第 43 回黒部市教育振興協議会（会議概要）
１ 日 時
令和元年９月 10 日（火）午後６時 30 分～午後７時 45 分
２ 場 所
黒部市役所 203 会議室
３ 委員・市教委事務局
委 員

選出団体

事務局

職 名

谷島 傅俊

黒部市自治振興会連絡協議会

長田 行正

教育部長

白川 正秋

黒部市体育協会

高野

晋

次長・学校教育課長・学校給食ｾﾝﾀｰ所長

山田美稔子

黒部市農業協同組合

島﨑

豊

生涯学習課長・ジオパーク推進班長

中坂 洋之

黒部市ＰＴＡ連絡協議会

橋本 正則

スポーツ課長・ﾌﾙﾏﾗｿﾝ推進班長

中西由美子

公募委員

中嶋ひとみ

図書館長

桶屋 正喜

公募委員

齊藤

学校教育班長

茶谷

渉

黒部市小学校長会長

中湊 栄治

生涯学習施設建設推進班長

中村

靖

黒部市中学校長会長

藤田 信幸

こども支援課長（幼稚園教育担当）

輿水 一紀

学校教育課主幹

舘野 敬子

生涯学習課主幹

能登 隆浩

スポーツ課主幹

松平真由美

学校給食センター主幹

前林 丈雄

学校教育課庶務係長

誠

４ 会議次第
(1)開 会
(2)挨 拶（教育部長）
(3)審 議 令和元年度教育委員会事務の点検・評価について
(4)その他 事務連絡：次回開催日程について
(5)閉 会
５ 会議概要（点検・評価の審査における委員からの主な意見及び訂正事項）
（１）全施策
（意見）
「課題・改善」欄をもう少し具体的に分かりやすく記載してはどうか（どのように改善された
のか等を加えるとよいのでは）
（回答）そのような記載をしていくように心がけていく。
（２）青少年育成黒部市民会議助成事業（45Ｐ）
（質問）資料 45 ページに関して、
「実績・評価」欄に「少年少女活動実践意見発表大会」との記載が
あるが、中学校では「人権作文」を書いていると聞いている。こういった大会の中で、作文等の発
表を行うということはあるのか。
（回答）今回の発表議題の中に人権に関することは入っておらず、学校生活の中での体験を発表する
ことが主となっている。
（質問）いじめを少なくするためにも、人権作文の発表の場、機会を設ける方がよいのではないか。
（回答）学校教育課と相談しながら検討していきたい。学校によるが、
「人権集会」という形で集会を
行い、その中で発表されているところもある。
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（３）配偶者等暴力被害者相談事業（47Ｐ）
（訂正）
「実績・成果」欄 （誤）相談者延数 ⇒（正）相談件数
（質問）資料 47 ページに関して、
「趣旨等」欄に「悩みを相談しやすいよう専門知識を持つ民間のカ
ウンセラー」との記載があるが、これはどのような機関に委託をしているのか。
（回答）今回は「ウィメンズカウンセリング富山」という民間団体の方に委託をしている。
（４）配偶者等暴力被害者相談事業（47Ｐ）
（質問）資料 47 ページに関して、
「課題・改善」欄に「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」との記載があるが、これはどのような活動を想定しているのか。
（回答）一度の相談で解決するもの、しないものがある。一度では解決できないような相談について
は連絡先の交換をし、相談後もどのような状況かを確認しフォローしていくことを指している。
（５）婚活事業（49Ｐ）
（質問）資料 49 ページに関して、
「点検・評価」欄の「総合評価」が「ＡＡ」から「Ａ」になってい
る。
「登録者数が伸び悩んでいる」とのことだったが、それに関する記載が無いので、なぜ評価が
下がったのかが分からない。そういったことも記載する方がよいのではないか。
（回答）原因を追加し、記載をしていく。
（６）男女共同参画活動の推進（46Ｐ）
（質問）資料 46 ページに関して、
「今後の方向」欄に「幼少期からの参画を推進し」との記載がある
が、表現として適切なのか。
（回答）表現の方法を考慮し、変更をしていく。
（７）配偶者等暴力被害者相談事業（47Ｐ）
（質問）資料 47 ページに関して、
「実績・成果」欄に「女性（女子）トイレに設置した」との記載が
二度出てくるが、これは書き方を改めた方がよいのではないか。また、同ページ「点検・評価」欄
に「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」との記載があるが、これだと職員が相談をうけるとプラ
イバシーが保たれないと受け取られかねないのではないかと思う。書き方を改めた方がよいのでは
ないか。
（回答）該当箇所に関して、表現を改めて記載をしてく。
（８）女性団体の育成（48Ｐ）
（質問）資料 48 ページに関して、
「実績・成果」欄に「市長講演を拝聴し」という記載があるが、市
から提出する資料として、この表現はおかしいのではないか。
（回答）表現方法を考慮し、変更をして記載をしていく。
（質問）
「趣旨等」欄に「市内９団体」との記載があるが、説明では「８団体」となっていた。どちら
が正しいのか。
（回答）確認の上、正しいものに訂正し記載をする。
（９）図書団体貸出事業（54Ｐ）
（質問）資料 54 ページに関して、
「点検・評価」欄の「小・中学校国語教科書に紹介された本の団体
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貸出」について「中学校の利用がなかった」と記載があるが、これについての原因はどう考えてい
るのか。
（回答）原因については把握できていない。年度当初にリストを小中学校に配布し利用促進をしてい
る。また原因についても調べて把握し、改善していきたい。
（10）図書団体貸出事業（54Ｐ）
（質問）資料 54 ページに関して、
「点検・評価」欄に「保育所、幼稚園、小学校等への団体貸出」の
記載があるが、これはどのような形で行われているのか。
（回答）年度当初に各学校に案内をし、学校から利用したい時期の連絡を受け、それに合わせて行っ
ている。本の内容も年代に合わせて変更をしている。
（11）コミュニティづくり推進事業（50Ｐ）
（質問）資料 50 ページに関して、
「実績・成果」欄に「４館に事業委託をした」との記載があるが、
どこに委託したのかわからない。４館だけなので館名を書き足してもいいのではないか。
（回答）館名を追加し、記載をしていく。
（12）市民大学講座・市民カレッジ事業（52Ｐ）
（訂正）
「実績・成果」欄 （誤）９回 ⇒（正）６回
（質問）資料 52 ページに関して、
「実績・評価」欄に「市民カレッジ一般教室は、市民からの要望の
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」の記載があるが、読んでも意味が
分かりにくい。もう少し分かりやすく書き直しをした方がよいのではないか。
（回答）わかりやすい表現に改め、記載をしていく。
（13）図書団体貸出事業（54Ｐ）
（質問）資料 54 ページに関して、
「実績・成果」欄に「学習指導要領の全面実施により一新」との記
載があるが、古い話であることと、学習指導要領が変更しても教科書の内容があまり変わらないこ
とから、表現を変えて記載してはどうか。
（回答）表現方法の変更を考慮し、記載をしていく。
（14）読書普及事業（53Ｐ）
・図書団体貸出事業（54Ｐ）
（質問）資料 53 ページ、54 ページに関して、
「点検・評価」欄の評価の理由が「貸出冊数」や「利用
団体人数」を基にしての評価になっている。今後人口が減っていくことに対して、別の指標があっ
てもよいと思う。
（回答）今後の評価については、別の指標を設けることを検討していく。その他の指摘に関しては書
き直しをして対応をしていく。
（15）黒部市芸術祭（55Ｐ）
（質問）資料 55 ページに関して、
「点検・評価」欄の「総合評価」が「Ｂ」になっているが、どのよ
うな状態だと「Ａ」になるのか。
（回答）指標に対する期待どおりの成果が挙げられたと判断できた際に「Ａ」になる。近年、作品の
出品数が減少してきており、出品数の増加という部分が指標の一つとなっている。最近では中学生
からの出品も増えてきており、その部分の裾野を広げていけると全体の出品数も増えていくのでは
ないかと考えている。その部分を評価して総合的な評価としているため、今は「Ｂ」となっている。
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（16）芸術文化活動団体助成（56Ｐ）
（質問）資料 56 ページに関して、
「黒部川・水のコンサート＆フェスティバル」の開催時期が、毎年
土曜の暑い時期に開催されているが、時期をずらすことはできないのか。
（回答）毎年同じ時期に開催ということで、参加者の皆さんもそれに合わせて動いているところがあ
る。できるだけ暑い時期を避けたいが、大幅な変更は難しいと思う。今後そういったことも含めて、
スタッフと共に日程等を考えていきたい。
（17）詩の道句集事業（57Ｐ）
（質問）資料 57 ページに関して、これまで石碑は合計でいくつ設置されているのか。また、去年指摘
した読みにくくなっている石碑の修復は行われているのか。
（回答）石碑の修復は指摘を受けた後すぐに確認をし、修復を依頼している。その後確認ができてい
ないので、また確認をしていきたいと思う。石碑は現在、合計で 14 基設置されている。今後石碑
を増やしていくにあたり、一つの石碑に句を二つ入れる等、様々な課題があるのでそこも検討して
いきたい。
（18）立山黒部ジオパーク事業 ～世界認定に向けた取組の推進～（60Ｐ）
（質問）資料 60 ページに関して、
「実績・成果」欄に「トロッコ体験学習にジオパークとして実施」
との記載があるが、
「ジオパーク事業として」の記載が正しいのではないか。同ページの同欄に「残
念ながら条件付き再認定」との記載があるが、どのように残念なのかが分からないので、補足があ
るといいのではないか。同ページに関して、
「ジオパーク」の言葉の意味が分からない人が多いの
ではないかと思う。
「ジオパーク」とは何かというような解説、解釈を加えたらいいのではないか。
（回答）
「ジオパーク」に関しては意味・解説を書き足していく。また、
「条件付き再認定」について
も、その決定がどのようなランクなのか等の解説を書き足していく。記載の誤りについては訂正を
していく。
※「点検・評価」欄の「総合評価」に対しての審議あり → 採決の結果「Ｂ」のまま
（19）スポーツ推進委員協議会の育成（62Ｐ）
（質問）資料 62 ページに関して、
「点検・評価」欄に「黒部名水マラソン・市民体育大会」の記載が
あるが、
「黒部名水マラソン、市民体育大会」の記載に変更した方がよいのではないか。同ページ
の同欄に「継続的な協力が成されており」の記載があるが、
「継続的な協力がなされており」の記
載に変更した方がよいのではないか。
（回答）両記載を指摘どおりの記載に変更する。
（20）スポーツ施設の整備・充実（64Ｐ）
（訂正）
「実績・成果」欄
＜社会体育施設及び学校開放利用者数（人）＞の表の以下の項目の人数
年度
宇奈月体育センター
錬成館
計

Ｈ30
8,200
13,420
375,104
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（21）優秀スポーツクラブ育成補助（65Ｐ）
（訂正）
「点検・評価」欄 （誤）戦歴 ⇒（正）歴戦
（22）出場派遣費・激励費（66Ｐ）
（訂正）
「実績・成果」欄
＜全国大会・ブロック大会出場派遣費・激励費＞の表のＨ29 の金額欄
（誤）人数 ⇒（正）金額
＜富山県民体育大会出場激励費＞の表の以下の項目の人数と金額
年度
人数・金額

Ｈ30
人数

金額

２部一般

374 名

374,000 円

２部中学

227 名

227,000 円

３部

155 名

155,000 円

756 名

756,000 円

合計

（質問）資料 66 ページに関して、
「点検・評価」欄に「４位と前年の３位」との記載があるが、
「４位
と４位で順位は同様」なのではないか。資料 67 ページではそのようになっている。
（回答）
「４位と４位で順位は同様」が正しいので、そのように訂正し記載していく。
（23）Ｖ１リーグ黒部大会（69Ｐ）
（質問）資料 69 ページに関して、
「事業費」の表について平成 29 年度は金額の記載があるのに対し、
平成 30 年度は「０円」の記載になっている。これは正しいのか。
（回答）平成 29 年度は「Ｖ２」
、平成 30 年度からは「Ｖ１」の事業になったため、そのような表記に
なっている。Ｖ１になったイコール一般社団法人化したということで、費用は全てそこから出るこ
とになる（Ｖ２の時は市から費用を出していた。
）
。市からは「一般財源」から出すことになったた
め、このような表記になっている。また確認をして、訂正がある場合は訂正をしておく。
（参考：
「一
般財源」→資料 65 ページ「事業費」表内に記載）
（24）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）
（質問）資料 70 ページに関して、
「点検・評価」欄に「選手を満足してあげることができず」との記
載があるが、もう少し表現を柔らかくすることはできないか。また、それに伴い「課題・改善」欄
の「ホテル側も含め」という記載は、ホテル側に責任はないと思われるので、削除してよいのでは
ないか。
（回答）資料 70 ページに関して、表現を柔らかく訂正するとともに、
「ホテル側も含め」の記載は削
除をする。
（25）幼児期の体力づくり事業・ちびっ子・わんぱく教室事業（71Ｐ）
（質問）資料 71 ページに関して、
「今後の方針」欄に文章抜けの編集ミスがあるので、訂正をした方
がよいのではないか。
（一行目『健やかな子どもを育み、の育成と～』部分）
（回答）資料 71 ページに関しては確認をして文章を加え、訂正をする。
（26）幼児期の体力づくり事業・ちびっ子・わんぱく教室事業（71Ｐ）
（質問）資料 71 ページに関して、
「実績・成果」欄に「幼児期の体力づくり事業」
「運動あそび教室」
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等の記載があるが、これは具体的に何回行われるものなのか。実施回数の記載があった方が分かり
やすいと思う。
（回答）実施回数を確認し、加えて記載するようにする。
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