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Ⅰ 令和２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 

令和元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 

「令和元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）９人による黒部市教育振興協議会において、客観的な視点で検討する。 

 

◇黒部市教育振興協議会（任期：令和２年４月1日～令和４年３月31日） 

役職 氏 名 選出団体等 

会 長 谷 島 傅 俊 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 米 屋 祐 治 黒部商工会議所 

委 員 山 田 美稔子 黒部市農業協同組合 

委 員 神 子 満美子 黒部市社会教育委員会 

委 員 本 島 直 美 黒部市ＰＴＡ連絡協議会 

委 員 茶 谷   渉 黒部市小学校長会 

委 員 中 村   靖 黒部市中学校長会 

委 員 木 下 陽 子 公募委員 

 

（３）学識経験者の知見の活用 

黒部市の教育に関し学識経験を有する方から、教育委員会の自己点検・評価に対する

意見を聴き、報告書に記載する。（巻末に記載） 
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（４）議会への報告及び公表 

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

員会等窓口での閲覧及び黒部市のホームページへの掲載等により広く市民に公表する。 

 

（５）スケジュール 

５月 26日 

７月 15日 

８月 26日 

８月 27日 

９月 10日 

９月 25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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

教育振興協議会 

（内容審議） 

学識経験者等 

（知見･意見） 

前年度（令和元年度） 

点検・評価の対象年度 

当該年度（令和２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） 

＊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（令和２年３月31日現在） 

職 名 氏 名 年齢 性別 任期 備 考 

教育長 中   義 文 63 男 R元. 5.10～R4. 5. 9  

教育長職務代理者 前 田   潤 65 男 H28. 5.10～R2. 5. 9  

委 員 加 藤 昌 弘 68 男 H29. 5.10～R3. 5. 9  

委 員 雪 山 俊 隆 46 男 H30. 5.10～R4. 5. 9 保護者 

委 員 泉   博 美 63 女 R元. 5.10～R5. 5. 9  

 

（２）行政組織（教育委員会事務局） 

（令和２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） 

・３中学校（鷹施、高志野、明峰(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 31年４月１日～令和２年３月31日） 

 

（１）教育委員会議 

 

①定例会 12回（毎月） 

②臨時会 ４回（５月、７月、９月、２月） 

 

 会議名 開催日時  会議名 開催日時 

１ ４月定例会 平成 31年４月 24日(水) ９ ９月臨時会 令和元年 ９月 ３日(火) 

２ ５月臨時会 令和 元年５月10日(金) 10 10月定例会 令和元年10月 24日(木) 

３ ５月定例会 令和 元年５月28日(火) 11 11月定例会 令和元年11月 28日(木) 

４ ６月定例会 令和 元年６月26日(水) 12 12月定例会 令和元年12月 25日(水) 

５ ７月臨時会 令和 元年７月 ５日(金) 13 １月定例会 令和２年 １月 28日(火) 

６ ７月定例会 令和 元年７月26日(金) 14 ２月定例会 令和２年 ２月 26日(水) 

７ ８月定例会 令和 元年８月27日(火) 15 ２月臨時会 令和２年 ２月 28日(金) 

８ ９月定例会 令和 元年９月27日(金) 16 ３月定例会 令和２年 ３月 26日(木) 

 

（２）審議事項等 

 

①議案 25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８号 黒部市社会教育委員の委嘱 

２  議案第９号 黒部市立公民館長の任命 

３  議案第 10号 黒部市図書館協議会委員の任命 

４  議案第 11号 黒部市美術館運営審議会委員の任命 

５  議案第 12号 黒部市スポーツ推進審議会委員の任命 

６ ７月定例会 議案第 13号 令和２年度使用黒部市小・中学校用教科用図書の採択 

７  議案第 14号 教育課程特例校指定変更申請 

８ ９月定例会 議案第 15号 令和元年度教育委員会事務の点検・評価（平成30年度事業分） 

９ 11月定例会 議案第 16号 令和２年度黒部市立幼稚園の収容定員 

10 １月定例会 議案第１号 令和元年度黒部市教育文化表彰被表彰者(優良教員)の決定 

11  議案第２号 令和元年度黒部市教育文化表彰被表彰者(優良生徒)の決定 

12  議案第３号 令和元年度黒部市教育文化表彰被表彰者(スポーツ)の決定 

13  議案第４号 令和元年度黒部市教育文化表彰被表彰者(社会教育)の決定 

14  議案第５号 令和元年度黒部市伝承芸能・伝承技術士の認定 

15 ２月定例会 議案第６号 令和２年度黒部市教育の方針 

16 ３月定例会 議案第７号 黒部市立学校等職員服務規則の一部改正 

17  議案第８号 黒部市立公民館条例施行規則の一部改正 

18  議案第９号 黒部市スクールバス等運行管理規程の一部改正 

19  議案第 10号 黒部市中央公民館運営審議会委員の委嘱 

20  議案第 11号 黒部市立公民館長の任命 

21  議案第 12号 黒部市図書館協議会委員の任命 

22  議案第 13号 黒部市文化財保護審議会委員の委嘱 

23  議案第 14号 黒部市歴史民俗資料館運営委員会委員の委嘱 

24  議案第 15号 黒部市教育委員会行政組織規則等の一部を改正する規則の制定 

25  議案第 16号 黒部市教育委員会公印規程の一部改正 
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②報告 43件 

件 会議名 件 名 

1～12 毎月 課等の事業報告（経過・予定） 

13 ４月定例会 黒部市高等学校等入学支援金交付要綱の制定 

14  黒部市奨学資金返済支援事業費交付要綱の制定 

15  黒部市就学援助要綱の一部改正 

16  黒部市教育支援委員会委員の委嘱 

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31年度一般会計６月補正予算(教育委員会関係)の概要 

20  黒部市教育振興協議会委員の委嘱 

21 ６月定例会 令和２年度国・県に対する重要要望事項(教育委員会関係) 

22  黒部市議会において議決された教育委員会関係議案 

23  黒部市議会６月定例会一般質問及び答弁要旨(教育委員会関係) 

24 ７月定例会 尾山の七夕流し・中陣のニブ流し調査準備委員会設置要綱の制定 

25 ８月定例会 令和元年度９月補正予算(教育委員会関係)の概要 

26  令和元年度教育委員会事務の点検・評価(平成30年度事業分)の諮問 

27 ９月定例会 令和２年度保育所・こども園・幼稚園の入所受付 

28  黒部市議会９月定例会において議決された教育委員会関係議案 

29  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) 

30 10月定例会 令和元年度黒部市自治功労表彰及び黒部市表彰の被表彰者（教育委員会関係） 

31 11月定例会 令和元年度12月補正予算（教育委員会関係）の概要 

32  総合教育会議の意見交換等にかかる案件の確認（令和２年度当初予算要求の概要） 

33 12月定例会 令和２年度学校給食費 

34  黒部市議会12月定例会一般質問・答弁要旨（教育委員会関係） 

35 １月定例会 令和２年度黒部市教育の方針(案)の諮問 

36  令和２年度就学通知の発送及び入学予定者数 

37 ２月定例会 令和２年度一般会計予算(教育委員会関係)の概要 

38  令和元年度一般会計３月補正予算(教育委員会関係)の概要 

39  黒部市立小中学校の通学路等に関する要綱の制定 

40  令和２年度黒部市学校給食費 

41 ３月定例会 黒部市教育委員会臨時職員等の給与に関する要綱の廃止 

42  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) 

43  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 令和元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～ 

① 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～ 

① 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～ 

① 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～ 

① 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、自然、人材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～ 

① 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質の高い教育活動を推進する ～実態に応じた教育課程の編成～ 

① 幼稚園、学校において、幼児・児童・生徒や家庭・地域の実態を適確に把握し、組織的・計画的にカリ

キュラム・マネジメントの視点を生かした質の高い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・協働～ 

① 園評価、学校評価を生かし、市民の信頼に応える社会に開かれた幼稚園、学校づくりを推進するため、家

庭や地域と連携及び協働する。 

 

（３）相互の交流を深める ～幼児・児童・生徒への一貫した教育の推進～ 

① 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、参観や体験を通して相互の交流を

深める。 

 

２ 確かな学力 

 

（１）資質・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～ 

① 「主体的・対話的で深い学び」の実現に向けた授業の工夫と改善を推進する。 

② 「確かな学力」を身に付けさせるため、各教科や特別活動、総合的な学習の時間において、基礎的・基本

的な知識及び技能の確実な習得と思考力・判断力・表現力及び主体的に学習に取り組む態度の育成を図ると



 7 

 

ともに、個に応じた指導の充実に努める。 

③ 授業と家庭学習の内容を連動させながら、課題の与え方を工夫し、学習習慣の確立に努める。 

 

（２）理論的な思考力や伝え合う能力を育てる ～言語活動の充実～ 

① 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、他者に配慮した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 ～ガイダンスとカウンセリングの充実による｢分かる｣｢できる｣授業の推

進～ 

① 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・評価を工夫し、「分かる」「できる」授業を推進

する。 

② 集団の場面で必要な指導や援助を行うガイダンスと一人ひとりが抱える課題に個別に対応するカウンセ

リングの双方からの指導を充実する。 

③ 学習課題に対して指示された条件を満たして解決していこうとする意欲や能力面を意識した指導を

充実する。 

 

（４）児童生徒が安心して参加できる授業づくりに努める ～生徒指導の機能の充実と学習規律の確立～ 

① 教職員と児童生徒の信頼関係や児童生徒相互の人間関係づくり、自己選択や自己決定を促すといった生徒

指導の機能を生かす。 

② 鉛筆の持ち方やノートの使い方、返事、発言の仕方、聞き方、話合いの仕方、姿勢等の態度面を意識した学習

規律の確立に努める。 

 

３ 国際化教育 

 

（１）他者に配慮した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～ 

① 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～ 

① 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～ 

① 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態度や資質を育てるため、

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～ 

① 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、合理的配慮について子どもや保護者

と合意形成を図るなど、支援体制の充実を図る。 

② 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～ 

① 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的な支援を用いてサポー

トするなど、支援を必要と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～ 
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① 児童生徒に「道徳的な判断力・心情・実践意欲と態度」を育てるために、道徳教育の要となる「特別の教

科 道徳」(道徳科)の授業についての研修を深め「考える道徳」「議論する道徳」の授業へと質的転換を図

る。 

② 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 ～自己有用感･人間関係を構築する力･自律心･不とう不屈の精神の育成～ 

① 幼児・児童・生徒の自己有用感を高める。 

② 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。 

③ 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、見逃さない学校運営に努める ～行動の一元化とチーム支援～ 

① いじめや暴力行為、非行等の問題行動や不登校児童生徒を生まない、見逃さない環境(人的・物的)づくり

と教育相談体制の整備・拡充に努める｡ 

② 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。 

③ 児童生徒を複数の視点で見守り、「心」のサインや小さな変化を見逃さないようにする。 

④ 情報の共有と行動の一元化に向けてケース会議や学校いじめ対策組織による対策会議を計画的に開催し、

チームによる支援を充実する。 

 

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～ 

① 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～ 

① 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）自立に向け必要な基礎となる能力を育てる ～基礎的・汎用的能力の育成～ 

① 一人ひとりの児童生徒のキャリア発達を促すよう指導・支援に努め、人間関係形成能力、自己管理能

力、課題対応能力、キャリアプランニング能力等を育成する。 

 

（２）望ましい勤労観や職業観を育てる ～体験的な活動の充実～ 

① 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～ 

① 健康で豊かな生活を送る習慣の定着を図るため、学校給食や授業での食育指導、学校保健活動を通して、

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 ～体力の向上～ 

① 運動に親しみながら体力の向上を図るため、体育科・保健体育科の時間を中心とした体育的諸活動の充

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～ 
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① 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～ 

① 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)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～ 

① 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。 

② 高度情報化に対応して、ＩＣＴ機器の設備・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～ 

① 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。 

 

Ⅲ 生きがいと心身の健康を支援する社会教育及びスポーツ 
 

１ 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～ 

① 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・関係

機関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～ 

① 身近な自然環境や吉田科学館を活用して、青少年時期の自然や科学への興味・関心を育てる。 

 

２ 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～ 

① 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」に基づき、安心して心豊かに暮らせる

ように活動を支援する。 

② 男女共同参画都市宣言等の普及啓発活動や地域社会全体の連携を図りながら、男女で支え合う地域づく

りを推進する。 

 

（２）結婚を希望する独身男女の活動支援に取り組む ～結婚支援の推進～ 

① 独身男女の結婚支援として相談窓口の充実とお見合い希望者へのサポートを実施するとともに、出会いの

場づくりを推進する。 

 

３ 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～ 

① 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た各種講

座の開催や、公民館及び博物館等社会教育施設の充実を図る。 

 

（２）(仮称)くろべ市民交流センターを整備する ～市民交流センターの整備～ 

① 中心市街地への都市機能の立地や居住の誘導を図るため、図書館を核に生涯学習や情報の収集・発信・保

存など市民の知的好奇心を満たす多機能を有する施設として、(仮称)くろべ市民交流センターを整備する。 
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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～ 

① 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～ 

① 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～ 

① 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～ 

① 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～ 

① 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事業を推進する。 

 

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～ 

① 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～ 

① 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～ 

① 気軽にスポーツを楽しむことができるよう施設整備並びに長寿命化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～ 

① 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 ～クラブチームとの連携・支援体制の強化～ 

① 市体育協会が中心となり各競技協会や地区協会の活動を支援することで、クラブチームとの連携・支援

体制を強化し、富山県民体育大会での総合優勝もしくは上位を目指すための各種競技力の向上を図る。 

② 意欲ある中学生への支援策として、競技協会を主体としたクラブ創設を促し、部活動以外の活動組織の拡

大と競技力の向上を目指す。 

 

９ スポーツを通じた地域振興 
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（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～ 

① 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～ 

① 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、

東京 2020 オリンピック・パラリンピック事前キャンプ誘致(バレーボール・アーチェリー競技)や機運

醸成活動の再開、及び優秀スポーツクラブへの支援をはじめ、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、運動の習慣化を推進する ～運動・スポーツ好きの育成～ 

① 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環境の充実を図る ～環境の整備と指導者の育成～ 

① 子どもたちのスポーツクラブ、運動部、スポーツ少年団及びクラブチーム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（親子自然体験教室） [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社会教育及びスポーツ 

 ①青少年の健全育成 

（２）心身ともに健康で学ぶ意欲を育てる学校教育 (1)青少年育成黒部市民会議助成事業 [45P] 

①幼稚園、学校等の円滑な運営 ②女性活動事業の推進 

(1)学校評価の取組 [16P] (1)男女共同参画活動の推進 [46P] 

(2)幼・保・小・中学校の連携 [17P] (2)配偶者等暴力被害者相談事業 [47P] 

(3)適応指導教室（ほっとスペース「あゆみ」）事業 [18P] (3)女性団体の育成 [48P] 

(4)奨学資金貸付・給付事業 [19P] (4)婚活事業 [49P] 

(5)就学援助事業 [20P] ③生涯学習機会の提供 

(6)幼稚園教育の充実 [21P] (1)コミュニティづくり推進事業 [50P] 

②確かな学力 (2)生涯学習フェスティバル開催事業 [51P] 

(1)全国学力・学習状況調査 [22P] (3)市民大学講座・市民カレッジ事業 [52P] 

(2)教職員研修・研究委員会・研究指定校 [23P] (4)読書普及事業 [53P] 

(3)学校訪問 [24P] (5)図書団体貸出事業 [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)伝統文化の保存継承 [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)食育の取組 [35P] (2)出場派遣費・激励費 [66P] 

(2)体力の向上・「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リーグDIVISION１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] ⑩健やかな子どもの育成とスポーツの充実 

(3)ＡＥＤ管理事業 [41P] (1)幼児期の体力づくり事業・ちびっ子・わんぱく教室事業  [71P] 
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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 

Ｈ30 400  400   

Ｒ元 400  400   

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により、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、前年度等との比較） 

小学生の親子を対象に公民館において「はつらつ公民館学び支援事業」（７拠点で

実施）を実施した。 

インターンシップを活用した郷土愛醸成や、郷土芸能の継承、ジオパーク事業、

防災デイキャンプ等、新たな試みやふるさとの学びを推進する事業を実施し、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。※Ｈ30まで「高志の国探検事業」として実施 

（地域振興型…地域課題の解決に取り組む事業）東布施 

（体験交流型…故郷の学びや自然体験活動）中央、生地、若栗、愛本、下立、浦山 

※新型コロナウイルス感染症予防の観点から3/18以降「自主事業の開催」と「50人

以上の利用」ができなかったことで、利用回数が減少した。 

年度 開催回数 受講者数 

Ｈ30 40回 2,304人 

Ｒ元 45回 2,207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） 

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

ることにつながる体験・ふるさと学習ができた。 

また、この活動を通して、地域の方々と世代を超えた交流も深めることができた。 

課題・改善 

外部人材を取りこみ評価してもらえたことで地域住民の誇りとなり、地域コミュニ

ティのよさが実感された。この取組を活かしたうえで、今後どのような活動に繋げて

いくかが課題である。 

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

いて学ぶことができていると考えており、今後も同様の事業継続を支援したい。 
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個別事業名 （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 

Ｈ30 749   749  

Ｒ元 721   721  

趣  旨  等 

（本来の目標・目的・対象・意図） 

成人の日を迎える青年の希望に満ちた第一歩である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える式を

目指す。開催に向け、成人者自らが自身の力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準備を進める。 

実績・成果 

（数値を用いて具体的に、前年度等との比較） 

◎成人式出席者 

 

 

 

 

成人者による実行委員会を立ち上げ、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。 

司会や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 

Ｈ30 413人 351人 85.0％ 

Ｒ元 394人 333人 84.5％ 

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ち上げ、自分達の力で思い出に残る成人式にするため

意見を出し合い、式典前のアトラクション、記念品に自分達の思いを込めることがで

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

なり、列席者から好評を得た。 

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） 

実行委員を募集するが、応募者がなく委員選任に苦慮した。市広報やホームページ

においてＰＲを行っているものの、募集について工夫する必要がある。 

成人式会場には大勢の来場者がおり、成人者や家族が受付場所から移動しづらいこ

とが多く、ホールへの入場にも時間を要するため、よりスムーズな運営を検討する必

要がある。 

令和４年４月１日に施行予定の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） 

成人者の意向を尊重した式としての開催を今後も目指しながら、実行委員会による

式典運営を継続することで、温かみのある手作りの式となるよう準備を進める。 
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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、自然、人材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。 

 

個別事業名 （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 

Ｈ30 1,389 463 463  463 

Ｒ元 1,350 450 450  450 

趣  旨  等 

（本来の目標・目的・対象・意図） 

少子高齢化や核家族化の進展等、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。 

放課後や週末等において、学校の余裕教室等を活用して、子どもたちの安全・安心

な活動場所を確保し、地域住民等の参画により、学習や様々な体験交流活動の機会を

定期的・継続的に提供することで、子どもたちが地域社会の中で心身共に健やかに育

まれる環境づくりを推進する。 

実績・成果 

（数値を用いて具体的に、前年度等との比較） 

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活かした自然体

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、体力つくり教室など、各地区の特色を活かした教室を開

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

室の情報交換及び意見交換を行い、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 

Ｈ30 ９校区 157回 3,113人 413人 

Ｒ元 ９校区 155回 2,804人 397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） 

地域の特色を活かした教室を各校区で実施することにより内容が充実し、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等、地域文化に触れることができる教室

の開催により、地域文化の継承にもつながっている。 

課題・改善 

（具体的な改善内容を記載） 

子どもたちが平等に体験活動を行うことができるよう、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を継続し、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得られるよう努めるとともに、団

塊世代、地元指導者を巻き込みながら、地域の子どもは地域で育てるという意識づく

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・生徒や家庭・地域の実態を適確に把握し、組織的・

計画的にカリキュラム・マネジメントの視点を生かした質の高い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社会に開かれた幼稚園、学校づくりを推

進するため、家庭や地域と連携及び協働する。 

・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）学校評価の取組 

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 

Ｈ30 0     

Ｒ元 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、創意工夫を活かした学校づくりに努めるため、学校経営や

教育活動についてＰＤＣＡサイクルによる定期的・総合的な評価を行い、成果と課題を明確に

しながら、更なる改善・向上を目指す。 

【アクションプラン】 

各校の実態に応じ、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。評価結果を公表し、家庭や地域社会からの信頼に応える学校づくりを目指す。 

【学校評議員制度】 

黒部市学校評議員規程を設け実施しており、校長の推薦を基に、各校５～８名の学校評議員

を委嘱している。必要に応じ年に数回、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）の公表、学校評議員からの意見聴取を行い、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、前年度等との比較） 
【学校経営の評価】 

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

に関する評価を児童生徒、保護者、教職員の三者による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、ホームページ等で

公表するとともに、次年度の学校教育目標の見直し及び教育計画作成への反映に努めている。

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。６月までに目標と方策の

作成、９月に中間評価、２月には年度の最終評価を、毎回、管理職との面談とともに実施した。

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】 

重点目標については、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、数値目標とその評価の仕方、また学校全体の取組状

況等を検証し、次年度のアクションプランに活かしている。 

【学校評議員制度】 

日々の教育活動について、その実績と自己評価について学校評議員へ提示し、助言を受ける

ことにより、成果や課題を多面的に捉えることができた。また、評価結果を積極的に発信する

ことで、学校の教育活動に対して保護者や地域の人々の協力が得られるとともに、地域全体で

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） 

全職員が各々の目標と方策に基づいて評価を実施することで、学校運営全般によい影響が得

られた。また、これまでの学校評価や教育活動における成果と課題を外部の目で多面的に分析

することで、自校の教育活動のよさや強みを認識し、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） 

カリキュラムマネジメントの視点を踏まえ、これまでの取組を見直しながら、自校のよさや

強みを活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、教育センター 

事  業  費 

実績 計(千円) 国費 県費 その他 一般財源 

Ｈ30 0     

Ｒ元 0     

趣  旨  等 

（本来の目標・目的・対象・意図） 
幼・こ・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活かす。また、一人ひとりの子どもの個性、ものの見方や考え

方を共有することで、それぞれに相応しい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（小学校に入学したばかりの１年生が、集団行動をとれ

ないなど、学校生活に馴染めない状態が続くこと）や中１ギャップ（一部の児童が、小学

生から中学１年生に進級した際に被る、心理や学問、文化的なギャップと、それによるシ

ョックのこと）の解消及び発達障害のある子どもの受入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、前年度等との比較） 

【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、校区の保育所やこども園、幼稚園等

へ出向き、幼児の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、

一貫性のある継続的な支援を行うため、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。 

【１学年生活科における交流】 

保育所・こども園・幼稚園から小学校への円滑な接続を目指して、各小学校では１

学年生活科の授業の中で、年長児と１年児童が一緒に活動する機会を設けた。 

【互見授業（相互参観）・（授業・学校行事）】 

幼・こ・保と小学校の教員が相互に授業を参観した。小中学校においても学校訪問

研修や授業参観日に教員が相互参観を行った。年長児を小学校に招いて、１学年児童

と交流を行ったり、小学生を中学校に招いて授業や学校行事（体育大会、合唱コンク

ール等）の参観の機会を設けたりした。幼・こ・保、小、中学校間の段差の解消に努

め、多年に渡る子どもの学びが連続した教育となるよう取り組んだ。 

【中学校区別校長懇談会】 

中学校区を単位にした小中学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調を

合わせることのできる取組を見いだした。  

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） 

幼・こ・保、小、中ともに相互参観の必要性が認識され、相互訪問が増えたことは

学校種間の段差の解消に繋がった。 

特に、小学校と中学校の学校訪問研修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。生活科における小学校と幼・こ・保

の交流や小中学校間のオープンスクール等は、教員の交流を促進し、幼児・児童・生

徒の発達の段階の理解、教材研究や生活指導についての共通理解を深めることに役立

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小学６学年担任と中学１学年担任と

の情報交換会等をさらに拡充する必要がある。発達の段階における課題や地域の特性

等を明確にし、個別の教育支援計画等をもとに学習・生活両面における効果的な指導

の進め方や円滑な接続のあり方について連携を深める必要がある。 

今後の方向 
（継続・拡充・縮小・廃止などを判断） 

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｢あゆみ｣）事業 

担 当 課 等 学校教育課 学校教育係、教育センター 

事  業  費 

実績 計(千円) 国費 県費 その他 一般財源 

Ｈ30  3,154    3,154 

Ｒ元 3,134    3,134 

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について、適応指導教室「ほっとスペース『あゆみ』」

（黒部市勤労青少年ホーム内）において対応することにより、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、前年度等との比較） 

 

 

 

 

 

学校に登校できなかった子どもたちが、適応指導教室での学習や作業、体験活動、

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。少しずつ学校へ登校できるようになり、年度途中で通所を終了する生

徒も見られた。 

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、
学習支援を求めて通所する生徒が数名いた。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た。） 
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の実施や、関係学

校教員とのケース会議を実施した。また、個別の指導計画の作成と評価の実施、スク

ールソーシャルワーカーによる支援等を通して、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。 

年度 通所者数 相談件数（来所） 

Ｈ30 ９人 184件（91件） 

Ｒ元 ７人 160件（81件） 

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３回配布しており、年間を通じて教育相談が寄せ

られている。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

のは教育センターと相談しながら当該校に連絡し、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

人間関係が形成されたことにより、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、その特性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あり方を検討する必要がある。また、発達障害と

診断された児童生徒の利用が増加しており、中学校入学後も継続して利用するなど、

長期支援の充実に向けて、指導員、教育相談員の専門的な研修が必要である。これら

の対応を行うことに加え、学校との連携を更に進めることが重要である。 

通所している子どもの中にはコンピュータを使った表現活動を好む場合もあり、現

在は、職員用のパソコンを共用している。今後は気軽に活用できるタブレット型パソ

コン等の設置が求められる。 

通所している子どもたちの保護者を参加対象とした懇談会を開催している。年々参

加人数が多くなっており、年間を通じて安心して話し合うことができるゆとりある場

所（懇談会場）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 

Ｈ30 21,000   18,336 2,664 

Ｒ元 21,120   16,436 4,684 

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計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、奨学資金の貸付又は給付を行う。 

【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、前年度等との比較） 

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、厳正かつ公正な

審査を実施した。 

１ 貸付事業（採択枠12人） 

年度 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 Ｒ元 

申請 14 13 10 14 ９ 

採択 12 12 10 12 ９ 

不採択 ２ １ ０ ２ ０ 

２ 給付事業（採択枠15人 ※Ｒ元から） 

年度 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 Ｒ元 

申請者 12 10 17 13 16 

採択者 ８ ８ ８ ９ 12 

不採択 ４ ２ ９ ４ 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） 

世帯収入、家族構成、学業成績を総合的に勘案し、厳正かつ公正な審査を実施した。 

貸付期間中の休学、復学、進学に伴う返済の猶予等、奨学生の個々の状況に柔軟に

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。（Ｒ元年度返済者 86人：14,016千円） 

課題・改善 

（具体的な改善内容を記載） 

給付事業については、認定基準制として新規採択枠を従来の８人から令和元年度は

15人とするなど、制度の拡充を図り、真に奨学資金を必要とする生徒に支給できるよ

う努めた。貸付事業については、令和２年度から開始される大学生等に向けた国の給

付型奨学金制度と連動した制度となるよう、令和２年度以降の運用を検討した。また、

関連する事業として、高校等入学支援金事業、奨学資金返済支援事業(定住促進補助

金)に取り組み、様々な観点から支援に努めた。 

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。事業の周知・ＰＲに一層努めるとともに、常に制度の改善に留意し、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 

Ｈ30 30,505 1,395  3,721 25,389 

Ｒ元 30,108 1,493  3,229 25,386 

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、前年度等との比較） 

 

＜小学校：児童数（2,090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) 

Ｈ30 １人 121人 43人 10,280 3,183 3,982 17,445 

Ｒ元 
１人 109人 43人 9,438 2,984 4,160 16,582 

対象者合計153人（7.3％）    

※準要保護人数はこの他、就学予定者Ｈ30で 11人、Ｒ元で８人あり（金額は援助費

欄に含む）。 

 

＜中学校：生徒数（1,048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) 

Ｈ30 ２人 68人 19人 10,450 2,610 - 13,060 

Ｒ元 
２人 67人 19人 11,273 2,253 - 13,526 

対象者合計88人（8.4％）    

 

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補助、第３子の給食費の一部助成を実施した。 

なお、平成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） 

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による確実な把握に努め、適切な対応を

行った。 

課題・改善 

（具体的な改善内容を記載） 

真に必要としている方が援助を受けることができるよう、引き続き制度の周知につ

いて改善を検討する必要がある。 

こども支援課での無料学習支援事業の対象にもなり得るので、この事業の周知にも

取り組む必要があると考えられる。 

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 

Ｈ30 10,264 707 964 4,018 4,575 

Ｒ元 10,862 1,297 1,277 1,677 6,611 

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」といった教育目標の達成を目指す。 

実績・成果 

（数値を用いて具体的に、前年度等との比較） 
（園児数は年度末） 

 Ｈ30 Ｒ元 増 減 

幼稚園数 １園 １園 ― 

学 級 数 ３級 ３級 ― 

園 児 数 67人 56人 △11人 

決 算 額 10,264千円 10,862千円 598千円 

うち管理費 7,604千円 6,596千円 △1,008千円 

うち就学援助費 2,660千円 4,266千円 1,606千円 

うち大規模改造事業 ― 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        （Ｒ元年度） 

時 期 申込人数(人) 利用日数 
平均利用日数

(日) 

夏 季 24 182 7.58 

冬 季 13 36 2.77 

学年末 18 105 5.83 

計 55 323 5.87 
  

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とし、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て質の高い教育

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整備や援助方法を工夫し、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、健康な体つ

くりや異年齢児並びに地域の人々との触れ合いを通し、人と関わる力が身に付くようにすることな

どを重点項目として園運営を行った。 

なお、教育時間外や夏季等の長期休暇中の預かり保育は、保護者のパート就労等が増加傾向にあ

り、利用者が増加している。運用的には、就労に関わらず、保護者が必要とする場合に応じて実施

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、近所付き合いや地域との関わり等において希薄化している傾向が見られ

る。幼稚園が拠り所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活かしながら、幼稚園教育の充実を図り、幼児の心身発達の

助長に資する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。 

在籍園児数は減少傾向にある。 

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とともに、入所児童数の動向を注

視する。 

 



 22 

 

 

施策の分野 ②確かな学力 

方針・目標 

・「主体的・対話的で深い学び」の実現に向けた授業の工夫と改善を推進する。 

・「確かな学力」を身に付けさせるため、各教科や特別活動、総合的な学習の時間において、基礎的・基本的

な知識及び技能の確実な習得と思考力・判断力・表現力及び主体的に学習に取り組む態度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ながら、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、他者に配慮した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・評価を工夫し、「分かる」「できる」授業を推進する。 

・集団の場面で必要な指導や援助を行うガイダンスと一人ひとりが抱える課題に個別に対応するカウンセリン

グの双方からの指導を充実する。 

・学習課題に対して指示された条件を満たして解決していこうとする意欲や能力面を意識した指導を充

実する。 

・教職員と児童生徒の信頼関係や児童生徒相互の人間関係づくり、自己選択や自己決定を促すといった生徒指

導の機能を生かす。 

・鉛筆の持ち方やノートの使い方、返事、発言の仕方、聞き方、話合いの仕方、姿勢等の態度面を意識した学習規

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、教育センター 

事  業  費 

実績 計(千円) 国費 県費 その他 一般財源 

Ｈ30 0     

Ｒ元 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、前年度等との比較） 

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、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

果に評語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、全調査において全国の結果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。学校間の標準化得点の差は前

年度と比べて小学校では縮小し、中学校では拡大した。 

結果の分析では、「標準化得点における結果の経年変化」「各教科間の相関関係」「小６から中３へ

の変容」「課題が見られる問題」「児童・生徒質問紙及び学校質問紙調査結果の概要」｢ＳＰ分析｣等を

示し、小中学校において学力向上に向けた取組を行う際の参考となるデータを提供した。年度毎に問題

数や平均正答率、標準偏差等が異なるため、標準化得点を活用することにより、市全体の経年変化を確

認することができた。 

 ※標準化得点 

  平均値や標準偏差などの集団基準を用い、母集団の中における個人の相対的な位置づけが分かるよ

うに変換した得点 

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、全教職員で改善に向

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） 
今後も、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。 

各校が自校採点をもとにＳＰ分析を行うことができるシステムを整備することにより、調査結果の効

果的な振り返りに繋げることができると考える。 

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、教育センター 

事  業  費 

実績 計(千円) 国費 県費 その他 一般財源 

Ｈ30 395  395   

Ｒ元 386  386   

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】 
村椿小、桜井中を拠点校として、学力向上に関する研究を推進するとともに、得ら

れた成果の市内各校への普及に努める。 

実績・成果 

（数値を用いて具体的に、前年度等との比較） 
「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 <研修会・講演会>（参加人数：延べ582人） 
・学級経営研修会(初任者)(11人) ・教科実技研修会(理科)(25人) 
・特別支援教育研修会(29人)   ・体力・運動能力向上研修会(33人) 
・情報教育実技研修会(24人)   ・生徒指導主事等研修会４回(56人) 
・いじめ問題等研修会２回（40人）・英会話科指導者研修会２回(122人) 
・学力向上研修会（69人）    ・英会話科カリキュラム部会３回(42人) 
・外国語活動講演会(19人) 生徒指導講演会(59人) 道徳に関する講演会(53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） 
・新たに採択された教科書に準拠するよう、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７人・中学校教諭２人、３回開催） 
・理科におけるプログラミング学習や理科指導の基礎・基本等について研究を進
めた。教科実技研修会においては、グループ活動の際の講師補助を務め、研修
会を運営した。 

 ○情報教育研究委員会（小学校教諭９人・中学校教諭４人、１回開催） 
  ・ICT機器や学習用ソフト・アプリケーションの活用法、情報管理の在り方につ

いて体験し、教員の指導力の向上を図った。 
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み、事業・
研修の公開を積極的に行った。黒部市教育センターでは、学習の基盤となる学級経営・
学校運営の実践力向上に資する学力向上研修会を開催した。 

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） 
前年度のアンケート結果や教員のニーズを基に講師を選定したことにより、多数の

参加を得ることができた。 
教科実技研修会や英会話科指導者研修会において、研究委員やカリキュラム部員が

講師補助として研修会の運営や指導に当たることにより、専門性や指導力の向上に繋
がるとともに、教員同士のネットワークの構築にも役立った。 
 体力・運動能力向上研修会、情報教育実技研修会、教科実技研修会等、実技を伴う
体験的な研修を開催することにより、喫緊の課題に対応できる指導力・実践力を高め
ることができた。 

課題・改善 

（具体的な改善内容を記載） 
新規の研修会を開催する場合は、教員の負担増となることのないよう配慮し、他の

研修会を減らすなどの見直しを継続していく。必要とされる内容等を十分に精査し
て、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、教育センター 

事  業  費 

実績 計(千円) 国費 県費 その他 一般財源 

Ｈ30 0     

Ｒ元 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、国（文部科学省）・富山県教育

委員会・黒部市教育委員会の指導方針に則し、学校（園）運営・教育指導及び研修に関し

て指導・助言を行い、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、前年度等との比較） 

【学校訪問研修】 

富山県教育委員会指導主事と共に学校訪問研修を行った。黒部市教育委員会から

は、教育長、教育部長、学校教育課長、学校教育班長、黒部市教育センター所長及び

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。 

＜学校訪問研修での参観授業数（ ）内は学級数＞ 

 小学校 中学校 合計 

Ｈ30 108（99） 73（44） 181（143） 

Ｒ元 92（83） 68（41） 160（124） 

※令和元年度、桜井小学校（16 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、通常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、全ての学級の授業を観察し、校長との懇談を通じ、教職員の勤務状況等につ

いても把握するようにした。 

教育センター所長は、主に若手教員の担当する授業を観察し、懇談の場において若

手教員への助言を行うとともに、校長との懇談の場で観察した授業等について意見交

換を行った。教育センター指導主事は、若手教員の授業を観察後、懇談する中で、職

務に関する相談を受けたり、指導方法等についての助言を行ったりして、指導や授業

の改善を図った。 

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） 

学校訪問研修では、学校の実態や課題等を聴取するとともに、授業を参観すること

を通して、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、開設学級

全ての授業を参観し、部会研修会では授業の実際に即した指導・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認め、励ますとともに、具体的

な改善点を挙げて指導・助言することで、学級経営や教科指導等に関する課題の解決

に繋げることができた。 

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援助するため、予定された授業だけでなく、他の授業の

様子も観察し、学校運営全体を視野に入れながら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では、教科ごとの専門的な指導・助言や部会運営が

重要な要素となる。 

今後の方向 
（継続・拡充・縮小・廃止などを判断） 
より一層学校のニーズに応じた訪問研修となるよう、機会を捉えて複数回学校を訪

問したり、関係機関に働きかけをしたりして、指導を継続する。 
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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態度

や資質を育てるため、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。 

 

個別事業名 （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 

Ｈ30 46,673   98 46,575 

Ｒ元 46,038   111 45,927 

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付け、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する。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（外国語指導

助手）・担任・ＪＡＴ（小学校英会話講師）、中学校では、ＡＬＴ・ＪＥＴ（中学校英会話講師）

で指導している。 

実績・成果 

（数値を用いて具体的に、前年度等との比較） 
【人員体制】 

 ＡＬＴ・７名 ＪＡＴ・６名 ＪＥＴ・３名 

 

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。

小学１・２年は10時間、小学３・４年及び中学

３年は 35時間、小学５・６年は 50時間、中学

１・２年は25時間、ネイティブスピーカー（Ａ

ＬＴ）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もたせ、９

年間を見通した授業に取り組んだ。このほか、令和２年度からの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ている。これらの取組を実践してきた成果を公開し、

関係者等の英語教育への関心を高めるため、英会話科授業公開月間を一か月間設けた。 

平成29年度から実施している英語検定料補助について、引き続き実施した。 

※Ｒ元全国の数値はCEFR A1レベル相当以上の取得率 

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※ 
Ｈ28 19.8％ 18.1％ 
Ｈ29 42.6％ 22.0％ 
Ｈ30 33.8％ 23.9％ 
Ｒ元 39.6％ 25.1％ 

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。 

課題・改善 

（具体的な改善内容を記載） 
令和２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。平成 30 年度から一部先行実施となったが、小学校高学年での授業内

容や指導体制等についての課題がある。 

英語検定料補助については、学校からの積極的な説明もあり取得率が再度向上したと考えら

れるが、引き続き補助金の周知を行っていく。 

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

ついて検討していく。 
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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 

Ｈ30 572   340 232 

Ｒ元 492   290 202 

趣  旨  等 

（本来の目標・目的・対象・意図） 

夏休みを利用し、ＡＬＴ（外国語指導助手）と小学５・６年生、中学１年生による

２泊３日の英語合宿を行う。 

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、希望者を募り実施する。（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、前年度等との比較） 

１ 参加者  

区分 小学生 中学生 小中計 ＡＬＴ 英会話講師 

Ｈ29 40 12 52 ６ ６ 

Ｈ30 47 22 69 ７ ６ 

Ｒ元 37 21 58 ７ ７ 

２ 実施期間 令和元年８月 19日（月）～８月21日（水） 

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） 

令和元年度も多くの参加希望があり、“英会話”に対する積極的な意欲を感じるこ

とができ、参加者の評価も高かった。今まで複数回参加した児童生徒は、自らの成長

を感じているようであった。事業としても 13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、密に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が不足していたことから、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。 

 平成 30 年度実施時は猛暑による体調不良者が多かったため、今回は２日目に１時

間の休憩を設けることで、体調不良者が減った。 

複数回目の参加者だけでなく、英語に苦手意識をもつ児童生徒が興味を抱くような

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、身に付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

実施する。 
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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 

Ｈ30 4,899   1,920 2,979 

Ｒ元 3,304    3,304 

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ニケーションの機会を得、外国文

化に対する興味と理解を高める。 

実績・成果 

（数値を用いて具体的に、前年度等との比較） 

＜研修概要＞ 

・期 間  令和元年10月４日(金)～ 10月 15日(火) 11泊 12日 

      ※台風19号の影響により３日間延長 

・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14名  ・引率者 ４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

学校訪問を実施した。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。 

※台風19号の影響により東京都内で待機し、滞在が３日間延長となった。 

 

＜交流研修実績（生徒数）＞ 

年度 派遣 受入 

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） 

Ｈ30 ﾒｰｺﾝ･ﾋﾞﾌﾞ郡(男子５人、女子11人) 未実施（ｽﾄﾞｳｪｽﾄ･ﾌﾘｰｽﾗﾝ市） 

Ｒ元 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10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、来市した学生に対し、様々なおもてなしを行った。ま

た、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

揮できるよう努めた。英会話科では体験できない年齢の近い学生と交流し、英語コミ

ュニケーションの意欲の向上につながった。 

課題・改善 

（具体的な改善内容を記載） 

前年度派遣生徒の家庭を中心にホームステイ先を依頼したが、受入が難しい家庭も

あり、最終的には一般市民の協力も得て確保した。今後も、相互の交流を深めるため、

派遣と受入の連動に留意する必要がある。 

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（オランダ）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的に発揮できる事業であり継続していく。 

 

 



 28 

 

 

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 

Ｈ30 2,173   1,005 1,168 

Ｒ元 2,187   1,005 1,182 

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、前年度等との比較） 
学校生活や生活様式における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、個別指導（教室外）《指導書では

「入り込み指導」「取り出し指導」と表記》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、実態や指導方法についての共通理解を図るため研修会を実

施した。 

 

〈在籍状況〉 

Ｒ元帰国児童生徒数 

区 分 人数 内 訳 計 

帰国後３年未満 18人 小学生13人、中学生５人 
46人 

帰国後３年以上 28人 小学生15人、中学生13人 

 

Ｒ元外国人児童生徒数 

区 分 人数 内訳(保護者国籍) 計 

小学校 ９人 
ﾌﾞﾗｼﾞﾙ２人、中国２人、ﾌｨﾘﾋﾟﾝ２人、 

ﾌﾞﾗｼﾞﾙ・ﾌｨﾘﾋﾟﾝ２人、中国・台湾１人 12人 
中学校 ３人 中国２人、ﾌｨﾘﾋﾟﾝ１人  

   

<主な取組事例> 

・サマースクール参加者12人(帰国・外国人児童６人、幼児２人、保護者４人) 

・個別指導（教室外）《入り込み指導 91 回（中央小２人/55 回・36 回）、取り出し指

導 23回（中央小２人/15回・８回）》 

・保護者会の実施（学校生活等の相談）２回、14人（１回目６人、２回目８人） 

・帰国児童生徒教育研究会による会報「Ａｃｃｅｓｓ」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） 
個別指導（教室外）を通じた一人ひとりに相応しい指導により、対象の児童生徒は、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（現状：中国語１名）と効果的な取

組を経験値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、合理的配慮につ

いて子どもや保護者と合意形成を図るなど、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的な

支援を用いてサポートするなど、支援を必要と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 

Ｈ30 19,512    19,512 

Ｒ元 20,531    20,531 

趣  旨  等 

（本来の目標・目的・対象・意図） 

特別な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（学習障害）、ＡＤＨＤ（注意欠陥多動性障害）、自閉症

等を含む障害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、前年度等との比較） 

支援が必要な児童生徒が、落ち着いて授業を受けたり、友達と仲よく遊んだりする

など、楽しく学校生活を過ごすことができるようになった。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校及び中学校１校に 29人（前年度から１人増員、中学校に１名

新たに配置） 

・スタディ・メイト養成講座受講者（５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） 

児童生徒が落ち着いて授業を受け、学校生活を過ごすことができるようになり、ま

た教員の負担軽減にもつながった。 

市主催の研修は、未開催だった。 

課題・改善 

（具体的な改善内容を記載） 

スタディ・メイトの勤務時間数が足りないとの声が、学校やスタディ・メイト自身

から聞かれる一方、時間数が余っている学校もあり適正な時間・人員配分について検

討する必要があると考えられる。 

今後の方向 
（継続・拡充・縮小・廃止などを判断） 

支援が必要な児童生徒数、学校ごとの必要時間数を検討しつつ、事業を継続する。 
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施策の分野 ⑤心の教育 

方針・目標 

・児童生徒に「道徳的な判断力・心情・実践意欲と態度」を育てるために、道徳教育の要となる「特

別の教科 道徳」(道徳科)の授業についての研修を深め「考える道徳」「議論する道徳」の授業へ

と質的転換を図る。 

・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・生徒の自己有用感を高める。 

・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。 

・いじめや暴力行為、非行等の問題行動や不登校児童生徒を生まない、見逃さない環境(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。 

・児童生徒を複数の視点で見守り、「心」のサインや小さな変化を見逃さないようにする。 

・情報の共有と行動の一元化に向けてケース会議や学校いじめ対策組織による対策会議を計画的に

開催し、チームによる支援を充実する。 

 

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 

Ｈ30 2,783    2,783 

Ｒ元 2,780    2,780 

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、前年度等との比較） 

市内９小学校、４中学校全ての学校で実施。（※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ともに、

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、生きる力を身に付けることができた。 

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 

Ｈ30 0     

Ｒ元 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、前年度等との比較） 

 ［令和元年度のいじめの認知件数や長期欠席者の実態］ 

 Ｈ30 Ｒ元 

いじめ認知件数 長期欠席者数 いじめ認知件数 長期欠席者数 

小学校 43件 15件 39件 25件 

中学校 ８件 35件 21件 38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、いじめ見逃し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ながら、いじめの防止等の

取組を進めた。さらに、市教育委員会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を行うよう

にした。 

毎月各学校のいじめの状況を取りまとめ、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を積み重ねた。 

＜不登校対策＞ 

 毎月各学校の欠席の多い児童生徒の調査を取りまとめ、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。当該児童生徒については、担任や学年主任、生徒指導主事を

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の連携を図りながら、居場所づくりに

努めた。 

黒部市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   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） 

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、全校体制で早期に対応するよう努め、個別の指導や見守り、学年や学

校全体での支援を継続することによって、いじめの解消につなげた。 

不登校については、小中学校共に増加傾向で、問題が複雑化、長期化しており、関係機

関との連携を深めながら対応を工夫していく必要がある。 

課題・改善 

（具体的な改善内容を記載） 

「いじめ見逃し０宣言－いじめ問題に係る手引書－」を活用した研修を継続し、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。今後は不登校対策

に重点をおき、小中学校が連携を深め一体となって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 

Ｈ30 5,363    5,363 

Ｒ元 5,275    5,275 

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、前年度等との比較） 

学校司書７名を週２～５回、各学校に派遣し、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共に行い、児童生徒の要望に応じて、市立図書館への

図書の借用申請も積極的に行った。 

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、図書に触れ合う機会

を積極的に設定した。 

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） 

文部科学省の学校図書館整備等５か年計画では平成 29 年度から令和３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

令和２年度の中学校統合後、この目標に到達することとなる。 

課題・改善 

（具体的な改善内容を記載） 

平成 26 年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 

Ｈ30 27,368    27,368 

Ｒ元 33,805    33,805 

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、前年度等との比較） 
１ 児童生徒用パソコンの整備状況（パソコン１台当たりの児童生徒数） 

年度 ﾊﾟｿｺﾝ台数 児童生徒数 黒部市 全国平均 国の目標値 

Ｈ30 380 台 3,183人 8.4人/台 
5.4人/台 3人/台※ 

Ｒ元 439台 3,137人 7.1人/台 

※児童生徒数は、Ｒ元.5.1現在（全国平均は、Ｈ31.3.1《平成30年度》現在） 

 ※国は、３クラスに１クラス分程度の整備を目標としている（教育のＩＣＴ化に向けた

５か年計画）が、便宜上、人/台に直して記載した。 

２ 教職員用パソコンの整備状況（教職員用パソコンの充足率） 

年度 ﾊﾟｿｺﾝ台数 教員数 黒部市 全国平均 国の目標値 

Ｈ30 334台 243人 137.5％ 
120.5％ 100％ 

Ｒ元 343台 243人 141.2％ 

※教員数は、Ｒ元.5.1現在（全国平均は、Ｈ31.3.1《平成30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。 

・教職員用パソコンについては、オールインワン型パソコン（利用頻度の高いアプリケ

ーションソフトや周辺機器等があらかじめ揃っている端末）からノート型パソコンへ

の更新(116 台)を、児童生徒用パソコンについてはデスクトップ型パソコンからデタ

ッチャブル型パソコン（キーボードを取り外しタブレット型端末として使用すること

が可能な端末）への更新(155 台)を行い、パソコン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） 

教職員用パソコンは、全国平均を上回る台数を整備した。児童生徒用パソコンについて

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） 

国が児童生徒一人一台端末を骨子とするＧＩＧＡスクール構想を推し進める中、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。 

今後の方向 

（継続・拡充・縮小・廃止などを判断） 

上記に記載のとおり、国が児童生徒一人一台端末を骨子とするＧＩＧＡスクール構想を

推し進めている中、本市においても、児童生徒一人一台の情報端末の整備や学校Wi-Fi環

境の整備が必要となる。また整備端末を授業で十分に活用するため、教職員への研修も進

めていく必要がある。 

 【今後の予定】 

＜令和２年度＞ 

・児童生徒一人一台の情報端末の整備 

・小中学校の教室のWi-Fi・高速インターネット整備 
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施策の分野 ⑦キャリア教育 

方針・目標 

・一人ひとりの児童生徒のキャリア発達を促すよう指導・支援に努め、人間関係形成

能力、自己管理能力、課題対応能力、キャリアプランニング能力等を育成する。 

・児童生徒一人ひとりが自己理解を深め、主体的に進路を選択できるよう体験的な活

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 

Ｈ30 1,284  641  643 

Ｒ元 1,199  599  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付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、前年度等との比較） 

参加対象：市内４中学校２年生（参加生徒数331人、受入事業所89事業所） 

実施期間：９月30日から10月４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挙げている。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」（100％） 

・「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」（83％） 

○受入事業者の感想等 

・どの生徒も一生懸命に取り組んでいた。 

・職場体験で学んだこと、感じたことを未来に活かしてもらえると嬉しい。 

・どんな仕事にも責任をもってやり遂げたのを嬉しく思う。 

・日ごとにするべき仕事を見つけ、自ら行動する姿が見られた。 

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） 

生徒からは、仕事の苦労や達成感、感謝される喜びについての感想が見られ、社会

で働くことのやりがいや大変さを体験するよい機会とすることができた。また、「子

どもに好ましい変化が見られた」との保護者の声も多く挙がり、職場体験を通じて生

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、学校給食や授業での食育指導、学

校保健活動を通して、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・保健体育科の時間を中心とし

た体育的諸活動の充実、家庭や地域と連携した取組を推進する。 

 

個別事業名 （１）食育の取組 

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 

Ｈ30 0     

Ｒ元 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、前年度等との比較） 

・児童･保護者に対して食に関する教育の実施（栄養教諭等が学校訪問した回数） 

年度 給食回数 授業時間 訪問校 

Ｈ30 107回／年間 18時間／年間 ８校 

Ｒ元 85回／年間 16時間／年間 ８校 

・黒部市学校給食研究会 

「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。 

・「ゲンキッズ調査」（県教育委員会）アンケートの実施 

年度 朝食摂取状況 偏食していない状況 箸の持ち方 

Ｈ30 
（小）99.1％ 

（中）98.5％ 

(小)91.2％ 

(中)96.7％ 

正しく持てる 

90.6％(小のみ) 

Ｒ元 
（小）99.3％ 

（中）98.2％ 

(小)90.2％ 

(中)96.7％ 

正しく持てる 

91.0％(小のみ) 

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） 

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） 

学校給食訪問で、各受配小学校へ定期的に巡回できるよう計画し、実施できた。 

巡回の実施日を計画する時期が遅かったため、実施日の回数が減った。 

栄養教諭・教職員が一緒に授業するなど、児童生徒に食事の大切さなどを分かりやすく

指導できた。 

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（ホームページ（閲覧数2,275件）、ＤＶＤ）などの積極的な取組を行った。 

各校の食育に対する取組状況の把握に努めた。「ゲンキッズ調査」（県教育委員会）から、

箸の持ち方について改善傾向がみられた。 

課題・改善 

（具体的な改善内容を記載） 

小学生や中学生の朝食摂取率は若干変動が見られるが、全体的に前年度とほぼ横ばいだ

った。また、小学生の偏食率は低下した。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。 

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付けるために

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うことが求められる。 

今後の方向 
（継続・拡充・縮小・廃止などを判断） 

継続して実施する。 
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個別事業名 （２）体力の向上・「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、教育センター 

事  業  費 

実績 計(千円) 国費 県費 その他 一般財源 

Ｈ30 0     

Ｒ元 0     

趣  旨  等 

（本来の目標・目的・対象・意図） 

「全国体力・運動能力、運動習慣等調査」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、前年度等との比較） 

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」に参加した。

黒部市教育センターにおいて、本市の調査結果を全国平均や県平均と比較する資料を

作成し、体力・運動能力向上のための方策を考える材料として各校に配付した。 

（種目別結果）※全国や県平均との比較 

対 象 優位な傾向 課題 

小学校 

男 子 

反復横跳び、20ｍシャトルラン 握力、50m走 

小学校 

女 子 

反復横跳び、20ｍシャトルラン、 

ソフトボール投げ 

握力、上体起こし、長座体前屈 

中学校 

男 子 

長座体前屈、反復横跳び、持久走、 

シャトルラン、立ち幅跳び 

握力、上体起こし、50ｍ走 

中学校 

女 子 

長座体前屈、反復横跳び、持久走、 

20ｍシャトルラン、立ち幅跳び 

握力、50ｍ走、ハンドボール投げ 

【体力・運動能力向上のための方策の共有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研修会を開催し、各校の体力・運動能力向上のための

方策や取組状況について振り返り、情報を共有した。市内各校の成果を基に、今後の

体力・運動能力向上に向けた方策について考え、次年度の取組に活かすよう努めた。 

夏季休業中には、小学校の若手教員と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。運動指導における専門的な指導者を講師として招聘して

器械運動・球技・短距離走に関する運動技能の指導法について具体的に学び、教員の

指導力の向上を図った。 

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） 

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、各種の相関による分析

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

料として提示した。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によ

り、体育科授業、朝や業間運動等の指導の改善に繋がった。 

課題・改善 

（具体的な改善内容を記載） 

本市の児童生徒の体力・運動能力における課題をより明らかにし、その解決に向け

て方策を考えるための分析方法については更なる検討が必要である。 

体育主任には若手の教員も多くなってきていることから、来年度以降も本市の実態

をもとに、児童生徒の体力・運動能力向上と教員の指導力向上のため、効果的な研修

会を開催していくことが必要である。 

今後の方向 

（継続・拡充・縮小・廃止などを判断） 

「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 

Ｈ30 1,581  382  1,199 

Ｒ元 1,319  339  980 

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取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、前年度等との比較） 

派遣者数 

学校名 鷹施中 高志野中 桜井中 宇奈月中 計 

Ｈ30 ６名 ９名 ８名 ５名 28名 

Ｒ元 ６名 ９名 ８名 ４名 27名 

 

実技指導力を有する 27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た連帯感の醸成、達成感を得ることができた。 

 

指導者（27名：野球、剣道、卓球、柔道、バスケットボール、バドミントン、 

ソフトテニス、陸上競技、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） 

生徒を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） 

中学校統合を踏まえ、必要な部活動と人員の見直し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） 

各部活動の所属生徒数や活動状況に応じて適切な規模が維持できるよう継続する

方向である。 
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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 

Ｈ30 100,792   19 100,773 

Ｒ元 104,455   19 104,436 

趣  旨  等 

（本来の目標・目的・対象・意図） 

給食センターの給食受配校（３中学校、８小学校、１幼稚園）に対し、安全・安心な

給食を確実に提供するため、衛生管理の徹底及び調理・洗浄・配送業務の適切な実施を

図る。 

実績・成果 

（数値を用いて具体的に、前年度等との比較） 

・令和元年度給食実施実績（遅滞なく完全実施） 

  実施延べ日数 200日   

延べ給食数（副食）564,602食（約2,823食/日）（３月は 10日間幼稚園のみ実施） 

・衛生管理の徹底（健康管理、食材の検収、設備点検の強化） 

  食中毒 ０件（前年度０件） 

副食への虫等の異物混入 ３件（前年度 ６件） 

・調理・洗浄業務、給食配送業務の業務委託 

  各業務を専門業者へ委託するとともに、適切な指示と各々の連携により、迅速かつ

確実に業務が遂行された。 

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） 

・給食実施日において、３月は新型コロナウイルス感染症対策として、小中学校が 10日

間休校となったが、幼稚園は給食を提供した。給食を滞りなく提供するため、適切に

対応できるよう環境（食材の納入量や献立内容の調整、また、小中学校の再開の準備）

を整え、給食を欠くことなく完全実施できた。 

・食材の検収や下処理等の観察により異物混入を最小限に抑えることができた。（副食の

場合、給食配送前に異物を約 94％発見） 

・給食配送業務において、学校の要望に応じた配送時間の変更について適宜対応できた。 

課題・改善 

（具体的な改善内容を記載） 

衛生管理や調理・洗浄業務、配送業務は概ね適切に実施されている。今後、施設の老

朽化に伴う設備の保守点検の強化、計画的な設備の更新が必要である。 

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、５年毎に委託業者の見直しを行うとともに、

業務実態（給食配給校の変更等）に応じて委託内容を検討する。 
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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)や防災・防犯教育を一層推進する。 

 

個別事業名 （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 

Ｈ30 199    199 

Ｒ元 392  260  132 

趣  旨  等 

（本来の目標・目的・対象・意図） 

児童生徒が、安全に安心して学校生活を送ることができるように、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、前年度等との比較） 

交通・防犯関係では、幸いにも年度中は、児童生徒の生命に関わる重大事故等の事

案は発生しなかったが、児童生徒が関係する交通事故が 14件発生した。 

通学路に関して、平成 28年度より通学路合同点検を行っているが、通常の交通安

全の観点に加え、防犯の観点も含めた安全点検として 10月に関係部局と実施した。 

この他、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。 

また、不審者情報については、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 

Ｈ30 329人 

Ｒ元 325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 

Ｈ30 ７件 ０件 ０件 ７件 

Ｒ元 11件 ０件 ０件 11件 

※黒部市のみの件数（その他情報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） 

平成 28年度より通学路合同点検を行っているが、10月に交通安全と防犯の両面の

観点から通学路合同点検を関係部局と行った。中学校の統合に向けて、新たに通学路

となる箇所を中心に現地確認を行い、道路環境の整備を行った。 

国の補助事業を活用して地域の安全パトロール隊のベスト等の物品購入費用を助

成し、児童生徒の見守り体制を拡充した。 

課題・改善 

（具体的な改善内容を記載） 

交通や防犯の観点から、関係部局と通学路の点検を行っているが、費用面で信号機

を設置できないなど、対策が難しい箇所も多い。引き続き関係部局と連携を続けてい

くほか、地域の安全パトロール隊等の協力も得ていく必要がある。 

今後の方向 

（継続・拡充・縮小・廃止などを判断） 

引き続き、小学校新１年生全員へ防犯ブザーの貸与を行うほか、国の補助事業を活

用した地域の安全パトロール隊への防犯ベスト購入等について助成するなどの拡充

を図る。 
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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 

Ｈ30 19,366    19,366 

Ｒ元 113,601 20,300  53,900 39,401 

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 

13人 

 山田新の一部 冬期 23人 

宇奈月小学校 愛本、下立１区 通年 マイクロ（市有） 22人 

鷹施中学校 東布施 通年 中型（市有） 16人 

宇奈月中学校 愛本 冬期 マイクロ（市有） ９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 

宇奈月温泉駅 

音沢駅 
→浦山駅 通年 全額 

10人 

４人 

内山駅 

愛本駅 
  〃 通年 全額 

３人 

２人 

下立駅 

栃屋駅 
  〃 冬期 1/2 

６人 

22人 

宇奈月中学校 宇奈月温泉駅 →下立駅 通年 全額 ６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。 

・令和２年に開校する統合中学校の遠距離通学対策について、実施準備（運行ルート

やダイヤの決定、バスの購入、定期券補助方法の決定など）を適切に進め、保護者説

明会等も適宜開催し、意見聴取や理解を得られるよう努めた。 

・老朽化したたかせ小学校スクールバスを更新するとともに、統合中学校の遠距離通

学対策に使用するスクールバス５台を購入した。 

課題・改善 

（具体的な改善内容を記載） 

・統合中学校の遠距離通学対策の円滑な実施に努めるとともに、新型コロナウイルス

感染症への対策に留意する必要がある。 

今後の方向 

（継続・拡充・縮小・廃止などを判断） 

・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。 
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個別事業名 （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 

Ｈ30 1,946    1,946 

Ｒ元 1,009    1,009 

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、

石田小学校、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、前年度等との比較） 

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、令和元年度は全小学校で実施した。 

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、パット取替、バッテリー交換を行い、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、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 

Ｈ30 264,312 106,510  157,802 0 

Ｒ元 444,924 138,589  200,498 105,837 

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、前年度等との比較） 

以下の整備等を実施した。 

Ｈ30 ・（仮称）鷹施・高志野統合中学校校舎大規模改造第１期工事 

    工事範囲：普通教室棟 

Ｒ元 ・（仮称）鷹施・高志野統合中学校校舎大規模改造第２期工事 

    工事範囲：特別教室棟・エレベーター棟 

 

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） 

令和２年度に開校を迎える清明中学校の特別教室棟の大規模改造第２期工事を完

了した。教育活動に必要な教室及び管理諸室の老朽改修、空調設備設置に加え生徒ト

イレの洋式化（多目的トイレ設置を含む）について、計画どおり整備を完了した。 

課業しながらの工事となったため、生徒、教職員には教室の移動等に協力してもら

いながら、予算範囲内で必要な改善を実施することができた。 

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及び個別

施設の長寿命化計画に基づいた、確実適切かつ経済的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全・安心を第一義として、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。 

そのために、各学校の状況を把握した個別施設の長寿命化計画を策定し、それを基

に、各学校の大規模改修を進めていく。 

【今後の予定】 

＜令和２年度以降＞ 

・個別施設の長寿命化計画に基づいた令和３年度以降の改修実施の検討を行う 
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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 

Ｈ30 1,132,511 205,607  891,858 35,046 

Ｒ元 368,499 22,931  305,109 40,459 

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、前年度等との比較） 

現場事務所における定例打合せのほか、随時打合せを実施し遅滞なく工事を進め、

計画どおりに工事が進捗した。 

新校舎は平成 29年７月に完成し、旧校舎解体工事は平成 29年 10月末までに完了

した。 

新体育館については平成 31 年２月に完成し、旧体育館解体は令和元年７月に完了

した。 

校舎や体育館周りの外構やグラウンド整備工事は、令和２年３月に完了した。 

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） 

新校舎建設工事、旧校舎解体工事、新体育館建設工事、旧体育館解体工事及びグラ

ウンド整備工事について遅滞なく着工し、適切な工事監理に努め、順調に工事が完了

した。 

課題・改善 

（具体的な改善内容を記載） 

今後は、完成後の学校全体の状況を適切に把握し、維持管理業務を的確に執行して

いく。 

今後の方向 

（継続・拡充・縮小・廃止などを判断） 

全ての工事が竣工したため、事業を終了する。 
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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 

Ｈ30 100    100 

Ｒ元 9,766    9,766 

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～令和９年度（15年間） 

＊前期計画：平成25～平成 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～令和 ４年度（中学校再編：宇奈月・桜井、鷹施・高志野） 

＊将来構想：令和 ５～令和 ９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、前年度等との比較） 

１ 小学校の統合 

特になし 

 

２ 中学校の統合 

(1) 校歌の作成 

 校歌の作詞者・作曲者に市内視察や中学校訪問をしていただくなどの事前準備を行

ったうえで校歌を作成し、中学校統合準備委員会での承認を受けるとともに、市議会

に校歌完成を報告した。 

(2) 遠距離通学対策の準備 

 統合後の遠距離通学対策について、保護者説明会等を実施するとともに、スクール

バスの新規購入等の準備を適切に進めた。 

(3) ＰＴＡ組織・学校運営についての統合協議 

 中学校統合準備委員会内に設置されたＰＴＡ組織統合専門部会、学校運営統合専門

部会において、統合中学校におけるＰＴＡ組織や学校運営について協議し、統合中学

校の開校に備えた。 

(4) 閉校記念式典の実施等 

 閉校する４中学校の閉校記念事業について補助金交付等の支援に努めるとともに、

３月 15日(日)に時間をずらして４中学校の閉校式を執り行った。 

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） 

中学校再編に向け、校歌を作成するとともに、遠距離通学対策の準備を進めた。ま

た、統合中学校のＰＴＡ組織や学校運営についての協議や閉校式の実施等、来たるべ

き統合中学校の開校に向けて、手続きを進めた。 

課題・改善 

（具体的な改善内容を記載） 

統合中学校の円滑な運営、生徒の融和に努める必要がある。また、小学校の再編や

閉校となった旧学校施設の跡地利用等について検討を深める必要がある。 

今後の方向 

（継続・拡充・縮小・廃止などを判断） 

学校教職員、ＰＴＡ、教育委員会が緊密に連携し、統合中学校における子どもたち

の学習環境の充実等を図っていく。小学校の再編や旧学校施設の跡地利用等について

は、必要なプロセスをしっかりと踏みながら検討を進める。 
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（３）生きがいと心身の健康を支援する社会教育及びスポーツ 
 

施策の分野 ①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・関係機関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。  
 

個別事業名 （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 

Ｈ30 108    108 

Ｒ元 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、前年度等との比較） 

夏と秋のさわやか運動では、あいの風黒部駅等市内８カ所で、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、中学生と共に活動を

行った。街頭宣伝活動ではパレードを実施し、青少年健全育成の啓発を呼び掛けた。 

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、少年を取り巻く環境についての知識の習得を図った。 

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

教育委員会が共同で作成し、市内小学生・中学生全員に配布している。 

 

 

 

 

行事名 Ｈ30参加人数 Ｒ元参加人数 

夏のさわやか運動 595人 591人 

秋のさわやか運動 491人 311人 

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） 

年間行事については活動が定着しているが、さわやか運動の参加者が減少してい

る。11 月に実施している子ども・若者育成市民啓発事業は、関係団体に対し青少年

健全育成に関する取組の発表を行った。有害環境浄化合同研修では、変容する有害環

境問題に適切に対応するための研修を実施するなど、各関係団体との連携強化に努め

た。 

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、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、青少年が心身共に健やかに育

つことを願い、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

議の活動への助成だけでなく、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とともに、関係団体の自発的な活動の促進に努め

る。 
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施策の分野 ②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」に基づき、安心し

て心豊かに暮らせるように活動を支援する。 

・男女共同参画都市宣言等の普及啓発活動や地域社会全体の連携を図りながら、男女

で支え合う地域づくりを推進する。 

・独身男女の結婚支援として相談窓口の充実とお見合い希望者へのサポートを実施する

とともに、出会いの場づくりを推進する。  
  
個別事業名 （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 

Ｈ30 466    466 

Ｒ元 505    505 

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を進めるため、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、前年度等との比較） 
＜男女共同参画推進員が実施した活動事業＞ 

 推進員が集まる定例会で、よりよい地域活動が実施できるよう推進員同士が自覚を高

めることに努め、積極的な意見交換を行った。 

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における活動報告コー

ナーの設置、「にじのかけはし」の全戸配布（年１回）など周知と活動報告を行った。 

推進員の機運が高まり、ＯＢ会員と連携を図り、各事業を円滑に実施した。 

 

※ＤＶ 

 「ドメスティック・バイオレンス（Domestic Violence）」の略。日本では「配偶者

や恋人など親密な関係にある、又はあった者から振るわれる暴力」という意味で使用

されることが多い。（以下、同じ（他ページも含め）） 

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） 
活発な意見と工夫を凝らした事業が実施され、周知や活動をスムーズに行った。推進

員も男女共同参画の意義や必要性を理解し、認識も深まった。 

また、毎年実施する出会い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。 

 男女共同参画に関するセミナーについては計画どおり実施できなかった。 

課題・改善 

（具体的な改善内容を記載） 
推進員の本来以外の業務での動員が多くあるため、特に女性の推進員の負担が大きく

なっており、本来の活動の支障にならないように見直す時期にきている。 

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

動を行う中で、男女共同参画都市宣言も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） 
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、全世代からの参画や、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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個別事業名 （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 

Ｈ30 282    282 

Ｒ元 282    282 

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において配偶

者等暴力被害者への支援策として位置付けている「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により、相談者への切れ目のない支援を行うこ

とを目的とする。 
※ＤＶ：「ドメスティック・バイオレンス（Domestic Violence）」の略。日本では「配偶

者や恋人など親密な関係にある、又はあった者から振るわれる暴力」という意味

で使用されることが多い。  

実績・成果 

（数値を用いて具体的に、前年度等との比較） 

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、申込みから相談に来

られるまで人目を気にしなくてもよい運営に努めるなど、安心して相談できる体制を

整え実施した。 

年度 実施回数 相談者数 相談件数 

Ｈ30 12回 ９人 ４件 

Ｒ元 12回 13人 ７件 

「女性のための専門相談」の相談会日時を広報くろべと市ホームページに掲載し、

周知を行った。ミニリーフレットには相談できる環境を整えている旨と相談日程を

記載し、相談者の掘り起こしにつながるようにと市内公共施設の女性トイレに設置

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、ＤＶ

の被害者が若い夫婦間で増加傾向にあるため、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） 

職員が相談を受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。個人のプライバシーにも十二分に配慮し、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なかなか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につ

いては周知できた。 

課題・改善 

（具体的な改善内容を記載） 

ＤＶは周囲の目に触れない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

を負う事案も多く見られる。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被害者の掘り起しに

努め、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、関係各課が連携・情報共有を行うなど、相談体制の充実

に努め、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全・

安心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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個別事業名 （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 

Ｈ30 108    108 

Ｒ元 108    108 

趣  旨  等 

（本来の目標・目的・対象・意図） 

市内８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

力向上と福祉の増進に努め、女性活動の活性化と各種事業を推進することにより、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、前年度などとも比較) 

女性のつどいでは、市政への関心を深めるため市民交流センター建設について担当

課より説明を受け、意見交換を行った。 

また、「名水マラソン大会」や「水のコンサート＆フェスティバル」等のイベント

に積極的に参加・協力することにより、市民参画や行政との協働に努めた。 

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） 

女性議会の開催はなく大きな活動はなかったが、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、スキルアップを図りな

がら、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・関心をもち、女性が積極的に社会参加でき

る体制づくりに努めた。 

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

果的な事業推進が図られるよう支援する。また、会員の高齢化に伴い会員数が減少し

ており、年度末で２団体が解散したことから新規会員の加入と育成を進めていく必要

がある。 

今後の方向 

（継続・拡充・縮小・廃止などを判断） 

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 

Ｈ30 827    827 

Ｒ元 948    948 

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組でも多いカップルの誕生、ひいては成婚に結

び付けることにより、未婚化や晩婚化の改善につながる結婚支援を行う。 

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、前年度等との比較） 

結婚支援プロジェクト委員会では、独身男女の出会いの場つくりを支援するため、

毎月、結婚支援相談窓口を開設するとともに、結婚応援サポーター「こいサポ」に

よるマッチングとお見合いの設定を行い、出会いの場を設けた。 

登録者が増えずマッチングが行えないため、登録者以外の独身男女の出会いの場

づくりを行った。 

 相談窓口 
登録票提出 

お見合い 

 開設数 利用者数 マッチング お見合い 

Ｈ30 41回 164枠 72人 38人 45組 23組 

Ｒ元 41回 164枠 53人 16人 43組 13組 

独身男女の出会いイベントを企画する３団体に「独身男女出会いサポート事業補助

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34名、

女性 34名が参加した。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 17名、女性 12名が参加し、７組のカップルが成立した。黒部商工会議所青年部

主催のイベントには男性26名、女性26名が参加し、２組のカップルが成立した。） 

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） 

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に出会

いの場を設定し、成婚に結びつくような事業についての検討を進めた。 

イベント開催については、各実施団体が自ら企画運営を行うことにより、それぞれ

の特徴を活かしたイベントを実施しており、独身男女にとって、大変興味をもち参加

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。 

結婚支援希望者登録更新を行ったが、登録者が減となった。 

課題・改善 

（具体的な改善内容を記載） 

本事業による取組を再度広く周知する必要がある。真に結婚を望む人達のための出

会いの場を創出することで、１組でも多くのカップルが誕生するよう、事業の改善を

意識しながら取り組む必要がある。 

今後の方向 

（継続・拡充・縮小・廃止などを判断） 

より多くの出会いの場を提供できるように効果的な方策を検討しながら継続して

支援を行う。 

結婚支援サポーター制度、結婚支援相談窓口を充実させ、出会いの場以降のフォロ

ーアップが必要と考えられる。 
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施策の分野 ③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

ーズに応じた各種講座の開催や、公民館及び博物館等社会教育施設の充実を図る。 

・中心市街地への都市機能の立地や居住の誘導を図るため、図書館を核に生涯学習や情

報の収集・発信・保存など市民の知的好奇心を満たす多機能を有する施設として、(仮称)

くろべ市民交流センターを整備する。 

 

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 

Ｈ30 7,400   7,000 400 

Ｒ元 7,400   0 7,400 

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、各種行政サービスの推進にあた

っての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、前年度等との比較） 

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、平成 29 年度からに引き続き重点館を設定し、４館（田家公民館、三日市公

民館、下立公民館、東布施公民館）に事業委託をした。 

新型コロナウイルス感染症予防の観点から、３月 18日以降「自主事業の開催」と

「50 人以上の利用」が不可となり利用回数は減少したものの、利用者数は増となっ

た。 

〔公民館利用者実績〕 

年度 利用回数 利用者数 

Ｈ30 10,898回 147,040人 

Ｒ元 10,550回 156,618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、新たな試みや既存事業のブラッシュアップに取り組むな

ど、地域の特色を出しながら事業を実施し、地域課題を自らの力で解決するまちづく

りが図られていた。 

課題・改善 

（具体的な改善内容を記載） 

公民館活動における市民ニーズは多様化しているが、利用者の高齢化と固定化が進

んでいる。あらゆる世代の生涯学習ニーズを把握し、時代や世代に対応した生涯学習

機会の提供とともに、情報発信することが求められている。 

公民館におけるコミュニティづくり推進事業の継続により、地域住民に密着した地

域活動の拠点施設として、公民館機能を強化する。 

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を行う者

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） 

各地区公民館におけるコミュニティづくり推進事業は、継続・拡充が強く求められ

ている。地域の課題は自ら解決する自立したまちづくりを推進するためにも、地域活

動の拠点施設として地区公民館が機能を発揮できるよう、今後も事業を継続してい

く。 
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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 

Ｈ30 388    388 

Ｒ元 293    293 

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、前年度等との比較） 

生涯学習フェスティバル（１月 25日（土）～26日（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、マルチホールにおいてＮＢＡで活躍する八村塁選手や馬場雄大選手を育てた

富山市奥田中学校バスケットボール部コーチ 坂本 穣治 氏による講演「夢を実現

する力」を開催した。「放課後子ども教室ワークショップ」では、「はじめてのデッサ

ン教室」を実施した。 

 

年度 展示観覧者 アトラクション来場者 

Ｈ30 561人 218人 

Ｒ元 531人 250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） 

注目度が高い方に講演いただけたことにより、同時開催で集客に繋がった。 

中央公民館事業「ジオさんぽ」と連携し、新たに「立山黒部ジオパーク」ブースを

設置し魅力づくりに努めた。 

展示会場は家族連れの観覧者が多く、放課後子ども教室ワークショップでは子ども

だけでなく、大人の参加者も多数見られた。 

広報活動は、公共施設でのチラシの配布、広報くろべや市ホームページへの掲載、

各地区公民館、小中学校等への周知等を行い、参加者の増加に向けてＰＲを図った。 

課題・改善 

（具体的な改善内容を記載） 

 各公民館のサークル活動者にとって、生涯学習フェスティバルが発表の機会として

活動の目標となるよう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） 

各公民館の活動を広報する機会であり、また市内のサークル活動を披露できる場と

なっているため、今後も黒部市公民館連絡協議会と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 

Ｈ30 667   80 587 

Ｒ元 367   80 287 

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、前年度等との比較） 

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等を３回開催した。（※別に３月に１回予定していたが

新型コロナウィルス感染予防のため中止） 

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、興味をもった方々

によるサークル化への移行を意図しながら実施した。 

地区公民館との共催として料理教室を開催し、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では、健康をテーマとした教室や、伝統芸能鑑賞など

を実施した。 

 年度 講座数 開催回数 延べ受講者数  

Ｈ30 
市民大学講座 ６回 300人 

市民カレッジ 64回 1,201人 

Ｒ元 
市民大学講座 ３回 136人 

市民カレッジ 55回 895人 

 

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） 

市民ニーズに対応するため講座内容を厳選した。参加者の増加に向け、労働者世代

が参加しやすいよう、引き続き土日での開催に取り組んだ。 

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、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、市ホームページ、公民館ホームページ及び防災行政

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。 

労働者世代にも参加しやすいよう、継続して土日・夜間の教室開催や時代に即した

周知方法の見直しが必要である。 

今後の方向 

（継続・拡充・縮小・廃止などを判断） 

人生 100年時代を迎えた今、これまでの社会教育の領域を超えた、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。 

広報くろべ、館報、みらーれＴＶ、コミュニティ放送、市ホームページ等を活用す

るほか、広報媒体と方法も見直しながら、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整備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 

Ｈ30 35,144   1,345 33,799 

Ｒ元 36,365   1,362 35,003 

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、前年度等との比較） 

・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 

Ｈ30 黒部市立図書館 182,438冊 37,814人 83,914人 294日 

宇奈月館 36,081冊 8,469人 19,558人 292日 

合計 218,519冊 46,283人 103,472人  

Ｒ元 黒部市立図書館 186,156冊 38,064人 84,161人 297日 

宇奈月館 40,519冊 8,793人 20,539人 291日 

合計 226,675冊 46,857人  104,700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 

Ｈ30 黒部市立図書館 12,136件数 797件数 9回 

宇奈月館 4,873件数 266件数 14回 

合計 17,009件数 1,063件数  

Ｒ元 黒部市立図書館 14,242件数 928件数 10回 

宇奈月館 4,482件数 190件数 21回 

合計 18,724件数 1,118件数  

・図書受入冊数 

館 名 Ｈ30 Ｒ元 

黒部市立図書館 6,182冊（内 寄贈593冊） 6,386冊（内 寄贈1,180冊） 

宇奈月館 1,991冊（内 寄贈518冊） 2,163冊（内 寄贈803冊） 

合計 8,173冊（内 寄贈1,111冊） 8,549冊（内 寄贈1,983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、貸出冊数は3.7％、貸出人数は1.2％、入館数者は1.2％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、広報くろべ、みらーれＴＶ、ホームページ、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の継続等、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、更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図書資料費、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。魅力ある蔵書構築のため、資料の収集、除

籍、整理等を進める。また令和５年度に開館する新図書館を見据え、「黒部市立図書館サ

ービス計画」を策定し、今後のサービスのあり方など具体化し、効果的かつ計画的に事業

実施していく。 
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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 

Ｈ30 0     

Ｒ元 56    56 

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、前年度等との比較） 

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 
Ｈ30 195 716 13,007 

Ｒ元 186 734 12,677 

宇奈月館 
Ｈ30 36 456 4,306 

Ｒ元 34 475 4,415 

 

②「小・中学校国語教科書に紹介された本」のセット貸出の実施 

教科書において紹介された本を学年・学級単位で１セット・１ヶ月貸し出した。 

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 

Ｈ30 小学校６校 4,509冊 

Ｒ元 小学校７校 5,240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4,034冊  

【Ｒ元実績内訳】 

黒部市立図書館 ９地区（Ｈ30:9地区） 計2,502冊（Ｈ30: 2,502冊） 

黒部市立図書館宇奈月館        計1,532冊（Ｈ30: 1,370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） 
保育所、幼稚園、小学校等への団体貸出の実績は、前年度と比べ、団体登録数は4.8％

減少、利用団体数は3.2％増加、貸出冊数は1.3％減少した。 

「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、中学校の利用が無く、

黒部市立図書館内にコーナーを設置するなどＰＲに努め、小学校の利用校数は７校に増

加、貸出冊数も、16.2％増加した。 

学童保育への団体貸出の貸出冊数は前年度より4.2％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･保育所等の利用はあるが、中学校・公民館の利用が少ないため、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、より利用しやすいものとなるよう、教員や学校司書の意見も取り入れながら活用促

進を図る。 
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施策の分野 ④市民文化活動の推進 

方針・目標 

・市民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 

Ｈ30 1,236    1,236 

Ｒ元 1,061    1,061 

趣  旨  等 

（本来の目標・目的・対象・意図） 

市民に対し、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、前年度等との比較） 

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：令和元年10月25日～10月29日（５日間） 

年度 観覧者数 一般 出品点数 審査員・運営委員・賛助 出品点数 

Ｈ30 735名 101点 18点 

Ｒ元 716名 83点 19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47回公演とし

て「蠅取り紙～山田家の５人兄妹～」を11月に５回（11月９日・10日・16日・17

日・23日）公演した。（公演補助金137千円／鑑賞者 373人） 

 

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） 

美術展の運営については、展示のノウハウを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。 

一般展示の出品者及び出品点数は、年々減少傾向にあるが、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、各種団体や中学校・高等学校への呼び

掛けの強化を図り、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、周知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） 

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、市民が芸術

文化にふれる機会を増やし、市民の芸術文化活動を推進するため、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 

Ｈ30 2,968   190 2,778 

Ｒ元 3,343   190 3,153 

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、前年度等との比較） 

＜黒部川・水のコンサート＆フェスティバル＞ 

７月 28日に黒部川公園で開催した。（補助金1,200千円） 

年度 参加者 

Ｈ30 約 3,200名 

Ｒ元 約 5,800名 

※令和元年度は晴天により、参加者数が前年度と比較し約 2,600名増加した。 

 

＜黒部市芸術文化協会＞ 

６月１～２日にコラーレで第７回芸術文化祭を開催した。39団体、５個人会員、

総会員数482名。（補助金528千円） 

 

＜日本黒部学会＞ 

特別講演会の開催、研究誌の発行を行った。（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 14～16日に 10回目となる音楽祭を宇奈月温泉で開催した。 

（補助金1,300千円） 

年度 総観客数 演奏者数 演奏会場 

Ｈ30 5,500名 550名（63組） 18箇所 

Ｒ元 6,380名 602名（68組） 18箇所 

 

＜「ドイツ・レクイエム」スプリングコンサート2019＞ 

４月 21日に「ドイツ・レクイエム」スプリングコンサート 2019を開催した。黒

部で第九を歌う会 90名、ソリスト２名・室内楽６名出演。観客数 400名。（補助金

125千円） 

 

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） 

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

金交付による支援を行い、芸術の振興や文化の向上に寄与している。 

さらに、「ドイツ・レクイエム」スプリングコンサート 2019の開催支援を行い、

芸術・文化に親しむ機会の創出に努めた。 

課題・改善 

（具体的な改善内容を記載） 

団体の更なる自立と充実した事業が実施されるよう、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、黒部市芸術文化協会による芸術文化祭などの民間

の取組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 

Ｈ30 517    517 

Ｒ元 15    15 

趣  旨  等 

（本来の目標・目的・対象・意図） 

黒部峡谷をはじめ本市の豊かな自然等を題材として、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、本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、前年度等との比較） 

（１）応募期間：令和元年５月～12月末まで 

（２）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） 

（３）顕彰方法：賞状の送付 

年度 応募句数 応募人数 

Ｈ30 324句 281名 

Ｒ元 360句 309名 

 

 

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した。前年度に比べ応募点数、応募人数は増加

した。黒部峡谷鉄道の欅平駅や電気記念館、とちの湯などでの投句が増えており、

投句者の内77％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、地域のよさの発見・発信に繋がるようなＰＲ

方法について、更なる工夫が必要である。 

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もらえるよう、情報の発信やＰＲの推進に努めると

もに、入賞者の顕彰方法も検討しながら継続する。 
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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事業を推進する。 

 

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 

Ｈ30 700   700  

Ｒ元 760   760  

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、前年度等との比較） 

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。令和元年度は２地区（郷土芸能しばんば、下立獅子舞）における３名の

指導者を認定し、認定者は合計 116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×12団体＝360千円 

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年度から運用を開始した伝承芸能の指導者の認定制度は、他の自治

体ではあまり見受けられないものであり、本市独自の取組となっている。本制度に

よる認定の価値を高め、また維持できるよう努めている。 

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 

Ｈ30 590    590 

Ｒ元 4,599 358 4,053  188 

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、前年度等との比較） 

令和元年度は、文化財の調査として、ほ場整備事業による堂田遺跡（前沢地区）

の試掘・本発掘、道の駅建設事業に伴う北堀切遺跡（石田地区）の試掘を行った。 

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む必要がある。 

今後の方向 

（継続・拡充・縮小・廃止などを判断） 

事前に少しでも、ほ場整備等大規模開発の時期・規模等の情報収集を行い、全体

の把握に努める。 

また市内試掘については、速やかに調査できるよう努める。 
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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 

Ｈ30 13,998  2,057  11,941 

Ｒ元 7,690    7,690 

趣  旨  等 

（本来の目標・目的・対象・意図） 
富山県東部９市町村及び富山湾海域からなる「立山黒部ジオパーク」について、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。 

※ジオパーク 

  地球科学的な価値をもつ遺産をジオサイト（＝ジオパークの見どころとなる場所）

として保全し、教育やツーリズムに活用しながら、持続可能な開発を進める認定プロ

グラム 

実績・成果 

（数値を用いて具体的に、前年等との比較） 

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及び事務局を担当する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活動の推進支援を行った。 

・事務職員１名を立山黒部ジオパーク協会（以下、協会とする）に派遣するとともに、

協会が主導する保全部会及び保全計画の策定、日本ジオパーク大会大分大会の参加な

どで連携した。 

・地域内でのジオパークの活動を推進するため、ジオツアー商品開発を協会に委託する

とともに、エリア看板、解説看板を設置した。（新規２基、修繕１基） 

・黒部峡谷鉄道及び協会とともに、市内小学校を対象にトロッコ電車・ジオパーク体験

学習を行った（市内８校、児童361名参加）。 

・市内拠点施設となる吉田科学館や地域観光ギャラリー、歴史民俗資料館、公民館等と

密接な連携を図り、ジオパーク自然教室、市民カレッジ事業などでの活用に努めた。 

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として、既存のフィールドカードを協会と連携したカ

ードとして展開するため、その手法を企画し、新たなレイアウトデザイン、コンテン

ツを制作した（次年度に印刷）。 

・土日祝日、大型連休や夏休み期間中等延べ117日間において地域学芸員による解説ガ

イドを配置し、来場者に展示物を紹介した（ガイド配備中の来場者は約8,900人）。 

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） 
日本ジオパークの条件付き再認定の結果を受け、立山黒部ジオパーク協会と共に、ジ

オパーク事業の充実や可視化を考慮したハード整備を図った。 

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改良するとともに、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。 

次年度の再認定審査に向けて、ジオパーク全体としての中期的計画のもと、着実に事

業を推進し、ジオパーク全体として一体感を出す必要がある。 

併せて、市民へのジオパーク活動の浸透が求められる。 

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

クの支援をより一層強める。また、吉田科学館、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、ジオパーク教育、ジオサイトの

保護、地域振興など、再認定に向けて着実に事業を推進する。 
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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 

Ｈ30 2,708    2,708 

 Ｒ元 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、前年度等との比較） 

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ながら、多くの市民が参加しやすい

大会を目指した。平成27年度第10回記念大会より、初めてニュースポーツ「スティ

ックリング」競技を導入し、これまで継続的に実施してきたことで、世代や年齢を超

えて参加できる大会として定着してきた。令和元年度陸上競技（大運動会）はグラウ

ンドコンディション不良により、総合体育センターでの開催となったが、例年同様多

くの市民が参加し、新種目の実施など地域力の醸成を図ることができた。 

 

市民体育大会開催種目、種別数 

年度 種目数 

Ｈ30 15種目（17種別）スティックリング競技を継続開催 

Ｒ元 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） 

全地区から多くの市民が参加する大会並びに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することにより、地域振興やスポーツ推進に大きく寄与

している。 

また、陸上競技（大運動会）では、東京2020オリンピック大会やももクロライブ

開催にちなんだ新種目を導入し、幅広い年齢層が楽しんで参加できる大会となった。 

課題・改善 

（具体的な改善内容を記載） 

市民のスポーツニーズを把握し、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の検討を要する。 

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

広がりつつあることから、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） 

より多くの市民が参加できる大会となるよう、参加者がわかりやすく競技しやすい

ルールづくりを創意工夫しながら、引き続き開催していく。 
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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 

Ｈ30 1,721    1,721 

Ｒ元 1,721    1,721 

趣  旨  等 

（本来の目標・目的・対象・意図） 

住民に対してスポーツ実技の指導及びスポーツに関する指導・助言を行うことによ

り、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 52人） 

実績・成果 

（数値を用いて具体的に、前年度等との比較） 

 

＜教室・研修会開催数と参加人数＞ 

年度 Ｈ30 Ｒ元 

スポーツ教室 ４回 109人 ４回 136人 

出前教室 31回 450人 26回 390人 

全体研修会 ３回 84人 ３回 79人 

◆スポーツ教室 

・ニュースポーツの普及を目的に、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、各中学校区にて教室を開催したところ、多くの市民にニュー

スポーツを体験できる機会を提供できた。 

◆出前教室 

・各地区や企業の要望を受けて、小学生から高齢者まで幅広い年齢層を対象にニュ

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 

・県外で開催される研修会へも積極的に参加し、自己の活動に対して見直しを図る

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、市民体育大会におい

て運営協力を行った。 

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） 

「委員が企画から運営までを努める地区スポーツ教室の展開」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はじめ、

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、各地区よ

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

にも継続的かつ積極的な協力がなされており、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） 

引き続き、活動内容の評価が適切に行われるよう、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。また、委員の高齢化やなり手不足が懸念されており、新たな委員

の掘り起こし並びに対応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） 

活動内容・方法について、課題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 

Ｈ30 790    790 

Ｒ元 790    790 

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、前年度等との比較） 

総合型地域スポーツクラブは、「KUROBE スポーツファミリー」「ＫＵ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活動を展開している。 

 また、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 

  合   計 

年度 会員数 教室数 会員数 教室数 会員数 教室数 

Ｈ30 1,666人 44 89人 ４ 1,755人 48 

Ｒ元 1,633人 48 113人 ６ 1,746人 54 
 

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） 

教室内容が多種多様で充実しており、「市民ひとり１スポーツ」の推進に大いに貢

献している。また、アンケートを通じて、市民ニーズの把握に努め、教室の見直しを

図っている。 

課題・改善 

（具体的な改善内容を記載） 

引き続き、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、創意工夫した活動を展開していく必要がある。 

特に 30～50代の年代が参加できる取組が必要である。 

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ながら継続していく。 
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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並びに長寿命化を計画的に進め

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 

Ｈ30 84,640 33,000  8,400 43,240 

Ｒ元 14,029   11,000 3,029 

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、前年度等との比較） 

＜主な施設補修＞ 

○総合体育センター（13,183千円） 

 中央監視自動制御機器更新、プール外壁等補修、排煙設備更新外  

○宇奈月体育センター（289千円）･･･トイレ修繕、トレーニング器ワイヤー修繕 

○健康スポーツプラザ（ 33千円）･･･アーチェリー場壁面補修 

○錬成館       （165千円）･･･屋内消火栓ポンプ更新 

○学校開放体育施設 （359千円）･･･グラウンド照明等修繕 

 

＜社会体育施設及び学校開放利用者数（人）＞ 

年度 Ｈ30 Ｒ元 

総合体育センター 343,718 327,821 

宇奈月体育センター 8,200 8,031 

健康スポーツプラザ 9,766 8,818 

錬成館 13,420 13,602 

計 375,104 358,272 

学校開放 49,027 51,040 
 

点検・評価 

総合評価  Ａ（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） 

利用者が安心してスポーツに取り組むことができる環境づくりに努めるととも

に、安全で身近なスポーツ施設としての機能を果たすため、計画的な施設補修、保

守点検に取り組んだ。 

本市スポーツの拠点施設である総合体育センターについては、引き続き、国庫補

助を活用しながら、施設の長寿命化対策を図っていく。 

課題・改善 

（具体的な改善内容を記載） 

全般的に施設の老朽化が進んでおり、計画的な施設整備並びに施設の長寿命化対

策を行うことで、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） 

市民が安心してスポーツに取り組めるよう、施設毎の劣化度調査に基づきながら

環境整備を継続していく。 
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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や地区協会の活動を支援することで、クラブチ

ームとの連携・支援体制を強化し、富山県民体育大会での総合優勝もしくは上位を目

指すための各種競技力の向上を図る。 

・意欲ある中学生への支援策として、競技協会を主体としたクラブ創設を促し、部活

動以外の活動組織の拡大と競技力の向上を目指す。 

 

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 

Ｈ30 39,230   29,230 10,000 

Ｒ元 42,830   32,830 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）の活動を支援することにより、

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の実施に係る必要

な支援を行う。 

実績・成果 

（数値を用いて具体的に、前年度等との比較） 

＜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 Ｈ30 Ｒ元 

Ｖサマーリーグ 
東部大会 
２位/９チーム 

東部大会 
３位/12チーム 

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 

新型コロナウイルスの影響
で中止 

Ｖ１リーグ 
２勝18敗 
５位/東地区６チーム 

ｽﾀｰｶﾝﾌｧﾚﾝｽ １勝20敗 
６位/６チーム 
 
ﾁｬﾚﾝｼﾞ４ ２勝１敗 
２位/４チーム 
 
V.LEAGUE DIVISION1 WOMEN 
10位/12チーム 

大会参加の他、市民球団として、市主催行事の「黒部名水マラソン」の運営協力

や、バレーボール教室や各種イベントへの協力など、様々な地域貢献活動に積極的

に参加した。 

点検・評価 

総合評価  Ａ（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） 

昨シーズンからＶリーグDIVISION１へ昇格し、今シーズンも国内トップチームと

の激闘の末、リーグ残留を決定した。黒部大会では３試合で5,500人を超える観客

の観戦や、各種メディアへの出演など、本市のＰＲや地域活性化の一役を担った。 

課題・改善 

（具体的な改善内容を記載） 

ＶリーグDIVISION１で戦っていくためには、常に有力な人材確保と地域のバック

アップが必要であり、継続的な支援を図っていく必要がある。今後は、安定的な運

営のための組織力強化、幅広い地域貢献活動やＰＲ活動を積極的に行い、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 

Ｈ30 5,923    5,923 

Ｒ元 5,427    5,427 

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、前年度等との比較） 

＜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 Ｈ30 Ｒ元 

種別 人数 金額 人数 金額 

小学生 86人 1,455,746円 97人 1,247,632円 

中学生 67人 2,155,534円 78人 2,236,349円 

高校生 115人 652,000円 64人 348,000円 

一般 141人 898,000円 108人 834,000円 

合計 409人 5,161,280円 347人 4,665,981円 

※黒部市「小・中学生」スポーツ振興資金（全国大会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８千円、ブロック大会４千円となっ

ている（北信越国体５千円、国民体育大会10千円）。 

 

＜富山県民体育大会出場激励費＞             （監督等引率含） 

年度 Ｈ30 Ｒ元 

種別 人数 金額 人数 金額 

２部一般 374人 374,000円 388人 388,000円 

２部中学 227人 227,000円 211人 211,000円 

３部 155人 155,000円 162人 162,000円 

合計 756人 756,000円 761人 761,000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、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３位と前年度より順位が上がり健闘

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 

Ｈ30 709    709 

Ｒ元 1,009    1,009 

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、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、前年度等との比較） 

１ 富山県民体育大会 534千円 

２部（郡市対抗）成績 

年度 Ｈ30 Ｒ元 

２部一般 ４位 390人 ３位 391人 

２部中学 ９位 230人 ９位 212人 

 

２ 富山県駅伝競走大会 175千円 

成績 

年度 Ｈ30 Ｒ元 

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。 

 

３ 新規ジュニアスポーツクラブ活動補助金 300千円【Ｒ元新規】 

創設クラブ 

年度 Ｈ30 Ｒ元 

新規クラブ － 
４クラブ 

（柔道、陸上、バドミントン、

ソフトテニス） 

 

 

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） 

２部一般においては、常に上位の成績を収めており、一定程度の選手強化・補助

の効果が現れている。 

富山県駅伝競走大会は、令和元年度をもって廃止となったため、今後は新たな選

手育成・強化策が必要である。 

課題・改善 

（具体的な改善内容を記載） 

富山県民体育大会中学の部は、毎年、中位から下位に位置することが多いため、

学校と協力し、中学全体の競技力向上が必要である。また、今後はクラブチーム等

を活用した練習や指導体制の充実を図るなどの選手育成・強化策が必要である。 

今後の方向 

（継続・拡充・縮小・廃止などを判断） 

令和元年度から、よりスポーツに取り組んでいきたい中学生を対象に、競技協会

を中心とした新規スポーツクラブ創設を促す補助金制度を新設しており、引き続き

本制度を活用し、競技力の向上を図っていく。 
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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、東京 2020オリンピック・パラリンピック事前キャンプ誘致(バ

レーボール・アーチェリー競技)や機運醸成活動の再開、及び優秀スポーツクラブ

への支援をはじめ、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 

Ｈ30 20,000   20,000  

Ｒ元 20,000   20,000  

趣  旨  等 

（本来の目標・目的・対象・意図） 

大会を通じてランナー及び観客に黒部市の素晴らしさをＰＲするとともに、本市

との交流の輪を広げ、大会を通じて地域の活性化を図る。また、トップレベルの選

手を招くことにより、競技ランナーは更なる強化につなげてもらう。一般ランナー

は、スポーツに対する興味・関心を高めてもらい、健康・体力づくりの意識付けに

つなげていく。 

実績・成果 

（数値を用いて具体的に、前年度等との比較） 

国内外から１万人を超えるランナーのエントリーがあった。第 36 回大会は大変

な猛暑となったが、沿線住民や給水所での黒部の名水を活用したおもてなしによ

り、国内最大級のランニングサイト「ランネット」において、高い評価を得ている。 

 

【種目】 

①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）、⑥車いす（一般） 

エントリー数（人） 

開催年度 市内 県内 県外 合計 ゲスト 

Ｈ30 1,994 3,627 4,970 10,591 ３ 

Ｒ元 1,926 3,759 4,705 10,390 ４ 
 

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） 

国内外から１万人を超えるランナーが参加し、大会を通じ、本市を大きくＰＲで

きた。 

大会は地区体協や各種関係団体、一般ボランティア等約 2,800人が運営協力して

おり、地域が一体となった大会運営となった。 

また、ランナーのコミュニティサイトである「ランネット」では、マラソン７千

人以上の大会で全国第１位という高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） 

次回大会も、引き続きエントリー１万人を目標とする。第 36 回大会の反省点を

踏まえ、駐車場や競技役員・ボランティアの確保、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リーグ DIVISION１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 

Ｈ30 －     

Ｒ元 －     

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参戦しているＶリーグ DIVISION１黒部大会

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、市民が一体となって地元クラブチ

ームを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、前年度等との比較） 

観客数 

開催年度 Ｈ30 Ｒ元 

開催回数 

黒部大会６回／ 

ホームゲーム６回 
【内訳】総合体育センター４回 

    ＹＫＫ吉田体育館２回 

黒部大会３回／ 

ホームゲーム４回 
【内訳】 総合体育センター３回 

（参考） 砺波市西部体育館１回 

観客数 
11,860人 

（平均1,976人） 

5,570人 

（平均1,857人） 
（参考）砺波大会1,250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） 

国内トップチームが所属するＶリーグDIVISION１の観戦に、市民はもとより、全

国各地から多くの観客が本市試合会場へ訪れた。 

また、会場では、スポーツＤＪによる実況やチアリーディングによる応援、ファ

ン参加型イベントの開催など、来場者に試合時間だけでなく、会場滞在中も楽しん

でいただく演出に工夫を凝らし、新聞報道やＴＶ中継など、数多くのメディアに取

り上げられた。 

課題・改善 

（具体的な改善内容を記載） 

これまで以上にファンや地元から愛される「おらがまちのバレーボールチーム」

となるため、来場者が楽しみ、そして、応援したくなる仕掛けと大会運営について

創意工夫し、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） 

引き続き、運営面において支援を図っていく。 
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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 

Ｈ30 2,780    2,780 

Ｒ元 5,666    5,666 

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

リー競技の事前キャンプ誘致を推進し、本市の認知度向上や交流人口の拡大、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、前年度等との比較） 

バレーボール競技については、令和元年９月 10 日～12 日に、ワールドカップ 2019

に出場するアメリカ女子代表（24 人）の事前キャンプを受け入れ、市内中学生との交

流（300人）や公開練習を実施した。前年度に引き続き、国際チームのキャンプを受け

入れ、経験の蓄積と運営面での課題収集を図った。 

アーチェリー競技については、令和元年７月 20 日～27 日に、韓国体育大学校（17

人）のキャンプを受け入れ、運営や設備面における課題調査を行った。また、インド

代表の事前キャンプ誘致に向けて事前協議を３回行い、令和元年10月にはインド政府

関係者等が現地視察に訪れ、直前キャンプ実施及び市民交流について覚書を交わし、

12月にはインド代表のキャンプ地として内閣府のホストタウンに登録された。 

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） 

キャンプ受け入れにあたり、台風の影響による臨機応変な対応や各協会との連携な

ど、運営面で多くの経験と実績を蓄積することができた。また、キャンプ中は多くの

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。 

国際チームの招聘における、食事面については、前年度のバレーボール競技・ケニ

ア女子代表での経験を活かし、受け入れ国の趣向に合わせた食事を提供し、一定程度

の評価を得ることができた。 

アーチェリー競技・インド代表との直前キャンプ等の実施に向けた覚書締結及びホ

ストタウン登録は、オリンピックに向けた機運の醸成とオリンピックレガシー実現へ

の第一歩となった。 

課題・改善 

（具体的な改善内容を記載） 

キャンプ受け入れにあたり、これまでの経験を活かしながら、食事面やコミュニケ

ーション面、練習環境整備など、インド並びに受入関係者との連携を密にした対応を

引き続き行っていく。 

また、インド代表受け入れ時には新型コロナウイルス対策の徹底を図る必要がある。 

今後の方向 

（継続・拡充・縮小・廃止などを判断） 

インド代表の事前キャンプ成功を目標に、引き続き、市民交流イベントの継続によ

る機運醸成や設備面での改善を進めていく。 
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施策の分野 ⑩健やかな子どもの育成とスポーツの充実 

方針・目標 

・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。 

・子どもたちのスポーツクラブ、運動部、スポーツ少年団及びクラブチームの活動

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。 

 

個 別 事 業 名 （１）幼児期の体力づくり事業・ちびっ子・わんぱく教室事業 

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 

Ｈ30 1,145   355 790 

Ｒ元 1,145   355 790 

趣  旨  等 

（本来の目標・目的・対象・意図） 

幼児期から身体を動かす楽しさを感じることで自発的な運動習慣を身に付ける

とともに、小学生が多種目のスポーツを体験し、楽しむことで、将来に渡り、ス

ポーツに親しむ環境づくりを醸成する。 

実績・成果 

（数値を用いて具体的に、前年度等との比較） 

【幼児期の体力づくり事業】 

 運動指導 12回、運動あそび教室 34回（年長児(Ⅰ期・Ⅱ期)・年中児の計） 
 
幼児を対象とした「幼児期の体力づくり事業」では、市内保育所・幼稚園の児

童を対象に 256人（H30：271人）の児童を対象に運動指導を行った。また、総合

体育センターにおいて運動あそび教室を実施し、90人（H30：112名）が参加した。 

 

【ちびっこ・わんぱくスポーツ教室】 

 教室 １時間×10回 
 
 小学生を対象とした「ちびっこ・わんぱくスポーツ教室」では、計 21種目（マ

ット運動、サッカー、陸上、水泳、ソフトバレー、ビーチボール、ティーボール、

バドミントン、アーチェリー、フラダンス、よさこい等）の教室を行い、398人（H30： 

414人）が参加した。 

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） 

「幼児期の体力づくり事業」では、４歳児・５歳児 616人の内 256人：41.5％

（H30：596人の内 271人：45.5％）が指導を受けた。 

「ちびっこ・わんぱくスポーツ教室」では、児童 2,090 人の内 398人：19.0％

（H30： 2,121人の内 414人：19.5％）が受講した。また、スポーツ少年団の加

入率 35.6％をあわせると、計 54.6％（H30：35.5％ 計 55.0％）の児童がスポー

ツに関わることができた。 

課題・改善 

（具体的な改善内容を記載） 

引き続き、運動・スポーツに関わる幼児・児童の割合がさらに増えるよう、内

容の工夫や参加しやすい環境づくり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） 

 幼少期から様々な運動を経験し、「楽しかった」という記憶が健やかな子どもの

育成につながる。また、スポーツ推進、ひいては市民ひとり１スポーツの実現と競

技力向上の入り口となることから、内容の改善を進めつつ、今後も継続して実施

する。 
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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（令和元年度分） 

 

黒部市立桜井小学校 

前校長 大 坂 正 也 

令和２年度教育委員会の点検・評価報告書（令和元年度分）を拝読させていただきました。令和元年度

黒部市教育の方針に基づき、各分野で多くの事業が綿密な計画のもとに実施され、大きな成果を上げられ

ていることに対し敬意を表します。僭越ではありますが、これまでの教職経験をもとに意見を述べさせて

いただきます。 

 

１ 心身ともに健康で学ぶ意欲を育てる学校教育 

 昨年度のいじめ件数並びに不登校児童・生徒数が公表されましたが、県内において、いずれも過去最多

になったと報道されました。いじめに関しては、「いじめの認知件数」が増えたことが背景にあるようです

が、「ささいなものでも見逃さない積極的な姿勢」で対応するとともに、保護者や地域の皆さんが安心して

子供を任せられる学校にしていくよう、いっそう心の教育が充実されることを願っています。 

子供たちが心身ともに健康で成長していくために、学校と市教委、関係機関との連携は欠かせません。

経験上、特に効果が見られた取組としては、中学校区ごとに開催した小中懇談会で、授業の進め方や学習

規律等を協議し、共通実践したことでした。９年間、子供たちが意識して学校生活を過ごすことで、身に

付くことも多いと考えられます。今、コロナ禍において新しい生活様式が求められる中、小学校区ごとに

幼・保・小において必要な生活習慣等も共通実践できることがあるのではないかと考えます。 

 

２ 確かな学力並びに国際化教育の充実 

 令和元年度も全国や県の平均正答率と比較すると、概ね良好な結果であったとの報告があり、安堵しま

した。この結果は、市内の小・中学校が各校のアクションプランのもと、日々の授業改善等に取り組まれ

た成果の賜物と感謝しています。また、確かな学力の育成には、居場所のある学級づくりや児童・生徒と

教職員の信頼関係づくり等、生徒指導面の影響も大きいと考えられます。今後も学力という側面だけでな

く、一人一人の子供を大切にした授業ができるように市教委の支援をお願いします。 

 国際化教育に関しては、平成 30年度県校長研修会において、「黒部市国際化教育の取組」と題して紹介

させていただきました。平成 18年から「英会話科特区」として、平成 21年度から「教育課程特例校」と

して長期間にわたり英会話科の充実に努めてこられました。ネイティブスピーカーから直接学び、楽しく

英語に親しむ児童・生徒の姿を参観していると、黒部市の子供たちは幸せだと感じます。教科化にともな

い、英語教育に力を入れている他市町があると聞いています。情報交換したり、専門家を招いて研修した

りすることで、改善・充実を図ることが大切だと思います。また、学んだ英語を生かせる場として、英語

サマーキャンプや姉妹都市交流研修事業の充実を願っています。 
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３ 特別支援教育（特別支援教育支援員事業） 

 児童・生徒数が減少傾向にあるにもかかわらず、特別な支援を必要とする児童・生徒は増加傾向にあり

ます。中には離席するだけでなく、感情のコントロールができず、教室を飛び出すケースがありました。

また、級友とうまく関われず、孤立してしまうこともありました。支援員が寄り添ったり、個別に指導し

たりすることで、落ち着いて取り組めたという効果が多々見られました。過去には、校区に不審者情報が

入り、校内放送をしたところ、管理職の指示を待たずに、互いに声をかけ合い、校舎１階の鍵を閉めて回

っていただいたこともありました。支援員の配置は、児童・生徒の学習支援だけでなく、学校運営上、安

全面、教員の負担軽減にもつながっています。課題・改善に「支援員の時間数が不足している学校と余裕

のある学校がある」とのことですが、例えば、学期ごとに実態調査を行い、適切な人員配置をして、有効

活用していただきたいと思います。限られた予算ではありますが、今後ともこの事業の継続・拡充をお願

いします。 

 

４ 安全・教育環境の整備 

 本年度より中学校が統合され、新たに清明中学校と明峰中学校が開校しました。令和元年度はその準備

の最終年度であり、市教委も大変な一年であったと思います。愛本地区の児童・生徒がスクールバスで登

校する姿をよく見ます。遠距離通学対策にも配慮いただいていることに感謝しています。また、本年度は

明峰中学校の部活動指導を通して学校生活を拝見していますが、宇奈月中と桜井中の生徒同士が融合して

いる姿を見ると、施設の安全面だけでなく、生徒同士の心の交流等、細部にわたり準備をしてこられたこ

とが分かります。 

 本年度は、新型コロナウイルス感染症防止策だけでなく、例年以上に熊やサル等、鳥獣被害対策が必要

になっています。市教委だけでなく、適切に関係部署・機関と連携し、子供たちが安全な学校生活を過ご

せるように支援をお願いします。 

 

 終わりに、報告書を拝読していると、学校教育だけでなく、青少年育成、生涯学習、市民文化活動、ス

ポーツ振興等、多岐にわたり市民のための教育行政を担っていただいていることが分かりました。今後と

も、職員の皆さまには健康に留意していただき、ますますのご活躍をお祈りします。 
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教育委員会事務の点検・評価に関する意見（令和元年度分） 

 

黒部市教育振興協議会公募委員 木下 陽子   

令和２年度教育委員会の事務の点検、評価を拝読し、そして説明を受けました。学校教育のみならず地

域社会とも関わる事業や行事、将来を見据えた学びの場を用意され、各分野で努力されていることを知り

ました。思いつくままに記すこととします。 

 

○報告と評価について 

 「ＡＡ」と「Ａ」の評価が報告書に多くあり、過大評価の面はないかと思ったが、中程と後半には、「Ｂ」

評価があり、その問題をきちんと反省し提案が記されて実直さを感じた。 

 

○教師に希望すること 

①否定的な事、ネガティブな事は言わない。マイナス思考でそうすると、どうなるか考えさせる。 

②コツコツと地道に歩む事。勉強もスポーツも然りである。努力して得たものは、何人
なにびと

も盗むことは出

来ない。 

 

○友達との交流について 

中学生となって他の地域からの友達に出会い、人生の友となる事もあり、友達(相手)に尊敬をもって接

する事が大切である。生涯の友には損とか得とかだけの世界ではない。苦しい時には慰め励ましてもらう

事が多々あった。 

 

○自分の言葉で「いいね！」「Ｍｅ,ｔｏｏ！」など相手に伝える。 

反対意見であっても、まずは相手の意見を認めてから、自分の意見を言う。相手もカッカとせず納得す

る方向に行くと思う。 

 

○きつい言葉とおだやかな言葉 

“もちろん”“アタリマエや！”等強い言葉と思う。「そうだね！」「そのとおりだね！」など言葉を工夫

して使う。また丁寧すぎる言葉も日本語として聞きづらい事もある。何でも○オと○ゴをつければいいもの

ではない。 

 

○アイパッドが導入されつつある現在に 

物を知る世界の道具(ツール)から広い世界を知る。新しい世界を知る。 

世界は日々進歩していると自覚させる。イマジネーションを貯える。 

等々有効に活用してもらいたい。 
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○日常生活(家庭生活)において 

食事作り等もトライさせる。女性(母親)だけに食事を押しつけない。人間としての食育を学んでゆく、

考える。偏った食事になっていないか自覚させる。 

 

≪学校長にお願いしたいこと≫ 

近年はアンケートが実施されており、よい事だが、わが家の子が小学１年生から４年生の４年間に同じ

女性教師の担任であった。子供達は先生の特徴を知り『こうすると、こうなって先生は○○する』という

パターンを知っていた。 

その間に色々と感じていたことを思い出した。 

委員会では、各学校での担任制の件について、問題点がないか毎年調査してほしい。 

 

 

いつか読んだ小説家の石川達三氏の言葉の中で、印象深く思う言葉があります。 

 “教育とは、マイペースを与えることである。”との言葉です。 

 一人一人が花咲く人生を歩むために、学校で、家庭で育ってほしいです。 

 


