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黒部市総合振興計画審議会 第２回 第５部会（教育文化） 会議録

日 時 ： 平成２４年２月２２日（水）１３：３０～１５：２５

場 所 ： 市役所黒部庁舎３０１会議室

出席者 ： 委員８名（欠席１名）、専門委員１名（欠席無し）

幹事３名、計画主任６名、事務局４名

【事務局】

それでは、時間が参りましたので、ただいまから黒部市総合振興計画審議会第２回第５

部会を開催させていただきたいと思います。

本日は、Ｈ委員につきましては欠席をされるということで報告を受けております。

それでは、初めに、部会長のほうからごあいさつをいただきます。よろしくお願いしま

す。

【部会長】

皆さん、ご苦労さまです。

それでは、黒部総合振興計画の審議会第２回目となります第５分科会の開催のあいさつ

をしたいと思います。ちょっとのどの調子が悪いものですからマスクをしておりますけれ

ども、お聞き苦しい点、ご了解いただければと思います。

委員の皆様には、何かとお忙しい中、お集まりいただきましてありがとうございます。

さて、年が明けまして２カ月半ほどたっていますけれども、後期総合振興計画を策定す

る極めて重要な年であります。昨年１１月２８日に開催されました第１回の部会から３カ

月近く経過し、本日で２回目となります部会を迎えるわけでありますが、この間、第１回

の部会で現状と課題につきまして、委員の皆様からいただいたご意見をはじめ、アンケー

ト調査、タウンミーティングでの意見、日ごろ市民の皆様から寄せられている意見などを

もとに市の庁舎内会議において検討、調整され、素案がまとめられております。また、施

策の内容や事業のメニュー等につきましても素案が示され、本日は最初のご意見をいただ

くことになります。６月には節目となる中間報告も予定されておりますので、本日の部会

と次の第３回部会でしっかりと議論を深め、当部会に与えられた役割をしっかりと果たし
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ていきたいと考えております。

委員の皆様には忌憚のないご意見を賜りますよう重ねてお願いを申し上げ、開会に当た

ってのあいさつとかえさせていただきます。よろしくお願いいたします。

【事務局】

ありがとうございました。

それでは、早速議事に入りたいと思いますが、審議会条例の定めによりまして部会長が

会議の運営に当たることとなっておりますので、これからの進行につきまして、部会長さ

んにお願いしたいと思います。よろしくお願いします。

【部会長】

今、事務局から話がありましたとおり、第１回に引き続き、条例に従いまして座長を務

めさせていただきます。

次第に基づきながら議事を進めていきたいと思いますので、進行にご協力のほどよろし

くお願いいたします。

まずは報告の第１、前部会以降の経過について、事務局から説明をお願いいたします。

（ 説 明 ）

【部会長】

ただいまの報告１、前部会以降の経過につきまして何かご質問はありませんでしょうか。

委員の皆さん、よろしいでしょうか。

ないようですので、報告事項につきまして以上とさせていただきます。

次に、協議事項に移りたいと思います。

初めに、現状と課題から施策の展開、方針まで、事務局から説明をお願いいたします。

（ 説 明 ）

【部会長】

今、事務局から現状の課題と施策の展開方針まで説明がありましたけれども、何かご意
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見はありますでしょうか。委員の皆様、何かありますでしょうか。

【Ｂ委員】

資料を見せていただいたんですけれども、文言あたりで若干気づいたことを申し上げて

よろしいですか。例えば１ページ目、ここに子育て相談の充実というふうな項目がありま

すね。ずっと述べておられますが、そこのところの下の２行のところで、安心して子育て

ができる環境づくりが求められているとともに、専門知識云々とありますが、これはここ

で、例えば環境づくりが求められているなり、いますというところで１つセンテンスを切

って、また、とかいうふうなことにしたほうがどうかなと。要するに環境づくりが求めら

れておるということと、もう一つ、それに併せて専門知識を有する人材の確保が急務とい

うことだから、ここを何とかとともにという文章でつなぐよりも、そこで一たん切ったほ

うがどうかなと思いました。

【部会長】

今、１つありましたけれども、その他、今の家庭教育のほうで何かありますか。

【Ｉ専門委員】

呼んでいただいているのでちょっと厚かましいお願いなんですが、総合教育センターと

市の教育センターに、教育事務所を入れていただくとありがたいなと。教育事務所でも実

は相談をやっていますものですから、文字数でもし問題なければ教育事務所を入れていた

だくとありがたいということで、申しわけありません。

【部会長】

私から１つよろしいですか。昨日、給食委員会へちょっと行っていて、食育、食材にも

つながるんですけれども、地場産の食材にしたいとか、その中で、どうしても県外から入

ってくるものでいろいろ今騒がれています放射能問題とかがあるということで、適切な処

理をしていきたいという話も出てきたんですけれども、食育の支援という中にも安全とい

う言葉があってもいいんじゃないかなと、入っていてもいいんじゃないかなと。安全を考

えながら食に対しての考え方をまとめていっていただければと思ったんですけれども、昨

日ちょっと委員会をやっていて気になったものですから。
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ほかの委員の皆さんで何かありますでしょうか。家庭教育の充実という面について何か。

次の項目へ行ってよろしいでしょうか。

学校教育の充実ということについて何かありますでしょうか。

【事務局】

済みません、そうしましたら、今ほどご意見が３点ほどございました。まず、子育て相

談の充実につきましては、教育事務所という名称を１点加えるということ、それと、もう

一つは、下から２行目の中で、環境づくりが求められているとともにというふうになって

おりますが、求められていますと一たん区切ると。区切って、専門の知識を有する人材の

確保を分けるというご意見、それと、食育の支援という中には安全という言葉を盛り込ん

だ形で文面をもう少し書き直すということであったと思いますけれども、この３点に関し

ましてはこちらのほうで再度検討して、次回のところでお示しをしたいと思います。

【部会長】

今の説明でよろしいでしょうか。

じゃ、１つずつまとめて、そういう形で話を進めていくということですね。１つ終わる

たびに確認をしていくということでよろしいでしょうか。

それでは、次のほうに進んでいきたいと思います。また、意見が出たり終わった後は事

務局から確認がありますので、よろしくお願いいたします。

学校教育の充実ということで話を進めていきたいというふうに思いますので、よろしく

お願いいたします。

【Ｂ委員】

桜井中学校の文言は入ったし、大体これでいいんじゃないかなと私は思います。

【事務局】

ほかの委員の皆さん、いかがでしょうか。

【Ｉ専門委員】

どう表現すればいいかはちょっとお任せすることになると思うんですが、国際化教育の
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推進のところで、この後の５―６のところとかかわってくる市民レベルでの国際交流の推

進とちょっと関連してくるんですが、小学生に英語を学ばせるときに小学生が英語が必要

だなという、そういう体験の機会というか、そういうものがあるといいなと思います。黒

部ではコラーレで国際交流活動を活発にやっておられると思うんですが、そういうものを

もう少し広げていくような形を取り入れることで子供がやっぱり英語って必要なんだなと

いうことを感じることで学ぶ必然性をつくるということで、国際化推進のところとこの市

民レベルでの国際交流の推進というものをうまくリンクされるような工夫をしていただけ

れば、学校だけに頼らないで、市として国際化が推進していけるのかなということを思い

ますので、１点、意見ということでよろしくお願いします。

【部会長】

事務局のほう、大体意味はわかっていただけましたか。

【Ｉ専門委員】

盛り込むというか、関連していますよというところが表現できればそれでいいかなとい

う感じがします。

【事務局】

わかりました。切り口が学校教育のところと国際交流化の切り口のところと。

【Ｉ専門委員】

リンクできるように。

【事務局】

できるように。そのようにさせていただきます。

【部会長】

ほかの委員の皆様は何かありますか。Ｃ委員のほうは何か、大丈夫ですか。

【Ｃ委員】
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これは意見なので、入れていただくかどうかはまた判断していたたけばいいんですが、

平成２４年度の黒部市の教育の重点の中に新たに来年度はキャリア教育というのが入って

くると思うんですね。子供たちに夢を持たせて将来に向かって進めるような、そういうキ

ャリア教育が必要であるというようなことをどこかこの学校教育内容の充実のところに何

か入れられないかなとさっきから考えているんですが、なかなか入れると長くなるなと思

って、そんなことを今考えて意見を言ったんですけれども。

【事務局】

これは２４年度からずっとこのキャリア教育ということが進められていくのですか。

【Ｃ委員】

これはまだ決定じゃないんですけれども。

【事務局】

計画としてはあるということなんですか。

【Ｃ委員】

計画案の中にあったものですから、新たな取り組みだなと思って。

【事務局】

総合振興計画の柱で一応主なものということで、すべてここへ入り切れるかは、相談し

ながら調整したいと思います。

【Ｃ委員】

もう一つよろしいでしょうか。

３ページのほうになりますけれども、スクールカウンセラーなどの専門員の配置や、と

書いてあります。黒部市ではスクールソーシャルワーカーも配置していただいております。

これは非常にありがたいなと思っているんですが、これはこの「など」の中に入っている

わけですよね。何か、要するに宣伝するためにスクールソーシャルワーカーもというふう

に書いてもいいのかなと思ったんですが、「など」の中に入っているんでしょうか。
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【事務局】

中に含まれているということで記載してあります。

【部会長】

大きな柱には入っていませんけど、細かい施策になってくるとその文言がちゃんと出て

くるということですよね。そういうことで理解していいと。この大きな柱の中ではなかな

か見えてこない部分も、細かい区分けした活動というか、計画の中にはそういうものがち

ゃんと明記されてくるということで、カバーされているということで理解していいんでし

ょうね。

【事務局】

今言われるように、具体的にどんどん下へ行くとそれぞれが必ず列記されるかというと、

そういったスクールカウンセラーとスクールワーカー、そういったものを１つにまとめた

形での統一的な取り組みとしてはあります。

【部会長】

小森委員、よろしいですか。

【Ｃ委員】

はい。

【部会長】

ほかにありませんでしょうか。

ないようでしたら、次のほうへ移ってよろしいでしょうか。

青少年の健全教育ということで話を進めていきたいとに思います。何かこちらのほうで

ご意見はありますでしょうか。

１ついいでしょうか。ちょっと気になる点が１点ありまして、青少年のボランティア、

社会参加への推進という言葉の中に青年団協議会という言葉が入っているんですけれども、

実質、今、黒部市の中で青年団協議会という活動が正式に大きくなされている場所という
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のは、多分、宇奈月町の獅子舞とか、伝統芸能に絡む地域だけのように思うんですけれど

も、その一部の活動の範囲がこの全体の中に入っていていいのかなとちらっと思ったんで

すけれども、協議会という言葉自体は多分まだ存在していると思うんですよ。思うんです

けど、実質それがこの大きな柱の文言の中に入るほどの活動をしているかというと、ちょ

っと違うんじゃないかなという気がするんですけれども、私個人の意見としてそう思うん

ですけど。

【事務局】

今、黒部青年団協議会、宇奈月地区のほうに今あるんですけれども、今活動をしておら

れるのは、部会長が言われるように、その中で獅子舞の継承とか、そういう活動を主に行

われておられます

【部会長】

市として必要であるなら別に私は問題ないんですけれども、ただ、活動の大きさでいう

と、市全体ということを考えるとちょっと違うのかなと思ったので、２０年ほど前ならそ

こそこやっていたというのは理解できるんですけれども、今、活動として大きな活動をし

ているわけじゃないという思いもあって、ちょっと違うのかなと。この名前を別に使わな

いというわけじゃないと思うんですけれども、ただ、一番大きな上の部分につけることな

のかなと。大変やっている方には申しわけない言い方だと思うんですけれども、現実とし

てそれぐらいじゃないかなと思ったものですから、ちょっと検討していただければと思い

ました。

委員の皆さんで何かありますでしょうか。Ｄ委員は何かありますか。

【Ｄ委員】

私は、青年団協議会というのは、少年の部と青年の部という形の対比させた形で文言と

して入っていてもいいのかなと思います。

【部会長】

ほかの委員の皆様、何かほかの意見でもあれば、ご意見をいただけますか。

なければ、今の話については事務局のほうで意見もいろいろありますから、また検討し
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ていただければというふうに思いますので、次へ行ってよろしいでしょうか。

生涯学習の推進というところへ移っていきたいというふうに思いますが、よろしいでし

ょうか。生涯学習の推進という中で何かご意見がございましたら。

【Ｂ委員】

５ページ、図書館の充実と読書普及、ありますね。素案のほうが大分直っているんです

けれども、ここで「また」以下の直したところ、新黒部市立図書館建設に向けてと、２館

体制云々とありますが、後段のほう、図書館建設基本構想報告書に沿った基本計画の策定

を行うなど、その後ですが、段階的に進めていく必要がありますとあえて入れてあるんで

すが、何か特別な意味があるのかなと。段階的に進めるって当たり前の話だと。要するに

図書館は早くつくってほしいというのが市民の声だと思う。

今現状を見たら、私も時々利用させてもらっておりますが、やっぱり一日も早く新しい

施設になることを望んでおると思うんですが、今市の状況、いろんな計画がありますから、

そういった中で直ちに図書館だけやるというわけにはいかんと思うんですよ。理解はする

んですが、例えばここで基本計画の策定を行うなどと、基本計画をやれば、その次に基本

設計とかなんとかと来るのは当たり前の話。ここにあえて段階的にという言葉を使う必要

があるのかどうか。むしろ前にあるように、新たな施設の建設に向けた取り組みを進める

必要がありますぐらいにしておいたほうがいいかと。

かえってこう書くと、両方を見たら市民が何かあったんじゃないかと。むしろ早く整備

するのをちょっと遅らせたほうがいいと思う意図があってこうなったのではなかろうかと

いうふうな見方もされる。少し時間がかかるかもしれないけれども、前向きに取り組んで

いくんだという姿勢が変わらないとすれば、そういったことが読み取れるような文章にし

ておいたほうがいいんじゃないかと。私はここは一考を要するんじゃないかなと思います。

【部会長】

なるべく計画はスムーズに進めていただきたいという意味じゃないかなとは思うんです

けれども、また事務局のほうで検討していただければと思います。

ほかの委員の皆さんで何かありますか。

Ｆ委員、何かありませんか。
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【Ｆ委員】

別にこれでいいと思いますけど、今、Ｂ委員も言われたように、段階的というのがやっ

ぱり大体皆さんが今までの状況では新庁舎が建つとその後という話で、大体言われておら

れることは新聞、その他でわかっているんじゃないかなと思うので、あまりそれを段階的

ではなくて、進めてほしいというようなことでいいんじゃないかなと、私はそう思いまし

た。段階的に仕事をやっておられるのは事実なので、あまりそこでそういうふうじゃなく

て、もっとざっくばらんに書かれたほうがいいんじゃないかなと私は思います。

【部会長】

ほかに何かご意見はありますか。今の意見に関してでもよろしいですし、よろしいでし

ょうか。

じゃ、事務局でまた検討していただければと思います。

では、次に移りたいと思います。文化・スポーツの振興についてですけれども、何かご

意見がありましたらよろしくお願いいたします。

【Ｂ委員】

１つ教えていただきたいんですが、芸術文化活動への支援の中で文化財保存会とありま

すね。これはそういうものが市に、固有名詞のこういうものがあるのかどうかということ

を知りたかったんです。要するに保存するための団体という漠としたものなのか、具体的

な固有名詞でこういうものがあるということなのかどうかということが１つ。それから、

併せて考えますと、右のほうに施策の展開方針の中で指定文化財云々のところがあります

ね。私は専門じゃないからわかりませんが、保護・顕彰と伝統芸術になっているわけです

ね。前の振興計画にも伝統芸術になっているんですが、これは伝統芸能でなかろうかなと

思ったりもするので、まずは専門の方に確かめられてどっちかにしていただければありが

たいなと思います。

【事務局】

文化財保存会という名称ですが、各地域にあります獅子舞保存会とか、踊りの保存会と

か、そういうものを指しておるわけですけど、各地域に獅子舞保存会とかとかと。
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【Ｂ委員】

幾つかを包括しておるわけですか。

【事務局】

はい。

【Ｂ委員】

そうしたら、それは会がいいか、今おっしゃるように幾つかあるとすれば、団体がいい

かという問題になるんじゃないかなと思うんですね。要するに文化財保存団体とか、会と

いうのが、どっちがいいのかわかりませんが、いずれにしても、固有名詞じゃないとすれ

ば、幾つかを包括しているとすれば、そこはちょっともう一回協議いただければありがた

いなと思います。

【部会長】

芸能のほう、芸能、芸術、どちらかというのも含めてまた調査、まとめてしていただけ

ればと思います。

私のほうから１つ、この前も申し上げたんですけれども、障害者スポーツという話の中

で申し上げた部分で、ちょっと、これ、委員の皆さんに配っていただければと思うんです

けれども。

実は、ちょっと先日、障害者スポーツに関して講習会を受けてきた中で講師の方からい

ただいた資料を抜粋させていただきました。今、スポーツ基本法という中で障害者、高齢

者に対してのいろんな方策が変わってきているという話が出ていて、今、大まかにそこに

予算が書いてあるんですけれども、そういう予算が国でつけられていると。市町村におい

ても何か新しいプロジェクトに対しての支援というものができるような体制になってきて

いるという話がありまして、これを直接中に入れていただきたいどうのこうのはないんで

すけれども、市のほうでもこういうものを活用されて、もっとスポーツ、レクリエーショ

ン、あるいは高齢者に対する生涯学習、生涯スポーツに対する整備を考えていただければ

と思って参考資料に持ってきました。

私も初めて聞いてちょっとびっくりしたんですけれども、いろんな基本法とか、いろん

な施策の中で国がいろんなことをしているということを早目にまた伝えたいと思って持っ
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てきただけなので、ご存じでしたら、またそれを活用していただければというふうに思い

ます。これはお願いだけです。また見て、検討していただければと思いますので、よろし

くお願いいたします。

文化・スポーツの振興について、ありますか。

【Ｇ委員】

世界文化遺産ということについてちょっとお尋ねします。

ほかの分野でこれを取り上げておられればそれでいいと思いますが、もしここで掲げる

べきであれば、ここしかないような気もしますが、その辺のことをちょっとお聞きしたい

と思います。

【事務局】

これにつきましては、第２分科会の観光振興の中で一部、世界文化遺産について触れて

います。

【部会長】

ほかにありますでしょうか。

【事務局】

今、部会長のほうからスポーツ振興の関係で障害者の関係と高齢福祉の関係をおっしゃ

いました。私は市民生活部なものですから、この部会以外に第４部会というところで身障

者とか、それから、高齢者のそういう施策を展開するところがございます。今、部会長が

おっしゃられたことは、まさしく身障者のそういうスポーツ等の振興も実際具体的にやっ

ておりますので、今おっしゃられたことはどこで上げるかは別としまして、決しておろそ

かにしているつもりはございませんので、文部科学省が、厚生労働省がと言う気はさらさ

らございませんので、黒部市全体の総合振興計画の中にはどこかに位置づけられていると

いうことでご理解いただければと考えています。よろしくお願いします。

【部会長】

文化・スポーツの振興について、ほかにご意見はありますか。
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【Ｅ委員】

市民の声の中でスポーツ施設を充実してほしいというのは具体的に書いていないものだ

から、また、どういう施設を充実してほしいのかというのがちょっと僕も理解できないん

ですけれども、もし市民からそういう声があれば何かつけ加えたいと思うんだけれども、

その辺の中身がちょっとわからないですね。

【Ｆ委員】

今、Ｅ委員のほうから話がありましたけれども、私も芸術文化にかかわっているからか

もしれないですけど、この最後の文の施設の整備、更新が求められていますというのを、

何かこの辺がちょっと私にしては求められているじゃなくて、要するに施設整備の更新が

必要であるとか、皆さん、これを欲しいというのがあるんですよ。

我々は、要するにコラーレを使っていても、コラーレの施設の状態が、部屋の状態が使

いにくいんですよ。それで、要するに変えてくださいというような話をしたりしていて、

美術館にしたってしかりですね。そういう話をするんですけど、なかなか難しいという話

で出ますので、ほんとうは整備・更新が求められているじゃなくて、やっていただきたい

という願望ですね。そうしないと、黒部市の芸術文化というのは発展しませんね。

今やっていましても、黒部市の芸術に対する感覚はどうなんでしょうかな。私は正直言

いまして、ほかの市よりそういう意味でちょっと落ちますね。ですから、もしやるんだっ

たらもっとやっぱり皆さんが出てくるようなインパクトで書いていただきたいですね、こ

の文章は。それから、スポーツにしたって施設の充実が求められているんじゃなくて、充

実をしてほしいんですよ。していただくことによって、皆が参加しやすくなると私は思い

ます。

【部会長】

よろしいですか。何かありますか。

【事務局】

市民の方からはそういった施設の整備、更新、そういった利用しやすい環境が求められ

ているという内容でつくりますので、先ほども申しましたが、最初に現況はこういうふう
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で努めていますとか、現状的なところを最初の段階で書きまして、その後にはその現状を

踏まえて課題としてはこういったことが求められていますとか、努めていますとか、そう

いったような表現にしているものですから、ここではそういった整備、更新を求められて

いるという表現にさせていただいております。

【部会長】

現状としてはそういう課題があって、施策の方針、展開という中ではそれを。

【事務局】

じゃ、どういうふうにやっていくかというような。

【部会長】

という意味です。Ｆ委員、よろしいですか。

【Ｆ委員】

はい、わかりました。

【部会長】

ほかにないですか。

なければ次へ移りたいと思いますけれども、国際化への対応ということで何かご意見は

ありますでしょうか。

【Ｄ委員】

このオランダ、合併してこの市になっていますよね。この表記、いかがですか。友好都

市というか、合併前の都市との友好都市であって、ここがちょっと気になった部分なんで

すけど。

【事務局】

文章の中では姉妹都市交流ということになっております。姉妹都市提携を結んでおりま

して、表題の部分では姉妹都市・国際友好都市ということになっておりますが、オランダ、
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スドウェスト・フリースラン市につきましては姉妹都市ということになっております。

【部会長】

継続されているということですよね。

【事務局】

実は５つの自治体が合併したということで、それぞれがおそらく姉妹都市関係にあるも

のが世界に持っておられて、その調整をしておられるのではないかと推察されますが、姉

妹都市を継続するということについての協議を現在やっておられるというふうに聞いてお

りますので、そこらあたり、向こうから正式に文書が来るまでには時間がかかるものと思

っております。

【部会長】

Ｄ委員、よろしいでしょうか。

【Ｄ委員】

はい。

【部会長】

委員の皆さん、何かありますでしょうか。

【Ｂ委員】

ちょっとお尋ねします。ここに新たに出てきておる多文化共生という言葉がありますね。

これも新しい言葉だと思いますが、今後もこれ以外にこの総合計画に上がるかもしれませ

んが、そういう今まであまり使いなれておらん言葉が出てきた場合は、欄外とかで、市民

がわかるような説明というか、そういうものはつくんですね。ぜひそれをお願いしたいな

と。説明の要のないものはいいですけど、わかっておるようで意外とわかっていないもの

が出てきたりすれば、ぜひそうしていただくとありがたいなと思います。

【事務局】
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そういったところは注意書きにして提示する予定にしております。

【部会長】

ほかの委員の皆さんはよろしいでしょうか。

よろしいようでしたら、今ありました現状の課題と施策の展開、方針についての修正に

ついて、また事務局のほうで整理と修正等をしていただきたいと思いますので、よろしく

お願いします。

次に、施策の内容、市民・ＮＰＯ・事業者へのメッセージまで、事務局から説明をお願

いします。

（ 説 明 ）

【部会長】

それでは、今説明ありましたとおり、分類に合わせて進めていきたいと思います。

最初に、家庭教育の充実という面についてご意見いただきたいというふうに思いますの

でよろしくお願いいたします。

何かご意見、ありますでしょうか。

【Ｇ委員】

１ページの下の市民・事業者等へのメッセージ欄で役割、家庭教育に積極的に参加しま

しょうとありますが、教育の後に講座とか、そういう言葉が何か抜けているような感じが

しますけれども、左のほうでは講座ということを使っておられますね。もしここで講座が

ないとすれば、実践しましょうとか、そういう文言になりそうな気がしますけど。

【事務局】

この表現につきましては、家庭教育に積極的に参加というふうになっておりますから、

今ご指摘のように、講座、教室といったようなイメージのものに参加するというふうな文

章の流れになろうかと思いますので、この点については少し調整させていただきたいと思

います。
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【Ｃ委員】

お願いいたします。今ほどの家庭教育に積極的に参加しようということで、これまでは

各小・中学校が開催する子育て講座と具体的にあったわけですが、それが今度は家庭教育、

あるいは家庭教育講座というのはまだちょっと漠然としたところになってきたんですけれ

ども、意図は何だったんだろうなと。私が勝手に解釈するに、やはりもう少し家庭教育と

いうものを強調しようという、そういうことから家庭教育に積極的になったのかなと思っ

ておるんですが、それでよろしいでしょうか。

【事務局】

今まで小・中学校が開催するということで、主にＰＴＡさんの活動がここでは主になっ

ていたかなと思っております。それで、今回の見直しの中で、家庭教育の中で地域と連携、

協力を図っていくということで、親子教室とか、３世代交流事業とか、そういう講座、教

室等に積極的に参加しましょうという形で今考えているわけです。

【Ｃ委員】

ありがとうございます。

私もこれについて、特にこれからもっともっと家庭教育というものを推進していかんな

んがじゃないかなというふうに思うものですから、これでいいと思っております。

【部会長】

今までの枠、小さな一つ一つのことで話ししていたものを家庭教育という大きな枠に当

てはめて、その中でいろんなものを展開しながらそこに参加していっていただきたいとい

うことでしたら、事業という、学校の授業じゃなくて、一まとめにする大きな言葉があっ

てもいいんじゃないかというＧ委員の意見もあったんじゃないかと思うんですけれども、

家庭教育という中の家庭教育の何という部分で、全体のいろんなことをされている項目を

まとめて家庭教育事業みたいな言葉があってもいいのかなと今思ったんですけど。

【Ｂ委員】

家庭教育に参加というのは、言葉としてちょっと何か抵抗がありますね。家庭教育に参

加、家庭教育というのは参加するものなのかどうかということ。要するに親であれば当然。
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例えば子供がいない大人が参加するってどういう形か。要するに研修会とか講座とか、そ

ういう開催されるものに参加というのはわかりますけど、家庭教育に参加というのは、ち

ょっと何となく、意味がわからんでもないんだけど、ちょっとそこのところが今まで議論

された中で議論がなかったのかなという気もしたので。家庭教育というのはそうでしょう。

学校教育もそうですけど、そうじゃない者がするときに家庭教育に積極参加、例えば子供

のいない者が家庭教育に参加しようとすると、じゃ、具体的にどうすればいいのというこ

とがあるから、何となく私は違和感を感じる気がします。

【事務局】

この表現につきましては、今ほどご指摘のとおり、まず、家庭教育に参加に充てる言葉

とすれば、これが文脈として正しいのかということもありますので、それは確かにご指摘

のとおりだと思いますので、これはどのような言い方にするかちょっと調整させていただ

きますが、家庭教育講座、家庭教育に関する教室とか、ここらあたりは少し生涯学習スポ

ーツ課と調整させていただきますが、委員のほうからご指摘がありましたように、学校教

育、家庭教育、社会教育と、もしくは生涯学習と呼ばれるような中で家庭教育に目を向け

てほしいという意味であえて家庭教育という言葉をここに使ったということであろうと思

われますので、家庭教育という言葉を使いながら、どのような形でそれにかかわっていく

のかという表現を少し調整させていただきたいと思います。

【Ｂ委員】

大分考えられたんじゃないかなと思ったけど、ぱっと見ると、ちょっとそういうふうな、

説明を受けたりなんかすると、ああ、なるほど、そうかなと思いますけど、言葉だけを聞

くとちょっと違和感を感じたものでちょっと申しました。

【Ｇ委員】

もう一つは、今のこのままでの文言の場合、最近は父親の家庭教育への関与といいます

か、かかわりが薄くなっているとかと言われますので、その辺を念頭に置いてこういう文

言になったかなとは思ったんですが、この前後の項目の構成から見ますとやっぱり教室、

講座があったほうがいいなとは思うんですね。
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【Ｉ専門委員】

それこそ教育事務所で教育相談なんかのいろいろ事例を見ていると、最近は父親だけじ

ゃなくて母親も家庭教育は参加しなくなっているような傾向があるので、もうほんとうに

こういう機関に預けっ放しとか、そういうこともきっと背景にあるのかなと思いながら読

ませてもらっていました。

【部会長】

どの委員さんも、皆さん、多分、言葉の意味的にはすべて理解しておられると思うんで

すけれども、この字から見る印象が何かちょっと違うのかなという意味で、今課長さんが

言われましたけれども、修正をちょっと検討していただければと思います。

ＰＴＡのほうもまさしく今こういう段階がすごく言われていることなので、私たち自身

も親として考えなきゃいけないことがすごく言われていますので、これは考えていかなき

ゃいけないと思っているんですけれども、ちょっとそういった委員の皆さんの意見を踏ま

えて言葉の修正を検討していただければと思います。よろしくお願いします。

ほかになければ次へ行ってよろしいでしょうか。

【事務局】

１点だけなんですけれども、補足になってしまいますが、主な指標と目標値のところで

現状のところがＨ１９とＨ２４ということになっております。このＨ２４の数字というの

は今把握している直近の数字ということで、大体平成２２年度の数字をこちらに入れてお

りますが、実際、計画策定時、来年度の９月なりになりますと、２３年度の実績が出るこ

とになっておりますので、その数字に置きかわる予定にしております。この計画自体は後

期ということで２５年度以降なものですから、今、前期は平成２４年度の目標値という形

で整理しておりますけれども、後期は２９年度が目標値ということで、あくまでＨ１９、

Ｈ２４は現状だと。さらにＨ２４に関しては今後数値が置き替わるということでご理解い

ただければと思いますので、よろしくお願いいたします。

【部会長】

一般の委員の皆さん、今のお話、理解していただけましたでしょうか。よろしいでしょ

うか。
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では、次のほうに移りたいというふうに思いますが、よろしいでしょうか。

それでは、家庭教育の充実という施策について、施策の内容で話をしていきたいと思い

ます。

１つ聞いてよろしいでしょうか。学校教育の環境整備事業の中の一番下のほうに情報教

育研究委員会となっているんですけれども、これはどういう委員会なんでしょうか。

【事務局】

これは、市の教育センターにそういう教員の方たちが情報教育のためのコンピューター

の取り扱いとか、そういうのを研究するというか、勉強会、教員同士の勉強会みたいな、

そういう委員会がありまして、そこで機器の、どういうような機器とか、どういうふうに

説明するとか、また、職員の研修会をどうしていけばいいというのをやっている委員会で

ございます。

【部会長】

実は今、ＰＴＡの中で情報教育、情報についてのいろんな弊害問題、この前、Ｃ委員が

おられましたが、中央小学校で市Ｐ連も開かせていただいたんですけれども、インターネ

ットの問題というのが大きく今取り上げられていまして、スマホに変わったり、インター

ネットでいろんなゲーム等をやりながらのいじめとか、そういうものが出てきているもの

ですから、ちょっと研究委員会という、その研究という言葉がちょっと私はひっかかって、

よろしければそういう部門も先生方の知識の中に広げていただければと思って、どういう

内容をされているのかなと思いましたので。

先ほども言いましたけど、インターネットの問題というのは、すごく子供たちが自然に

やっているんですけれども、実際やっていることが適正年齢でやっているわけじゃないと

いうのが大きな問題になっているんですね。やるゲームに関してほんとうは１８歳以上な

のに、親の名前のパソコンなものですから１８歳未満の子供たちでも平気で入って、そこ

で遊んでいられる。そういうのでグループをつくりながらいじめとかをやっている。その

中で誹謗中傷とかをやっているグループもあるという実態が出てきていますので、すごく

私たちも心配していて、今、県のＰＴＡのほうもそういう普及というか、そういうことを

やってはいけないという普及活動をやっているというのが実際なものですから、ちょっと

先生たちにもそういう知識をプラスしていただければと思って、ちょっと一言言わせてい
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ただきました。

各委員さん、何かありますでしょうか。

【Ｉ専門委員】

それでは、英検のほうで３５％というかなり高いハードルを今度設けられるわけなんで

すが、ちょっと心配なのが受験料の負担という問題が出てくる中で、これだけ大きな数字

にしてくるとかなりある程度の一定の補助とか、そういうものがあったほうが背中を押せ

るのかなという感じがしますので、これは来年度予算の中でまた検討していただければい

いのかなと、意見としてですね。

【部会長】

これについて先生の立場で、Ｃ委員、どういうあれですか。この検定という、英語だけ

でありますけれども、漢字検定とかも結構やっておられますよね。

【Ｃ委員】

小学校ではないですけれども、中学校を離れて少したっていますのでわかりませんが、

漢字検定とかも中学校ではやっておる学校もあります。

【部会長】

目標は高くということでよろしいんじゃないかと思うんですけれども。

【Ｃ委員】

学校教育環境整備事業のこの菱形の白抜きと黒塗りはどういう違いがあるんでしょうか。

国際理解教育が黒塗りで、その他は白塗りと。

【事務局】

今おっしゃられました菱形の黒塗り、それと、黒を抜いた白ですけれども、この黒につ

きましては重点事業という位置づけということでございます。

【Ｃ委員】
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これが重点項目であると言われましたが、なるほどと思って聞いておりました。といい

ますのは、午前中に黒部市姉妹都市事業推進委員会が開かれまして、その席で市長さんが

本市にいる国際交流員、オーストラリア籍なんですが、中国系なんですけれども、ホーム

ページを開いておって、その中にほかのＡＬＴの人たちと話をすると黒部市の中でちょっ

とやっぱり差別を感じることがあるって、そういうことを載せておられたらしいんです、

ホームページに。それを聞いて私も愕然として、さっきちょっとショックを受けて、もっ

と小学校でも中学校でも国際理解教育の推進をしていかなくてはならないなと、こんな思

いでおります。意見であります。

【部会長】

ほかにありませんでしたら、今話された内容、事務局で検討していただければと思いま

すので、よろしくお願いいたします。

では、その次に進みたいと思います。青少年の健全育成についての案を見ていきたいと

思います。

何か事務局のほうから先に説明とかがありましたら、よろしくお願いします。

なければ、委員の皆さん、何か質問、ご意見ありましたらよろしくお願いいたします。

【Ｄ委員】

ちょっと聞かせてください。放課後子ども教室の開設数、目標値が９、現在が７つ、こ

れは学区に１つという形なんですか。小学校区というとらえ方をすると数が９というのは、

これはどういう目標値の設定になっているんでしょうか。

【事務局】

今現在、７教室ということでありますけど、各地区単位ということでとらえておりまし

て、その中で宇奈月地域につきましては１教室ということで、宇奈月地区全体で１として

おります。活動拠点としまして地区公民館、それから、小学校等を拠点として放課後子ど

も教室を開催しております。

【部会長】

ほかに何かありますでしょうか。委員の皆さん、ここはよろしいでしょうか。よろしけ
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れば次へ行きたいと思います。

では、次の生涯学習の推進について、事務局のほうから何か先に説明ありますか。大丈

夫でしょうか。

【事務局】

こちらについては掲載順を変更しておりますが、現況と課題の並びに基本的に合わせる

という形で掲載順を変更しています。

それと、先ほど現況と課題でご説明申し上げましたが、旧宇奈月町小学校施設などの整

備に関しましては、生涯学習施設の整備、充実という事業メニューと合わせ、統合させて

いただいたということで、こちらではその部分を削除させていただいているということで

あります。

【部会長】

そういう話ですので、委員の皆さん、踏まえて何かご質問があれば、意見がございまし

たら。

【Ｅ委員】

図書館の建設が重点項目になっていますよね。これは重点項目になっているということ

は、ある程度目安があるんでしょうか、この年度において。２９年度まではそのまま横ば

いということで、それまでは建つ計画はないということですか。

【事務局】

図書館の建設につきましては、本日、新聞報道でも平成２４年度の予算の決定の報道が

ありましたが、２７年度までに大型事業が基本的には集中しておるという状況の中でどの

ような形で、図書館の建設ということもそれに準ずる規模のものになりますので、財政状

況等も見ながら、決して潤沢にあるというわけではございませんから、中長期的な調整、

目線で見ながら、どういう着手の仕方がよろしいのかということを今後精査していくとい

う状況になっております。やるやらないという消極的な考えはございませんが、基本的に

はそういう状況の中でどのような実現化を図るかということの精査を現在しているところ

でございます。
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【部会長】

何か、委員の皆さん、よろしいですか。

Ｆ委員。

【Ｆ委員】

このふれあい交流館の入館者数が平成２４年も平成２９年も一緒になっているんですけ

ど、これは目標値が同じということは、何か、ちょっと、私、目標じゃないのではと思う

んだけど、ふれあい交流館って、これはあこやーのでしょう。私は審議委員をやっていて、

会合に行くものですからわかるんですけど、私もなるべくあこやーのを使うようにして、

いろんなところに声かけをして努力しておりますので、これはちょっと数字が少し低いん

じゃなかろうかなと私なりに思っておるんですが、どうですか。少し上げてはどうですか。

目標値が同じじゃ、ちょっと停滞しているんじゃなかろうかと。せめて１８ぐらいにする

とか。

【事務局】

前期のときの目標値、２９年が１万３,０００ということでありましたので、今２４のと

ころに入っております１６というのは２２年度の数値になりますけれども、大体今のとこ

ろは横ばいでありますので、今後も利用促進に努めていきたいと思っておりますので、こ

の目標値についてはもう少し検討したいと思います。

【Ｆ委員】

平成２９年でしょう、最後の目標値はね。平成２９年までだったら少子化の時代でござ

いますから、あと、我々年寄りが利用するしかないのかもしれませんけど、それでもやっ

ぱり利用できるようなことを、いろいろと会の方々ががんばっておられますから、少しは

目標値を上げてもらったほうがそういう人たちに喜ばれるんじゃないかと思いますけど、

どうでしょうか。

【事務局】

この数値については検討したいと思います。



-25-

【部会長】

よろしくお願いいたします。

ほかに何かご意見はありますか。

【Ｆ委員】

もう一ついいですか。生涯学習の推進事業って、３番目に生涯学習機会の拡充及び情報

提供の充実でみらーれテレビと書いてありますけど、学校あたりはみらーれテレビを使っ

ている授業とか、あるんでしょうか。あくまで生涯学習ですから、要するに地域の生涯学

習のほうでこれを使ってくださいというような提案ですか。

【事務局】

これは情報提供ということでございますので、みらーれテレビ等の媒体を使いながら、

努めてそういう学習活動を紹介していくと。そういう番組編成に重きを置いていくという

ことで、ここに一応みらーれテレビというふうな、等となっておりますから、こういうテ

レビ媒体もあれば紙媒体もあるわけでありますけれども、そういうふうな積極的に取り上

げていくということの意味を込めてここに載せたということであります。

【Ｆ委員】

わかりました。

【部会長】

ほかに何かご意見はありますか。よろしいでしょうか。

では、次に行きたいというふうに思います。

文化・スポーツ振興につきまして、前もって何か説明、事務局からありますでしょうか。

じゃ、委員の方、皆さん、何かご意見をよろしくお願いいたします。委員の皆さん、ど

うでしょう。何か質問、ご意見はありますか。

【Ｄ委員】

美術館の収蔵品数が前期では４０点ばかり、５年間で４０点、後期は目標が１,０１５と
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いうことは２０点、半分ぐらいという形、これ、予算の関係ですか。

【事務局】

美術館の収蔵品につきましては、郷土作家や、それから、版画を中心に現在収蔵をして

きております。現在９９５点ということで収蔵しておるところであります。これでほぼ大

体収蔵がされたという判断がされてきていたわけですけれども、今後も少しずつ収集に努

めていきたいと思っております。

それから、収納庫の関係もありまして、今、収納庫もほぼ満杯に近くなってきていると

いう関係もあります。それで、今後も少しずつ収蔵作品の収集に努めていきたいと考えて

おります。

【部会長】

よろしいでしょうか。委員の皆さん、何か質問はありませんか。

ないようでしたら、次へ行ってよろしいでしょうか。

国際化への対応ということで、ご意見をいただきたいと思います。

事務局から特別何かないでしょうか。

ないようですので、各委員の皆さん、ご意見をいただければと思います。

【Ｇ委員】

言葉の確認ですが、観光協会というのと観光局と、最近、局というのを黒部市で使って

おられるようですが、何か使い分けがあるんでしょうか。

【事務局】

長らく観光協会ということで団体活動をしておられたわけなんですが、観光局というこ

とに、今度、発展的に観光協会を解消されて、観光局になられたということであります。

【Ｇ委員】

わかりました。何か制度上の変わったところはあるんですか。

【事務局】
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法人化されたと。制度といいますか、旅行業等々の資格を有するそういう商品開発が可

能になる、そういう新しい組織ということになります。観光協会ではできなかったことが

今度できるようになるという、そういう発展的に進められたということでございます。

【Ｇ委員】

ありがとうございました。

【部会長】

ちょっと質問してよろしいですか。国際化という国際交流という中で、学校教育の中の

国際教育の推進という絡みとこれは切り離して考えられていることなんですか。ここには

子供たちも含むという意味が入っているんでしょうか。

【事務局】

例えば国際交流員としてのＣＩＲということで、先ほどＣ委員のほうからありましたＣ

ＩＲでありますとか、あと、学校教育課のほうではＡＬＴ、英語指導助手ということで活

躍していただいておりますが、ＡＬＴの方にもそういう部分はありますが、例えばＣＩＲ

の役割からいいますと、市民との交流の中から国際化を進めていく。また、ＣＩＲも学校

教育現場にも行きまして、子供との触れ合いの中から英語の教育を通じて国際化という両

面がありますので、必ずしもきちっとどこかで分かれるということではないかと思います。

ＡＬＴは、ただ、どちらかというと、学校教育を中心にやるわけで、ＣＩＲはそういう両

方の橋渡しをしながら黒部市全体の国際化を図っていくというようなことで、どこかで切

り分けるという考え方ではございませんので、両方にかかわっていただくと。

【部会長】

わかりました。

【Ｇ委員】

１つお願いします。施設案内の外国語表示のことで、その役割、協働体制に黒部峡谷鉄

道も対象にならないでしょうか。
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【事務局】

ご指摘のとおりだと思いますので、そこらあたりについて現状をちょっと調べさせてい

ただいた上でここに載せさせていただくことで調整を行いたいと思います。

【部会長】

範囲をちょっと大きく、それから、いろいろ外国の方も来られること、新幹線もできれ

ば多いと思いますので、幅広く見ていただければと考えていただければと思います。

ほかにありませんか。各委員の皆さん、よろしいでしょうか。

では、今の施策の内容、市民・ＮＰＯ・事業者等へのメッセージを含めまして事務局の

ほうで検討いただければと思いますので、よろしくお願いします。

【Ｉ専門委員】

済みません、１つ、この全体を通すと、５―１の家庭教育の充実のところだけが事業者

等の皆様へのところが空欄になっているなということが今ちょっと気になったところです。

ただ、その中にどんな言葉を入れればいいかというのはなかなか、これはおそらく第４部

会の４―６か何かのところと多分かかわってくる子育てのところと、そこら辺は事業者の

方へというのは結構言葉としてはたくさん入っているので、要するに学校に入ってからの

親に対しての事業者の方への働きかけというのは観点として必要なのかなということをち

ょっと思ったのですが、じゃ、ここに具体的に言葉として何が入るかとなると、例えば親

の家庭教育講座の参加に協力しましょうぐらいで入れるのと空欄とあまり変わらないなと

自分で言葉を入れながらちょっと思ったんですが、ほんとうは例えば学校行事とかＰＴＡ

活動の親の参加への協力ということが事業者の方が持っていただけるといいんですが、そ

うすると、今度、そもそものこの基本計画の中にそういう案件の言葉がないもので唐突過

ぎるかなということで、何かそういうものを含めて検討いただければと思います。

【事務局】

調整させていただきます。

【部会長】

よろしくお願いいたします。私たちにとってありがたいです。ありがとうございます。
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以上で施策の内容、市民・ＮＰＯ・事業者等へのメッセージの説明についての検討を終

わらせていただきたいと思いますが、よろしいでしょうか。

それでは、次に、その他につきまして事務局のほうからお願いいたします。

（ 説 明 ）

【部会長】

ほかに何かありますか。

ないようですので、これで議長の役目を終わらせていただきます。

今日は、慎重審議していただきまして、ほんとうにありがとうございました。以上で役

目を終わらせていただきます。ありがとうございました。

【事務局】

長時間にわたり、どうもありがとうございました。

以上をもちまして、総合振興計画審議会第２回第５部会を閉会させていただきたいと思

います。本日はどうもお疲れさまでした。

―― 了 ――


