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第 31回黒部市教育振興協議会議事録 
 

 

１ 日 時  平成 28年６月８日（水）午後 7時00分～午後 8時 00分 

 

２ 場 所  黒部市役所 203 会議室 

 

３ 出席者  【委 員】 能登 政雄 （黒部市自治振興会連絡協議会） 

植木 眞人 （黒部商工会議所） 

細野 義隆 （黒部市農業協同組合） 

石川 春樹 （黒部市社会教育委員会） 

中野 得雄 （黒部市ＰＴＡ連絡協議会） 

岩井 芳生 （黒部市小学校長会長） 

尾村 国昭 （黒部市中学校長会長） 

中西 由美子（公募委員） 

<欠 席>  白川 正秋 （黒部市体育協会） 

<欠 席>  東山 正  （公募委員） 

 

【事務局】 国香 正稔 （教育長） 

御囲 泰晃 （教育部長） 

鍋谷 悟  （事務局次長・学校教育課長） 

金山 努  （学校教育課・学校教育班長） 

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31回黒部市教育振興協議会を開会します。初めに教育長から委嘱書を交付します。教育長が

皆さまのお席の前にまいりますので、ご起立いただき、お受け取りください。 

 

＜委嘱書交付 任期：平成 28年４月１日から平成 30年３月 31日＞  

 

なお、ご欠席の東山委員及び遅れておられる白川委員には、別途、事務局からお渡しします。 

 それでは次に教育長がご挨拶申し上げます。 

 

【事務局（教育長）】 

皆さん、こんばんは。午後７時になっても外はまだ明るい時期になってきました。皆さま方には、各団体の

重要な役割をしておられ、ご多用の中、お集まりいただきまして、誠にありがとうございます。 

さて、この教育振興協議会は平成20年度に発足しました。平成19年の法改正により、教育委員会は行っ

た取組みに対し、外部の方々から意見を聞きなさいということになりました。それを受けて発足したわけです。

教育委員会の事業は、事務局職員が一生懸命取り組んでいるところでありますが、思い込みなどが絶対に

ないとは言い切れませんので、外部の方々に点検していただくという趣旨です。そういった趣旨であります

ので、こちらからの説明が多くはなると思いますが、皆さまお一人お一人のご意見をぜひお聞きしたいと思

っております。年度につき４回程度の開催になるかと思います。皆さまには、お忙しい中ではありますが、お

力をお貸しいただきたいと思います。よろしくお願いします。 

 

【事務局（学校教育課長）】 

次に、新たな任期での、はじめての開催でありますので、恐縮ですが、お一人ずつ自己紹介していただ

きたいと思います。それでは能登委員から、よろしくお願いします。 

 

＜各委員及び事務局 自己紹介＞ 



~ 2 ~ 

 

【事務局（学校教育課長）】 

続きまして、会長の選任及び副会長の指名に移ります。協議会規程では、「会長は委員の互選により選任

し、副会長は会長が指名する。」となっております。なお、協議会には、学校現場の状況を把握するため小・

中学校長会の会長が参加しておりますが、当事者であるため、正副会長の対象外としたいと思います。そ

れでは会長をご推薦いただきたいと思います。 

 

【委員数名】 

事務局に一任いたします。 

 

【事務局（学校教育課長）】 

事務局に一任でよろしいでしょうか。 

 

【全委員】 

異議なし。 

 

【事務局（学校教育課長）】 

それでは事務局案を申し上げます。能登委員に会長職をお願いしたいと思いますが、よろしいでしょう

か。 

 

【全委員】 

 異議なし。 

 

【事務局（学校教育課長）】 

 ご異議なしとのことでありましたので、能登委員が会長に選任されました。恐れ入りますが、能登委員には

会長席にご移動願いまして、以降の進行をお願いしたいと思います。よろしくお願いします。 

 

【能登会長】 

今ほど、会長にご指名いただきました能登でございます。大変不慣れではございますが、円滑な会議の

進行に努めてまいります。皆さまのご協力をよろしくお願いいたします。 

では、副会長の指名についてですが、規程の第４条第２項により副会長は会長が指名することになって

おります。まだ来ておられませんが、白川委員を指名したいと思います。 

それでは、次第の５番、研修事項・報告事項に進みます。今期は、委員１０名中、私を含めまして８名が新

任でありますので、協議会の役割等について事務局から説明いただきたいと思います。資料がたくさんあり

ますので、資料１～４までと、資料５を分けて説明していただきます。よろしくお願いします。 

 

【事務局（課長補佐）】 

それでは事務局から説明させていただきます。今回は協議会の委員任期２年の最初の会合です。まず

は、本協議会の役割について説明いたします。資料１の１番、主な仕事についてです。（１）は、教育委員会

の事務の点検評価についてです。昨年度作成した点検評価を資料２として添付しております。今年度のも

のは、決算額が７月末ほどに決まりますので、そういった数値を反映しながら、事務局で作成することになり

ます。皆さま方には、事務局が自己評価し作成したものをご覧いただき、その評価が適正であるかなどをご

審議いただくことになります。このスケジュールについては、資料１の下部にありますとおり、第２回目と第３

回目を８月と９月にそれぞれ開催し、ご審議いただく予定です。かなりのページ数になりますので、８月で半

分、９月でもう半分といったような形でご審議いただく予定です。その後、教育委員会に答申し、確定してい

くことになります。最終的には、法律で広く市民に公開することになっておりますので、ホームページに掲載

及び教育委員会窓口設置します。また、各地区の公民館への配布及び市議会での報告もする予定です。

以上が（１）の教育委員会の事務の点検評価についてであります。 

次に（２）黒部市教育大綱・黒部市教育の方針についてですが、資料３をご覧ください。こちらは昨年度、

教育に関する法律が変わりまして、それぞれの自治体で教育大綱を定めなさいということになりました。昨

年度４月１日施行の法律です。資料３は、平成２７年度中に審議、作成し、今年の２月に完成したもので、今

後の本市教育行政は、これに基づき、進めていきます。この大綱の期間については、市の最上位計画であ
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る黒部市総合振興計画に準じることになっております。現在の総合振興計画の期間は平成２９年度末までと

なっておりますので、この大綱も同じく、平成２９年度末、つまり平成３０年３月までが期間となります。ですか

ら、この内容について本協議会でご審議いただくということはありません。実際にご審議いただくのは、この

大綱を基にした黒部市教育の方針です。 

資料４をご覧ください。黒部市教育の方針はタイトルに年度が記載されておりますとおり、毎年度、更新し

ております。資料４は今年度、２８年度の方針です。今後、皆さんには、２９年度の方針をご審議いただくこと

になります。審議の時期は２月頃の第４回を予定しております。 

 以上で、資料１（１）（２）、資料２～４の説明とさせていただきます。 

 

【能登会長】 

  ありがとうございました。事務局から昨年度作成したものを示しながら、説明いただきました。何か、ご意

見、ご質問等ありましたら、どなたからでもよろしいので、ご発言ください。 

皆さん、初めて目にするものですから、なかなか質問するのは、難しいかと思います。次回開催時までに、

一読しておくと良いですね。 

 

【事務局（課長補佐）】 

そうですね。事務の点検評価は、８月９月にご審議いただくわけですが、冊子は、かなりのボリュームがあ

りますので、少なくとも開催の２週間前には皆様に事前送付したいと思います。 

 

【石川委員】 

１つよろしいでしょうか。資料１の（３）にその他文化・スポーツに関することという項目がありますが、この項

目に関連して、最近、気になっていることがあります。それは、子どもへのしつけや規律といったことへの指

導が薄れてきていることです。しつけや規律をスポーツや体育を通して、学ばせてほしいと思っています。

そういったことを黒部の特色として、取り組んでいただきたい。 

 

【事務局（教育部長）】 

８月９月にご審議いただきます点検評価の中に、関連する項目がありますので、その際にご意見賜り、ご

審議いただきたいと思います。 

 

【能登会長】 

石川委員、よろしいですか。 

 

【石川委員】 

わかりました。 

 

【能登会長】 

 それでは、他にご意見もないようですので、続いて事務局から資料５の説明をお願いします。 

 

【事務局（課長補佐）】 

  はい。資料５をご覧ください。資料５は資料１の（３）その他の一例だと思ってください。今ほど、説明したと

おり本協議会の主なしごとは事務の点検評価と教育の方針の審議でありますが、その他、教育委員会で実

施している大きな事業を報告し、ご意見賜る場でもあります。その部分に属するものの１つが資料５でお示し

しました小中学校再編計画です。 

黒部市では、平成 24年 10月に策定しました黒部市立小中学校再編計画を進めており、計画期間は、平

成25年度から平成39年度までとなっております。この計画は、15年間の計画です。平成28年度は最初の

５年間の途中の年度です。最初の５年間は、前期計画として、主に小学校の統合を進めてまいりました。平

成 26 年度には旧東布施小学校と旧田家小学校の統合に伴い、たかせ小学校が開校しました。今年の４月

には、旧前沢小学校と旧三日市小学校が統合し、桜井小学校が開校しております。そういった意味では前

期計画の小学校統合は完了したことになります。 

次の平成３０年度から平成３５年度までの５年間は後期計画となっており、平成３２年度に市内４中学校を２

校にする計画です。現在は、この平成３２年度の中学校統合に向けた準備期間と考えていただければと思
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います。昨年度からは、市内１６自治振興会と１３小中学校のＰＴＡを対象に職員出前講座を活用し、中学校

統合に関する説明会を実施しております。すべての地区及びＰＴＡへの説明はまだ終わっておりませんが、

約半分から申込を受け、説明会を開催しました。これまでの説明会では、統合について、肯定的に理解い

ただいているものと感じております。 

計画の最後の５年間については、まだ具体的になっておりませんが、構想として、記載の小学校の統合

を想定しております。これらの学校は、今すぐ、緊急的に統合しなければならないという状況ではありません

が、将来的には統合を検討しなくてはならない学校です。 

 さて、次のページに中学校の統合について、組み合わせと使用する校舎を示してあります。１つ目が宇奈

月中学校と桜井中学校の統合です。この統合校の校舎は、現在の桜井中学校の位置になる計画です。現

在、桜井中学校では新築工事を進めておりまして、来年の７月には完成する予定で、この校舎を使用するこ

とになります。もう１つは、鷹施中学校と高志野中学校の統合です。校舎は現在の高志野中学校の校舎を使

用する予定です。高志野中学校の体育館は昨年度新築しまして、校舎については今後、統合に見合った

形での改築を予定しております。両統合とも、現在の中学校区を維持した形での統合を予定しております。 

 次に４ページをご覧ください。統合の時期と対象となる学年について示してあります。現在の小学3年生か

ら５年生が平成 32年度の統合時に中学校に在籍することになります。 

 ５ページをご覧ください。現在の中学校のクラス数と今後の見込みを記載してあります。宇奈月中学校は

現在 130名弱ですが、統合しなかった場合、平成 39年には７６人まで落ち込み、クラス数は各学年１クラス

になってしまいます。桜井中学校については、生徒数もクラス数も現在の状態を維持する予定です。鷹施、

高志野中については、現在のクラス数は９クラスずつですが、３９年には７と９クラスになります。クラス数とし

ては激減しておりませんが、生徒数でみると、高志野中では、６０人ほど減少することになります。 

 ６ページには、統合が必要なクラス数の目安を示しております。中学校で３学年合せての学級数が、３学

級以下は当然避けねばなりませんし、４～５学級もどこかの学年で１学級が生じており避けねばならない状

況です。また６～８学級の場合、中学校では教員は専門の教科を担当しておりますが、その配置に問題が

発生する状況になります。いずれの状況も統合を検討せねばならない状況です。 

 ７ページには、児童生徒数が減少した場合に発生する影響を記載しております。左下をご覧ください。運

動会や音楽会、中学校では部活動などの集団で行う活動は、人数が減少すると当然、支障が出てきます。

右下には男女数の偏りについて示しております。極端な例のように思われるかもしれませんが、このような

状況は現在の小学校でも既に発生しております。 

 次は８ページをご覧ください。統合によるメリットを記載しております。クラス数が多ければ、クラス替えも行

え、新たな人間関係を構築できます。しかし、小学校でも中学校でも学年１クラスの学校であった場合には、

計９年間、同じ人間関係の中で学校生活を過ごさねばならないことになります。 

 ９ページには、今年度の各中学校の部活動の設置状況を記載しております。人数が少ないと、当然、部活

動の選択肢が限られてきますので、統合により選択肢が充実するであろうことを示しております。 

 10 ページには、統合前の検討事項を記載しております。統合計画は、それぞれの学校を閉校した上で、

新しい学校が開校するというスタンスで進めております。ですから、新しい学校の名前や校章、校歌を決め

る必要があります。また制服、体操服もそれぞれの学校で違うものを使用しておりますので、どうするか検討

する必要があります。これらの検討事項は、市や教育委員会で一方的に決めるものではありません。保護者

や地区の皆さんのご意見をお聞きしながら決めていくことになります。仮称ではありますが、鷹施・高志野中

学校統合準備委員会、宇奈月・桜井中学校統合準備委員会といった２つの準備委員会を、保護者、地区、

学校の先生方を委員として設立し、話し合いを進めていきたいと考えております。これらの構成等について

は、小学校の統合準備委員会を参考にできると思っています。小学校は140年ほどの歴史がありますが、中

学校も 40～50 年の歴史がありまして、中学校の統合は誰もが初めて体験することでありますので、皆さまと

協力しながら進めてまいりたいと考えております。準備委員会は、統合の３年前である平成29年度を目途に

立ち上げたいと考えております。今年度中には、委員の推薦についてご相談する必要があります。 

次のページには統合の大きな課題であります通学対策について記載しております。統合後も現在通学し

ている学校の場所に引き続き通学する生徒の皆さんは、現在と同様の手段で通学することになりますが、鷹

施・高志野中学校の統合では鷹施中学校校区、宇奈月・桜井中学校の統合では宇奈月中学校区の皆さん

が、統合後に現在以上の距離を通学することになります。それらの中で、自転車通学が困難なエリアには、

遠距離通学対策を講じることになります。現在、中学校では、東布施地区のバス通学、宇奈月の一部地区で

電車通学を講じておりますが、統合後はこの対象地域が拡大することになります。通学対策の目的は、通学

時間の平準化です。対策を講じる際には、期間を冬期期間に限定するか、電車を利用するか、バスを利用
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するか、といったことを検討する必要があります。また、学校統合は教育委員会で担当しておりますが、通学

に使う道路の整備は、建設課などで整備する必要がありますし、電車通学などは地鉄さんとの協議が必要

になります。教育委員会だけでなく、市全体として取り組んでいく必要があるということです。 

 13、14 ページには、自転車通学のイメージを記載しております。上が現在の状況、下が統合後の状況を

示しています。黄色の円の中が新たな通学経路となりますので、この区間の安全対策を検討しなくてはなり

ません。ただし、新しい道を作るのは時間がかかりますので、既存道路を利用することを基本とし、その道路

の安全対策を検討していく方針であります。 

 最後のページをご覧ください。遠距離通学対策の考え方を記載しております。まず、対象の条件は、統合

により、通学距離が長くなる地域であることです。具体的には、東布施地区、田家地区、宇奈月エリアと石田

地区の一部になります。石田地区の立野、岡、堀切などは、現在通学している鷹施中学校までの距離と高

志野中学校までの距離が同等であるため、遠距離通学対策の対象外とし、石田地区の一部という表記にし

ています。手段はバス又は電車になります。期間は、通年もしくは冬期間です。 

そして、遠距離通学対策を考える上で、もっとも大事なことは境界線の設定です。設定にあたっては１つ

目として国の基準、２つ目として目安となる線、３つ目として地域的条件など、これらの３つを併せて考えて

いくことが大切です。 

１つ目の国の基準は、概ね６ｋｍを超える地域が通年の通年対策のエリア、概ね３ｋｍ以上６ｋｍ未満の地

域が冬期間の通学対策エリアとしています。時間は概ね 1時間以内となっています。距離も時間も概ねとな

っているのは、実際に通る道により距離や時間、状況などが異なりますので、概ねと記載されております。時

間については、徒歩でも自転車でも、バス、電車でも概ね１時間以内には学校につくべきだという考え方で

す。 

2 つ目の目安となる線ですが、一定の幅のある道路、河川、水路、線路といったある程度の幅のある線で

境界を設定したいと考えています。細い道などであると、道向かい同士で不公平感が生じやすくなるからで

す。また、通学の進行方向に可能な限り垂直な線、地域全体を横断する線を設定したいと考えています。斜

めに線を引くと、距離が近いのに乗れる人、距離が遠くても乗れない人などが生じやすくなるからです。以

上を考慮し、合理的、現実的、より公平な線を設定したいと考えております。 

最後の３つ目、加味すべき地理的条件ですが、例えば線路を横断するためには踏み切りまで遠回りしな

くてはいけない、河川が通っており橋まで遠回りしなくてはいけないといった条件です。また、宇奈月エリア

においては、現在の桜井中学校から中央公民館まで標高差で 70ｍほどあります。ビルであれば 20階相当

です。そういったことを加味して検討したいと考えております。遠距離通学対策の検討にあたっては、国の

基準だけでなく、地域の実情を加味し独自に判断してまいります。 

以上、こういった説明を自治振興会やＰＴＡに対し、地域ごとに資料も少し変えまして、現在説明している

ところであります。まだ未実施の地区については、申込みがあり次第、実施していく予定です。新しい委員も

おられますので、中学校統合について少し詳しく説明させていただきました。以上です。 

 

【能登会長】 

 丁寧な説明、ありがとうございました。今ほどの説明に対し、ご意見ご質問等ありましたらお願いします。 

 

【中野委員】 

 私は前沢・三日市小学校の統合の際に、準備委員会の委員を務めまして、その際にも事務局の皆さんに

はお願いいたしましたが、説明会では１本化した説明をしていただきたいと思います。説明の内容としては

１本化した説明をされているのかもしれませんが、受け手側の思いによっては、違う受け取り方をされる場合

もありますので、そのあたりを意識した説明をしていただきたい。最初にボタンを掛け違えると、最終的には、

取り返しのつかないことになることもあります。小学校の統合で私が感じたことであります。教育委員会には、

このデリケートな部分を考慮し、慎重に説明していってください。 

 

【事務局（御囲部長）】 

 例えばＡ地区とＢ地区で異なった受け取り方をすると、準備委員会を設立する際の大きな支障になるよと

いうアドバイスでありました。反省も踏まえまして、気をつけながら説明していきたいと思います。 
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【能登会長】 

 中野さん、よろしいですか。 

【中野委員】 

 はい。よろしくお願いします。 

 

【能登会長】 

 その他、ありますでしょうか。 

 無いようですので、次第の６番、その他に進みます。事務局から何かありますか。 

 

【事務局（神保補佐）】 

 特にありません。 

 

【能登会長】 

 それでは黒部市教育振興協議会を閉会いたします。ご苦労様でした。 


