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黒部市総合振興計画審議会 第１回 第５部会（教育文化） 会議録

日 時 ： 平成２３年１１月２８日（月）１３：３５～１５：３０

場 所 ： 市役所黒部庁舎３０１会議室

出席者 ： 委員８名（欠席１名）、専門委員１名（欠席無し）

幹事３名、計画主任６名、事務局４名

【事務局】

定刻になりましたので、ただいまから黒部市総合振興計画審議会第１回第５部会を開催

いたします。

それでは、初めに、部会長よりごあいさつをお願いいたします。

【部会長】

皆さん、ご苦労さまです。

それでは、黒部総合振興計画審議会の第１回目の会合となります第５部会の開催に当た

り、一言ごあいさつさせていただきます。

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

大変感謝を申し上げます。

去る１０月３１日に開催されました第１回の審議会全体会におきまして、市長から後期

振興計画策定に至る諮問を受けまして、基本方針やスケジュール等について説明を受けた

ところであります。以来約１カ月経過しておりますけれども、この間、市のほうではそれ

らの基本計画、基本方針に基づき、平成２０年度から前期基本計画における事業の実施状

況の確認や主な指標の達成状況の確認、市民アンケートの結果の内容把握など、今後、後

期基本計画をどのように見直していくか検討されているところであります。

また、２１日から２９日にかけまして、総合振興計画後期基本計画策定をテーマに市長

のタウンミーティングも開催されております。委員の皆様の中にも参加された方もあると

思いますが、市民の皆さんの声を反映させていくということが大変大きなことであります。

我々審議会委員としても、市の職員の皆さんと一緒になって知恵を絞り、積極的に議論を

していかなければならないと考えているところであります。
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本日は、事前に事務局から資料をいただいていますが、当第５分科会に該当する現状の

課題や市民の声を中心に協議していきたいというふうに思っております。委員の皆様には、

日ごろ感じておられることや今後黒部市がどうあるべきか考えておられることなどを活発

な議論を賜りますよう重ねてお願いを申し上げます。

開催に当たり、一言ごあいさつとさせていただきます。どうかよろしくお願いいたしま

す。

【事務局】

どうもありがとうございました。

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

が会議の運営に当たるということになっておりますので、これからの進行を部会長さんに

お願いしたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。

【部会長】

それでは、条例に従いまして座長をさせていただきます。よろしくお願いいたします。

議事に入る前に確認をさせていただきますが、本日は現状の課題、施策の内容等につい

て事前に送付されました市民アンケートの結果や目標指数に対する実績、主な重点事業の

進捗状況など、事務局からの報告事項の説明や社会情勢の変化などに伴うテーマなどに各

分野からご活躍されている委員の皆様それぞれの視点からご意見やふだん感じておられる

ことなど、ご意見をいただきたいと思っております。

それでは、早速議事の次第に基づきながら議事を進めていきたいと思いますので、よろ

しくお願いいたします。

まず、報告事項について事務局から説明をお願いいたします。

（ 説 明 ）

【部会長】

ただいま、報告事項がありましたが、何かご質問等はありませんでしょうか。報告事項

についてご質問は大丈夫でしょうか。委員の皆さん、よろしいでしょうか。よろしいです

か。質問事項がなければ、以上で報告事項は終わらせていただきたいと思うんですが、よ
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ろしいでしょうか。

ないようですので、次に、協議事項に入りたいというふうに思います。

事務局から説明をお願いいたします。

【事務局】

まず、協議事項でございます。

恐れ入りますが、さきにお配りしました黒部市総合振興計画、この冊子のものをまずご

らんいただきたいと思います。

協議に入る前に、確認も含めて、まず、基本構想と基本計画について簡単に説明させて

いただきますが、まず最初に、この冊子の最初のほうを開いていただきまして、まず最初

に市長のあいさつ、黒部平野が載った写真と市長のあいさつがございます。その次、目次

が約３ページにわたってありますが、目次の次にあります右どなりのほうにページが書い

てございませんが、第１部、総論ということで大きく丸で囲って、その中に第１章から第

５章まで、序論から黒部市の課題までというものがございます。これは策定に当たっての

総論の部分でございます。これが１９ページまで続いてございますが、１９ページの次を

お開きいただきたいと思います。

次は、ここにもページがございませんが、青く大きな丸の中に第２部、基本構想とござ

います。第１章の目指すべき将来像から第５章の重点プロジェクト、前回、第１回のとき

にもお示ししましたが、これは平成１９年９月に議会で議決をいただいているものでござ

います。基本構想がページでいいますと４９ページまでにわたっておりますが、これは今

回の見直しの対象ではございません。これは基本構想というもので議決いただいているも

のですから、見直しの対象ではないということでございます。

その４９ページの次を、１枚めくっていただきたいと思います。

第３部、前期基本計画というところがございます。ここには第１章、自然と共生し、水

と緑の文化を創造するまちづくりから第６章の市民と行政が一体となったまちづくりとい

うことで、ここのページ以降が今回見直していただくということになります。この前期基

本計画を見直すということになるわけでございます。

そこで、当部会は第５章の個性と創造性を伸ばし、豊かな心をはぐくむまちづくりが所

管でありますので、恐れ入りますが、１２１ページの次を見ていただきたいと思います。

ここにはピンク色で第５章、個性と創造性を伸ばし、豊かな心をはぐくむまちづくりと
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いうことで、ここからが当部会の協議していただくところになります。ここでは施策３９

のうち、そこにもありますように、５―１の家庭教育の充実から５―６、国際化への対応

ということで６つの施策がございます。この６つの施策につきまして、この後１２４ペー

ジからページを順に追って、そちらにございます現況と課題、市民の声、そういったこと

につきまして日ごろ皆様の精通した分野のほうからのご意見ですとか、日ごろ感じておら

れること、そういうようなことにつきまして、ここに書いてある現況と課題、市民の声の

内容について見直していっていただくということで、文言、細かいものを一々直すのは大

変でございますので要素的なことをおっしゃっていただくとか、意見を言っていただけれ

ばというふうに思っております。

本来ですと、市の内部でも作業を進めておりますが、そういった素案を提示して皆さん

にご意見をいただくという方法もございますが、皆様のご意見をいただいた後に第２回の

部会のほうで皆様のご意見を盛り込んだ上で素案とした形で提示させていただいて、次回

ご確認、ご意見をいただくというような形で進めさせていただきたいと思いますので、よ

ろしくお願いしたいと思います。

協議方法につきましては、以上でございます。

【部会長】

それでは、今の第５分科会の第５章につきまして順を追って話を進めていきたいという

ふうに思いますので、まずは１２４ページの家庭教育の充実の現状と課題、続いて、施策

の内容、市民の声といろいろあるんですけれども、皆さん、何かご意見ありますでしょう

か。

【Ｇ委員】

１つお願いします。この総括、ですけれども、達成状況の数字を見ますと、家庭教育講

座の参加延べ人数などの指標を見ますと、実績で進捗状況にバツがついておるわけですが、

バツは進展していないものという説明書きがあります。こういう状況になっておる要因を

どういうふうに分析しておられるか、ちょっとご確認したいと思います。

【事務局】

確認させてもらってよろしいですか。このバツの要因ということで。
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【Ｇ委員】

はい。原因。

【事務局】

家庭教育講座の参加延べ人数は、平成２０年度と２１年度はバツですが、２２年度はま

るになっています。当部会の所管するところでは、コラーレの利用者数がまずバツという

ことになっております。それと、もう一つ、国際交流団体数がバツ、この２つがバツとい

う結果となっておりますが、まず、１つ目のコラーレの利用者数のバツでございます。コ

ラーレのほうでは、財団のほうで自主事業ですとか、いろんな企画、アイデアなどを出し

ながら利用者数の増を図ろうということでいろいろと計画し、努力しておるわけでござい

ますが、平成２２年度の場合ですと利用者数が減ったという結果となっております。です

ので、この指標につきましては、その年その年によって企画の当たり外れみたいな格好で

結果としてそれがあらわれてくるという状況もございます。

あと、国際交流団体でございますが、これもバツということで、今現在、団体が２４団

体あるわけでして、これにつきましては、国際交流団体を増やすための特別な活動までに

は至らなかった関係もございまして、結果としましては当時２４の団体からまだ変わって

いない状況、ただし、途中１団体増えたんですが、１団体減って２４という結果になって

おります。これはもう少し国際交流団体に加わっていただける団体の加入促進をする必要

があるもの思っております。

以上です。

【Ｇ委員】

ありがとうございます。

【部会長】

ほかにありますか。

Ｆ委員、どうぞ。

【Ｆ委員】
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今ほど、何か、コラーレの利用者数について質問がございましたけど、コラーレさんも

大変頑張っておられるんですね。ただ、私も、○○の副会長という立場で、芸文関係、私

も趣味でちょっと書道をやっていますけど、全体的に、私、思うんですけど、黒部市の方々

といいましょうか、ちょっとそういう芸術関係といいましょうか、そういうものにはちょ

っと疎いんじゃないかな。正直言いまして、展覧会をしましても来られる方は大変少ない

です。

ということは、コラーレさんも今映画や何かをやって、今「ＲＡＩＬＷＡＹＳ」ですか、

たくさん来て、見ておられる。本来は２日間の予定が、２日間でも３回上映されて、たく

さん来ておられるみたいですからね。そういうふうに、ある程度一生懸命やっておられる

ことで、私、コラーレの現場の方々というのは大変いろんなふうにして企画されて頑張っ

ておられるなと思います。ただ、さっき言いましたように、そういう芸術関係といいまし

ょうか、文化関係に対して市民の感覚がちょっと疎いのではないかなと。

ですから、もっとこれをどうするかということですね。どう発信して、皆さんに来てい

ただけるかということと、子供たちの教育にも私は関係すると思っていて、子供たちが、

私自身が今私のうちの近くで花を植えているんですけど、子供たちに学校から帰ってくる

とお帰りなさいとか、ご苦労さんと言うと、返事していく子と黙っていく子とね。今、大

人が声をかけちゃだめらしいですね、子供には。ＰＴＡ会議でいわれていると、そういう

ことらしいですね。よそで知っていても声をかけちゃだめなんだという、この風潮が私ら

の年齢からすればほんとうに悲しいといいましょうか、私も７０歳でございますから、私

らの年代はそういうことはなかったと。この状況を何かやっぱり我々大人が何か改革して

いくといいましょうか、それをしないと、私、ちょっと根本的にそれをやらないとだめじ

ゃないかなと、このように思いますね。対策を。だから、要するに、市のほうでもいろん

なふうに考えておられると思うんですけど、何かもっとそういう文化活動に大人も子供も

入っていくような状態をつくっていただきたいと、このように思います。

【部会長】

事務局のほうで何か話がありましたら。今の話に関連してじゃないですけど、例えばコ

ラーレで行われる文化、いろんな芸術的なものの展覧会に関してちょっと参加が少ないと

いうことなんですけれども、実際に美術館のそういう展示会の中の利用度というのはどう

なんですか。それと並行するような形になると思いますけれども、そうすれば、その差と
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いうのはわかってくるんじゃないかなというふうに思います。美術館では沢山来られるの

に、コラーレでは、もしそこで同じ展示会をしても来られないんだったら、何か別な意味

があるんじゃないかなということなんですが。

【事務局】

今、Ｇ委員さんのほうの質問から、講座の参加状況等々の話から指標に対する達成度に

ついての要因なり原因なりというふうな話であったかというふうに思います。その上でコ

ラーレの利用状況なり、芸術文化等の参加の状況でありますとか、取り組みの状況という

ふうに話が進んでいったかと思うのでありますが、実は本日、皆様のほうに提供いたしま

した指標については、整理、集約した結果ということで、客観的な数字データを達成して

いる、達成していないということでまずデータを整理したものをお渡しいたしました。そ

れで、次回になりますと、それを踏まえた、分析を踏まえた新たな、皆様が今ごらんにな

っております現在の振興計画のこのページの部分をそのデータ分析を踏まえた上でたたき

台の素案として次回ご提示することになります。その段階でなぜこういうふうな指標の達

成状況の原因でありますとか、要因でありますとかということがその作業の中で少し整理

されまして、これは担当課レベルの担当者レベルまで一たん落としまして、積み上げた上

でもう一度整理をしてご提示することになるわけでありますけれども、その分析作業とい

うのを現在進めておるという事情をご理解いただきたいと思うのでありますが、先ほどお

おむねの状況についてはここで報告させていただきましたが、具体的な分析につきまして

は、次回改めてそれを踏まえたものをたたき台として出すということでご理解いただきた

いというふうに思います。

【部会長】

今回は質問事項をこういう問題があると、問題提起ということで話を進めていけばよろ

しいんですね。

【事務局】

はい。こういう視点で物を見てはいかがかとか、今のようなご質問でも全くよろしいの

でありますが、それはお聞きした上でまた原課に返しまして、それを反映したものを次回

提示させていただくということでご了解いただきたいと思います。ご意見は自由にご発言
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いただいてもよろしいんですが、分析等々を進めておる状況のものもありますので、その

点についてよろしくお願いしたいと思います。

【部会長】

そういう形で進めさせていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。

【Ｆ委員】

先ほど美術館の話が出ましたけど、美術館の利用状況というのは私はもっと悪いんじゃ

ないかと思います。こう言ってはあれですけど、企画が私はもう一つじゃないかと思うん

ですね。私、よくいろんなところに見に行くんですけど、朝日町のふるさと美術館なんか

はやっぱり地元の人が要するに、私たちも、他の市町以外の方もまた見に行こうかなとい

う企画をやっていらっしゃるということで、そういう面でもやっぱり黒部の美術館の場合、

ちょっとその辺が、企画される方、先生方、担当の方々、もう少しやっぱり市民が、黒部

市の人が関係したような、それをやっぱり持ってくるべきじゃないでしょうか。だから、

今ふるさと美術館でやっています地元の方たちが、要するにそういった人たちが、棟方志

功さんとかかわりがあるという、そういう展覧会をやっていました。そうすると、見に行

くということで、そういうことで何か黒部の方々がかかわったというので、この前の戸出

さんが来られた展覧会なんかですと、皆さんが、私も行ってきましたけど、見に行かれる

と思います。全然違ったことをやっていますとなかなか足を運ばないという嫌いがあるん

じゃないでしょうか。意見として。

【部会長】

検討していただきたいと思います。

【事務局】

ご意見はもちろん承るのでありますが、この会議の進行上、５―１、５―２というふう

に順番に項目立てて、順序立てて進めていただければありがたいと思いますので、その点、

すみません、指標でいきなりページが飛んでしまったものですから、後ほどその場所に来

ればまたご意見をいただきますが、順番に進めていただければと思います。
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【部会長】

すみません、大変こちらも不慣れなものですから、進行にご協力いただければというふ

うに思います。

戻りまして、家庭教育の充実ということで現状と課題というのが今上がっているんです

けれども、これに対して今までの前期の計画の中でどうだったのかということを何かお話

しいただければというふうに思います。よろしいでしょうか。

私から１つよろしいでしょうか。私は石田地区にいるんですけれども、石田地区の中で

今、こども園じゃなくて、旧の白鷹幼稚園の跡地に入った学童保育、もう一つ別に新しい

施設を入れたんですけれども、県の補助事業で、何でしたっけ。名前が出てこないんです。

何かありましたよね。覚えていませんでしょうか。白鷹の跡地に学童が入ったじゃないで

すか。学童保育が入ったじゃないですか。それと並行して、１部屋を低学年の子供たちに

開放したじゃないですか。あれというのは少しずつ進展はしていると思うんですけれども、

まだまだ充実した使われ方をされていないと思うんですよ。一昨年から始まったんですけ

れども、何といいましたっけ。

【Ｂ委員】

あれは、私の思いだけど、私は直接かかわっておりませんが、やっぱりいろいろ、兼ね

合いがあるんですけど、世話する人、学校の関係者とか、地域の人とか、この辺の思いが

必ずしも１つにまとまっていないんですよ。思いが、多少そこら辺に、やることは悪くな

いという思いは一致しておるんですけど、具体的なことになるとちょっとそこら辺に一致

がないものだから、あれはいろいろと行政のほうでもご苦労なさって対応しておられます

が、ちょっと学校は学校の考え方をしているし、地域は地域でしているし、世話している

者は世話している者と。この辺がもう少しどうにかしないとあれはうまくいかないなと。

ほかのところはともかくとしまして、今石田の話が出ましたから思ったのが、だから、そ

こら辺は事業はまあ進んでいく。それをほんとうに、やっぱり一部で、要するに子を持つ

親御さん方がほんとうにどこまでどう考えておられるという部分が必ずしも、そのニーズ

の把握が、要するに学校を通じてやっておるのか、あるいはどうしてやっておるのか知ら

ないけれども、一部ではそういうことをやってくれるのは非常にいいことだからもっとも

っとやってという意見が出ている。片や一方では何か冷めたような感じで、ある程度学校

へ行ったと。ある程度のところになってくると、いやいや、忙しくて、そういうものは、
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やってもらわなくていいとかいうふうなこともありますので、そういうところは全体とい

うよりも石田地区でやっておられることに特化して言えば、やはりそこら辺のところをも

う少し話し合いなり何かをうまくやったら、今よりも私は進むと思っております。私も保

育所とかに、古くはかかわったことがあるわけですけど、今は全くノータッチですからあ

れですけど、第三者みたいに傍観はしておりますけれども、それはちょっとそういうふう

なことで、今後の課題として。

【部会長】

この家庭教育の充実については、なければ次の……。

【Ｃ委員】

家庭教育の充実について協議しておるわけですが、学校教育のことになるかもしれませ

んけれども、食育の支援ということで、参考までに学校での食育の取り組みについてちょ

っと話をいたしますと、ここに地産地消の意識が高まるようにとか、そういうことが書い

てありますが、学校では給食センターの指導もあって、給食のたびごとに今君たちが食べ

ておるこの何々は黒部のどこどこのものであるとか、そういうようなことを放送しており

ます。

それから、皆さん、ご存じだと思うんですけれども、つい最近も黒部ふれあい給食、そ

ういうのを各学校でもしております。ですから、これについてはさらにもっともっと進め

ていかれればいいんじゃないかなと思っております。

ただ、やっぱりこういうふうに市民の声から出てくるというのは、もしかしたらＰＲが

足りないのかなと思ったりするんですけれども、そういうような意見を持っております。

以上です。

【部会長】

ありがとうございます。

ほかにありますでしょうか。今、市民の声にもありますけれども、子供の安全な環境づ

くり、家庭教育に取り組む環境づくり、家庭教育に関する情報を多く出してほしいという

前回の意見なんですけれども、それについて何かありますでしょうか。

このページ、なければ次へ進んでよろしいでしょうか。
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続きまして、学校教育の充実ということで話を進めていきたいというふうに思いますが、

現状と課題、今ここに４つほど上がっております。主な施策の方針ということで、豊かな

人間性をはぐくむ家庭教育の充実のまちということで幾つか上がっておりますけれども、

市民の声としても、登下校時における交通安全の確保とかが上がっております。そういっ

たものについて意見がありましたら、よろしくお願いいたします。

【Ｉ専門委員】

よろしいでしょうか。専門委員ということで、○○で参加させていただいておりますの

で、これで発言しないと発言する箇所がないかと思いますのでお話しさせていただきます。

まずは、私、黒部の者ではありませんので、黒部市といいますと、やっぱり教育につい

ては国際理解教育というのが第一に来ると。英語特区のことについてもやっぱり黒部市だ

ったら自慢になるのではないかというふうに思っていますので、ぜひ大切にしていただき

たいなということを思っております。

そこにおられるＣ先生のところでも国際理解教育の発表をずっとしておられますので、

そういうものもやはり黒部市の教育を語る上ではなくてはならないものに最近はなってい

るのかなというふうに受け取っております。

ただ、英語特区について英会話科をやっておられますけれども、中学校で多分来年度か

ら苦しくなるのかなという思いが実はあります。何かといいますと、中学校はこれまで週

３時間の外国語だったんですが、来年度から４時間になるということで、それにさらに英

会話科が加わるというのは、かなりカリキュラムの上から苦しいのかなということをちょ

っと心配しますが、ただ、小学校も新しい学習指導要領になりまして、いわゆる外国語活

動は普通の学校では５、６年生しかやっていない。黒部市では１年生からやっておるとい

うあたりは、これは１つのかなり大きな黒部市としては目玉になっていくのかなというこ

とで、この点については自分でどうこう言うのも変かもしれませんけど、大切になさった

らどうかなというふうに思っております。

以上です。

【部会長】

ありがとうございました。

ほかにありますでしょうか。
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【Ｃ委員】

今ほどＩ先生のほうから黒部市は国際理解教育の推進を積極的にやっていくべきという

ご意見がありました。黒部市でも国際理解教育、その推進に向けて取り組んでおると思っ

ております。黒部市には帰国児童生徒教育研究会という組織がありまして、やっぱり帰国

児童生徒の指導にはどうしても国際理解教育を進めていかなければならないと。そういう

ことで、各学校とも国際理解教育というものには力を入れておるというふうに思っており

ます。

ただ、私、ここで残念なのは、この市民の皆さんの反応を見ますと、国際化への対応が

現状がわかりにくいとの意見があると。確かに国際理解教育を進めることと国際化への対

応というのは違うかもしれませんけれども、もしかしたら、やっぱり学校のほうでも学校

の国際理解教育への取り組み、あるいは国際化教育への取り組み、こういうもののＰＲが

足りないのかなと、そんなことを思いながら調査を見ておりました。

以上です。

【部会長】

今の発言でのちょっと補足ですけど、私もＰＴＡとして感じるのは、国際化という中で、

やっぱりその言葉だけが先行していて、実際、そういう方々、外国の方々との交流がやっ

ぱり少ないのではないかなというような気はします。やっぱり学校の中を見ていても、Ａ

ＬＴ、英語の先生が来られるんですけれども、その方たちだけということで、コラーレと

かで、例えば各国のいろんな交流会はしていますけれども、そういったところへ行かなけ

ればなかなか外国の人と会えない。もっと身近に会える場があっていいのかなと私は思う

んですけれども、そういう意味でも、身近にすると進み方が変わってくるのかなというふ

うな気はします。すみません、ＰＴＡとしての１つの意見です。

ほかにありますでしょうか。

【Ｇ委員】

１つ確認させていただきたい。中学校の英会話科と英語科の週の時間数はそれぞれどの

くらいでしょうか。そして、外国の方の助手とか国際交流員、その配置状況はどうなって

いるのか。お尋ねしたいと。
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【Ｃ委員】

小学校のほうですけれども、外国の方、ＡＬＴと言っております。それと、その外国の

方と担任とのつなぎ役、パイプをされる方をＪＡＴと言っております。それと、ホームル

ームティーチャー、ＨＲＴと言っていますけれども、大体、小学校では６年生から３年生

ぐらいまでは３人体制で行わせてもらっております。大変ありがたく思っております。ほ

かの市町なんかは大変うらやましがっております。１、２年生についてはＡＬＴと担任と

２人でやることが多いです。時々、ＪＡＴ、日本語教師になることがありますけれども、

ＪＡＴもやることがありますが、ほとんどＡＬＴと２人体制でやっております。

それから、中学校の英語の時間のことですけれども、先ほど、Ｉ先生が言われましたで

すけれども、現状では英語３時間と英会話１時間をやっておるんですが、来年度からは英

語４時間と英会話１時間、週ですね、というふうになるということであります。

【部会長】

よろしいでしょうか。

では、１つ、私から、市民の声にも上がっていますけれども、登下校時の子供の安全確

保についてなんですけれども、今、黒部市においては大きな道路の整備が進んでいます。

そこに絡んで、子供たちのスクールゾーン、通学路に絡む道路が幾つか出てきていると思

っています。そういうことに関して安全対策というのがすごく重要視されるんじゃないか

なと私は思っているんですけれども、一例で言うと、石田地区でいいますと、来年度、８

号線バイパスが北星ゴムのところの信号機のところまで開通する。あそこは小学校の子供

も通りますし、中学校の子供も通りますし、高校生、桜井高校へ行く子供、あるいは三日

市から魚津工業なんかへ行く子供たちが自転車通学します。そういったところに大きな道

が来るということはやっぱり大きな問題、交通量が極端に増えることによって事故の発生

率がすごく増えるんじゃないかなという心配をしています。今のコラーレの前の道、新幹

線道路が整備されたりしますと、当然、中央小学校の子供たちもそこを通ります。桜井中

学校へ行く子供たちもそこを横切ることになってきます。そういったときの安全対策とい

うのはやっぱり親としてはすごく心配になるところです。それからずっと延びていけば、

その次年度、２６年度ですか、８号バイパスが完成したときにも、大布施地区、中央小学

校等で交通量がすごく増えてくると思いますので、そういう増大に対する安全確保という
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のはすごい心配だと思っています。

以上です。

ほかにありますでしょうか。学校設備についてとか、学校の教育の内容について、また、

ほかにありましたら、あと、家庭教育との連携とかでありませんでしょうか。

【Ｄ委員】

学校教育、設備の充実で教員用のパソコンの配備、これは随時されていると思うんです

けど、今後そういったインフラの整備が終わった後の更新とか、そういった、だんだんＯ

Ｓが変わってくるところの対応というのはどういう形で見られているのか。

それと、子供たちが使うＰＣ環境というのが何か相当古いように聞いています。そうい

ったところの部分と家庭との、ほとんど家庭にもいろんな形でパソコンというのは家庭に

入り込んでいると。だんだんだんだん家庭のＯＳと学校のＯＳが合わないというような、

そういうところをちらっと聞く。今後そういう計画的なものというのはどういう形での、

こういったものをインフラ整備したらどんどんどんどん更新が必要になってきちゃうもの

ですから、そこの部分というのは時代に即した形でのインフラの整備というのは必要では

ないかなというふうに思います。

【部会長】

これは学校全体も含めてですね。

【Ｄ委員】

そうですね。

【事務局】

学校施設、特にパソコン関係のことを言われたんですけれども、パソコン関係につきま

しては、学校のパソコンを年次計画をもって更新するような計画を立てておるんですけれ

ども、その前にハブ関係というか、相当年数がたってきておりますので、一気にパンクす

るような状態もちらほら出始めておるということで、今年度から数年にわたってそういう

のも順次取りかえていくような予算要求を現在行っているところでございます。

それと、更新時期なんですけれども、学校のほうでも更新時期が来ているんですけれど
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も、使えるものはある程度使っていこうということで、本来なら廃棄していくべきものを

壊れるまで使っているというような状態も実際問題は出ているものですから、そういうの

もしっかり台数等も把握しながら更新計画を立てていきたいと考えております。

あと、学校全体の施設につきましても、相当老朽化が進んできている施設が多いんです

けれども、限られた予算の中で優先順位をつけながら、今まで以上に整備というか、改修

できるように取り組んでおります。

【部会長】

ありがとうございます。

以上でよろしいでしょうか。

【Ｃ委員】

学校教育内容の充実でそこに書いてあります、今後は少人数授業や特別支援教育など、

新たな課題への対応が求められていますとありますけれども、特別支援教育といいますの

は、昔のいわゆる特殊教育でありまして、今はそういうふうには言っておりませんけれど

も、特別支援教育と言っていますが、今、保護者の中では逆に特別支援教育、特別支援を

受けさせてもらいたいという保護者が大変多くなってきています。これはびっくりする現

象であります。昔だったら特殊教育って、特殊学級へ入りませんかと言ったら、ものすご

く、何を言うんだと、そんな感じだったですけれども、今では保護者のほうから特別支援

級に入れさせてくれとか、そういう声も非常に多くなってきておりまして、また、ここに

書いてありますように、対応をよろしくお願いしたいというふうに思っています。

【部会長】

それって支援学校に入れるんじゃなくて、普通学校での特別支援学級にしていただきた

いという。

【Ｃ委員】

はい。そういう声が非常に多くなってきています。ほんとうに多くなってきています。

【部会長】
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ほかにありますか。

なければ、次のページに進んでよろしいでしょうか。

青少年の健全育成についてというところに入っていきたいというふうに思います。現状

と課題、先ほど言いましたけど、市民の声がいろいろありますので、これについてまたご

質問、問題点がありましたら上げていただければというふうに思っています。

【Ｄ委員】

先ほどＦ委員がおっしゃった子供に声をかけたらだめだというのは、それは一時そうい

うことがあったと思いますけど、今は変わりつつ、最近では変わっていますよね、あいさ

つしましょうというふうな。学童、安全パトロールの人たちが、小学校だと迎えに来られ

る。そういったときの子供たちのあいさつとか、そういったことはやっているような気が、

少しまた変わってきていると思います。

【Ｆ委員】

先生、学校のほうではどういうふうに指導しておられるんですか。そういう皆さんがあ

いさつ運動とか、しましょうとかいう、そういうのはどういうふうに言っておられるの。

【Ｃ委員】

これはどこの学校もそうだと思うんですけれども、黒部市内の小学校、中学校ともあい

さつ運動には大変力を入れておると思っております。例えば市内にも青少年健全育成黒部

市民会議というのがありまして、そこでも強調週間を年に２回ですか、とって、各学校で

もそれを受けてやっておる部分もありますし、各学校でも児童会、あるいは生徒会が中心

になってあいさつ運動強調週間というものをつくって取り組んでおります。先生方のほう

でもともかくやっぱりあいさつはしっかりしなければ、そういうふうには言っております。

ただ、そういう反面、先ほど言われましたように、片方では知らない人に声をかけられた

ら反応しないようになどということも言っておるのも確かであります。ただ、その中で、

そういういろんな社会、地域の会合の中に行きますとこういう話もありましてですね。声

をかけたら無視されたと。でも、そのうちに何回かあいさつをしておれば地域の人だって

わかって声をかけてくれるかなと思ってやっていると、そういう話も地域の人から聞くこ

ともあります。そういうふうにして、そういうふうな対応をとっています。
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【Ｆ委員】

先生の言われたように、現状はそうですよ。やはり言って声をかける子と、私は思うん

ですよ。言って声をかける子というのは、おじいちゃん、おばあちゃんと一緒に住んでい

るんじゃないかなと。声が返ってこない子というのは、わりと要するに若いご夫婦の家庭

で育っている子じゃないかなと、そういう感覚を私は持っているんですけど、Ｄ委員さん

が言われたように、昔ほどではないかもしれない。２、３年前ほどではないかもしれませ

んね。要するにいろんな子供たちが誘拐されたと。我々としては平々凡々としたことだと

思うんですけれど、それでもやっぱり声をかけて、ああ、これはこちらのおじさんだなと

いうことがわかると思うんですけど、やっぱりお帰りなさいとか、こんにちはと言っても

返事が返ってこないということが少しあるので、それはやっぱり我々も子供たちにそうい

うふうに教えていかないといけないし、それから、日ごろ子供たちと一緒に帰ったときに

はこういうものだよ、ああいうものだよということでやっぱり教えていかなければいけな

いなと、このように思いますね。

【部会長】

ほんとうですね。私も、ＰＴＡとして○○小学校のＰＴＡをしているときによく老人ク

ラブの方とかに言われたんですけれども、防犯パトロールの服を着ているときはあいさつ

をしてくれるんですね。ただ、脱いでまちを歩いて声をかけたら、知らないおじさんにな

ってしまうんです。ということは、顔を見ていないんですね。顔を見てあいさつしていな

いんです。服を見てあいさつしているんですね。それがわからない人は声をかけない。か

けられても知らない顔をしてしまうという現状があります。だから、よくＰＴＡの方、皆

さんに言うんですけれども、近所の人たちの顔見知りをつくってほしい。そういう中で声

をかけられるような形をつくらないと難しいんじゃないかな。どうしても、先ほど言われ

たように、高齢の方がいない家族に関してはやっぱりそういうことが強いというふうに思

います。でも、近所の方を知らない子供たちが多いということです。実際、１つの小さな

町内にいても周りにどんな人がいるか知らない子供たちがたくさんいる。それがやっぱり

大きく影響している問題じゃないかなというふうに思っています。だから、さっき言った

ように、防犯パトロールの服を着ていると、あっ、地域の人なんだなと。パトロールの服

を着ているから地域の人なんだなということがわかる。だけど、それを脱いでしまったら
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だれかわからないという子供たちが多いというのも現状だというふうに思います。それを

地域で変えていかなきゃいけないというふうなことを思います。

【Ｇ委員】

あいさつ云々のことなんですが、私の田んぼの横に中学生の通学路があります。自転車

通学をしているんですが、私が下を向いて田んぼの仕事をしていますと、わざわざ私の目

線が合っていないのに上からあいさつをしてくれるんですね。かえって私のほうが恐縮し

ているというか、教えられているような、そういう場面も宇奈月中学生についてはありま

した。

【部会長】

私もいろいろ仕事上、黒部、入善、朝日を回っているんですけれども、例えば横断歩道

の手前で待っている子供たちをとめて渡してあげると、渡り切ってからちゃんと振り向い

てあいさつしてくれる地区の子供もいます。特に入善なんかは多いです。そういわれれば、

まだ黒部は少ないんですね。学校の先生たちにもそういうことをちゃんとお礼として、通

してもらったらお礼としてあいさつすることによって、この地域の子供たち、逆に守って

もらえるんじゃないかな。あいさつはやがて自分たちを守るためのあいさつに変わってい

くんじゃないかなということをたまに話したりするんですけれども、やっぱりそういう運

動って、子供たちにそういうことって逆に自分たちの身を守る大切なことになるので教え

ていかなきゃならないことなんじゃないかなと思います。そういうことが逆にあいさつに

もつながるんじゃないかなというふうに思います。だから、入善の子たちなんかを見てい

るとわりとそういうことをしっかりあいさつしてくれますね。すごく、だから、うれしく

て、子供たちがいると、とまって行かせてあげようという形になっていくということにつ

ながっていると思います。

【Ｉ専門委員】

あいさつの話を聞きながら、子供というのはやっぱり大人を映す鏡の部分が非常に多い

というふうに私は思っていますので、あいさつについてもやっぱり地域柄を子供たちが反

映しているのかなという点があります。学校のあいさつ運動というのは、やっぱり形をま

ず教えるということで、どうしても限界があります。自分も教員ですからやっていると、
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あいさつ運動をしている玄関ではみんなとても行儀がいいのに、廊下ですれ違ったらだれ

もあいさつしないというばかばかしいほどの話があるのが子供です。それでも、それをや

ることでいつか子供たちはあいさつの大切さ、気持ちよさを体感していって、大人になっ

たらあいさつをする人間になってくれないかなという願いを込めてやっているというのが

学校です。

【部会長】

ほかにありますでしょうか。

【Ｃ委員】

先日のタウンミーティングに参加しましたら、こういう話がありました。獅子舞の発表

会がコラーレであったと。あれは非常によかったと。あれをやっぱり毎年とは言わないけ

れども、２年に１遍とかやっていただきたいという話がありました。ところが、私、ここ

にも書いてありますが、伝統芸能継承活動というものですね。この前の小学生、中学生の

活動実践意見発表会である女の子が布施谷節を自分はやっているんだけれども、自分は東

布施の子供ではないんだと。違う地区の生徒なので、今だんだんやる者がいなくなってき

て、このままじゃそういう芸能活動がなくなっていくんじゃないかと、そういう発表をし

ておりましたけれども、やはりこのあたり、１つ課題だなというふうに思っております。

大布施地区では、獅子舞を子供たちが４年生から６年生まで秋のお祭りの発表に向けて

夏休みごろから活動すると、そういうのをやっておりますけれども、やはり今後、ここに

書いてあるように、そういう継承活動というのは課題になってくるのかなというふうに思

っております。

【部会長】

各地区、いろんなことを、お祭りがあって伝承活動、石田でもやっておるし、生地でも、

囃子の練習とか、たくさんやっておられると思うんですけれども、１つ気になるのは、こ

ういう伝承芸能を含めてなんですけれども、いろんなボランティア活動になかなか土日参

加できない子供たちが多い。どうしても野球とか、サッカーとか、そういうスポーツ活動

に出ている子たちが増えてきているというのと、逆に、少子化、子供たちが少なくなって、

そちらの活動に主に力が入ってしまっているので、なかなかそういうボランティア活動と
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か、例えば今ここに書いてありますけど、ボーイスカウトとか、いろんな水の少年団とか

という活動に参加できない、時間がない子供たちがたくさんいるんじゃないかなというふ

うに思うので、今は伝承をやっている時間というのは大概夜なんですね。夜７時半とかそ

ういう時間から祭りの時期に合わせて伝承活動をやっているんですけど、やっている地区

がほとんどなんですけれども、やっぱり土日にそういう少年団とかボーイスカウトに入れ

る子供たちがなかなか少ないというのがすごい大きな現状じゃないかなというふうに思う

んですけれども、うちの子もバレーボールをやっているんですけれども、それ以外のこと

は全くする時間がないもので、地域のさっき言った、夕方、地域の祭りのそういうものに

参加しますけれども、土日の活動には一切参加できないというのが大きな全体を進められ

ない１つの原因かなというふうに思うんですけれども、いかがでしょうか。

ほかにありますでしょうか。ないようでしたら、次のページへ進んでよろしいでしょう

か。

生涯学習の推進ということで提言が上がっておりますので、現状の課題、あります中で

いろいろまたありましたらよろしくお願いいたします。

【Ｈ委員】

市民の声で、みんなに好奇心を持ってもらえる生涯学習イベントを開催してほしいとい

うのが載っています。このアンケートを見てみますと、こういった文化関係に関する自由

回答というか、意見の欄が設けてあるようなんですけど、これに関しての意見が全くない

というか、少ないというようなことが、書いてあるんですけども、やっぱり地域性といい

ますか、そういった先ほどの獅子舞とか祭りに関する行事なんですけれども、やっぱりふ

だんからそういった地域性にそういった文化事業が意識されていないというか、培われて

いないというのか、やっぱりそういったことが大きな影響を落としているかなというふう

に思っております。もともと少ないといいますか、そういった意識がないのにアンケート

をとっても、やはり少ない意見というか、あまりそういった意見は出てこないと、なかな

か進まない話なので、それをどういうふうにして意見を多く持たせるように市として努め

ていくか、何か今考えておられるんでしょうか。

【部会長】

ニーズの掘り出しですよね。
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【事務局】

市のほうでは提言制度というものがありまして、随時市民の声を受ける、そういう仕組

みは一応持っております。いろいろな場面で市民の声を反映できるように、いろんな事業

を進める上でも気をつけていく必要があるというふうに思いますが、一応そういう仕組み

を持っておりますので、そういうご意見は伺うことがあります。

【部会長】

この生涯学習講座の中に児童体験活動や実施やリーダーの育成という形があるんですけ

れども、ＰＴＡのほうでも、例えば県Ｐ連、あるいはそういう中にありますし、児童クラ

ブの中にも指導者養成講座みたいなものもあるんですけれども、なかなか富山まで行かな

きゃならないとか、いろんな問題があってなかなか参加してもらえないと、しにくいとこ

ろが現状なんですけれども、そういったところを例えば市とか、そういういろんな施設で

直接対応をしてもらって、そういうリーダー養成をすることもある意味こういう生涯学習

を進めていく大事なことじゃないかなというふうに思うんですけれども、特に私に関して

は、子供たちのことに関していろんなクラブ活動とか、いろんな地域での活動の中でなか

なか親としてもどういうことを一緒にやっていけばいいのかと疑問視されるところもあり

ます。学校のイベントの中でも３世代交流というのがすごくあがっているんですけれども、

実際その３世代交流で何をしたらいいのかわからない人たちも多くて、常に毎回模索をし

ているという中で、こういう養成講座をやることによってもっともっとわかりやすいもの

がピックアップされてきて、事業の中に生かされてくるんじゃないかなというふうに思う

んですけれども、そういうことを考えていただければと思います。この部分からいうとそ

ういう話が出てくるんじゃないかなとＰＴＡとしては思っています。身近でそういう養成

講座があると参加しやすいのかなと。

【Ｈ委員】

広報のあり方ですけれども、こういった生涯学習というのは月々ごとに新しい事業を行

っているところがあるので、ぜひ広報にもうちょっとスペースを設けてほしいといいます

か、何か中央公民館の話を聞きますと、年度当初にどんと載せて、あとは見ていただく機

会がないということで、広く市民の方に行事といいますか、これからやる行事についてそ
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ういったＰＲができないというようなことを聞きますので、ぜひ広報についてもちょっと

考えていただきたいなと思っています。

【部会長】

課題の整理というところに図書館の建設とか、施設とか、サービスの充実などがあるん

ですけれども、そういった方面でも何かありますでしょうか。

【Ｆ委員】

生涯学習ということになりますと、私は今芸術文化振興協会、芸文協のほうも一緒にや

っているんですけど、これが直結していくんじゃなかろうかと思うんだけど、一時は最初

のころに芸文協に入られた方は１，２００～１,３００人おられたんですけど、今はちょっ

と少なくなりまして７００人ぐらいでしょうか。そういう方がちょっと減ってきたといい

ましょうか、ということで、本来は、私、そんな、お互いに入っていただいて、お互いに

芸術文化といいましょうか、お互いに勉強するといいましょうか、それに入ってきていた

だきたいと思うんだけど、なかなか難しい面もございまして、旧宇奈月町との絡みもござ

いますので、市制が入ってから６年たちますからそろそろお互いに１つになったほうがい

いのではないかなという気持ちもするんですけど、その辺でそういう生涯学習に携わって

おられるとわりと元気だというふうに感じるわけですし、それが私たちもやっぱりもっと

もっと、役をしている者は積極的にやっぱりいろいろなところへ行ってＰＲをしたり、お

互いに助け合っていくような環境づくりをしなきゃならないというふうに考えています。

そういうことで、市のほうにもひとつまたいろいろと助成をよろしくお願いいたします。

以上でございます。

【部会長】

よろしいでしょうか。次へ進んでもよろしいでしょうか。

文化・スポーツの振興についてですけれども、今、芸術文化の振興、先ほどの話もあり

ましたけれども、引き続きになるかもしれませんけれども、現状と課題、いろいろ上がっ

ております。またご意見をよろしくお願いいたします。

【Ｇ委員】
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美術館では、年に２回ほど、春と秋の特別展ですか、行くんですけど、そこで子供を遊

ばせておられる親子の風景がよくグラウンドで見るんですけど、結構来ておられるなと思

って美術館へ入るとだれもおられないんですね。やっぱりそういった立地条件もあるのか

なと思うんですけれども、やっぱりＰＲも足りないなと。さっきの広報のほうにも該当す

るかもしれませんけれども、やっぱりＰＲが足りないといいますか、意識がないのかなと

いう感じを受けるときもあるんですけど、その点、考えてほしいなという気が。美術館が

ありながらあまり知られていないという感じを受けるんですけど。

【事務局】

利用状況についてはそれが多いか少ないかという話はちょっと抜きにしまして、ＰＲ活

動、広報活動につきましては、美術館のイベントがあるごとに美術館としてのＰＲをやっ

ていると思います。広報に載せる場合も努めて美術館のほうから情報ということで広報に

掲載してくれということで上がってきますので、基本的にはタイムリーに載せておるとい

う状況です。

【Ｆ委員】

先ほど話してしまいましたけど、本来はここのところで私がご意見を申し上げなきゃな

らないと。今気がついたんですけど、言われるように、美術館のほうの、今事務局から話

がありましたが、美術館の広報は入っております。私もよく見ています。私も行ったりし

ますけど、ただ、要するに入館者がいない。おられないといいますか、私も何遍か年に行

きますけど、正直言って、ぱらぱらぱらっと。１人おられるか、２人おられるか。会館の

方だけが座っておられるという格好ですね。前から私たちも芸文協としてはいろいろとお

願いしておるんですけど、あそこにやっぱりお茶１杯飲むところがないですね。あの施設

で前の関係者の方といろいろと話しておったんですけど、ここにお茶を飲むところが１つ

あったらいいですねと。展覧会を見に来る人というのはわりと、見たらコーヒーでも１杯

飲んでいこうかなと、そういう気持ちで来られると。それが、来たら、さっと一回りする

と１０分間で終わるという格好でありますとやっぱり次は行きたくないんですよ。ですか

ら、一遍見て回ったら１杯お茶を飲んで、コーヒーでも飲んで、またもう一遍見ると。そ

れが何か、もう一遍あの作品を見てみたいなとか、ああ、あれはどうだったのかなという、

そこでお茶を飲みながら思い返してということが起きるわけですね。それができないと私
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は思うんですね。美術館のほうも今看板をかけて、ちゃんと新しい看板をかけてやってお

りますので、だけど、さっき言いましたように、ちょっと魅力がないんじゃないかなと。

よし、行ってみようかなというわくわくとした気持ちがわかないといいましょうか、それ

があると思います。

それと、コラーレのほう、さっき言われましたが、コラーレのほうは今いろんな企画を

されてたくさんの人を集客しようということで、利用状況は、一生懸命頑張っております

ね。ですから、集客の状況はいいんですけど、要するに展示する状態といいましょうか、

作品を飾る壁面からすると非常に使い勝手の悪い会館です。ですから、もっとほんとうは

変えていただきたいというふうに言っているんですけど、なかなか予算的なものもあって

という話を聞いておりますので、それはともかくとして、なるべく発表した人たちが喜ん

で、なら、また使おうかなと、その気持ちになるような会館に改めていただきたいなと、

こういうふうに思っております。

以上です。

【部会長】

ほかにありますでしょうか。

【Ｇ委員】

図書館の建設のことで、重点事業として２３年度、２４年度に矢印がついてるんですが、

２４年度で着工されるんでしょうか。

【部会長】

計画は変わっていますよね。ちょっと話がもとに戻ってあれなんですけれども、後から

でもいいですか。後からまとめての話にしましょう。

【事務局】

今、５―４の話になろうかと思いますので、今はとりあえず全体を進めた上でというこ

とでよろしいかと思います。

【部会長】
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後でもう一度話すということで、よろしくお願いします。

私から１つ、スポーツ・レクリエーション施設の充実ということとスポーツ・レクリエ

ーション活動の支援ということなんですけれども、ちょっと福祉厚生と絡んでくると思う

んですけれども、私、実は障害者スポーツ指導員というのをやっています。障害者は身体

の障害です。この生涯の生涯ではないんですけれども、そういう中で呉西地区と呉東地区

の活動の状況を比べると、圧倒的に富山市を含めた呉西のほうの活動がすごい盛んです。

大きな障害者スポーツ大会、富山県に４つあるんですけれども、その参加人数を見ても圧

倒的に富山市から呉西の方々が４分の３ぐらいです。新川地区、要するに立山から含めて

この辺の方々は４分の１ぐらいしか来られません。その中にむつみ園とか、黒部学園とか、

支援学校とかという形の子供たちがいて、残りの方がほんとうに一般の、学校に含まれて

いない方々が入っています。すごくこの地区は特有で、なかなか障害者の人たちがスポー

ツをする場がないです。場所がないんですよ。

極端な例で、高岡とか氷見に行きますと、専用の、昔の旧の小学校の体育館を開放して

自由に使える場所があります。いつもそこに用具が置いてあって、それをちょっと引っ張

り出してきて自由に障害スポーツを楽しんでおられる場所があります。

あと、特に水泳なんかは特別なので場所が決められてしまうんですけれども、それ以外

のスポーツ、例えば卓球にしてもいろんな種類があるんですけれども、フライングディス

ク、あるいは陸上にしても、ちょっとした教えてもらえる人たちがやっぱり多い。指導者

が多いのと場所があるということで気軽に障害者スポーツを楽しんでおられる。

でも、黒部市、特に入善、朝日なんかは全くゼロに近いんですけれども、参加する方が。

黒部市でも今１４、５名の方しかおられません。魚津へ行っても４、５名の方しかおられ

ないという状況で、障害者スポーツというのはすごく１市民１スポーツという形の中から

すればちょっと横に追いやられたスポーツになってしまっているというのが現状であるの

で、何とかこれを伸ばしたいと思って私も一生懸命やっているんですけれども、なかなか

参加してくれる意欲がわかないとか、練習場所がないからできないというのがすごく言わ

れる課題です。特別な教室は開くんですけれども、その機会だけなんですね。あと、継続

してやれる場所がないというのがすごく言われていて、身体障害者協会の方に言われても

そういう形が返ってくるというのが現状です。そういう意味では、この一番底辺のことを

もうちょっと考えるべきなんじゃないかなと私は思っています。

以上です。
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【Ｂ委員】

１つ教えていただけますか。１３７ページに国際文化センターとかの利用状況が出てお

りますね。じゃなくて、国際文化センターの稼働率、要するに申し込んでも混んでいてな

かなか利用できないのか、わりと空いていて申し込みすれば大体いつでも利用できるよう

な状況になっているのか、その辺の、あれだけ立派な施設ですので、もしわかっておられ

たら稼働率を教えていただけませんか。

【事務局】

データについては正確なものを委員さんにまた改めてお答えしたいと思いますが、稼働

状況からしますと県内でも稼働率の非常に高い施設であります。したがいまして、かなり

前もって施設予約をかけていくケースが多いものと思われますので、短時間に、今日使い

たいので、１週間後に使いたいとか、施設の中の部屋の状況にもよりますけれども、大ホ

ールとか、マルチホールとか、そういうところについてはかなり長期的におさえていく場

合が結構ありますので、その点で利用の不都合という場合が出る場合があるかもしれませ

ん。利用状況は非常に、稼働率は高い施設です。

【Ｂ委員】

あれだけ立派な施設だから、やっぱり有効活用を図るということで、もし仮に少しそこ

ら辺の余裕があるとすればもう少し利用を考えたほうがいいかなとも思ったものだからち

ょっと聞きました。ありがとうございました。

【部会長】

ほかにありますでしょうか。

よろしければ次のページに行きたいと思いますが、よろしいでしょうか。

国際化への対応ということで、皆さん、議論いただければというふうに思っております。

何かありますでしょうか。どうでしょうか、皆さん、何か、国際化についての対応という

ことで。

【事務局】
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事務局から１点だけ、オランダ王国スネーク市とここに書いてございますが、今年の１

月１日をもちまして周辺自治体とスネーク市が合併をいたしまして、スドウェスト・フリ

ースランという名前に変わりました。今後の姉妹都市の提携等の方向性についても現在新

しい市が検討中ということで、その状況だけ報告しておきます。

【部会長】

聞いてよろしいでしょうか。私の耳に最近あまり入っていないんですけれども、派遣事

業とか受け入れ事業ってあまり聞かないように思うんですけれども、この前は中学生の何

か派遣事業があったということをちらっと聞いたんですけれども、現状としてどうなんで

すか。

【事務局】

毎年、中学生の派遣事業、それから、受け入れ事業というのをやっております。ただ、

今年度は、これはオランダのスネーク、今、フリースラン市に変わりましたが、そこへの

派遣、それとメーコンのほうからの受け入れの年にあったわけでありますが、事情で中止

になったと。これはいろいろなことがあったんだろうと思います。両方とも中止というこ

とであります。来年以降についてはまた検討していくということで。

【部会長】

何かありませんでしょうか。ありませんでしょうか。委員の皆さん、なければ、先ほど

の図書館について話を進めていきたいと思います。

【事務局】

図書館のほうですけれども、今までの状況のみご報告させていただきます。

昨年、２２年度、図書館の建設、図書館協議会におきまして図書館の基本構想というも

のを教育委員長あてに提出いたしました。その中で場所的なものであるとか、規模的なも

のではなくて、黒部市にとっての図書館はどうあるべきかということをまとめて出してい

ただいた報告書を提出いたしました。

今後なんですけれども、後期事業といたしまして、今後、２４年度は基本計画に向けて

の情報収集及び庁舎等の検討委員会等を立ち上げまして、協議、検討していきたいという
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ふうに考えております。

【部会長】

よろしいでしょうか。

【Ｇ委員】

ありがとうございました。

【部会長】

それでは、ないようですので、以上で基本方針についての協議は終わりたいと思います。

それでは、続きまして、その他の私たちの所属以外に対する意見等についてですが、事

務局から説明をお願いいたします。

【事務局】

それでは、その他のまず１つ目でございますが、今、部会長もおっしゃいましたように、

当部会以外についてのことにつきましても、皆様それぞれご関心があるものもあると思い

ます。そうしたことから、当部会以外のことにつきましてもご意見、ご提言等々ございま

したら承りたいということで、この資料３のＡ３、１枚物で、この１冊、前期計画の中で

の６つのまちづくり方針からそれぞれの施策、それと、その施策にぶら下がります基本事

業ですとか、事業名、そういった体系のものを簡単にあらわしたものです。なかなか細か

い字で見づらいんですが、そういったことを全体的に眺めていただきまして、当部会以外

のことに関しましてもご意見、ご提言等ございましたらお願いしたいと思います。

【部会長】

今事務局からありましたとおり、何かこの部会以外のことにつきましてありましたら、

ご意見いただければというふうに思います。

ちょっと私のほうから１つよろしいですか。子供たちに関係することなんですけれども、

中で話していいかわからなかったので、話していなかったんですけれども、実はこの前、

魚津ブロックのＰＴＡ連絡協議会の中で朝日地区の会長さんから１つ話があったんですけ

れども、朝日町に住む高校生、ちょっと高校の名前は聞かなかったんですけれども、健診
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の中でレントゲン検診で肺に影があったもので精密検査を病院で受けた結果、急性のリン

パ腫という病名が発生したらしいんですね。それも大分大きくなった状態でのリンパ腫だ

ったということで、これをもし中学校、小学校のいずれかの時期で発見できていれば、そ

の子は今通院しながら学校へ通っていて、一応高校の進級も何とかできるような状態では

いるんですけれども、朝日町のＰＴＡが要望したことには、小中学校の健診をもうちょっ

と充実してもらえないかと。要するに自分たちで受ける健診はあると思うんですけれども、

中学生の場合は心電図か何かの健診とかをやると思っているんですけれども、それ以外に

そういう健診があったらその子も早期発見で早期治療ができたんじゃないかということで

町側へ要望書を出したという話を聞いたものですから、黒部市でもそういう子供たちの健

康に関する問題を早期に見つけられるような形をつくれないのかなと。だから、レントゲ

ン検診とか、そういうものを充実できないのかなと思って今取り上げてみたんですけれど

も、どこの部会か全然わからなかったもので、今お話ししたんですけど。

【Ｄ委員】

予算的なものをどうしていくか。それから、そもそも、どこまで行政が、また、どこま

で充実させるのかと。それは予算措置がついて、ある程度、親の負担なり、そういった部

分も出てくるだろうし、そこの部分というのは、全部が全部、行政にお願いするという部

分じゃないと思いますので、どの部分まで望むのかというのもありますし、上を望めば切

りがない部分だと思いますので、そこの部分はきちっとＰＴＡ・黒部市民がどうしていく

かという、そこの部分というのは話し合って、子供たちの安心・安全の部分というのはど

ういうふうに考えて、それでは行政も、というふうになる。それをどこまで、親の負担も

確実に僕は出てくると思うんですね。だから、そういったところの部分、それを受け入れ

る、要するに、申し込み型にするだとか、いろんなやり方があるんだと思うんですけど、

そこはそういう形で何か周りで話し合っていくべきではないかなと。

【部会長】

そういうことがあったということで、考えなければならないことだなと思って今取り上

げさせていただいたんですけれども、ほかに何かありますか。ありませんか。

ないようですから、今後の日程について事務局からの説明を受けたいと思いますが、よ

ろしいでしょうか。
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【事務局】

それでは、その他の２番の今後の日程についてということでございますが、第１回の全

体会のところでは部会３回と申しておりましたが、金曜日の午前を皮切りに行財政部会を

行ったわけですが、その中でも議論していますと時間が少し足りないという状況がござい

ました。今日の午前もですが、第４部会、こちらなどは１１の施策がありまして、駆け足

の形での議論になりましたが、そういったような状況が当初ちょっと想定できなかったと

いうこともございまして、部会を１回増やさせていただけないかということでございます。

次回、第２回につきましては、今回ご意見なりご提言いただいた内容と私どもの内部で

作業を進めています内容と合わせて素案をお示ししまして、議論していただくと。その後、

また見直し等々をかけながら、部会を３回から４回に、１回増やさせていただけないかと

いう状況でございます。そういった形で進めさせていただきたく、よろしくお願いしたい

と思います。

【部会長】

ちょっと予定変更になりましたけれども、そういう形で皆さんにご協力いただければと

いうふうに思います。

何か説明について質問はありますでしょうか。日程についての説明、なければ、その日

程で。

【Ｆ委員】

第２回はいつごろされるんですか。

【事務局】

第２回の部会を、ちょっと早めまして、２月下旬ぐらい。第３回を４月の下旬ぐらいと

いうふうに今予定を組みかえようと考えております。

【Ｆ委員】

年度内にはやらないんですか。
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【事務局】

年度内ではちょっとボリュームの関係もございまして、２月、４月というふうに今検討

しておるんですが、また決定次第ご案内させていただきたいと思います。

【部会長】

ということですので、皆さん、予定が決まって連絡が来ましたら、速やかに日程を合わ

せていただければというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。

ほかにありませんか。

ないようでしたら、以上で本日の協議を終了したいと思います。

全体を通じてもう一度何か確認事項、質問事項がありましたら、委員の皆さん、よろし

いでしょうか。

ほかにないようですので、これで座長の役目を終わらせていただきます。慎重審議、ほ

んとうにありがとうございました。

【事務局】

以上で、総合振興計画、第１回第５部会を閉会させていただきます。

本日は、どうもお忙しいところをありがとうございました。

―― 了 ――


