
~ 1 ~ 

 

第 29回黒部市教育振興協議会議事録 
 

 

１ 日 時  平成27年９月 17日（木）午後7時00分～午後8時 38分 

２ 場 所  黒部市役所黒部庁舎 201会議室 

３ 出席者 【委 員】 内橋 健治 （黒部市自治振興会連絡協議会）黒部市教育振興協議会長 

植木 眞人 （黒部商工会議所） 

髙本 一恵 （黒部市社会教育委員）黒部市教育振興協議会副会長 

白川 正秋 （黒部市体育協会） 

草野 敬一 （黒部市ＰＴＡ連絡協議会）（欠） 

川上 勝之 （黒部市小学校長会長） 

熊野 勝巳 （黒部市中学校長会長） 

宮崎 幸子 （黒部農業協同組合） 

伊藤 節子 （公募委員） 

朝倉 弘子 （公募委員） 

【事務局】 能澤 雄二 （教育長） 

瀧澤 茂宏 （教育部長） 

御囲 泰晃 （事務局次長・学校教育課長・学校給食センター所長） 

飯野 勉  （事務局次長・生涯学習課長） 

魚谷 八寿裕（スポーツ課長・フルマラソン推進班長） 

霜野 好真 （教育班長・市民生活部こども支援課長）（欠） 

中谷 松憲 （図書館長・図書館構想推進班長） 

横山 栄人 （生涯学習課・社会教育班長） 

尾村 国昭 （学校教育課・学校教育班長） 

西中 雅博 （生涯学習課・ジオパーク推進班長） 

神保 竜  （学校教育課・課長補佐） 

 

４ 会議の内容 

【事務局（学校教育課長）】 

只今から今年度の２回目の黒部市教育振興協議会を開催します。本日は草野委員から欠席のご連絡を

いただいております。はじめに教育長がご挨拶申し上げます。 

【教育長】 

みなさんこんばんは。委員の皆様にはご多忙の中、またお疲れのところご出席を頂きましてありがとうござ

います。本日は前回に続きまして平成 26年度の教育委員会の事務の点検評価の審議をお願いしたいと思

います。前回は地域・家庭教育の分野、学校教育の分野についてご審議賜りましたが、今回は生きがいと

心身の健康を支援するスポーツ及び社会教育の分野、27事業ありますがお願いしたいと思います。 

さて、現在、市議会９月定例会が開催中でありまして明日が最終日であります。この９月議会でも教育分

野の質問がありますが、特にこの９月議会には、平成 26 年度決算の審議も合わせて行われており、この審

議会と通ずる質問も沢山いただいております。そういった質問や意見を踏まえて、しっかりと事業執行に努

めてまいりたいと思います。審議の方法につきましては、前回と同様でございますので、皆様には忌憚のな

いご意見を賜りたいと存じます。 

【事務局（学校教育課長）】 

続きまして内橋会長から一言お願いいたします。 

【内橋会長】 

みなさんこんばんは。本日は大変お忙しい中ご出席賜り誠にありがとうございます。今日お昼のＮＨＫの

ニュースだったと思いますが、宇奈月小学校のカジカの放流が放送されていました。総合戦略、総合計画

の中で、いかに子どもたちを地域に根付かせるかというお話をしているわけですが、黒部市の子どもたちも

良い教育環境の下に立派に成長してもらって黒部市に根付いてほしいと感じております。今日は、２回目で

ございますがみなさまの忌憚のないご意見をいただきながら、円滑な審議をしてまいりたいと思いますので

よろしくお願いいたします。 
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【事務局（学校教育課長）】 

ありがとうございました。それではこれからの進行を会長さんにお願いしたいと思います。 

【内橋会長】 

それでは早速ですが前回に引き続きよろしくお願いします。本日の協議事項は42ページからですが、生

きがいと心身の健康を支援するスポーツおよび社会からでございます。1、生涯学習機会の提供について

説明をお願いいたします。（42～46ページ） 

 

（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 評価 

(1)コミュニティづくり推進事業 ＡＡ 

(2)生涯学習フェスティバル開催事業 Ａ 

(3)市民大学講座・市民カレッジ事業 Ａ 

(4)読書普及事業 Ａ 

(5)図書団体貸出事業 ＡＡ 

 

【事務局（生涯学習課長）】 

42ページ個別事業、「コミュニティづくり推進事業」でございます。住民の様々な学習ニーズに応えるため

中央公民館において書道、水彩画、生花等、多種多様な講座や教室を開催する事業でございます。各地

公民館において住民のニーズや地域の特徴を活かした教室等を開催し利用者増になったことから目標を

十分達成していると判断しまして総合評価を「ＡＡ」とさせていただきました。 

続いて43ページ、「生涯学習フェスティバル開催事業」でございます。これは、地区公民館の活動や学習

成果を発表し、生涯学習の活性化と公民館活動の向上を図る事業でございます。２月７日から８日にかけて

コラーレで開催し、各公民館から選ばれた手芸、書道、写真等の展示、子ども教室のワークショップ、劇団フ

ロンティアの公演が行われました。劇団の公演が定員100名だったため、アトラクションの来場者数は減とな

りましたが、展示来場者数が増になったことから目標を概ね達成していると判断しまして総合評価を「Ａ」とい

たしました。 

続いて 44ページ、「市民大学講座・市民カレッジ事業」でございます。市民が気軽に参加できる生涯学習

の場としまして開催している事業でございます。受講者数は講座の内容によって増減はあるものの、どの講

座も市内全域から参加されていることや市民カレッジの開催回数、受講者数の増になっていることから目標

を概ね達成していると判断し総合評価をＡといたしました。 

【事務局（図書館長）】 

次に 45 ページの「読書普及事業」でございます。実績成果では、図書館利用状況の各項目が全て減少

傾向になっております。要因といたしましては、図書館前の道路及び橋の架け替え工事等に伴いまして、正

面駐車場が利用できない状況によるものでございます。利用者からも、正面が封鎖されていると入りづらい

という意見も多数いただいております。そこで貸出冊数、貸出人数、入館者数はいずれも減少傾向となって

おります。具体的な事業としましては、郷土資料のアーカイブ化を進めておりまして、新しく去年の７月から

フェイスブック、それから毎週土曜日にボランティアによる読み聞かせ会を実施しております。合わせて、初

めて富山県図書館協会からの補助を受け、「図書館まつり」を開催いたしました。しかしながら、先述したと

おり、利用状況は減少傾向だったということで、評価を「Ａ」としました。 

次に 46 ページです。こちらのほうは実績成果としては、保育所、幼稚園、小学校等への団体貸し出しの

実績をご覧ください。いずれも増加しておりまして、内訳では小学校の①国語教科書の紹介された本のセッ

トの貸し出し冊数が非常に増えたということです。これは、年度当初から、学校の先生、図書館活動推進委

員さんと連携した結果だったと考えており、当初より成果が得られたということで、「ＡＡ」とさせていただきま

した。以上です。 

【内橋会長】 

只今説明がありました、各個別事業についてご質問等ございませんでしょうか。 

【川上委員】 

５番の「図書団体貸出事業」について、小学校が増えたとありました。今どこの学校にも図書館活動推進

員に週１日か２日、半日来ていただいています。昨年、今年と子どもたちに対し、図書館の本も借りられるこ
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とについて、宣伝してきた結果だと思います。図書館活動推進委員には、毎回重たい本を持ってきていた

だいて申し訳ないのですが、子どもたちは大変喜んでおります。以上です。 

【内橋会長】 

ありがとうございました。他にございませんか。ないようでしたら採決いたしたいと思います。記載の評価

についてご異議ありますでしょうか。（異議なし） 

無いようですので記載の通りの評価に決定したいと思います。次に２「青少年の健全育成」、３「女性活動

事業の推進」について説明をお願いいたします。（47～51ページ） 

 

/②青少年の健全育成 評価 

(1)青少年育成市民会議助成事業 Ａ 

/③女性活動事業の推進  

(1)男女共同参画活動の推進 Ａ 

(2)配偶者等暴力被害者相談事業 Ａ 

(3)女性団体の育成 Ａ 

(4)婚活事業 ＡＡ 

 

【事務局（生涯学習課長）】 

47 ページの「青少年育成黒部市民会議助成事業」でございます。青少年育成黒部市民会議に補助を行

い市民会議とのさわやか運動等の連携活動や市内の様々な青少年活動を通じて青少年の健全育成を図る

事業でございます。さわやか運動等の活動が定着し、安定した参加があること、有害環境浄化研修会を開

催していることから目標を概ね達成していると判断しまして総合評価を「Ａ」としました。 

次に 48 ページ、女性活動事業の推進、個別事業としまして「男女共同参画活動の推進」でございます。

男女共同参画社会の実現に向け黒部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事業

でございます。県から委嘱された富山県男女共同参画推進委員 28 名が男女共同参画プランを推進するた

め毎月定例会を開催し啓発普及活動を行っております。地区公民館まつり、生涯学習フェスティバルの活

動報告、啓発チラシ、活動報告の全戸配布、また新川地区の推進委員の地区別研修会を黒部市で開催し

たこと、結婚を希望する男女の出会いをサポートする婚活イベント、ガチお見合いを２月14日市民会館で開

催するなど、概ね目標が達成されたと判断しまして総合評価を「Ａ」といたしました。 

次に 49ページ「配偶者等暴力被害者相談事業」でございます。配偶者等暴力被害者の支援策としまして、

専門知識を持つ民間相談員による女性のための専門相談を定期的に開催しております。相談会があること

をＰＲするためにミニリーフレットを市内公共施設等の女性トイレに設置するなど周知に努めており、総合評

価を「Ａ」といたしました。 

次に 50 ページ「女性団体の育成」でございます。市内８団体で構成する黒部女性団体連絡協議会の女

性活動を支援しております。市政について見聞を高めるためのタウンミーティングへの参加、市長と語る会

の開催、また黒部名水マラソン大会、水のコンサートフェスティバル、新幹線開業イベント等へ参加協力し市

民共同参画に努めたことから、総合評価を「Ａ」といたしました。 

次に 51 ページ「婚活事業」でございます。独身男女の出会いイベントの企画を支援した事業でございま

す。富山県男女共同参画推進委員黒部連絡会が２月 14 日市民会館でガチお見合いを開催いたしました。

男性 19名女性 15名の参加があり４カップルが誕生しました。参加者に対して４カップルの誕生は目標を十

分達成していると判断し総合評価を「ＡＡ」とさせていただきました。以上でございます。 

【内橋会長】 

只今説明がありました各個別事業について何か質問、意見ありませんでしょうか。 

【伊藤委員】  

私自身、男女参画推進委員もしておりまして 48ページのことと 51ページの婚活事業ですが、実は４組の

カップルが誕生したと別の婚活イベントで同じ方たちが出会われて、またそこで意気投合されまして入籍を

されたという結果を聞いております。残念ながら黒部に住んでいらっしゃらなかったと思いますが、そういっ

たこともきっかけは私達が開いた婚活事業でお話をされてと聞いておりますので、今年もすてきな出会い20

対 20という形で婚活イベントを計画しております。11月 29日に去年と同じ形で１対１できちんとお話ができ

るようなセッティングをしたいと思っておりますので４番の婚活事業の評価をＡＡとしていただけたのは非常
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にありがたいですし、男女共同参画も頑張っておりますのでＡをＡＡにするにはどういう事業をしたらいいの

かということを教えていただければ、明日、男女共同参画の会議がありますのでそちらで話しができればい

いかなと思いますので聞かせていただけたらと思います。 

【内橋会長】 

ありがとうございます。只今、伊藤委員から意見を頂きましたが、女性の方も沢山おられますので意見の

ほうお願いいたします。 

【髙本委員】 

婚活事業は確かに素晴らしいと思っています。私たちも時々頼まれてお見合いをしたりしますが、男性の

人たちは勇気がないというか女性が強くなったといわれればそれまでなのですが、強くなったわけでもない

と思うのです。前回の会議でも言いましたが、小学校、中学校、高校の時から教育なくして未来なしというと

おり男性は男性らしく女性をリードしていくような教育が大切ではないかと思います。女性も女性らしく、夫に

従うとかではなく男らしさ女らしさを持ちながら家庭を持っていかないと少子高齢化で人口をどう増やすか、

増やすためには結婚をしてもらわないといけない。つける薬がないくらい全国的な人口減少で悩んでいら

っしゃいますから 10年先の未来に向かって、人間としてどうあるべきか、教育が大切なのではないかと思い

ます。結婚してもらわなかったら人口も増えないし、愛するふるさとも段々人が少なくなっている気がします。

婚活も勿論大切です。男性の皆さんは結婚に対してどう思っておられますか。９月13日に県知事がこられま

して岩井先生も言われましたが子育てはひどいとかそういうことは言わないでくれと、子育ては楽しいものだ

よと言っておられました。プラス志向で行動してもらわないといけないのにマイナス志向でばかり行動してい

るのも困ると言っておられました。小学校、中学校、高校から人間としてどう生きて、どう進んでいくべきなの

か専門家の講義なども聞かせていけばいいのかなと思います。 

【内橋会長】 

貴重な意見ありがとうございました。その他意見ないでしょうか。 

【熊野委員】 

47 ページの青少年育成事業のさわやか運動ですが、去年から中学校にも出向いていると思いますので、

出向いていることを加えていただければいいと思います。 

【内橋会長】 

他にないでしょうか。無いようでありますので採決したいと思います。記載の通りの評価に何かご意見あり

ますでしょうか。無いようですので記載の通りの評価に致します。 

次に４「市民文化活動の推進」について説明お願いします。（52～54ページ） 

 

/④市民文化活動の推進 評価 

(1)黒部市芸術祭 Ａ 

(2)芸術文化活動団体助成 Ａ 

(3)詩の道句集事業 Ｂ 

 

【事務局（生涯学習課長）】 

52ページ「黒部市芸術祭」でございます。美術祭は 11月 13日から 18日の６日間、絵画、書、写真彫刻

工芸デザインの作品を募集しコラーレで開催。招待作品は美術館で展示しました。合わせて、姉妹都市、根

室市の作品25点をコラーレで展示しました。演劇は劇団フロンティアが11月に６回開催しました。招待作品

を展示した美術館の観覧者数は減少しましたが公募展会場のコラーレの観覧者数が増えたことや公募の出

展者数が増えていることなどから目標を概ね達成していると判断しまして総合評価は「Ａ」といたしました。 

次に53ページ「芸術文化活動団体育成」でございます。市内に活動拠点を置く文化芸術団体の活動を支

援するものでございます。黒部川水のコンサートフェスティバル実行委員会への補助、黒部市芸術文化協

会への補助、日本黒部学会への補助、新規としまして富山県民謡舞踊大会の開催補助でございます。黒部

川水のコンサートフェスティバル、芸術祭の開催、黒部学会の特別講演が行われ芸術の振興や文化の向上

に寄与していることから目標を概ね達成していると判断し総合評価を「Ａ」といたしました。 

次に 54ページ「詩の道句集」であります。黒部峡谷や市内を訪れた方々から俳句を募集し優秀作品を表

彰し、黒部市の特徴を市内外にＰＲするとともに俳句に関し理解関心を高めるものでございます。公募句集

は少なくなりましたが大半が市外の応募であったことからある程度成果が得られたと判断し、総合評価は

「Ｂ」とさせていただきました。以上です。 
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【内橋会長】 

ただいま説明にありました各個別事業について質問等はありませんでしょうか。 

【朝倉委員】 

54 ページの道の句集の事業ですが毎年毎年改善のところに冊子を作成する等と書いてありますが本当

に冊子を作成されるのでしょうか。作成されたことはあるのでしょうか。 

【事務局（生涯学習課長）】 

古い事業でございまして、旧宇奈月町からの事業でございます。それで石碑等には旧宇奈月町におい

ては石碑等に優秀作を刻んでいまして展示してあるということを聞いております。この伝統は残さなくてはい

けないと思いますので来年度につきましては石碑に刻むということを要求する予算を組みたいと現段階で

は考えております。 

【伊藤委員】 

サラリーマン川柳を出している第一生命はみなさんから集めたものを３百選とか一千句とかお金はかかり

ますが本にしてすごく沢山集めています。それは告知することが第一であってということだと思いますが、そ

こまでやらなくても優秀作品を何かに載せて私たちの目、一般的に見えるように、そこに行かなければ見れ

ないではなく見れるかたちになればいいのかなと思います。なるべくお金をかけずに。 

【事務局（生涯学習課長）】 

わかりました。 

【髙本委員】 

宇奈月の公民館で募集してらっしゃるのですか。 

【事務局（生涯学習課長）】 

市内にポストを 11箇所設置して自由に投函するといった方法でございます。 

【髙本委員】 

新幹線の駅も出来たので与謝野鉄幹さんと与謝野晶子さんのナホトカからシベリア鉄道を通ってパリまで

日本を合わせて 14日間かけて旅をされた与謝野晶子さんの詩を全国に向かって募集すれば観光にもなる

し、新幹線に乗って来て下さるのかなと思います。 

【事務局（生涯学習課長）】 

一般の方に書いていただいて投函していただいて審査員の方に優秀作を選んでいただくといった事業

でございます。 

【髙本委員】 

せっかく宇奈月に与謝野鉄幹さんと晶子さんの歌がありますから、そういったことも利用して募集すれば

よろしいかと思います。 

【内橋会長】 

他にございませんか。 

【朝倉委員】 

伊藤委員さんと同じ様な考えですが過去を見てみましてもずっと評価がＢですよね。内容も改善されてい

ないようですので、思い切ってもう一回考え直すのか、それとも大事なものであるとおっしゃったので予算を

思い切ってとってやってみるのもいいのではないかと思います。何かの形で広く知れ渡ると思いますので

お願いします。 

【内橋会長】 

他にございませんか。私も「詩の道」というのは宇奈月町時代からやっておりまして教育生涯学習の一環

でやっておりますが、観光目的も多少あって対岸の方を歩いてもらって優秀作品を石碑にすると当初は考

えておりましたが、今は石碑の飾る場所も無い状況でストップしている状況でございます。これだけ新幹線

でお客さんが増えている状況ですので、優秀作品をお客さんが読んで自分の見た目と他の人の見た目に

違う部分があって、黒部というのはこんなにすばらしいところかと、せっかく詩がたくさん寄せられて、県外の

方は旅館などで見る機会がありますが、黒部市民は全くわからない状況だと思います。黒部宇奈月温泉駅

などに定期的に掲げて待合室で見てもらうとか、ケーブルテレビを利用してＰＲするとか、Ｂのままではなく、

観光協会に丸投げではいけませんが、もっと力を入れて欲しいと思います。他にご意見無ありませんか。な

いようでありますので評価について採決したいと思います。記載の評価にご異議ありませんか。ないようで

ありますので記載の評価に決定したいと思います。 

次に５「文化遺産の保護、継承」についてであります。説明をお願いします。（55～57ページ） 
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/⑤文化遺産の保護・継承 評価 

(1)伝統文化の保存伝承 Ａ 

(2)埋蔵文化財の発掘調査 Ａ 

(3)世界文化遺産への登録    ※ Ｂ 

 

【事務局（生涯学習課長）】 

55 ページになります。「伝統文化の保存継承」についてであります。市内で受け継がれている芸能や伝

統行事の保存、伝承を図るため文化財の保存会等に育成費の補助をするとともに、指導者を黒部市伝承芸

能伝承技術師に認定し伝承芸能の継承に支援するものでございます。育成費の内訳は記載の通りでござ

います。平成26年度は伝承芸能技術としまして４名を指導者として認定し認定者は累計97名となりました。

このようなことから目標を概ね達成していると判断いたしまして総合評価を「Ａ」といたしました。 

次に 56ページ、「埋蔵文化財の発掘調査」でございます。平成24年度から８号線バイパス建設補助整備

事業に係る埋蔵物文化財の調査の平成25年度に本調査が全て完了いたしました。平成26年度からは農地

転用や開拓等の申請に基づき遺跡の確認調査をし、埋蔵文化財の保全に努める日常業務に戻りましたの

で調書では総合評価をＡと記載しましたが、評価対象外に変更したいと思います。 

続きまして 57ページ、「世界文化遺産への登録」であります。平成 19年９月に世界文化遺産登録を目指

し立山黒部防災大国日本のモデル進歩砂防発電として世界遺産暫定記載一覧記載の候補の提案書を提

出、平成 20 年６月に文化庁から世界遺産暫定一覧候補の文化遺産として評価されましたが国の重要文化

財の指定の動きが見られない状況でございます。平成26年度は教育委員会としまして登録を目指した活動

をしてないのでこちらの方も評価の対象外と致したいと思います。以上です。 

【内橋会長】 

どうもありがとうございました。只今説明がありました「埋蔵文化財の発掘調査」についてですが、評価欄

には「Ａ」とありますが、評価対象外に修正ですか。 

【事務局（生涯学習課長）】 

修正したいと思います。 

【高本委員】 

予算をつけて何かされたのなら評価してもいいのではないでしょうか。 

【伊藤委員】 

大きい国の事業とかは確かに無くなったのですが埋蔵文化財という事業は市の一般的な事業としてはず

っとある事業なのでそれを対象外とするのはどうなのかと思います。このまま評価をしておけばよいと思いま

す。 

【内橋会長】 

皆さんの意見を求めたいと思います。事業がある限りはこのまま評価Ａという意見がありますが他の皆さ

んはどうでしょうか。 

【白川委員】 

バイパスの事業は終わったが従来の市内の遺跡の事業についてはやっているということであれば評価す

るものがでてくるのではないかと思います。ただ金額的に前の事業はいっぱいあったのにもうそれは終わ

ったという捉え方であればその部分のみ評価は無いということはいえると思いますけど。 

【内橋会長】 

他にこれについてなにか。 

【伊藤委員】 

この事業自体が無くなっているというわけではないですよね。 

【事務局（教育部長）】 

そうです。 

【伊藤委員】 

対象外とかいわれるとどうなのかと。 

【内橋会長】 

当然今後も起こり得る事業だと思います。他にどうですか。ご意見が無いようですので評価について採決

していきたいと思います。個別にいきたいと思います。伝統文化の保存継承はＡとなっていますがこれにご

異議ございませんか。埋蔵文化財の発掘調査、これは委員の方から対象外ではなくてＡにしたほうがいい
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のではないかと意見がありましたけれどもＡで残すに賛成の方、挙手願います。多数でありますので埋蔵文

化財発掘調査はＡで決定いたしたいと思います。世界文化遺産への登録、これは評価なしということでござ

いますがこれでご異議ございませんか。無いようですので評価無しということで決定したいと思います。 

※「世界文化遺産への登録」について、その後、事務局で精査した結果、富山県に対する重要要望活動を

実施したことを踏まえ、評価を「Ｂ」とすることとした。 

 

それでは次に６番目、市民ひとり 1スポーツの推進について説明をお願いいたします。（58～61ページ） 

 

/⑥市民ひとり１スポーツの推進 評価 

(1)市民体育大会 Ａ 

(2)スポーツ推進委員協議会の育成 Ａ 

(3)総合型地域スポーツクラブ Ａ 

(4)スポーツ講演会 ＡＡ 

 

【事務局（スポーツ課長）】 

58 ページから説明いたします。個別事業名、「市民体育大会」についてです。実績成果欄にございます

ように全地区から市民の皆さんに参加していただく体育大会として実施しております。各競技の点数をつみ

あげて総合成績を競って開催しているものです。実績成果の下の欄でございますが、平成 25 年度は雨天

により野球ソフトボール男女は中止になりましたが平成26年度は天候にも恵まれまして14種目16種別とい

うことで全ての競技ができたということでございます。これに対する点検評価ですが地区対抗によりまして市

民体育大会を実施しているのは県内では当市を含めて２市のみということ、スポーツ推進だけでなく一般の

市民のみなさんが参加できる競技種目を持っている、地域が一体となってスポーツに取り組む環境づくりに

寄与しているということで目標を概ね達成していると判断し総合評価を「Ａ」とさせていただきました。 

続きまして 59ページの個別事業の２番目、「スポーツ推進協議会の育成」でございます。まずスポーツ推

進委員についてですが、この委員はスポーツ基本法の規定によりまして設置しているものでございます。公

的な社会体育指導者等でございます。合計 53 名の方がいらっしゃいますが旧黒部地区では各地区に３名

の方、旧宇奈月地区では各地区に２名の方、これ以外の地区選出として、市の体育協会の推薦が８名、自

己推薦が３名ということで合計53名の方がスポーツ推進委員となっていただいております。この方々をとりま

とめているのがスポーツ推進委員協議会でございます。実績成果でございますが平成 26 年度のスポーツ

教室全体研修会を２回ずつ開いております。特にスポーツ教室につきましては今回はじめてとなりますが女

性部で企画したスポーツ教室を開催いたしました。エアロビヨガを部会として行っていただきました。その他

にも運営協力としてカーター記念黒部名水マラソンの運営協力を行っていただいております。評価でござ

いますが各委員のみなさんが資質向上のために積極的に取り組んでいただいているということ、また市内

の各種スポーツイベント運営にも積極的に協力を頂いているということを鑑みまして目標を概ね達成してい

ると判断し総合評価を「Ａ」といたしました。 

続きまして 60 ページ目、個別事業の３番目、「総合型地域スポーツクラブの事業」でございます。総合型

地域スポーツクラブにつきましては市内において該当する団体が２つございます。１つは黒部スポーツファ

ミリー、もうひとつはＫＵスポーツクラブ will がありまして教室型のクラブとして様々な教室を展開していただ

いております。実績成果は記載どおりであります。結論としまして教室数は色々なニーズに対応しようという

ことで４つ教室を増やしておりますが会員数は昨年より 46 減ということで微減しております。この微減よりも

色々なことにチャレンジしているということを継続して取り組んでいく所存でもございますのでその点も含め

まして目標を現時点では概ね達成していると判断いたしまして総合評価を「Ａ」とさせていただきます。 

続きまして 61 ページ、「スポーツ講演会」でございます。毎年１回著名な講師をお招きまして講演会を開

催しております。平成 26年度におきましてはその年に全国高校サッカーで優勝されました富山第一高校サ

ッカー部の大塚監督をお招きいたしまして400名の方々にお運びを頂きました。この集まった数だけで評価

する訳ではございませんが、タイムリーな講師を選んでその場にお連れすることが出来たということが成果

の一つと捉えまして、目標を十分に達成し期待以上の成果が得られたと判断し昨年までこちらの評価は

「Ａ」でございましたが今回の評価を「ＡＡ」とさせていただきました。以上でございます。 

【内橋会長】 

ありがとうございました。只今説明がありました各個別事業について質問等ございませんでしょうか。よろ
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しくお願いします。 

【伊藤委員】 

59 ページのスポーツ教室、女性部企画のスポーツ教室を開催したというときに初めて開催したと言われ

ましたが女性部のスポーツ教室は毎年しております。今年も19日にラジオ体操の１級の先生をお招きしてイ

ベントを開催する予定になっております。去年はエアロビヨガ、その前はスポーツ教室になるかわかりませ

んがフラダンスの講習会や体育館の人を呼んでサークルでスポーツをするとかということを毎年やっており

ますので初めてではありません。 

【事務局（スポーツ課長）】 

すみませんでした。私どもとの捉え方の相違でした。去年がスティックリング、ワンバウンドバレーだけを

教室としてカウントしておりましたのでそのようにさせていただきます。 

【伊藤委員】 

よろしくお願いします。 

【会長】 

他にございませんか。 

【高本委員】 

私もこの講演を聞きに行って感動してきましたけど今年はどなたがこられるのでしょうか。 

もう終わりましたか。 

【事務局（スポーツ課長）】 

今年度は、来月の 10日、新市施行 10周年記念式典がある日の夜 18時半からです。元プロ野球選手の

金本さんを予定しています。広島、阪神と球団を渡られた方ですがプロ野球選手として連続試合出場の世

界記録を持っておられる方です。 

【内橋会長】 

他にございませんか。無いようですので評価について採決したいと思います。記載の通りの評価にご異

議ございませんか。ないようでございますので記載の通りの評価に決定したいと思います。次に７番「スポー

ツ施設の整備充実」、８番「競技力の向上」について説明お願いします。（62～65ページ） 

 

/⑦スポーツ施設の整備・充実 評価 

(1)スポーツ施設の整備・充実 Ａ 

/⑧競技力の向上  

(1)優秀スポーツクラブ育成補助 Ａ 

(2)出場派遣費・激励費 Ａ 

(3)選手強化 Ａ 

 

【事務局（スポーツ課長）】 

ご説明いたします。62 ページの「スポーツ施設の整備充実」の個別事業、「スポーツ施設の整備充実」に

ついてでございます。実績成果といたしまして総合体育センター、宇奈月体育センター、健康スポーツプラ

ザ、錬成館それぞれカッコ書きの実績について修繕等整備充実を図ってまいりました。利用者数は、25、26

年度ともに総合体育センター、宇奈月体育センター、健康スポーツプラザ、錬成館の合計と学校開放の数

を合計しており、平成25年度は402,760であります。これに対する26年度の集計が405,943でございます。

市総合体育センターにつきましては年度計画表を基に計画的に施設の補修を行い、利用者の皆さんに安

心して利用できる環境づくりに努めております。他の施設につきましても保守点検及び必要な修繕等を行っ

ております。結果といたしましてスポーツ施設の整備に伴いまして全体としての利用者数もわずかではあり

ますが増えておりますので昨年と同様に概ね目標を達成していると判断し総合評価を「Ａ」とさせていただき

ました。 

続きまして 63ページ「競技力の向上」の個別事業、「優秀スポーツクラブ育成補助」についてであります。

この育成補助は、KUROBE アクアフェアリーズが対象となっております。実績成果といたしまして昨年はＶ

サマーリーグに出場、北信越国技体育大会、本国体に出場はできませんでしたが、天皇杯皇后杯Ｖチャレ

ンジリーグにおいて記載の通りの成績をおさめております。点検評価としましては、昨年国体出場こそ逃し

ましたがＶチャレンジリーグでは一時２位につけるなど大変な活躍を見せていただきまして市内もそれ相応
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に盛り上げていただいたと思っております。またこういった競技そのものの成績のみならず市が主催するス

ポーツイベントへの参加協力等も積極的に行っていただいているところを評価いたしまして、昨年同様の

「Ａ」とさせていただきます。 

続きまして 64ページ(2)番の「出場派遣費、激励費」についてでございます。実績成果といたしまして全国

大会、ブロック大会出場派遣費激励費が、全国大会が 8,000 円、ブロック大会が 4,000 円で、高校生と一般

に関する激励費でございます。小中学生には派遣費として大会にかかる交通費、宿泊費を全て支給をさせ

ていただいております。またこれ以外に小中学生スポーツ振興資金としまして全国大会 5,000 円、ブロック

大会 3,000 円を小中学生には更に上乗せをして支給して派遣をしているところです。それと富山県民体育

大会の出場激励費につきましては激励費と合わせまして中学生には飲み物代300円を上乗せして計算をし

ております。点検評価でございますが全国大会、ブロック大会出場選手は減少しましたが全国大会で上位

入賞するなど中高生を中心に活躍していただいたと考えております。また県民体育大会におきましては参

加者数が若干減っておりますが２部一般の部では４位から３位ということで順位を上げております。全国大会、

ブロック大会出場選手は減少したということ、それに伴う実績額も減少傾向になってしまっていることから、評

価につきましては昨年の「ＡＡ」から「Ａ」といたしました。 

続きまして 65 ページ(3)の「選手強化」でございます。実績成果といたしましては富山県民体育大会の参

加競技種目への強化費支給として 559,000 円、富山県駅伝競走大会の選手団の強化練習会の補助金等と

して 175,000円を支出しているところでございます。点検評価でございますが県民体育大会については２部

一般の部において上位成績を常におさめているということでこのことが選手強化、補助の効果として表れて

いると考えております。もう一方の富山県駅伝競走大会についてですが残念ながら前年の８位から 11 位と

順位を下げておりますがこの点につきましては毎年選手層のこともあって上がったり下がったりすることもあ

りますが引き続き強化に努めたいと考えております。ということで順位は下がっておりますけど目標は概ね

達ししていると考えまして「Ａ」評価にしております。以上です。 

【内橋会長】 

只今説明にありました各個別事業について質問等ございませんか。ひとつ質問ですが激励費プラス、ドリ

ンク、一般の生徒となっておりますがこれは他の市町村とだいたい同等でしょうか。 

【事務局（スポーツ課長）】 

他の市町村はそこまで手厚くしていないということであります。各方面からの話を聞きましても、他の市町

村に見劣りしないということで、他市町村からはうらやましいという意見が聞かれます。 

【内橋会長】 

わかりました。他にございませんか。無いようですので評価について採決したいと思います。すべてＡ評

価となっておりますが記載の通りの評価にご異議ありませんか。無いようですので記載の評価に決定したい

と思います。次に９番目、「スポーツを通じた地域振興」について説明お願いいたします。（66～68ページ） 

 

/⑨スポーツを通じた地域振興 評価 

(1)カーター記念黒部名水マラソン ＡＡ 

(2)Ｖチャレンジリーグ黒部大会 Ａ 

(3)国体記念アーチェリー大会 Ａ 

 

【事務局（スポーツ課長）】 

では、66 ページをお願いいたします。「スポーツを通じた地域振興」の個別事業の 1 番目、「カーター記

念黒部名水マラソン」でございます。実績成果でございますが、平成 27 年３月の北陸新幹線開業を記念い

たしまして、平成 26 年度に“ハーフマラソン”から“フルマラソン”へと種別をさらにステップアップいたしまし

た。これによりまして全国から 8,000名を超えるランナーの方にお越しいただきまして 2,510名のボランティ

アスタッフ、沿道から温かい声援を頂いた市民の皆様方によりまして市民が一体となり大会を盛り上げること

ができたというふうに考えております。このことに関する点検評価でございますがこの時点におきましては県

内唯一のフルマラソンとして県内のみならず全国各地からも参加いただきました。また今回の大会におきま

しては県外の参加者の増加が顕著でありましたし、大会を通じ黒部市を大きくＰＲできました。また大会後の

アンケート等によりますと参加した皆さんからも大変好評な印象を頂いたということもありましてこのことに関

しては成果を上げたものと考えております。目標を十分に達成し期待以上の成果を得られたと判断しまして

「ＡＡ」と評価をさせていただきます。 
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２点目 67 ページの「Ｖチャレンジ黒部大会」でございます。KUROBE アクアフェアリーズが所属いたしま

すＶチャレンジリーグを開催いたしまして市民の皆様にトップレベルのスポーツを見ていただこうというもの

でございます。実績成果でございますが平成25年度までは２日間の１節のみを開催するのが通常でござい

ますが 26年度におきましては諸般の事情がございまして２節４日間ということで開催いたしました。これによ

りまして２月 21日が 1,050名、２月 22日も 1,050名、３月 14日は 1,100名、次の日は 1,200名という観客数

でございます。点検評価でございますが２回開催しておりますが市民の皆さんにトップレベルの競技を見て

いただいたということと地元のクラブチームが活躍されることに関して市民の皆さんからもその存在を身近に

感じていただいて親しみを持って応援していただくことができたのではないかと思います。これに基づきま

して総合評価は「Ａ」とさせていただきます。 

続きまして 68 ページ目、個別事業３番目の「国体記念アーチェリー大会」でございます。こちらの大会内

容につきましては 2000 年のとやま国体でアーチェリー競技を旧宇奈月町で開催したことを記念してそれ以

後継続して開催しております。実績成果につきましては 26年度におきましては選手 97名、役員 50名の合

計147名の皆さんに参加を頂いております。点検評価につきましてはアーチェリーの大会におきまして参加

者数100名を超える大会というのは北陸地区の中では最大級の大会であり、安定して維持運営しているとい

うところを踏まえまして、目標を概ね達成していると判断いたし「Ａ」評価とさせていただきます。以上です。 

【内橋会長】 

ありがとうございました。只今説明がありました各個別事業について質問等ございませんでしょうか。よろ

しくお願いします。 

【伊藤委員】 

名水マラソンについてですがフルマラソンを走られていた方たちが言っておられたのが、給水でもらって

いたお水がすごく美味しかったと皆さんがおっしゃっていました。しかし戻ってきた体育館の給水していた

お水が途中で無くなって飲めなかったと、部分的なことでしょうけど多分ゴール地点のところがすぐになくな

ってコップはあるけどお水が出ないとかそういうのがあって残念と言う声を聞きました。受付をしていたときに

富山に宿泊施設を取ったという方が結構いらっしゃってもう少し上手に宿泊施設をアピールして、もっと黒部

市内で泊まっていただけるのではないかと思いました。やはり富山市から来るというのは時間がかかるしも

ったいないし、せっかく温泉地があって宿泊施設もあるのに泊まってもらえないのはなぜかなと思います。

せっかく新幹線も通って来年もっとと言われるのであれば特別な日の特別な価格とかそういったものを出す

とか、ネットで宿泊施設をアピールすれば、もっと黒部市に泊まって頂ける人達が増えると思います。それ

がリピーターになって普通の時も観光として来てもらえるのではないかと、その辺ももう少し考えていただけ

たらと思います。 

【事務局（スポーツ課長）】 

宿泊のことについてご提案いただきましたが、現実としては、宇奈月地区にも宿泊施設は飽和状態という

ことです。空いているのに泊まれないということであれば、考えていきたいのですが現実的には部屋が無い

という状況のため、魚津や富山に流れているところであります。その点につきましては宇奈月地区の旅館の

皆さんとも更に連携を深めながらこちらの方に部屋を多くとっていただけるような工夫をしていきたいと思っ

ております。 

【内橋会長】 

他にございませんか。 

【植木委員】 

全体を見渡して「Ｂ」という評価が２つしかありません。５段階ということを考えてみるとＡＡ、Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄで

すが並が２つということでこれは異常ではないかと思います。黒部市の自己満足があるのではないかという

気がします。ＡＡがたくさんありますが、もう一段階高い目標を持ってやっていかないと、全部自己満足の世

界で終わっているような気がします。黒部はなんて評価が甘いと言われても仕方がないと思います。これは

他市町村との比較をしながらやっていかないと自分達が去年より数が増えたからＡにすればいいとか、少し

減ったからＡＡからＡにするとかというところが見え隠れする。もう少し高い目標を立てないと、私から見たら

ＡＡばかりだと通信簿でいったら５ばかりではないかと。こういう評価は異常だと思います。謙虚に物事を見

ていかないと。もう少し頑張ったらＡＡがＡＡＡになるわけでもないでしょう。そういったものを自分達できち

んと見極めていかないと並が２つというのは自分に甘いと思います。 

【内橋会長】 

貴重な意見ありがとうございました。他にご意見ありますか。無いようでありますので記載の通りカーター

記念名水マラソンはＡＡ、チャレンジリーグ黒部大会はＡ、国体記念アーチェリー大会Ａにしたいと思いま
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す。ご異議ありませんか。なければこのように決定したいと思います。これで全事業の点検評価が終了した

わけでございますが前回から今回までを通じまして何か質問があったらよろしくお願いします。 

【髙本委員】 

名水マラソンの宿泊所について前から思っていたのですが、国体を開催したときに一般の民家にお泊め

したこともあると思いますが、なるべく黒部にお金を落とすようにして民泊を募集して私のところ泊めてもい

いよというようにしたらいいかなと思います。 

【事務局（スポーツ課長）】 

新幹線開業いたしまして金沢や五箇山で民泊に一生懸命取り組んでいらっしゃる地域もございますが、

一方で、保健所関係が民泊は避けてほしいということを言われている事情もあります。そのなかでどういった

ことができるか、民泊についても春から考えていたところではありますが、可能性は探っていきたいと思って

おります。 

【内橋会長】 

他にございませんか。無いようでありますので次第の４番その他、点検評価報告書今後のスケジュール等

事務の方から連絡をお願いいたします。 

【事務局（学校教育課長）】 

皆様には２回にわたり慎重に審議いただきましてありがとうございました。このご審議いただきました結果

につきましては事務局において再度精査をさせて頂いて来週９月 25 日に予定します定例教育委員会で教

育振興協議会からの答申案という形で提案させていただく運びにしております。そのあと学識経験者のご意

見を頂き、それを添付した上で黒部市議会の 12 月の定例会で報告することにしています。そのあと公表と

いうことでＨＰに掲載する予定でございます。 

【内橋会長】 

ありがとうございます。只今事務局から説明がありましたが、もしこれまでの間に修正等があった場合は皆

さんにお伺いすることが出来ませんので会長と事務局に一任させていただきたいと思いますがそれでよろ

しいでしょうか。 

それではそのようにさせていただきます。それではこれをもちまして第 29 回教育振興協議会を閉会させ

ていただきます。皆様には長時間にわたりご審議いただきどうもありがとうございました。大変お疲れ様でし

た。 

 

（閉会） 午後８時 38分 

 


