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Ⅰ 平成20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19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19年度黒部市教育の方針」に掲げる教育目標及び施策に基づき、平成19年度 

  における教育委員会の運営及び事務事業の執行状況について点検評価を行う。 
 
 （2）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下記の学識経験者から、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。 

  【学識経験者】（任期：平成21年１月19日～平成22年３月31日） 

氏  名 職 業 等 

廣
ひろ

 瀬
せ

 裕
ひろ

 一
かず

 上越教育大学教職大学院教授 

川
かわ

 端
ばた

 康
やす

 夫
お

 黒部商工会議所会頭、川端鐵工株式会社代表取締役 

能
の

 登
と

 容
よう

 子
こ

 草月流富山県支部長、華道家 

 
 （3）議会への報告及び公表 

   点検評価の結果に関する報告書を作成し、これを議会に提出するとともに、教育 

  委員会等窓口での閲覧及び黒部市のホームページへの掲載等により公表する。 
 
 （4）スケジュール 

  ・１月23日 報告書素案作成開始（2/13まで各課で作成） 

  ・２月20日 報告書素案完成（学識経験者に送付） 

  ・２月24日 部内会議で検討（変更部分は学識経験者に直ちに報告） 

  ・２月24日 教育振興協議会で検討（〃） 

  ・２月26日 教育委員会で議決（〃） 

  ・３月６日 学識経験者の意見を報告書に掲載 

  ・３月19日 市議会提出（議長に提出、議員に配布、最終日全員協議会で説明） 

  ・３月19日 公表（窓口閲覧、ホームページ掲載等） 
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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20年３月31日現在） 

職名 氏名 年齢 性別 任期 役職 備考 

委員長 高
たか

 山
やま

 史
ふみ

 生
お

 66 男 
H18. 5.10 

～H20. 5. 9

H19. 5.10～ 

委員長 

非常勤 

委員長 

職務代理者 渕
ふち

 上
がみ

 一
くに

 知
はる

 52 男 
H18. 5.10 

～H21. 5. 9

 非常勤 

保護者 

委員 中
なか

 山
やま

 慶
けい

 一
いち

 62 男 
H18. 5.10 

～H22. 5. 9

 非常勤 

委員 庭
にわ

 田
た

 龍
りゅう

 祥
しょう

 61 男 
H19. 5.10 

～H23. 5. 9

 非常勤 

委員 

（教育長） 本
ほん

 多
だ

 省
しょう

 三
ぞう

 64 男 
H18. 5.10 

～H22. 5. 9

H18. 5.10～ 

教育長 

常勤 

 

（2）教育委員会の開催状況 

  ・開催回数  定例会12回、臨時会２回 

  ・審議件数  議案35件（可決35件）、報告24件、協議７件 

 

（3）教育委員会行政組織（網掛部分は教育機関） 

庶務係、施設係、学校教育係 

学校教育課 小学校（11校）、中学校（４校）、 

教育センター、幼稚園（４園） 

生涯学習係、女性青少年係、文化財係 

生涯学習課 

美術館、市立公民館（17館）、 

吉田科学館、歴史民俗資料館、 

郷土文化保存伝習館、働く婦人の家、 

勤労青少年ホーム、ふれあい交流館 

スポーツ振興係 

スポーツ健康課 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 

教育班  

図書館 奉仕係 

教育委員会 

（教育長） 
教育部長 

学校給食センター  
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２ 平成19年度黒部市教育の方針 
 

 黒部市は、「大自然のシンフォニー 文化・交流のまち黒部」の将来像のもと、教育による「人づく

り」を市政の基調とし、豊かで明るい市民生活とまちづくりを進める。 

 黒部市教育委員会では、国際化、高度情報化、環境問題及び少子高齢化等の急激な社会の変化に対

応して、市民一人一人が主体的に学び、生涯を通じて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ざす。  

 そのために、関係機関との緊密な連携のもと、学校・家庭・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。 

 

１ 人間性の基礎を培う家庭地域教育 

（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、「親学」をはじめとする家庭教育に

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ふれあい・交流の機会を多くする

よう努める。 

・やすらぎのある明るい家庭づくりができるよう、子育て支援体制の整備・充実に努める。 

（地域環境） 

・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、郷土の特色を生

かした自然体験や社会体験、ボランティア活動等の豊かな体験活動を地域ぐるみで推進する。 

・地域の幼児教育センターとして幼稚園等が子育て支援機能を発揮し、「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 

（学校・幼稚園等） 

・学校（園）評価を生かして、市民の信頼に応える開かれた学校・幼稚園づくりのため、家庭や地域

との連携を深める。 

・幼稚園・保育所、小学校、中学校が途切れのない一貫した教育を実現するため、参観や体験による

相互の交流を深める。 

（確かな学力） 

・自ら考え自ら学ぶことができる「確かな学力」を育成するため、各教科等において、基礎・基本の

確実な定着を図り、個々に応じた指導の充実に努める。 

（国際化教育） 

・英語による実践的コミュニケーション力の育成を図るため、「英会話科」では、楽しみながら、相手

を理解し、自分を表現する学習内容の充実に努める。 

・自国や郷土の文化伝統を尊重し、様々な文化をもつ人々と共に生き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。 

 (特別支援教育） 

・特別に支援が必要な幼児・児童・生徒への教育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、個々の実情に応じた適切な特別支援教育を推進する。 

（心の教育） 

・幼児・児童・生徒の自尊感情を高め、自己を律する能力を育成し、いじめや不登校を生まないため

に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。 

・人と自然を思い、感動する心をもった豊かな人間性を育むため、人間を尊重する道徳教育や自然に

親しむ教育の充実を図り、教育活動の全てにおいて「心の教育」を推進する。 

（読書・情報教育） 

・読書による豊かな感性や創造性を育み、適切な情報活用能力を培うため、市立図書館との連携のも

と、読書活動や情報機器を活用する学習を推進する。 

（キャリア教育） 

・児童生徒の一人一人が自己理解を深め、主体的に進路を選択できるよう、望ましい勤労観・職業観
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の育成に努める。 

（健康・体力） 

・心身ともに健康な生活を送る習慣の定着を図るため、学校給食活動等による食育と運動に親しみな

がら体力を培う体育を推進する。 

（安  全） 

・学校・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ともに幼児・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、交通安全や防犯に関する教

育をさらに推進する。 

 

３ 生きがいと心身の健康を支援する生涯学習 

（生涯学習機会の提供） 

・市民の多様な学習ニーズに応じ、自主的に学ぶことのできる生涯学習機会の提供に努める。 

・旧宇奈月地区４小学校跡地利用によるコミュニティセンターの整備を計画的に進める。 

・黒部市ふれあい交流館を開設し、芸術文化・スポーツ活動、自然体験学習や都市と農村の交流活動

等、地域住民の多様なニーズに応えられる運用を図る。 

（青少年の健全育成） 

・青少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少年の健全育成に努める。 

（女性活動事業の推進） 

・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、地域・企業・学校

等社会全体が連携して男女共同参画社会の実現に向けて普及啓発活動を推進する。 

（市民文化活動の推進） 

・市民が優れた文化・芸術を鑑賞し親しむ機会の充実に努めるとともに、市民が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。 

（文化遺産の保護・継承） 

・地域の伝統文化による地区の活性化を図るため、芸能・伝統行事等の保存伝承活動を支援するとと

もに、文化財の調査研究、市民への地域文化の普及に努める。 

（生涯スポーツ） 

・市民がそれぞれのライフスタイルに応じて、多様なスポーツを継続的に親しめるよう、地区のスポ

ーツ活動・大会の普及を図るとともに、総合型地域スポーツクラブを拡充し、｢市民ひとり1スポーツ｣

の一層の定着を図る。 

（競技力の向上） 

・各種競技力の向上を図るため、学校・地区・スポーツ団体との連携を密にし、クラブチーム等に対

する支援体制の強化を推進する。 

（体育施設の充実） 

・社会体育施設の環境整備を計画的に進めるとともに、利便向上のための情報ネットワーク化を推進

する。 

（大会開催による地域の活性化） 

・豊かなスポーツライフを楽しむ活力ある地域社会の実現のため、全国大会等、各種大会を開催し、

市内外の選手・観客との交流を通じて市民のスポーツへの一層の興味・関心を高める。 
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３ 教育委員会の事務事業の執行状況 
 

（1）人間性の基礎を培う家庭地域教育 
 
施策の項目 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、「親学」をはじ
めとする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ふれあい・交流

の機会を多くするよう努める。 

 やすらぎのある明るい家庭づくりができるよう、子育て支援体制の整備・充実に

努める。 

事務事業の

実績 

家庭教育総合推進事業 

国委託事業の家庭教育総合推進事業を実施して、小学校、中学校の就学時健診や

ＰＴＡ集会等の保護者が集まる機会に子育て講座を行った。小学校では学童期の子

育て、思春期の子どもの接し方等、子どもの成長段階に応じた親子のコミュニケー

ション能力を向上させる実践的な子育て講座を実施した。中学校では思春期の複雑

な子どもの接し方や部活動等で怪我をしやすい時期の子育て方法について講座を

実施した。 

地域食育支援事業 

 ７地区の公民館で計８回の食育講座を実施した。食育講座は地元料理の得意な方

や栄養士を講師に招き、郷土料理や栄養バランスがとれた料理等の教室を行った。

また、栄養素や食が体へ与える影響など簡単な講義も行った。 

具体的成果 家庭教育総合推進事業 

・就学時健診やＰＴＡ集会時に保護者全員が子育て講座を聞く機会を設け、子育て

に対する振り返りの場としての学習機会を提供した。 

【子育て講座アンケート】 

・「よかった」と答えた保護者 71％（336人/470人） 

・「次回も参加したい」と答えた保護者 62％（293人/470人） 

地域食育支援事業 

【食育アンケート】 

・「よかった」と答えた保護者・子ども 95％（91人/96人） 

・「次回も参加したい」と答えた保護者・子ども 80％（76人/96人） 

点検評価、 

課題、 

今後の方向 

家庭教育総合推進事業 

・最近の子どもを取り巻く現状などから、そのときに必要と思われる事柄について

の講座を企画するように心がける必要がある。 
・平成 20 年度に家庭教育基盤形成事業に変更になり、子育てサポーターを設置し

た地区に、その地域の実情を踏まえた実践的な子育て講座を実施することになっ

た。このため、子育てサポーターを設置していない地区は、今後は市民大学講座や

ＰＴＡ予算等を活用しつつ、市独自の学習機会の提供を検討する必要がある。 

地域食育支援事業 

・地域の保護者や子どもの満足度は高いが、食育講座に参加した保護者が家庭で実

践しているか不透明である。このため、作りやすく栄養バランスの整った料理メニ

ューを検討し、家庭で取り組みやすい講座にする必要がある。 

・また、同様な事業を行っている農業水産課や健康増進課等と連携・統合を図りな

がら、より効率的で多様な学習機会の提供を図っていく必要がある。 

・メディアを使ったＰＲを効果的に行うことにより、より多くの参加を促すととも

に、食育の取組を市民に知らせ関心をもってもらうように努める。 
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施策の項目 ②地域環境 

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、郷土の特色を生かした自然体験や社会体験、ボランティア活動等の

豊かな体験活動を地域ぐるみで推進する。 

 地域の幼児教育センターとして幼稚園等が子育て支援機能を発揮し、「親

と子の育ちの場」の役割を果たすよう努める。 

事務事業の

実績 

放課後子ども教室推進事業 

 子どもたちが安全で安心な体験活動を行うため、黒部市内５地区（生地・

三日市・前沢・荻生・宇奈月）で地元の人材を活用して放課後や休日に地域

の特色を生かした自然体験、文化活動、スポーツ、レクリエーション活動を

実施した。 

 子ども教室の内容としては、生地地区では、祭囃子の練習や編み物、お茶

教室等。三日市地区では、お店屋さん体験、工作体験等。前沢地区では、カ

ンナロードの花壇作り、料理教室等。荻生地区では、大正琴練習、小天狗の

舞練習、山登り等。宇奈月地区では、スポーツや料理、工作教室等など、各

地区で特色のある子ども教室が開設されている。 

家庭教育総合推進事業 

国委託事業の家庭教育総合推進事業を実施して、幼稚園で親子がふれあえ

るような体験教室を実施した。 

（主な教室：親子リトミック、３世代餅つき体験、親子陶芸教室、親子お茶

教室） 

具体的成果 放課後子ども教室推進事業 

・放課後子ども教室を実施することによって、必然的に地域の大人と子ども

が関わる場面をつくり、交流することができた。 

・地域の大人が指導者として関わることによって、子どもは家庭、地域、学

校が連携して育てていかなければならないという意識を培った。 

【放課後子ども教室アンケート】※サンプル調査 

・「よかった」と答えた子ども 95％（40人/42人） 

・「次回も参加したい」と答えた子ども 74％（31人/42人） 

家庭教育総合推進事業 

【子育て教室アンケート】※サンプル調査 

・「よかった」と答えた保護者 83％（101人/122人） 

・「次回も参加したい」と答えた保護者 79％（96人/122人） 

点検評価、 

課題、 

今後の方向 

放課後子ども教室推進事業 

・黒部市の子どもたちにより多くの体験活動の機会を提供できるように、活

動校区数を増やす必要がある。 

・国では学童保育と連携するように指導してきているが、黒部市では両事業

の実施時間、場所が違うため連携が困難である。今後、国の方針が要連携と

なった場合、両事業の効果を損なわない連携の在り方を検討することが課題

である。 

家庭教育総合推進事業 

 事業が平成20 年度から変更になり、幼稚園で教室が行えないため、市独

自の学習機会の提供を検討する必要がある。 
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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 

 

施策の項目 ①学校・幼稚園等 

方針・目標  学校（園）評価を生かして、市民の信頼に応える開かれた学校・幼稚園づくりの
ため、家庭や地域との連携を深める。 

 幼稚園・保育所、小学校、中学校が途切れのない一貫した教育を実現するため、

参観や体験による相互の交流を深める。 

事務事業の

実績 

学校評価の取り組み 

【学校経営の評価】 

全小中学校で学校評価を実施している。実施内容は、各校で違いはあるが、児童

生徒による授業評価、保護者による教育活動評価、教職員による教育活動評価をア

ンケート式調査で実施した。 

【学校アクションプラン】 

 各校が知・徳・体の学校目標から具体的な達成目標を設定し、取り組んだ。 

具体的には、漢字チャレンジテスト合格者80％以上、読書冊数30 冊以上、早寝早

起き児童80％以上などである。 

【学校評議員制】 

 19年4月に黒部市学校評議員規定を設けた。各校に4～8名の評議員を校長の推

薦を基に委嘱した。校長は必要に応じて評議員による会議を招集した。（年に 3 回

が多い。）この評議員会議にて、学校経営評価の結果を提示し、外部評価として意

見を聴いた。 

幼・保・小・中学校の連携 

【幼・保・小こどもの架け橋事業】 

 県教委から東布施小、中央小、田家小が研究指定を受けた。 

【相互参観】 

 幼・保と小学校の先生がお互いに授業を参観した。小中においても相互参観をし

た。小学校では生活科において年長組との交流が盛んである。 

【保育体験】 

 田家小、三日市小の教員が夏季休業中に保育所で保育体験をした。 

小学校大規模改造・耐震補強工事 

 中央小学校の第１期工事として、普通教室棟（2,142 ㎡）の耐震補強（耐震壁及

びスリット設置）及び内外装の全面改修を行った。 

具体的成果 ・学校経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
を実施したり、その結果を学校評議員へ公表しアドバイスをもらったりすること

で、日々の教育活動の目標がはっきっりするとともに緊張感が増した。 

・情報交換したり、保育や授業を実際に見たりすることで、小1ギャップや中1ギ

ャップの解消に役立った。 

・小学校の大規模改造・耐震補強工事及び設備の改修により、安心して効率的な教

育が実施できる校舎になった。 

点検評価、 

課題、 

今後の方向 

・学校評議員制は、開かれた学校を目指すことや教育活動に緊張感をもたせること

から今後も続けていきたい。 

・地域との連携のためには、今後も地区行事への参加を中心にして、各団体との連

携を進めていく。 

・幼・保・小こどもの架け橋事業は成果も上がっていることから、来年度も3校の

指定を予定する。また、相互参観もいろいろな機会を利用して多くの教職員・保育

士が参加するようにしたい。 

・小学校の大規模改造・耐震補強工事については、中央小学校の第２期工事（特別

教室棟）を実施する一方、耐震補強及び改築を計画的に進める。 
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施策の項目 ②確かな学力 

方針・目標  自ら考え自ら学ぶことができる「確かな学力」を育成するため、各教科等

において、基礎・基本の確実な定着を図り、個々に応じた指導の充実に努め

る。 

事務事業の

実績 

全国学力・学習状況調査の分析 

 全国学力・学習状況調査に参加した。黒部市学力向上推進委員会にて市内

の結果を分析した。結果は1月に各校に配布された。各校は児童生徒個人の

結果を知らせ、今後の学習の指針にした。 

教職員研修 

 教育センターが中心になって行ったものである。 

・理科実技研修（参加12人） ・国語力向上研修会（参加18人）   

・小学校英語活動研修会（参加41人）・英会話指導研修会（参加43人） 

・特別支援教育研修会（参加31人）・生徒指導研修会（参加65人） 

※研修会は主に夏季休業中に開催され、希望参加である。 

研究委員会 

 教育センターが中心になって行ったものである。 

・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」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名 3回開催） 

 「理科発展的なものづくりの手引き」を作成し、資料とCDを配布した。

・情報教育研究委員会（小学校教諭11人、中学校教諭4人 2回開催） 

 情報セキュリティー運用マニュアルについて研修を進めた。  

通常学校訪問研修会 

県教委指導主事とともに学校訪問研修会を行った。市教委からは教育長、

学校教育課長、教育センター所長、研究主事が学校を訪問し、学校経営全般

にわたってアドバイスするものである。 

 

具体的成果 ・全国学力・学習状況調査では全国平均や県平均と同じような傾向であるこ

とがわかった。 

・国語力向上研修会では、子どもたちが行う学習活動を教師が実際に体験す

ることで、子どもの立場で考えることができ、指導の改善につながった。 

・英会話実技研修会では、ゲームを取り入れる意味やゲームの楽しみ方につ

いて研修を深め、教材の工夫の仕方や担任の役割について理解することがで

きた。 

点検評価、 

課題、 

今後の方向 

・国語力向上、英会話指導、特別支援教育についての研修は最近の学校現場

のニーズに即したものであり、引き続き行っていきたい。 

・学力・学習状況調査の結果が児童生徒に返るのが1月下旬と遅くなった。

来年度は文科省発表が早まることから、11 月を目途に学力向上推進委員会

を開催したい。 

・研修会についてはすぐに役立つワークショップ型の研修を多くしたい。ま

た、学力向上に対する研修会も必要と考えるが、その際にはどの研修会を取

りやめるか検討したい。 

・通常学校訪問研修会へ参加の他に、巡回訪問等を実施し、学校現場の教育

力の向上に努めたい。 
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施策の項目 ③国際化教育 

方針・目標  英語による実践的コミュニケーション力の育成を図るため、楽しみながら、相手
を理解し、自分を表現する「英会話科」等の充実に努める。 

 自国や郷土の文化伝統を尊重し、様々な文化をもつ人々と共に生きる資質や態度

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。 

事務事業の

実績 

国際化教育特区事業 

 英語コミュニケーション能力育成のため、英会話科を含め、「基礎・実践・応用」

の各段階におけるプログラムを新規に実施した。 

【基礎力育成】 

・英会話科の実施（全ての授業でＡＬＴによるティームティーチング） 

 →小学１,２年：月１時間、小学３～中学３年：週１時間 

・小学校英会話科カリキュラムの策定 

・英会話科教材の開発（ＡＬＴによる英会話科教材ＤＶＤの独自制作等） 

・英会話科担当者による研修会を毎月実施し、指導力向上に努めた。 

【実践力育成】 

 英語サマーキャンプを実施（２泊３日）した。ＡＬＴと生活をともにしながら、

キャンプファイヤー、バーベキュー、スポーツ、ワークショップなどの活動を通し

て実践的な英語に親しんだ。小学５,６年生51人が参加。 

 児童センター英語活動（夏休みの平日午前中）を実施し、ＡＬＴ等と遊びを通じ

て生きた英語に親しんだ。小学校低中学年が参加。 

【応用力育成】 

 姉妹都市のオランダ・スネーク市に中学３年生８人を派遣（８泊９日）し、ホー

ムステイ、学校訪問（授業体験）、文化交流などに取り組んだ。スネーク市から、

生徒を黒部に派遣し、相互交流したいとの要請がある。 

帰国・外国人児童生徒教育 

・日本語個別指導（ブラジル人７人、中国人１人）：77日 

・サマースクールの実施：帰国３年未満14人参加 

・保護者会の実施（学校生活等の心配事相談等）：２日10人参加 

 

具体的成果 ・中学３年生の英語検定３級以上の取得率33％（129人/394人） 
 （全国平均18％文科省調査） 

・英会話理解度調査（ＡＬＴの英語の質問に対する的確な応答）85点 

 （小学６年35人抽出調査：５問の平均得点） 

・英会話科アンケート（「授業が楽しい」と答えた児童生徒）84％（669人/792人）

 

点検評価、 

課題、 

今後の方向 

・国際化教育特区事業は、２年目で基礎・実践・応用に至る教育プログラムが確立

した。効果があがっており、このような内容で今後も推進することが適当である。

姉妹都市との交流研修については、アメリカ・メーコン市との交流も加え、かつ、

受入事業も検討し、より多くの生徒に多様な交流機会を与えることが望ましい。 

・小学校と中学校で一貫した英会話科のカリキュラムの策定及び中学校の英語科と

の連携の在り方について検討を要する。学習指導要領の改定（小学校高学年での外

国語活動の必須化）を控え、英会話科との関係をどのようにすべきか検討が必要で

ある。 

・帰国児童生徒には、今後も従来の指導が必要であるが、外国での貴重な経験をも

っと生かす具体策について検討する必要がある。また、外国人児童生徒が増加して

おり、母国語でサポートできる人材確保が課題である。  
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施策の項目 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、個々の実情に応じた適切な特別支援教育を

推進する。 

事務事業の

実績 

スタディメイト事業 

・特別支援を必要とする児童が在籍する市内９小学校にスタディメイト（特

別支援教育支援員）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等の学校生活の補助、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

の介助等の支援をした。スタディメイト８人委嘱（１名が２校兼務）。 

・スタディメイト養成講座を受講し、研修を深めた。受講者５人。 

具体的成果 ・障害のある児童が、落ち着いて授業を受けたり、学校の中で友達と仲良く

遊んだり勉強したり、楽しい学校生活が送れるようになった。 

点検評価、 

課題、 

今後の方向 

・近年、発達障害等のある子どもが増える傾向にあり、スタディメイトのニ

ーズが年々増え、スタディメイトの養成と人材確保が課題となっている。 

・スタディメイトの更なる拡充を図り、子どもたちがスムーズに学校生活を

送れるように支援していく。 
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施策の項目 ⑤心の教育 

方針・目標  幼児・児童・生徒の自尊感情を高め、自己を律する能力を育成し、いじめ

や不登校を生まないために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。 

 人と自然を思い、感動する心をもった豊かな人間性を育むため、人間を尊

重する道徳教育や自然に親しむ教育の充実を図り、教育活動の全てにおいて

「心の教育」を推進する。 

事務事業の

実績 

豊かな体験活動推進事業 

・市内11小学校、4中学校すべての学校において実施 

 小学校ではビオトープ体験・観察活動、学校農園・花壇づくり活動、宿泊

学習等の体験学習、ボランティアや三世代交流・幼保小中交流等地域での活

動を通してさまざまな体験活動をし、人と自然とのふれあい、豊かな感性・

人間性を育んだ。 

 中学校ではコンピュータ操作やソーシャルスキルトレーニング、「14歳の

挑戦」事業や事業所調べ等の事前学習、福祉施設訪問やボランティアを通し

て福祉学習、修学旅行事前学習で平和や歴史を学ぶ等幅広い分野で体験活

動、学習を行った。 

具体的成果 ・小学生では花や野菜を栽培し、土作りや水やり、わき芽摘み、害虫駆除な

どさまざまな世話を続けた。野菜は一生懸命世話をし、みんなで収穫し、味

わうことで愛着をもつことができた。おたまじゃくしやザリガニなどを飼

い、世話をすることで生き物の成長を身近に見て、愛着を感じ、親しみをも

って大切に接することができた。また、地域の中で活動し、交流することで

地域の方の温かさを感じるとともに感謝の気持ちをもつことができた。 

・中学生では社会で働くことで労働の大切さとその喜びを体験し、黒部市の

国際理解や環境、福祉等について学習することで地域社会、国際社会の役割

と課題を考え、追求するきっかけとなった。 

 

 

点検評価、 

課題、 

今後の方向 

・栽培や飼育では夏休み中も継続して活動ができるように学校や地域で指導

できる体制づくりに努めていく必要がある。 
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施策の項目 ⑥読書・情報教育 

方針・目標  読書による豊かな感性や創造性を育み、適切な情報活用能力を培うため、

市立図書館との連携の下、読書活動や情報機器を活用する学習を推進する。

事務事業の

実績 

読書 

・学校図書館活動推進員を各校に配置し、図書の紹介、読み聞かせ、図書の

整理などの読書普及活動を実施した。 

・全校一斉読書活動の実施や朝読書に取り組んだり、小学校においては地区

ボランティアの方による読み聞かせの会を開催した。 

・公立図書館資料の学校への貸出など市立図書館との連携も図り、読書活動

の推進を行った。 

※幼稚園・小中学校・図書館活動推進員への図書貸出数 3,067冊 

情報教育 

・情報教育の一層の充実を図るため、小・中学校のPC 教室に児童・生徒用

パソコン67台を更新した。また、校務を縮減し、情報漏洩を防止するため、

教職員用パソコン91台を新規導入（３カ年計画の２年目）した。 

ＰＣ充足率 
年度 

児童生徒用 教職員用 

Ｈ18 21％ 44％ 

Ｈ19 21％ 66％ 

・教職員のIT 能力を向上させ、個人情報の漏えいを防止するために、平成

19 年 12 月 20 日に「黒部市立小中学校情報機器及び個人情報管理規程」を

制定し、各小中学校で独自のガイドラインを設けることとした。 

 

具体的成果 読書 

 本の紹介や読み聞かせをきっかけに、学校図書館の本をよく借りて読むよ

うになるなど、読書の普及につながった。児童生徒の読書への興味・関心が

高まった。また、朝読書に取り組んだことにより学校全体が大変落ち着いた

雰囲気で学習を進められるようになった。 

情報教育 

・授業で知らない事柄や物事をインターネットで検索して学習している。 

・ワード・エクセル等の世界標準ソフトの操作ができるようになっている。

・情報教育専門委員会委員が中心になって各校で情報教育を推進している。

 

点検評価、 

課題、 

今後の方向 

読書 

・学校図書館活動推進員を継続配置し、読書活動普及に努める。 

・今後も市立図書館と連携し読書活動を推進する。 

・学校図書館図書標準の冊数に近づくよう図書を整備していく。 

情報教育 

・旧式のパソコンの計画的・効率的な更新をする。 

・全教職員用パソコンの早期整備を図る。 

・児童・生徒によるインターネット等の適正な使用の指導をする。 

・「小中学校情報機器及び個人情報管理規程」に基づく各校のガイドライン

の制定が不十分であり、市で統一したガイドラインの検討が必要である。 
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施策の項目 ⑦キャリア教育 

方針・目標  児童生徒の一人一人が自己理解を深め、主体的に進路を選択できるよう、

望ましい勤労観・職業観の育成に努める。 

事務事業の

実績 

「14歳の挑戦」事業 

・行動領域が広がり、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た。 

※参加生徒数 373人、受入事業所 109事業所 

・「総合的な学習の時間」と関連づけることにより、一人ひとりが課題をも

って体験活動に参加できるようにしたため、大部分の生徒が目標をもって取

り組むことができ、充実した活動ができた。それぞれの職場で経験したこと、

感じたことを今後の学校生活や今後社会に出た時に活かせると考える。 

〈保護者の感想・意見〉 

・いろんな職場、社会を体験するチャンスを学校生活の中で取り入れてほし

い。 

・毎日疲れていたが、社会に出て働くということの大変さ、人と接すること

の難しさが分かった様子だった。 

〈事業所の感想・要望〉 

・時間的にはわずかだったかもしれないが、学生の時に会社の雰囲気だけで

も体験させることは良い経験だと思う。 

 

具体的成果 ・目標をもって取り組む生徒が多く、充実していたとする生徒が多数で、自

分の生き方を考える良い機会になったと回答している生徒が83％いた。 

・働くことの大変さや厳しさ、仕事のやりがい、そして自分たちがいろんな

人たちに支えられているということなど日常の学校生活では決してわから

ないことを体験し、実感としてとらえることができた。 

・仕事の大変さ、厳しさ、楽しさを少しは体験できた。生徒たちは挨拶も元

気よく、十分な労働力となって作業をした。 

・「今後もこの事業を継続してほしい」との協力事業所の意見が多い。 

 

点検評価、 

課題、 

今後の方向 

・事業所の受入、指導ボランティアを広くお願いし、市民への広報も徹底し、

地域社会全体でこの事業を盛り上げていく。 

・実社会において必要な素養を身に付ける機会となるよう、積極性・勤勉性・

規律などを重んじた指導を心掛ける。 

・受入事業所の拡大を図る一方、事業所の勤務時間と生徒の行動時間を調整

し、より現実に近い勤労体験となるよう検討が必要である。 
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施策の項目 ⑧健康・体力 

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

る食育と運動に親しみながら体力を培う体育を推進する。 

事務事業の

実績 

食育の取組み 

・「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日常

生活における食事について、正しい理解と望ましい食習慣を身に付け栄養

の改善や健康の増進に関する指導の充実」を図った。 

・栄養士が、学校訪問を行い、食事の大切さなどを分かりやすく指導した

り、給食主任とともに授業に参加し児童生徒と直接的に関わってきた。 

・黒部市学校給食研究会では「望ましい食習慣を身に付け、心の交流を深

める食に関する指導はどうあればよいか」をテーマに各学校で研究実践を

行った。 

・各学校で基本方針を計画し、健全な食生活を実践できるように努めた。 

体力を培う体育 

・市内小学校では、ほとんどの学校で、朝活動や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、体力作りへの意欲付けを図った。 
・授業においても基礎基本になる技能・体力をしっかりと身につける時間を

取る指導をお願いした。 
 

具体的成果 ・県教育委員会の「ゲンキッズ」調査結果から「朝食の摂取状況」につい

て小学校 99.2％(2,273 名/2，292 名)、中学校 99.4％（943 名/949 名）の

児童生徒が積極的に摂取している。 

・栄養士が学校訪問した回数は４９回/年間。また、宇奈月中学校には栄養

士が常勤しており、普段から食育活動を実施している。 

・「みんなでチャレンジ３０１５」で積極的に取り組んでいる児童数はアン

ケート調査から82.8％（1,280名/1,546名）が実施している。 

 

点検評価、 

課題、 

今後の方向 

・地産地消に関しては 黒部米を 100%使用したり、地元産野菜を取入る工

夫をするために、生産者等と打合せをしたりしながら進める必要がある。 

・給食の大きな役割として児童・生徒に対し、心身の成長期はもとより、

生涯を通じての健康な食生活に関する理解を深めさせていくこと、幅広い

健康について考えていく姿勢を培っていく事ができるよう努める。 
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施策の項目 ⑨安全 

方針・目標  学校・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ともに幼

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、交

通安全や防犯に関する教育をさらに推進する。 

事務事業の

実績 

学校の安全管理の取組み 

・「黒部市小中学校危機管理マニュアル」を作成し、各校に配布した。また、

「地域の危険マップ」など、より詳細な安全に関するマニュアルを各校独自

に作成した。 

・県教育委員会「学校の安全管理の取組み状況に関する調査」により、各校

の防犯に対する取組状況の把握に務めた。 

・スクールガードリーダー（警察ＯＢ）による防犯パトロールや各校での防

犯教室などに取り組んだ。 

・小学校児童に防犯ブザーを貸与（H19 年度:新規 400 個）し、登下校時の

安全に寄与した。 

・不審者情報は、速やかに各小中学校に情報提供した。 

具体的成果 ・危機管理マニュアルに従った対応により、実際に起こった問題において、

迅速に児童生徒の安全確保ができた。 

点検評価、 

課題、 

今後の方向 

・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。 

・不審者等の情報は、学校のほか公民館等にも連絡し、情報が共有できる

ような環境を整え、家庭や地域が適切に対応できるよう、より迅速かつ効

果的な情報伝達に努める。 
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（3）生きがいと心身の健康を支援する生涯学習 
 
施策の項目 ①生涯学習機会の提供 

方針・目標  市民の多様な学習ニーズに応じ、自主的に学ぶことのできる生涯学習機

会の提供に努める。 

 旧宇奈月地区４小学校跡地利用によるコミュニティセンターの整備を

計画的に進める。 

 黒部市ふれあい交流館を開設し、芸術文化・スポーツ活動、自然体験学

習や都市と農村の交流活動等、地域住民の多様なニーズに応えられる運用

を図る。 

事務事業の実

績 

学習機会の提供 

 生涯学習課の事業をはじめ、公民館等の生涯学習施設において実施して

きた。 
コミュニティセンターの整備 

 旧小学校跡地利用によるコミュニティセンターの整備については、旧愛

本小学校跡地から手がけることとし、地元、関係部局と協議しながら整備

計画を積み上げてきた。その結果を踏まえ、平成19年度と20年度の2カ
年の継続費を設定し、整備することとなった。 
黒部市ふれあい交流館 

 H18年度末に指定管理者・厨房業者の選定、同館の愛称募集等を行い、4

月 1日に県から移管を受ける。約1ヶ月半の準備期間を経て5月 15 日に

開館し、活動拠点室の整備、運営委員会の設置、各市町村教育委員会・市

校長会・高校校長会・社会教育団体等への営業活動を行い運営してきた。

具体的成果 学習機会の提供 

 生涯学習フェスティバル、中央公民館における講座・講演会等で約

23,400人、地区公民館ではコミュニティづくり推進事業費7,167千円で各

地区が企画立案した事業を展開し 135,510 人、勤労青少年ホーム 17,760

人、働く婦人の家20,700人、吉田科学館46,363人、美術館5,638人、歴

史民俗資料館4,857人の利用があった。 

コミュニティセンターの整備 

地質調査6,300千円、実施設計5,040千円、旧愛本小学校解体工事40,110

千円、建設工事（電気設備、機械設備）前払金 7,560 千円、計 59,010 千

円の事業費を執行し着実に推進してきた。 

黒部市ふれあい交流館 

 利用者数12,185人（宿泊6,303人、日帰り4,678人、その他1,204人）、

指定管理料 36,261 千円、耐震工事設計委託費等 3,595 千円、施設補修工

事費等9,687千円、管理備品等購入費2,034千円の事業費を執行し着実に

推進してきた。 

点検評価、 

課題、 

今後の方向 

・生涯学習機会の提供については、市民の学習ニーズを的確に把握し、よ

り時代に適応し効率的な講座・教室等の企画・運営を図る。 
・コミュニティ施設整備については、地元住民等との調整を図りながら着

実に推進する。 
・黒部市ふれあい交流館の運営については、今年度の利用実績や運営状況

等の反省を踏まえ、より利用者ニーズに沿った運営を心掛ける。 
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施策の項目 ②青少年の健全育成 

方針・目標  青少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少年の健全育成に努める。 

事務事業の

実績 

青少年育成黒部市民会議への補助 

 青少年育成黒部市民会議（事務局は生涯学習課に設置）に補助を行い、県と県民

会議との連携事業や市の様々な青少年行事を実施している。（主な行事：夏秋のさ

わやか運動、８月 11 月育成キャンペーン、キャラバン隊受入、青少年健全育成パ

レード、意見発表大会、善行青少年表彰式有害環境浄化合同パトロール等） 

高校生海外派遣事業への補助 

 姉妹都市のメーコン市に海外研修を行っている桜井高校生に補助を行い、市内の

高校生がアメリカの実践的な英語を学び、様々な研修の場を通してアメリカの文化

等を学ぶための海外研修の機会を提供している。 

黒部青年団協議会への補助 

 黒部市で青年活動を行っている黒部青年団協議会に補助を行い、市内の青年たち

が団結して意見交流や研修等を行える機会を提供している。 

ボーイスカウトへの補助 

 黒部市内で子どもたちに自然体験や道徳性を学ばせるような活動を実施してい

る日本ボーイスカウト第１団に補助を行い、市内の子どもたちがボーイスカウト活

動を行える機会を提供している。 

具体的成果 青少年育成黒部市民会議 
・夏秋さわやか運動実績（市内５カ所で関係団体生徒等701人の参加） 

・青少年健全育成パレード実績（会員80人の参加） 

・有害環境浄化パトロール実績（市内20カ所の店舗を調査し県条例主旨を説明） 

高校生海外派遣事業 

 桜井高校生 13 人が２週間アメリカへの海外研修へ参加し、ホームステイや地元

高校との交流など様々な体験活動を行えた。 

黒部青年団協議会 

 地区の青年団約60人が地域ボランティアや故郷学習会を行った。 

ボーイスカウト 

 市内在住のボーイスカウト14人がキャンプ活動等の活動を行った。 

点検評価、 

課題、 

今後の方向 

青少年育成黒部市民会議 

・青少年問題が深刻化している今日、市民会議だけではなく、学校、地区公民館や

振興会等、地域団体と連携しながら青少年問題に取り組んでいく必要がある。 

高校生海外派遣事業 

・英語特区の認定を受けている黒部市内の小中学校と桜井高校との連携のあり方を

協議する必要がある。また海外研修参加者が年々減少しているため、補助金のあり

方について検討する必要がある。 

・海外派遣事業を実施している他校生徒への補助金については、今後検討する必要

がある。 

黒部青年団協議会 

・青年団に加入する青年が非常に少なくなっているため組織の平均年齢が高くなっ

ている。青年が地域活動に目を向け、地域を活性化させるように地域と行政が連携

して青年問題に取り組んでいく必要がある。 

ボーイスカウト 

・ボーイスカウトに加入する子どもが年々減少しているため、事業のあり方や補助

金のあり方を検討する必要がある。 
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施策の項目 ③女性活動事業の推進 

方針・目標  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、地域・企業・学校等社会全体が連携して男女共同参画社会の実現に向

けて普及啓発活動を推進する。 

事務事業の

実績 

女性団体の育成 

 女性団体に対する補助金を支出した。総会時研修会(5 月)、女性議会(6

月～10 月)、市長と女性団体との懇談会(6 月)、市内視察研修(7 月)、裁判

員制度説明会(8月)、カーターロードレースと水のフェスティバルへの参加

協力、黒部市女性のつどい(2月) 

女性の自発的な活動の支援 

 県働く婦人の家連絡協議会主催「女性のつどい」へ参加(7月)。 

男女共同参画活動の推進 

 総合振興計画個別事業である男女共同参画都市宣言を来年度に設定し、策

定委員会設置要綱を3月に制定した。（策定委員会では内容、時期、形態等

を検討し、教育長に提言する。これを受けて市としての宣言の基本方針を決

定する手続きをとる予定である。） 

 地域活動事業を県推進員黒部市連絡会へ委託。学習会(毎月1回)、情報読

み解き講座(8月)、独自でチラシとポスターを作成、市民ふれあいまつりで

昨年度実施したアンケート結果を配布(9 月)、吉友嘉久子氏講演会主催(11

月)、自作寸劇「それぞれの旅立ち」を発表(11･2 月)、地区別研修会(12 月

～3月) 

 

具体的成果 男女共同参画都市宣言策定委員会設置要綱の制定(3月) 

点検評価、 

課題、 

今後の方向 

・平成20年度に男女共同参画都市宣言をする。 

・男女共同参画に関する推進事業計画を作成する。計画は、住民活動へ繋が

るよう、特に地域、企業、学校等社会全体の連携を考慮する。 

・女性の自発的な活動への支援。 
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施策の項目 ④市民文化活動の推進 

方針・目標  市民が優れた文化・芸術を鑑賞し親しむ機会の充実に努めるとともに、市

民が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。 

事務事業の

実績 

黒部市芸術祭 

 美術展、音楽鑑賞会、演劇の3本立てで開催した。 

 ①美術展 

直営で開催。10/27～11/1。観覧者数1,445人。開催費約137万円 

 ②音楽鑑賞会 

黒部混声合唱会が開催。11/25。会場借上料を補助。観覧者数：650人 

 ③演劇 

劇団ﾌﾛﾝﾃｨｱが4回開催。公演補助金185,000円交付。観覧者数：355人

団体活動育成 

各種団体に対し補助金を交付し、活動の活性化を図った。 

内訳：黒部川水のコンサート＆フェスティバル1,493,000円 

黒部市芸術文化振興協会416,000円 

ジャパン・ワイルドライフ・フェスティバル1,000,000円 

邦楽芸能協会291,000円 

セレネ音楽芸術友の会2,425,000円 

日本黒部学会190,000円 

市民自主活動 

 富山県民謡民舞大会を誘致し、県内各地の活動を鑑賞する機会を提供し

た。主催富山県、共催黒部市。開催費補助485,000円を交付。 

詩の道句集事業 

 黒部峡谷を訪れた人々から俳句を募集し、優秀作品を句碑として建立。応

募句数433句、応募人数343人、事業費213,532円。 

具体的成果 ・芸術祭開催や各種団体補助により、市民に多くの発表・鑑賞機会を提供す

ることができた。団体活動補助により、市民の自主的活動を促進することが

できた。 

・詩の道句集事業は 9 年目を迎え特色ある事業として知られるようになっ

た。 

点検評価、 

課題、 

今後の方向 

・美術展について運営費削減できたことは評価できるが、出品者数・観覧者

数共に大きく減少している点が問題。会場を2会場から1会場化すること、

出品数増を図ることが今後の課題となる。 

・団体補助について、補助事業に認められていることが活動の推進力となっ

ている現実もあるが、支援の要否、方法、補助金額など見直すことが課題と

なる。 

・詩の道句集事業について句碑を設置場所がなくなってきているので、事業

方法等の検討が今後の課題となる。 
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施策の項目 ⑤文化遺産の保護・継承 

方針・目標  地域の伝統文化による地区の活性化を図るため、芸能・伝統行事等の保存

伝承活動を支援するとともに、文化財の調査研究、市民への地域文化の普及

に努める。 

事務事業の

実績 

伝統文化の保存継承 

 市内各地域で受け継がれてきている芸能や技術を保存伝承するとともに、

その育成を図るため12 名を黒部市伝承芸能伝承技術士として認定し、指導

者の育成を図っている。 

地域文化財の活用普及 

 冊子「黒部の文化財」500部作成し、文化財を記録するとともに、文化財

所有者、県内の図書館、市内公民館などに配布する。 

 冊子「語りつぎたい黒部人」600部作成し、市内の小学６５年生の学級図

書として授業で活用できるよう生徒の人数分を配置した。 

埋蔵文化財の発掘調査 

 ８号バイパス建設に伴う堀切遺跡(2,090 ㎡)と北堀切遺跡(13,900 ㎡)の

本発掘調査と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・調整を図った。 

 また、埋蔵文化財の市民への周知とその価値を広く市民に広めるため遺跡

の現地説明会を３回開催した。 

世界文化遺産 

 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

を提出した。 

具体的成果 ・12名を黒部市伝承芸能伝承技術士として認定した。 

・「黒部の文化財」500部「語りつぎたい黒部人」600部作成し文化財等の保

護や啓発を図った。 

・８号バイパス建設に伴う堀切遺跡と北堀切遺跡の本発掘調査は約 63％の

進捗率となった。 

点検評価、 

課題、 

今後の方向 

・貴重な伝統文化を次代へ継承するため、地域の伝承、保存活動を支援する

とともに、指導者の育成や伝承、保存活動に対する市民の理解と協力を促す。 
・市内の各種開発事業に対応して、埋蔵文化財の発掘調査を進める。  
・地域には、大切な文化や遺産もあり、地域が主体となって守り継承してい

くことを促進する必要がある。 

・世界遺産暫定一覧表記載への調査研究を進める。 
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施策の項目 ⑥生涯スポーツ 

方針・目標  市民がそれぞれのライフスタイルに応じて、多様なスポーツを継続的に親

しめるよう、地区のスポーツ活動・大会の普及を図るとともに、総合型地域

スポーツクラブを拡充し、｢市民ひとり1スポーツ｣の一層の定着を図る。 

事務事業の

実績 

市内各地区で開催されるスポーツ活動・大会 

・スポーツ教室を市内 16 地区中９地区において実施。内容は地区体協に一任。10

回の教室を開催。市から事業経費を支給。 

・体育大会を市内16地区中15地区において実施。地区体協が中心となり開催。 

市内スポーツ大会・イベント 

・市民体育大会は、14 種目 16 種別を開催。各競技協会が主管となり、地区対抗戦

で実施。延べ参加者約3,000人。開催を市体育協会へ委託。 

・カーター記念黒部名水ロードレース第24回大会を開催。市から開催費を補助。 

・エブリバディスポーツデイ（体験型スポーツイベント等）。市から開催費を補助。

学校体育施設開放 

・市内全小中学校（14校）において、夜間の体育施設を積極的に開放。 

総合型地域スポーツクラブ 

・市内にある二つの総合型地域スポーツクラブでは、教室とイベントの開催を実施。

【教室】 

・KUROBEスポーツファミリー…55教室 

・宇奈月スポーツクラブWill…７教室 

・合計…62教室（Ｈ１８年度：54教室） 

【イベント】 

・KUROBEスポーツファミリー…自然散策（ウオーキングイベント） 

・宇奈月スポーツクラブWill…かち歩き（ウオーキングイベント） 

               やってＷｉｌｌまつり（教室体験等） 

               ビーチボール大会・ソフトボール大会 

具体的成果 各地区スポーツ教室 
 延べ参加者2,333人（Ｈ18年度1,664人） 
カーター記念黒部名水ロードレース 
 参加者4,746人（Ｈ18年4,502人） 
エブリバディ・スポーツデイ 
 延べ参加者7,290人（Ｈ18年度10,346人） 
学校体育施設開放 
 延べ利用者37,778人（Ｈ18年度51,520人） 
総合型地域スポーツクラブ 
 スポーツファミリー…会員数 1,017人(旧黒部市の人口に対する割合 2.7％) 
 Will…会員数 237人（旧宇奈月町の人口に対する割合 3.9％） 
 合計…1,254人（黒部市の人口に対する割合 2.9％）{※H18：963人(2.2％)｝ 

点検評価、 

課題、 

今後の方向 

・市の大イベントであるカーター記念黒部名水ロードレースやエブリバディスポー

ツデイ、市民体育大会は市民に定着しており、「市民ひとり１スポーツ」の定着に

向け大きく寄与している。今後も実施内容を検討しながら継続することが望まし

い。 

・カーター記念黒部名水ロードレースやエブリバディ・スポーツデイ、学校体育施

設開放や総合型地域スポーツクラブについては、参加者数や会員数を調査すること

が生涯スポーツ振興の指標の一つとなるので継続調査を行う。 

・「市民ひとり１スポーツ」の定着を目標としているが、運動する人としない人の

二極化が進んでいる。今後は、運動しない人が参加しやすいスポーツ環境作りが課

題である。 
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施策の項目 ⑦競技力の向上 

方針・目標  各種競技力の向上を図るため、学校・地区・スポーツ団体との連携を密に

し、クラブチーム等に対する支援体制の強化を推進する。 

事務事業の

実績 

地域スポーツ振興事業 

・スポーツ少年団競技別交流大会 

 小学生の競技力向上と選手間の相互交流を目的として、スポーツ少年団の

競技別交流大会を実施した。 

  交流大会実施競技：野球、サッカー、バレーボール、 

           ミニバスケットボール、卓球 

・出場派遣費・激励費 

 全国大会およびブロック大会等に出場する選手に対して激励費・派遣費 

（小中学生のみ）を支給し、大会出場への意識高揚を図るとともに、出場 

選手の経費負担を軽減し、十分に活動できる環境づくりに努めた。 

464人（小学生62、中学生41、高校生146、一般215） 

・選手強化補助 

 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

などに対して、大会に十分活動できる環境づくりができるよう活動支援に努

めた。 

  実施内容：駅伝試走会など 

・優秀スポーツクラブ育成補助 

優秀スポーツクラブに対して活動支援を実施し、練習活動やリーグなどの各

大会に集中して活動できるように努めた。 

  KUROBEアクアフェアリーズに育成補助を実施。 

社会体育推進事業 

・黒部市体育協会運営補助金 

 市内地区体育協会や市内各種競技協会、市内各スポーツ少年団等に対して

各種競技力向上などの活動支援を図るため、財団法人黒部市体育協会へ補助

金支援を行った。 

具体的成果 ・富山県民体育大会   黒部市  一般３位 中学４位 

・富山県駅伝競走大会  黒部市  １１位 

・07/08Ⅴチャレンジリーグ KUROBEアクアフェアリーズ 8位 

・各競技県大会・ブロック大会・全国大会での活躍、優秀な成績 

点検評価、 

課題、 

今後の方向 

・富山県民体育大会の成績などをみると、黒部市の競技力は県下でも高い水

準にある。 

・全体評価としては競技力の高さをうかがえるが、種目別や競技年齢別に焦

点をあてると成績に大きな差がみられ、競技力の底上げが今後の課題として

考えられる。 

・近年の社会情勢もあり、限られた予算の中でどれだけ競技力向上につなが

る支援体制ができるか、また競技力を向上していく上でコーチなど指導者の

育成・人材確保が課題である。 
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施策の項目 ⑧体育施設の充実 

方針・目標  社会体育施設の環境整備を計画的に進めるとともに、利便性向上のための

情報ネットワーク化を推進する 

事務事業の

実績 

市内社会体育施設において、その機能維持と利便性向上のために年次的に

施設改修を行い、安全管理と利用しやすい環境づくりを通し、施設利用者の

増加に努めてきた。 

 

黒部市総合体育センター温水プールろ過施設等改修工事         

・改修内容 温水プールのろ過器を交換し、施設の維持を図った。 

・事業費 8,085千円 

 

宮野運動公園野球場整備工事 

・改修内容 グランド排水機能の改善、芝生の改修及び外野フェンスの張替

      により、雨天時の機能回復時間の短縮及び選手の安全面の改善

      を図った 

・事業費：10,185千円 

 

宮野運動公園相撲場園路舗装工事 

・改修内容 相撲場園路（580㎡）を舗装改修し、観客が観覧し易い環境を

      整備した 

・事業費：2,205千円 

 

中ノ口緑地公園野球場整備工事 

・改修内容 芝生・グランド面補修及びブルペン、散水設備の機能回復工事

      を実施し、施設機能の向上を図った 

・事業費：2,520千円 

 

具体的成果  施設が長期休止に陥ることなく安定・継続して運営することができた。利

用者に不便をきたすこともなかった。 

点検評価、 

課題、 

今後の方向 

 今後とも引き続き計画的に安全管理と利用しやすい環境づくりを通し、施

設利用者の増加に努めていくこととする。 

 施設の予約状況の把握など、施設間の情報ネットワークは不十分な状況に

ある。利用しやすい環境づくりのため今後必要になってくる分野であり、逐

次整備する必要がある。 
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施策の項目 ⑨大会開催による地域の活性化 

方針・目標  豊かなスポーツライフを楽しむ活力ある地域社会の実現のため、全国大会等、各
種大会を開催し、市内外の選手・観客との交流を通じて市民のスポーツへの一層の

興味・関心を高める。 

事務事業の

実績 全国大会規模の大会誘致および著名ゲスト招聘大会 

注：（ ）はゲスト、【 】は補助金額、［ ］は参加者を含めた集客人数 

○単○誘スポーツ報知健康体操in黒部 （中尾和子）【0千円】［150人］ 

○継 第1回黒部市柔道大会 （谷本歩実）【0千円】［300人］ 

○継 第25回カーター記念黒部名水ロードレース 

（小出義雄、脇田茜、三代直樹）【5,000千円】［10,000人］ 

○単○誘第40回日本女子ソフトボールリーグ２部第４節黒部大会 

（YKK女子ソフト部出場）【291千円】［3,500人］ 

○単○誘NHKスポーツパーク松岡修造テニス教室 

（松岡修造）【291千円】［500人］ 

○継 エブリバディスポーツデイ2007 【1,000千円】［7,800人］ 

○単○誘東京ヤクルトスワローズ野球教室 

（石川雅規、城石憲之、鎌田祐哉）【0千円】［300人］ 

○単○誘BJリーグプロバスケットボールリーグ開幕戦 

  （富山グラウジーズ、仙台89ERS）【0千円】［3,800人］ 

○継 Vチャレンジリーグ女子黒部大会 

  （KUROBEアクアフェアリーズほか）【291千円】［2,400人］ 

○継 スポーツ講演会 （高野進）【415千円】［300人］ 

北信越大会規模 

注：（ ）は参加者及び参加チーム数、【 】は補助金額、［ ］は参加者を含めた

集客人数 

○単○誘第8回北信越高校軟式野球大会 （7校）【0千円】［300人］ 

○単○誘第31回北信越空手道選手権大会 （133人）【291千円】［400人］ 

○継 第7回うなづきカップアーチェリー大会 

（97人）【291千円】［200人］ 

○単○誘第２７回北信越ミニバスケットボール大会 

（24チーム）【291千円】［2,000人］ 

具体的成果 ・トップレベルのスポーツ観戦機会の提供 
・競技力の向上 

・宿泊、飲食、土産購入等の経済効果 

・市のPR、市の活性化、市民に元気創出 

・市民ひとり１スポーツの啓発 

点検評価、 

課題、 

今後の方向 

・県民体育大会での毎年の上位入賞など、大会開催の効果は、競技力の向上などに

顕著にあらわれており、本市が掲げている“スポーツ健康都市”としての役割も担

う重要な事業と評価できる。 

・市民ニーズの把握、刻々と変化する社会情勢等を十分に踏まえ、事業を選択して

いく必要がある。 

・今後は関係団体とより密接に連携し、本市のＰＲ効果や支援策をよく検討し、誘

致事業を決定していくことが望まれる。 
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４ 学識経験者の意見 
 

 

上越教育大学教職大学院教授  廣 瀬 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19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。 

 この報告書からは、まず、学校・家庭・地域社会が一体となって教育施策を推進していこうという

強い決意が伝わってくることを高く評価したいと思います。具体的には、国委託の家庭教育総合推進

事業、地域の特色を生かした地域食育支援事業や放課後子ども教室推進事業、外部評価も採り入れた

学校評価、新たに制度化された学校評議員制、「14 歳の挑戦」をはじめとする豊かな体験活動推進事

業、学校図書館活動推進員を活用した読書教育、青少年の健全育成などに顕著な成果が認められます。 

 周知のとおり、平成８年の中教審答申「21 世紀を展望した我が国の教育の在り方について(第１次

答申)」以来、今日に至る教育改革が志向するのは、まさに学校・家庭・地域の連携・協力であり、そ

のことを新たに明文化したのが改正教育基本法第13条でありました。昨年７月に策定された国の「教

育振興基本計画」においても、今後５年間に取り組む施策の筆頭に「社会全体で教育の向上に取り組

む」方向が掲げられ、学校・家庭・地域の連携・協力を強化することは今日的な最重要課題となって

おります。黒部市教委には、今後とも是非、この姿勢で施策を推進していただきたいと思います。 

 学校教育においては、国際化教育特区事業の、小中学校での英会話科の実施等がきわめて先進的で

あります。小学校での外国語活動を採り入れた新学習指導要領が平成21年度から移行措置期間に入る

情況の中で、まことに時宜を得た取り組みであり、今後のさらなる発展を期待いたします。特別支援

教育に関しては、スタディメイト事業が確かな成果を上げておりますが、県立にいかわ養護学校など

との連携強化などもおおいに期待したいところです。全国学力･学習状況調査の結果については、公表

しにくい部分もあって、本報告書ではきわめて簡略な分析・記述に止まっておりますが、各学校にお

かれては是非とも具体的な結果分析を基に、教育活動の改善に努めていただきたいと思います。 

 「心の教育」の項目では、育てた野菜への愛着や､地域の方への感謝の気持ちを育んだ成果が記述さ

れておりますが、これはたいへんすばらしい取り組みです。ちなみに、平成17年に制定された食育基

本法第３条には「食育の推進に当たっては、国民の食生活が、自然の恩恵の上に成り立っており、ま

た、食に関わる人々の様々な活動に支えられていることについて、感謝の念や理解が深まるよう配慮

されなければならない。」と規定され、この理念は、平成20年6月に大改正された学校給食法の条文

にも反映されたところであります。本報告書の食育に関する項目には直接的な言及はありませんが、

このような「感謝の念」を育むというベースがあればこそ、小中学生の「朝食の摂取状況」が全国学

力･学習状況調査に見る全国平均と比較しても黒部市は格段に優秀である、という具体的な成果を生ん

でいるものと考えます。 

 また、生涯学習、文化・体育・健康支援活動の推進にも積極的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。具体的には、小学校跡地利用のコミュニティセンター整備、ふれあい交流館

の開設、男女共同参画活動の推進、特色あふれる詩の道句集事業、「黒部の文化財」や「語りつぎたい

黒部人」の作成･活用、エブリバディスポーツデイをはじめとする生涯スポーツ事業の推進、県下でも

高い水準にある競技力のさらなる向上策、体育施設整備､全国大会等の誘致など、実に多彩です。限ら

れた予算の中でのご苦労の様子も窺われるところでありますが、今後とも市民の要望・要請にこたえ

つつ、事務事業の充実に努めていただきたいと思います。 

  このように、黒部市教育委員会の点検・評価は「平成19年度黒部市教育の方針」に掲げられた教育

目標･施策に基づいて総合的に多角的な視点で実施されており、事務事業の実績や成果を具体的数値を

掲げて検証した上で自己評価を行い、課題や今後の方向が明らかにされています。前年度事業の点検・

評価を実施する時期としてはいささか遅いようにも感じますが、真摯で客観的な姿勢が一貫し、信頼
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性の高い充実した報告書となっております。ただ、実績等の示し方については、具体的数値が掲げら

れた項目は多かったものの、比較できる前年度数値も併せ掲げられた項目は少なめでした。今回は改

正地教行法に基づく初めての点検・評価という制約もあったと思われますので、次年度以降の改善に

期待したいところです。 

  なお、教育委員の任命は教育委員会の権限には属さないので、まったく蛇足になりますが、男女共

同参画活動が推進されている中にあって、教育委員の中に女性がおいでにならないという現状は、外

形的にはいささかバランスを欠くようにも思われます。中長期的展望のもと、地教行法第４条の趣旨

を踏まえた無理のないご配慮をなさっておられるところであろうとご推察申し上げる次第です。 

  いずれにいたしましても、平成19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。今後、ＰＤＣＡのサイクルがしっかり確立される中

で、黒部市の教育がさらに充実し、教育委員会がますますご発展されますことをお祈り申し上げ、僭

越ながら拙い「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（案）を読ませて頂き、まず感じましたのは教育委員会事務が

大変多岐に渡り事業実施されている事です。学校教育の推進のみならず、家庭地域教育、生涯教育で

多くのプログラムが進められ、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。教育方針に

「市民一人一人が主体的に学び、生涯を通じて心身ともに健康で充実した生活を送ることができる地

域社会の実現を目ざす」とあります様に、活力ある豊かな地域の創造には、地域の人々が心身ともに

健康で地域活動に参加できること、そしてその活動を支えるスキルの充実が重要であると考えます。

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、事務事業の執行状況の

中では各項目でしっかりと事業推進に取組まれていることが成果として現れて来ていると感じました。 

委員会開催は年間14回（定例会12回・臨時会２回）を数え、たくさんの議案を審議、可決しておら

れますし、多くの教育機関を管轄下に置かれ、それぞれの目標達成のため事業推進を図っておられま

すことは評価に値すると思いました。その中で特に興味のある項目について少し意見を述べさせて頂

きます。 

 国際化教育「国際化教育特区事業」では国際化する現代の流れの中で相手を理解し、自分を表現す

るためのコミュニケーションツールとして英会話の重要性を認識し、これまでの日本人が抱いてきた

英語への劣等感や嫌悪感による外国人への対応、特に語学コミュニケーション不足により「日本人は

親近感が薄い」と言われている問題をクリアする有効な手段として、英語コミュニケーション能力の

育成が必要であると考えます。黒部市では特区指定を受け、小学生低学年から英語に接する機会をよ

り多くし、楽しみながら英語を身に付ける色々工夫したプログラムを推進されていることに共感を覚

えますし、具体的な成果もあがっている中で、近い将来それらを経験した子供達が、日本人のマイナ

スイメージを払拭してくれ、国際的により積極性を持った国際人に育ってくれるものと確信しており

ます。また、黒部独自の特色ある事業として、姉妹都市等と提携した交流事業やその他団体との協力

事業など黒部らしさを強調した事業展開がなされていくことを期待したいと思います。 

 キャリア教育「14 歳の挑戦 事業」では中学２年生が、学校外で１週間の職場体験活動やボランテ

ィア活動に参加しています。わずか１週間ですが、彼らにとっては貴重な体験であったと思います。

短い時間の中で職業観や勤労観を養うのは困難かもしれませんが、それを「総合的な学習の時間」と

関連づけることにより、各人が課題をもって事業に参加し、目標に向かって充実した活動を行えたこ

とは、今後の人生設計の中でかならず生かされると思います。後日「14 歳の挑戦」の発表会があり、

それをまとめた冊子を頂きましたが、真剣に取り組んだ様子が実感でき、受け入れ企業としての責任

の重さを再認識させられました。この事業は職業体験による、規範意識や社会性の高揚が狙いであり
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ますが、彼らはそれ以上のものを手に入れたと思いますし、体験に参加した時の気持ちを忘れないで、

自分の将来を考える時に生かして欲しいと考えます。地域の商工団体として、今後さらに連携を深め、

この事業推進に協力して行きますので、貴委員会の積極的な展開を期待いたします。 

 各項目に付いて意見を述べるべき処ではありますが、各項目毎にしっかりと事業を進められ、数値

的に裏づけされた具体的な結果や今後の課題・方向性も示されており平成19年度分の教育委員会の活

動は大きな成果を収められたものと判断いたします。今後、学校教育・家庭地域・生涯学習の各分野

で、黒部らしさを織り込んだ目標設定をなされ、活発な教育活動が推進されますことをお祈り申し上

げます。 

 

 

草月流富山県支部長  能 登 容 子 
 

 教育委員会事務の点検・評価に関する多くの資料を読み、黒部市教育の方針がきめ細かく打ち出さ

れ、それに基づいて計画・実行されておりますことに感じ入り、また、安心いたしました。昨今は、

時代の流れが速く、先が予想できない時代であります。その中で行われます教育は何よりも難しいこ

とと思います。そのことを踏まえながら、拙い意見とは思いますが、感じたことを述べさせていただ

きたいと思います。 

（1）人間性の基礎を培う家庭地域教育 

 スーパーやコンビニエンスストアが市内に多くあり、子どもも大人も手軽に食べ物を手に入れるこ

とができるようになりました。しかし、こどもの健康な心や体を育むには毎日のバランスのとれた食

事が不可欠です。学校だけではなく、家庭での食事に対する関心を高めることが必要だと思われます。

地域食育支援事業などは参加された方も「よかった」と回答されているので、今後も継続し、参加者

が増えるような活動になればと思います。 

（2）心身ともに健康で学ぶ意欲を育てる学校教育 

 ③の国際化教育は、国際化教育特区事業として黒部市の小・中学校で英会話科が実施され、大変成

果が上がっていると感じました。将来、英語を自由自在に話すことができ、英語に自信をもつ子ども

が増えるのは大変喜ばしいことと思います。中学生の英語検定３級以上取得率も高く、「確かな学力」

につながっていくと思いますので、今後もぜひ継続していただきたい事業だと思います。 

 また、④の特別支援教育では、スタディメイト事業により、発達障害等のある子どもがスタディメ

イトの支援を受けながら落ち着いて授業を受けたり、友達と仲良く遊んだり勉強したりすることがで

きるようになったということでした。マスコミでは、授業中席を立ち、歩き回る子どもや、身の回り

の整理整頓ができない子どもが増えていると報道されたこともあります。周りの子どもたちのために

も、スタディメイトが必要なのではないかと思いました。近年発達障害のある子どもが増えてきて、

ニーズも年々増えているのであれば、やはり人材を確保し、増やすように考えていかなければならな

いと感じました。 

 ⑦のキャリア教育の「14歳の挑戦」事業（⑤の豊かな体験活動推進事業とも関連）についてですが、

私自身「14歳の挑戦」事業での指導ボランティアとして、お手伝いした経験があります。この事業を

通して、子どもたちが勤労体験をすることはもちろんでありますが、地域で子どもを預かり、子ども

と関わることを通して望ましい社会のルールや社会性を身に付けることができると思います。また、

最近では核家族が増え、高齢者や幼児などとのいろいろな世代の交流が少なくなっているように感じ

ます。人と人とのふれあいを通して思いやりの心を育むうえでも、これからも続けてほしい事業だと

思います。 

 ⑨の安全についてですが、ニュース等では毎日恐ろしい事件が報道され、最近市内でも不審者が出

没していると聞きました。保護者や地域が協力して子どもたちを守る地域ぐるみのネットワークが推

進され、危機管理マニュアルが整備されており、成果があがっているということでした。不審者の増
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加傾向が見られるということには、大変残念な思いを感じますが、交通安全や防犯に関することは大

切な命に関わることですので、なお一層の取り組みを推進していただきたいと思います。 

（3）生きがいと心身の健康を支援する生涯教育 

 ③の女性活動事業の推進についてです。ここ何年かで、女性の地位は向上したように思いますが、

平成20年12月18日、男女共同参画都市宣言が市議会にて可決され、さらに一歩前進したように感じ

ます。女性議会をはじめ、女性団体の育成、女性自身の自発的活動への支援などあらゆる分野で参画

計画を推進、女性の地位向上、女性委員の登用を願っています。 

 ⑤の文化遺産の保護・継承についてです。伝統文化を次代に継承するためにいろいろな施策がとら

れているようですが、文化遺産の保護が今後の課題だと思います。黒部市の文化財指定の樹木が手入

れされずに放置されているものもあり、地域で保存活動が進められるように願っています。 

 ⑥の生涯スポーツでは、「市民１スポーツ」というキャッチフレーズは定着していると思いますが、

各自実践しているか、自問する機会があってもよいかと思います。各種スポーツ教室やイベントは多

くの参加があって、とても喜ばしいことです。 

 ⑦の体育施設の充実についてでは、施設は充実しており、問題ないと思われます。ただし、休日の

ときに活用できないこともありますので、一考を要すると感じました。 

 最後になりますが、今後もきめ細やかな教育の計画を推進されますとともに、子どもたちや地域の

人々が住みよく活力のある市になりますよう願っております。 
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Ⅲ 結び 
 

 

 黒部市教育委員会では、毎年度「黒部市教育の方針」を定め、黒部市総合振興計画に掲げ

るまちづくり方針のひとつ「個性と創造性を伸ばし豊かな心を育むまちづくり」を実践すべ

く様々な教育施策に取り組んでおりますが、現在の多様化・複雑化する社会情勢にあっては、

いじめ、家庭環境、国際化・情報化などの諸課題に対応するため、地域・家庭等の理解と協

力のもとに、連携して取り組む必要があります。 

 そのためには、教育施策の進捗状況を市民のみなさまに示しながら、着実に実施されてい

るか、課題を把握し、的確に対応しているかなどを点検・評価することが大切です。平成20

年度から、すべての教育委員会は、事業の執行状況について点検・評価を行い、その報告書

を作成し、議会に提出するとともに、公表することが義務づけられました。今回の点検・評

価にあたっては、黒部市教育振興協議会での議論のほか、３名の学識経験者からも貴重なご

意見をいただき、報告書を作成しました。 

 この点検・評価を通して、市民のみなさまに教育委員会の取組にご理解をいただくととも

に、施策の一層の充実を図り、黒部市の教育が市民のみなさまの信頼に応えていけるよう努

めてまいります。 

 

                      平成21年３月 黒部市教育委員会 

 

 

 

 

 

 

お問合せ先 

黒部市教育委員会学校教育課 

TEL（0765）54-2111 FAX（0765）65-0899 

http://www.city.kurobe.toyama.jp/ 
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