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第 30回黒部市教育振興協議会議事録 
 

 

１ 日 時  平成 28年２月 16日（火）午後 7時 00分～午後 8時 15分 

２ 場 所  黒部市役所 301 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） 

<欠> 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） 

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） 

<欠> 宮崎 幸子 （黒部市農業協同組合） 

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） 

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）】 

只今より第 30回黒部市教育振興協議会を始めます。本日は髙本副会長さん、宮崎委員さんは都合により

欠席されるというご連絡をいただいております。初めに開会に際して能澤教育長がご挨拶を申し上げます。 

 

【事務局（能澤教育長）】 

皆さんこんばんは。本日は今年度３回目となります、黒部市教育振興協議会を開催させていただきました

が、委員の皆さんには、大変ご多用の中、そしてお疲れのところ、お集まりいただきまして誠にありがとうご

ざいます。また、日頃から本市教育行政に対して温かなご支援、ご理解を賜っておりますことを感謝申し上

げたいと思います。さて、本日の協議でございますが、次第にもありますように、協議事項１点、報告事項２

点でございます。まず、協議事項の「平成 28 年度黒部市教育の方針（案）について」でございますが、これ

は毎年度策定しているものでありますが、昨年委員の皆様にご審議いただきました平成26年度教育委員会

事務の点検評価を踏まえまして、教育の方針を策定した次第でございます。いわゆる PDCA のサイクルに

則って策定をしております。この後、説明をさせていただきますが、皆様の忌憚無いご意見を伺いたいと思

っております。それから、報告事項の１つ目、「教育の大綱」についてでございますが、ご存知のように、昨

年４月の地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部の改正に伴って、市長と教育委員会が主催す

る総合教育会議において大綱の策定が義務付けされているものでございまして、ここまで１年かけて協議し

てきたものでございまして、黒部市としては初めて策定する大綱でございます。この大綱の位置づけですが、

黒部市の１番上位の計画で、総合振興計画というものがございます。そして、今ほど申し上げました、教育

の方針があるわけですが、この大綱は総合振興計画と教育の方針の中間に位置付けるというものでござい

ます。今日報告させていただきまして、今月末に開催します教育委員会で正式に決定される予定となって

おります。 

それからもう１つの報告事項ですが、小中学校の再編でございます。お陰様でこの４月から前沢小学校と
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三日市小学校が統合した桜井小学校が開校することになりました。資料にもとづきまして今後の予定につい

てご報告をさせていただきたいと思います。もう１点、中学校につきましては平成 32 年ということですから、

あと４年になりました。今年度につきましては、PTA と各地区振興会を対象に出前講座と称して、いわゆる説

明会を開催をしてきております。現在 10地区まで開催しております。まだまだ開催していない地区もござい

ますが順次進めてまいりたいと思います。説明会を通して、ご意見やご質問をいただいております。そうい

ったことについても後ほど尐し報告をさせていただきたいと思っております。今日はそのような内容でござい

ますが、委員の皆様の忌憚無いご意見を賜りますようお願い申し上げまして、簡単ではございますが、ご挨

拶とさせていただきます。宜しくお願いいたします。 

 

【事務局（学校教育課長）】 

続きまして、内橋会長からご挨拶をお願いしたいと思います。宜しくお願いいたします。 

 

【内橋会長】 

皆さんこんばんは。先週は春一番の風が吹いたということで、安心していましたところ、急に天候が一変し

まして、私が住んでおります愛本地区では除雪車も出た次第でございます。そういった中、皆様には大変

お忙しいところ、ご出席を賜り、ありがとうございます。先週、学校だよりが家に届けられたことで感心したこと

が２つございました。本来なら、いつもポストの中に入ってくるのですが、去年あたりからその生徒さんは必

ずブザーが鳴って、対面して「学校だよりが出来ましたので、読んでください」と、手渡しでした。なかなかこ

れは出来ないことでありまして、私等が子どもに教えられているな、という思いでございます。もう１つはこの

中に書いてあったこと、ここにも書いてありますが、「学ぶ意欲」ということについて懇々と書いてありまして、

私も校長先生の話と同感でありまして、教育とは学校で詰め込みながら押さえ込みながら勉強するしかない

ですが、なぜ勉強しなければならないのかということが書いてありました。私も本当に苦手な、関数なんかは

ガメ暗記でございましたが、世の中に出て、物を造って設計する時に「こんな時に計算式って必要なんだ」と

初めて分かりました。むしろ、世の中に出て、生涯学習として学校より勉強した記憶がございます。ということ

で、今回もたくさんのことが書いてありますが、平成 28 年度黒部市教育の基本方針の大事な審議でござい

ますので、皆さんの忌憚の無いご意見をお受けし、円滑な進行に努めたいと思いますので、宜しく協力の

程、お願いいたします。 

 

【事務局（学校教育課長）】 

ありがとうございました。それでは会議に移らさせていただきますが、資料の確認をさせていただきたいと

思います。レジュメの他、資料１：黒部市教育の方針の新旧対照表、資料２：黒部市教育大綱（案）、資料３：

前沢・三日市小学校統合準備だよりです。それではこの後の進行は会長さんにお願いしたいと思います。

お願いいたします。 

 

【内橋会長】 

それでは早速ではございますが、会議次第に基づきまして、議事を進行してまいりたいと思います。委員

の皆様のご協力をお願い申し上げます。まず、協議事項の平成28年度黒部市教育の方針 についてであり

ますが、内容につきましては、事前配布されておりますので、説明は一括してお願いします。 

 

【事務局（学校教育課長）】 

資料１をご覧いただきたいと思います。この方針（案）は、去る１月26日に開催されました定例教育委員会

において、黒部市教育振興協議会に対し諮問することが決定されております。 

このことから、本日皆様にお集まりいただき、修正すべき点があれば修正して教育委員会に答申したいと

考えております。その答申を受けまして、２月の定例教育委員会で最終決定の運びとなります。教育の方針

は黒部市民憲章の精神のもと、家庭、学校、地域社会がそれぞれの役割を果たし、一体となって教育施策

を推進するための基本方針であります。この方針を踏まえて教育振興協議会の皆様の事務の点検評価を受

けながら教育施策を進めさせていただいております。なお、平成 28 年度の教育の方針につきましては、２

月26日に開催されます総合教育会議において策定予定の「黒部市教育大綱」との整合性を図っております。

内容については見やすくするため、項目に番号をつけるなどの見直しもしております。基本的には平成 27

年度と大きな変更はありませんが、小中学校長会のご意見も参考にしながら、定例教育委員会で協議の上、

今回提案をさせていただいております。それでは担当課長から説明いたします。 
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【事務局（生涯学習課長）】 

それでは大項目Ⅰ．人間性の基礎を培う家庭地域教育でございます。施策分野は１．家庭、２．地域の２

項目でございます。 

１．家庭の内容 につきましては、平成 27年度と変更はございません。 

２．地域 （１）につきましては、「幼児・児童・生徒」と称した総称を「子ども」に称することに統一することとし、

記載のとおり修正しております。（２）につきましては、文章を整理して、「保育所、こども園、幼稚園」という表

現は、「幼稚園、こども園、保育所」に統一することとして、記載のとおりといたしました。 

 

【事務局（学校教育課長）】 

続きまして、大項目「Ⅱ. 心身ともに健康で学ぶ意欲を育てる学校教育」でございます。施策分野で 10項

目でございます。四角く囲ってありますように、まず、文言を整理させていただきました。 

・｢こども園｣「幼稚園」や｢（園）｣は､『幼稚園、こども園』に統一。 

・「児童・生徒」は、小学生と中学生を対象とする場合。 

・「幼児・児童・生徒」は、保育園児、幼稚園児、こども園児も対象とする場合。 

・「児童生徒数」は、一つの名詞として「児童」と「生徒」の間に「・」を入れない。 

・施設名を列挙するときは、「学校」⇒「幼稚園」⇒「こども園」⇒「保育所」の順とし、子どもを列挙するときは、

「幼児」⇒「児童」⇒「生徒」としている。 

ということで、整理をさせていただいております。 

「１．学校、幼稚園、こども園等の円滑な運営」につきましては、学校、幼稚園、こども園の文言に整理をし

て、内容については教師のバイブルとも呼ばれております「幼・小・中学校教育指導の重点」の指導書の表

現に合わせて「創意工夫のある教育活動」を「創意工夫を生かした教育活動」に改めております。 

「２．確かな学力」については統一的な文言としたことから、（４）「児童・生徒誰もが」を「児童生徒が」に改

めております。 

「３．国際化教育」については「魅力的なプログラム」を何のプログラムか分かるように「魅力的な教育プロ

グラム」と改めております。 

「４．特別支援教育」（１）については「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」と記載がありますが、教育が重複した表現であることから、「特別な支援が必要な幼児・児童・生徒への

教育を推進するため」と記載し、教育的を削除しております。（２）については記載のとおり、特別支援教育を

生かすことに重きをおいた表現に文章を整理しております。 

「５．心の教育」、「６．読書・情報教育」、「７．キャリア教育」、「８．健康・体力」までは平成 27 年度と変更は

ありません。 

「９．安全」については、統一的な文言としたところから、「学校・こども園・幼稚園等」を「学校・幼稚園・こど

も園」と改めたところです。 

「10．教育環境の整備」では、（１）の「小中学校施設」を「学校施設」に改めています。（２）につきましては、

記載のとおり「教育環境の中でたくましく育つように」の後の内容を記載のとおり修正し、文章を整理しており

ます。 

 

【事務局（生涯学習課長）】 

続きまして、大項目「Ⅲ．生きがいと心身の健康を支援するスポーツ及び社会教育」でございます。施策

の分野は最後のページになりますが、「10.健やかな子どもの育成とスポーツの充実」を追加し、10 項目とい

たしました。それでは戻りまして、 

「１．生涯学習機会の提供」については、平成 27年度と変更はございません。 

「２．青尐年の健全育成」の「（２）自然や科学への興味・関心を育てる」につきましては、吉田科学館の有

効活用が求められており、新たに追加しております。内容につきましては、記載のとおりでございます。 

「３．女性活動事業の推進」については、平成 27年度と変更はございません。 

「４．市民文化活動の推進」については、「（１）文化・芸術」という表現は「芸術文化」という表現に統一する

こととして、記載のとおり整理しております。「（３）美術館、吉田科学館の企画事業の充実を図る ～芸術文

化・科学教育の充実～」につきましては、芸術文化教育の充実が求められていることから、新たに追加いた

しました。内容につきましては、記載のとおりでございます。 
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「５．文化遺産及び自然遺産の保護活用」については、立山黒部ジオパークの取組が新たに加わったこと

から、見直しを「文化遺産の保護・継承」としていたものを「文化遺産及び自然遺産の保護活用」と改めました。

内容については、「立山・黒部の世界文化遺産登録を目指す取組を継続する」を削除し、新たに「（２）立山

黒部ジオパーク事業を推進する ～世界認定に向けた取組の推進～」を追加いたしました。内容について

は記載のとおりでございます。 

 

【事務局（スポーツ課長）】 

それでは続きまして、資料最終ページ、１番上のところをご覧いただきたいと思います。 

「６．市民ひとり１スポーツの推進」 

「７．スポーツ施設の整備・充実」 

「８．競技力の向上」の「クラブチーム等へ」の部分の接続詞を「クラブチーム等と」に変更した以外は、６～

８で大幅な変更点はございません。 

「９．スポーツを通じた地域振興」につきましては、「新幹線の開業を契機として更なる」という文言が入っ

ておりましたが、新幹線が開業いたしましたので、「スポーツを通じた地域の活性化を図る」という文言に変

更しております。 

「10.健やかな子どもの育成とスポーツの充実」についてでございます。この点につきましては、運動、ス

ポーツ好きの子どもたちの育成、あるいは体育・運動・部活動を行うための環境整備の必要性から新たに今

年度から１項目を追加したものでございます。１点目は「（１）体力つくり、運動習慣化を推進する ～運動・ス

ポーツ好きの育成～」内容については記載のとおりでございます。２点目は「（２）子どもたちのスポーツクラ

ブ・運動部等の充実を図る」としております。内容についても記載のとおりでございます。 

以上、スポーツ課の変更点について説明申し上げました。 

 

【内橋会長】 

ありがとうございました。只今説明のありました平成28年度黒部市教育の方針の各項目について、再度説

明がありましたが、これらについて質問ありましたらお願いします。 

 

【伊藤委員】 

すごく小さなことですが、大きい４があって、（１）があって、小さい「・」がある形で並んでいるのですが、文

章の中に「児童・生徒」とか「・」が入ってくると、一番最初に「・」があって、次にまた暫くしたらすぐに「・」がく

る、例えばⅡ-４-（２）、Ⅱ-５-（３）は見やすいのか見づらいのか、尐しどうなんだろう、という部分がありま

す。 

 

【事務局（学校教育課）】 

おっしゃるとおりだと思います。分かりやすいような表示にしたいと思います。 

 

【内橋会長】 

よろしくお願いします。他にございませんか。 

 

【熊野委員】 

中身ではないですが、同じ表記上の、アラビア数字があって、その次に算用数字があって、「１．」「２．」と

ありますね。算用数字のあとの「.」は不要ですよね。全部入っているので。 

 

【川上委員】 

黒部市の教育大綱には一切入っていませんので、こちらの方が普通だと思います。 

 

【事務局（学校教育課長）】 

分かりました。おっしゃるような形で改めたいと思います。 

 

【内橋会長】 

よろしくお願いします。他によろしいですか。 
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【朝倉委員】 

すごく吟味されて作成されたというのは分かるのですが、１つ聞いてもいいでしょうか。Ⅱ-１-（２）開かれ

た学校と書いて、園を消してありますよね。そして幼稚園、こども園と列記されていますよね。それはいいの

ですが、その次に「学校評価等」と記載があり、「園」が消されていますよね。この「園」を消されたわけが尐し

分からないのですけれども。学校評価の中に園評価も混ざっているということでよいですか。 

 

【事務局（学校教育課長）】 

学校評価等とあり、そこに含む形にさせていただきました。 

 

【朝倉委員】 

分かりました。学校評価ほどでは無いですけれども、園評価ということで保護者アンケートをとったり、職

員のアンケートをとったりしていると思います。それをどのように返しているかというところまでは、今現在分

かりかねますが、やっているということを教えてあげるというか、知らせる意味があってもいいのかなと思いま

した。 

 

【伊藤委員】 

評価等の「等」は「評価」に係っているのではないですか。 

 

【内橋会長】 

上の方は「学校・幼稚園・こども園」と具体的に書いてありますよね。 

 

【事務局（学校教育課長）】 

学校評価・園評価という意味で「等」を表記させていただいたのですが、「学校等評価」の方がよろしいで

しょうか。 

 

【朝倉委員】 

今まではこうだったのですよね。 

 

【事務局（学校教育課長）】 

今までは「学校（園）評価の活用」でしたが、統一的な表現にしたいということで、「開かれた学校(園) 、幼

稚園、こども園づくりを推進する」というような形で「学校評価等の活用と連携」とさせていただいたのですが、

「学校等評価」がいいのか、「学校評価等」がよいのか、どのような表現がよいかというご質問だと思います。 

 

【内橋会長】 

これは難しいですね。要するに「園」というのは統一するから「園」をやめたということですよね。「等」がど

こにくるかということですが。 

 

【朝倉委員】 

含まれたというのであれば、それでいいですけれども。この部分はそれを消さないで、「学校（園）評価等

の活用と連携」ということにしてもらったら分かりやすいと思います。大きく含まれるとおっしゃられれば、そ

れでいいのかもしれませんが。 

 

【川上委員】 

教育現場では「学校評価」という言い方が定着しています。「園評価」という言い方が定着しているのであ

れば、２つ目の「園」は残しておいた方が、「学校評価」も「園評価」も併記してもよいと思います。 

 

【伊藤委員】 

学校評価の中に園の評価も含まれるということが、知らない人が見ても分かればいいですけど、多分これ

だと学校評価だけしか分からないような気がします。朝倉委員が言われたように園の評価もきちんとやって、

それを生かしていろんなことをやっているのにと現場の声がもし出てくるようであれば、きちんと表記した方

が良いと思います。私は特に学校評価とか園評価という言葉は知らない人の部類ですが、この表現の中に
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「園」は入っているということが分かる人の方が尐ないと思います。 

 

【内橋会長】 

（２）を見ていますと、一番上に「開かれた学校・幼稚園、こども園」と入っているから、これは開かれた学校、

幼稚園、こども園ということで、これは分かります。次へいくと「学校等の」と省略してあるものですから、尐し

分かりにくいということだと思います。 

 

【朝倉委員】 

この文は続いているんですよね。「園」を２つとも生かしていただければ、文も続くと思います。 

 

【伊藤委員】 

「学校評価」が単語なので、評価だけにするわけにはいかないですよね。評価等ではだめですよね。 

 

【熊野委員】 

これはどちらも分かりますが、「学校評価」、「幼稚園評価」、「こども園評価」というのがあって、それを代表

して「学校評価等」と書いてあると読めます。そういうように捉えれば、簡潔にしなければならないということで、

苦慮されているのはよく分かりますし、そのように捉えれば、このままでもいいのかなという感じもします。 

 

【事務局（学校教育課長）】 

１つ提案させていただいてもよろしいですか。見出しの方はそのままにさせていただいて、中身の中で

「学校評価・園評価を生かし」と、そこで直したら分かるのではないかと思うのですがいかがでしょうか。 

 

【内橋会長】 

「等」をやめて両方書くということですね。みなさんよろしいですか。（一同了承） 

では、そのようにしたいと思います。よろしくお願いします。その他ありますか。 

 

【川上委員】 

小学校の立場で、「２ 確かな学力」の「（４）学習規律の確立」とあります。学習規律とは先生が授業をしや

すくするためにあるものだと勘違いしている人がたくさんいるのですが、実はそうではなくて、子どもたちが

安心して授業を受けられるようにするための学習規律なのです。何を言いたいかと言いますと、下にいくつ

か具体的に書いてありますが、「鉛筆の持ち方」は中山前教育長がぜひ進めて欲しいということで、記載さ

れております。あと「返事」、「発言の仕方」、「ノートの使い方」、「話合いの仕方」となっております。そこで、

私の学校で大事にしていることがありまして、ここに記載されていないものが一つあります。それは、「聞き

方」と「姿勢」です。もし入れてもらえるのであれば、「聞き方」と「姿勢」を入れてもらいたい。これは多分どこ

の学校でも子どもたちの約束事としてきっと大なり小なりやっていることだと思います。小学校低学年だと「背

中をピンッ」、何かそういう言い方で座り方をいつも指導しています。 

 

【事務局（学校教育課長）】 

わかりました。こちらの意図とすれば、「話合いの仕方など」の中に「聞き方」も含まれるということで思って

いたのですが、表に出したいと思います。「話合いの仕方、聞き方、姿勢、返事などの学習規律の確立に努

める」というようにさせていただいてもよろしいですか。 

 

【内橋会長】 

皆さんよろしいですか。（一同了承） 

それではよろしくお願いします。他にありますか。 

 

【植木委員】 

Ⅲ-４-（３）美術館、吉田科学館の企画事業の充実を図る ～芸術文化・科学教育の充実～ と改めて入

ってきているのですが、違った見方をすると、今まで何もやってこなかった言い訳みたいな文章にも見えま

す。「充実を図る」というのは、確かに利用してもらうというのは非常に大事なことですが、もう尐し表現の仕方、



~ 7 ~ 

 

ここに美術館、吉田科学館と入れるのであれば、もう尐し表現を変えた方がよいと思います。それともう１つ

立山黒部ジオパークを推進するのは、黒部だけではなく、富山県でもやっていることなんですよね。立山黒

部ジオパーク協会というので私の方にもおいでになられましたけれども、これはどういう団体なのですか。 

黒部単独でやっているのか富山県と一緒にやっているのか、わかりづらいことがたくさんありまして、その

あたりも尐しお尋ねをしたいのですが。 

 

【事務局（生涯学習課長）】 

まず、美術館、吉田科学館について、今まで何もしてこなかったのかというご意見でありますが、決してそ

ういうことではございません。具体的に施設名を表記しながら、更に充実を図っていくということであります。 

やはり、施設が充実するだけでなく企画事業について、さらに力を入れる、もっと工夫しながら芸術、科学

活動を振興していくといった意味合いで表現させていただいております。 

 

【植木委員】 

更なる充実を図るという意味は分かるのですけれども、さっき言ったように「今まで何もしてこなかったの

ではないか」と受け取れます。改めてこういうことをしますという話に聞こえますので、表現の仕方を変えたら

どうですかと言っているのです。 

 

【事務局（生涯学習課長）】 

企画事業の更なる充実を図るといったようなことです。 

 

【事務局（教育部長）】 

吉田科学館ですけれども、現在プラネタリウムのリニューアルをやっております。４月には完成する予定

ですが、今までよりも吉田科学館を全面的に出していきたいということが趣旨の１つにありまして、頭出しをし

ていこうということでこのような記載としております。 

 

【植木委員】 

表現の仕方を変えていただきたい。ジオパークについてはどうなんですか。 

 

【事務局（生涯学習課長）】 

ジオパークにつきましては、富山市から朝日町までの間の９自治体で支援しております。もちろん富山市

も加わっているわけですが、黒部市もこういったことを取り組んでいるということで挙げさせていただいたとこ

ろでございます。 

 

【内橋会長】 

いいですか。 

 

【植木委員】 

ジオパークの認定は取り消される場合はありますか。 

 

【事務局（生涯学習課長）】 

日本ジオパークの認定を受けているわけですが、４年に１度、再認定の審査がございます。 

 

【内橋会長】 

よろしいですか。美術館、吉田科学館についてはかなり年数が経っておりますので、充実を図る、今まで

何をやっていたか、ではなくて、更なる企画をして充実を図るということでいいかと思います。ジオパークは

私とすれば、非常に注目を浴びていますので、なかなか理解されない方もおられますが、こういったものを

是非推進していただきたいという思いです。 

他にございませんか。 

 

【川上委員】 

１つお願いします。特別支援教育の方で、 



~ 8 ~ 

 

Ⅱ-４-（２）特別支援教育の視点を生かす ～学校・学年・学級運営や授業～ 

・学校・学年・学級運営及び授業づくりに、特別支援教育の視点を生かす。 

と書いてありますが、題目と下の文章がほとんど同じです。特別支援教育の視点として、１つか２つぐらい例

示した方が良いと思います。 

 

【内橋会長】 

方針でありますので、もう尐し具体的に書いた方がよいと思います。 

 

【事務局（学校教育班長）】 

分かりました。 

 

【内橋会長】 

他にございませんか。（質疑なし） 

無いようでありますので、これで教育の方針の審議は終わりたいと思います。この方針は、教育委員会か

らの諮問（案）ということであります。只今審議いただきました結果をもちまして、教育委員会に答申いたしま

す。宜しくお願いいたします。 

 

【事務局（教育部長）】 

修正箇所につきましては、会長さんに一任ということでよろしいでしょうか。。 

 

【内橋会長】 

それでよろしいでしょうか。（一同了承） 

それではよろしくお願いします。それでは次に移ります。（１）黒部市教育大綱 について説明願います。 

 

【事務局（学校教育課長）】 

資料２をご覧頂きたいと思います。昨年の４月１日に改正地方教育行政法が施行されております。教育に

関する予算の編成、執行、条例の提案などの権限を有している地方公共団体の長と教育行政を行う教育委

員会が意思疎通を図って民意を反映した教育行政の推進を図ることとされております。その手法の１つとし

て、市長と教育委員とで構成する総合教育会議を立ち上げて、教育の大綱の作成が義務付けられているも

のでございます。黒部市では昨年の８月 27日に第１回総合教育会議が開催されております。教育の大綱の

策定に向けて議論が交わされ、これまで２回の総合教育会議における協議の他、補助的な協議の場として、

５、６回の定例教育委員会議における議論も重ねてまいりました。本日提示しております教育の大綱（案）ま

で何とか固めることができております。これをもって２月 26日の第３回総合教育会議で黒部市教育の大綱が

策定される運びとなる予定です。本日は参考までにお示ししておりますが、内容について尐し触れさせて

いただきたいと思います。 

１ 大綱の策定 

記載のとおり、黒部市の教育、学術、文化及びスポーツの振興に関する総合的な施策についての方針を

定め、教育行政にかかる実情に即したものとしております。 

２ 大綱の位置づけ 

黒部市の最上位計画となります「総合振興計画」と本日ご審議いただきました「教育の方針」の中間的な

位置づけとさせていただいております。 

３ 大綱の対象期間 

第１次総合振興計画の期間と合わせて、対象の期間を平成27年度から平成29年度までの３ヵ年としてお

ります。以後、第２次総合振興計画の前期、後期に合わせた形で５年間、５年間という形で見直しを図りなが

ら進めてまいりたいということであります。 

４ 大綱の理念 

「未来の黒部を育む人づくり」としております。黒部市の教育の方針との整合性を図った大綱としたいと考

えておりまして、「人」と「教育」をキーワードとして、記載の５つの視点から人づくりを推進していこうとするも

のでございます。理念を達成するために人づくりの基本目標としては、教育の方針の各施策分野の項目と

連動させております。一応、この５番については教育の方針の各項目の部分を大綱として反映させていた

だいております。 
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【内橋会長】 

黒部市教育大綱についてご質問、ご意見がありましたら宜しくお願いいたします。（質疑なし） 

無いようでありますので、次に「前沢・三日市小学校統合協議の終了」についてお願いします。 

 

【事務局（学校教育課長）】 

お手元の資料３、前沢・三日市小学校統合準備委員会だよりをご覧いただきたいと思います。前沢小学

校と三日市小学校、平成 28年４月の統合に向けて、平成 26年２月 27日に統合準備委員会が立ち上げら

れてから総務、教務、生活、組織の４つの部会に分かれて校名、校歌、校章、校旗、教育計画、文書、備品、

学校の集金、PTA、児童クラブ、後援会、学童保育、生活のきまり、学校の指定区、通学など多岐に渡る事

項について検討・協議が行われてまいりました。この度、その調整が整ったところでございまして、先月、１

月 28 日には最終となります統合準備委員会が開催され、決定事項等について確認され、準備委員会が解

散されたところでございます。この後の日程と致しましては、両校では３月５日、６日に閉校式が行われます。

５日には前沢小学校、６日は三日市小学校で閉校式が行われます。４月１日から桜井小学校として開校しま

すが、６日に開校式が執り行なわれる予定となっております。 

それから、中学校の再編計画ですが、出前講座と称して、振興会、PTA 単位で、足を運んで説明をさせ

ていただいております。統合の３年前、平成 29 年度に統合準備委員会を立ち上げたいと考えております。

以上です。 

 

【内橋会長】 

只今「前沢・三日市小学校統合協議の終了」について、質問がありましたらお願いします。（質疑なし） 

無いようでありますので、最後に、「事務連絡」をお願いします。 

 

【事務局（学校教育課長補佐）】 

皆様お疲れさまでございました。本日は今年度最後の協議会ということでありまして、同時に今任期が３

月 31日までとなっておりますので、今任期におきましても最後の会議になりました。各種団体からご推薦い

ただいて、委員になられている皆さん方のお手元には、それぞれの団体の代表者の皆様方宛に発送いた

しました推薦依頼の写しを置いてございます。一応、本日付で依頼文を発送したところでございまして、今

年度中、３月 31日までにまた改めて委員を推薦いただくというお願いをしたところであります。それから、今

任期の間は朝倉委員、伊藤委員におきましては、公募委員ということで参画していただいておりまして、同じ

く任期としては今年度末で終了ということになりますけれども、一般公募委員につきましては、２月の広報く

ろべで既に募集を開始しております。それから併せて市のホームページの方でも募集をかけているところ

でございまして、こちらは応募期間が３月４日とさせていただいております。現状を申し上げますと、１名の

方が「応募用紙を下さい」ということで持っていかれた方がおられますが、提出はまだいただいておりません。

一応、そういった状況でございます。現在の一般公募委員でいらっしゃいます、朝倉委員、伊藤委員さんに

おきましても、再応募いただくことも支障はございませんので、よろしくお願いしたいと思います。 

 

【内橋会長】 

どうもありがとうございました。只今説明のありました事務連絡について、何かございますか。（質疑なし） 

無いようでございますので、以上で、本日の日程は、全て終了いたしました。今年最後の協議会ということ

で皆様方には、長時間にわたり、慎重ご審議いただきましてありがとうございました。これをもちまして、第30

回黒部市教育振興協議会を閉会します。ご苦労様でした。 

 


