位 
（岐阜国体出場ならず） 

2位 
（東京国体出場ならず） 

国民体育大会   

天皇杯・皇后杯 

北信越A ﾌﾞﾛｯｸｳﾝﾄﾞ優勝 
（ﾌｧｲﾅﾙﾗｳﾝﾄﾞ） 
２回戦敗退 

北信越B ﾌﾞﾛｯｸﾗｳﾝﾄﾞ優勝 
（ﾌｧｲﾅﾙﾗｳﾝﾄﾞ） 
１回戦敗退 

Ｖチャレンジリーグ 
９勝９敗 
５位（全10チーム中） 

10勝８敗 
４位（全10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 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） 

国体出場を逃したが、Ｖ・チャレンジリーグにおいては４位（全 10 チーム中）

と、前年度を上回る成績であった。さらに上位進出を目指し、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

催のスポーツイベントへの参加協力等を積極的に行っている。 

 

課題・改善 

（具体的な改善内容を記載） 

よりよい成績を収めるために、選手等の人材確保は不可欠である。 

今まで以上に様々なスポーツイベントへの協力やバレーボール教室等の開催な

ど、幅広い地域貢献やＰＲを積極的に行い、市民から愛されるチームになること

が望まれる。 

今後の方向 
（継続・拡充・縮小・廃止などを判断） 

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

担当課等 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) 

H24 7,245    7,245 

H25 7,677    7,677 

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 H24 H25 

人数・金額 人数 金額 人数 金額 

小学生 68名 1,420,530円 109名 2,394,310円 

中学生 154名 3,050,910円 80名 1,609,150円 

高校生 72名 432,000円 68名 458,000円 

一般 192名 1,404,000円 214名 2,232,920円 

合計 486名 6,307,440円 471名 6,694,380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 H24 H25 

人数・金額 人数 金額 人数 金額 

２部一般 500名 500,000円 499名 499,000円 

２部中学 234名 304,200円 256名 332,800円 

３部 129名 132,900円 146名 150,200円 

合計 863名 937,100円 901名 982,000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 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） 

 山下優嘉（富商高）が第８回世界ユース陸上競技選手権大会（競歩）、朝野未紗

が第 13回アジアカデットレスリング選手権大会に出場するなど、世界の檜舞台で

活躍する選手が出てきた。他にも数々の団体・個人が全国大会・ブロック大会に

出場し活躍している。 

県民体育大会においては、参加者が若干増え、２部一般の部では４位と上位を

維持している。 

 

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) 

H24 756    756 

H25 734    734 

趣 旨 等 

（本来の目標・目的・対象・意図） 

富山県民体育大会・富山県駅伝競走大会へ黒部市を代表して出場する選手等に

対して、大会で十分な活動ができる環境をつくる。 

実績・成果 

（数値を用いて具体的に、前年等とも比較） 

＜富山県民体育大会＞559千円 

２部（郡市対抗）成績 

年度 H24 H25 

２部一般 3位 500名 ４位 471名 

２部中学 8位 234名 10位 260名 

731名が参加した。 

参加競技種目へ強化費を支給した。 

 

＜富山県駅伝競走大会＞175千円 

成績 

年度 H24 H25 

黒部市 7位 ８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７位から８位と順位を下げた。女子選手の層が薄

く、中学生の選手を含め、組織的な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部中学の成績が中位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については、今後も市駅伝強化委員会を中心として選手選

考や練習方法等、継続して取り組んでいく体制をつくっていく必要がある。 

 

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、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) 

H24 4,200    4,200 

H25 5,000    5,000 

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） 

30回の記念大会を迎えた歴史と伝統ある大会であり、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 17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10㎞（男子・女子） 

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 

H24 1,891 2,608 2,098 5 6,602 

H25 1,795 2,674 2,324 8 6,801 
 

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34％） 

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970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） 

来年度からのフルマラソン化に伴い、参加者が大幅に増える見込である。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） 

北陸新幹線開業記念として、平成 26年度大会（第31回）よりこれまでのハーフマ

ラソンからフルマラソンへとステップアップし、「カーター記念黒部名水マラソン」

と改称し、8千人の参加者を目指す。第32回からは1万人規模とし継続実施する。 
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個別事業名 （２）Ｖチャレンジリーグ黒部大会 

担当課等 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) 

H24 315    315 

H25 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） 

観客数 

開催年度 H24 H25 

観客数 3,348名 

（平均837名） 

2,300名 

（平均1,150名） 

H24年度（4日間開催）1/26 722名、1/27 910名、3/9 796名、3/10 920名 

H25年度（2日間開催）3/22 1,000名、3/23 1,300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） 

レギュラーラウンド最終試合ということもあり、平均観客数が300名以上増加した。

リーグ最終成績も昨年度の５位から４位へと順位を上げた。次年度は、今年度以上の

活躍が観客動員につながると考える。 

市民のトップレベルのスポーツ観戦への興味・関心も高く、観戦機会の提供により、

地元クラブチームの活躍を間近に感じ、親しみをもって直接応援することができる貴

重な機会となっている。 

 

課題・改善 

（具体的な改善内容を記載） 

より多くの市民に地元クラブチームとして受け入れられ、興味・関心をもってもら

い、試合を応援してもらえるよう周知を図るとともに、市民が足を運びやすいような

運営等を積極的に進めていく必要がある。 

 

今後の方向 

（継続・拡充・縮小・廃止などを判断） 

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

担当課等 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) 

H24 250    250 

H25 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 H24 H25 

選手 133名(内 3名) 116名（内2名） 

役員 50名 50名 

合計 183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、トップレベルの選手も初心者も、すべての参加者が競技を楽し

んでもらえるよう、的の大きさや競技方法を変更するなど全国的にも珍しい大会とな

っており、市外、県外からの参加者も多くいる。 

参加者数100名を超える本大会は北陸最大級の大会となっている。 

課題・改善 

（具体的な改善内容を記載） 

種別によって参加者数のばらつきがあり、会場（的数）の競技運営能力を超えてし

まう可能性もある。今後の動向により人数制限または的数の増設を検討していく必要

がある。 

大会に合わせて初心者講習会や体験教室などを行い、また、オリンピック出場のメ

ジャー選手を招待するなどして、新たな参加者を獲得するとともに競技のＰＲにもつ

ながるよう事業内容の拡充を図る。 

 

今後の方向 

（継続・拡充・縮小・廃止などを判断） 

国体記念アーチェリー大会開催補助について、課題等を改善し、継続する。 
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教育委員会事務の点検・評価に関する意見（平成 25年度事業分） 

 

                           上越教育大学 

                           教授 学長特別補佐 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 25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、スポーツ・社会教育等それぞれの分野で、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。 

 昨年、私は｢意見｣の中で、「教育委員会の開催状況については、開催回数と審議件数だけに止まら

ず、公開の場合はどのような議案が審議されたのかなど、もう尐し具体的な状況が分かるような記述

もほしいところです。」とも述べさせていただきましたが、今回の報告書を拝見すると、拙い意見を

さっそく取り入れていただき、改善が施されていることをたいへん嬉しく思います。 

 折しも、今年６月に教育委員会制度を改革する「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」の改

正が行われ、来年４月から施行されることとなりました。その大きなポイントとしては、教育委員長

と教育長を一本化した新｢教育長｣の設置、首長と教育委員会による｢総合教育会議｣の設置、首長によ

る教育等の総合的な｢大綱｣の策定などと並んで、教育委員会について、教育長へのチェック機能の強

化と会議の透明化があります。例えば、会議の透明化に関しては「教育長は、教育委員会の会議の終

了後、遅滞なく、教育委員会規則で定めるところにより、その議事録を作成し、これを公表するよう

努めなければならない。」（第14条９項）と規定されました。新たな負担等が増える面もあろうかと

拝察いたしますが、このような法改正をも踏まえて黒部市教育委員会の事務が今後ますます充実され

ますようご期待申しあげたいと思います。 

 さて、上記法改正によって、この報告書等の根拠規定となる「地方教育行政の組織及び運営に関す

る法律」の条文は旧第27条から新第26条に移ることになりますが、内容は変わりません。黒部市教

育委員会は平成20年度以来、この法規定に基づく点検・評価を着実に実施してこられました。報告書

の作成にあたっては、個別事業の担当部署で作成した自己点検・評価、報告書の原案を教育委員会で

確認の上、市民各層の委員で構成する黒部市教育振興協議会に諮問し、外部評価の視点を加えた答申

を受けて教育委員会で審議・決定、さらに学識経験者の意見を加えて議会に提出・説明するとともに

公表するというたいへん堅実な手順を踏んでおられます。教育振興協議会での審議録も公開されてお

り、客観性・透明性の高い点検・評価であるといえます。このような真摯な取り組みによってＰＤＣ

Ａサイクルが有効に機能し、多くのすぐれた教育成果につながっていることを高く評価したいと思い

ます。 

 そのなかで、今回は学校評価の取り組みに関して若干の意見を申し述べます。 

 学校教育法はその第42条で「小学校は、文部科学大臣の定めるところにより当該小学校の教育活動

その他の学校運営の状況について評価を行い、その結果に基づき学校運営の改善を図るため必要な措

置を講ずることにより、その教育水準の向上に努めなければならない。」と規定し、これは中学校等

にも準用されています。また、学校教育法施行規則第66条1項は「小学校は、当該小学校の教育活動

その他の学校運営の状況について、自ら評価を行い、その結果を公表するものとする。」と規定して

います（中学校等にも準用）。上述の教育委員会会議の議事録公開の努力義務化も、市民への説明責

任を果たすという要請等に対応するものですが、学校評価とその結果の公表もまた、学校の組織的・

継続的改善を図るとともに説明責任を果たすこと等を目的としています。 

 報告書（p.12）によれば、黒部市では「全小中学校で学校評価を実施した。」「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。」ということで、法令に従った適切な運営がなされているも

のと思われます。ただ、いささか気になるのは、その実施内容について、「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。」という記述にとどまっている点です。 
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 上記のとおり、学校教育法施行規則は、学校が「自ら評価を行う」べきことを規定しています。も

ちろん、児童生徒や保護者等を対象とするアンケートを実施することについては、文部科学省の『学

校評価ガイドライン〔平成 22年改定〕』においても「重要である｣とされていますが、そのアンケー

ト結果はあくまで学校が自己評価を行う上での参考資料であり、学校評価そのものではありません。

「教職員による評価をアンケート式調査で実施した」という中には、学校としての自己評価の意味も

込められているのかと思いますが、これらの表現だけでは、アンケートをしただけで終わっているよ

うな誤解を与えかねません。アンケート結果等をもとに、学校としての自己評価が適切に実施された

ことが伝わるような記述がほしいところです。 

 関連して、学校評議員制についての実績・成果（報告書 p.12）でも、「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に提示してア

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。」と

されています。これは、学校教育法施行規則第67条の「小学校は、前条第一項の規定による評価の結

果を踏まえた当該小学校の児童の保護者その他の当該小学校の関係者（当該小学校の職員を除く。）

による評価を行い、その結果を公表するよう努めるものとする。」との規定（中学校等にも準用）に

基づくいわゆる学校関係者評価であろうかと思います。そうだとすれば、この場合も学校評議員に提

示すべきはアンケート結果だけではなく、学校としての自己評価でなければならないと思います。こ

の学校関係者評価は、法令上は義務ではなく努力義務にとどまっていますが、各学校においては適切

に実施されているものと思いますので、報告書の記述が舌足らずにならないようご配慮をお願いいた

します。 

 細かいことを申しあげてしまいましたが、平成25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。限られた教育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、私の「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。毎回思いますのは、教育委員会の事務

が学校教育の推進は元より、家庭地域教育・社会教育の各分野で多くのプログラムが幅広く、的確に

実施されている事です、そして、しっかりと成果を挙げておられます事を高く評価したいと思います。

黒部市教育の方針には、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の実現を目指す、それを実現する為に家庭・学校・地域社会が連携

し、それぞれの役割を果たしながら、一体となって教育施策を推進するとあります。活力ある地域創

造には地域に住む人々の連携が重要であると考えます。 

北陸新幹線が来年３月に開業します。新幹線開業により人・物・時の流れが変わり、地域が大きく

変わって行く事が予想されます。観光や産業の振興と言った直接的な影響に加え、地域の文化への影

響が大きいと思います。変化の進度も加速度的に早まり、新しい文化の創造への期待が高まる一方で

地域の持つ独特性が失われて行く事が危惧されます。そんな時代に求められるのは変化に対応出来る

柔軟性に富んだ対応力のある人材の育成です。基本的な学力習得だけでなく、より積極的な生き方に

つながる人間力の構築や地域を愛する心の育成こそが大切であると考えます。その活動支援の役割を

担っているのが教育委員会であると認識していますし、新しい文化の創造主導を期待致します。 

 

今回の点検・評価報告書の中で興味を持った項目について尐し意見を述べさせて頂きます。 

心の教育「豊かな体験活動推進事業」の方針・目標には「命の大切さ」や「豊かな人間性」の重要

性が挙げられていますが、人格形成の中で全ての分野に係る大事な点であると考えます。近年、子供 
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たちが事件に巻き込まれたり、いじめや不登校等の問題がクローズアップされています。 

核家族化が進み家族の在り方が変わってきて、本来家庭で伝えていかなければならない部分が伝え

きれていない、という事実の中でこの事業の大切さを感じます。豊かな自然の中で育つ野菜本来の姿

や、育てる事の難しさや面白さを実感させ、収穫する事の喜びを感じさせる事で自然の中での自分の

位置や自然との共生の大切さを体験していく事や、地域の人々との交流により、学ぶ力や生きる力を

身に着けていく事が総合的な人間的成長につながっていくと考えます。また「１４歳の挑戦事業」や

「食育の取り組み」等の事業にも関係してきますが、地域の人々との交流を通じて地域の良さを認識

し、地域を知り、地域に誇りを持つ事が大切であると考えます。家族や友達、そして地域を愛する心

の育成が求められているのではないでしょうか。その点からこの事業活動を評価したいと思います。 

「立山・黒部 防災大国日本のモデル」として世界文化遺産への登録事業が「Ｂ」評価となってい

ました。８月２８日「立山黒部ジオパーク」が認定を受け活動が始まっています。世界遺産とジオパ

ークは目的や運営方法に違いがあります。認定されましたジオパークは地域のジオサイトを巡るジオ

ツアーやガイドによる案内の充実により、地域の自然の素晴らしさや魅力ある人々の暮らしや生活を

発信し、資源を活用して地域をアピールするチャンスであると考えます。決してジオパーク認定が世

界遺産登録の障害となる事はないと考えます。今回認定を受けた３箇所の中に天草雲仙が入っていま

すが、この地域では平行して「長崎明治期の産業遺産とキリスト教遺構」で世界文化遺産登録に向け

て活発な運動を展開しています。立山黒部も、砂防や発電の産業遺産に立山信仰と言った切り口を明

確にして登録に向けてしっかりと活動を進めて行くべきであると考えます。暫定リストに入るにはハ

ードルが高く、難しい部分もありますが、可能性がある限りしっかりと活動を進めていく事を期待い

たします。 

他の項目に付いても意見を述べたい所ですが、各項目でしっかりと設定された目標に向かい事業が

推進され、それぞれに数値に裏付けされた成果を挙げている事を評価します。また、今後の課題や方

向性も示されており、今年度の教育委員会の事務が的確に推進され、成果を収められたと判断します。 

大きく変化していく時代にあってその変化にしっかりと対応した目標設定をされ、活発な活動が今

後推進されます事をお祈りいたします。 

 

 

 

                          富山大学教職特任教授 平 野 祥 子 

 

教育委員会の事務点検・評価報告書を読ませていただきました。平成25年度黒部市教育の方針に基

づき、「家庭地域教育」、「学校教育」、「スポーツ及び社会教育」のそれぞれの分野で 59の事業に取り

組まれております。開催回数、受講者数等、数値で表せるものについては前年度との比較データを踏

まえて実績・成果や点検・評価が記述されており、大変わかりやすく、その陰にある関係各位のご苦

労を伺い知ることができました。真摯なご努力に市民の一員として、感謝と敬意を申し上げます。今

後とも、数値での評価が困難な事業も含め、成果と課題を明確にし、ＰＤＣＡサイクルを生かして、

一層の事業の充実を図っていただきたいと願っています。 

 

今回の報告書を読んで考えたことを三点述べさせていただきます。 

一点目は「家庭教育支援の充実」についてです。 

誰もが自分の子を持って初めて親となります。かつては、祖父母と同居し、子育てを手伝ってもら

ったり、子育ての「技」を教えてもらったりしていました。近年、核家族化に伴って、日常の交流の

中で親の在り方を学ぶことが難しくなり、迷いや悩みを抱えておられる若い親御さんも多いのではな

いでしょうか。しかし、子育て講座への参加となるとなかなか敷居は高いようです。 

そこで、三歳児健診や就学時健診に合わせた子育て講座や、教育委員会とＰＴＡが連携した親学び

のワークショップの実施を提案いたします。全ての保護者が出席される機会を生かした講座やＰＴＡ

活動でのワークショップの実施により、支援が行き届くのでないかと考えます。親学び推進のため、 
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県教育委員会で作成された「親を学び伝える学習プログラム」があります。乳幼児の保護者向け、

小学生の保護者向け、中・高校生の保護者向け等のプログラムがあり、どのプログラムも参加者が互

いに思いを語り合って楽しく活動しながら、親の在り方を学び、親同士の仲間づくりもできるように

なっています。 

子どもの最初の先生は親です。親のかかわり方で子どもは大きく違ってきます。親学びのプログラ

ム等も活用し、親が自信をもって子育てできるよう、家庭教育支援の充実をお願いしたいと思います。 

二点目は「支援を要する児童生徒への支援事業の継続と内容の一層の充実」についてです。特に、

「適応指導教室（ほっとスペース）事業」と「特別支援教育支援員（スタディ・メイト）事業」につ

いて述べさせていただきます。 

「適応指導教室（ほっとスペース）事業」では、不登校児童生徒の心の居場所として、子ども一人

ひとりの実態に応じた指導や保護者との信頼関係の構築に熱心に取り組まれ、総合評価Ａとなってい

ます。登校できない状況は、本人も保護者も大変な苦しみであり、また、登校できないまま義務教育

を終えると、将来についても、その子らしい生き生きとした人生を送ることが困難となることが予想

されます。そういう中、適応指導教室に通所していた生徒が高校進学を果たしたことは本当に素晴ら

しいことです。本人は自信を取り戻し、夢に向かって着実に歩み出せた手ごたえを実感していること

と推察します。また、現在、教室に通所している児童生徒も希望を持つことができたと思われます。

26年度より指定管理者制度が導入されると記述してありました。施設の活用実績は、施設を利用した

人数で図られることが多いと思われます。適応指導教室に通所する児童生徒の人数は多くなく、また

年によりに増減があると思います。たとえ尐人数であったとしてもこれまで同様、質の高い指導・支

援ができるよう予算措置をしていただくとともに、指定管理者の方々にも理解と協力をお願いしたい

と思います。 

「特別支援教育支援員（スタディ・メイト）事業」では、特別支援教育支援員の派遣を、平成 24

年度 18人に対し、25年度は 20人と増員されています。その結果、支援が必要な児童が落ち着いて授

業を受け、友達と仲良く遊ぶなど、楽しく学校生活を送れるようになり、学級全体としても落ち着い

た状態で学習に取り組むようになったと記述され、総合評価Ａとなっています。拡充により成果が上

がっていることが読み取れます。今後もぜひ継続していただきたいと思います。 

不登校の児童生徒や特別な支援を要する子に対しては一人ひとりをしっかりと見とり、その子に合

った支援が求められます。児童生徒にかかわる方々の力量にかかっていると言えましょう。指導・支

援にかかわる方々の人材育成や研修会の拡充をお願いしたいと思います。 

三点目は「若い先生方への支援体制」についてです。 

本市は全国学力・学習状況調査の平均正答率について、小学校は良好、中学校は極めて良好であっ

たと記載してありました。これは、家庭との連携のもと、各学校での先生方の熱心なご指導の賜物で

あり、感謝と敬意を表します。しかし、小学校の調査結果については、幅は縮小しつつも学校間のバ

ラツキが大きいことが課題とありました。小学校では、学級が落ち着かない状況になると、学力も大

きく下がってしまう傾向があります。授業改善はもちろん大切ですが、子どもが落ち着いて学習に取

り組めるよう学級経営の力量アップも大切と考えます。 

現在、教員の大量退職に伴い、毎年約300人の新規採用があり、今後もこの傾向が続くと聞いてい

ます。私は現在、大学で教員を目指す学生にかかわっています。自らを高めようとする意欲と吸収力

には目を見張ります。教壇に立つ日を夢み、目指す教師像に向かって熱い思いで努力を重ね、多くの

学生が教師として巣立っていきます。しかし、教員となった直後はまだまだ未熟であり、学校現場で

の先輩諸氏のご指導が不可欠です。今後本市にどんどん入ってこられる若い先生方に、先輩の先生方

の優れた教育技術等をしっかりと伝承していただきたいと願っています。各学校においては、すでに

ＯＪＴに熱心に取り組まれているとは思いますが、若い先生方が困ったことを気軽に相談できるよう

な体制づくりを一層進めていただきたいと思います。県では、本年度より初任者研修会に２年次、3

年次の研修会を加え、若手研修会として実施されていると聞いています。市としても、おおむね採用

後 5年以内の先生方が授業や学級経営の力量を一層高められるよう、支援体制や研修等の充実につい 
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て検討していただきたいと思います。 

新幹線の「黒部宇奈月温泉駅」駅舎も完成し、来年3月 14日には北陸新幹線が開業します。これは

黒部市の転機となることでしょう。黒部市の未来を担っていくのは子どもたちです。子どもたちが自

信を持ち、夢に向かって生き生きと挑戦していけるよう、また、ふるさとに誇りを持って愛し続けら

れるよう、黒部市教育委員会が中心となって、事業の一層の充実を図っていただきますようお願いい

たします。 

 

 

 

Ⅲ 結び 
 

報告書作成を終えて 

 

 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、教育委員会では、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、総合的な見地からの点検・評価を行っています。

点検・評価の報告書は、市議会へ提出するとともに、一般に公表することが義務づけられており、当

市においては今回が７回目（平成25年度事業分）の点検評価となりました。 

報告書の作成にあたっては、事業所管部署ごとに、実施事業の実績と効果を点検するとともに、教

育委員会事務局としての自己評価を行い、報告書の原案を作成しています。 

この原案は、教育委員会議において、確認・精査されたのち、市民、各種団体から選出された委員

で構成する黒部市教育振興協議会に諮問され、市民の目線と客観的な立場から再評価をいただき、今

回の点検・評価を終えたところであります。 

また、本書巻末には、個別事業の評価だけでなく、報告書に対する総体的な見地からのアドバイス

として学識経験者の皆様の意見を添えて報告書としております。 

この報告書が当市教育行政の進展の一助となり、もって、市民の信頼と付託に応えられるよう、改

善を図りながら今後の事業に活用してまいります。 

 

平成 26年 12月 

 黒部市教育委員会 

 

 

 


