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Ⅰ 平成 30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 26 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 29年度中に教育委員会で実施した事務事業 

 

３ 点検・評価の方法 

 

（１）自己点検・評価基準 

「平成 29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 評価の目安 

ＡＡ 目標を十分に達成し、期待以上の成果が得られた。 100％ 以上 

Ａ 目標を概ね達成し、ほぼ期待どおりの成果が得られた。 80 ～100％ 

Ｂ 目標を半分以上達成し、ある程度の成果が得られた。 60 ～ 80％ 

Ｃ 目標をあまり達成できず、成果が少なかった。 30 ～ 60％ 

Ｄ 目標をほとんど達成できず、成果がなかった。  0 ～ 30％ 

 

（２）教育振興協議会への諮問 

教育委員会が自己点検・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）10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（任期：平成30年４月1日～平成32年３月 31日） 

役職 氏 名 選出団体等 

会 長 舟 子 忠 明 黒部市自治振興会連絡協議会 

副会長 白 川 正 秋 黒部市体育協会 

委 員 植 木 眞 人 黒部商工会議所 

委 員 細 野 義 隆 黒部市農業協同組合 

委 員 関 口 清 浩 黒部市社会教育委員 

委 員 中 坂 洋 之 黒部市ＰＴＡ連絡協議会 

委 員 大 坂 正 也 黒部市小学校長会 

委 員 尾 村 国 昭 黒部市中学校長会 

委 員 中 西 由美子 公募委員 

委 員 桶 屋 正 喜 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方から、教育委員会の自己点検・評価に対する
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意見を聴き、報告書に記載する。（巻末に記載） 

 

（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広く市民に公表する。 

 

（５）スケジュール 

７月 ２日 

７月 27日 

８月 24日 

８月 31日 

９月 18日 

９月 27日 

11月 30日 

 12月市議会 

点検・評価シート各課照会（原稿作成期間） 

点検・評価シート提出期限（自己点検・評価原案作成期間） 

教育委員会８月定例会（協議・教育振興協議会へ諮問） 

教育振興協議会（審査） 

教育振興協議会（審査・教育委員会へ答申） 

教育委員会９月定例会（報告書内容の決定） 

学識経験者等の意見追加（報告書完成） 

黒部市議会（定例会）に報告、公表（窓口閲覧、ホームページ等） 

 

（６）「教育の方針」と「点検・評価」の関係 

教育委員会事務の点検・評価は、各年度の「教育の方針」に基づき実施された個別事

業を対象とし、個別事業の課題や今後の方向と合せ、事業に要した経費の決算額を反映

し作成する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前年度（平成29年度） 

点検・評価の対象年度 

当該年度（平成30年度） 

点検・評価の実施年度 

■教育の方針 

 

■点検・評価報告書 

 
□個別事業 

◎事務・事業の実施 

◎予算の執行 

□個別事業 

◎実績･成果･課題･点検･評価･改善･方向性 

◎事業に要した経費（決算額） 

教育振興協議会 

（内容審議） 

学識経験者等 

（知見･意見） 

＊黒部市議会へ提出 

＊公表（窓口閲覧・ホームページ） 
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Ⅱ 教育委員会の運営状況 

 
１ 教育委員会及び行政組織 

（１）教育委員会（平成30年３月31日現在） 
職 名 氏 名 年齢 性別 任期 備 考 

教育長 国 香 正 稔 62 男 H28. 5.10～H31. 5. 9  

教育長職務代理者 熊 野 勝 巳 62 男 H28. 5.10～H30. 5. 9  

委 員 川 崎 正 美 49 女 H27. 5.10～H31. 5. 9 保護者 

委 員 前 田   潤 63 男 H28. 5.10～H32. 5. 9  

委 員 加 藤 昌 弘 66 男 H29. 5.10～H33. 5. 9  

 

（２）行政組織（教育委員会事務局） 

（平成30年３月 31日現在） 

■教育長 □教育部長 

◎学校教育課 ―――――― 

    ｜ 

◇学校教育班 ―――― 

○庶務係 

○施設係 

○学校教育係 

   

・９小学校（生地、たかせ、石田、村椿、中央 

桜井、荻生、若栗、宇奈月） 

・４中学校（鷹施、高志野、桜井、宇奈月） 

  

◎生涯学習課 ―――――― 

    ｜ 

    ｜ 

◇ジオパーク推進班 

◇生涯学習施設建設推進班 

○生涯学習係 

○婚活・女性青少年係 

○文化係 

 

 

   

・吉田科学館 

・美術館 

・歴史民俗資料館 

・公民館（中央公民館・地区公民館(16館)） 

・ふれあい交流館 

・働く婦人の家 

・勤労青少年ホーム 

・郷土文化保存伝習館 

・地域観光ギャラリー展示空間 

  
◎スポーツ課 ―――――― 

◇フルマラソン推進班 

○スポーツ推進係 

 

   

・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 

・林業者等スポーツ研修館 

・錬成館 

  
◎図書館 ―――――――― 

◇図書館構想推進班 

○奉仕係 

 

  ◎学校給食センター ――― ○庶務係 

  ◎教育センター  

(市民生活部長) 

 
◎こども支援課 

◇保育所・幼稚園班―― 
 

○保育所係 

・さくら幼稚園、生地こども園、石田こども園 
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２ 会議開催経過等（平成 29年４月１日～平成30年３月31日） 

 

（１）教育委員会議 

 

①定例会 12回（毎月） 

②臨時会 ２回（５月、12月） 

 
 会議名 開催日時  会議名 開催日時 

１ ４月定例会 平成 29年４月 28日(金) ８ 10月定例会 平成 29年 10月 27日(金) 

２ ５月臨時会 平成 29年５月 10日(水) ９ 11月定例会 平成 29年 11月 24日(金) 

３ ５月定例会 平成 29年５月 26日(金) 10 12月臨時会 平成 29年 12月 ４日(月) 

４ ６月定例会 平成 29年６月 27日(火) 11 12月定例会 平成 29年 12月 26日(火) 

５ ７月定例会 平成 29年７月 28日(金) 12 １月定例会 平成 30年 １月 26日(金) 

６ ８月定例会 平成 29年８月 25日(金) 13 ２月定例会 平成 30年 ２月 27日(火) 

７ ９月定例会 平成 29年９月 27日(水) 14 ３月定例会 平成 30年 ３月 27日(火) 

 

（２）審議事項等 

 

①議案 31件（原案可決） 

件 会議名 議 案 名（※議案番号は暦年） 

１ ４月定例会 議案第 10号 黒部市図書館規則の一部改正 

２  議案第 11号 黒部市社会教育委員の委嘱 

３  議案第 12号 黒部市中央公民館運営審議会委員の委嘱 

４  議案第 13号 黒部市図書館協議会委員の任命 

５  議案第 14号 黒部市美術館運営審議会委員の任命 

６  議案第 15号 黒部市スポーツ推進審議会委員の任命 

７ ７月定例会 議案第 16号 平成30年度使用黒部市小学校用教科用図書の採択 ※道徳の教科化 

８  議案第 17号 教育課程特例校指定変更申請 

９ ９月定例会 議案第 18号 平成29年度教育委員会事務の点検・評価(平成28年度事業分) 

10 11月定例会 議案第 19号 平成30年度黒部市立幼稚園の収容定員 

11 12月臨時会 議案第 20号 黒部市立宇奈月中学校及び桜井中学校の統合中学校の校名 

12  議案第 21号 黒部市立鷹施中学校及び高志野中学校の統合中学校の校名 

13 １月定例会 議案第１号 平成29年度黒部市教育文化表彰被表彰者（優良教員）の決定 

14  議案第２号 平成29年度黒部市教育文化表彰被表彰者（優良生徒）の決定 

15  議案第３号 平成29年度黒部市教育文化表彰被表彰者（スポーツ）の決定 

16  議案第４号 平成29年度黒部市伝承芸能・伝承技術士の認定 

17 ２月定例会 議案第５号 平成30年度黒部市教育の方針 

18 

３月定例会 

 

 

議案第６号 用語の統一に伴う関係規則の整理に関する規則の制定 

・黒部市立学校出席停止の命令の手続きに関する規則 

・黒部市立学校施設使用規則 

19  議案第７号 黒部市立小中学校管理規則の一部改正 

20  議案第８号 黒部市立小中学校通学区域設定規則の一部改正 

21  議案第９号 黒部市学校給食センター規則の一部改正 

22  

議案第 10号 用語の統一に伴う関係規程の整理に関する規程の制定 

・黒部市立学校プール管理規程 

・黒部市スクールバス等運行管理規程 

23  議案第 11号 黒部市学校給食事務取扱規程の一部改正 

24  議案第 12号 黒部市社会教育委員の委嘱 
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25  議案第 13号 黒部市中央公民館運営審議会委員の委嘱 

26  議案第 14号 黒部市立公民館長の任命 

27  議案第 15号 黒部市図書館協議会委員の任命 

28  議案第 16号 黒部市文化財保護審議会委員の委嘱 

29  議案第 17号 黒部市美術館運営審議会委員の任命 

30  議案第 18号 黒部市歴史民俗資料館運営委員会委員の委嘱 

31  議案第 19号 黒部市スポーツ推進審議会委員の委嘱 

 

②報告 55件 

件 会議名 件 名 

1～12 毎月 各課等の事業報告（経過・予定） 

13 ４月定例会 黒部市立中学校統合準備委員会設置要綱の制定 

14  黒部市結婚支援プロジェクト委員会設置要綱の制定 

15  黒部市教育支援委員会委員の委嘱 

16  黒部市教育振興協議会委員の委嘱 

17  黒部国際化教育推進協議会委員の委嘱 

18  黒部市学校評議員の委嘱 

19 ５月定例会 平成29年度一般会計６月補正予算の概要（教育委員会関係） 

20  中学校統合準備委員会 

21  (仮称)くろべ市民交流センター建設基本構想 

22 ６月定例会 黒部市就学援助要綱の一部改正 

23  平成30年度国・県に対する重要要望事項（教育委員会関係） 

24  第34回カーター記念黒部名水マラソン大会の結果 

25  黒部市議会６月定例会一般質問・答弁要旨（教育委員会関係） 

26 ７月定例会 第１回中学校統合準備委員会の協議結果と「学校名の公募」 

27  「桜井・宇奈月統合中学校」校舎完成式及び見学会 

28 ８月定例会 平成29年度９月補正予算の概要（教育委員会関係） 

29  黒部市くろべ結婚応援サポーター「こいサポ」設置要綱の制定 

30  平成29年度教育委員会事務の点検・評価(平成28年度事業分)の諮問 

31  第２次黒部市総合振興計画の策定状況 

32 ９月定例会 愛本刎橋調査委員会設置要綱の制定 

33  平成29年度黒部市自治功労表彰及び黒部市表彰の被表彰候補者 

34  平成30年度保育所・こども園・幼稚園の入所受付 

35  黒部市議会９月定例会議案 

36  黒部市議会９月定例会一般質問・答弁要旨（教育委員会関係） 

37  黒部市立小中学校再編計画の今後 

38 11月定例会 平成29年度12月補正予算要求の概要（教育委員会関係） 

39  
総合教育会議の意見交換等にかかる案件の確認（黒部市教育大綱(案)、平成30年度当初予

算要求の概要） 

40 12月定例会 黒部市立小中学校の通学区域の変更許可に関する内規の一部改正 

41  平成30年度学校給食費 

42  黒部市議会12月定例会の一般質問及び答弁要旨（教育委員会関係） 

43 １月定例会 平成30年度黒部市教育の方針（案）の諮問 

44  平成30年度就学通知の発送及び入学予定者数 

45  国の記録作成等の措置を講ずべき無形の民俗文化財の選択 

46 ２月定例会 平成30年度一般会計予算の概要（教育委員会関係） 

47  平成29年度一般会計３月補正予算の概要（教育委員会関係） 

48  平成30年度黒部市学校給食の額 
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49 ３月定例会 黒部市部活動指導員設置要綱の制定 

50  

用語の統一に伴う関係要綱の整理に関する要綱の制定 

・黒部市就学児童給食費助成金交付要綱 

・黒部市特別支援教育就学奨励費交付要綱 

・黒部市英語検定料補助金交付要綱 

51  黒部市公営施設使用の個人演説会開催のため候補者が納付すべき費用についての一部改正 

52  黒部市遠距離通学費補助金交付要綱の一部改正 

53  黒部市教育委員会臨時職員等の給与に関する要綱の一部改正 

54  黒部市議会において議決された条例改正議案（教育委員会関係） 

55  黒部市議会３月定例会一般質問・答弁要旨（教育委員会関係） 
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３ 平成 29年度黒部市教育の方針 
 

 

Ⅰ 人間性の基礎を培う家庭教育・地域教育 
 

１ 家庭教育 

 

（１）家庭の教育力の向上を図る ～学習機会の提供～ 

○ 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、子育て講座等の家庭教育に関する学習機

会の提供に努める。 

 

（２）心身ともに健康な子どもを育てる ～交流活動の機会の提供～ 

○ 子どもの健康な心と体を育むため、親子や地域の人々との世代間の触れ合い・交流の機会を多くするよう

努める。  

 

（３）明るい家庭づくりをサポートする ～子育て支援体制の整備・充実～ 

○ 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。 

 

２ 地域教育 
※「幼稚園」は､「こども園」を含む。以下同様。 

 
（１）子どもたちの社会性や実践力を育てる ～豊かな体験活動の推進～ 

○ 生活する地域や環境に対する子どもたちの意識を高めながら、社会性や実践力を育成するため、郷土の伝

統や文化等の特色を生かした社会体験や自然体験、ボランティア活動等の豊かな体験活動を地域ぐるみで推

進する。 

 

（２）子育て支援機能を十分発揮できるようにする ～親と子の育ちの場の充実～ 

○ 地域における幼児教育のセンター（親と子の育ちの場）としての役割を果たすため、保育所、幼稚園が、

子育て支援機能を十分に発揮できるよう努める。 

 

Ⅱ 心身ともに健康で学ぶ意欲を育てる学校教育 
 

１ 幼稚園、学校等の円滑な運営 

（１）創意工夫を生かした教育活動を推進する ～実態に応じた教育課程の編成～ 

○ 幼稚園、学校において、幼児・児童・生徒や地域の実態等に応じた教育課程の編成と創意工夫を生かし

た教育活動を推進する。 

 

（２）開かれた幼稚園、学校づくりを推進する ～学校評価等の活用と連携～ 

○ 園評価、学校評価を生かし、市民の信頼に応える開かれた幼稚園、学校づくりを推進するため、家庭や地

域との連携を深める。 

 

（３）相互の交流を深める ～幼児・児童・生徒の一貫した教育の推進～ 

○ 保育所、幼稚園、小学校、中学校の一貫した教育を推進するため、参観や体験等を通して相互の交流

を深める。 

 

２ 確かな学力 

 

（１）諸能力の育成と学習習慣の確立に努める ～確かな学力の育成～ 

○ 「確かな学力」を身に付けさせるため、各教科等において、基礎的・基本的な知識・技能の確実な習得と

思考力・判断力・表現力、主体的に学習に取り組む態度等の育成を図るとともに、個に応じた指導の充実に

努める。 
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○ 授業と家庭学習の内容を連動させるなど、課題の与え方を工夫し、学習習慣の確立に努める。 

 

（２）思考力・表現力を育てる ～言語活動の充実～ 

○ 論理的に思考して表現する能力や、互いの考えや立場を尊重して伝え合う能力を育成するために、各教

科等における言語活動を充実する。 

 

（３）１時間の授業を充実させる ～「分かる」「できる」授業の推進～ 

○ 学習のねらいと学習課題、学習活動、評価規準の整合性を図る。その上で、学習課題の設定、書いて考え

る活動、考えを言葉で伝え合う活動、学習の成果の確認等を工夫して、「分かる」「できる」授業を推進す

る。 

 

（４）児童・生徒が安心して参加できる授業づくりに努める ～学習規律の確立～ 

○ 鉛筆の持ち方、ノートの使い方、返事、発言の仕方、聞き方、話合いの仕方、姿勢等の学習規律の確立に努め

る。 

 

３ 国際化教育 

 

（１）コミュニケーション能力を育てる ～英会話科と日常的な英語活動の充実～ 

○ 英語による総合的なコミュニケーション能力を育成するため、英会話を楽しみながら、相手を理解し自分

を表現する「英会話科」と日常的な英語活動の充実に一層努める。 

 

（２）魅力的な教育プログラムを実施する ～英語に対する学習意欲の向上～ 

○ 海外姉妹都市との連携事業や英語サマーキャンプ等、魅力的で実践的な教育プログラムを充実することに

より、児童・生徒の英語に対する学習意欲の向上を図る。 

 

（３）自他の文化を尊重し、共生する態度を育てる ～地域ぐるみによる国際化教育の推進～ 

○ 日本や郷土の文化・伝統を尊重するとともに、様々な文化をもつ人々と共生する資質や態度を育てるため、

地域ぐるみで国際化教育、帰国児童生徒・外国人児童生徒教育を推進する。 

 

４ 特別支援教育 

 

（１）教育的ニーズに応じた特別支援教育を推進する ～支援体制の充実と関係機関との連携～ 

○ 特別な支援が必要な幼児・児童・生徒に対する教育を推進するため、支援体制の充実を図る。 

○ 専門機関等と連携を図りながら、一人ひとりの教育的ニーズに応じた適切な指導や支援を充実する。 

 

（２）特別支援教育の視点を生かす ～学校・学年・学級運営と授業づくり～ 

○ 学習の見通しをもたせる、分かりやすい言葉で短く話す、学習内容の理解を視覚支援で手助けするなど、

支援をする子どもへの配慮は、すべての子どもに対して効果的であるという視点で、学校・学年・学級運営

及び授業づくりに努める。 

 

５ 心の教育 

 

（１）教育活動全体で「心の教育」を推進する ～豊かな人間性の育成～ 

○ 生命を大切にし、感動する心をもった豊かな人間性を育むため、よりよい生き方を追求する道徳教育や自

然に親しむ等の体験活動の充実を図るなど、教育活動全体を通して「心の教育」を推進する。 

 

（２）心と態度を育てる ～自尊感情・人間関係力・自律心・不とう不屈の精神の育成～ 

○ 幼児・児童・生徒の自尊感情を高める。 

○ 望ましい人間関係を築こうとする態度や自律心の育成を図る。 

○ 最後までやり遂げようとする心と態度の育成を図る。 

 

（３）いじめや不登校等を生まない学校運営に努める ～人権意識の高揚～ 
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○ いじめや不登校、暴力行為、非行等の問題行動を生まない環境（人的・物的）づくりと教育相談体制の整

備・拡充に努める｡ 

○ 児童・生徒及び教職員の「自分も相手も大切にする」という人権意識の高揚に取り組む。 

 

６ 読書・情報教育 

 

（１）豊かな感性や創造性を育てる ～市立図書館と連携した読書活動の推進～ 

○ 豊かな感性や創造性を育むため、幼児・児童・生徒が読書に親しむ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、「黒部市子ども読書活動推進計画」に基づいた活動を推進する。 

 

（２）情報活用能力を育てる ～情報教育の推進～ 

○ 情報や情報手段を適切に選択・活用する能力や情報モラルを育成するため、発達段階に応じた情報教育を

推進する。 

 

７ キャリア教育 

 

（１）望ましい勤労観や職業観を育てる ～体験的な活動の充実～ 

○ 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体験的な活動を充実させ、望

ましい勤労観や職業観の育成に努める。 

 

８ 健康・体力 

 

（１）健康で豊かな生活を送る習慣の定着を図る ～心身の健康づくりの推進～ 

○ 健康で豊かな生活を送る習慣の定着を図るため、学校給食等による食に関する指導や学校保健活動等に

基づく心身の健康づくりを推進する。 

 

（２）運動に親しむ子どもを育てる ～体力つくりの推進～ 

○ 運動に親しみながら体力の向上を図るため、体育科教育を中心とした体力つくりの充実、家庭や地域と

連携した取組を推進する。 

 

９ 安全 

 

（１）安全な環境をつくる ～地域ぐるみのネットワークづくりの推進～ 

○ 幼稚園、学校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。 

 

（２）危険に対する判断力・対応力を育てる ～安全・防災・防犯教育の推進～ 

○ 事故や災害、不審者等への幼児・児童・生徒の危険に対する的確な判断力や対応力を高めるため、安全教

育（生活安全や交通安全等）や防災・防犯教育を一層推進する。 

 

10 教育環境の整備 

 

（１）安全・安心な環境整備に努める ～改修・改築・保守点検～ 

○ 安全で安心して学習できる環境を整備するため、老朽施設の改修や改築、学校施設の空調化の計画的実施

に努める。 

○ 高度情報化に対応して、ＩＣＴ機器等の設備・備品の整備及び保守点検に努める。 

 

（２）児童・生徒をたくましく育てる ～適正な学校規模の実現～ 

○ 児童・生徒が望ましい教育環境の中でたくましく育つように、「黒部市立小中学校再編計画」に基づき、

今後の児童生徒数の見通し、通学上の安全性や遠距離通学対策等を考慮しながら、保護者及び地域の理解と

協力のもと、学校規模（児童生徒数、学級数）の適正化に努める。 
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Ⅲ 生きがいと心身の健康を支援するスポーツ及び社会教育 
 

１ 生涯学習機会の提供 

 

（１）学習の場と機会を提供する ～社会教育施設の充実～ 

○ 自主的・主体的に学ぶことのできる場及び機会を提供するため、市民の多様な学習ニーズに応じ、市立図

書館、公民館及び博物館等の施設の充実を図る。 

 

２ 青少年の健全育成 

 

（１）青少年の社会性を育てる ～多様な体験活動の場の提供～ 

○ 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。 

 

（２）自然や科学への興味・関心を育てる ～社会教育施設の有効活用～ 

○ 身近な自然環境や吉田科学館等を活用して、青少年時期の自然や科学への興味・関心を育てる。 

 

３ 女性活動事業の推進 

 

（１）男女共同参画社会の実現に取り組む ～活動の支援と連携～ 

○ 男女共同参画社会の実現に向け、「くろべ男女共同参画プラン」に基づいた、女性の自発的な活動を支

援する。 

○ 男女共同参画都市宣言等の普及啓発活動の推進を図りながら、地域・企業・学校等の社会全体が連携し

て取り組む。 

○ 男女の出会いの場づくりを支援しながら、婚活サポート事業について、地域、企業等連携して取り組む。 

 

４ 市民文化活動の推進 

 

（１）芸術文化にふれる機会を増やす ～芸術文化活動の推進～ 

○ 市民の芸術文化活動を推進するため、優れた芸術文化を鑑賞したり親しんだりすることができる機会を増

やす。 

 

（２）自発的に創作活動ができるようにする ～芸術文化活動の支援～ 

○ 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。 

 

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

○ 市民の芸術文化の振興、科学教育の普及のため、美術館及び吉田科学館の企画事業の更なる充実を図る。 

 

５ 文化遺産及び自然遺産の保護活用 

 

（１）郷土愛の醸成と高揚を図る ～保存・伝承活動の支援、地域文化の普及～ 

○ 地域の伝統文化による郷土愛の醸成や高揚を図るため、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。 

 

（２）立山黒部ジオパーク事業を推進する ～世界認定に向けた取組の推進～ 

○ 富山県東部にわたる自然遺産、多様で豊かな自然を保護・保全し、多彩な文化を継承するとともに、その

活用を図り地域の継続的な発展に繋がるジオパーク事業の推進を図る。その価値や魅力を高めるとともに、

世界に発信していくためのユネスコ世界ジオパーク認定を目指す。 

 

６ 「市民ひとり１スポーツ」の推進 

 

（１）市民がスポーツに親しむことができるようにする ～スポーツ機会の充実～ 
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○ 市民一人ひとりが、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、市体育協会や地区体育協会と協働し、地域との連携を図りながらスポーツ

機会の充実を図る。 

 

（２）地域住民主体のスポーツ活動を推進する ～地域力の醸成～ 

○ 地域住民が主体となったスポーツ活動を推進するために、スポーツ推進委員や総合型地域スポーツクラ

ブの活動を通じて地域力の醸成を図り、「市民ひとり１スポーツ」の更なる定着に努める。 

 

７ スポーツ施設の整備・充実 

 

（１）スポーツ施設の整備と利便性の向上を図る ～スポーツ施設の充実～ 

○ 気軽にスポーツを楽しむことができるよう施設整備を計画的に進めるとともに、身近で利用しやすい施

設となるよう利便性の向上及び安全管理の強化を図る。 

 

８ 競技力の向上 

 

（１）全国レベルで活躍する選手を育てる ～支援体制の充実～ 

○ 優秀なクラブチームや全国・ブロック大会で活躍する選手を育成するための支援を行う。 

 

（２）各種競技力の向上を図る ～クラブチーム等との連携・支援体制の強化～ 

○ 市体育協会が中心となり各競技協会等の活動を支援することで、クラブチーム等との連携・支援体制を

強化し、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の向上を図る。 

 

９ スポーツを通じた地域振興 

 

（１）生涯スポーツ社会を実現する ～全国レベルのプレー観戦の場の提供～ 

○ 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生涯スポーツ社会を実現するため、全国規模の

各種大会を開催し、全国トップレベルのプレー観戦の場を市民に提供し、競技力向上に寄与するとともに、

スポーツに対する興味・関心を高める。 

 

（２）スポーツを通じて地域の活性化を図る ～スポーツによる本市のＰＲ～ 

○ 黒部市を訪れた選手・観客に本市の素晴らしさをＰＲするとともに、カーター記念黒部名水マラソンや

東京 2020オリンピック・パラリンピック事前合宿誘致をはじめ、各種スポーツを通じて地域の活性化を

図る。 

 

10 健やかな子どもの育成とスポーツの充実 

 

（１）体力つくり、運動習慣化を推進する ～運動・スポーツ好きの育成～ 

○ 運動・スポーツ好きな子どもを育成するため、保育所、幼稚園、学校、地域、家庭、関係機関と連携し、

子どもの体力向上を図る。 

 

（２）子どもたちのスポーツクラブ・運動部等の充実を図る ～環境整備と指導者の育成～ 

○ 子どもたちのスポーツクラブ、運動部等の活動を行うための環境整備に努めるとともに、地域のスポー

ツ指導者の人材活用を推進する。 
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Ⅲ 点検・評価の結果 
 

教育委員会の事務事業の執行状況（個別事業シート一覧） 
 
（１）人間性の基礎を培う家庭教育・地域教育 ⑩教育環境の整備 

①家庭教育 (1)学校施設の大規模改修・耐震補強工事 [42P] 

(1)親子での体験事業 [13Ｐ] (2)桜井中学校新築事業 [43P] 

(2)成人式の開催 [14P] (3)黒部市立小中学校再編計画の推進 [44P] 

②地域教育  

(1)放課後子ども教室推進事業 [15P] （３）生きがいと心身の健康を支援するスポーツ及び社会教育 

 ①生涯学習機会の提供 

（２）心身ともに健康で学ぶ意欲を育てる学校教育 (1)コミュニティづくり推進事業 [45P] 

①幼稚園・学校等の円滑な運営 (2)生涯学習フェスティバル開催事業 [46P] 

(1)学校評価の取り組み [16P] (3)市民大学講座・市民カレッジ事業 [47P] 

(2)幼・保・小・中学校の連携 [17P] (4)読書普及事業 [48P] 

(3)適応指導教室（ほっとスペース）事業 [18P] (5)図書団体貸出事業 [49P] 

(4)奨学資金貸付・給付事業 [19P] ②青少年の健全育成 

(5)就学援助事業 [20P] (1)青少年育成黒部市民会議助成事業 [50P] 

(6)幼稚園教育の充実 [21P] ③女性活動事業の推進 

②確かな学力 (1)男女共同参画活動の推進 [51P] 

(1)全国学力・学習状況調査 [22P] (2)配偶者等暴力被害者相談事業 [52P] 

(2)教職員研修・研究委員会・研究指定校 [23P] (3)女性団体の育成 [53P] 

(3)学校訪問 [24P] (4)婚活事業 [54P] 

③国際化教育 ④市民文化活動の推進 

(1)英会話科の実施 [25P] (1)黒部市芸術祭 [55P] 

(2)英語サマーキャンプ [26P] (2)芸術文化活動団体助成 [56P] 

(3)姉妹都市交流研修事業 [27P] (3)詩の道句集事業 [57P] 

(4)帰国児童生徒・外国人児童生徒教育 [28P] ⑤文化遺産及び自然遺産の保護活用 

④特別支援教育 (1)伝統文化の保存伝承 [58P] 

(1)特別支援教育支援員（スタディ・メイト）事業 [29P] (2)埋蔵文化財の発掘調査 [59P] 

⑤心の教育 (3)立山黒部ジオパーク事業 [60P] 

(1)豊かな体験活動推進事業 [30P] ⑥「市民ひとり１スポーツ」の推進 

(2)いじめ不登校対策 [31P] (1)市民体育大会 [61P] 

⑥読書・情報教育 (2)スポーツ推進委員協議会の育成 [62P] 

(1)学校司書配置事業 [32P] (3)総合型地域スポーツクラブ [63P] 

(2)情報教育 [33P] ⑦スポーツ施設の整備・充実 

⑦キャリア教育 (1)スポーツ施設の整備・充実 [64P] 

(1)１４歳の挑戦事業 [34P] ⑧競技力の向上 

⑧健康・体力 (1)優秀スポーツクラブ育成補助 [65P] 

(1)食育の取り組み [35P] (2)出場派遣費・激励費 [66P] 

(2)体力つくり・「全国体力・運動能力、運動習慣等調査」 [36P] (3)選手強化 [67P] 

(3)スポーツエキスパート派遣事業 [37P] ⑨スポーツを通じた地域振興 

(4)給食センターの衛生管理､調理･洗浄業務､給食配送業務 [38P] (1)カーター記念黒部名水マラソン [68P] 

⑨安全 (2)Ｖ・チャレンジリーグⅠ黒部大会 [69P] 

(1)安全管理 [39P] (3)東京 2020 オリンピック・パラリンピック事前キャンプ誘致推進事業  [70P] 

(2)遠距離通学対策（スクールバス運行事業・通学定期券補助金） [40P]  

(3)ＡＥＤ管理事業 [41P]  
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（１）人間性の基礎を培う家庭教育・地域教育 
 

施策の分野 ①家庭教育 

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、子育て講座等の家庭教

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育むため、親子や地域の人々との世代間の触れ合い・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｡ 

個別事業名 （１）親子での体験事業(親子自然体験教室) 

担当課等 生涯学習課 生涯学習係 

事 業 費 

実績 計(千円) （国費） （県費） (その他) （一般財源） 

Ｈ28 350  350   

Ｈ29 350  350   

趣 旨 等 

（本来の目標・目的・対象・意図） 

地域の自然を体験学習することを通して、ふるさとを知る教育や家庭での親子の

絆、地域の絆の深化を図る。 

実績・成果 

（数値を用いて具体的に、前年度等とも比較） 

小学生を対象に公民館において高志の国探検事業（中央公民館、田家公民館、若栗

公民館、音沢公民館、内山公民館、下立公民館、浦山公民館の７拠点で実施）を実施

した。 

野菜作り体験、ジオパーク事業、稚魚放流、蛍の幼虫放流体験、そば教室（栽培

からそば打ちまで）等、新たな試みから伝統的に行ってきた行事を実施し、公民館

活動ならではの経験を提供できた。 

実施にあたり親子や地域の方々に協力や指導をいただき、親子や地域の方々との

つながりが強まった。 

年度 開催回数 受講者数 

Ｈ28 28回 1,378人 

Ｈ29 28回 1,314人 
  

点検・評価 

総合評価 Ａ（前年評価  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） 
県公民館連合会からの委託事業として実施しているもので、平成29年度は前年同数で

ある７公民館が実施した。 

黒部の子どもたちが地元の歴史や豊かな自然を感じ、楽しみながら学びを深められる

ような体験・ふるさと学習ができた。また、この活動を通して、地域の方々との交流も

深めることができた。 

課題・改善 

参加した子どもの多くが小学生であり、時期・企画内容と小学生向けのものは充実

している。ただ、保育園児も参加しやすい環境を作り、昨年比で園児の参加人数は増

加した。（102人→148人） 

自然体験教室のニーズは高く、定員となる人気教室もある。今後も求められるニー

ズに対応した教室を開催していきたい。 

今後の方向 

（継続・拡充・縮小・廃止などを判断） 

地域の方々と交流しながら、学校や家庭ではできない活動を通して自然や地域につ

いて学ぶことできていると考えており、今後も継続していきたい。 

希望する公民館が増加すれば県へ申請していく。 
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個別事業 （２）成人式の開催 

担当課等 生涯学習課 婚活・女性青少年係 

事 業 費 

実績 計(千円) 国費 県費 その他 一般財源 

Ｈ28 734   734  

Ｈ29 738   738 
 

趣 旨 等 

（本来の目標・目的・対象・意図） 

成人を迎える青年の希望に満ちた第一歩としての成人式を市全体で祝福する。成人

者が社会人としての自覚を深め、また、ふるさとのよさを再認識してもらうような式

を目指す。成人者自身で作り上げる成人式を目指し、希望に満ちた門出となるよう進

める。 

実績・成果 

（数値を用いて具体的に、前年度等とも比較） 

◎成人式出席者 

 

 

 

 

成人者による実行委員会を立上げ、成人式アトラクションの内容、記念品等につい

て決定した。 

司会、国歌斉唱のピアノ伴奏を成人者が行った。 

成人となって初めての社会貢献として、交通安全宣言署名運動に取り組んだ。 

年度 成人者数 参加人数 参加率 

Ｈ28 416人 361人 86.8％ 

Ｈ29 417人 356人 85.4％ 

点検・評価 

総合評価  Ａ （前年評価  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） 

成人者による実行委員会を立上げ、自分達で思い出に残る成人式にしようと意見を

出し合い、式典前のアトラクション、記念品に自分たちの思いを込める事ができた。

成人者が司会やあらゆる場面で積極的に参加していたことで成人者中心の成人式とな

り、列席者からは好評を得た。 

効率的な全体運営を心掛けたため、予定時間どおり終了した。 

課題・改善 

（具体的な改善内容を記載） 

成人者実行委員の募集を市報等に掲載しＰＲに努めたが応募がなく、委員に友人を

紹介してもらうなど委員集めに苦慮した。今後も実行委員の募集に工夫が必要である。

また、成人式当日では、来賓や招待者のうち着席場所が分からず戸惑われた方がおら

れたとのことから、対応を検討する必要がある。 

2022 年４月１日施行予定、成人年齢引き下げによる成人式への影響について、今後

他市町村等の動向を確認する必要がある。 

今後の方向 

（継続・拡充・縮小・廃止などを判断） 

成人式は今後も成人者の意向を尊重した式を目指しながら、中心となる成人者実 

行委員会を継続し、より成人者手作りの式となるよう進める。 
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施策の分野 ②地域教育 

方針・目標 

・生活する地域や環境に対する子どもたちの意識を高めながら、社会性や実践力を育

成するため、郷土の伝統や文化等の特色を生かした社会体験や自然体験、ボランティア

活動等の豊かな体験活動を地域ぐるみで推進する。 

・地域における幼児教育のセンター（親と子の育ちの場）としての役割を果たすため、

保育所、幼稚園が、子育て支援機能を十分に発揮できるよう努める。 

 

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 婚活・女性青少年係 

事  業  費 

実績 計(千円) 国費 県費 その他 一般財源 

Ｈ28 1,599 533 533  533 

Ｈ29 1,686 562 562  562 

趣  旨  等 

（本来の目標・目的・対象・意図） 

少子高齢化、核家族化の増加等、子どもを取り巻く社会環境の変化によって、家庭の教

育力が低下し、地域ぐるみの子育てが重要視されている。 

学校や公民館等を活用し、地域の方々の参画を得て、子どもたちの学習やスポーツ・文

化活動、地域住民との交流を行い、子どもたちが地域社会の中で心身ともに健やかに育成

される環境づくりを推進していく。 

実績・成果 

（数値を用いて具体的に、前年度等とも比較） 
黒部市内全小学校９校区で放課後や休日に、地域の人材と特色を生かした自然体験、文

化活動、レクリエーション活動等を実施した。内容としては祭囃子教室や、書道、茶道、

工作、料理教室、体力づくり教室など、各地区の特色を生かした教室を開催している。 

年度当初に各地区の担当者を集めた担当者会議を開催し、事務説明や、各地区の教室の

情報交換や意見交換を行い、地区間の連携に努めた。 

 

年度 実施校区数 教室回数 参加児童数 指導者数 

Ｈ28 ８校区 169回 3,379人 443人 

Ｈ29 ９校区 174回 3,032人 476人 

※前沢小と三日市小の統合（Ｈ28.４） 

点検・評価 

総合評価  Ａ（前年評価  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） 

地域の特色を活かした教室を各校区で実施することで内容が充実し、地域に定着してき

た。各教室の指導者には、子どもたちの体験のサポートを毎回熱心に行っていただいてい

る。祭囃子教室や郷土料理教室などでは地域文化に触れることができ、地域文化の継承に

もつながっている。 

今年度から全小学校区で実施した。 

課題・改善 

（具体的な改善内容を記載） 
学校再編計画が進む中で、黒部市の子どもたちが平等に体験活動を行えるよう、実施場

所、方法等について校区内での調整、連携が必要である。また活動を継続的に実施してい

くために、地域での指導者を確保するとともに、各校区の学童保育との連携を強化する必

要がある。 

今後の方向 

（継続・拡充・縮小・廃止などを判断） 
放課後子ども教室推進事業は継続し、引き続き全小学校区での実施を目指す。指導者の

確保については、スポーツ推進委員等の協力を図るとともに、団塊世代、地元指導者を巻

込みながら、地域の子どもは地域で育てていくという意識づくりを進める。 
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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 
 

施策の分野 ①幼稚園、学校等の円滑な運営 

方針・目標 

・幼稚園、学校において、幼児・児童・生徒や地域の実態等に応じた教育課程の編成と創意工夫

を生かした教育活動を推進する。 

・園評価、学校評価を生かし、市民の信頼に応える開かれた幼稚園、学校づくりを推進するため、

家庭や地域との連携を深める。 

・保育所、幼稚園、小学校、中学校の一貫した教育を推進するため、参観や体験等を通して相

互の交流を深める。 
 

個別事業名 （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 

実績 計(千円) 国費 県費 その他 一般財源 

Ｈ28 0     

Ｈ29 0     

趣  旨  等 

（本来の目標・目的・対象・意図） 
【学校経営の評価】 

学校の教育目標の実現に向けて、創意工夫を生かした学校づくりに努めるため、学校運営や

教育活動をＰＤＣＡサイクルで定期的・総合的に評価し、成果と課題を明確にし、さらなる改

善・向上を目指す。 

【アクションプラン】 

各校の実態に応じて、教育目標と一貫性のある重点及び数値目標を、知育・徳育・体育の３

部門で作成する。評価の結果を公表し、家庭や地域社会の信頼に応える学校づくりを目指す。 

【学校評議員制度】 

平成 19 年４月に黒部市学校評議員規程を設けて実施している。校長の推薦を基に、各校に

５～８名の学校評議員を委嘱している。必要に応じて年に３回程度の学校評議員会を開催し、

教育活動の評価（児童生徒、保護者、教職員）を公表し、学校評議員の意見を拝聴し、学校評

価（外部評価）の一助とする。 

実績・成果 

（数値を用いて具体的に、前年度等とも比較） 
【学校運営の評価】 

全小中学校で学校評価を実施した。実施内容は、各校で多少相違はあるが、各種教育活動に

に関する評価を児童生徒、保護者、教職員の三者にアンケート形式で実施し、その結果を分析・

集約したものが多い。総括については学校評議員会や学校だより、ＨＰ等で公表を行った。 

また、教職員の自己申告・自己評価（校長へ提出）も実施している。９月に中間評価を行い、

２月に年度の最終評価を実施した。校長の自己申告・自己評価は、教育長への報告事項とし、

教育長による個別面談を実施した。 

【アクションプラン】 

重点目標は、家庭学習の充実、挨拶の推進、望ましい生活習慣の育成等が多かった。評価の

結果から重点目標や具体的な方策、数値目標が適切なものであったかどうか、また教職員の協

働体制が図られているか検証した。 

【学校評議員制度】 

教育活動についての評価を学校評議員へ提示して助言をもらうことにより、日々の教育活動

の成果や課題を多面的に捉えることができた。また、積極的に情報を外部に発信することで、

学校の教育活動に保護者や地域の人々の積極的な協力が得られるとともに、地域の教育資源の

享受ができて、地域ぐるみで児童生徒を育成する体制づくりに繋がった。 

点検・評価 

総合評価  Ａ（前年評価  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・自己評価を教育長面談として実施した。前年度の学校評価や教育活動にお

ける成果と課題を分析することで、自校の教育活動のよさや強みを掌握し、学校経営ビジョン

の見直しにも役立った。 

課題・改善 

（具体的な改善内容を記載） 

研修をしっかりと行い、新学習指導要領へのスムーズな移行を進めるとともに、自校のよさ

や強みを生かした教育課程の編成に努める必要がある。 

今後の方向 
（継続・拡充・縮小・廃止などを判断） 

内容の充実を図りながら継続実施する。 
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個別事業名 （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 

実績 計(千円) 国費 県費 その他 一般財源 

Ｈ28 0    
 

Ｈ29 0    
 

趣  旨  等 

（本来の目標・目的・対象・意図） 

幼・保・小・中で、研修会、相互参観、幼児観察、連絡会、中学校区別校長懇談会

等の連携事業を企画・実践することにより、互いの教育の内容や方法に対する理解を

深め、発達の段階に応じた指導に生かしていく。また、一人ひとりの子どもの個性や

ものの見方や考え方を共有することで、個に応じた一貫した連続性のある効果的な指

導体制や指導方法を見いだし、小 1プロブレムや中1ギャップの解消及び発達障害の

ある子どもの受け入れ体制の整備等に役立てる。 

実績・成果 

（数値を用いて具体的に、前年度等とも比較） 

【のびのび５歳児育みフォーラム】 

幼・保・小の教員、保育士と保護者の連携を推進し、子どもたちの社会性・規範意

識の芽生えを育むとともに、幼児教育と小学校教育の円滑な接続を図るよう努めた。 

【互見授業・オープンスクール・出前授業】 

幼・保と小学校の教員が相互に授業を参観した。小中においても学校訪問研修会や

授業参観日に相互参観を行った。小学校では、生活科において年長組と交流を行った

り、小学生を中学校に招いてオープンスクール等授業参観の機会を設けたりした。小

中学校間の段差を解消し、９年間の学びを一体のものとした連続的な教育に努めた。

（３年目） 

【幼児観察・連絡会】 

各小学校では、教員が行事等の機会を捉えて、校区の幼稚園、保育所へ出向き、幼

児観察や連絡会等を実施した。特に発達障害のある幼児については、一貫性のある継

続支援を行うため、効果のあった取組や保護者の教育的ニーズの把握等について協議

を行った。 

【中学校区別校長懇談会】 

中学校区を単位にした小中校長懇談会を開催し、授業の進め方、学習規律、生徒指

導等について協議することで、子どもの実態や地域のニーズに即した共同で歩める取

組を見出した。 

【生活科における交流】 

保育所・幼稚園と小学校との円滑な接続を目指して、各小学校では生活科の授業の

中で一緒に活動する機会を設けた。 

点検・評価 

総合評価  Ａ（前年評価  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） 

互見授業は、幼・保・小・中ともに必要性が認識され、相互訪問が増え段差の解消

につながった。 

特に、小学校と中学校の学校訪問研修会では教員の交流が行われ、連続的な教育の

礎となった。また、中学校区別校長懇談会を開催し、学習規律や生活指導等について

小中一貫した指導の実践に取り組むことができた。出前授業やオープンスクール等

は、小中学校間の教員の交流を促進し、児童生徒の発達の段階を理解したり、教材研

究や生活指導について共通理解を深めたりすることに役立った。 

課題・改善 

（具体的な改善内容を記載） 

校区別の教務主任、生徒指導主事等の懇談会や旧小学６年担任と中学１年担任との

情報交換会等をさらに拡充していく必要がある。発達の段階における課題や、家庭環

境・地域の特性等を明確にし、学習・生活両面における指導の進め方や接続の在り方

について連携を深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） 

拡充を図りながら継続実施する。 
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個別事業名 （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 

実績 計(千円) 国費 県費 その他 一般財源 

Ｈ28 3,368    3,368 

Ｈ29  3,226    3,226 

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）において預かり、学校や関係諸機関と連携を取りながら、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や

進学への支援を行う。 

実績・成果 

（数値を用いて具体的に、前年度等とも比較） 

 

年度 通級者数 相談件数（来所） 

Ｈ28 ６人 196件（85件） 

Ｈ29 ８人 172件（65件） 

 

学校に登校できなかった子どもたちが、適応指導教室で学習や作業、体験活動や集

団活動等を経験することを通して、徐々にではあるが社会性や協調性を身に付けるこ

とができた。 

子どもたちの多くは、開設日の半数以上の日に出席した。夏休み中も開設した結果、
昼夜逆転を防ぐために出席してくる生徒が数名いた。また、中学３年生２名について
は、進学に向けて学習に取り組んだ。（２名とも高等学校に進学し、授業だけでなく、
部活動や生徒会活動にも積極的に関わり活躍している。） 
支援については、黒部市教育センター所員との合同ミーティングや個別の指導計画

の作成と評価の実施、ＳＳＷの支援等を通して、一人ひとりの子どもたちへのより適

切な支援の方法を模索しながら指導を進めている。 

点検・評価 

総合評価  Ａ（前年評価  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） 

保護者向けに教育相談の案内を年に４回配付し、配付後には教育相談が多くなる傾

向がみられたことから、一定の効果があった。相談内容については、相談者の意向を

尊重しつつ、必要と考えられるものは当該校に連絡し、共通理解を図ることができた。 

不登校児童生徒の心の居場所として価値のある教室になっており、子ども一人ひと

りの実態に応じた指導ができた。指導員と保護者の信頼関係、保護者同士の好ましい

人間関係の形成ができたことで、子どもたちにもよい影響があった。 

課題・改善 

（具体的な改善内容を記載） 

通所している子どもたちはそれぞれに応じた支援を必要としており、子どもの状況

の見極めや適切な支援の在り方を検討する必要がある。また、通所児童が中学校入学

後も利用するなど、長期の支援充実に向けて、指導員、教育相談員を継続して配置す

る必要がある。 

通所している子どもの中にはコンピューターを使った表現活動を好む者もおり、現

在は、職員用のＰＣを共用しているが、児童生徒用ＰＣの設置が求められる。 

通所している子どもたちの保護者同士の懇談会を開催しているが、参加人数も年々

多くなっており、特別支援教室等安心して話し合うことができるゆとりある場所を確

保する必要がある。 

今後の方向 
（継続・拡充・縮小・廃止などを判断） 

環境整備を整え、個々にあった支援を継続する。 
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個別事業名 （４）奨学資金貸付・給付事業 

担当課等 学校教育課 庶務係 

事  業  費 

実績 計(千円) 国費 県費 その他 一般財源 

Ｈ28 18,720   16,724 1,996 

Ｈ29 22,560   15,764 6,796 

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、成績優秀であるが家庭等の経済的理由から学資の支

弁が困難な学生及び生徒に対し、奨学資金を貸付又は給付する。 

【事業概要】 

１ 貸付 

＊対象：大学 

＊年額：480,000円 

＊期間：採択年度から卒業まで 

２ 給付 

＊対象：高校 

＊年額：120,000円 

＊期間：採択年度から卒業まで 

実績・成果 

（数値を用いて具体的に、前年度等とも比較） 

黒部市奨学資金規則に基づき、黒部市奨学生審査委員会において、厳正かつ公平な

審査を実施した。 

１ 貸付事業（採択枠12人） 

年度 平成25 平成26 平成27 平成28 平成29 

申請 11 13 14 13 10 

採択 11 12 12 12 10 

不採択 ０ １ ２ １ ０ 

２ 給付事業（採択枠８人） 

年度 平成25 平成26 平成27 平成28 平成29 

申請者 13 ８ 12 10 17 

採択者 ８ ８ ８ ８ ８ 

不採択 ５ ０ ４ ２ ９ 

  

点検・評価 

総合評価  Ａ（前年評価  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） 

・世帯収入、家族構成、学業成績を総合的に勘案し、厳正かつ公正に審査を行った。 

・貸付期間中の休学、復学等、奨学生の状況に柔軟に対応し、利便性の高い制度運営

に努めた。 

・貸付金の返還は滞りなく行われた。（Ｈ29年度返済者 80人：12,884千円） 

課題・改善 

（具体的な改善内容を記載） 

予算編成上、貸付及び給付のいずれも予算の範囲内での採択となる。給付事業は、

篤志寄付による基金を原資に平成 21 年度から給付枠４人から８人としてきたが、基

金残高の減少が進んでいる。また、平成 22 年度の高校授業料無償化に伴い、高校生

対象の給付事業を廃止している自治体もある。さらに、平成 32 年度から大学生等に

向けた国の給付型奨学金制度が開始される予定である。これらを踏まえ、奨学資金事

業の在り方について検討していく必要がある。 

今後の方向 

（継続・拡充・縮小・廃止などを判断） 

経済的理由により修学困難とされる学生・生徒を支援するうえで有効な制度である。採

択枠（予算額）や採択要件等の見直しを図りながら、制度を継続していく。 

  

＜出願要件＞ 

・黒部市民（就学のための市外在住可） 

・学資の支弁が困難と認められる者 

・学業優秀、品行方正、健康であること 
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個別事業名 （５）就学援助事業 

担 当 課 等 学校教育課 学校教育係 

事  業  費 

実績 計(千円) 国費 県費 その他 一般財源 

Ｈ28 30,937 1,202  3,527 26,208 

Ｈ29 32,994 1,448  3,468 28,078 

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や特別支

援を要する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、前年度等とも比較） 

 

＜小学校：児童数（2,140人）＞ 

年度 
要 

保護 

準要 

保護 

特別  

支援 

援助費 

(千円) 

日スポ等 

(千円) 

給食費助成 

金等(千円) 

事業費計 

(千円) 

Ｈ28 2人 116人 41人 9,329 3,063 4,554 16,946 

Ｈ29 
1人 123人 48人 10,629 3,378 4,418 18,425 

対象者合計172人（8.0％）    

※準要保護人数はこの他、就学予定者6人あり（金額は援助費欄に含む）。 

 

＜中学校：生徒数（1,099人）＞ 

年度 
要 

保護 

準要 

保護 

特別  

支援 

援助費 

(千円) 

日スポ等 

(千円) 

給食費助成 

金等(千円) 

事業費計 

(千円) 

Ｈ28 1人 78人 18人 11,394 2,597 - 13,991 

Ｈ29 
3人 75人 17人 12,376 2,193 - 14,569 

対象者合計95人（8.6％）    

 

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・通学費・交流学習交通費等）の一部を援助、日本スポーツ振

興センター災害共済給付制度の掛け金の一部を補助、第３子に給食費の一部を助成した。 

なお、29年度より入学前の就学予定者に対しても学用品費等を助成した。 

点検・評価 

総合評価  Ａ（前年評価  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） 

こども支援課や各学校と連携を図り、年度途中の児童扶養手当受給対象者の転入・

転出・転居等、各種支援の該当者の情報共有と確実な把握に努め、適切な対応を行っ

た。 

課題・改善 

（具体的な改善内容を記載） 

要保護・準要保護児童生徒に関しては、今後も必要な援助を実施するため、学校等

を通じ生活実態の把握に努める必要がある。 

今後の方向 

（継続・拡充・縮小・廃止などを判断） 

引き続き事業を継続する。 
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個別事業名 （６）幼稚園教育の充実 

担当課等 こども支援課 保育所･幼稚園班 保育所係 

事 業 費 

実績 計(千円) 国費 県費 その他 一般財源 

Ｈ28 14,359 1,168 1,221 4,448 7,522 

Ｈ29 13,148 1,193 1,241 4,622 6,092 

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す、聞くなどの態度や基本的生活習慣の育成」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、前年度等とも比較） 
（園児数は年度末） 

 28年度 29年度 増 減 
幼稚園数 １園 １園 ―園 
学 級 数 ３級 ３級 ―級 
園 児 数 71人 75人 4人 
決 算 額 14,359千円 13,148千円 △1,211千円 
うち管理費 11,794千円 9,630千円 △2,164千円 
うち就学援助費 2,565千円 3,518千円 953 千円 
うち大規模改造事業 ― 千円 ― 千円 ― 千円 

 
〔幼稚園長期休園日預かり保育〕 

長期休暇中における預かり保育の実施        （平成29年度） 
時 期 申込人数(人) 利用日数 平均利用日数(日) 

夏 季 25 194 7.76 
冬 季 14 36 2.57 

学年末 15 57 3.8 

計 54 287 5.31 
  

点検・評価 

総合評価  Ａ（前年評価  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） 

安心、安全、信頼のおける幼稚園運営を目標に、幼稚園教育要領に基づき幼稚園教育に

取り組んでいる。保護者は、恵まれた施設、環境にある幼稚園に、学校教育の前段階とし

た質の高い教育を期待して就園させていると考えられる。 

安全面に十分配慮し、自主的、自発的な遊びを促す環境構成や援助を工夫し、友達と一

緒に遊ぶこと、生活のリズムを整えること、必要な生活習慣や態度を身に付けるとともに

健康な体づくりや異年齢児や地域の人々との触れ合いを通して、人と関わる力が身に付く

ようにすることなどを重点に園運営を行った。 

なお、教育時間外や夏季等の長期休暇中の預かり保育は母親のパート就労が増加傾向に

あり利用者が増えている。就労に関わらず、保護者の必要に応じて実施している。 

課題・改善 

（具体的な改善内容を記載） 

市内唯一の単独幼稚園として、市内各地区から就園している。核家族の増加、県外から

の移住、アパート住まい等による、近所づきあいや地域との関わり等において希薄化傾向

が見られる。幼稚園がよりどころとなって地域や保護者同士との関係を構築していくこと

が必要である。 

保護者のニーズに寄り添いながらも、遊びの中での総合的な学びの大切さを保護者に理

解してもらう必要がある。単独幼稚園の特徴を生かしながら、幼稚園教育の充実を図り、

幼児の心身発達を助長し、未就園児親子交流や子育て支援拠点としての役割について、周

知していくことが大切である。 

今後の方向 
（継続・拡充・縮小・廃止などを判断） 

家庭・小学校との連携を図り、円滑な幼稚園の運営を継続する。 
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施策の分野 ②確かな学力 

方針・目標 

・「確かな学力」を身に付けさせるため、各教科等において、基礎的・基本的な知識・

技能の確実な習得と思考力・判断力・表現力、主体的に学習に取り組む態度等の育成を

図るとともに、個に応じた指導の充実に努める。 

・授業と家庭学習の内容を連動させるなど、課題の与え方を工夫し、学習習慣の確立に

努める。 

・論理的に思考して表現する能力や、互いの考えや立場を尊重して伝え合う能力を育

成するために、各教科等における言語活動を充実する。 

・学習のねらいと学習課題、学習活動、評価規準の整合性を図る。その上で、学習課題

の設定、書いて考える活動、考えを言葉で伝え合う活動、学習の成果の確認等を工夫し

て、「分かる」「できる」授業を推進する。 

・鉛筆の持ち方、ノートの使い方、返事、発言の仕方、聞き方、話合いの仕方、姿勢等の

学習規律の確立に努める。 

 

個別事業名 （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 

実績 計(千円) 国費 県費 その他 一般財源 

Ｈ28 0     

Ｈ29 0     

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黒部市として実施した。 

実績・成果 

（数値を用いて具体的に、前年度等とも比較） 

市内の全小中学校（13校）が参加した。調査結果は、黒部市教育センターにおい

て分析し、11月に各校に配付した。小中学校では、この分析結果を参考にしながら

授業改善に努めるとともに、児童生徒個人の結果にコメントを付けて手渡すなど、

今後の学習に活かすようにした。また、保護者へは、学校だより等で周知した。 

平均正答率については小・中学校ともに、いずれも全国の平均正答率を上回って

おり、良好であった。富山県の平均正答率と比較しても、ほとんどの教科において

上回っていた。小学校９校の平均正答率の偏差は、前年度と比べて縮小された。 
結果の分析では、「問題Ａ・Ｂの相関関係」「小６から中３への変容」「設問別

正答率の学校間の開き」「児童生徒質問紙調査結果の経年比較とクロス集計」等を

示し、また、小６から中３への変容について小中学校が学力向上に向けた取組をす

る際に参考となるデータを提供した。 

点検・評価 

総合評価  Ａ（前年評価  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、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

の定着について具体的に保護者に呼びかけることができた。 

課題・改善 

（具体的な改善内容を記載） 

年度毎に問題数や平均正答率、標準偏差等が異なるため、継年変化を調査してい

く場合には十分なデータの吟味が必要である。また、今年度と同様に適切にデータ

を処理しグラフ化するなど、分かりやすい提示をもとに、学力・学習状況を把握し

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） 

調査結果を活かし、改善を図りながら継続する。 
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個別事業名 （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 

実績 計(千円) 国費 県費 その他 一般財源 

Ｈ28 400  400   

Ｈ29 380  380   

趣  旨  等 

（本来の目標・目的・対象・意図） 
【教職員研修】 
児童生徒の確かな学力や豊かな人間性、健康・体力を育むために、各種の教職員研

修会を実施し、教職員の資質・能力・指導力の向上を図る。 
【研究委員会】 

社会科・理科・情報教育における教材等の作成や見直し、今日的な課題に関する研
修を行う。 
【学力向上市町村教育委員会プラン研究委託事業】 
たかせ小、高志野中を拠点校として、学力向上に関する研究を推進するとともに、

成果を市内各校に普及する。 

実績・成果 

（数値を用いて具体的に、前年度等とも比較） 
「教員のニーズに応じた研修会」「明日に生きる研修会」となるよう、黒部市教育 

センターが中心となり以下の研修会等の企画運営に努めた。 
①教職員研修（参加人数：延べ476人） 
<研修会> 
・学級運営研修会２回(75人）・教科実技研修会(35人) ･特別支援教育研修会(26人) 
・体力・運動能力向上研修会(12人)・情報教育実技研修会(15人) 
・生徒指導主事等研修会４回(56人）・いじめ問題にかかる研修会２回(26人)  
・英会話科指導者研修会(14人）・帰国児童生徒教育研修会(21人） 
・英会話科カリキュラム部会２回(28人) ・中堅教員研修会(13人） 
<講演会> 
・外国語活動講演会（31人） 生徒指導講演会（61人） 道徳に関する講演会（63人） 

 
②研究委員会 
◯社会科研究委員会（小学校教諭９人、２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、４回開催） 
・「実験で使える実験準備カード集」を作成した。 

 
③学力向上市町村教育委員会プラン研究委託事業 

拠点校は、研究テーマに基づき学力向上について実践的な研究に取り組んだ。そして、
事業・研修の公開を積極的に行った。 

点検・評価 

総合評価  Ａ（前年評価  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） 
各種講演会を開催する際は、昨年度のアンケート結果を基にしたり教員のニーズを

調査したりしながら講師を決定したところ、多くの参加者を得ることができた。 
事案経験を踏まえた助言や教科の専門性が求められる研修会では、教頭や中学校教

員等を助言者としてグループワークを行った。資質向上を図ることができたとともに、
校種を越えた教員同士のネットワークの構築にも役立った。 
 研修内容や開催時期等の条件を基に開催する研修を見直し、体育実技研修会を取り
止め、新たに中堅教員研修会を行った。研修対象となる教員に対して学校で求められ
る喫緊の課題に対応できるよう内容を工夫して実践できた。 

課題・改善 

（具体的な改善内容を記載） 
研修会を新規に開催する場合は、教員の負担増にならないように他の研修会を減ら

すなどの見直しを継続していく必要がある。30年度は、隔年で行っている小学校教員
悉皆の英会話科指導者研修が実施されるため、必要とされる内容等を精査しながら研修
会、講演会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） 
各種研修会の精選化を図りながら継続する。 
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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 

実績 計(千円) 国費 県費 その他 一般財源 

Ｈ28 0     

Ｈ29 0     

趣  旨  等 

（本来の目標・目的・対象・意図） 

学校訪問研修は、各学校（園）の教育目標実現のため、富山県教育委員会・黒部市

教育委員会の指導方針に即し、学校（園）運営・教育指導及び研修に関して指導・援

助し、当面する課題を中心に解明を図り、教育実践の効果を高めることを目的とする。 
学習指導要領の趣旨を踏まえながら、県教育委員会の教育指標「一人ひとりを見つ

め、育てる」の具現化を目指し、教育指導と校内研修が一層充実するように指導・助
言する。 

実績・成果 

（数値を用いて具体的に、前年度等とも比較） 
【学校訪問研修会】 

富山県教育委員会指導主事とともに学校訪問研修会を行った。黒部市教育委員会か

らは、教育長、部長、課長、学校教育班長、市教育センターの所長及び指導主事が研

修会に参加し、学習指導を中心に指導・助言した。可能な限り教育委員も授業を参観

し、その指導・助言は、学校運営の改善に活かされた。 

＜学校訪問研修会での参観授業数（ ）内は学級数＞ 

 小学校 中学校 合計 

２８年度 １０９（１０４） ６６（４４） １７５（１４８） 

２９年度 ９４（８９） ６４（４４） １５８（１４６） 

※平成２９年度宇奈月小学校（１３学級）は、富山県小学校教育研究会研究推進校

最終年度に当たるため、学校訪問研修を実施していない。 

【学校巡回訪問】 

学校教育班長と市教育センター所長及び指導主事が学校巡回訪問を行った。学校教

育班長は、学校全体の授業を観察するとともに、校長との懇談を通じ、教職員の勤務

状況や健康状況についても把握した。（次年度の職員構成に係る情報として活用）市

教育センター所長は、若手教員を中心に学校全体の授業を観察し、懇談の場にて若手

教員への助言を行ったり、校長との懇談の場で学校全体の様子を見て気がついたこと

を伝えたりした。市教育センター指導主事は、若手教員の授業を観察、懇談しながら

指導方法等についての助言や、日頃の悩み等を聞いての助言を行った。 

点検・評価 

総合評価  Ａ（前年評価  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） 

学校訪問研修会では、学校の実態や課題等の話を聞き、情報提供してもらうことで、

書面にて学校の課題改善のための指導・助言を行うことができた。また、例年通り開

設学級全ての授業を参観するとともに、部会研修会では、指導主事による指導・助言

を行うことができた。 

学校巡回訪問では、若手教員の授業のよかった点を挙げて励ますとともに、具体的な

改善点も指摘することで、若手教員による学級運営や教科指導等に関する課題解決につな

がる研修になった。 

課題・改善 

（具体的な改善内容を記載） 

様々な学校の課題について側面から援助できるようにするため、訪問の際には予定

された授業だけでなく、他の授業の様子も観察しつつ、課題の把握と助言に努める必

要がある。中学校における学校訪問研修会では、教科別の専門的な指導助言や部会運

営のために指導主事の増員等が求められる。 

今後の方向 
（継続・拡充・縮小・廃止などを判断） 
より一層現場のニーズに応じた訪問研修となるよう、訪問カードの作成時に学校の

相談に乗ったり、関係機関に働きかけなどをしながら、継続実施する。 

  



 25 

 

 

施策の分野 ③国際化教育 

方針・目標 

・英語による総合的なコミュニケーション能力を育成するため、英会話を楽しみながら、

相手を理解し自分を表現する「英会話科」と日常的な英語活動の充実に一層努める。 

・海外姉妹都市との連携事業や英語サマーキャンプ等、魅力的で実践的な教育プログラ

ムを充実することにより、児童・生徒の英語に対する学習意欲の向上を図る。 

・日本や郷土の文化・伝統を尊重するとともに、様々な文化をもつ人々と共生する資質

や態度を育てるため、地域ぐるみで国際化教育、帰国児童生徒・外国人児童生徒教育を

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 

実績 計(千円) 国費 県費 その他 一般財源 

Ｈ28 40,179    40,179 

Ｈ29 41,089    41,089 

趣  旨  等 

（本来の目標・目的・対象・意図） 

国際感覚と実践的なコミュニケーション能力を身につけ、地域社会や国際社会に貢

献できる子どもの育成を目指し、小中学校の児童生徒に英会話科授業を実施。その方

策として、文部科学省による教育課程特例校（英会話科）の指定を受け、小学校では、

ＡＬＴ・担任・英会話講師、中学校では、ＡＬＴ・英会話講師で指導している。 

実績・成果 

（数値を用いて具体的に、前年度等とも比較） 

英会話科授業には、平成18年度から特区、平成21年度からは特例校として、取り

組んできた。小中学校では、年間 35時間（小学１・２年は 10時間、中学１年は 25

時間）、ネイティブスピーカー（ＡＬＴ）が

必ず参加し、授業を行った。 

授業では、単に知識習得だけでなく、習

った英語表現を使い、臆せず会話ができる

ようコミュニケーション能力の育成に力を

入れた。また、最終目標である「ふるさと

黒部を豊かに英語で語れる生徒の育成」の達成に向け、黒部のおすすめスポットを英

語で紹介したピクチャーカードを小学校の授業から積極的に活用するとともに、カリ

キュラム内容に系統性を持たせ、９年間を見通した授業に取り組んだ。このほか、小

学校高学年での英語の教科化を見据え、小学校では文字の提示も行った。 

 

中学生の英語検定３級以上の取得率 
年度 黒部市（12月末） 全国 
Ｈ26 35.7％ 18.4％ 
Ｈ27 34.0％ 18.9％ 
Ｈ28 19.8％ 18.1％ 
Ｈ29 42.6％ 21.1％ 

点検・評価 

総合評価 Ａ（前年評価 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） 

児童生徒の英会話科に対する意識調査では、「英会話科の授業が好き」、「英語が話

せるようになりたい」、「外国人と友達になりたい」などの項目に対し、肯定的な回答

が非常に多く、英会話に対する興味や意識の高揚につながっている。また、今年度よ

り中学３年生を対象に英検３級以上の受験料を一部負担することとしたところ、受験

者数が増加し、取得率も向上した。 

課題・改善 

（具体的な改善内容を記載） 

平成 32 年度から実施される新学習指導要領では、小学校高学年で英語が教科化さ

れ、授業時間数は週２時間となるほか、平成 30年度から一部先行実施となる。それ

に伴い、小学校高学年での授業内容や指導体制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） 

引き続き、国の動向を注視しながら、国際化教育の推進に向け、英会話科授業のあ

り方等について検討のうえ、継続実施する。 
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個別事業名 （２）英語サマーキャンプ 

担 当 課 等 学校教育課 庶務係 

事  業  費 

実績 計(千円) 国費 県費 その他 一般財源 

Ｈ28 522   260 262 

Ｈ29 467   260 207 

趣  旨  等 

（本来の目標・目的・対象・意図） 

夏休みを利用し、ＡＬＴと中学１年生、小学５・６年生による２泊３日の英語合宿。 

共同生活をしながら、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、英会話を交えた活動を通じ、英語や外国文化に親しみ・楽しみながら英語

コミュニケーション能力の向上・強化を目指す。（会場：黒部市ふれあい交流館） 

毎回、希望者を募る。（定員 50人程度・参加者負担金 5,000円／人） 

実績・成果 

（数値を用いて具体的に、前年度等とも比較） 

１ 参加者  

区分 小学生 中学生 小中計 ＡＬＴ 英会話講師 

Ｈ27年度 45 6 51 ６ ７ 

Ｈ28年度 39 13 52 ６ ６ 

Ｈ29年度 40 12 52 ６ ６ 

２ 実施期間 平成29年 8月 16日（水）～8月18日（金） 

３ 主な活動  

①ティームタイム（最終日の英語劇発表に向け班ごとに劇の練習[全７回]） 

②パフォーマンス（ＡＬＴと英会話講師による児童生徒参加型のクイズ等） 

③ＡＬＴインタビュー（全てのＡＬＴに対し１人ずつ質問をしてまわるゲーム） 

④英語ワークショップ（ＡＬＴと英語を使いながら工作） 

⑤バーベキュー（異国の料理を調理） 

⑥キャンプファイヤー（英語を使ったアメリカ式のキャンプファイヤー） 

⑦プレゼンテーション（キャンプの集大成として英語による寸劇を披露） 

 

点検・評価 

総合評価  Ａ（前年評価  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） 

毎年、多くの参加希望があり、今年度は複数回目の参加者も多かったことから“英

会話”に対する積極的な意欲を感じることができた。事業としても 11回目となり、

国際化教育にかかる多彩な事業を展開していく上で、その一翼を担っている。 

課題・改善 

（具体的な改善内容を記載） 

楽しみながら英会話や異文化に３日間、みっちり触れることができる活動となって 

おり、興味関心を伸ばす面では大変有効な事業となっているが、英会話の力を伸ばす 

という面では、課題がある。キャンプでの取組を学校へフィードバックする方法につ

いて検討する必要がある。 

 指導者間で目標意識の共有を図ったことで例年よりプレゼンテーションが充実し 

ていたことから、今後も事前に目標を理解し取り組むよう打ち合わせを行い、年度に 

よる完成度のばらつきを改善する必要がある。 

 また、休み時間が少なく、子どもたちが疲れていたという声もあったため、各活動

の時間を調整し、体調不良者等を把握しておける体制を整え、複数回参加している児

童生徒に対して、マンネリ化しないためにも新たな活動を導入することも検討する必

要がある。 

今後の方向 

（継続・拡充・縮小・廃止などを判断） 

２泊３日の共同生活を通じ、日常英会話に繰り返し接することにより、英会話を身

近に感じ、身につけるよい機会となる。児童生徒にとっても、夏休みにおける貴重な

体験事業として定着しており、今後も内容の改善、発展に取り組みながら、引き続き

実施していく。 
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個別事業名 （３）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 

実績 計(千円) 国費 県費 その他 一般財源 

Ｈ28 3,862   2,400 1,462 

Ｈ29 2,802    2,802 

趣  旨  等 

（本来の目標・目的・対象・意図） 

姉妹都市のアメリカ（メーコン・ビブ郡）及びオランダ（スドウェスト・フリース

ラン市）との間で、生徒等の派遣（対象：中学３年生）及び受入を実施し、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二ケーショ

ンの機会を得、外国文化に対する興味と理解を高める。 

実績・成果 

（数値を用いて具体的に、前年度等とも比較） 

＜研修概要＞ 

・期 間  平成 29年10月６日(金)～ 10月 14日(土) ８泊９日 

・研修地   黒部市内及び東京都内 

・内 容  ホームステイ（４泊）、学校訪問（２日間）、市役所表敬訪問など 

・主催等  主催：黒部国際化教育推進協議会、共催：黒部市、黒部市教育委員会 

 

＜研修参加者＞ 

・研修生  学生15名 ・引率者  ３名 

 

メーコン・ビブ郡から 18 名を受け入れた。市内滞在中には、ホームステイや小中

学校訪問を行った。ホストファミリーや訪問校の児童・生徒は、異文化理解や英語の

コミュニケーションの能力向上の機会を得ることができた。 

 

 

＜交流研修実績（生徒数）＞ 

年度 派遣 受入 

Ｈ27 未実施（ｽﾄﾞｳｪｽﾄ･ﾌﾘｰｽﾗﾝ市） ﾒｰｺﾝ･ﾋﾞﾌﾞ郡（男子５人、女子４人） 

Ｈ28 ﾒｰｺﾝ･ﾋﾞﾌﾞ郡(男子６人、女子10人) 未実施（ｽﾄﾞｳｪｽﾄ･ﾌﾘｰｽﾗﾝ市） 

Ｈ29 未実施（ｽﾄﾞｳｪｽﾄ･ﾌﾘｰｽﾗﾝ市） ﾒｰｺﾝ･ﾋﾞﾌﾞ郡（男子６人、女子９人） 

  

点検・評価 

総合評価  Ａ（前年評価  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） 

ホストファミリーや学校は、訪問した学生に対して、様々なおもてなしを考え、喜

んでもらえた。日本語が分からない学生に対し、積極的に英語でコミュニケーション

を取り、日頃の取組の成果を発揮することができた。英会話科では体験できない、年

齢の近い現地の学生と交流できたことに喜びを感じ、英語コミュニケーションの意欲

の向上にもつながった。 

課題・改善 

（具体的な改善内容を記載） 

受入人数が倍増となったことに伴い、前年度派遣生徒に優先的に受入を依頼した

が、断る家庭が多く、ホームステイ先を確保することに苦慮した。相互の交流を深め

るためにも、次年度学生受入を考慮に入れて派遣事業を進める必要がある。 

海外姉妹都市は、２自治体だが、スドウェスト・フリースラン市（蘭）との派遣交

流が、先方の事情により途絶えており、市姉妹都市交流担当課と連携しながら交流再

開を模索していく必要がある。 

今後の方向 
（継続・拡充・縮小・廃止などを判断） 

黒部国際化教育の成果を実践として体感できる事業であり継続していく。 
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個別事業名 （４）帰国児童生徒・外国人児童生徒教育 

担 当 課 等 学校教育課 学校教育係 

事  業  費 

実績 計(千円) 国費 県費 その他 一般財源 

Ｈ28 2,151   1,007 1,144 

Ｈ29 2,156   1,005 1,151 

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を、外国人児童

生徒に対しては、日本語指導を中心に行う。 

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、前年度等とも比較） 

学校生活や生活様式において、困りごとや悩みごとについて、個別に話を聞くなど、

生活改善に努めてきた。また、一人ひとりの能力に応じた、入り込み指導や取り出し

指導を行うことにより、苦手教科の克服や日本語理解につながり、意欲的に学習に臨

むなど、少しずつ学校生活に馴染めるようになった。 

帰国児童生徒及び外国人児童生徒の全ての学校、教室での受け入れ体制を整え、個

に応じた指導や対応ができるように、実態や指導方法について、共通理解を図るため

の研修会を実施した。 

 

〈在籍状況〉 

H29帰国児童生徒数 

区 分 人数 内 訳 計 

帰国後３年未満 20人 小学生13人、中学生７人 
43人 

帰国後３年以上 23人 小学生14人、中学生９人 

 

H29外国人児童生徒数 

区 分 人数 内訳 計 

小学校 ７人 ブラジル４人、中国３人 
８人 

中学校 １人 ブラジル１人  

   

<主な取組事例> 
・サマースクール参加者20人(帰国・外国人児童10人､幼児３人、保護者７人) 

・入り込み指導 41回（中央小10人・41回）、取り出し指導 35回（中央小１人・35回） 

・保護者会の実施（学校生活等の相談）2回、22人（1回目８人、2回目14人） 

・帰国児童生徒教育研究会から会報「Ａｃｃｅｓｓ」を発行（年2回） 

点検・評価 

総合評価  Ａ（前年評価  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） 

入り込み指導や取り出し指導を通じた個に応じた指導により、児童生徒たちは、学

校生活に適応し、学習能力も高まった。 

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、学校や地域により溶け込めるようになった。 

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

策を講じるとともに、母国語でサポートできる人材の確保と効果的な取組を経験知と

して蓄積しておく必要がある。また、帰国児童生徒に対する個別指導を充実させ、帰

国児童生徒教育研究会での研究活動を活発化させていく必要がある。 

今後の方向 

（継続・拡充・縮小・廃止などを判断） 

帰国児童生徒及び外国人児童生徒への指導等を継続する。 
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施策の分野 ④特別支援教育 

方針・目標 

・特別な支援が必要な幼児・児童・生徒に対する教育を推進するため、支援体制の充実

を図る。 

・専門機関等と連携を図りながら、一人ひとりの教育的ニーズに応じた適切な指導や支

援を充実する。 

・学習の見通しをもたせる、分かりやすい言葉で短く話す、学習内容の理解を視覚支援

で手助けするなど、支援をする子どもへの配慮は、すべての子どもに対して効果的であ

るという視点で、学校・学年・学級運営及び授業づくりに努める。 

 

個別事業名 （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 

実績 計(千円) 国費 県費 その他 一般財源 

Ｈ28 17,848    17,848 

Ｈ29 19,367    19,367 

趣  旨  等 

（本来の目標・目的・対象・意図） 

特別に支援を必要とする児童生徒が在籍する学校に、特別支援教育支援員（スタデ

ィ・メイト）を配置し、ＬＤ（学習障がい）、ＡＤＨＤ（注意欠陥多動性障がい）、高

機能自閉症等を含む障がいのある子どもの学校生活の補助、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、前年度等とも比較） 

支援が必要な児童が、落ち着いて授業を受けたり、友達と仲よく遊んだり、楽しく

学校生活が送れるようになった。また、相乗効果として、学級全体が落ち着いた状態

で学習に取り組むようになった。 

 

・配置数 小学校９校に28人（H28年度は 27人） 

・スタディ・メイト養成講座受講者（１人） 

・資質向上のためのスタディ・メイト研修会参加者（３人） 

・学校教育課によるスタディ･メイト研修（26人） 

 

点検・評価 

総合評価 ＡＡ（前年評価 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） 

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たとともに教員の負担

軽減にもつながった。 

１人の増員により充実ができた。 

課題・改善 

（具体的な改善内容を記載） 

スタディ･メイトが、同じ学校に長く在籍することの弊害をなくすため、一人ひと

りのスタディ･メイトと面談を行い、異動の希望や問題点などを聞き取り、配置転換

を行った。今後も定期的な配置転換が必要である。 

今後の方向 

（継続・拡充・縮小・廃止などを判断） 

一部の学校でスタディ･メイトの時間が不足している状況が見られるため、時間数

の増について検討し、対応を図っていく。 

 

  



 30 

 

 

施策の分野 ⑤心の教育 

方針・目標 

・生命を大切にし、感動する心をもった豊かな人間性を育むため、よりよい生き方を追

及する道徳教育や自然に親しむ等の体験活動の充実を図るなど、教育活動全体を通して

「心の教育」を推進する。 

・幼児・児童・生徒の自尊感情を高める。 

・望ましい人間関係を築こうとする態度や自律心の育成を図る。 

・最後までやり遂げようとする心と態度の育成を図る。 

・いじめや不登校、暴力行為、非行等の問題行動を生まない環境（人的・物的）づくり

と教育相談体制の整備・拡充に努める｡ 

・児童・生徒及び教職員の「自分も相手も大切にする」という人権意識の高揚に取り組

む。 

 

個別事業名 （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 

実績 計(千円) 国費 県費 その他 一般財源 

Ｈ28 2,903    2,903 

Ｈ29 2,803    2,803 

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、前年度等とも比較） 

市内９小学校、４中学校すべての学校で実施。（※児童生徒数等により予算配分） 

［小学校］ 

学校の畑での野菜作りや、学校田での田植えや稲刈り体験を通し、農業の楽しさや

大変さ、収穫の喜びを味わった。地域探検で見つけた昆虫や水生生物を飼育観察する

ことで、自然の豊かさや環境保護の大切さを学んだ。 

また、三世代交流や地域の工場見学など、地域住民との交流により、郷土文化を学

び、地域の中で育ち、地域の一員であることや地域活力の大切さなどについて学んだ。

その他、水泳指導やスキー学習等では、講師から実技指導を受けた。 

 

［中学生］ 

施設訪問や職場体験をすることにより、働くことの意義と大変さを学ぶと共に、両

親への感謝の気持ちが芽生えた。北方領土に関する学習や活動に参加して、生活・文

化・自然等を学習し、黒部との縁や歴史について理解を深めた。 

また、農作物の栽培、学校花壇の手入れ、リサイクル活動、地区の清掃活動、人権

集会や合唱コンクールでの全校合唱など、幅広い分野での活動を展開した。 

点検・評価 

総合評価 ＡＡ（前年評価 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） 

勤労、ボランティア活動、自然や文化等に関わる様々な体験活動を通じて、自ら学

ぶ力、生きる力を身につけることができた。 

また、地域の人々と交流することでふるさとの魅力を再確認できた。 

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進め、児

童生徒が自然体でたくましく育つ環境をつくっていく必要がある。 

また、低下傾向にある家庭、地域の教育力を高める必要がある。 

今後の方向 

（継続・拡充・縮小・廃止などを判断） 

地域社会と連携を図りながら継続する。 
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個別事業名 （２）いじめ不登校対策 

担 当 課 等 学校教育課 学校教育係 

事  業  費 

実績 計(千円) 国費 県費 その他 一般財源 

Ｈ28 －     

Ｈ29 0     

趣  旨  等 

（本来の目標・目的・対象・意図） 
いじめや不登校を生まない環境（人的・物的）づくりと教育相談体制の整備・充実

に努める。 

実績・成果 

（数値を用いて具体的に、前年度等とも比較） 

 ［平成29年度のいじめの認知件数や長期欠席者の実態］ 

 いじめ認知件数 長期欠席者数 

小学校 ２５件 １０件 

中学校 １０件 ４１件 

＜いじめ対策＞ 

各学校では、毎学期学校いじめ防止基本方針に基づいて、いじめ０を目指すための視点

に沿って達成目標を設定し、その達成状況を自己評価し、その結果を踏まえて、いじめの

防止等のための取組の改善に努めた。その上で、市教委主催のいじめ問題に係る研修会等

を開催したり、ネットいじめやＳＮＳによる問題行動等の事案について機会を捉えて情報

提供したりするようにした。 

毎月各学校のいじめの状況をとりまとめ、校長会等で現状と課題を話し合いながら、よ

りよい解決に向けて協議した。 

 

＜不登校対策＞ 

 毎月各学校の欠席の多い児童生徒の調査をとりまとめ、実態の把握とともに改善の手立

てについて、情報交換した。当該の児童生徒については、担任や学年主任を中心に、児童

生徒に積極的に声をかけたり電話連絡や家庭訪問をしたりしながら、信頼関係の構築や、

保護者との連携にも配慮した。また、保健室登校の児童生徒には養護教諭、学校に足が向

かない児童生徒には適応指導教室等とも連携を図りながら、居場所づくりに努めた。 

 

教育センターを中心に、いじめの状況等や長期欠席者数等を分析し、校長会で各学校の

取組等を検討し改善に向けて情報交換した。その他、カウンセリング指導員やスクールカ

ウンセラー、スクールソーシャルワーカー、関係機関等の専門家の協力を得ながら、ケー

ス会議や相談の場を設け、いじめや不登校の改善に向けて取組を進めた。 

点検・評価 

総合評価 Ａ（前年評価  －） 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） 

いじめに係るアンケートや面接等を通して、児童生徒の実態を把握し、いじめと思われ

る事案については、組織的に対応するように努めることができた。いじめの認知件数は多

くなったが、全校体制でいじめに適切に対応するとともに、研修の機会を増やして、取り

組んだことで、いじめの解消につながった。 

課題・改善 

（具体的な改善内容を記載） 

平成30年度に「いじめ見逃し０宣言－いじめ問題に係る手引書－」を作成した。校

内研修会等で活用を進め、いじめの未然防止や早期発見・適切な対応を進めていく必

要がある。 

今後の方向 
（継続・拡充・縮小・廃止などを判断） 
学校や家庭、地域と連携しながら充実を図っていく。 
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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育むため、幼児・児童・生徒が読書に親しむ環境の整備に努め

るとともに、市立図書館とも連携しながら、「黒部市子ども読書活動推進計画」に基づ

いた活動を推進する。 

・情報や情報手段を適切に選択・活用する能力や情報モラルを育成するため、発達段階

に応じた情報教育を推進する。 

 

個別事業名 （１）学校司書配置事業 

担 当 課 等 学校教育課 学校教育係 

事  業  費 

実績 計(千円) 国費 県費 その他 一般財源 

Ｈ28 3,129    3,129 

Ｈ29 5,390    5,390 

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、前年度等とも比較） 

本市では平成 28 年度まで職種の名称を学校図書館活動推進員としていたが、平成

29年度より学校司書へ変更した。 

人員の確保については、平成 29年度より３人増員することで、学校への派遣頻度

を週１～２回から、週２～５回へ増やした。学校司書は各学校にて図書の紹介、読み

聞かせ、図書の整理などを学校図書館担当教諭とともに行い、児童生徒の要望に応じ

て、市立図書館から図書の貸し出しの申請も積極的に行った。また、平成 29年度に

おいては学校司書用のPCを整備し、情報検索、や市立図書館との連携に役立てた。 

この他、読書に意欲的に取り組む児童生徒が増えるよう、全校一斉読書活動や朝読

書の実施、地区ボランティアによる読み聞かせの会の開催など、読書の機会を積極的

に設定した。 

 

 

 

 

 

年度 学校数 学校司書数 派遣頻度 

Ｈ28 13 ４人 一部週2回 

Ｈ29 13 ７人 週 2～5回 

点検・評価 

総合評価  Ａ（前年評価  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） 

文部科学省の学校図書館整備等５か年計画では平成29年度から平成33年度までに

小中学校のおおむね1.5校に１名程度の学校司書配置を掲げている。本市においては

平成 29年度の学校司書増員により平成32年度の中学校統合後、この目標に到達出来

るようになった。 

課題・改善 

（具体的な改善内容を記載） 

平成 26 年度６月に学校図書館法の一部を改正する法律が施行され、学校司書が法

律に位置付けられた。今後もこの体制を継続していく必要がある。 

今後の方向 

（継続・拡充・縮小・廃止などを判断） 

子どもたちの読書への関心を高めながら継続する。 
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個別事業名 （２）情報教育 

担当課等 学校教育課 施設係 

事 業 費 

実績 計(千円) 国費 県費 その他 一般財源 

Ｈ28 37,578    37,578 

Ｈ29 30,814    30,814 

趣  旨  等 

（本来の目標・目的・対象・意図） 

児童生徒が、適切にＩＣＴ（情報通信技術）を活用し、学習に必要な情報を生徒間

で相互作用的に用いることができるよう情報教育を進める。 

情報教育の一層の充実、改善を図るため、情報教育機器システムのハード、ソフト

両面及びインターネットに係る基盤等の整備を行う。 

実績・成果 

（数値を用いて具体的に、前年度等とも比較） 

１ 教育用ＰＣの整備状況（ＰＣ１台あたりの児童生徒数） 

年度 ＰＣ台数 児童生徒数 黒部市 全国平均 国の目標値 

Ｈ28 358 台 3,278人 9.2人/台 
5.9人/台 3.6人/台 

Ｈ29 355 台 3,239人 9.1人/台 

※児童生徒数は、H29.5.1現在（全国平均は、H29.3.1《平成28年度》現在） 

 

２ 校務用ＰＣの整備状況（教務用ＰＣの充足率） 

年度 ＰＣ台数 教員数 黒部市 全国平均 国の目標値 

Ｈ28 336台 242人 138.8％ 
118.0％ 100％ 

Ｈ29 332台 242人 137.2％ 

※教員数は、H29.5.1現在（全国平均は、H29.3.1 《平成28年度》 現在） 

 

３ 機器の配置と研修会の開催 

・学校現場のニーズに応じたＩＣＴ機器の配置と研修を実施した。 

・教職員用ＰＣについては、オールインワン型ＰＣからノートＰＣへの更新(48台)

を、生徒用ＰＣについてはデスクトップ型ＰＣからデタッチャブル型ＰＣへの更

新(63台)を行い、ＰＣ室での授業以外でグループワーク等へ活用できる体制を整

えた。 

 

点検・評価 

総合評価  Ｂ（前年評価  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） 

校務用ＰＣは全国平均を上回る台数を整備した。教育用ＰＣについては、国の目標

値や全国平均までは達していない。 

課題・改善 

（具体的な改善内容を記載） 

本市が目標とするＩＣＴ教育での到達水準を明確にし、その達成に向けた施設環境

整備とＩＣＴを効果的に活用した授業を行うための教員への研修をどのように展開

していくのかが大きな課題である。 

また、個人情報保護及びセキュリティ管理に対するコンプライアンスを高めるため

の研修も必要である。 

今後の方向 

（継続・拡充・縮小・廃止などを判断） 

ＰＣ及び関連機器、ソフトウェアを計画的に更新するとともに、無線ＬＡＮ環境や

高速携帯通信（ＬＴＥ）を搭載したデバイスの整備を検討する。また、ＩＣＴを効果

的に用いて、学習に必要な情報を適切に活用できる能力を養うとともに、取得した情

報の取捨選択できる力の養成に向け、各方面の取組の検討を進めていく。 

機器の配置については、全国平均を下回っている教育用ＰＣの設置を進め、ＰＣ教

室では、現在２人で１台のところを１人１台とするよう整備していく。 
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施策の分野 ⑦キャリア教育 

方針・目標 
・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体験的な

活動を充実させ、望ましい勤労観や職業観の育成に努める。 

 

個別事業名 （１）14歳の挑戦事業 

担 当 課 等 学校教育課 学校教育係 

事  業  費 

実績 計(千円) 国費 県費 その他 一般財源 

Ｈ28 1,345  660  685 

Ｈ29 1,200  600  600 

趣  旨  等 

（本来の目標・目的・対象・意図） 

望ましい勤労観や職業観を身につけた生徒を育てることを目的とし、市内全ての中

学２年生が、５日間の職場体験活動に参加している。 

この活動を通じて、生徒の「生きる力」を育むとともに、家庭・地域の教育力の向

上を図る。 

実績・成果 

（数値を用いて具体的に、前年度等とも比較） 

参加対象：市内４中学校２年生（参加生徒数355人、受入事業所91事業所） 

実施期間：９月25日から９月 29日までの５日間 

 

職場体験を通じて、自己肯定感の醸成、将来の目標設定につながり、健全な職業観

の育成や働くことの意味を理解するなど社会性の育成に成果をあげている。また、集

団の一員としての責任や、集団の規律に対する意識の高揚を促した。 

 

◯生徒への事後アンケートの結果 

・「目標をもって取り組むことができた」（99％） 

・「充実していた」（99％） 

・「自分の生き方を考える良い機会になった」（95％） 

◯保護者への事後アンケートの結果 

・「活動を通して子どもに好ましい変化が見られた」（79％） 

 

点検・評価 

総合評価  Ａ（前年評価  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） 

生徒からは、「社会でのルールやマナーを学べた」「大変さや苦労などを知る機会に

なった」などの意見が挙がり、社会で働くことの大変さを体験するよい機会とするこ

とができた。職場体験を通して、自分の生き方を考えるよい機会になったと考える生

徒も増えており、生徒の規範性や社会性を高め、精神的な成長に寄与することができ

た。 

課題・改善 

（具体的な改善内容を記載） 

多様化する生徒の希望をかなえるための受入事業所への協力要請と、受入事業所側

の要望・ニーズへの対応の調整が課題である。 

今後の方向 

（継続・拡充・縮小・廃止などを判断） 

市内事業者の理解度が高く、恒例の事業として定着しており、引き続き、家庭及び

事業所との連携を密にしながら継続していく。 
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施策の分野 ⑧健康・体力 

方針・目標 

・健康で豊かな生活を送る習慣の定着を図るため、学校給食等による食に関する指導

や学校保健活動等に基づく心身の健康づくりを推進する。 

・運動に親しみながら体力の向上を図るため、体育科教育を中心とした体力つくりの

充実、家庭や地域と連携した取組を推進する。 

 

個 別 事 業 （１）食育の取り組み 

担 当 課 等 学校給食センター 庶務係 

事  業  費 

実績 計(千円) 国費 県費 その他 一般財源 

Ｈ28 0     

Ｈ29 0     

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、豊かな心を育

み、健康な人間の育成を目指す。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、前年度等とも比較） 

栄養教諭が、定期的訪問希望の３校には週１回を目安に学校を訪問し、教職員とと

もに児童生徒に食事の大切さなどを分かりやすく指導するとともに、黒部市学校給食

研究会では、「食への理解を深め、健康に生きるための望ましい食習慣を身に付ける

指導はどうあるべきか」をテーマに各学校で研究実践を行った。 

また、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、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努めた。 

栄養教諭が定期的に学校を訪問し、児童生徒、教職員や保護者に食事や栄養に関す

る指導をし、「食」への関心を高めている。 
年度 栄養教諭等が学校訪問した回数 定期的な訪問希望校 
Ｈ28 115回／年間 ３校 
Ｈ29 106回／年間 ３校 

 

調査結果（とやまゲンキッズ作戦「健康づくりノート」集計より） 
年度 朝食摂取状況 偏食していない状況 箸の持ち方 

Ｈ28 
（小）99.2％ 
（中）98.5％ 

(小)91.9％ 
(中)97.3％ 

正しく持てる 
89.8％(小のみ) 

Ｈ29 
（小）99.3％ 
（中）97.8％ 

(小)91.4％ 
(中)96.5％ 

正しく持てる 
90.2％(小のみ) 

 

点検・評価 

総合評価  Ａ（前年評価  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） 

各学校におけるあいさつ、姿勢、食べ方など給食マナーに関する呼び掛けやポスタ

ー掲示、保護者へのお知らせ等の積極的な取組により、箸の持ち方について改善傾向

にある。（小学校のみ調査） 

課題・改善 

（具体的な改善内容を記載） 

小学生の朝食摂取率が若干上昇したが、中学生の摂取率が低下した。引き続き食事

の回数についてのみならず、食事の内容について指導する必要がある。 

小中学校での食育指導は、生涯にわたり健やかな体と心を保ちながら生きる能力を

身につけるために必要である。今後も「黒部市食育推進計画」に基づき、各学校での

指導の成果と課題を明確にしながら、学校給食や各教科の中で、食育に関する指導を

行っていくことが求められる。 

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 

実績 計(千円) 国費 県費 その他 一般財源 

Ｈ28 0     

Ｈ29 0     

趣  旨  等 

（本来の目標・目的・対象・意図） 

全国や富山県で実施した体力・運動能力調査の結果をもとに、市内の児童生徒の体

力、運動能力、運動習慣の状況を把握・分析し、体力向上に係る施策の成果と課題を

検証し、その改善を図る。 

実績・成果 

（数値を用いて具体的に、前年度等とも比較） 

【全国体力・運動能力、運動習慣等調査の実施と調査結果の分析】 

市内の全小中学校(13校)が、全国体力・運動能力、運動習慣等調査に参加し、結果

については教育センターが中心となり分析を行った。その結果、種目別では20ｍシャ

トルランとソフトボール（ハンドボール）投げが、小学５年、中学２年の男女とも全

国を上回った。一方、小学５年では男女とも50ｍ走と上体起こし、握力が全国を下回

り、中学２年では男女とも50ｍ走と反復横とびが全国を下回った。 

調査結果や体力向上のための具体的な方策、市内小中学校の取組についてまとめた

ものを各校に配付することで、市全体として共有することができた。 

【体力向上研修会においての市内児童生徒の結果と今後の取組についての共通理解】 

小中学校の体育主任を対象に、「体力・運動能力向上研修会」を開催した。児童生

徒の今年度の結果を示し、新体力テストの実施方法の確認や、苦手種目の向上に向け

た取組について協議した。 

結果の分析や今後の取組についてのグループワークでは、市内中学校体育教師が助

言者として加わり、小中の運動面においての接続を意識した助言等を行った。 

点検・評価 

総合評価  Ａ（前年評価  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） 

児童生徒の実技調査や質問紙調査、学校質問紙調査の結果、各種のクロス集計によ

る分析結果等を示すとともに、体力・運動能力向上についての提言をまとめ、今後の

参考資料として、提示することができた。児童生徒の体力や運動能力の特徴や問題点

を把握することで、体育の指導、朝や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） 

小学校の握力、上体起こし、50ｍ走については、昨年度に引き続き低い結果となっ

た。体力向上研修会では、この３点についての具体的な改善策を出し合い、次年度の

指導計画と数値目標を立てており、計画に沿った指導・支援が必要である。 

体育主任は若手の教員も多くなってきていることから、今後、体育科の指導をはじ

め、体力・運動能力向上に取り組むにあたり、校内で共通理解を図ることができるよ

う、体育主任への指導力向上研修の継続が必要である。 

今後の方向 

（継続・拡充・縮小・廃止などを判断） 

「体力・運動能力向上研修会」において、課題に対する対応等を検討しながら継続

実施する。 
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個別事業名 （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 

実績 計(千円) 国費 県費 その他 一般財源 

Ｈ28 1,625  416  1,209 

Ｈ29 1,661  439  1,222 

趣  旨  等 

（本来の目標・目的・対象・意図） 

中学校運動部に、スポーツの専門的な技術指導者（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の部活動の充実と生徒の体力

向上を図る。 

実績・成果 

（数値を用いて具体的に、前年度等とも比較） 

派遣者数 

学校名 鷹施中 高志野中 桜井中 宇奈月中 計 

Ｈ28 ６名 ７名 ８名 ６名 27名 

Ｈ29 ６名 ９名 ７名 ６名 28名 

 

実技指導力を有する非常勤講師 28名をスポーツエキスパートとして委嘱し、市内

全ての中学校に派遣した。スポーツエキスパートの指導により、部活動の活性化を図

り、生徒の競技力の向上や部活動を通じて連帯感を育み、達成感を得ることができた。 

 

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、サッカー、陸上競技、アーチェリー、ソフトボール、バレーボール） 

 

※スポーツエキスパートについて 

・教員以外のスポーツの専門的実技指導力を有する20歳以上の者に対し、競技歴、 

取得ライセンス、指導歴などを踏まえ教育委員会が委嘱する。 

・１回の指導は２時間程度（年間30回を上限：県24回＋市６回） 

 

点検・評価 

総合評価  Ａ（前年評価  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） 

生徒たちにスポーツに親しませながら、健康と体力の増進、競技力の向上を図るこ

とができたとともに、教員（部活動顧問）の負担軽減につながった。 

 

課題・改善 

（具体的な改善内容を記載） 

運動部活動顧問との一層の連携を図りながら、種目や部員構成などにより多様な指

導スタイルがある中で、生徒が充実感と意欲を持って部活動に取り組めるよう配慮し

ていく必要がある。 

適した人材を見つけられないこともあり、スポーツエキスパートや部活動指導員等

人材の発掘に努める必要がある。 

 

今後の方向 

（継続・拡充・縮小・廃止などを判断） 

各校のニーズに応じた派遣を継続する。 
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個別事業名 （４）給食センターの衛生管理、調理・洗浄業務、給食配送業務 

担当課等 学校給食センター 庶務係 

事 業 費 

実績 計(千円) 国費 県費 その他 一般財源 

Ｈ28 93,676   8 93,668 

Ｈ29 99,818   3,014 96,804 

趣 旨 等 

（本来の目標・目的・対象・意図） 

学校給食を通して、「食」について学び考えることで、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、食文化を育む。そのために３中学校、８小学校、１幼

稚園に毎日給食を提供する。(１日約3,250食) 

衛生面については、食器や調理器材等を毎年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、栄養バランスのとれた安全･安心な給食の提供を目指す。 

調理・洗浄業務については、専門業者に業務を委託し、その専門知識とノウハウを

生かした衛生管理、迅速な調理洗浄に努めると共に、適宜、施設の改修工事を施工す

ることにより施設の安定運転を実施した。 

配送業務については、毎日決められた時間までに学校へ届ける。 

また、行事等に応じた配送時間の変更に柔軟に対応する。 
 

実績・成果 

（数値を用いて具体的に、前年度等とも比較） 

平成 29年度給食実施延日数 202日 延給食数(副食) 614,466食を提供。 

調理室入室の際には、髪の毛を全て帽子で覆い専用白衣・マスクを着用して爪ブラ

シや粘着ローラ、エアシャワーなどを用い、異物の持ち込み防止や衛生管理の徹底が

厳格に行われた。併せて、施設の日常点検や清掃、害虫防除を徹底することで、良好

に衛生管理を行った。 

調理員の体調管理にも留意しながら作業配置に配慮し、食中毒の発生防止に努める

とともに、食材の検収の徹底等により異物の混入事故を抑えるなど安全・安心な給食

を供給した。 

また、全ての栄養教諭と調理員を対象とした衛生管理研修会を自主開催し、自己研

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。 

専門業者への委託により迅速な調理と効率のよい配送を実施した。 
 

点検・評価 

総合評価  Ａ（前年評価  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） 

食器類等の消耗器材の更新を計画どおり実施し、調理室への異物持ち込み防止が徹

底されるなど衛生的に調理・給食ができた。 

始業前・作業中・作業後の施設及び調理器（特に刃物）点検を徹底し、良好な状態

で運用することができた。 

細菌検査、害虫防除・駆除を確実に実施し、害虫の混入を抑えるとともに食中毒の

発生を防止できた。（副食への害虫等の混入7件、食中毒 0件） 

調理・洗浄業務を専門業者に委託し、適正なコストで専門のノウハウを生かした調

理・洗浄ができた。 

給食配送業務についても、大きな遅延配送もなく、学校の要望に添う配送時間に対

応した。 
 

課題・改善 

（具体的な改善内容を記載） 

調理、配送委託業者への指示・指導を的確に行う必要がある。 

施設・設備の適正管理（配管、機器・器材の保守・修繕等）を継続する必要がある。 

 

今後の方向 

（継続・拡充・縮小・廃止などを判断） 

調理･洗浄業務及び配送業務については、５年ごとに委託業者の見直しを行いなが

ら継続する。 
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施策の分野 ⑨安全 

方針・目標 

・幼稚園、学校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。 

・事故や災害、不審者等への幼児・児童・生徒の危険に対する的確な判断力や対応力を

高めるため、安全教育（生活安全や交通安全等）や防災・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 

実績 計(千円) 国費 県費 その他 一般財源 

Ｈ28 234    234 

Ｈ29 199    199 

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、前年度等とも比較） 

交通・防犯関係では、幸いにも年度中は、重大事故等の児童生徒の生命に関わる事

案は発生しなかったが、市内において児童生徒の交通事故が21件発生した。 

また、「学校危機管理の手引き」に基づき、危機管理の徹底および緊急時の対応に

関する情報の共有化を図った。 

例年どおり小学校新1年生に防犯ブザーを貸与し、登下校時の自己防衛について指

導を行った。 

不審者情報は、速やかに各小中学校に情報提供した。 

<新 1年生防犯ブザー貸与者数> 

年度 貸与者数 

Ｈ28 210人 

Ｈ29 318人 

<不審者情報> 

年度 不審者情報 不審電話情報 その他情報 合計 

Ｈ28 ６件 ０件 ０件 ６件 

Ｈ29 ６件 ０件 ０件 ６件 

※黒部市のみの件数（その他にクマ出没情報は含まれていない。） 

点検・評価 

総合評価  Ａ（前年評価  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） 

過去には実際に防犯ブザーを鳴らしながら、難を逃れた事例もあり、防犯ブザーの

携帯は非常に有効であった。不審者情報は学校や保護者だけでなく、公民館へも周知

し、情報の共有化を図った。また、７月には関係部局と連携し２回目となる通学路合

同点検を行い、危険個所の把握及び改善につなげた。 

課題・改善 

（具体的な改善内容を記載） 

家庭や地域と連携し、学校安全パトロール隊や青色防犯パトロール等による巡回を

実施しているが、不審者の増加傾向がみられる。関係部局と連携し、通学経路の合同

点検等を通して、危険個所の把握や巡回・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） 

引き続き、小学校新１年生全員へ防犯ブザーの給付を行う。 

関係部局と連携し、引き続き通学路合同点検を行うことで、安全管理を一層徹底す

る。 
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個別事業名 （２）遠距離通学対策（スクールバス運行事業・通学定期券補助金） 

担 当 課 等 学校教育課 庶務係 

事  業  費 

実績 計(千円) 国費 県費 その他 一般財源 

Ｈ28 21,145 1,916   19,229 

Ｈ29 20,711    20,711 

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、スクールバスの運行及び電車通学に要

する定期券購入費用に対し補助する。 

実績・成果 

（数値を用いて具体的に、前年度等とも比較） 

１ スクールバス運行実績 

学校名 対象エリア 運行期間 使用バス 利用人数 

たかせ小学校 東布施 通年 大型（市有） 47人 

 鏡野・上田家野 冬期 ｼﾞｬﾝﾎﾞタクシー 8人 

桜井小学校 高速道路山側 通年 マイクロ（市有） 
冬期はｼﾞｬﾝﾎﾞﾀｸｼｰ併用 

17人 

 山田新の一部 冬期 19人 

宇奈月小学校 愛本、下立１区 通年 マイクロ（市有） 21人 

鷹施中学校 東布施 通年 中型（市有） 24人 

宇奈月中学校 愛本 冬期 マイクロ（市有） 12人 

※通年： 4/1～3/31（概ね小学校4km超、中学校6km超） 

※冬期：12/1～3/31（概ね小学校2km超、中学校3km超） 

 

２通学定期券補助実績（富山地方鉄道） 

学校名 区 間 補助期間 補助率 利用人数 

宇奈月小学校 温泉駅・音沢駅 →浦山駅 通年 全額 14・8人 

 内山駅・愛本駅   〃 通年 全額 6・1人 

 下立駅・栃屋駅   〃 冬期 1/2 12・29人 

宇奈月中学校 宇奈月温泉駅 →下立駅 通年 全額 7人 

・ 

点検・評価 

総合評価  Ａ（前年評価  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） 

遠距離児童生徒の通学手段を確保し、登下校の安全確保及び通学時間の平準化と短

縮化が図られた。 

課題・改善 

（具体的な改善内容を記載） 

・現在保有バスの老朽化への対応（更新）が必要である。 

・平成 32年度の中学校統合を見据えた遠距離通学対策の具体的検討（バスの大きさ、

台数、乗降場所、運行ルートなど）が必要である。 

今後の方向 

（継続・拡充・縮小・廃止などを判断） 

・通学時間の平準化と短縮化を図るため、スクールバスの運行及び通学定期券補助を

継続していく。 

  



 41 

 

 

個 別 事 業 （３）ＡＥＤ管理事業 

担 当 課 等 学校教育課 学校教育係 

事  業  費 

実績 計(千円) 国費 県費 その他 一般財源 

Ｈ28 1,315    1,315 

Ｈ29 960    960 

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（旧東布施小学校、旧前沢小学校含

む）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

（生地小学校、桜井中学校のみ２台）、計17台設置している。 

実績・成果 

（数値を用いて具体的に、前年度等とも比較） 

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。 

ＡＥＤの管理記録がいつでも誰でも分かるよう、また、毎月の管理記録を随時、

確認した。 

教職員を対象としたＡＥＤ講習会は、過去３年間において全職員が受講できるよ

う計画的に実施しており、平成 29年度は全小中学校で実施した。 

点検・評価 

総合評価  Ａ（前年評価  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） 

滞りなく定期点検を行い、適切に管理できた。 

 

課題・改善 

（具体的な改善内容を記載） 

ＡＥＤの使用方法の周知のみならず、全職員が緊急時に対応できるよう、救命救

急講習を併せて実施していく必要がある。 

今後の方向 

（継続・拡充・縮小・廃止などを判断） 

ＡＥＤの保守点検を毎年実施していく。 

全ての教職員が常に心肺蘇生処置を実施できるように計画的に研修を行う。 
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施策の分野 ⑩教育環境の整備 

方針・目標 

・安全で安心して学習できる環境を整備するため、老朽施設の改築や改修、学校施設の

空調化の計画的実施に努める。 

・高度情報化に対応して、ＩＣＴ機器等の設備・備品の整備及び保守点検に努める。 

・児童・生徒が望ましい教育環境の中でたくましく育つように、「黒部市立小中学校再

編計画」に基づき、今後の児童生徒数の見通し、通学上の安全性や遠距離通学対策等を

考慮しながら、保護者及び地域の理解と協力のもと、学校規模（児童生徒数、学級数）

の適正化に努める。 

 

個別事業名 （１）学校施設の大規模改修・耐震補強工事 

担 当 課 等 学校教育課 施設係 

事  業  費 

実績 計(千円) 国費 県費 その他 一般財源 

Ｈ28 146,933   113,600 33,333 

Ｈ29 238,120 38,836  147,100 52,184 

趣  旨  等 

（本来の目標・目的・対象・意図） 

経年劣化などによる施設の改修及び学校活動に適した質的施設整備を行い、よりよ

い学習環境の改善を図ることを目的とする。 

 

実績・成果 

（数値を用いて具体的に、前年度等とも比較） 

以下の整備等を実施した。 

・村椿、若栗、荻生、桜井、宇奈月の5小学校の空調設備整備 

・石田小学校プール改修 

・鷹施・高志野統合中学校駐車場の造成工事 

・鷹施・高志野統合中学校改修実施設計 

 

点検・評価 

総合評価  Ａ（前年評価  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） 

各学校の空調が必要な教室及び管理諸室に適切に整備を完了できた。石田小学校プール

は6月に完成し、水泳の授業に支障無く整備ができた。鷹施・高志野統合中学校の実施

設計を遅滞なく行い、30年度からの改修工事に向けた準備を整えることができた。 

課題・改善 

（具体的な改善内容を記載） 

所管課や教職員をはじめとする関係者が協議して策定する施設整備計画に基づき、

確実で適切な施設整備が必要である。 

 

今後の方向 

（継続・拡充・縮小・廃止などを判断） 

引き続き児童・生徒の安心・安全を第一義として、しっかりと学習に取り組み友情

を育める場を整備していく。 

【今後の予定】 

＜Ｈ30年度＞ 

・（仮称）鷹施・高志野統合中学校（以下統合中）改修工事（Ⅰ期） 

＜Ｈ31年度以降＞ 

・（仮称）鷹施・高志野統合中学校（以下統合中）改修工事（Ⅱ期） 
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個別事業名 （２）桜井中学校新築事業 

担 当 課 等 学校教育課 施設係 

事  業  費 

実績 計(千円) 国費 県費 その他 一般財源 

Ｈ28 1,048,011 397,976  634,800 15,235 

Ｈ29 1,306,720 365,157  846,799 94,764 

趣  旨  等 

（本来の目標・目的・対象・意図） 

昭和 36年に建築された校舎は老朽化が激しく、機能面の低下も深刻な状態にある。

桜井中学校の校舎新築工事を早期に完了し、学校施設としての安全性の確保、施設環

境の改善、教育効果の向上を図る。 

 

実績・成果 

（数値を用いて具体的に、前年度等とも比較） 

現場事務所における定例打合せのほか、随時打ち合わせを実施し遅滞なく工事を進

め、計画通りに工事が進捗した。 

新校舎は、平成29年７月完成し、旧校舎解体工事についても10月末までに完了し

た。新体育館については、平成 29年 10月着工し平成 31年 2月末完成の予定となっ

ている。 

点検・評価 

総合評価  Ａ（前年評価  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） 

新校舎建設工事、旧校舎解体工事は、当初の計画通り完了した。 

新体育館についても遅滞なく着工し、適切な工事監理に努め、工事は順調に進捗で

きた。 
 

課題・改善 

（具体的な改善内容を記載） 

今後、「旧体育館解体工事」、「グラウンド整備工事」などが予定されており、同一

敷地内での大型工事が実施されることから、学校運営及び生徒の学校生活に支障がな

いよう、細心の注意を払いながら進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） 

2020年４月の統合校の開校に向け、引き続き工事の進捗管理を徹底していく。 
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個別事業名 （３）黒部市立小中学校再編計画の推進 

担 当 課 等 学校教育課 庶務係 

事  業  費 

実績 計(千円) 国費 県費 その他 一般財源 

Ｈ28 0     

Ｈ29 0     

趣  旨  等 

（本来の目標・目的・対象・意図） 

平成 24年 10月に策定した「黒部市立小中学校再編計画」に基づき、適正な学校規

模の実現を図る。今後の児童生徒数の見通しを踏まえつつ、各学校の教育活動、家庭・

学校・地域との関係、学校教育施設の状況、市民の意向、新たな通学区域の設定と通

学環境の安全性確保などを考慮した上で、計画の着実な実施を推進する。 

【計画期間】平成25年度～平成39年度（15年間） 

＊前期計画：平成25～29年度（小学校再編：東布施・田家、前沢・三日市） 

＊後期計画：平成30～34年度（中学校再編：宇奈月・桜井、鷹施・高志野） 

＊将来構想：平成35～39年度（小学校再編：生地、村椿、荻生、若栗） 

実績・成果 

（数値を用いて具体的に、前年度等とも比較） 

１ 小学校の統合 

特になし 

 

２ 中学校の統合 

(1) 新統合校の校名の決定 

中学校統合準備委員会での検討を経て、教育委員会 12 月臨時会において校名を決

定。その後、黒部市議会３月定例会において黒部市立学校設置条例の一部改正につい

ての議決を得た。 

○鷹施・高志野統合校 ⇒ 清明中学校 

○宇奈月・桜井統合校 ⇒ 明峰中学校 

(2) 体操服の決定 

制服・体操服選考専門部会において体操服について検討し、両統合校とも新しいデ

ザインの体操服を決定した。 

 

 

点検・評価 

総合評価  Ａ（前年評価 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） 

中学校再編は、2020 年度の統合校開校に向け、具体的協議に着手し、大きな第一

歩となる統合校の校名を決定した。また、体操服についても、決定した。 

課題・改善 

（具体的な改善内容を記載） 

中学校統合事務は、市民（地域住民・保護者）、学校教職員、市教委職員も含め、

経験のないことであり、また、２つの統合が同時進行することから、混乱のないよう

進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） 

中学校教職員及び小中学校ＰＴＡを中心とした「黒部市立中学校統合準備委員会」

を設置し、校章、校歌、制服等、必要な協議を進めていく。 
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（３）生きがいと心身の健康を支援するスポーツ及び社会教育 
 

施策の分野 ①生涯学習機会の提供 

方針・目標 
・自主的・主体的に学ぶことのできる場及び機会を提供するため、市民の多様な学習ニ

ーズに応じ、市立図書館、公民館及び博物館等の施設の充実を図る。 

 

個別事業名 （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 

実績 計(千円) 国費 県費 その他 一般財源 

Ｈ28 7,000   7,000  

Ｈ29 7,500   7,000 500 

趣  旨  等 

（本来の目標・目的・対象・意図） 

少子高齢化社会の中、地域コミュニティの維持は、各種行政サービスを推進するう

えで生命線となっている。住民の多様な学習ニーズに応えながら、地区公民館を拠点

とした学習活動を推進し、地域コミュニティの強化を図る。 

実績・成果 

（数値を用いて具体的に、前年度等とも比較） 

16 地区の公民館において、書道、水墨画、刺繍、生花、民謡、大正琴、茶道、体

操等の地域の特色、住民ニーズに応じた多種多様な講座や教室、サークル活動、地域

行事を開催し、生涯学習を通したコミュニティづくりを推進した。 

 また、H29年度より重点館を設定し5館に事業委託をした。 

〔公民館利用者実績〕 

年度 利用回数 利用者数 

Ｈ28 11,712回 150,811人 

Ｈ29 12,069回 149,395人 
 

点検・評価 

総合評価  Ａ（前年評価 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） 

各地区公民館において、各地区の特色を生かした講座、体験等を企画し取り組んで

いた。他地区との共催・連携事業も積極的に開催し、新たなニーズへの対応に努めた。 

重点館事業では、新規事業や既存事業のブラッシュアップに取組み、新たな参加者

の確保に繋がった。 

課題・改善 

（具体的な改善内容を記載） 

公民館活動における参加者の高齢化と固定化が進んでおり、公民館活動の活性化を

目指すうえで、従前とは異なる層のニーズを取り入れることが求められている。 

重点館事業を継続し、これまで公民館活動に参加していなかった層のニーズに対応

していきたい。 

また、地区内で講座、教室、サークル活動等の生涯学習指導者や企画運営する者の

育成も進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） 

公民館長等の現場サイドや自治振興会からは、コミュニティづくり推進事業の継

続・拡充が強く求められている。 

29 年度より開始した重点館は新たな利用者の創出など一定の効果は得られた。30

年度以降においても継続していきたい。 
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個別事業名 （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 黒部市立中央公民館 

事  業  費 

実績 計(千円) 国費 県費 その他 一般財源 

Ｈ28 266    266 

Ｈ29 203    203 

趣  旨  等 

（本来の目標・目的・対象・意図） 

各地区公民館等の活動や学習成果を広く市民に発表し、生涯学習の活性化を図る。 

 

実績・成果 

（数値を用いて具体的に、前年度等とも比較） 

生涯学習フェスティバル（２月３日～４日開催）では、各公民館から選ばれた作品

（手芸、絵画、工作、書道、写真等）を展示した。 

また、今回はマルチホールにおいて「大道芸人たっきゅうさん」による「笑いと健

康」というテーマの大道芸を企画した。「放課後子ども教室ワークショップ」では、

「春を感じるいけばな」を実施した。 

 

年度 展示観覧者 アトラクション来場者 

Ｈ28 514人 150人 

Ｈ29 492人 79人 
 

 

点検・評価 

総合評価  Ａ（前年評価  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） 

健康に関する講座・教室のニーズが高まっており生涯学習フェスティバルにおいて

も健康をテーマとしたアトラクションを企画した。アトラクション来場者は減少した

が、来場者も実践しながらの企画であり好評だった。 

展示会場は家族連れの観覧者が多く見られた。 

広報の活動は、公共施設でのチラシの配布、市広報への掲載や市ＨＰへの掲載、各

地区公民館等への周知と参加のＰＲを図った。 
 

課題・改善 

（具体的な改善内容を記載） 

黒部市に縁のあるアトラクションの予算内での実施について検討する。また、イベ

ント後も継続的に続けることができる機会などを提供できる教室の開催を検討する

必要がある。 

公民館サークル活動の認知度の向上を図る必要がある。 

 

今後の方向 

（継続・拡充・縮小・廃止などを判断） 

各サークルの発表の場となっており、一定の来場者を維持しており、公民館活動参

加者の裾野を広げるため、黒部市公民館連絡協議会との連携を図りながら継続してい

く。 
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個別事業名 （３）市民大学講座・市民カレッジ事業 

担当課等 生涯学習課 生涯学習係 黒部市立中央公民館 

事  業  費 

実績 計(千円) 国費 県費 その他 一般財源 

Ｈ28 663      82 581 

Ｈ29 656   85 571 

趣  旨  等 

（本来の目標・目的・対象・意図） 

市民が気軽に参加できる生涯学習の場を提供し、市民大学講座・市民カレッジ事業

の展開を図りながら、人のつながりによる地域活性化を実現する。 

実績・成果 

（数値を用いて具体的に、前年度等とも比較） 

市民大学講座は、地域の産業や特徴的な活動に関する講演や世界を舞台に活躍され

ている方の経験を交えた講演などを９回開催した。 

市民カレッジ一般教室は、市民から要望のある講座等を開催し、サークル化への移

行をねらいとしている。 

地区公民館と共催した料理教室を開催し、地域間の交流にも繋がった。 

市民カレッジシニア元気教室は、健康をテーマとした教室や、伝統芸能鑑賞などを

開催した。 

 年度 講座数 開催回数 延べ受講者数  

Ｈ28 
市民大学講座 6回 313人 

市民カレッジ 63回 1,133人 

Ｈ29 
市民大学講座 9回 587人 

市民カレッジ 61回 1,149人 

 

点検・評価 

総合評価  Ａ（前年評価  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） 

市民ニーズ対応するため講座内容を厳選した。昨年度に引き続き、労働者世代が参

加しやすいよう、平日夜（庁舎内会議室）に開催する教室を実施した。定員数にも達

し、一定のニーズには対応できた。 

行政が実施する生涯学習事業であり、市民ニーズと講座内容のバランスを精査した

うえ、その内容を検討していく必要がある。 

広報については、広報くろべ、市ＨＰ、公民館ＨＰ及び防災行政無線などを利用し、

周知と普及に努めた。どの講座においても市内の全域から参加されている。 

課題・改善 

（具体的な改善内容を記載） 

限られた予算の中でニーズに則した講師を招聘することが求められる。 

継続して労働者世代にも参加しやすいよう、夜間開催の教室を継続実施する。 

今後の方向 

（継続・拡充・縮小・廃止などを判断） 

地域の活性化や生涯学習活動の発掘を実現するために、話題性豊かな市民大学講

座・市民カレッジ事業の展開を図る。 

市広報、館報、ケーブルテレビ、コミュニティ放送、市ＨＰ等を使って、活動や行

事の周知を図る。市民が生涯学習活動の情報を得やすい工夫や環境の設定も検討する

必要がある。 
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個別事業名 （４）読書普及事業 

担 当 課 等 図書館 奉仕係 

事 業 費 

実績 計(千円) 国費 県費 その他 一般財源 

Ｈ28 31,590   1,183 30,407 

Ｈ29 36,314   1,186 35,128 

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」が利用しやすい施設整備及び図書

館活動の推進を図る。 

実績・成果 

（数値を用いて具体的に、前年度等とも比較） 

・図書館利用状況 

年 度 館 名 貸出冊数 貸出人数 入館者数 開館日 

Ｈ28 黒部市立図書館 164,693冊 34,121人 82,336人 283日 

宇奈月館 34,338冊 8,087人 20,214人 289日 

合計 199,031冊 42,208人 102,550人  

Ｈ29 黒部市立図書館 169,479冊 35,606人 81,542人 291日 

宇奈月館 35,804冊 8,387人 18,096人 289日 

合計 205,283冊 43,993人  99,638人  

・予約・相互貸借利用件数・企画展の回数 

年 度 館 名 予約件数 相互貸借件数 企画展回数 

Ｈ28 黒部市立図書館 7,508件数 1,017件数 9回 

宇奈月館 4,107件数 284件数 14回 

合計 11,615件数 1,301件数  

Ｈ29 黒部市立図書館 8,078件数 797件数 8回 

宇奈月館 4,958件数 256件数 9回 

合計 13,036件数 1,053件数  

・図書受入冊数 

館 名 Ｈ28 Ｈ29 

黒部市立図書館 6,074冊（内 寄贈935冊） 5,814冊（内 寄贈733冊） 

宇奈月館 1,908冊（内 寄贈748冊） 1,948冊（内 寄贈490冊） 

合計 7,982冊（内 寄贈1,683冊） 7,762冊（内 寄贈1,223冊） 
  

点検・評価 

総合評価  Ａ（前年評価  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） 

前年度と比べると入館者数は 2.8％減少したが、貸出人数は 4.2％、貸出冊数は 3.1％

増加した。 

図書館資料の充実及び郷土資料の収集に努めるとともに、企画展や読み聞かせボランテ

ィアの研修会開催のほか、学校、保育所等との連携により読書の普及を図った。 

また、広報、みらーれ TV、HP、フェイスブック等による情報発信や、宇奈月館では赤

ちゃんタイムを継続し、利用しやすい環境づくりに努めた。。 

課題・改善 

（具体的な改善内容を記載） 
多様化する住民のニーズに応えるため、さらなる図書館資料の充実と利用しやすい環境

づくりに努める必要がある。また、資料収集やレファレンスなどサービス向上に資する職

員研修や新図書館への移行に向けた適正な職員数の検討、図書館ボランティアの育成等が

必要である。 

今後の方向 

（継続・拡充・縮小・廃止などを判断） 

図書館資料の充実と利用しやすい環境づくりに継続して努めるとともに、黒部市立図書

館、宇奈月館において特色ある運営を目指す。蔵書の半数以上が閉架書庫での保存となっ

ており、新図書館の構想を視野に入れた資料の整理等、今後の運営の在り方や方向性につ

いて検討を行う。 
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個別事業名 （５）図書団体貸出事業 

担 当 課 等 図書館 奉仕係 

事 業 費 

実績 計(千円) 国費 県費 その他 一般財源 

Ｈ28 0     

Ｈ29 0     

趣  旨  等 

（本来の目標・目的・対象・意図） 
子どもたちがより多くの本に接する機会を増やし、本に親しんでもらうことを目的とす

る。 

実績・成果 

（数値を用いて具体的に、前年度等とも比較） 

①保育所、幼稚園、小学校等への団体貸出実績 

館 名 年 度 団体登録数 利用団体数 貸出冊数 

黒部市立図書館 
Ｈ28 191 575 9,182 

Ｈ29 211 604 9,772 

宇奈月館 
Ｈ28 44 389 2,917 

Ｈ29 45 435 3,942 

②「小学校国語教科書に紹介された本」のセット貸出の実施 

平成23年に小学校、平成24年に中学校の学習指導要領の全面実施により一新された教

科書に紹介の本を学年・学級単位で１セット・１ヶ月貸出。 

小学校⇒825冊（１学年３セット・６学年で18セット） 

中学校⇒231冊（１学年１セット・３学年で３セット） 

年 度 団体貸出学校数 延べ貸出冊数 

Ｈ28 小学校６校 3,384冊 

Ｈ29 小学校４校 2,799冊 

③公民館への「ふるさと文学」の巡回貸出の実施 

④学童保育への団体貸出実施 合計3,811冊 

【Ｈ29実績内訳】 

黒部市立図書館 ９地区（Ｈ28:9地区） 計2,452冊（Ｈ28: 2,213冊） 

黒部市立図書館宇奈月館        計1,359冊（Ｈ28:  777冊） 

点検・評価 

総合評価  Ｂ（前年評価  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） 
保育所、幼稚園、小学校等への団体貸出の実績は、前年度よりも団体登録数は8.9％、

利用団体数は7.8％、貸出冊数は13.3％増加した。 

「小・中学校国語教科書に紹介された本」の団体貸出については、黒部市立図書館内に

コーナーを設置するなど PRに努めたが、中学校の利用がなかったことや、小学校の利用

校数も減少したため、貸出冊数も585冊（17.3％）減少した。 

学童保育への団体貸出の貸出冊数は前年度より27.5％増加した。 

課題・改善 

（具体的な改善内容を記載） 

小学校や幼稚園･保育所等の利用は増加したが、中学校・公民館の利用率が低いため、

読書普及活動とあわせた利用策を講じる。 

今後の方向 

（継続・拡充・縮小・廃止などを判断） 

各団体への所蔵本の積極的な PR及びニーズ把握に、より一層努める。学校関係につい

ては、教員や学校司書と連携しながら活用促進を図る。 
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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。 

・身近な自然環境や吉田科学館等を活用して、青少年時期の自然や科学への興味・関心

を育てる。 

 

個 別 事 業 （１）青少年育成黒部市民会議助成事業 

当 課 等 生涯学習課  婚活・女性青少年係 

事  業  費 

実績 計(千円) 国費 県費 その他 一般財源 

Ｈ28 308    308 

Ｈ29 108    108 

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、県民会議と

の連携事業や市の様々な青少年行事を通じて青少年の健全育成を図っている。（主な

行事：夏のさわやか運動、秋のさわやか運動、11月子ども・若者育成市民啓発事業、

意見発表大会、善行青少年表彰式、有害環境浄化パトロール等） 

実績・成果 

（数値を用いて具体的に、前年度等とも比較） 

夏と秋のさわやか運動では、あいの風黒部駅等市内８カ所にて、通学・通勤者に対

してのあいさつや声かけ運動を実施した。中学校前での活動では、中学生とともに活

動した。街頭宣伝活動では市内をパレードし、青少年健全育成の啓発を呼びかけた。 

少年少女活動実践意見発表大会では、児童生徒が日常の体験で感じたことや実践に

基づく意見発表の場を設けた。 

また、学校や地域で他の模範となる青少年に対して、善行青少年表彰を行った。 

有害環境浄化研修会では県青少年健全育成条例等について学んだ。 

夏休みと冬休み前には、休み中の安全な過ごし方を呼び掛けるチラシを市民会議と

教育委員会の共同で作成し、市内小学生・中学生全員に配布している。 

 

 

 

 

 

行事名 Ｈ28参加人数 Ｈ29参加人数 

夏のさわやか運動 616人 581人 

秋のさわやか運動 470人 554人 

点検・評価 

総合評価  Ａ（前年評価  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） 

平成 28年度に内容を一部変更して11月子ども・若者育成市民啓発事業を実施し、

関係団体に活動の取組みを発表していただいた。今年度も引き続き啓発事業を実施

し、各関係団体との連携強化に努めた。 

その他の年間行事については活動が定着し、さわやか運動等の行事にも安定した参

加がある。 

課題・改善 

（具体的な改善内容を記載） 

青少年問題が複雑多様化している今日、青少年一人ひとりに目を向け、地域で守り

育てる意識づけ、環境づくりをしていく必要がある。そのためには、育成市民会議の

慣例の活動を今後も継続していくだけでなく、地域関係団体とさらに連携を強化し、

事業等を見直しながらより効果的な活動や呼び掛けを行い、地域全体で青少年問題に

取り組んでいく。 

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今後も継続する。また、市民会

議の活動の助成だけでなく、市としても青少年の健全育成の呼び掛けや、若者をサ

ポートする活動を検討していく。 
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施策の分野 ③女性活動事業の推進 

方針・目標 

・男女共同参画社会の実現に向け、「くろべ男女共同参画プラン」に基づいた、女性

の自発的な活動を支援する。 

・男女共同参画都市宣言等の普及啓発活動の推進を図りながら、地域・企業・学校等

の社会全体が連携して取り組む。 

・男女の出会いの場づくりを支援しながら、婚活サポート事業について、地域、企業

等連携して取り組む。 

・ 

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  婚活・女性青少年係 

事  業  費 

実績 計(千円) 国費 県費 その他 一般財源 

Ｈ28 694    694 

Ｈ29 442    442 

趣  旨  等 

（本来の目標・目的・対象・意図） 

家庭・地域社会・職場において女性と男性がそれぞれの人権を尊重し、認め合い、

ながら、社会の対等なパートナーとして、住みよい地域づくりのため、黒部市男女

共同参画都市宣言を地域へ浸透させる。また、誰もが安心して心豊かに暮らせる魅

力ある地域となるよう男女を問わず男女共同参画意識の向上を図る。 

実績・成果 

（数値を用いて具体的に、前年度等とも比較） 

＜男女共同参画推進員が実施した活動事業＞ 

 毎月開催する定例会において推進員自らが自覚を促しながら、活動を行った。 

公民館まつりでの啓発チラシの配布や生涯学習フェスティバルで活動報告コーナ

ーを設置し啓発活動を行った。「にじのかけはし」を全戸配布し、開催事業の報告を

行った。また、結婚を希望する男女の出会いをサポートすることを目的に婚活イベ

ント「人生は二人三脚！恋のミニミニ運動会」を実施した結果、男性 20人、女性 13

人、合計33人の独身男女が参加し、５組のカップルが誕生した。 

新たに推進員経験者によるＯＢ会を設立し、24人のＯＢが会員として入会した。 

点検・評価 

総合評価  Ａ（前年評価  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） 

各地区の推進員が工夫の見られる地域活動を開催し、啓発や周知を行ったことで、

男女共同参画の意義や必要性が理解され、認識も深まった。 

また、婚活イベントにおいても、企画から会場の設営まで全てを行い、温かい雰囲

気の中で開催することができ、参加者からは高い評価を得ることができた。 

 

課題・改善 

（具体的な改善内容を記載） 

多くの推進員が２年の任期で交替となるため、推進員とはどういうものなのか、活

動はどのように進めていくのか等の不安が大きくある中で、任期２年目を迎えたが、

地域との連携がとれない推進員が多くいる現状である。 

また、事業計画を立てるが、婚活イベントを開催することが活動の目的となってし

まい、本来の推進員の活動の時間がとれない現状になっている。 

推進員同士が情報交換を行い、それぞれの地域において各団体と連携を図りながら

活動を行う支援が必要である。男女共同参画都市宣言も推進員の活動の中で推進する

必要がある。 

 

今後の方向 

（継続・拡充・縮小・廃止などを判断） 

引き続き継続する。 

男女共同参画社会の実現を浸透させるため、幼少期からの参画を推進し、地域(公

民館、振興会)や企業・学校等社会全体での連携を図るとともに広報・啓発活動の推

進に努める。 
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個 別 事 業 （２）配偶者等暴力被害者相談事業 

担 当 課 等 生涯学習課  婚活・女性青少年係 

事  業  費 

実績 計(千円) 国費 県費 その他 一般財源 

Ｈ28 260    260 

Ｈ29 260    260 

趣  旨  等 

（本来の目標・目的・対象・意図） 

ＤＶの実態は、国においても大きな問題であり、配偶者等からの暴力をめぐる問題

は年々増えており、潜在化しているものも多いと考えられる。ＤＶ法改正により市町

村での対応強化と被害防止が求められている。 

市の総合振興計画個別事業の重点事業である男女共同参画事業の中でも配偶者等

暴力被害者への支援策として「女性のための専門相談」を定期的に実施し、ＤＶに限

らず女性が抱える悩みを相談しやすいよう専門知識をもつ民間のカウンセラーが定

期的に対応することで相談者への切れ目のない支援を行うことを目的とする。 

 

実績・成果 

（数値を用いて具体的に、前年度等とも比較） 

ＤＶ相談事業の専門的知識を有する相談員が対応することや、申込みから相談に入

るまで人目を気にしなくてもよいように安心して相談できる体制で実施した。 

年度 実施回数 相談者数 相談者延数 

Ｈ28 12回 13人 17件 

Ｈ29 12回 5人 5件 

「女性のための専門相談」とし相談会日時を広報くろべに掲載し、周知を行った。

平成 28年度から実施したミニリーフレットを新たに更新し、市内公共施設の女子 

トイレに設置した。ミニリーフレットでは相談についてのＰＲを行い、相談者の掘り

起こしにつながるようにと設置している。また、相談窓口を有する課の担当者を対象

とした研修会を開催した。ＤＶの被害者が若い夫婦間で増加傾向にあるため、保育士

を含めた研修を実施した。グループに分かれロールプレイを行うことにより知識を深

め、関係課の共通理解を図った。 

点検・評価 

総合評価  Ａ（前年評価  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） 

職員が相談をうけるのではなく民間の専門の知識を備えたカウンセラーが相談に

応じている。そのため、個人のプライバシーも保たれ、安心して利用できるように実

施している。しかし、相談窓口の予約には結びつかない現状である。ミニリーフレッ

トを設置することで、悩みを気軽に相談できる場所があることを周知できた。 
 

課題・改善 

（具体的な改善内容を記載） 

ＤＶは閉鎖した場所で行われるため潜在化し被害が深刻化しやすい。最近は若いカ

ップルや若い夫婦間でのＤＶが増加傾向にあり、被害者が怪我を負う被害も多くあ

る。被害者が家庭内で孤立しないよう、そして重大事件や事故になる前に、相談でき

る場所があるということを周知し、ＤＶ被害者を掘り起し、相談につなげていかなけ

ればならない。また、単発的な相談で終わらないように、継続的な見守り支援が必要

である。 

 

今後の方向 

（継続・拡充・縮小・廃止などを判断） 

ＤＶ相談者は、複数の問題を抱えているケースが多く、担当課だけでは解決できな

いケースが多い。そのため、相談体制の充実、関係各課が連携・情報共有を行い、被

害者の支援に取り組む必要がある。 

第２次くろべ男女共同参画プランにおいて、男女間のあらゆる暴力の根絶と安心・

安全な暮らしの実現を目標としており、意識啓発や相談体制の充実を推進し住みよい

環境づくりに努める。 
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個 別 事 業 （３）女性団体の育成 

担 当 課 等 生涯学習課  婚活・女性青少年係 

事  業  費 

実績 計(千円) 国費 県費 その他 一般財源 

Ｈ28 135    135 

Ｈ29 108    108 

趣  旨  等 

（本来の目標・目的・対象・意図） 

市内９団体で構成する「くろべ女性団体連絡協議会」を中心とした女性団体の組織

力向上のための支援や、女性活動の活性化と事業の推進を行い、女性リーダーの育成

と男女共同参画社会の実現を目指す。 

 

実績・成果 

（数値を用いて具体的に、前年度等とも比較） 

女性のつどいを開催し、市長講話では総合振興計画、道の駅、公共交通について意

見を視聴し、女性の視点で市政に対し意見交換を行った。 

また、名水マラソン大会、水のコンサート＆フェスティバル等のイベントへ積極的

に参加協力し、市民協働参画を図った。 

 

点検・評価 

総合評価  Ａ（前年評価  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） 

各事業では多数の会員が参加し、社会貢献に寄与した。特に名水マラソンでの大鍋

づくりは、恒例行事となり、イベントには欠かせない存在となっている。 

構成している各種団体においても、積極的に事業を開催し、積極的にスキルアップ

を図り、会員相互の交流と親睦を深めた。 

団体としては、常に様々な事柄に興味・関心を持ち、女性が積極的に社会参加でき

る体制づくりに努められた。 

 

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は、男女共同参画とのバランスを考慮し、効

果的な事業推進を図るよう支援する。また、構成員の高齢化に伴い会員数も減少して

おり、新規会員の加入と育成を進めていかなければならない。 

 

今後の方向 

（継続・拡充・縮小・廃止などを判断） 

今後も継続して支援を行う。 

活動のあり方について方向性を定め、事業実施と女性リーダー育成方法について検

討していくとともに女性が積極的に社会参加できる体制づくりに努める。 
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個別事業名 （４）婚活事業 

担 当 課 等 生涯学習課  婚活・女性青少年係 

事  業  費 

実績 計(千円) 国費 県費 その他 一般財源 

Ｈ28 643    643 

Ｈ29 827    827 

趣  旨  等 

（本来の目標・目的・対象・意図） 

 独身男女に出会いの場を提供し、１組でも多くのカップルが誕生することで成婚に

結びつけ、未婚化や晩婚化を改善できるように結婚支援を行う。 

独身男女の出会いイベントを企画する団体に「独身男女出会いサポート事業補助

金」を交付し、独身男女の出会いを創出することを目的とする。 

実績・成果 

（数値を用いて具体的に、前年度等とも比較） 

結婚支援に取り組むため、黒部市結婚支援プロジェクト委員会を設立した。委員

５名（女性団体２名、富山県男女共同参画推進員黒部市連絡会２名、黒部商工会議

所青年部１名））。また、結婚支援相談窓口の開設と結婚応援サポーター「こいサポ」

を登録し、結婚支援希望者またはその親からの相談や結婚支援希望者登録の呼びか

け、婚活イベントの情報提供と参加へのアドバイス等を行った。 

・相談窓口利用人数37名、開催数23回、問合せ94件 

・登録票提出38件（男性28件、女性10件） 

また、こいサポによる、マッチングを行い、登録者へお見合いのセッティングを 

行った。 

・マッチング３組、お見合い成立３組、お付き合いスタート０組 

 

独身男女の出会いイベントを企画する３団体に「独身男女対象出会いサポート事業

実施補助金」を交付した。（黒部市ふれあい交流館あこや～の主催のイベントには男

性６名、女性４名が参加し、１組のカップルが成立。富山県男女共同参画推進員黒部

市連絡会主催のイベントには男性20名、女性13名が参加し、５組のカップルが成立。

黒部商工会議所青年部主催のイベントには男性30名、女性30名が参加し、６組のカ

ップルが成立）。 

 

点検・評価 

総合評価 ＡＡ（前年評価 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） 

 黒部市結婚支援プロジェクト委員会では結婚支援相談窓口、こいサポ、結婚支援希

望者登録、お見合いセッティング等について協議し、１組でも多くのカップルが成婚

に結びつくような事業を検討することができた。 

イベント開催については市以外のそれぞれの団体が企画運営を行うことで、それぞ

れの特徴を生かしたイベントを実施しており、独身男女が参加するうえで、大変興味

を持ち参加しやすい工夫がされている。イベント後のアンケートにおいてほとんどの

参加者より「良かった」との回答を得ることができたことも評価できる。 

 

課題・改善 

（具体的な改善内容を記載） 

真に結婚を望む人達のための出会いの場の創出、１組でも多くのカップルが成婚に

結びつくような事業を実施し、少子高齢化対策に繋がる成果をあげなければならな

い。 

今後の方向 

（継続・拡充・縮小・廃止などを判断） 

結婚に結びつくよう、より効果的な方策を検討しながら事業を継続していく。 

結婚支援サポーター制度、結婚支援相談窓口を充実させる。 

 

 

 

 



 55 

 

 

施策の分野 ④市民文化活動の推進 

方針・目標 

・市民の芸術文化活動を推進するため、優れた芸術文化を鑑賞したり親しんだりする

ことができる機会を増やす。 

・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。 

・市民の芸術文化の振興、科学教育の普及のため、美術館及び吉田科学館の企画事業の

更なる充実を図る。 

 

個別事業名（１）黒部市芸術祭 

担当課等 生涯学習課  文化係 

事 業 費 

実績 計(千円) 国費 県費 その他 一般財源 

Ｈ28 964    964 

Ｈ29 1,097    1,097 

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、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ために黒部市芸術祭を開催す

る。 

実績・成果 

（数値を用いて具体的に、前年度等とも比較） 

美術展は、市内在住者、勤務者、通学者及び出身者、中学生以上の方の絵画・書・

写真・彫刻工芸デザイン作品を募集し、コラーレで開催した。 

会期は平成29年 10月27日～10月 31日の５日間 

年度 観覧者数 一般 出品点数 招待者 出品点数 

Ｈ28 919名 125点 18点 

Ｈ29 762名 108点 16点 
 
 

 

＜劇団フロンティア公演＞ 

演劇は、劇団フロンティアが、シアターフロンティアを会場に、第 44回公演「煙

が目にしみる」を 11月と 12月に６回（11月 18日・19日・25日・26日・12月

２日・３日）公演した。公演補助金137千円。 

点検・評価 

総合評価  Ｂ（前年評価  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） 

美術展の運営については、展示のノウハウについて熟知している市内美術館との

連携により（公財）黒部市国際文化センターへ委託し効率のよい運営に努めた。 

一般展示の出品者および出品点数は、平成 28 年度に比べ出品者数・点数は減少

したが、高校生の出品が昨年よりも３名増え、幅広い年代層において芸術文化の向

上が図られている。 

課題・改善 

（具体的な改善内容を記載） 

美術展は、出品者数の裾野を広げるため、各種団体や中学・高校へ呼びかけの強

化を図り、多くの方から応募出品されるような工夫が必要である。 

また、観覧者数を増やすため、早めにＰＲ回数を増やすなど、より周知する必要

がある。 

今後の方向 

（継続・拡充・縮小・廃止などを判断） 

美術展は、出品者や観覧者の裾野が広がるよう事業のＰＲを工夫し、事業を継続

する。 
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個別事業名 （２）芸術文化活動団体助成 

担当課等 生涯学習課  文化係 

事 業 費 

実績 計(千円) 国費 県費 その他 一般財源 

Ｈ28 2,020   190 1,830 

Ｈ29 2,718   190 2,528 

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、前年度等とも比較） 

＜黒部川・水のコンサート＆フェスティバル＞ 

７月 30日に黒部川公園で開催、補助金1,200千円。 

年度 参加者 

Ｈ28 約 6,800名 

Ｈ29 約 6,900名 

※H29年度は、昨年よりも約 100名参加者数が増加した。 

 

＜黒部市芸術文化協会＞ 

６月 10～11 日にコラーレで第５回芸術文化祭の開催。40 団体、５個人会員、総

会員数489名。補助金528千円。 

 

＜日本黒部学会＞ 

特別講演会の開催、研究誌（第 25号）の発行。補助金 190千円。 

 

＜湯の街ふれあい音楽祭モーツァルト＠宇奈月＞ 

９月 16～18日に宇奈月温泉で開催。補助金800千円。 

年度 総観客数 演奏者数 演奏会場 

Ｈ28 5,030名 451名（54組） 19箇所 

Ｈ29 5,700名 500名（60組） 19箇所 

 

 

点検・評価 

総合評価 Ａ（前年評価  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） 

黒部川・水のコンサート＆フェスティバルや芸術文化祭、湯の街ふれあい音楽祭

モーツァルト＠宇奈月の開催、日本黒部学会の研究誌の発行等の実施に際し補助金

による支援を行い、芸術の振興や文化の向上に寄与している。 

 

課題・改善 

（具体的な改善内容を記載） 

団体の更なる自立、充実した事業となるよう、助成内容を見直していく必要があ

る。 

 

今後の方向 

（継続・拡充・縮小・廃止などを判断） 

各団体の自立を促すとともに、芸文協による芸術文化祭などの民間の取り組みと、

行政施策の位置付けを整理し、費用対効果等の評価を行いながら、継続する。 
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個別事業名 （３）詩の道句集事業 

担当課等 生涯学習課  文化係 

事 業 費 

実績 計(千円) 国費 県費 その他 一般財源 

Ｈ28 269    269 

Ｈ29 440    440 

趣 旨 等 

（本来の目標・目的・対象・意図） 

黒部峡谷をはじめ、市内外の方から広く俳句を募集し、優秀句を選定して広報

することで、黒部市の特色を市内外へPRするとともに、文化に対する市民の理解

と関心を高める。 

 

実績・成果 

（数値を用いて具体的に、前年度等とも比較） 

・応募期間   ：平成29年５月～平成29年12月末まで 

・投句箱設置場所（市内12箇所） 

( 1 ) 黒部峡谷鉄道株式会社（宇奈月駅） 

( 2 ) 〃（鐘釣駅） 

( 3 ) 〃（欅平駅） 

( 4 ) 富山地方鉄道宇奈月温泉駅 

( 5 ) 宇奈月麦酒館 

( 6 ) 宇奈月国際会館セレネ 

( 7 ) 尾の沼体験交流施設とちの湯 

( 8 ) 黒部川電気記念館 

( 9 ) 地域観光ギャラリー（平成27年度より設置） 

(10) くろべ牧場まきばの風（平成24年度より設置） 

(11) 魚の駅「生地」（平成 24年度より設置） 

(12) 宇奈月温泉総湯「湯めどころ宇奈月」（平成28年度より設置） 

・顕彰方法：賞状の送付 

年度 応募句数 応募人数 

Ｈ28 363句 302名 

Ｈ29 343句 306名 

 

・平成21年度～24年度最優秀賞受賞句の石碑を設置（2基） 

 

点検・評価 

総合評価  Ａ（前年評価  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） 

黒部市内12箇所に投句箱を設置。応募点数が363句から 343句と減少したが、

応募人数が、昨年度に比べ 302 名から 306 名へ増加した。黒部峡谷鉄道の欅平駅

や宇奈月駅、電気記念館、とちの湯などでの投句が多く、その大半は県外からの

応募であった。 

 

課題・改善 

（具体的な改善内容を記載） 

より親しまれる事業となるよう、地域のよさ発見・発信に繋がるようなＰＲ方

法に工夫が必要である。 

 

 

今後の方向 

 

（継続・拡充・縮小・廃止などを判断） 

多くの方に俳句を投稿していただくためのＰＲを推進し、入賞者の顕彰方法を

検討しながら継続する。顕彰方法については、今後石碑の設置を行っていく。 

 

  



 58 

 

 

施策の分野 ⑤文化遺産及び自然遺産の保護活用 

方針・目標 

・地域の伝統文化による郷土愛の醸成や高揚を図るため、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。 

・富山県東部にわたる自然遺産、多様で豊かな自然を保護・保全し、多彩な文化を

継承するとともに、その活用を図り地域の継続的な発展に繋がるジオパーク事業の

推進を図る。その価値や魅力を高めるとともに、世界に発信していくためのユネス

コ世界ジオパーク認定を目指す。 

 

個別事業名 （１）伝統文化の保存継承 

担当課等 生涯学習課  文化係 

事 業 費 

実績 計(千円) 国費 県費 その他 一般財源 

Ｈ28 900   700 200 

Ｈ29 700   700 
 

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の保存伝承を図るため、各文化財

の保存会へ育成費を補助している。保存会で中心的に活躍する指導者を黒部市伝承

芸能伝承技術士として認定し、指導者の育成と活用を図る。 

 

実績・成果 

（数値を用いて具体的に、前年度等とも比較） 

保存会を中心とした地区住民の力で伝承芸能は継承されてきた。 

各地区公民館より、推薦いただいた指導者を、地域の伝承芸能技術士として認定

している。平成 29年度は３地区（明日獅子舞、明日稚児舞、ゑびす祭り・生地た

いまつ祭り、郷土芸能しばんば、下立獅子舞）の８名の指導者を認定し、認定者は

合計 110名となった。 

◎国指定文化財 明日稚児舞事業    補助金100千円×１団体＝100千円 

◎市指定文化財保存会補助       補助金050千円×６団体＝300千円 

◎伝承芸能獅子舞保存会補助      補助金030千円×10団体＝300千円 

 

点検・評価 

総合評価  Ａ（前年評価  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） 

保存会へ補助金を交付し、各保存会において指導者育成とともに伝承芸能の継承

が図られている。 

平成 14年度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ものであり、認定の価値を高め、維持するよう努めている。 
 

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獅子舞の団体からは伝承技術士の推薦はあるが、

その他の分野から推薦があまりないため認定者が少ない。 

今後、多くの分野で活動している人を幅広く発掘する必要がある。また継承して

いくための方策を検討していく必要がある。 

今後の方向 

（継続・拡充・縮小・廃止などを判断） 

伝承芸能の継承・指導者育成のため今後も継続する。 
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個別事業名 （２）埋蔵文化財の発掘調査 

担当課等 生涯学習課  文化係 

事 業 費 

実績 計(千円) 国費 県費 その他 一般財源 

Ｈ28 136    136 

Ｈ29 8,131 4,000 2,000  2,131 

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、前年度等とも比較） 

平成 29年度は、文化財の調査として、堂田遺跡（前沢地区）３件、北堀切遺跡（石

田地区）、中新遺跡（大布施地区）、山田遺跡（田家地区）、堀切遺跡（石田地区）、

若栗城跡（若栗地区）、前沢南Ⅱ遺跡（前沢地区）の市内試掘を行った。 

点検・評価 

総合評価  Ａ（前年評価  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） 

包蔵地と確認されている個所について試掘調査や必要に応じて工事の立会いを行い、

速やかに調査を行った。 
 

課題・改善 

（具体的な改善内容を記載） 

ほ場整備などの大型開発事業について、常に情報を収集し把握に努め、円滑に埋

蔵文化財保存に取り組めるよう努める。 

 

今後の方向 

（継続・拡充・縮小・廃止などを判断） 

事前になるべく、ほ場整備等大規模開発の時期・規模等の情報収集につとめ、全

体の把握につとめる。 

また市内試掘については、すみやかに調査が出来るよう努める。 
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個別事業名 （３）立山黒部ジオパーク事業 ～世界認定に向けた取組の推進～ 

担当課等 生涯学習課  ジオパーク推進班 

事 業 費 

実績 計(千円) 国費 県費 その他 一般財源 

Ｈ28 28,018 20,000 
 

 8,018 

Ｈ29 33,828    33,828 

趣 旨 等 

（本来の目標・目的・対象・意図） 

富山県東部９市町村および富山湾海域からなる「立山黒部ジオパーク」は大地や

それに関わる生態系、文化などの地域資源を持続可能な形で活用し、地域振興を進

めるため、民間主導のジオパーク事業を構成自治体と連携しながら支援する。また、

ユネスコ世界ジオパークへの登録を目指す。 

実績・成果 

（数値を用いて具体的に、前年度等とも比較） 

１ 立山黒部ジオパーク事業 

・構成市町村からなる支援自治体会議の会長および事務局を受け持つ自治体として

総会及び幹事会を開催し、積極的にジオパーク推進支援を行った。ユネスコ世界

ジオパークの認定を目指し、国内審査を受けたが残念ながら見送りとなった。 

・事務職員 1名を立山黒部ジオパーク協会に派遣するとともに、アジア太平洋ジオ

パークネットワーク大会や日本ジオパークネットワーク全国大会に立山黒部ジオ

パーク協会と共に積極的に参加し、ジオパークの特徴であるネットワーク活動を

充実させ、国内外のジオパークとの交流を行った。 

・市内拠点施設となる科学館や地域観光ギャラリー、公民館等と密接な連携を図り、

ジオパーク映画「剣の山」の上映や、ジオパーク自然教室、市民カレッジ事業な

どで活用した。 

２ 地域観光ギャラリー展示空間事業 

・立山黒部ジオパークの拠点施設の整備および絵画「黒部川」の移設を行い、ジオ

パーク展示や、休憩コーナーの拡充、キッズスペースの新設など、来訪者のニーズ

にあった改良を実施した。 

・土日祝日、大型連休や夏休み期間中などの延べ 124日間で地域学芸員による解説

ガイドを配置し、来場者に展示紹介した（ガイド配備中の来場者は9,000人以上）。 

 

点検・評価 

総合評価  ＡＡ（前年評価  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） 

立山黒部ジオパークを推進するため、国内外での大会に参加し、立山黒部ジオパ

ーク協会と共に、他ジオパークとの交流を図った。併せて地域観光ギャラリーの展

示空間をジオパークの拠点施設として充実させるとともに、市内施設との連携強化

を図った。 

課題・改善 

（具体的な改善内容を記載） 

・ジオパークを推進させるためには、自治体間の連携や積極的関与が必須となる。 

・ユネスコ世界ジオパークの申請に求められる可視化の充実を図る。 

・立山黒部ジオパーク協会を支援し、活動の拡大を実施させる。 

今後の方向 

（継続・拡充・縮小・廃止などを判断） 

立山黒部ジオパーク協会と緊密な連携を図り、構成市町村と調整しながら、ジオ

パークの支援に努める。また、科学館、歴史民俗資料館などの博物館施設を中心に

様々な活動でジオパークの普及に努めるとともに、ジオパーク看板の設置や、ジオ

パーク教育、ジオサイトの保護など、ユネスコ世界ジオパーク認定に向けた着実な

事業の推進に努める。 
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施策の分野 ⑥「市民ひとり１スポーツ」の推進 

方針・目標 ・市民一人ひとりが、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、市体育協会や地区体育協会と協働

し、地域との連携を図りながらスポーツ機会の充実を図る。 

・地域住民が主体となったスポーツ活動を推進するために、スポーツ推進委員や総合

型地域スポーツクラブの活動を通じて地域力の醸成を図り、「市民ひとり１スポーツ」

の更なる定着に努める。 

 

個別事業名 （１）市民体育大会 

担 当 課 等 スポーツ課 スポーツ推進係 

事  業  費  

実績 計(千円) 国費 県費 その他 一般財源 

Ｈ28 2,708    2,708 

Ｈ29 2,708    2,708 

趣  旨  等 

（本来の目標・目的・対象・意図） 

市民が一堂に集い、スポーツの実践により体力の向上、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、前年度等とも比較） 

全 11地区から市民が参加して開催され、総合成績を競った。 

専門委員会等を開催し、各地区の実情を考慮し、多くの市民が参加しやすい大会を

目指した。 

 

市民体育大会開催種目、種別数 

年度 種目数 

Ｈ28 15種目（17種別）スティックリング競技を継続開催 

Ｈ29 15種目（17種別）スティックリング競技を継続開催 
 

点検・評価 

総合評価  Ａ（前年評価  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） 

スポーツ選手だけでなく一般市民が参加できる大会は評価できる。 

参加種目も一般市民が参加できる種目を設けており、市民が参加しやすい。 

地域が一体となってスポーツに取り組むことができる機会を提供し、地域振興やス

ポーツ推進に大きく寄与している。 

スティックリング競技は、世代や年齢を超えて、参加できるなど大変好評であった。 

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を把握し、市民が参加しやすい種

目・試合方法について、各競技団体、各地区体育協会等関係団体と検討を要する。 

また、種目によっては、選手を確保できない地区があり、人口が多い地区との差が

広がりつつあり、今後の運営方法を協議していく必要がある。 

 

今後の方向 

（継続・拡充・縮小・廃止などを判断） 

更に多くの市民が参加できる大会となるよう工夫し、継続する。 
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個別事業名 （２）スポーツ推進委員協議会の育成 

担 当 課 等 スポーツ課 スポーツ推進係 

事  業  費 

実績 計(千円) 国費 県費 その他 一般財源 

Ｈ28 1,834    1,834 

Ｈ29 1,834    1,834 

趣  旨  等 

（本来の目標・目的・対象・意図） 

スポーツ推進のため、住民に対してスポーツ実技の指導、その他スポーツに関する

指導助言を行い、市民の生活を明るく豊かにし、スポーツの普及向上を図るとともに

会員相互の親睦を図る。（スポーツ推進員 53名） 

実績・成果 

（数値を用いて具体的に、前年度等とも比較） 

＜教室・研修会開催数と参加人数＞ 

年度 Ｈ28 Ｈ29 

ｽﾎﾟｰﾂ教室 ４回 95人 ４回 123人 

出前教室 ８回 約 200人 28回 約 420人 

全体研修会 ３回 130人 ３回 81人 

◆スポーツ教室 

・各中学校区にて教室を開催した。ニュースポーツの普及を目的として、小学生か

ら高齢者まで幅広く教室に参加できるよう内容を工夫して開催したところ、多くの

市民がニュースポーツを体験できる機会となった。 

◆出前教室 

・各地区の要望を受けて、公民館等で高齢者や小学生を対象にニュースポーツ体験

会（スティックリング等）を実施した。 

◆全体研修会 

・県外研修にも積極的に参加し、自己の活動の見直しを図るとともに意欲向上が図

られた。 

＜運営協力＞ 

カーター記念黒部名水マラソン、エブリバディスポーツデイ、市民体育大会にて大

会運営協力を行った。 

点検・評価 

総合評価  Ａ（前年評価  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） 

“地区に根付いた活動の展開”をテーマとして、積極的にニュースポーツの普及が

図られている。参加者を募っての教室開催を始め、講師として出前教室を開催するな

ど、地区のニーズに応じた活動の展開は、それぞれの地区より一定の評価を得ている。 

また、カーター記念黒部名水マラソン・市民体育大会等のスポーツイベントの運営

にも継続的な協力が成されており、本市のスポーツ推進に欠かさせない存在となって

いる。 

課題・改善 

（具体的な改善内容を記載） 

活動内容の評価が適切に行われるように、ＰＤＣＡサイクルを活用し、活動の評価

並びに問題点を洗い出し、よりよい活動となるよう継続的な改善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） 

活動内容について課題等の改善を図りながら、継続していく。 
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個別事業名 （３）総合型地域スポーツクラブ 

担 当 課 等 スポーツ課 スポーツ推進係 

事  業  費 

実績 計(千円) 国費 県費 その他 一般財源 

Ｈ28 830    830 

Ｈ29 830    830 

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、前年度等とも比較） 

総合型地域スポーツクラブは、「ＫＵＲＯＢＥスポーツファミリー」「ＮＰＯ法人Ｋ

Ｕスポーツクラブ Will」の２クラブがあり、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、「自然散策」、「かち歩き」など両クラブ共にウォーキン

グイベントを開催している。 

 KUROBEスポーツファミリー ＫＵスポーツクラブWill 

年度 会員数 教室数 会員数 教室数 

Ｈ28 1,628名 87 101名 ６ 

Ｈ29 1,717名 93 94名 ６ 

  

 合  計 

年度 会員数 教室数 

Ｈ28 1,729名 93 

Ｈ29 1,811名 99 
 

点検・評価 

総合評価  Ａ（前年評価  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） 

教室内容が充実しており、幅広く、継続的に取り組むことができ、「市民ひとり１

スポーツ」の推進に貢献している。 

 

課題・改善 

（具体的な改善内容を記載） 

引続き、市民一人ひとりが、それぞれのライフスタイルに応じて、多様なスポーツ

に親しむことができるよう、対応していく必要がある。 

 

今後の方向 

（継続・拡充・縮小・廃止などを判断） 

利用者が継続して取り組めるよう内容の充実を図るとともに、市民ニーズを的確に

捉え新たな利用者の獲得に努め、継続していく。 
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施策の分野 ⑦スポーツ施設の整備・充実 

方針・目標 
・気軽にスポーツを楽しむことができるよう施設整備を計画的に進めるとともに、身

近で利用しやすい施設となるよう利便性の向上及び安全管理の強化を図る。 

 

個別事業名 （１）スポーツ施設の整備・充実 

担 当 課 等 スポーツ課 スポーツ推進係 

事  業  費 

実績 計(千円) 国費 県費 その他 一般財源 

Ｈ28 12,140    12,140 

Ｈ29 10,646   4,000 6,646 

趣  旨  等 

（本来の目標・目的・対象・意図） 

市民が安心してスポーツを楽しむことができるようスポーツ施設の整備を計画

的に進めるとともに、身近で利用しやすい施設となるよう利便性の向上や安全管理

に努める。 

実績・成果 

（数値を用いて具体的に、前年度等とも比較） 

＜主な施設補修＞ 

○総合体育センター（5,866千円） 

 雨漏修繕工事、プール熱交換器取替工事、総体空調用ポンプ修繕  

○宇奈月体育センター（58千円）･･･非常灯修繕 

○健康スポーツプラザ (40千円)･･･照明修繕 

○練成館 (322千円)･･･排煙装置回収修繕、消火栓ポンプメータ取替、照明修繕 

○学校開放体育施設 （4,360千円） 

グランド照明等修繕、たかせ小ナイター増設工事 

 

＜社会体育施設及び学校開放利用者数（人）＞ 
年度 Ｈ28 Ｈ29 

総合体育センター 317,864 340,872 

宇奈月体育センター 8,178 8,528 

健康スポーツプラザ 9,699 9,507 

錬成館 14,849 13,630 

計 350,590 372,537 

学校開放 46,769 45,443 

  

点検・評価 

総合評価  Ａ（前年評価  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） 

計画的な施設補修、補修点検等を行い、利用者が安心してスポーツに取り組むこ

とができるよう環境づくりに努め、安全で身近なスポーツ施設としての機能を果た

している。 

 

課題・改善 

（具体的な改善内容を記載） 

施設の老朽化に伴い、計画的な施設整備並びに、長寿命化対策を行い、より多く

の市民が安心して手軽にスポーツに親しむことができる環境整備が必要である。 

 

今後の方向 

（継続・拡充・縮小・廃止などを判断） 

スポーツ施設の整備・充実は、劣化度調査に基づき、市民が安心してスポーツに

取り組める環境整備を目指して、継続する。 

  



 65 

 

 

施策の分野 ⑧競技力の向上 

方針・目標 ・優秀なクラブチームや全国・ブロック大会で活躍する選手を育成するための支援

を行う。 

・市体育協会が中心となり各競技協会等の活動を支援することで、クラブチーム等

との連携・支援体制を強化し、富山県民体育大会での総合優勝等を目指すための各

種競技力の向上を図る。 

 

個別事業名 （１）優秀スポーツクラブ育成補助 

担 当 課 等 スポーツ課 スポーツ推進係 

事  業  費 

実績 計(千円) 国費 県費 その他 一般財源 

Ｈ28 16,100   9,100 7,000 

Ｈ29 34,880   24,880 10,000 

趣  旨  等 

（本来の目標・目的・対象・意図） 

優秀スポーツクラブ（ＫＵＲＯＢＥアクアフェアリーズ）に対する活動を支援す

ることで、地域の活性化や「黒部」の認知度アップを進める。また、地域貢献とし

て、市内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、前年度等とも比較） 

＜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 Ｈ28 Ｈ29 

Ｖサマーリーグ 22チーム中14位 
東部大会 
11チーム中９位 

北信越国民体育大会 ２位（国体出場ならず） ２位（国体出場ならず） 

国民体育大会   

天皇杯・皇后杯 
ファイナルラウンド 
２回戦敗退 

ファイナルラウンド 
２回戦敗退 

Ｖ・チャレンジリーグⅠ 
8勝13敗 
５位（全８チーム中） 

12勝6敗 
３位（全７チーム中） 

黒部市主催の行事では「名水マラソン」の運営協力を行った。また、「アクア杯

ママさんバレーボール大会」や保育所交流を開催するなどのボランティア活動に積

極的に参加した。 

点検・評価 

総合評価 ＡＡ（前年評価  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） 

Ｖ・チャレンジリーグⅠでは３位となり、2018/19シーズンからＶリーグの最高

峰Ｖ１へ昇格した。また、運営基盤強化のため、協賛企業からの支援が大幅な増額

となり、市においてもチーム設立の経緯も含め、増額とした。 

黒部大会においては２日間で４千人を超える観客が訪れるなど、市民球団を地域

全体で支え、盛り上げる体制が整いつつある。 

課題・改善 

（具体的な改善内容を記載） 

Ｖ１リーグ参戦にあたり、勝ち残っていくためには、監督や選手等の人材確保が

必要であり、そのためには、協賛企業やファンクラブなどの支援を継続的に行って

いく必要がある。チームにおいても、幅広い地域貢献やＰＲを積極的に行い、市民

から愛されるチームになることが望まれる。 

今後の方向 
（継続・拡充・縮小・廃止などを判断） 

運営面も含めた支援を継続する。 
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個別事業名 （２）出場派遣費・激励費 

担 当 課 等 スポーツ課 スポーツ推進係 

事  業  費 

実績 計(千円) 国費 県費 その他 一般財源 

Ｈ28 4,214    4,214 

Ｈ29 5,726    5,726 

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

図るとともに、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、前年度等とも比較） 

＜全国大会・ブロック大会出場派遣費・激励費＞  （監督等引率者分を含む） 

年度 Ｈ28 Ｈ29 

人数・金額 人数 金額 人数 金額 

小学生 36名 474,120円 105名 1,607,980円 

中学生 59名 1,422,260円 88名 2,067,300円 

高校生 80名 424,000円 71名 410,000円 

一般 190名 1,086,000円 149名 877,000円 

合計 365名 3,406,380円 413名 4,962,280円 

※黒部市「小・中学生」スポーツ振興資金（全国大会は５千円、ブロック大会３千

円）を含む。 

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＞             （監督等引率含） 

年度 Ｈ28 Ｈ29 

人数・金額 人数 金額 人数 金額 

２部一般 428名 428,000円 376名 376,000円 

２部中学 223名 223,000円 216名 216,000円 

３部 157名 157,000円 172名 172,000円 

合計 808名 808,000円 764名 764,000円 

激励費は、一般・中学とも一律１千円を支給している。 

点検・評価 

総合評価  Ａ（前年評価  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） 

全国大会・ブロック大会出場選手は、全国中学生ビーチバレー大会において準優

勝を果たすなど小・中学生の活躍が目立った。 

県民体育大会においては、２部一般の部では４位と前年の３位から順位を落とし

たものの、５種別で１位と健闘した。 

課題・改善 

（具体的な改善内容を記載） 

スポーツで活躍する選手の経済的負担を軽減し、全国大会等で、より高いレベル

の技術に触れることができる環境づくりに努める。 

今後の方向 

（継続・拡充・縮小・廃止などを判断） 

支援の効果を検証しつつ、継続する。 
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個別事業名 （３）選手強化 

担 当 課 等 スポーツ課 スポーツ推進係 

事  業  費 

実績 計(千円) 国費 県費 その他 一般財源 

Ｈ28 734    734 

Ｈ29 731    731 

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、前年度等とも比較） 

１ 富山県民体育大会 556千円 

２部（郡市対抗）成績 

年度 Ｈ28 Ｈ29 

２部一般 ３位 428名 ４位 373名 

２部中学 11位 223名 10位 217名 

 

２ 富山県駅伝競走大会 175千円 

成績 

年度 Ｈ28 Ｈ29 

黒部市 11位 12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  Ａ（前年評価  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） 

富山県民体育大会の参加者数は減少傾向にあるものの、その中で、２部一般にお

いては、常に上位の成績を収めており、一定程度、選手強化・補助の効果が現れて

いるものと考える。 

富山県駅伝競走大会は、12位と昨年から順位をひとつ下げた。依然、女子選手の

層が薄く、中学生の選手を含め、長期的に強化体制を整えていく必要がある。 
 

課題・改善 

（具体的な改善内容を記載） 

富山県民体育大会は、毎年、中盤から下位に位置することが多く、学校とも協力

し、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については、市駅伝強化委員会を中心として選手選考や練習

方法等、指導体制について見直しを図り、組織体制を整えていく必要がある。 

 

今後の方向 

（継続・拡充・縮小・廃止などを判断） 

課題等を改善し、継続する。 
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施策の分野 ⑨スポーツを通じた地域振興 

方針・目標 

・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生涯スポーツ社会を実現す

るため、全国規模の各種大会を開催し、全国トップレベルのプレー観戦の場を市民に

提供し、競技力向上に寄与するとともに、スポーツに対する興味・関心を高める。 

・黒部市を訪れた選手・観客に本市の素晴らしさをＰＲするとともに、カーター記念

黒部名水マラソンや東京2020オリンピック・パラリンピック事前合宿誘致をはじめ、

各種スポーツを通じて地域の活性化を図る。 

 

個 別 事 業 名 （１）カーター記念黒部名水マラソン 

担 当 課 等 スポーツ課 フルマラソン推進班 

事  業  費 

実績 計(千円) 国費 県費 その他 一般財源 

Ｈ28 20,000   20,000  

Ｈ29 20,000   20,000  

趣  旨  等 

（本来の目標・目的・対象・意図） 

大会を通じて黒部に訪れた選手・観客に黒部の素晴らしさをＰＲするとともに、

交流の輪を広げ、スポーツを通じて地域の活性化を図る。また、トップレベルの選

手を招くことで、競技ランナーは更なる強化に、一般ランナーは、スポーツに対す

る興味・関心を高め、健康・体力つくりの意識づけにつなげていく。 

実績・成果 

（数値を用いて具体的に、前年度等とも比較） 

全国から10,000名を超えるランナーを迎え、2,800名のボランティア・スタッフ、

沿道からランナーを応援していただいた多くの市民が一体となり、大会を盛り上げ

た。インターネットサイトの「ランネット」人気大会においては、ランニング大会

100選にも選ばれ、高い評価を得ている。 

【種目】 

①フルマラソン（一般）、②10km（一般）、③５km（一般、中学生） 

④３km（小学生）、⑤ジョギング（小学生以上） 

名水マラソンエントリー数（名） 
開催年度 市内 県内 県外 ゲスト 合計 

Ｈ28 2,086 3,713 4,741 2 10,542 

Ｈ29 2,072 3,407 4,745 2 10,226 
 

点検・評価 

総合評価 ＡＡ（前年評価 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） 

全国各地から３年連続の 10,000 人以上のランナーが参加し、大会を通じ、黒部

市を大きくＰＲできた。 

競技役員には、地区体協や各種関係団体、一般ボランティア等、約 2,800名が運

営協力しており、地域が一体となった大会運営となった。 

ランナーのコミュニティサイトであるランネットでは、フルマラソン７千人以上

の大会で全国第２位という好評価を得ることができた。 

課題・改善 

（具体的な改善内容を記載） 

次回大会は、引続き参加者 10,000 人を目標とする。今大会の反省点を踏まえ、

駐車場の確保や競技役員・ボランティア数の増員、交通規制、給水・給食所・トイ

レの設置、応援など受入態勢を整えていく必要がある。 

今 後 の 方 向 

（継続・拡充・縮小・廃止などを判断） 

 課題を改善しながら、継続していく。 
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個別事業名 （２）Ｖ・チャレンジリーグⅠ黒部大会 

担当課等 スポーツ課 スポーツ推進係 

事 業 費  

実績 計(千円) 国費 県費 その他 一般財源 

Ｈ28 305    305 

Ｈ29 305    305 

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Ⅰの開催により、

市民に国内トップレベルのプレーを観戦する機会を提供し、スポーツに対する興味、

関心を高めてもらうとともに、地元クラブチームを市民一体となって応援できる環境

をつくる。 

 

実績・成果 

（数値を用いて具体的に、前年度等とも比較） 

観客数 

開催年度 Ｈ28 Ｈ29 

観客数 
2,840名 

（平均1,420名） 

4,100名 

（平均2,050名） 
 

点検・評価 

総合評価 ＡＡ（前年評価  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） 

リーグ３位以上の成績で、Ｖ１リーグに昇格することから、市民並びにファンの関

心度が高く、観客増となった。 

また、生中継など、数多くのメディアに取り上げられた。 

ファン獲得策として、スポーツＤＪの採用やアクアの歴史の展示など、来場者に楽

しんでいただく演出に工夫を凝らした。 

 

課題・改善 

（具体的な改善内容を記載） 

愛される地元チームとして親しみをもって応援していただけるよう、日頃からチー

ム運営をしていくとともに、来場者にもっと来ていただけるよう創意工夫をしていく

必要がある。 

 

今後の方向 

（継続・拡充・縮小・廃止などを判断） 

2018/19シーズンからＶ１リーグに昇格することに伴い、大会支援については、優秀

スポーツクラブ育成補助に統一することとし、廃止する。 
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個別事業名 （３）東京 2020オリンピック・パラリンピック事前キャンプ誘致推進事業 

担当課等 スポーツ課 スポーツ推進係 

事 業 費  

実績 計(千円) 国費 県費 その他 一般財源 

Ｈ28 -    - 

Ｈ29 2,000    2,000 

趣 旨 等 

（本来の目標・目的・対象・意図） 

東京 2020オリンピック・パラリンピック大会におけるバレーボール並びにアーチェ

リー競技に出場する世界各国の事前キャンプ及び国内外トップチーム等のキャンプの

誘致を推進し、本市の認知度向上、交流人口の拡大、国際交流の機会創出及びオリン

ピックの理念に市民が直接的に触れる機会を提供することにより、更なる「市民ひと

り１スポーツ」の推進を図ることを目的とする。 

実績・成果 

（数値を用いて具体的に、前年度等とも比較） 

バレーボール競技については、8/14～17 にＶプレミアリーグ所属 日立リヴァーレ

合宿誘致を行い、県内小中学生の参加のもと、講習会を実施するとともに、KUROBE ア

クアフェアリーズとの公開試合（観客数約 1,000 名）を開催した。また、トップセー

ルスとして、米国女子監督へ事前キャンプ誘致の依頼を行うとともにメールによる交

渉を実施した。 

アーチェリー競技については、9/22～24にナショナルコーチ並びにU-20全日本代表

選手２名招聘を行い、キャンプを行うとともに、中高校生に対する講習会を実施した。

また、トップセールスとして、全日本アーチェリー連盟へ事前キャンプ誘致への協力

を依頼した。 

 

点検・評価 

総合評価 Ａ（前年評価 －） 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） 

設備、環境面でキャンプ地としてまずまずの評価を得たものの、スポーツ選手とし

ての食事面での改善が求められた。キャンプ受け入れにあたり、各協会との連携など、

運営面で多くの経験と実績を積むことができた。また、キャンプ中は多くの観客、メ

ディアに取り上げられ、オリンピック・パラリンピックに向けた市民の機運醸成につ

ながった。 

課題・改善 

（具体的な改善内容を記載） 

トイレの洋式化など、設備面における国際化・ノーマライゼーション化への対応が

必要である。食事について、事前に選手の要望などを確認し、宿泊先と連携した対応

が必要である。 

 

今後の方向 

（継続・拡充・縮小・廃止などを判断） 

引き続き、キャンプ受け入れの実績を積んでいくとともに、積極的に相手国との交

渉を進めていく必要がある。また、トイレ洋式化など設備面での改善を進めていく。 
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Ⅳ 学識経験者の意見 

 

 

教育委員会事務の点検・評価に関する意見（29 年度分） 

 

黒部市立宇奈月小学校   

                                                       前校長 岩 井 芳 生  

 平成 30 年度教育委員会の点検・評価報告書を読ませていただきました。黒部市教育方針に基づき、各分

野で多くの事業が綿密な計画のもとに実行され成果を上げていることに敬意を表します。僭越ではありま

すが、私のささやかな教職経験をもとに学校教育を中心に意見を述べさせていただきます。 

 

１ 幼稚園、学校等の円滑な運営～幼・保・小・中学校の連携 

 幼・保から小学校へ、小学校から中学校への教育環境等の大きな変化が、子供たちにとって高い壁とな

って立ちはだかることもあり、小１プロブレムや中１ギャップという言葉を生み出すきっかけとなりまし

た。幼・保・小・中学校が連携し、子供たちがスムースに学校生活になじめるよう様々な取り組みがなさ

れていることは、保護者にとっても安心して子供を学校にまかせることができ、学校への信頼が深まりま

す。特別な支援を必要とする子供たちだけでなく、広く一人一人の子供に目を向けた生徒指導上の問題、

教育内容、教育技術等でも情報交換を進め、園は園、小学校は小学校、中学校は中学校といった閉鎖的な

意識ではなく、すべての幼・保・小・中学校の教職員が、本市の大切な子供の未来を担うという気概をも

って、それぞれに任せられた教育をより発展させていただくよう願っております。 

   

２ 確かな学力～全国学力・学習状況調査等 

 例年本市の全国学力・学習状況調査の結果は良好であり、これまでの本市の教育実践の積み上げが成果

をあげていると確信しています。この調査は小６と中３で実施されることから、 小６と中３だけがクロー

ズアップされがちですが、真の学力向上のためには、小１から中３までの長期にわたる義務教育期間をと

おして、間断なく本市の教員の熱意ある指導や資質の向上があってこそ実現できるものです。多忙化、長

時間労働と揶揄されるような厳しい教育現場ではありますが、一人一人の教員が日々の指導を怠らず、す

べての子供たちの学力向上に努めてほしいと思います。教育委員会は管理職ともさらに連携を密にし、施

設設備も含めた各園・学校への支援体制の充実を図っていってください。 

 

３ 国際化教育～英会話科の実施 

 本市は、全国に先駆けて平成 18 年度から小学校英語教育に取り組んできました。本市における特色のあ

る優れた教育実践として全国的にも誇りうるものであると思います。小学校ではＡＬＴ・担任・英会話講

師、中学校ではＡＬＴ、英会話講師の指導によって、きめ細かな英語教育が行われています。特に、ＡＬ

Ｔ、英会話講師の充実が大きく子供たちの英語力の向上に関わっています。ＡＬＴ、英会話講師の雇用、

さらに英検受験への補助等への予算の確保を継続し、すでにすばらしい伝統となっている本市の英語教育

が、さらに充実し発展していくことを願っています。 

 



 72 

 

４ 特別支援教育～特別教育支援員（スタディ・メイト）事業 

 どの学級にも特別な支援を必要とする子供がみられ、場合によってはその一人の子供に担任が振り回さ

れてしまったり、突発的な事態が起きたりして担任一人では対応できない状況に陥ってしまうことがあり

ます。特別教育支援員（スタディ・メイト）の配置の充実によって、特別支援を要する子供たちの支援だ

けでなく、すべての子供たちが落ち着いて教育を受けることができる環境が整えられ、本市の教育の質的

な向上につながっています。今後もさらにその充実が図られるよう期待しています。 

 

５ 心の教育～豊かな体験活動推進事業 

 学校は教科の授業だけではなく、各学校ごとに特色のある教育活動に取り組んでいます。農園活動やボ

ランティア活動などの体験活動の内容や規模は、地域の特性によって学校ごとに違います。その活動は、

地域の支援を得ながらも、学校と地域との架け橋となっていることも多いのです。本事業における各校へ

の財政的な援助は、特色のある教育活動の大きな支えとなっています。各学校は、その支援を積極的に活

用し、有意義なものにしていかなくてはなりません。今後とも豊かな体験活動推進事業の継続をお願いし

ます。 

 

６ 教育環境の整備～黒部市立小中学校再編計画の推進 

 黒部市立小中学校再編計画が着実に進められています。学校の再編は、子供たちの教育活動のあり方だ

けでなく地区全体にまで影響をおよぼす大きな問題でもあります。まずは子供たちを中心に、そして市民

の意向も踏まえながら、通学区域の設定など様々な角度から検討し、今後も理解と周知を図りながら、柔

軟に、遺恨を残さないように計画が推進されることを願っています。 

 

－・－＊－・－＊－・－＊－・－＊－・－＊－・－＊－・－＊－・－＊－・－＊－・－＊－・－＊－・－ 

 

教育委員会事務の点検・評価に関する意見（29 年度分） 

 

黒部市教育振興協議会公募委員 桶屋 正喜  

 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。それぞれの分野で教育方針に沿って、

真摯に事業に取り組んでおられるのがよく理解できました。また資料も大変わかり易く出来ており一度の

説明で随分理解が進んだと思っております。 

 今回は公募委員として会議に参加させていただきましたので公募委員として感じた意見、感想を述べさ

せていただきます。 

 

 まずは「心身ともに健康で学ぶ意欲を育てる学校教育」について 

ここでは子供を中心として親や地域が子供を育てる為にすべきことを行政がきめこまやかにフォローして

いる印象を受けました。学力に関する事業に関しては国際化教育や読書・情報教育などは教育方針に沿っ

た方向で事業を進めておられるのがよくわかりました。また心の教育としていじめ不登校対策などは当事

者からすると非常にありがたい取り組みではないかと思います。 
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 「人間性の基礎を培う家庭教育・地域教育」について 

地域教育として公民館を中心に目的を持って活発な活動、事業を行っていると感じました。また黒部の未

来を担う青年が希望に満ちた晴れの門出となるべく成人式に対しても自主性を深める取組を行っているこ

とは感心しました。 

 

 「生きがいと心身の健康を支援するスポーツ及び社会教育」について 

地域の全ての方々に対して幅広く事業を行っているという印象を受けました。 

生涯学習機会の提供や女性活動事業の推進で地域の住みやすさに直結していると思います。またスポーツ

に対する事業は黒部市全体を明るくしていると思いました。 

 

 以上、簡単ではありますが意見・感想を述べさせていただきました。 

 


