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Ⅰ 平成21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20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20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、成果が少なかった。 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

   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）９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21年１月19日～平成22年３月31日）

役職 氏 名 職 業 等

会 長 中 山 喜 正 黒部市地区振興会連絡協議会監事

委 員 植 木 眞 人 黒部商工会議所副会頭

委 員 宮 崎 幸 子 黒部農業協同組合

委 員 高 野 早 苗 黒部市社会教育委員会委員

委 員 白 川 正 秋 黒部市体育協会専務理事

委 員 伊 藤 節 子 黒部市ＰＴＡ連絡協議会（県Ｐ連理事）

委 員 細 野 義 隆 黒部市小学校長会長

委 員 吉 本 久 信 黒部市中学校長会長

副会長 竹 田 康 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下記の学識経験者から、教育委員会の自己点評

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 瀬 裕 一 上越教育大学教職大学院教授

川 端 康 夫 黒部商工会議所会頭、川端鐵工株式会社代表取締役

能 登 容 子 草月流富山県支部長、華道家
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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公表する。

（5）スケジュール

  ・７月30日 素案作成開始（8/20まで各課で作成）

  ・８月24日 素案とりまとめ（たたき台）完了

  ・８月25日 事務局内で検討・決定（素案完成）

  ・８月27日 定例教育委員会で検討、教育振興協議会に諮問（協議会委員に送付）

  ・９月29日 教育振興協議会で検討（１回目）

  ・10月20日  教育振興協議会で検討（２回目）・決定、教育委員会に答申

  ・10月28日 定例教育委員会で決定、学識経験者に送付

  ・11月26日 学識経験者の意見追加、報告書完成

  ・12月18日 市議会に提出（議長に提出、議員に配布、最終日全員協議会で説明）

  ・12月18日 公表（窓口閲覧、ホームページ掲載等）
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（6）「教育の方針」と「点検評価」の関係

19 年度 20 年度 21 年度 22 年度

19 年度教育の方針

２月検討

３月議会提出
点検

評価

反映

23 年度 24 年度 25 年度

Do

Check

Action + Plan

Do

Do

Do

Do

Do

Do

20 年度教育の方針

24 年度教育の方針

21 年度教育の方針

Check

Action + Plan

8 月原案作成

9～10月協議会

10月教育委員会

11月学識経験者

12月市議会､公表

反映

点検

評価

Check

Action + Plan

8 月原案作成

9～10月協議会

10月教育委員会

11月学識経験者

12月市議会､公表

反映

点検

評価

22 年度教育の方針

23 年度教育の方針

Check

Action + Plan

8 月原案作成

9～10月協議会

10月教育委員会

11月学識経験者

12月市議会､公表

反映

点検

評価

Check

Action + Plan

8 月原案作成

9～10月協議会

10月教育委員会

11月学識経験者

12月市議会､公表

反映

点検

評価

Check

Action + Plan

8 月原案作成

9～10月協議会

10月教育委員会

11月学識経験者

12月市議会､公表

反映

点検

評価

25 年度教育の方針
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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21年３月31日現在）

職名 氏名 年齢 性別 任期 役職 備考

委員長

ほんだ   しょう  ぞう

65 男

H18. 5.10

～H22. 5. 9

教育長

H18. 5.10～

H20. 5.11

委員長

H20. 5.12～

非常勤

本 多 省 三

委員長

職務代理者

ふちがみ  くに  はる
53 男

H18. 5.10

～H21. 5. 9
非常勤

（保護者）渕 上 一 知

委員
にわ  た  りゅう しょう

62 男
H19. 5.10

～H23. 5. 9

非常勤
庭 田 龍 祥

委員
いけ  だ        ひろし

61 男
H20. 5.10

～H24. 5. 9

非常勤
池 田 宏

委員

（教育長）

なかやま   けい  いち
63 男

H18. 5.10

～H22. 5. 9

常勤
中 山 慶 一

（2）教育委員会の開催状況

・開催回数  定例会12回、臨時会１回

  ・審議件数  議案18件（可決18件）、協議９件、報告40件

（3）教育委員会行政組織（網掛部分は教育機関）

教育委員会

（教育長）
教育部長

学校教育課

庶務係、施設係、学校教育係

小学校（11校）、中学校（４校）、

教育センター、幼稚園（４園）

生涯学習課

生涯学習係、女性青少年係、文化財係

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

スポーツ健康課

スポーツ振興係

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

図書館 奉仕係

学校給食センター

教育班
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２ 平成20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。

平成20年度 黒部市教育の方針

黒部市は、黒部市民憲章の精神のもと、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

民一人ひとりが主体的に学び、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

を目指す。そのために、関係機関との緊密な連携のもとに、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、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はぐくむため、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、

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。

・ 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・幼稚園づくりを推進するため、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。

・ 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。

【確かな学力】

・ 「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。

【国際理解教育】

・ 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。
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【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。

【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。

・ 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】

・ 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。

・ 情報活用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。

【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、交通安全や防犯教育を一層推進する。

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、市立図書館及び公民館等の充実を図り、自主的に学ぶことのできる生涯学

習の場及び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。

【青少年の健全育成】

・ 青少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、男女共同参画都市の宣言等を行うなど普及啓発活動の推進を図

る。

【市民文化活動の推進】

・ 市民が優れた文化・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、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。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。

【市民ひとり１スポーツの推進】

・ 市民の誰もが、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、総合型地域スポーツクラブの活動を安定・拡充していく。また、市体育協会・地区体育

協会や市体育指導委員と協働し、地域との連携を図りながら「市民ひとり１スポーツ」の更なる定着を図ると

ともに、スポーツをする市民の立場に立った環境整備を計画的に進める。

【競技力の向上】

・ 競技力向上の意欲を高めるため、全国・ブロック大会等への参加選手の支援を引き続き行う。また、市体育

協会を中心としてその傘下である各競技協会の活動を支援するとともに、クラブチーム等への支援体制の強化

を図るほか、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対策を行う。

【スポーツを通じての地域振興】

・ スポーツに対する興味・関心を高め、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社会の実現を

目指すため、全国規模の各種大会を開催することで、全国トップレベルのプレー観戦の場を市民に提供する。

  また、スポーツを通して地域の活性化を図るため、大会等を通じて黒部市を訪れた選手・観客に黒部市の素

晴らしさをＰＲする。
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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はぐくむため、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。

個別事業 （1）家庭教育支援基盤形成事業

担当課等 生涯学習課 女性青少年係

事 業 費
（決算額：必要に応じて内訳等を記載）

2,306千円（人件費1,900千円、消耗品327千円、保険料79千円）

趣 旨 等

（本来の目標・目的・対象・意図）

文部科学省事業の家庭教育支援基盤形成事業を石田、中央、荻生小学校に導入し、

授業中・登下校中の子どもや保護者への声かけや悩み相談を行う子育てサポーターを

配置する。またＰＴＡ代表やその他行事等の保護者が集まる機会に効果的な子育て講

座を実施する。

実績・成果

（数値を用いて具体的に、前年等とも比較）

石田・中央・荻生小学校に子育てサポーターを配置して、授業中・登下校中の子ど

もや保護者への声かけや悩み相談を行った。

小学校名 サポーター人数 平均活動日数

石田 ３人 29日

中央 ５人 70日

荻生 ３人 52日

子育て講座数 11回 参加人数 607人

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）

子どもに対しての相談体制は充実したが、保護者には子育てサポーターの認知度が

やや低かった。

課題・改善

（具体的な改善内容を記載）

この事業は平成20 年度で廃止されるため、市独自の家庭教育相談体制や子育て講

座を実施する必要がある。

今後の方向

（継続・拡充・縮小・廃止などを判断）

事業は文部科学省の補助が無くなるため廃止する。今後は市民大学講座やＰＴＡ予

算等を活用しつつ、市独自の家庭教育に対する学習機会の提供を検討する。
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個別事業 （2）地域食育支援事業

担当課等 生涯学習課 女性青少年係

事 業 費
（決算額：必要に応じて内訳等を記載）

159千円（食材費114千円 講師謝金45千円）

趣 旨 等

（本来の目標・目的・対象・意図）

各地区の特色を活かし、公民館の調理室を利用して、保護者・子どもを対象とした

料理教室を開催する。

実績・成果

（数値を用いて具体的に、前年等とも比較）

各地区でお節料理や三色団子など地域の特色を生かした料理教室や栄養素などを

学ぶ食講座を実施した。

年度 実施地区 回数 参加人数

H19 ７公民館 ８回 164人

H20 14公民館 24回 448人

※昨年度より実施公民館や回数を増やしたため、参加人数が大幅に増えた。

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）

・実施地区や参加人数が大幅に増えた。

・食育が家庭で実践されているかどうかが不透明である。

課題・改善

（具体的な改善内容を記載）

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。

今後の方向

（継続・拡充・縮小・廃止などを判断）

地域食育支援事業は継続する。農業水産課や健康増進課との連携・統合については

今後に調整を図る。
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施策の分野 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、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。

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。

個別事業 （1）放課後子ども教室推進事業

担当課等 生涯学習課 女性青少年係

事 業 費
（決算額：必要に応じて内訳等を記載）

1,500千円（謝金549千円、保険料202千円、教材費680千円、郵便料69千円）

趣 旨 等

（本来の目標・目的・対象・意図）

放課後や休日の学校の空き教室や公民館を活動の拠点とし、地域の多様な方々の参

画を得て、子どもたちと共に学習やスポーツ・文化活動、地域住民との交流活動等を

行う。

実績・成果

（数値を用いて具体的に、前年等とも比較）

子どもたちの様々な体験不足を解消するため、黒部市内７地区（生地・東布施・村

椿・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、祭囃子の練習、編み物、お茶教室、お店屋さん体験、

工作体験、カンナロードの花壇作り、料理教室などのその地域ごとの特色を生かした

教室を開催した。

年度 実施校区数 教室回数 参加児童数 指導者数

H19 ５校区 121回 3,139人 375人

H20 ７校区 148回 3,852人 504人

※前年度より２校区増えたため参加児童数が増えた。

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）

その地域ごとの特色を生かした子ども教室が各校区で実施され定着されつつある

が、実施していない校区があり、その対応を検討する必要がある。

課題・改善

（具体的な改善内容を記載）

黒部市の子どもたちが平等に体験活動を多く行えるように、活動校区数を増やす必

要がある。また、放課後子ども教室を今後続けていくためには指導者の確保が必要で

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、平成22 年度までに活動校区を１～２校区増

やす。放課後子ども教室指導者の確保については、団塊の世代や放課後子ども教室

体験者にＰＲして地域の子どもは地域で育てていくような意識づくりを行う。
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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）評価を生かして、市民の信頼に応える開かれた学校・幼稚園づくりを推

進するため、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。

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 （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
（決算額：必要に応じて内訳等を記載）

0千円

趣 旨 等

（本来の目標・目的・対象・意図）

【学校運営の評価】

・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。結果については学校評議員会や学校便り等で知らせている。

・教職員の自己申告・自己評価がおこなわれているが、今年度から校長の自己申告・

自己評価を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】

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。

【学校評議員制】

19年4月に黒部市学校評議員規定を設け、19年度から引き続き実施。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】

各校の特徴・目標・課題がはっきりし、その取り組みについて教育長から指導助言

する機会となる。また、市の教育方針の確認の場としても有意義であった。

【学校アクションプラン】

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】

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りするとともに緊張感が増した。

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）

・校長の自己申告・自己評価を今年度から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）

・年度末の学校評価の報告については各校の形式に任せたが、共通様式を検討したい。

・アクションプランの達成率が悪い学校があるので、要因を探って手だてを講じるよ

う指導したい。

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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個別事業 （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
（決算額：必要に応じて内訳等を記載）

0千円（県教委事業に参加する形の事業であり、市の経費負担はない。）

趣 旨 等

（本来の目標・目的・対象・意図）

【幼・保・小こどもの架け橋事業】

20 年度は、県教委から、前沢小、荻生小、若栗小が研究指定を受けた。18 年度か

ら始まった指定制度は今年度で全ての小学校が指定されたことになった。

【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盛んであ

る。

【保育体験】

田家小（教諭5名）、三日市小（教諭15名）が夏季休業中に保育所で一日保育体験

をした。

実績・成果

（数値を用いて具体的に、前年等とも比較）

・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。

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）

・相互参観は、各保・幼・小・中ともに必要性が認識され、昨年より相互訪問回数が

１～２回増えている。

・保育体験は20年度も同じ学校であり、広がりが見られなかった。

課題・改善

（具体的な改善内容を記載）

・県教委指定による幼・保・小こどもの架け橋事業は20 年度で終了であるが、連携

の重要性は増しており、来年度も積極的に推奨する。

・一日保育体験は広がりを期待したい。

今後の方向
（継続・拡充・縮小・廃止などを判断）

H21以降、県教委の指定はないが、同様の内容で継続実施する。

11
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個別事業 （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
（決算額：必要に応じて内訳等を記載）

2,622千円

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」（黒部市勤労青少年
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）
Ｈ19 11人 101件（50件）
Ｈ20 13人 116件（73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、子どもたちとの話し合いを積み重ねていくうち、明るい表情
が見られるようになり、さらに学習への意欲へとつながっていった。
・適応指導教室へ通所していた卒業生全員が高校へ進学できた。
・ほっとスペースへ通いながら、少しの時間ではあるが学校へも顔を出せるようにな
った児童生徒が増えつつある。
・Ｈ20 から夏休みも週２回程度開設し、生活習慣の乱れを防止するとともに、友達
との交流を深めたり、自分の目当てに応じた学習に取り組んだりすることができた。

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）

・家に引きこもらないで学校へ復帰できるように支援できた。
・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。

課題・改善

（具体的な改善内容を記載）

間借りの施設なので月曜日が休館であることや、部屋が狭く思うような指導や支援
ができない。

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。

12
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個別事業 （4）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

（決算額：必要に応じて内訳等を記載）

・中央小学校大規模改造事業  146,030千円

・中央小学校体育館耐力度調査  1,522千円

・田家小学校耐震診断        3,299千円

趣 旨 等

（本来の目標・目的・対象・意図）

・中央小学校の児童に、教育環境の充実のため大規模改修工事（平成19、20 年度の

２カ年事業、校舎1棟2,915㎡）を行うとともに、安全・安心な学校づくりのため耐

震補強工事を実施した。

・老朽化した中央小学校体育館の耐力度調査を行うとともに、田家小学校（校舎・体

育館）の耐震診断を実施した。

実績・成果

（数値を用いて具体的に、前年等とも比較）

・防犯のため職員室・校長室を2階から1階へ移設した。また、児童玄関の増築や普

通教室・特別教室の天井・床・壁等の改修を行い、児童の教育環境の改善を図った。

・耐震壁を補強することにより、校舎のIs値が0.62から0.76に改善した。

・中央小学校体育館の耐力度調査の結果、耐力度点数 4,304 点で、危険建物(4,500

点以下)である。また、田家小学校の校舎Is値0.54、体育館Is値0.18であった。

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）

・中央小学校大規模改造事業は、文部科学省の安全・安心な学校づくり交付金の対象

となるIs値0.7をクリアした。

・また、設計図書に基づき完成検査した結果、評定点は、建築主体が85点（評価A）、

電気設備が84点（評価B）、機械設備84点（評価B）であった。

課題・改善

（具体的な改善内容を記載）

・中央小学校体育館が危険建物である。

・中央小学校は、市内で唯一ランチルームが建設されていない。

・田家小学校の体育館のIs値が0.3未満である。

今後の方向

（継続・拡充・縮小・廃止などを判断）

・中央小学校ランチルーム及び体育館の建設の設計を進め、H21に着工する。

・田家小学校の校舎・体育館の耐震診断の結果に基づき耐震化を検討する。
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個別事業 （5）学校給食センター改築事業

担当課等 学校教育課 施設係

事 業 費

（決算額：必要に応じて内訳等を記載）

基本設計業務      8,715千円

地積・地形測量等業務  2,170千円

旧前沢小学校解体工事   6,300千円

趣 旨 等

（本来の目標・目的・対象・意図）

現在の学校給食センターが昭和46年に建設され38年が経過しているため、当該設

備・施設が老朽化していることから、旧前沢小学校敷地(3,742.85 ㎡)に、新しい学

校給食センター(鉄骨造 一部2階建 1,468.62 ㎡、3,500 食／日、ドライシステム

方式)を改築する。

実績・成果

（数値を用いて具体的に、前年等とも比較）

・平成20 年度は、基本設計業務や、旧前沢小学校敷地の地積・地形測量等業務、旧

前沢小学校体育館の解体工事を実施した。

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）

基本設計業務や、地積・地形測量等業務、旧前沢小学校体育館解体工事は、設計図

書に基づき完成検査した結果、全て合格であった。

課題・改善

（具体的な改善内容を記載）

・現在の給食センターの厨房機器の再利用を検討すること。

・必要最低限の厨房機器の納入計画と実施設計との整合性を図りつつ、事業費の削減

に努めること。

今後の方向
（継続・拡充・縮小・廃止などを判断）

実施設計に基づき、平成21年度、22年度の2カ年事業として改築工事を行う。

14
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個別事業 （6）奨学資金貸付・給付事業

担当課等 学校教育課 学校教育係

事 業 費
（決算額：必要に応じて内訳等を記載）

9,360千円

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、成績優秀であるが学資の支弁が困難な者に対し、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）

貸付（短大・大学生、大学院生）  

年度 採用枠 出願者数 決定者数

Ｈ19 ８人 13人 ７人

Ｈ20 ８人 13人 ８人

給付（高校生）

年度 採用枠 出願者数 決定者数

Ｈ19 ４人 ４人 ２人

Ｈ20 ４人 15人 ４人

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）

・経済状況等に鑑み、適切な貸付ができた。

・採用枠いっぱい貸付又は給付を決定した。

・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）

・年度によって出願者数にばらつきがあり、予算内での貸付となるため、年度によっ

て不公平感がある。

・年間を通して随時受付できるようにする。

今後の方向
（継続・拡充・縮小・廃止などを判断）

今後も継続し、随時受付するなど拡充する。
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個別事業 （7）就学援助事業

担当課等 学校教育課 学校教育係

事 業 費
（決算額：必要に応じて内訳等を記載）

32,604千円

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 特別支援教育 援助費

H19 1人 128人 24人 19,644千円

H20 1人 148人 30人 20,408千円

中学校

年度 要保護 準要保護 特別支援教育 援助費

H19 2人 70人 4人 11,580千円

H20 0人 82人 7人 12,196千円

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等・通学費・職場実習に要する交通費・交流学習交通費）の一部
を援助した。

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）

就学に要する経費の一部を負担することにより、保護者の経済的負担の軽減を図る

ことの必要性は高い。

課題・改善

（具体的な改善内容を記載）

申請書等の様式を見直し、支給事務の効率化を目指す。

今後の方向
（継続・拡充・縮小・廃止などを判断）

経済的な援助が必要とされる家庭が増加傾向にあるため、現状のまま継続する。
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個別事業 （8）幼稚園教育の充実

担当課等 こども支援課 こども福祉係

事 業 費

（決算額：必要に応じて内訳等を記載）

14,016千円

幼稚園管理運営12,716千円 幼稚園就学援助1,300千円

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し、聞く態度や言葉に対する感覚の育成」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）

・ＡＥＤの設置（２ヶ所）による園児の安全安心の確保の向上。

・夏季預かり（中央幼稚園拠点方式）の実施によるサービスの充実。

・新しい幼稚園教育要領に向けた研修の実施。

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）

入園児数は減少したが、職員の資質やサービスの向上、園児の安全、安心の確保を

おこなった。

課題・改善

（具体的な改善内容を記載）

・施設等の改善に向けた取組みの必要性。

・新しい幼稚園教育要領による小学校との連携の確立。

今後の方向
（継続・拡充・縮小・廃止などを判断）

幼稚園教育は現状のまま継続する。
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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。

個別事業 （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
（決算額：必要に応じて内訳等を記載）

0千円

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文部科学省の調査に参加した。

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、黒部市学力向上推進委員会に

おいて分析し、11月に各校に配布した。それを受けて、各学校では児童生徒個人の結

果にコメントをつけて知らせ、今後の学習に生かすようにした。保護者へは、学校だ

より等で概要について知らせた。

・平均正答率については19年度と同様で全体的におおむね良好であり、活用に関する

問題Ｂに課題が見られ、これは全国と同じ傾向が見られた。

・19年度調査では家庭学習の少なさが課題として上がっており、各校では家庭学習の

習慣化に向けて取り組んだところ、20年度の調査では改善がみられた。

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）

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、特長や課題が明確にな
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、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）

調査結果を生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 （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
（決算額：必要に応じて内訳等を記載）

33千円（教職員研修報償費）、163千円（地域教材作成費）

趣 旨 等

（本来の目標・目的・対象・意図）

【教職員研修】

・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、

基礎基本の定着を図り、個々に応じた指導の充実に努める。

・教員としての資質の向上および指導力向上を図る。

【研究委員会】

・社会科・理科・情報教育における地域教材の見直しや作成、今日的な課題の研修を

行う。

【学力向上実践研究推進事業】

・鷹施中学校区（鷹施中、石田小、田家小、東布施小）を推進地区として指定し、学

力向上に関する研究を推進した。

実績・成果

（数値を用いて具体的に、前年等とも比較）

【教職員研修】教育センターが中心となって実施したもの（参加者数）。

年度 Ｈ19 Ｈ20

参加人数 280人 674人

特別支援教育研修会（39人）、地域理解研修会（7人）、情報教育研修会（93人）、

学級運営研修会（11人）、学力向上に関する講演会（119人：H20新規）、

とやま型学力向上プログラム研修会（191人：H20新規）、

英会話実技研修会（59人）、小学校英語活動研修会（52人）、

道徳の授業に関する講演会（50人）、生徒指導講演会（53人）

【研究委員会】教育センターが中心となって実施したもの（参加者数）。

・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、３回開催）

「黒部の自然マップの手引き書」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）

【学力向上実践研究推進事業】国の委嘱事業で20～22年までの指定

・初年度の成果については21年5月にリーフレットとなり、全県下に配布された。

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）

・自らの資質を高めようとする教員が多くおり、ワークショップ型の研修会により、

実際に体験しながら指導の改善を図ることができた。19年度に研修の精選を課題とし

たが、逆に増えてしまった。

・参加者が大幅に増えたのは学力向上に関する講演会、とやま型学力向上プログラム

研修会が新規に開催されたためである。

課題・改善

（課題は必須、具体的な改善内容を記載）

・研修会が新規に入ってきた場合は、どれかを減らすなどの思い切った精選化を図る

必要がある。

・学力向上実践研究推進事業では市内小中学校への成果の普及及び指導力向上のため

に市内教職員を対象に講演会等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）

３事業とも来年度も継続実施。
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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
（決算額：必要に応じて内訳等を記載）

0千円

趣 旨 等

（本来の目標・目的・対象・意図）

【通常学校訪問研修会への参加】

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

育課主幹、教育センターの所長と研究主事が研修会に参加し、学習指導を中心に指

導・助言した。

【学校巡回訪問】

学校教育課主幹が指導主事併任となり、本年度から実施。主幹が普段の学校教育活

動を参観し、校長と学校運営全般について懇談し、指導・助言した。

実績・成果

（数値を用いて具体的に、前年等とも比較）

前年までは年に1度の通常訪問研修会への参加だけだったが、巡回訪問をすること

により、年に2回の学校訪問になった。１学期に訪問した学校の課題等の変容を2学

期に見ることができたことが成果として挙げられる。また、校長との懇談の中で、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、次年度の職員構成につい

ての情報として活用できた。

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）

巡回訪問については、校長からは学校現場の実態を知ってもらえることや指導助言

をもらえることで好意的な評価をもらっている。また、東部教育事務所からは市独自

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

（課題は必須、具体的な改善内容を記載）

校長の訪問に対する意識に差がある。何となく訪問を受ける者と、改善のよい機会

と捉える者がいるので、訪問の意義を十分に理解してもらうことが課題であり、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）

来年度以降も継続実施する。
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施策の分野 ③国際理解教育

方針・目標

英語による実践的コミュニケーション能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。

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

（決算額：必要に応じて内訳等を記載）

43,688千円（ＡＬＴ賃金等28,054千円、英会話講師賃金等15,634千円）

※ＡＬＴ・英会話講師は、英会話科のほか、国際化教育事業全般に関わっている。

趣 旨 等

（本来の目標・目的・対象・意図）

小中学校の児童生徒に、正式教科としての英会話科を実施（小学１・２年は月１時

間、小学３年～中学３年は週１時間）し、英語コミュニケーションの基礎を身に付け

させる。小学校はＡＬＴ・担任・英会話講師の３者による指導、中学校はＡＬＴ・英

会話講師の２者による指導。

実績・成果

（数値を用いて具体的に、前年等とも比較）

・７月に「特区」の指定は解除（全国的に「英語特区」が解除）されたが、新たに文

部科学省指定の「教育課程特例校」の指定を全小中学校が受け、特区と同様のメリッ

ト（学習指導要領によらない独自の教育課程編成が可能）が継続している。

・単なる知識ではなく、コミュニケーションしようとする意欲とプレゼンテーション

能力の育成を心掛ける授業に努めた。

・小中学校の指導計画（カリキュラム）を実態に則して改定し、基本的事項のみを定

め、指導者の裁量を生かせるようにした。

・指導力を向上させるための定例会議（研修会）を毎月実施し、互いの授業を視察し、

課題や改善点について話し合った。

・中学３年生の英語検定３級以上の取得率（12月末現在）

年度 黒部市 全国平均

Ｈ19 33％（129人/394人） 18％

Ｈ20 26％（ 99人/375人） データなし

・小学６年生へのアンケート

質問事項（抜粋） Ｈ19 Ｈ20

相手の英語が分からないときは聞き返している 69％ 73％

相手の表情や身振りからも分かろうとしている 70％ 77％

・中学１年生（小学４年から英会話科を学んでいる）の入学時点での英語のボキャブ

ラリー（語彙力）が、英会話科を始める前（Ｈ17 以前）と比較にならないほど多く

なった。（中学校英語科教員の意見）

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）

・英検３級取得率は前年より低下したが、学年により差があるものであるし、依然と

して全国平均を上回っていると考えられる。

・英語コミュニケーションを楽しもうとする意欲が向上している。

・黒部市独自の教育として他の市町からも注目されている。

課題・改善

（具体的な改善内容を記載）

・小学校担任の授業の関わりに差があり、指導力をより向上させる必要がある。全国

で外国語活動が始まることもあり、指導体制について検討を要する（英会話講師を全

授業に配置すべきかどうか、など）

今後の方向
（継続・拡充・縮小・廃止などを判断）

英会話科の授業時数は現状のまま継続する。
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個別事業 （2）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
（決算額：必要に応じて内訳等を記載）

5,669千円（メーコン派遣3,603千円、スネーク受入2,066千円）

趣 旨 等

（本来の目標・目的・対象・意図）

・姉妹都市のオランダ・スネーク市及びアメリカ・メーコン市との間で、生徒等の派

遣（対象：中学３年生）及び受入（対象：中学全学年）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ニケーションの機会

を得、外国文化に対する興味と理解を高め、日頃の学習のモチベーションを高める。

・派遣については、学校長からの推薦（各中学校２人ずつ）により参加者を決定。参

加者負担金は１人10万円。

・受入については、中学校持ち回りで実施。

実績・成果

（数値を用いて具体的に、前年等とも比較）

・メーコン市に10 人（生徒８人、引率２人）を派遣し、１人ずつホームステイ（５

泊）したほか、公立と私立の学校を訪問し、実際の授業を体験し、フットボール観戦、

ハロウィーンなどで交流した。アメリカ社会の問題（人種、貧困など）も体験した貴

重な研修となった。

・スネーク市から12 人（生徒８人、引率４人）を受け入れ、ホームステイ、学校体

験（授業、給食、部活動など）、黒部の自然に触れながらの活動（黒部峡谷、立山黒

部アルペンルート、新川牧場バーベキュー、石田フィッシャリーナでの釣り体験など）

を通して交流した。また、スネーク市役所の担当者及びスネーク市内２校の教員と意

見交換することができた。

・参加者等（生徒）

年度 派遣 受入

Ｈ19 スネーク（男子３人、女子５人）

Ｈ20 メーコン（男子１人、女子７人） スネーク（男子１人、女子７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）

・参加した生徒のほとんどが、英語とコミュニケーション能力の不足、伝える内容そ

のものの不足を痛感し、今後の学習に真剣に取り組むことを決意している。

・当事業に参加することを目標にして、あるいは楽しみにして、日頃の学習に励んで

いる生徒が多い。

・他の自治体にはない、黒部市独自の魅力的なプログラムである。

・日頃の学習成果を試し、発揮するための極めて有効な事業である。学校での英語科

又は英会話科の授業では味わえない交流の喜びを実感することができる。

・姉妹都市の教職員との交流により、より効果的な国際化教育について見識を深める

ことができ、教職員のレベルアップに大きく貢献している。

課題・改善

（具体的な改善内容を記載）

・事業を永く継続するため、経費の抑制は、黒部市、スネーク市、メーコン市に共通

の課題である。儀礼的な行事をなるべく省き、引率も含めてホームステイを多くする

などの工夫が必要である。姉妹都市間で協議検討を要する。

・派遣に参加した生徒のその後の進路や職業を追跡調査し、また、数年後に座談会な

どを開いて当事業の与えた影響など分析することを検討する。

・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、小学校間でも交流ができるようにする。

今後の方向

（継続・拡充・縮小・廃止などを判断）

・派遣及び受入は継続する（経費はなるべく圧縮し、研修効果を高める）。

・作品交換やインターネット等を利用した交流を新規に加え、拡充する。
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個別事業名 （3）英語サマーキャンプ

担当課等 学校教育課 庶務係

事 業 費
（決算額：必要に応じて内訳等を記載）

300千円（補助金）

趣 旨 等

（本来の目標・目的・対象・意図）

・ＡＬＴと小学５・６年生による２泊３日の英語合宿。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、バーベキューなどの活動を楽しみなが

ら、英語や外国文化に親しむとともに、英語コミュニケーション能力の向上を図る。

・定員約40人、各校に定員枠、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）

・児童が積極的にＡＬＴに話し掛け、自然に英会話に親しんでいた。

・オランダ人指導者によるストーリーテリングでは、豊かな表情と体を使った表現に

より英語の物語を理解し、多くの児童が自信をつけていた。

・全てのプログラムがＡＬＴの工夫によるもので、バーベキューやスポーツなどは、

アメリカでよく行われるものを実施し、子どもたちに異文化の新鮮な体験をさせるこ

とができた。

・参加者アンケート

質問（抜粋） Ｈ19 Ｈ20

英語サマーキャンプはとても楽しかった 88％ 83％

英語サマーキャンプは楽しかった 12％ 17％

※「あまり楽しくなかった」「楽しくなかった」の回答はなし。

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）

・多くの児童が、メイン活動である英語ワークショップやティームタイムを楽しんで

おり、ＡＬＴの創意と工夫が生かされ、本来の教育目的が十分に達成されている。

・最初は静かな子どもたちが、ＡＬＴと活動するうちに、見違えるほど明るく、積極

的かつ自然に英語が口をついて出てくるようになり、本人達も自信をつけていた。

・経費に比して、効果が非常に高い事業といえる。

課題・改善

（具体的な改善内容を記載）

・次々と実施されるプログラムに対して、スタッフの事前準備が追いつかないことが

あった。準備における段取りや役割分担を決めておく必要がある。

・バーベキューでは、好き嫌いにより、大量に余ったメニューがあった。児童がおい

しく楽しく食べられるメニューを検討する必要がある。

・日程を早急に決定し、指導にあたるＡＬＴや英会話講師のスケジュールを予め確保

しておくことが必要である。

今後の方向
（継続・拡充・縮小・廃止などを判断）

ＡＬＴや英会話講師の確保ができれば、拡充（定員を40から拡大）して実施する。
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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 学校教育係

事 業 費
（決算額：必要に応じて内訳等を記載）

3,685千円（指導者賃金3,481千円、事務費138千円、研究会補助金66千円）

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、外国人児童生

徒に対しては、日本語指導を行う。

・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）

・個別に困っていることや悩んでいることについて話を聞き、生活の改善を図ってい

くことで表情が明るくなり、楽しく学校生活を送ることができるようになった。

・一人ひとりの能力に応じた取り出し指導や付添指導を行うことによって、苦手な教

科の克服や日本語理解につながり、意欲的に学校生活を送ったり学習に臨んだりする

ようになった。

・帰国・外国人児童生徒が、どの学校やどの教室に入ってきても個に応じた指導や対

応ができるように、実態や指導方法などの共通理解を図るための研修を行った。

・帰国児童生徒数29人（小学校22人、中学校7人）※帰国後３年未満

・サマースクール参加者13人（帰国児童生徒10人、ブラジル人３人）

・個別・付添指導（帰国児童12人 ブラジル人６人）39日

・保護者会の実施（学校生活等の相談）２日・７人

・帰国児童生徒教育研究会から会報「Access」を年３回発行。

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）

・取り出しによる個別指導や付添指導によって、個に応じた指導が行われ、子どもた

ちは学校生活に適応し、学習における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

策を講じる必要がある。

・外国人児童生徒を母国語でサポートできる人材の確保が必要である。

・帰国児童生徒に対する個別の指導が十分とはいえなかった。

・帰国児童生徒教育研究会での研究をより促進し、その結果を生かす必要がある。

今後の方向

（継続・拡充・縮小・廃止などを判断）

帰国児童生徒、外国人児童生徒への指導を継続する。

24



27

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 （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
（決算額：必要に応じて内訳等を記載）

3,483千円

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（13人委嘱）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）

・小学校10校にスタディ・メイトを配置した。

・スタディ・メイト養成講座を受講。（7人）

・スタディ・メイト研修会に参加し、資質向上を図った。（9人）

・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

勉強したりして楽しい学校生活が送れるようになった。また、学級全体が落ち着いて

きた。

・スタディ・メイト数 ※予算ベース（Ｈ19：４人、Ｈ20：７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きた。

・前年に比べ、スタディ・メイトを拡充したが、まだ十分ではない。

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、十分な配置ができず、スタディ・

メイトの人材確保と育成が急務である。

今後の方向
（継続・拡充・縮小・廃止などを判断）

拡充を図る。
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施策の分野 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。

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。

個別事業 （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
（決算額：必要に応じて内訳等を記載）

3,353千円

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。

・小学生では花壇づくりや田植え、野菜作りを通して育てることの大変さ、おもしろ

さを実感し、収穫の喜びも味わった。サケやザリガニなどを飼育し、世話をすること

で生き物の成長を身近に見て、親しみをもって生き物に接することを学んだ。また、

地域の中で活動し、地区の人と交流することで地域の良さや人の温かさを再認識する

とともに地域の人に感謝する気持ちをもつようになった。

・中学生では施設訪問や職場体験を通して労働の大切さとその喜びを体験した。また、

黒部市の国際理解や環境、福祉等について学習し、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

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行い、

児童生徒が自然体でたくましく育つ環境をつくる。

・低下している家庭、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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個別事業 （2）14歳の挑戦事業

担当課等 学校教育課 学校教育係

事 業 費
（決算額：必要に応じて内訳等を記載）

1,440千円

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）

参加生徒数382人、受入事業所110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

校生活や社会に出た時に活かすことが期待できる。

・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。

＜保護者の感想・意見＞

・働くことの大切さや大変さが自分で体験してよく分かったようです。この事業以外

にももっと社会に出て学ぶ機会が多くてもよいのではないか。

・各事業所には大事な時間と手間をかけていただき、指導していただいた方にお返し

できるようになってほしい。「14歳の挑戦」はずっと続けてほしい。

＜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。

・仕事の大変さ、厳しさ、楽しさを少しは体験できたと思う。子ども達は挨拶も元気

よく、十分な労働力となって作業をしてもらった。今後もこの事業を継続してほしい。

・緊張と不安の中にも目標をもって取り組んでいる姿が微笑ましかった。挨拶をもう

少し元気よく普通のこととしてできるようになってほしい。

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）

事後アンケートで目標をもって取り組むことができた（94.9％）、充実していた

（97.0％）、自分の生き方を考える良い機会になった（91.3％）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）

事業所の受入、指導ボランティアを広くお願いし、周りの人たちが励ましや言葉か

けを行い、地域全体でこの事業を育てていくことが大切である。また、事前学習をき

ちんとして、より効果のあがる勤労体験となる指導を心掛ける。

今後の方向
（継続・拡充・縮小・廃止などを判断）

事業所と連携を密にして継続する。
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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。

情報活用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 （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
（決算額：必要に応じて内訳等を記載）

2,286千円

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

の読書普及活動を実施した。

・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

聞かせの会を開催した。その結果、学校図書館の本をよく借りて読むようになった。

・朝読書に取り組んだことにより学級全体が落ち着いた雰囲気で学習を進められるよ

うになった。

・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（読み聞かせのため）への図書貸出数

約4,000冊

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）

・図書の貸し出し数も増え、児童生徒が読書に親しむ時間が多くなった。

課題・改善

（具体的な改善内容を記載）

・現在各校週1回の配置なので週2回程度の配置にして十分な活動にする。

・学校図書館活動推進員の確保が難しい。（３人で15校担当）

・学校図書館図書標準の冊数に近づくよう図書を整備する。

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継続配置し、読書活動普及に努める。
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個別事業 （2）情報教育

担当課等 学校教育課 施設係

事 業 費
（決算額：必要に応じて内訳等を記載）

38,710千円（リース料37,061千円、維持管理費1,649千円）

趣 旨 等

（本来の目標・目的・対象・意図）

・児童生徒に、ＩＣＴ活用能力を育成するとともに、ＩＣＴを使用した効果的な教科

指導により、学習の効率を高めるため、児童生徒用ＰＣ等を整備し、管理する。

・教職員の校務の効率化を図るとともに、情報漏洩を防止するために、教職員用ＰＣ

等を整備（教員１人に１台のＰＣ）し、管理する。

・黒部市情報教育機器取扱規程に基づき、ＩＣＴ機器及び個人情報を管理する。

実績・成果

（数値を用いて具体的に、前年等とも比較）

・20年度に教職員用ＰＣを116 台配備（小学校62台、中学校54台）し、教職員１

人に１台のＰＣ整備が完了した（Ｈ18からの３カ年事業）。これにより、私物ＰＣの

学校への持ち込みを禁止し、情報漏洩の防止に資することができた。

・児童生徒用ＰＣの整備状況（ＰＣ１台あたりの児童生徒数）

年度 ＰＣ台数 黒部市 全国平均 国の目標値

Ｈ19 767台 4.5人/台 7.0人/台 3.6人/台

Ｈ20 767台 4.5人/台   － 3.6人/台

※国の目標値は平成22年度までのもの。

・教職員用ＰＣの充足率

年度 ＰＣ台数 黒部市 全国平均 国の目標値

Ｈ19 199台 81.2％ 57.8％ 100％

Ｈ20 315台 125.4％   － 100％

※Ｈ19年度「学校における教育の情報化の実態等に関する調査」による。

※国の目標値は平成22年度までのもの。

※Ｈ20年度の数値は、Ｈ20配備ＰＣのみ加算し、5/1現在の児童生徒・教員数に基

づき算出した。

・20年度から、学校のＰＣ及びＬＡＮ等の管理（メンテナンス及び不具合の解明等）

を外部委託したことにより、正確でタイムリーな対応ができた。

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）

・児童生徒用ＰＣ等の台数は、国の目標値に到達していないが、指導に必要な台数は

十分に満たしている。

・Ｈ19「学校における教育の情報化の実態等に関する調査」の結果によると、黒部市

の数値は、国の目標値と全国平均の数値のいずれをも超えている。

課題・改善

（具体的な改善内容を記載）

・過去に整備したＰＣ本体やソフトが老朽化しており、今後計画的に児童生徒用ＰＣ

と教職員用ＰＣを更新する必要がある。

・ＵＳＢ等の外部メディアが媒介したと思われるコンピュータウイルスの感染が相次

いだ。ルールの厳格な遵守を徹底する必要がある。

・校務支援ソフト（出席管理、成績管理、校時管理など）の導入を検討し、全学校が

情報を共有し、情報漏洩防止を完全にすることで、さらに安全で効率的な校務を目指

す必要がある。

・ＰＣを全教職員に整備したが、個々のＰＣでメールの受送信をしていない。セキュ

リティ及びメール管理の責任体制を確立して、個々のＰＣでメールを使えるようにす

べきである。

今後の方向

（継続・拡充・縮小・廃止などを判断）

・児童生徒用ＰＣ等を優先的に更新する。

・情報教育専門委員会で課題について検討する。
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施策の分野 ⑦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。

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
（決算額：必要に応じて内訳等を記載）

0千円

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、健康な人間の生育を目指すため、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に直接指導した。

・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。

・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務

めた。

年度 栄養士が学校訪問した回数

19年度 49回／年間

20年度 50回／年間

※宇奈月中学校は栄養士が常勤し、普段から食育活動している。

・調査結果

年度 朝食摂取状況 偏食状況 箸の持ち方

19年度
(小)99.2％

(中)99.4％

(小)90.4％

(中)93.5％

正しく持てる

84.6％(小のみ)

20年度
(小)99.2％

(中)99.6％

(小)91.8％

(中)94.0％

正しく持てる

85.8％(小のみ)

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）

黒部市学校給食研究会において、あいさつ、姿勢、食べ方など給食のマナーに関す

る呼び掛けやポスター掲示など、日々習慣化を図って、取り組んだ結果、朝食の摂取

率を維持することができた。また、学校給食への地場産物の使用率については3.01％

（H19年度）が4.12％(H20年度)と上昇した。

課題・改善

（具体的な改善内容を記載）

・地産地消に関しては 黒部米を 100%使用しているが、地元産野菜を取り入れる工

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。

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
（決算額：必要に応じて内訳等を記載）

0千円

趣 旨 等

（本来の目標・目的・対象・意図）

【全国体力・運動能力、運動習慣調査】

子どもの体力が低下している現状に鑑み、子どもの体力の状況を把握・分析するこ

とにより、子どもの体力の向上に係る施策の成果と課題を検証し、その改善を図る目

的で、小学５年生と中学２年生が調査に参加した。

【学校訪問による指導】

体力つくりに関する指導助言を行った。

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年度から実施）

全小中学校（15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月に分析を行った。

・体格は、小５・中２とも全体的に全国平均を上回っていた。

・運動能力は、概ね全国平均を上回っていた。

・肥満傾向を示す児童生徒がやや多い。

・運動習慣がある児童生徒やスポ少部活動への参加率が高い。

・朝食を取っている率が大変高い。

【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つける時間を授業の始めや終わりに取

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、体力作りへの意欲付けを図った。

年度 「みんなでチャレンジ3015」 ゲンキッズ調査

運動について取り組んでいる児童 夜ぐっすりと眠れる

19年度 82.8% (小)97.8％ (中)97.2％

20年度 82.9％ (小)98.2％ (中)97.2％

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）

子どもたちの体力や運動能力のよさや問題点が分かり、体育の学習や業前・業間運動の

指導の改善につながった

課題・改善

（具体的な改善内容を記載）

体力が低くなっている原因の１つに、中・高度の肥満があり、運動の日常化を推進して
いく必要がある。そのため、21年度は県教委が勧めている「元気っ子育成計画」の作成も
取り入れていくことで意識付けを図りたい。

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 （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
（決算額：必要に応じて内訳等を記載）

1,680千円

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

H19 6名 7名 10名 5名 28名

H20 6名 7名 10名 5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）

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）

スポーツに親しみながら健康体力づくりを行い、活力に満ちた学校生活が送れるよう展

開した。

課題・改善

（具体的な改善内容を記載）

児童生徒の体力･健康づくり、技術向上とスポーツに対する関心をより高める。ス

ポーツエキスパートの指導力向上とともに協力体制の向上を目指す。指導者の資質向

上のため、研修会等へ参加を促す必要がある。

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の要望が多く、指導者の人数は現状のまま継続す

る。
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個別事業 （4）給食センターの衛生管理、給食配送業務

担当課等 学校給食センター 庶務係

事 業 費

（決算額：必要に応じて内訳等を記載）

17,903 千円（給食用食器等購入費1,112 千円、調理用消耗器材費2,275 千円、調

理用備品リース料1,336千円、給食運搬業務委託費12,545千円、その他635千円）

趣 旨 等

（本来の目標・目的・対象・意図）

・給食は、3中学校,10小学校,2幼稚園に毎日約3,500食を供給している。

・給食用食器や調理用器材等を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、次世代の幼児,児童,生徒に安全で安心して食べられる栄養バランスのとれ

たおいしい給食を提供する。

・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。

・各学校・幼稚園への配送については、調理終了後速やかに届くよう効率のよい配送

計画を立てて配送する。

実績・成果

（数値を用いて具体的に、前年等とも比較）

・平成20年度は、給食実施延日数200日、延給食数(副食) 657,668食を供給。

・二重食缶60缶410千円,給食用箸3,700膳420千円,作業用白衣169千円更新、調

理台158千円,ﾌﾗｲﾔｰ装置106千円購入、細菌検査330千円,害虫駆除147千円 等を実

施した。予定通り、食器類等の更新ができ、害虫の混入も防止できた。

・衛生管理の徹底を最重要課題とし、安全対策には細心の注意を払ってきたことによ

り、前年に引き続き、食中毒の発生を防止できた。

・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。

・子どもたちに地元の産業の学習や郷土愛を育む食教育を推進するため、前年同様、

年3回「黒部地場産学校給食の日」を設けて、地元で採れる農産物の時期にあわせて
積極的に地元産を取り入れ、子供たちからも大きな満足が得られた。

・給食の配送については、配送計画に基づいて実施し、効率のよい配送ができたので、

給食開始時間を遅らせるような遅延配送は、前年に引き続いて０件であった。

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）

・予定通り、食器類等の更新ができたので、洗浄も衛生的にスムーズに行え、衛生管

理が充分にできた。

・細菌検査、害虫駆除も計画通りできたので、害虫の混入を防止するとともに、食中

毒の発生も防止できた。

・手洗いの徹底や帽子、マスクの着用など、職員の衛生管理意識が向上した。

・給食だよりや、給食時に校内放送する当日の献立説明等啓蒙資料の配付により、食

育が推進できた。

・給食配送の遅延がなく、受配校からの配送に関する苦情等もなかった。

課題・改善

（具体的な改善内容を記載）

・施設が古いため、運用方法が旧式で床が濡れたまま調理しており、新川厚生センタ

ーからも、衛生上、床をあまり濡らさないよう指導を受けている。床を濡らさないで

調理をするドライ運用を可能なところから取り入れるよう検討する。

・配送については民間に委託しているが、契約方法と委託料の削減を検討する必要が

ある。

今後の方向

（継続・拡充・縮小・廃止などを判断）

・調理のドライ運用をできるだけ心がけ、衛生管理については、今まで以上に注意を

払っていく。

・配送業務については、給食センターが平成23年4月に移転し、配送方法が変わる

ことから、移転後の配送について最小の費用で効率のよい手法を検討していく。
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施策の分野 ⑧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
（決算額：必要に応じて内訳等を記載）

240千円

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）

・「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し、登下校時の安全に寄与した。

年度 貸与数

Ｈ19 400個

Ｈ20 440個

・不審者情報は、速やかに各小中学校に情報提供した。また、連絡系統についても再

検討した。

年度 不審者情報 不審電話情報 その他情報 合計

Ｈ19 9件 8件 1件 18件

Ｈ20 16件 0件 8件 24件

※黒部市のみの件数

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）

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くまなく行

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）

現状のまま継続する。
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個別事業 （2）スクールバス運行事業

担当課等 学校教育課 施設係

事 業 費
（決算額：必要に応じて内訳等を記載）

12,127千円

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

・宇奈月小学校：中型バス・マイクロバス

・前沢小学校：マイクロバス

・鷹施中学校：大型バス

・宇奈月中学校：福祉バス（冬期のみ）

対象人数

年度 宇奈月小 前沢小 鷹施中 宇奈月中

Ｈ19 40人 12人 25人 27人

Ｈ20 49人 12人 25人 28人

校外学習活動における使用

Ｈ19 166回

Ｈ20 191回

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）

・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）

・合併前の業者と同じ条件でいくつもの随意契約により継続委託しており、単価にも

差がある。入札により一括契約し、事務の効率化と経費の節減を図る必要がある。

・地域の実情や通学状況を把握しながら、運行時間・回数を適宜見直し、効率的に運

行することが必要である。

今後の方向

（継続・拡充・縮小・廃止などを判断）

・スクールバスの運行は継続する。

・契約については、業者を見直し、入札とする。

・スクールバスの老朽化に伴い、車両更新の年次計画を検討する。
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個別事業 （3）ＡＥＤ設置事業

担当課等 学校教育課 学校教育係

事 業 費
（決算額：必要に応じて内訳等を記載）

1,793千円（リース料、点検料、消耗品購入費）

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（荻生小学校のみ２台：心臓病の児童が

いるため）計16台設置している。

・平成18年10月に市内小学校において、スポーツ少年団の活動中に死亡した児童に

ＡＥＤが使用されなかったことから、設置場所を見直し、案内看板を設置した。

実績・成果

（数値を用いて具体的に、前年等とも比較）

・定期的な点検・調整、消耗品の交換などを専門の業者により、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。

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）

・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

対応ができる状態にあったかは疑問である。「普通救命講習Ⅰ」は有効期限が２年間

であるが、毎年講習を受けないと忘れてしまう。

・ＡＥＤは万能ではなく、心臓マッサージと人工呼吸も合わせた心肺蘇生処置の一部

であり、講習会で一連の動作の訓練を要する。

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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（3）生きがいと心身の健康を支援する生涯学習

施策の分野 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、市立図書館及び公民館等の充実を図り、自主的に

学ぶことのできる生涯学習の場及び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。

個別事業 （1）コミュニティづくり推進事業

担当課等 生涯学習課 生涯学習係

事 業 費
（決算額：必要に応じて内訳等を記載）

7,000千円

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

した学習プログラムを整備する。

実績・成果

（数値を用いて具体的に、前年等とも比較）

16地区の公民館で書道、水墨画、刺しゅう、生花、民舞、大正琴、茶道、ヨーガ、

体操等の地域の実状に応じた多種多様な講座や教室、サークル活動、地域行事等が開

催された。

公民館利用者数実績

年度 利用回数 利用人数 予算額

19 11,769回 158,369人 7,000千円

20 11,331回 159,495人 7,000千円

公民館の利用回数は前年度より減少したが、利用人数は前年度より多くなってい

る。この要因は効率的に公民館事業を実施したためである。

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）

公民館を拠点として地域の特色に応じた講座、教室、サークル活動、地域行事等が

開催されているが、よりいっそう地区公民館が主体的に取り組む体制の強化が求めら

れる。

課題・改善

（具体的な改善内容を記載）

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、より時代に対

応し効率的な講座・教室等の企画・運営を図る必要がある。

また住民の満足度を示す指標を把握する方法の検討が必要である。

講座や教室、サークル活動などの指導者(生涯学習指導者)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）

コミュニティづくり推進事業は継続する。(経費はなるべく圧縮し、効果を高める。)

また地域住民の生涯学習ニーズを把握するための目安箱の設置やアンケートの実施

などを検討する。生涯学習指導者の育成は各地区の指導者の実状を把握し今後対応を

検討する。
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個別事業 （2）生涯学習フェスティバル開催事業

担当課等 生涯学習課 生涯学習係

事 業 費
（決算額：必要に応じて内訳等を記載）

568千円

趣 旨 等

（本来の目標・目的・対象・意図）

黒部市民カレッジや公民館活動の学習成果を広く市民に発表し、生涯学習の活性化を

目指す。併せて公民館関係者の研修の場とする。

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の展示では各地区20点程度(手芸、絵画、工作、書道、写

真等)の特色のある作品が展示された。

記念講演会では婦人問題・高齢化問題評論家の樋口恵子氏をお招きし、「これから

の女と男のいい関係」と題して講演会を行った。

年度 展示観覧者 講演会参加者 講師名

19 292人 300人 橋本 五郎

20 301人 450人 樋口 恵子

展示観覧者や講演会参加者は前年度に比べて増加した。要因としては男女共同参画

都市宣言の記念講演としたことによって、女性団体の参加者が増えたためである。

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）

展示観覧者や講演会参加者は増加しているが、限られた年齢層しか参加していな

い。

課題・改善

（具体的な改善内容を記載）

幅広い年齢層が参加できるように生涯学習フェスティバルを企画運営の見直しが

必要である。

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開催事業は継続する。幅広い年齢層が参加しやすいような

企画運営について、公民館連絡協議会等と協議しながら進めていく。
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個別事業 （3）愛本コミュニティセンター建設事業

担当課等 生涯学習課 生涯学習係

事 業 費
（決算額：必要に応じて内訳等を記載）

104,694千円 （H19繰越 56,207千円、H20現年 48,487千円）

趣 旨 等

（本来の目標・目的・対象・意図）

地域の連帯が薄れる中で、市民の主体的な活動を支援し、推進するとともにその活

動の拠点となる公民館施設を整備する。

実績・成果

（数値を用いて具体的に、前年等とも比較）

                   

年度 利用回数 利用者数

19   251回 3,023人

20   241回 2,696人

愛本保育所閉所に伴う会合の減及び

健康診断受診者等の減による。

施設概要

建物 ＲＣ造平屋建て

    490.39㎡

敷地 5,958㎡  

竣工式 Ｈ20.11.01

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）

愛本公民館建設の際に活用できる補助事業がなく市単独予算で建設し遅滞なく完

成した。

課題・改善

（具体的な改善内容を記載）

今後建設する公民館施設について、地元住民等との調整方法や施設の内容や補助事

業等の活用方法についても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）

継続して、若栗地区、村椿地区、内山地区、下立地区、浦山地区を予定している。
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個別事業 （4）図書館事業

担当課等 図書館

事 業 費
（決算額：必要に応じて内訳等を記載）

21,764千円

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」という理念を基に、地域を支える

情報拠点としての図書館活動の推進を図る。

実績・成果

（数値を用いて具体的に、前年等とも比較）

図書館利用を促進するため、図書資料の充実・リクエストサービスの実施・企画展

の開催・レファレンスサービスの充実と利用促進等に努めた。

図書館年間貸出人数・冊数

年度 貸出人数 貸出冊数

19 33,523 136,587

20 35,551 145,421

図書館利用実績は、前年度より増となっている。

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）

20年度貸出人数・貸出冊数ともに19年度実績貸出人数・貸出冊数を上回っている

が、利用者のニーズに応えるための資料が充分でなく、リクエストに応じきれない現

状である。対応として図書館間の相互貸借・職員のきめ細かいサービスに努め、利用

者の増につなげた。

課題・改善

（具体的な改善内容を記載）

・目標は達成しているが、利用者のニーズに応えるための資料が充分でなく、リクエ

ストに応じきれない。

・レファレンスサービスの充実と利用促進・企画展等を継続実施する。

・相互貸借のガイドラインを整備し、より効率的な資料提供を行う。

今後の方向

（継続・拡充・縮小・廃止などを判断）

特色ある図書館運営に向けて、資料・サービスの充実と利用促進、地域社会の課題

や市民ニーズの把握、職員の質の向上のための研修等を行い、読書普及の推進を図る。
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施策の分野 ②青少年の健全育成

方針・目標
青少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少年の健全育成に努める。

個別事業 （1）青少年育成黒部市民会議運営費補助金

担当課等 生涯学習課 女性青少年係

事 業 費
（決算額：必要に応じて内訳等を記載）

125千円（補助金125千円）

趣 旨 等

（本来の目標・目的・対象・意図）

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健全育成事業を実施している。（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）

実績・成果

（数値を用いて具体的に、前年等とも比較）

夏秋のさわやか運動の参加し高校生や大人に対してあいさつや声かけをおこなっ

た。青少年健全育成パレードでは市内をパレードし青少年健全育成活動のＰＲも行っ

た。また少年少女活動実践意見発表大会や善行青少年表彰式などの青少年が意見発表

できる場や表彰を受賞できるような機会を設けたり、市内のパトロールを行いったり

有害な環境を改善させるような活動も行っている。

行事名 H19参加人数 H20参加人数

夏のさわやか運動 283人 433人

秋のさわやか運動 414人 391人

青少年健全育成ﾊﾟﾚｰﾄﾞ 89人 91人

夏のさわやか運動が前年度より人数が多くなった要因は宇奈月中学校を新たに活

動場所として追加したためである。

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）

青少年育成黒部市民会議の活動は積極的に行っているが、学校、地区公民館や振

興会等、地域団体と連携しながら効果的に青少年育成活動に取り組んでいく必要があ

る。

課題・改善

（具体的な改善内容を記載）

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。

今後の方向

（継続・拡充・縮小・廃止などを判断）

青少年育成黒部市民会議運営費補助金については継続する。学校、地区公民館や振

興会等、地域団体と連携の在り方については今後、関係団体と協議しながら検討する。
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個別事業 （2）高校生海外派遣事業補助金

担当課等 生涯学習課 女性青少年係

事 業 費
（決算額：必要に応じて内訳等を記載）

185千円（補助金）

趣 旨 等

（本来の目標・目的・対象・意図）

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、実践的な

英語を学び、ホームステイ、学校訪問、交流活動、現地見学などを通して実践的なコ

ミュニケーションの機会を与え、アメリカの文化に対する興味と理解を高め、同時に

日頃の学習のモチベーションを高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）

ナイアガラ、バッファロー、アトランタ、メーコンの各市を２週間にわたり訪問し

た。１週間ホームステイをしながら、現地の高校で授業を受け、小学校では交流会を

行った。また、姉妹都市のメーコン市ではＹＫＫ工場を視察。さらに、表敬訪問を行

い訪問団全員に「名誉市民証」を授与され、友好親善の役割を果たしている。

・参加者19年度13人 20年度6人

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）

・参加人数が年々減少傾向にある。

・当事業に参加することを目標にして、日頃の学習に励んでいる生徒が多い。

・学校の授業では体験することのできない貴重な機会である。

課題・改善

（具体的な改善内容を記載）

・参加人数が年々減少傾向にあるため、社会情勢を考慮しながら、多様な体験の場を

提供するなど、今後の事業の方向性を検討する必要がある。

・経済情勢、疾病の流行等により、年々参加者が減少しているため、その対策を検討

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）

・今後、高校や生徒の要望を確認する必要はあるが、現時点では派遣を継続する。
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施策の分野 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、男女共同参画

都市の宣言等を行うなど普及啓発活動の推進を図る。

個別事業 （1）男女共同参画活動の推進

担当課等 生涯学習課 女性青少年係

事 業 費

（決算額：必要に応じて内訳等を記載）

男女共同参画都市宣言費239千円

男女共同参画事業費468千円

趣 旨 等

（本来の目標・目的・対象・意図）

・総合振興計画個別事業である男女共同参画都市宣言案を策定するため、策定委員会

を設置し、委員会の基本方針の答申をもとに黒部市としての宣言文を策定した。

・男女共同参画推進員が各地区で各種活動を実施した。

実績・成果

（数値を用いて具体的に、前年等とも比較）

・市民一人ひとりの意識の高揚を図るため、男女共同参画都市宣言策定委員会で、男

性６名、女性８名の計14 名の委員で３回にわたり都市宣言基本方針を協議し、教育

長に答申されたものを基に、市としての宣言文を作成し、12 月の黒部市議会で採択

を得た。

・男女共同参画都市宣言後、２月７日にコラーレにおいて生涯学習フェスティバルの

講演として樋口恵子氏を迎え、「これからの女と男のいい関係」と題して講演を実施

した。（450名参加）

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）

・男女共同参画都市宣言案を策定委員会において黒部市の地域性を踏まえたものとし

て策定し、黒部市議会で採択されたことの意義は大変大きく今後の男女共同参画推進

への大きな一歩と考える。（県下3番目に策定）

・男女共同参画推進員が地域を拠点に活動を展開している。

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。特に若い世代

で知らない人が多いため、学生時代から知ってもらえるよう情報を発信していく必要

がある。

・公民館との連携や生涯学習・学校教育等の意識啓発方法の検討を要する。

・女性団体の都市宣言後の「男女共同参画」の長期的な取組み方法を明確にする必要

がある。

今後の方向

（継続・拡充・縮小・廃止などを判断）

・推進事業計画を策定する。地域全体が連携した男女共同参画推進のまちづくりを進

め、意識啓発と環境づくりを推進する。住民活動へ繋がるよう、特に地域（公民館、

振興会）や企業・学校等社会全体の連携を推進する。

・女性の自発的な活動への支援を行う。
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個別事業 （2）女性団体の育成

担当課等 生涯学習課 女性青少年係

事 業 費
（決算額：必要に応じて内訳等を記載）

131千円（131千円補助金）

趣 旨 等

（本来の目標・目的・対象・意図）

・女性団体へ事業補助金を支出し、市内13 団体が連携をとりながら女性の意識向上

のための活動事業の推進を図る。

実績・成果

（数値を用いて具体的に、前年等とも比較）

・5月総会時に介護施設関係者を講師に高齢者社会に対応するための学習を行った（80

名）

・女性議会(6月～10月)を開催し、総務文教・生活環境・産業建設の３つの委員会で

学習し、女性ならではの視点で市政へ意見を提言した。

・市長と語る会を開催した。（90人参加）

・ｶｰﾀｰﾛｰﾄﾞﾚｰｽ、水のﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ、ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ等へ参加協力し市民参画を図った。

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）

女性団体ではそれぞれ各団体の活動があるため、くろべ女性団体連絡協議会として

の活動は運営の調整に相当の配慮を要する。

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要する。

・女性議会については、議員活動が毎年1年で終了するため、継続性がなく問題提起

のみで終わっている。今後は提言解決にも目を向けながら、実施方法を検討する必要

がある。

今後の方向

（継続・拡充・縮小・廃止などを判断）

女性団体への補助金については継続する。女性団体の今後の活動のあり方を検討し

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

市民が優れた文化・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、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。

個別事業 （1）黒部市芸術祭

担当課等 生涯学習課 文化財係

事 業 費
（決算額：必要に応じて内訳等を記載）

1,427千円

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・音楽・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。

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、平成20年10月25日～31日の7日間、コラーレと中央公民館の2会場

で開催した。（観覧者数1,147名、一般出品者数131点）

・音楽鑑賞会は、黒部混声合唱会が、10月13日に開催した。

・演劇は、劇団フロンティアが4回開催した。

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）

美術展での出品者数及び観覧者数が減少傾向にある。美術展の基本的な考え方の整

理が難航した。

課題・改善

（具体的な改善内容を記載）

・美術展を来年度は１会場化する。

・出品者及び観覧者数の裾野を広げるための方策を検討する。

今後の方向

（継続・拡充・縮小・廃止などを判断）

芸文協による芸文協まつりなどの民間の取り組みと、行政施策の位置付けを整理

し、効果的な協調関係となるような事務改善が必要である。

個別事業 （2）芸術文化活動団体への助成

担当課等 生涯学習課 文化財係

事 業 費
（決算額：必要に応じて内訳等を記載）

2,360千円

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1,493千円。

黒部市芸術文化振興協会416千円。

邦楽芸能協会261千円。

日本黒部学会190千円。

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）

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文協まつりの開催、日

本黒部学会の研究紀要の発刊等が実施された。

課題・改善
（具体的な改善内容を記載）

スクラップアンドビルド、サンセット方式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）

助成団体に対する費用対効果等の評価を行う。
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個別事業 （3）詩の道句集事業

担当課等 生涯学習課 文化財係

事 業 費
（決算額：必要に応じて内訳等を記載）

229千円

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、優秀作品を表彰し、句碑を建立する。

実績・成果

（数値を用いて具体的に、前年等とも比較）

Ｈ19：応募句数433句、応募人数343人

Ｈ20：応募句数406句、応募人数320人

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）

毎年400から500点の応募があり、その大半は県外からの応募である。

課題・改善

（具体的な改善内容を記載）

句碑建立場所の確保が困難になったので、来年度より句碑建立を見直す。

今後の方向
（継続・拡充・縮小・廃止などを判断）

句碑の設置を廃止も視野に入れて、別の顕彰方法を検討する。
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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。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 （1）伝統文化の保存継承

担当課等 生涯学習課 文化財係

事 業 費
（決算額：必要に応じて内訳等を記載）

５千円

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を保存伝承するとともに、その育成

を図るため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。

実績・成果

（数値を用いて具体的に、前年等とも比較）

地区の公民館では市内で伝承芸能の指導者として活動している人を把握し、選出し

て推薦した。その中から黒部市伝承芸能伝承技術士として９名を認定した。

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）

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うち獅子舞の団体から推薦があるが、その他の伝承

芸能での認定者が少ない。多くの分野で活動している人を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）

継続して伝承芸能活動指導者を技術士に認定し、伝承芸能の継承に努めるととも

に、認定後の活用方法の検討が必要である。

個別事業 （2）埋蔵文化財の発掘調査

担当課等 生涯学習課 文化財係

事 業 費
（決算額：必要に応じて内訳等を記載）

186,933千円

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は、平成20 年度に対象となる地区の本

発掘調査約13,873㎡を終了した。

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）

平成15年から始まった８号バイパス建設に伴う埋蔵文化財の調査は、平成20年度

までに対象となる地区の本発掘調査約90％を終了した。

課題・改善
（具体的な改善内容を記載）

用地未買収の箇所が数カ所あり、これらを早急に解決する必要がある。

今後の方向

（継続・拡充・縮小・廃止などを判断）

８号バイパスの平成26 年度開通に向け必要な調査を継続するとともに、こけら経

等出土品の保存方法を国と協議する。
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個別事業 （3）世界文化遺産に登録

担当課等 生涯学習課 文化財係

事 業 費
（決算額：必要に応じて内訳等を記載）

3,002千円

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

のモデルー信仰・砂防・発電ー」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）

平成 20年度から黒部川発電施設検討会議を開催し、黒部川流域における発電施設
群に関する調査事業の総合調査を始める。

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）

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。

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る。

今後の方向

（継続・拡充・縮小・廃止などを判断）

黒部川発電施設構成資産の重要文化財指定に向けての調査を進めるとともに、登録

運動と並行して地域振興や観光振興に向けた資産の活用方法を検討する。

48



51

施策の分野 ⑥市民ひとり１スポーツの推進

方針・目標

市民の誰もが、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、総合型地域スポーツクラブの活動を安

定・拡充していく。また、市体育協会・地区体育協会や市体育指導委員と協働し、地

域との連携を図りながら「市民ひとり１スポーツ」の更なる定着を図るとともに、ス

ポーツをする市民の立場に立った環境整備を計画的に進める。

個別事業 （１）市民体育大会

担当課等 スポーツ健康課 スポーツ振興係

事 業 費
（決算額：必要に応じて内訳等を記載）

2,679千円（委託金の額）

趣 旨 等

（本来の目標・目的・対象・意図）

市民が相集い、スポーツの実践により体位の向上、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）

・新市誕生記念として開催された市民体育大会の第３回大会である。

・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ている。

・市民体育大会開催種目、種別数

開催年度 種目数

Ｈ19 14種目（16種別）

Ｈ20 14種目（16種別）

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）

・市独自に市民体育大会を実施しているのは、県内では黒部市を含め２市のみである。

・「市民ひとり１スポーツ」の定着を図るため、黒部市のスポーツ振興に大きく寄与

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の把握が必要である。

・専門性が高い種目の参加資格や試合方法は検討を要する。

今後の方向
（継続・拡充・縮小・廃止などを判断）

黒部市民体育大会は、現状のまま継続する。

49



52

個別事業 （２）総合型地域スポーツクラブ

担当課等 スポーツ健康課 スポーツ振興係

事 業 費

（決算額：必要に応じて内訳等を記載）

15,438千円（KUROBEスポーツファミリー）

2,495千円（宇奈月スポーツクラブWill）  17,933千円 （合計）

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）

・「KUROBE スポーツファミリー」は主に旧黒部市１０地区において、「宇奈月スポー

ツクラブ Will」は主に旧宇奈月町６地区において、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、KUROBEスポーツファミリーは「自然散策」、宇奈

月スポーツクラブWill は「かち歩き」と、両クラブ共にウオ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

年度 会員数 教室数

Ｈ19 1,107名 65

Ｈ20 1,155名 73

・宇奈月スポーツクラブWill

年度 会員数 教室数

Ｈ19 223名 7

Ｈ20 108名 6

・市内２クラブにおいて、会員数1,263名、教室数79である。Ｈ19年度より会員数

が多少減少しているものの教室数は増加しており、市民（地域住民）へのスポーツ活

動の参加機会は、昨年度よりも充実したものとなっている。

年度 会員数 教室数

Ｈ19 1,330名 72

Ｈ20 1,263名 79

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）

・多彩な教室やイベントの開催により、市民（地域住民）へのスポーツ活動の参加機

会の提供並びに「市民ひとり１スポーツ」に貢献している。

課題・改善

（具体的な改善内容を記載）

・KUROBE スポーツファミリーは、会員数・教室数ともに増加しているものの、現在

の施設では収容能力に限界があり、今後の事業や会員数の拡大に向けての検討事項で

ある。また、宇奈月スポーツクラブWill については、クラブマネジャー等、運営面

での人材確保が必要である。

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、現状のまま継続する。
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個別事業 （３）スポーツ講演会

担当課等 スポーツ健康課 スポーツ振興係

事 業 費
（決算額：必要に応じて内訳等を記載）

395千円（補助金の額）

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 Ｈ19 Ｈ20

講師 高野進氏 長崎宏子氏

参加者数 約300名 約200名

・参加者は、競技協会や地区体協、指導者やスポーツ少年団員等が多い。

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）

・全国的に著名な講師を招き講演会を開催することにより、市民ひとり１スポーツや

競技力の向上、指導者の育成に寄与している。

・参加者数は、講師や講師の専門競技により左右されることが多い。

課題・改善

（具体的な改善内容を記載）

・講師や講師の専門競技により参加者数に偏りがあるため、広く市民が参加できるよ

う検討を要する。

・より多くの市民が参加するような開催方法や講師等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）

スポーツ講演会は、現状のまま継続する。
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施策の分野 ⑦競技力の向上

方針・目標

競技力向上の意欲を高めるため、全国・ブロック大会等への参加選手の支援を引き

続き行う。また、市体育協会を中心としてその傘下である各競技協会の活動を支援す

るとともに、クラブチーム等への支援体制の強化を図るほか、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対策を行う。

個別事業 （１）優秀スポーツクラブ育成補助

担当課等 スポーツ健康課 スポーツ振興係

事 業 費
（決算額：必要に応じて内訳等を記載）

13,393千円（補助金の額）

趣 旨 等

（本来の目標・目的・対象・意図）

リーグ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、KUROBE ア

クアフェアリーズが黒部市において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 Ｈ19 Ｈ20

Ｖサマーリーグ東部女子大会 ７位（全９チーム中） ８位（全９チーム中）

中部日本６人制

バレーボール選手県大会
２位 ３位

北信越国民体育大会 ２位 ２位

天皇杯・皇后杯（北信越）

   〃   （ｾﾐﾌｧｲﾅﾙﾗｳﾝﾄﾞ）

   〃   （ﾌｧｲﾅﾙﾗｳﾝﾄﾞ）

Ｂグループ優勝

敗退

－

優勝

勝利

１回戦

Ｖチャレンジリーグ ８位（全８チーム中） ７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」にて運営協力、「くろべフェア2008」

と「エブリバディ・スポーツデイ 2008」にてアクアフェアリーズのＰＲを行った。

また、「アクア杯ママさんバレーボール大会」を開催したり、新川福祉ボランティア

として「ビーチボール大会」に参加したりした。年度末には「ファン感謝デー」を開

催し、市民やファンと触れ合う場を設けた。

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）

・天皇杯・皇后杯、Ｖチャレンジリーグにおいて前年度よりも良い成績を収めており、

チーム力は上がってきている。

・黒部市主催のスポーツイベントへの参加協力を行ったり、ファン感謝デーを開催し

たりして地域貢献を行っている。

課題・改善

（具体的な改善内容を記載）

・より良い成績を収めるために、新しい監督や選手といった人材確保は不可欠である。

・黒部市に対しての地域貢献が比較的少なく、様々なスポーツイベントに協力したり、

色々な年齢層を対象としたバレーボール教室等を開催したりすることが望まれる。

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 （２）出場派遣費・激励費

担当課等 スポーツ健康課 スポーツ振興係

事 業 費

（決算額：必要に応じて内訳等を記載）

6,041千円

（内訳）全国・ブロック大会：4,882千円

富山県民体育大会：1,159千円

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

ると共に、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＞

年度 Ｈ19 Ｈ20

人数・金額 人数 金額 人数 金額

小学生 62名 751,350円 93名 1,691,310円

中学生 41名 1,847,390円 82名 1,485,930円

高校生 146名 872,000円 90名 466,000円

一般 215名 1,492,000円 185名 1,239,000円

合計 464名 4,962,740円 450名 4,882,240円

・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＞

年度 Ｈ19 Ｈ20

人数・金額 人数 金額 人数 金額

２部一般 418名 476,000円 467名 507,000円

２部中学 253名 524,780円 255名 473,060円

３部 175名 175,000円 179名 179,000円

合計 846名 1,175,780円 901名 1,159,060円

・激励費は、中学生が交通費＋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 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）

・鷹施中学校の中部日本大会優勝など、全国大会・ブロック大会において優秀な成績

を収めるチーム・個人が出てきている。また、全国大会・ブロック大会への出場者数

も450名前後と安定した出場者数があり、派遣費・激励費の効果が現れていると考え

る。

・富山県民体育大会は、中学生においては中盤から下位にかけての成績が多いものの、

一般においては安定して上位の成績を収めている。

課題・改善

（具体的な改善内容を記載）

・全体としては、県内でも競技力の高さがうかがえるものの、競技種目や年齢等に焦

点をあてると、競技力や成績に偏りが見られる。全体としての競技力の底上げが必要

である。

・小中学生には、交通費と宿泊費を支給しているため、競技種目と開催地によっては

高額になる場合がある。

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、現状のまま継続する。
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個別事業 （３）選手強化補助

担当課等 スポーツ健康課 スポーツ振興係

事 業 費

（決算額：必要に応じて内訳等を記載）

635千円

（内訳）富山県民体育大会：576千円（補助金）

富山県駅伝競走大会：59千円（補助金）

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＞

・２部（郡市対抗）成績

年度 Ｈ19 Ｈ20

２部一般 ３位 418名 ３位 467名

２部中学 ４位 253名 10位 255名

・７２２名が参加し、昨年度よりも５１名増加した。

・参加競技種目へ強化費を支給した。

＜富山県駅伝競走大会＞

・成績

年度 Ｈ19 Ｈ20

黒部市 11位 11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 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）

・富山県民体育大会は、２部一般・２部中学において参加者は増加しており、選手が

安心して参加できる環境にあると考える。その中で、２部一般においては、安定して

上位の成績を収めていることから、選手強化補助の効果は十分現れていると考える。

・富山県駅伝競走大会は、近年12郡市中11位と低迷している。

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部中学の成績が中盤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は、選手選考や練習方法等、大会への準備について検討する必

要がある。

今後の方向
（継続・拡充・縮小・廃止などを判断）

選手強化補助は、現状のまま継続する。
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施策の分野 ⑧スポーツを通じての地域振興

方針・目標

スポーツに対する興味・関心を高め、生涯を通じて豊かなスポーツライフを送るこ

とができる社会の実現を目指すため、全国規模の各種大会を開催することで、全国ト

ップレベルのプレー観戦の場を市民に提供する。

また、スポーツを通して地域の活性化を図るため、大会等を通じて黒部市を訪れた

選手・観客に黒部市の素晴らしさをＰＲする。

個別事業 （1）カーター記念黒部名水ロードレース

担当課等 スポーツ健康課 スポーツ振興係

事 業 費
（決算額：必要に応じて内訳等を記載）

5,200千円（補助金の額）

趣 旨 等

（本来の目標・目的・対象・意図）

国際親善交流並びに健康・体力づくりと選手強化を目的に市民総参加・総参画のス

ポーツイベントとして開催する。

実績・成果

（数値を用いて具体的に、前年等とも比較）

・第１回開催から四半世紀の歴史があり、参加者数は県内最大、北陸でも最大級の大

会である。

・名水ロードレース実行委員会等を開催し、実施要項や大会役員、式典等について協

議し、より良い大会を目指している。

・以下の６種目を実施。

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（男子、女子）

⑥ジョギング（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

Ｈ19 1,892 1,682 1,167 5 4,746

Ｈ20 1,898 1,757 1,245 5 4,905

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）

・参加者数は、全体で150名以上の増加となっており、市内、県内、県外いずれも増

加している。

・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があり、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２５％）

・「市民ひとり１スポーツ」の定着を図るため、黒部市のスポーツ振興に大きく寄与

している。

課題・改善

（具体的な改善内容を記載）

・参加者数の増加により、受け入れ態勢について検討を要する。（駐車場、競技役員

やボランティア数、参加者数の規制など）

今後の方向
（継続・拡充・縮小・廃止などを判断）

カーター記念黒部名水ロードレースは、現状のまま継続する。
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個別事業 （２）チャレンジリーグ黒部大会

担当課等 スポーツ健康課 スポーツ振興係

事 業 費
（決算額：必要に応じて内訳等を記載）

291千円（補助金の額）

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観戦機会を提供し、スポーツに対する興味、関心を高め

てもらう。

実績・成果

（数値を用いて具体的に、前年等とも比較）

・２日間開催での観客数

開催年度 Ｈ19 Ｈ20

観客数 2,400名 2,200名

・２日間ともに、1,000名を超える観客数である。

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）

・2,000名を超える観客数があり、KUROBEアクアフェアリーズやＶチャレンジリーグ

への興味、関心の高さがうかがえる。

・KUROBE アクアフェアリーズのＶチャレンジリーグ参加により、日本トップレベル

のスポーツ観戦機会が提供でき、バレーボールを通して本市のスポーツ振興に寄与し

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KUROBE アクアフェアリーズ並びにＶチャレンジリーグを知って

もらい、試合を観戦してもらえるように周知方法等を検討する。

今後の方向
（継続・拡充・縮小・廃止などを判断）

チャレンジリーグ黒部大会は、現状のまま継続する。

個別事業 （３）国体記念アーチェリー大会

担当課等 スポーツ健康課 スポーツ振興係

事 業 費
（決算額：必要に応じて内訳等を記載）

291千円（補助金の額）

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、参加者同士が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）

・参加人数

開催年度 Ｈ19 Ｈ20

選手 97名 129名

役員 40名 69名

合計 137名 198名

・一般男女、高校男女、ビギナー男女の６種別により実施している。

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）

・市外、県外からの参加者も多く、全国規模の大会として定着してきている。

・ビギナーの部が設定されており、初心者でも参加しやすい大会である。

課題・改善

（具体的な改善内容を記載）

・競技人口が比較的少ない競技であると思われるため、新たな参加者の獲得について

検討を要する。

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は、現状のまま継続する。
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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20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。

前回、平成19年度の報告書からも、教育委員会が中心になり、学校・家庭・地域社会が一体となっ

て教育を進めておられる黒部市の積極的な姿勢を知ることができましたが、今回は、それがさらに明

瞭な形で伝わってまいりました。家庭地域教育、学校教育、生涯学習それぞれの分野で、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。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。

昨年度は、黒部市教育委員会ならではの特色ある事業を中心に述べさせていただきましたが、今回

は、国の施策に対する黒部市教委の対応という視点に絞って、２項目ほど取り上げたいと思います。

●全国学力･学習状況調査

国の全国学力･学習状況調査については、「黒部市学力向上推進委員会｣で分析された結果を各校に配

布し、さらに各学校で一人一人にコメントを付して知らせるというたいへん丁寧な対応がなされてお

ります。全国的には、調査結果が児童生徒のその後の指導に十分反映されていない実態などが問題視

されている中にあって、黒部市の熱心で誠実な取り組みは高く評価されるものであります。「黒部市学

力向上推進委員会｣のメンバー構成や活動内容なども興味深いところですが、こういう組織を立ち上げ

ておられること自体がすばらしいと思います。

このような姿勢は、前年度の同調査で明らかになった課題に対応して積極的な取り組みをなされ、

平成20年度に早くも家庭学習量の改善がみられたという効果などにもつながっているものと考えま

す。ちなみに、平成20年3月に告示された小・中学校の新学習指導要領「総則」には、新たに「･･･

家庭との連携を図りながら、児童(生徒)の学習習慣が確立するよう配慮しなければならない。｣という

文言が加えられたところであります。今後とも学習習慣の確立・家庭学習の定着といった課題には、

継続的に取り組んでいただきたいと思います。

ところで、文部科学省の概算要求では、全国学力･学習状況調査は平成22年度から抽出調査に切り

替わり、抽出対象以外は｢希望利用方式｣となる方向であります。その場合、黒部市としてどのように

対応されるのか、今後ご検討なさることも必要になってくるかと思います。

蛇足になりますが、この一事に限らず、政権交代によって国の教育施策に大きな変化が予想される

中で、単にこれを見守って受動的に対応するのではなく、黒部市教育のこれまでのすばらしい実績を

踏まえて国等に対して働きかけ、情報発信するなど、市として能動的に対応してゆかれることを期待

するものであります。

●学校評価の取り組み

学校評価については、平成10年の中教審答申｢今後の地方教育行政の在り方について｣を受けて、平

成14年の小･中学校設置基準等に｢自己評価｣の努力義務が規定され、平成19年の学校教育法改正で、

初めて法律上の根拠を持つものとなりました。そして、同年の学校教育法施行規則改正により、平成

20年度から、学校の「自己評価」が義務化され、「学校関係者評価」が努力義務化されたのでありま

す。

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中に「学

校評価システムの充実」が掲げられ、｢保護者等による学校関係者評価について、できる限りすべての

学校において実施されることを目指」すこととされたところであります。

このような中で、黒部市の各学校においては年々見直しを施しながら自己評価とその公表を行い、

また学校評議員会議で｢外部評価｣として意見を聴く機会も設けておられ、学校評価が着実に実施され

ているものと考えます。ただし、文科省の｢学校評価ガイドライン〔改訂版〕平成20年1月」では、

従来の｢外部評価｣の用語を｢学校関係者評価｣と｢第三者評価｣とに分けて整理しております。｢第三者評

価｣はまだ法的根拠を持ちませんが、｢学校関係者評価｣が省令で努力義務化されたことに鑑み、黒部市

におかれても、このあたりの概念をもう少し明確にされることで、学校評価システムがさらに充実し

たものになると思います。
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学校評価に関してもう一点、校長の自己申告･自己評価を教育長への新たな報告事項とされたのもす

ばらしい取り組みであり、これはＰＤＣＡサイクルの実効性を高めるだけでなく、教育委員会と校長･

学校のコミュニケーション・ツールとしてもおおいに機能するものと思います。学校現場との関係緊

密化に関連して、学校教育課主幹が学校巡回訪問を新たに実施されるようになったことをもあわせ、

黒部市教委の積極的な姿勢を高く評価したいと思います。

  以上、思いつくままに述べましたが、黒部市教育委員会の点検・評価は「平成20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・成果を具体的数値を掲げて検証した上で自己点検･評価を行い、課題や今後の方向が明らかにされ

ています。報告書の作成時期が前回よりも随分早くなり、実績等の示し方についても前年度数値と比

較できる項目が多くなってわかりやすくなりました。また、新たに事業ごとの決算額や５段階の自己

評価が示されたことなどにより、さらに信頼性の高い報告書となっております。事業ごとの決算額に

ついても前年度比較できるようになれば、より充実したものになると思います。

  いずれにいたしましても、平成20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のサイクルが実効性を高める中で、

黒部市の教育がいっそう充実し、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を読ませていただきました、昨年も書きましたが、感心しますの

は、教育委員会事務が大変多岐に渡り実施されていることです。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ことを高く評価したいと

思います。教育方針に「市民一人ひとりが主体的に学び、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」とありますように、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ームの充実

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り組まれていることが成果として

現れてきていると感じました。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いただき

ます。

国際理解教育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る相互理解度の不足をクリアする有

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。黒部市では小中学校

の児童生徒に正式教科として英会話授業を実施され、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が推進される中、具体的な成果もあがっており、近い将来

それらを経験した子供たちが、国際的により積極性をも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、黒部独自の事業としての英語サマーキャンプの実施や帰国児童生徒への教育等の取組

を高く評価いたします。積極的に行われている姉妹都市交流事業等との連携や、他団体との交流発展

を図り、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。

「14歳の挑戦」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ることは、今後の人生の

中で必ず生かされると思います。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

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思います。事後のアンケートでも、「目標を持って取り組む

ことができた」「充実していた」「自分の生き方を考える良い機会になった」等高い数値で回答が出て

おり、生徒自身にとって意義深い事業であると思います。また地域の商工団体として、今後さらに連

携を深め、事業推進に協力していきたいと考えます。

学校給食で「食育の取組」、また、家庭地域教育の中で「地域食育支援」という形で食育に取り組ん

でおられます。この事業は豊かな心をもち、健康な人間の育成を目指すため、正しい食習慣を身に付
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けさせることを目的に、地域・家庭・学校が一体となって取り組む必要がある事業であると認識して

おります。ともすれば乱れがちな食習慣を正し、心身共に健康な子供を育てる取組は、今一番必要な

テーマであると考えます。また地産地消という観点からもなるべく地元の食材を使うことにより、地

域を知り地域を愛する心の醸成にも繋がり愛郷心溢れる子供に育ってくれるものと確信しております。

正に郷育であると思います。

他の項目についても意見を述べるべきところではありますが、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20年度分の教育

委員会の活動は大きな成果を収められる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

平成21年度教育委員会事務の点検評価報告書（平成20年度事業分）を読ませていただき、平成20

年度の黒部市教育の方針に基づいて、多くの事業がきめ細かく計画・実行され、成果をあげておられ

ますことを知り、1年ごとのご努力の積み重ねがよい結果に結びついているのだと感じました。刻々

と変化する現代社会の中で、家庭地域教育、学校教育、生涯学習は、いずれもそれを取り巻く社会情

勢から何らかの影響があると考えます。今年度は目標等達成度が5段階で示され、とてもわかりやす

い点検評価になっており、その自己点検評価等も参考にしながら、いくつかの項目につきまして少し

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

黒部市教育の方針にもありますように、「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」ことが求められています。言い換えれば「地域の子どもは地域で育てる、

子どもと地域との関わりをもっと強める」ことが、子どもの健康な心と体を育むことにつながると考

えられます。３事業とも地域に密着した事業で、郷土の文化交流の事業も含まれておりますので、他

の事業との連携や人材の確保などに課題があるようですが、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

①－(2)幼・保・小・中の連携の事業ですが、小１ギャップや中１ギャップという新しい言葉が使わ

れますように、最近の子どもたちは新しい環境に適応することに時間がかかり、大きなストレスを抱

えているようです。県教委の事業は平成20年度で終了するとのことですが、これまで以上に相互の交

流が図られ、子どもたちの健全な成長を推進するよう努めていただきたいと思います。

①－(3)適応指導教室（ほっとスペース）事業についてですが、通所していた卒業生が全員高校へ進

学できたという実績を知り、大変心が温まりました。先程も述べましたが、最近の子どもたちは大人

同様にストレスを抱え、そのことが原因で学校に足が向かなくなることもあると聞きます。一人の子

どもでも支援し、希望をもって新しい一歩を踏み出すことができるように見守る事業ですので、今後

もぜひ継続していただきたいと思います。

①－(6)奨学資金貸付・給付事業につきましても、経済的な理由で進学が困難な子どもたちが増えて

きているという数値があげられていました。高校生の給付に対しては、申請をされる数が平成19年か

ら平成20年には、4倍以上になっています。子どもたちの明るい将来のために、継続拡充をお願いし

たい事業だと思います。

③－(1)英会話科の実施については、黒部市独自の教育として他の市町からも注目され、子どもたち

の英語の語彙力が以前とは比較にならないほどアップしたとの報告がありました。また、英語コミュ

ニケーションを楽しもうとする意欲が向上しているとのことです。

③－(2)姉妹都市交流研修事業については、参加したほとんどが英語とコミュニケーション能力の不

足を痛感しているとの報告がありました。私もかなり以前のことになりますが、県の事業によりホー

ムステイを経験し、語学の大切さを感じています。これからの子どもたちには必須な英語のコミュニ

ケーションの力を、英会話科で継続して推進されますことを願います。

⑤－(1)豊かな体験活動推進事業については、趣旨に「生命を大切にし････」とありますように、子

どもたちの健全で明るい未来のためには、大変重要な事業だと思います。最近生命に関わる事件が報

道されたり、青少年が事件に巻き込まれ、大切な命を落とす痛ましいニュースを目にしたりすること
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が多くなりました。また、子どもたちは、インターネットやゲーム等のバーチャルな映像に触れるこ

とが手軽になり、実際に足を運んで自然に親しんだり、汗を流して体験したりする活動が不足してい

る傾向にあるようです。地域社会との連携を図るという点からも大変魅力のある事業です。先程も述

べました「地域の子どもは地域で育てる、子どもと地域との関わりをもっと強める」という見地から

も、生命の大切さを感じ、感動する心をはぐくむ多くの体験活動を推進していただきたいと思います。

⑥－(2)情報教育についてですが、児童生徒のみなさんに小学校のうちからパソコンの操作等を教育

することは、時代のニーズにあっており、大変すばらしいことと思います。ただ、懸念されますのは、

その際に生じるマナーのことです。便利なもので今では、だれでもメールやインターネットを利用す

る世の中になりましたが、一方ではマナーの低下やトラブルも生じているようですので、その点につ

きましても配慮をいただきますようお願いします。

⑦－(1)食育の取り組み、⑦－(2)体力つくり、⑦－(3)スポーツエキスパート事業につきましては、

現在の子どもたちの体力が低下していることがよく報じられ、中・高程度の肥満があげられているこ

とから、とても関連性のある事業だと感じました。成人してからのメタボリックシンドロームの予防

は成長期からこそ学習させたいことであり、そのために体力をつける事業として、専門性の高いスポ

ーツエキスパートを各中学校に派遣されることは大変意味があることと感じました。この３つの事業

をこれからも関連付けて、継続・拡充していただきたいと思いました。

（3）生きがいと心身の健康を支援する生涯学習

①－(4)図書館事業のことになるのですが、新しい図書館の整備をお願いしたいと考えています。図

書館が新しくなると、子どもや若い人が多く足を運ぶようになり、家族で図書館を利用する機会も増

えるのではないでしょうか。小中高校では、読書の時間が設けられ、以前より読書に親しむ機会が増

えたと聞いています。趣旨にありますように「いつでも・どこでも・だれでも」の理念を実現するた

めにも、早期の新図書館の建設を願います。

③－(1)男女共同参画活動の推進、③－(2)女性団体の推進に関してですが、平成20年12月に男女

共同参画都市宣言が市議会で採択されました黒部市にあって、その環境の整備まだ十分ではないよう

です。特に、共働きの家庭が多い割に女性の管理職が少ないのは、女性自身に管理職になる意欲があ

まりないことと関係があるようです。男女共同参画活動が推進され環境が整備されれば、女性の意識

も変わり、男女共同参画の本来目指した姿に近づいていくことが期待されます。これからも、環境の

整備と女性の自発的な活動への支援を推進されますようお願いいたします。

最後になりますが、教育委員会の多岐に渡って実施されております事業は、どれもきめ細やかな計

画をもとに実施されており、大きな成果を収めておられると評価し、大変安心いたしました。今後も

地域の特色を生かした教育活動が推進され、子どもたちや地域の人々が心身ともに健康で充実した生

活が送れる地域社会になりますことをお祈り申し上げます。
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Ⅲ 結び

黒部市は、黒部市総合振興計画に、「個性と創造性を伸ばし豊かな心を育むまちづくり」をまちづく

り方針の一つとして掲げ、それを実践するため、当教育委員会では、毎年度「黒部市教育の方針」を

定め、様々な教育施策に取り組んでいます。

現在の多様化・複雑化する社会情勢にあって、教育をめぐる諸課題に対応するためには、地域・家

庭等の理解と協力のもとに、それぞれが連携して取り組むことが大切です。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、成果があがっているか、課題

を把握し、的確に対応しているかなど、市民のみなさまと一緒に点検評価し、常に見直しながら進め

る必要があります。

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、すべての教育委員会は、平成20年度（平

成19年度事業分）から、その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ており、今回が２カ年目（平成20年度事業分）の点

検評価となります。

今回の点検評価においては、実際に実施している具体的な施策の単位である「個別事業」ごとに点

検評価シートを作成し、数値による具体的な比較や５段階の総合評価を採用しました。これらについ

て、黒部市教育振興協議会による客観的な検討を経たものを教育委員会として決定し、学識経験者の

方々からのご意見やご指摘を掲載したものを報告書としてとりまとめました。

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12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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