
平成３１年度 第１回教育委員会 次第 

日 時 平成３１年４月１６日（火） 

午後２時００分～ 

会 場 井波庁舎３０１会議室 

１ 教育長の報告 

２ 前回の議事録の承認 

３ 協議事項 

（１） 平成３１年度教育委員会重点施策（案）について 資料１ 

 （２） 南砺市要保護及び準要保護児童生徒就学援助費支給要綱の一部改正について資料２

 （３） 教育長の服務に関する承認事項について 資料３ 

４ 報告事項 

（１） 平成３１年３月定例会一般質問の要旨について 資料４ 

（２） 市職員の人事異動について 資料５ 

（３） 平成３１年度学校訪問研修について 資料６ 

（４） スポーツ推進委員の任命について 資料７ 

（５） 公民館長・主事及び指導員の任命について 資料８ 

（６） 平成３１年度南砺市教育センター研修事業計画について 資料９ 

５ その他 

（１） 南砺市中学生海外派遣について 資料１０ 

（２） 「チャレンジデー２０１９ｉｎなんと」について 資料１１ 

（３） 南砺市立図書館の４・５月の事業について 資料１２ 

６ 今後の日程 

次回教育委員会開催（予定）   月  日（  ）  ： 
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南砺市教育委員会重点施策 

基本理念（教育目標） 

 本市では、次のことを教育目標として掲げます。 

未来を切り拓く南砺の人づくり 

基 本 目 標 

教育目標の実現のため、本市教育の目指すべき方向を踏まえて、次の６つを基本目標とし

ます。 

１ 豊かな心を育む学校教育の充実 

児童生徒の「豊かな心」を育むために、知・徳・体の調和のとれた教育を推進します。

基礎的・基本的な学力を確実に身に付けるよう努めるとともに、家庭学習の定着を図り、

笑顔と元気があふれる子どもたちの教育環境を整え、一人ひとりの個性や能力を伸ばし、

自分を生かすことができる教育を目指します。また、将来地元を支える活力につながる

「ふるさと教育」を推進することで、ふるさとを知り、ふるさとに学び、ふるさとを愛

する児童生徒を育んでいきます。 

２ 生きがいある暮らしのための生涯学習の推進 

市民が心豊かで生きがいのある人生を送れるよう、さまざまな講座・講演会を開催し

ます。今後も、各種生涯学習講座の内容をさらに充実させ、市民の学習意欲や満足度を

高めるとともに、学びの場をとおして子どもたちに対する家庭や地域の教育力の向上を

図ります。また、生涯学習施設の学習環境改善のため、今後も計画的に改修工事を実施

します。 

３ 健やかな心と体を育む生涯スポーツの推進 
各ライフステージで市民の誰もがそれぞれのライフスタイル、興味・関心、適正等に

応じてスポーツ活動に参画し、健康で生きがいのある生活が営まれるよう、子どものス

ポーツの機会や親しむことができる環境の充実、総合型地域スポーツクラブへの支援、

全国や世界で活躍できる選手の育成、市民のスポーツ活動を支える人材の育成と活用に

努めます。 
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４ 文化財の保存・活用と伝統文化の継承 

文化財は地域の歴史や文化を正しく理解するうえで欠かせない市民共有の財産であり、

その適切な保存整備に努めます。また、文化財の情報発信や活用に取り組むことで、文

化財の価値や保存継承の大切さについて理解促進を図り、地域に対する誇りや愛着の醸

成、地域の宝を後世に継ぐ担い手の育成に努めます。 

５ 子どもが健やかに育つ子育て環境の充実 

保護者等が、就労しながら無理なく子育てができるよう支援体制の充実に取り組み、

子どもが、心身ともに健全に育つ環境づくりを進めます。 

保育士の確保と資質の向上に努め、保育環境の充実を図るとともに、保育園の保育サ

ービスを充実し、認定こども園等の幼児教育を支援します。 

また、児童館や放課後児童クラブなどの児童の居場所づくりを推進し、児童の健全な

育成及び共働き世帯の子育てと仕事の両立を支援します。 

６ 子どもへの喜びや生きがいが持てる子育て家庭への支援 

保護者等が、喜びや生きがいを持てる子育てができる環境づくりを進めます。 

今後も、子育て支援サービスの機能及び、特別に支援が必要な子や、子育て等に関す

る相談体制の充実に努めるとともに、保育料の軽減やこども医療費などの助成により経

済的負担の軽減を図り、あらゆる面から子育て家庭への支援を充実させます。 

また、ひとり親家庭への就労支援や資金貸付制度、子育て応援制度の充実を図り、自

立に向けた支援に努めます。 

平成３１年度の主な取組 

総合教育会議をはじめ、教育委員会と市長とのさらなる連携強化を図るとともに学校・  

家庭・地域社会が一体となって下記の具体的な事業に積極的に取り組みます。 

※は南砺幸せなまちづくり創生総合戦略で取り組む事業 

平成３１年度内に教育委員会が計画策定を実施するもの 

 ・南砺市教育振興基本計画（教育総務課） 

 ・第２次南砺市スポーツ推進計画（生涯学習スポーツ課） 

 ・第２期子ども・子育て支援事業計画（こども課） 

平成３１年度内に教育委員会が主体となって取り組むイベント 

 ・南砺市いなみ国際木彫刻キャンプ２０１９（生涯学習スポーツ課） 

 ・第７５回国民体育大会 冬季スキー競技会 とやま・なんと国体 2020（スキー国体推進室） 

１ 豊かな心を育む学校教育の充実 
―ふるさとを誇りに思い、未来を切り拓く なんとっ子の育成を目指してー 
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（１）確かな学力の育成 

① 教員の授業力向上に向けた研修の実施 

② 小・中学校の連携の強化 

③ 兼務発令による小・中学校教員の授業交流の促進 

④ 井口地域義務教育学校設置事業 

⑤ 小中一貫教育推進事業 

※⑥ 山村留学定住事業（短期山村留学事業の実施）《拡充》 

※⑦ 学校間をつなぐ遠隔協働学習《拡充》 

⑧ なんとっ子まなびサポーター（国語・算数（数学）学習サポーター）の配置 

⑨ とやま型学力向上総合支援事業の推進 

⑩ 小・中学校への ALT 派遣による外国語活動の充実 

⑪ 児童生徒の学力を把握し指導の改善に役立てる「全国標準学力検査」の実施 

⑫ なんとイングリッシュチャレンジ事業 

⑬ 英語検定（３級以上）助成事業 

⑭ 英語学習パートナー派遣事業《新》 

※⑮ 奨学金を活用した大学生等の地方定着促進事業 

（２）自他を尊重し、他を思いやる心の育成 

※① ふるさと教育推進事業 

② 市いじめ問題対策連絡会議を核にした子どもいじめ防止対策の推進 

③ 「いじめ早期発見・早期対応のためのアンケート」の実施 

④ よりよい学校生活と友達づくりのための「小・中学校生活アンケート調査」の実施 

⑤ スクールアドバイザー配置事業 

⑥ 特別支援教育コーディネーターによる特別な支援を必要とする児童に対する「個別の教

育支援計画」等の立案・策定への支援 

⑦ 早期支援コーディネーターによる幼・保・小の連携を通じた特別な支援が必要となる可

能性がある子どもと保護者への情報提供及び相談体制の充実 

⑧ スクールソーシャルワーカー、適応指導員等による相談体制の充実 

⑨ 適応指導教室運営研修の実施 

⑩ スタディ・メイトの配置による支援体制の充実 

⑪ 学校図書館担当職員（学校図書館司書助手）の配置による読書環境の整備・充実 

⑫ 「社会に学ぶ『14歳の挑戦』」事業 

（３）健やかな体の育成 

① 地元食材を通して食と地域への理解を深める「なんとハートフルランチ」「なーんと！おい

しい学校給食週間」の実施 

② 中学校部活動指導員配置事業《拡充》 

（４）学校教育環境の整備 

① 小中学校校務支援システムの導入 

② 電子黒板・実物投影機等の整備 

③ 学校図書館図書の整備 

※④ 遠隔協働学習機器（複式双方向）の整備 

⑤ 学校施設個別計画の策定《新》 

⑥ 福光中部小学校大規模改修工事（３期工事） 

⑦ 小中学校エアコン整備事業（H30 補正） 

⑧ 教育教材備品の整備 
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２ 生きがいある暮らしのための生涯学習の推進
（１）生涯学習活動の推進 

① 「南砺市民大学講座」「緑の里講座（高齢者大学）」の実施 

② 心豊かな子どもを育てる子ども体験活動の実施 

③ 各小学校区で小学校の余裕教室等を活用した「放課後子ども教室」「土曜学習推進事業」 

の実施 

④ 中学生が夏休みを過ごす際の学習の場を提供する「中学生土曜学習推進事業」の実施 

⑤ 社会教育団体の活動への支援 

⑥ 地区高齢者学級への支援 

⑦ 幼・保・小・中で開催される子育て講座等、家庭の教育力向上への支援 

⑧ 「なんとっ子家庭教育 10 か条」の活用 

⑨ 蔵書の充実とレファレンスサービスの向上による利用者ニーズに対応した図書館 

サービスの充実 

⑩ 読み聞かせ等ボランティア団体の養成と育成 

⑪ 図書館システムパソコンの更新《新》 

（２）地域の生涯学習活動への支援《新》 

① 地域活動の拠点となる地区交流センター等の生涯学習活動への支援《新》 

② 地域や生涯学習活動を通じた家庭教育の推進《新》 

③ 地区交流センター等生涯学習担当者の資質向上に向けた研修会等の実施《新》 

（３）青少年健全育成活動への支援 

① 地域に密着した活動を実施している青少年育成市民会議への支援 

（４）生涯学習施設の整備・充実 

① 福野文化創造センター空調用冷却塔等更新工事《新》 

② 福野文化創造センター屋上防水等修繕工事《新》 

③ 福野文化創造センター消防用設備等更新工事《新》 

④ 城端伝統芸能会館ホール音響機器更新工事《新》 

３ 健やかな心と体を育む生涯スポーツの推進
（１）各種スポーツ大会・教室の開催 

① 運動遊びの大切さについて理解を深める「なんと元気っ子教室」の継続（保育園・幼稚園） 

② ニュースポーツ、レクリエーションスポーツなどの生涯スポーツの紹介及び推進 

③ 南砺市の特徴を生かしたスポーツ大会の誘致及び開催 

④ とやま・なんと国体 2020 開催への支援《新》 

（２）スポーツ活動への支援 

① 体育協会・競技協会でのスポーツ競技力の向上及び選手指導者の育成強化等への支援 

② 全国大会等のスポーツ大会出場への支援 

（３）体育施設の効率的な管理・運営体制の確立 

① 各体育施設の指定管理者による効率的な管理運営の推進 

（４）社会体育施設の整備・充実 

① 福光体育館耐震改修工事実施設計《新》 

② 城南スタジアムスタンド防水修繕工事《新》 

③ 福光プールろ過装置修繕工事《新》 

④ 城端温水プール自動滅菌装置等更新工事《新》 

⑤ クレー射撃場スキート・ラビット射場バッフル修繕工事《新》
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⑥ たいらスキー場及びクロスカントリー場駐車場舗装補修工事《新》 

⑦ クロスカントリー場駐車場進入路拡幅工事（H30 補正） 

４ 文化財の保存・活用と伝統文化の継承 
（１）文化・歴史遺産の保存と活用 

① 指定文化財等の適切な保存・活用と普及啓発の推進 

② 古文書などの歴史資料や民俗文化財、埋蔵文化財の保存と調査・活用の推進 

③ 合掌造り家屋等茅葺き建造物の屋根葺替え等修理事業の実施 

④ 地域の貴重な建造物の保存と活用のため、国の登録文化財制度を活用 

⑤ いなみ国際木彫刻キャンプ開催への支援 

（２）文化財収蔵・展示施設の機能充実 

① 埋蔵文化財センター展示の充実、体験学習会の開催 

② 民俗文化財保管施設の充実 

５ 子どもが健やかに育つ子育て環境の充実 
（１）幼児教育・保育サービスの充実及び支援 

① 保育園・認定こども園等における教育・保育の量の確保及びサービスの充実 

② 病児保育事業の実施（2019 年 10 月から予定）《新》 

③ 第１期子ども・子育て支援事業計画に基づき、質の高い教育・保育及び地域子ども・子育

て支援事業の計画的な実施（子ども・子育て会議の開催） 

④ 子どもや保護者等を支援するための保育士研修の充実

⑤ 保育士・看護師・調理員等の人材確保 

⑥ 健やかな保育環境の確保のための施設・設備修繕、備品購入等 

⑦ 保育園防犯カメラ設置工事（平みどり・上平・利賀ささゆり保育園）《新》 

⑧ 私立保育園・認定こども園等への支援の充実（施設型給付の支給、特別保育事業への支 

援、民間保育園等育成利子補給金の支援） 

（２） 児童の居場所づくりの推進 

① 児童館事業の充実 

② 児童館及び放課後児童クラブの業務、施設・備品の充実 

  ・東部げんきっ子クラブの福光東部小学校内への移設（2019 年 9 月から予定） 

  ・子ども子育てシステム（放課後児童クラブ）の導入《新》 

  ・福野児童センター「アルカス」屋内大規模修繕工事実施設計《新》 

  ・東部げんきっ子クラブ移設改修工事《新》 

  ・東部げんきっ子クラブ備品購入《新》 

③ 地域主体の学童保育への財政支援 

６ 子どもへの喜びや生きがいが持てる子育て家庭への支援 
（１）子育て支援サービスの充実 

※① なんとで育児 and 育自（子育て交流サロン）の実施（子育て支援センター事業の充実） 

 ② ファミリー・サポート・センター事業の充実 

※③ 保育料等軽減事業（第３子以降の保育料無料化や各種の保育料軽減（多子軽減、三世代同

居軽減）等による経済的支援） 

 ④ 国の幼児教育・保育の無償化への対応（2019 年 10 月から実施）《新》 

⑤ 移住定住世帯の保育料無料化の実施 

※⑥ 認可外施設に通う子どもにかかる利用料への支援 
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※⑦ こども医療費助成制度等（福祉医療費請求書電子化）の充実 

※⑧ 出生祝い金制度の実施 

⑨ 児童手当等の給付 

※⑩ 南砺の三人っ子政策の実施（中学生から大学生までの範囲で兄弟姉妹が２人以上いる高校

生を対象とした医療費や通学定期補助の支援） 

 ⑪ 子育て応援制度（なんと！やさしい子育て応援企業認定制度）の実施 

⑫ 子どもの貧困支援の推進 

（２）児童・子育て家庭相談の充実 

① 発達障がい児や特別な支援が必要な子の専門的な支援の実施 

（訪問、個別相談会、教室・講座の開催） 

② 女性・こども相談室やわらび学園等関係機関の専門の相談員による支援体制の実施 

③ 要保護児童等の早期発見や適切な保護、未然防止を図るための要保護児童対策地域協議会

の開催 

（３）ひとり親家庭の自立支援 

① 修学資金・福祉資金等の貸付制度の周知徹底 

② 自立支援等に関する随時相談の実施 

※③ 子育て応援制度（ひとり親家庭への入学祝い金（小・中・高）の支給及び高校生通学定期

券補助）の実施 

※④ 母子家庭等就業・自立支援事業の実施 

⑤ ファミリー・サポート・センターひとり親家庭等利用支援事業 

 ⑥ 児童扶養手当支払回数変更対応システム改修業務《新》 

（４）親の育成 

① 次代の親の育成のため保育園・児童館等でのボランティア活動の受入促進 

② 子育て支援センター等における子育て教室・講座の開催 

※③ イクメン応援事業（夫婦が家庭で家事・育児をする意識の啓発及びイクメンを育成する講

座の開催）
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南砺市要保護及び準要保護児童生徒就学援助費支給要綱の一部改正について

１ 制定改廃の趣旨

平成３１年３月に国の要保護児童生徒援助費補助金及び特別支援教育就学奨励費補

助金の交付要綱が一部改正され、児童生徒の卒業アルバム及び卒業記念写真の購入費に

ついて、補助対象費目に追加されたことを受けて、南砺市の要綱に追加するもの。

２ 制定改廃の主な内容

就学援助対象費目の別表第２（第３条関係）に「卒業アルバム代等」を追加する

３ 根拠法令

要保護児童生徒援助費補助金及び特別支援教育就学援助費補助金交付要綱（昭和６２年

５月１日文部大臣裁定）

４ 施行期日

  平成３１年４月１日

-7-

資料　２



南砺市要保護及び準要保護児童生徒就学援助費支給要綱新旧対照表

【別記2】

現行

対象費目 定義

学用品費 児童又は生徒の所持に係る物品で、各教科及び特別活動の学習に必要とされる学用品(鉛筆、ノート、絵の具、副読

本、運動衣その他実験・実習材料費も含む。)の購入費

通学用品費(第1学年を除く。) 児童又は生徒が通常必要とする通学用品(通学用靴、雨靴、雨がさ、上ばき、帽子等)の購入費

新入学児童生徒学用品費等 新入学児童又は生徒が通常必要とする学用品・通学用品(ランドセル、カバン、通学用服、通学用靴、雨靴、雨がさ、

上ばき、帽子等)の購入費

校外活動費(宿泊を伴わないもの) 児童又は生徒が校外活動(学校外に教育の場を求めて行われる学校行事(修学旅行を除く。)をいう。)のうち、宿泊を

伴わないものに参加するため直接必要な交通費及び見学料

校外活動費(宿泊を伴うもの) 児童又は生徒が校外活動のうち宿泊を伴うものに参加するため直接必要な交通費又は見学料

修学旅行費 交通費、宿泊費、見学料並びに修学旅行に参加した児童生徒の保護者が修学旅行に要する経費として均一に負担すべ

きこととなる記念写真代、医薬品代、旅行傷害保険料、添乗員経費、荷物輸送料、しおり代、通信費及び旅行取扱い

料金

通学費 児童又は生徒が最も経済的な通常の経路及び方法により通学する場合の交通費又は市営若しくは民営バス会社等へ

の運行委託料(片道の通学距離が、小学校にあっては第1学年から第3学年までは2km以上、第4学年から第6学年まで

は2.5km以上、中学校にあっては6km以上であることとし、特別支援学級及び学校教育法施行令第22条の3に規定す

る程度の障害に該当する児童生徒については、距離は問わない。) 

-
8
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クラブ活動費 クラブ活動(課外の部活動を含む。)の実施に必要な用具等で、当該活動を行う児童又は生徒全員が個々に用意するこ

ととされているものについて、当該用具の購入費及び当該活動を行う児童又は生徒全員が一律に負担すべきこととな

る経費

生徒会費 生徒会費(児童会費、学級費、クラス会費等を含む。)として一律に負担すべきこととなる経費

PTA会費 学校、学級、地域等を単位とするPTA活動に要する費用として一律に負担すべきこととなる経費

学校給食費 保護者が負担する給食費のパン又は米飯(これらに準ずる小麦粉食品、米加工食品その他の食品を含む。)、ミルク、

おかず等に要する経費

改正案

対象費目 定義

学用品費 児童又は生徒の所持に係る物品で、各教科及び特別活動の学習に必要とされる学用品(鉛筆、ノート、絵の具、副読

本、運動衣その他実験・実習材料費も含む。)の購入費

通学用品費(第1学年を除く。) 児童又は生徒が通常必要とする通学用品(通学用靴、雨靴、雨がさ、上ばき、帽子等)の購入費

新入学児童生徒学用品費等 新入学児童又は生徒が通常必要とする学用品・通学用品(ランドセル、カバン、通学用服、通学用靴、雨靴、雨がさ、

上ばき、帽子等)の購入費

校外活動費(宿泊を伴わないもの) 児童又は生徒が校外活動(学校外に教育の場を求めて行われる学校行事(修学旅行を除く。)をいう。)のうち、宿泊を

伴わないものに参加するため直接必要な交通費及び見学料

校外活動費(宿泊を伴うもの) 児童又は生徒が校外活動のうち宿泊を伴うものに参加するため直接必要な交通費又は見学料

修学旅行費 交通費、宿泊費、見学料並びに修学旅行に参加した児童生徒の保護者が修学旅行に要する経費として均一に負担すべ

きこととなる記念写真代、医薬品代、旅行傷害保険料、添乗員経費、荷物輸送料、しおり代、通信費及び旅行取扱い

-
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料金

通学費 児童又は生徒が最も経済的な通常の経路及び方法により通学する場合の交通費又は市営若しくは民営バス会社等へ

の運行委託料(片道の通学距離が、小学校にあっては第1学年から第3学年までは2km以上、第4学年から第6学年まで

は2.5km以上、中学校にあっては6km以上であることとし、特別支援学級及び学校教育法施行令第22条の3に規定す

る程度の障害に該当する児童生徒については、距離は問わない。) 

クラブ活動費 クラブ活動(課外の部活動を含む。)の実施に必要な用具等で、当該活動を行う児童又は生徒全員が個々に用意するこ

ととされているものについて、当該用具の購入費及び当該活動を行う児童又は生徒全員が一律に負担すべきこととな

る経費

生徒会費 生徒会費(児童会費、学級費、クラス会費等を含む。)として一律に負担すべきこととなる経費

PTA会費 学校、学級、地域等を単位とするPTA活動に要する費用として一律に負担すべきこととなる経費

学校給食費 保護者が負担する給食費のパン又は米飯(これらに準ずる小麦粉食品、米加工食品その他の食品を含む。)、ミルク、

おかず等に要する経費

卒業アルバム代等 小学校又は中学校を卒業する児童又は生徒に対して、通常製作する卒業アルバム及び卒業記念写真又はそれらの購入

経費

-
1
0
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月　日 曜日 時　間 内　　　容 依頼元

1 4月11日 木 15:45-16:45 「野菜栽培学習指導法研修会」 小矢部市教育センター

2 4月22日 月 PM 新入生全員（千名）への教育講演会 愛知教育大学長

3 5月31日 金 AM

4 6月1日 土 AM

5 6月5日 水 PM
上市町・舟橋村保育所連絡協議会講
師

上市町・舟橋村保育所連絡協議会

6 6月27日 木 PM ESD研究会 富山市立奥田北小学校長

7 7月29日 月 AM

8 7月30日 火 AM

9 8月3日 土 AM・PM 「問題解決学習研究会」講師 明石市教育研究所

8月10日 土

8月11日 日

8月12日 月

11 8月20日 火 PM 「授業づくり」に関する講演会 愛知県安城市教育委員会

12 8月24日 土 AM 氷見理科サマーセミナー サマーセミナー実行委員会

13 9月1日 日 AM１時間 悠久の森フェスタ、ESD発表への助言 富山市ファミリーパーク

10月11日 金

10月12日 土

10月13日 日

15 10月17日 木 AM・PM 富山県保育士会公開保育研究会講演 富山県保育士会

11月8日 金

11月9日 土

17 2月22日 土 PM 未来の教員のための合同合宿 能登青少年交流の家

学会活動

※上記日程については、有償及び無償だが平日開催されるものを記載 (平日については年休対応)

教育長のスケジュール中承認を要するもの

富山市立堀川小学校長

ソニー科学教育研究会

立山青少年自然の家

10

14

砺波地区小学校教育研究会

富山市立堀川小学校教育実践研究会
大学講師

「中日本ブロック特別研修会　石川大
会」講師

※12日は振替休日

幼児期における自然体験活動指導者
研修会講師

秋の教育セミナー

砺波地区小学校教育研究会
夏季研修講師

砺波少年自然の家16

２泊３日

金曜日夕方以降
２泊３日

金曜　19:00～
１泊２日

土曜はAM終了

基盤研究（C）
科学的仮説形成に関する実証的研究
－具体的操作から児童が主体的に実
験に向かう過程－

H30年度～H３３年度（残り３年間）

日本学術振興会
文部科学省
※金沢大学人間社会研究域客員研
究員として研究を継続

18

・日本生活科・総合的学習教育学会　副会長（残り１年あり）
・日本理科教育学会
・日本ESD学会
・日本初等理科教育研究会

【参考】
地方教育行政の組織及び運営に関する法律
服務等
第１１条第７号

教育長は、教育委員会の許可を受けなければ、営利を目的とする私企業を営むことを目的とする会社その他の団
体の役員その他人事委員会規則（人事委員会を置かない地方公共団体においては、地方公共団体の規則）で定
める地位を兼ね、若しくは自ら営利を目的とする私企業を営み、又は報酬を得ていかなる事業若しくは事務も従事
してはならない。
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平成３１年３月定例会 一般質問答弁要旨（教育委員会関係） 

【平成３１年３月６日(水)】 

竹田 秀人 議員 個別質問（一問一答） 

１．教育について 

①遠隔学習の今後の取り組みと「南砺市ＩＣＴ教育関連機器整備計画」について 

◆現在の整備状況とその財源をどのように考えておられるのか 

高田教育長  市内における遠隔協働学習は、本年度で４年目を迎えたとこ

ろです。本年度は、遠隔協働学習が負担感なく実施できるよう、教員の

スキルアップを図るとともに、ＩＣＴ支援員との連携を深め、日常化を

進めております。来年度は、複式学級での学習効果をより高めるため、

複式双方向での遠隔協働学習を目指し、機器の追加配備を計画している

ところです。 

ＩＣＴ機器の配備計画に関して、整備に係る補助金はなく、地方財政措

置による交付税はあるものの、財源は基本的に市の単独財源のみです。

そのため、市長が会員になっている全国ＩＣＴ教育首長協議会では、国の

関係省庁に対して、教育ＩＣＴ加速化のための財源確保や制度改革等を

要望しているところです。 

  ＩＣＴの教育利用推進に係る整備計画では、2021年度までに、市内全

ての小・中学校の全学級に対し電子黒板と実物投影機を配備し、タブレ

ット端末は各学校１学年分の配備を完了させる予定としております。 

②子どものスマホの持込や所持について 

◆今後の対応の所見を伺いたい 

高田教育長 文部科学省が、公立小・中学校での携帯電話やスマートフォ

ンの持ち込みの原則禁止について見直しの検討を進めるとの報道があり

ました。市内の小・中学校では、携帯電話やスマートフォンの持ち込み

は原則禁止としています。 

小・中学生のスマートフォン所有率は、年々増加していますが、各学校

でも大きな問題として捉えており、ネットルールづくりにも積極的に取

り組んでいます。また、１日の使用時間を制限したり、ＳＮＳに潜む危険

性をしっかり教えるなど、家族でルールを決めることも大切です。 

  今回、見直しを図る理由として、スマートフォンが災害時などの緊急

平成３１年４月１６日（火） 

第１回教育委員会提出 
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時に、保護者と連絡をとるための手段として非常に有効であるというこ

とを踏まえたとされています。しかしながら、本市では、保護者からス

マートフォンの学校への持ち込みを許可してほしいという声は、現在の

ところ届いてはおらず、現時点で学校への持ち込みを認めることは考えて

いません。

③南砺市子ども読書活動推進計画の進捗状況と、評価、今後の取り組みについて 

◆さらなる読書活動の推進が必要と考えるが、評価と今後の取り組みは 

高田教育長 南砺市子ども読書活動推進計画（第３次）は、平成29年度から

平成33年度までの５年間を計画期間として策定いたしました。 

  市立図書館の蔵書数に占める児童書数の割合は、児童図書の充実に努

めた結果、平成22年度の19.6％に対し、平成29年度は蔵書数49万2,629冊

のうち、児童書数が10万5,875冊で21.5％と、少しずつではありますが、

着実に増加しています。また、小・中学生の図書館の利用状況から計画

の進捗を評価すると、図書館の本を借りた小学生の割合は、平成22年度

の57％から平成29年度には73％と大幅に増加しており、読書活動推進の

効果があらわれたものと分析されます。

  しかし、一方で中学生の割合は、議員ご指摘のとおり、平成22年度の

44％に対し、平成29年度は35％と、全国的な傾向と同じく、南砺市でも

年齢が上がるにつれ利用率の減少が見られます。減少の要因としては、

パソコンやスマートフォンが中学生にまで広く普及したこと、部活動や

学習塾等の理由で、読書の時間が少なくなったことなどが考えられま

す。 

  今後の取り組みとしては、図書館のない地域の子供たちに団体貸し出

し等で対応する体制づくり、利用の多い本については複数冊の購入を考

えています。また、長く読み継がれ、劣化が著しい本の買いかえも実施

していきたいと考えております。 

  さらに、学校と図書館が連携し、現在、学校で実施しているファミリ

ー読書の日やノーゲームデーに合わせ、市内の各図書館に「ノーゲームデ

ーは図書館へ」などとＰＲするほか、幼少期から本に親しむ習慣を身につ

けてもらうよう、子供たちの興味のある分野や、読んでほしい本を積極

的に購入し、いつでも図書館に足を運んでもらえるよう、読書に親しみ

やすい環境づくりに努めていきたいと考えております。 
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④井口小中義務教育学校の「特認制度」採用について 

◆地域コミュニティの面から市内校への影響があると考えるがその見解を伺いたい 

高田教育長 2021年４月の井口地域義務教育学校開校に向け、特認校制度

の採用が重要な協議事項の一つとなっています。 

  現在、市内の小・中学校では、住所地に基づいて、教育委員会が定め

た校区の指定校へ通学していますが、特認校制度は指定する学校につい

ては、校区外から一定の条件のもとで入学を認める制度です。 

井口地域において特認校制度が議論される大きな理由の一つとして、

複式学級の解消が挙げられます。現在も井口小学校では、複式学級が編

成されており、今のままでは、開校後も複式学級が継続されることとな

るため、特認校制度を採用し、これを解消しようとするものです。

  特認校制度については、多様な意見が出ており、詳細は今後決定する予

定ですが、現在は、市内の他の校区の学級編成に影響がないかなどを慎

重に考慮しながら、特認校制度を採用する方向で協議が進められていま

す。 

⑤市内全域での小中一貫教育に向けての市の教育体制について 

◆丁寧な説明が必要だが、その取り組みについて伺いたい 

高田教育長 小中一貫教育は、現在、全国各地で取り組まれています。市内

においても、2021年度の井口地域の義務教育学校の開校に合わせて、全

ての小・中学校で小中一貫教育を実施することとしています。 

昨年８月には、市内の小・中学校教員24人による教育活動検討委員会

を設置し、学校生活、学力、心と体、地域連携、外国語の５部会におい

て、教育活動のモデルづくりを行いました。それをもとに、今後２カ年

をかけて、各中学校区で、小学校と中学校の教員が協力し、児童・生徒

や地域の実態に合わせた９年間の指導計画を作成する予定としています。

１月中旬から２月下旬にかけ、小中一貫教育がスムーズに実施できるよ

う、教育委員会事務局で市内全ての小・中学校を訪問し、全教員に小中

一貫教育の概念や今後の進め方について説明を行いました。

  今後は、９年間を見通した教育課程がある程度整理できた段階で、保

護者や地域の皆様にも十分理解を得られるよう周知する機会を設けたい

と考えています。
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（２）県立高校再編について 

①南砺福野高校、南砺平高校の教育環境整備について 

◆県に対し、今後どのような要望を行い、取り組んでいくのか。 

田中市長 南砺福光高校と南砺福野高校が再編をする新高校の整備概要で

は、国際科の外国語学習環境の充実を図るためのタブレット端末の導入や、

食品加工室、入浴実習室、ライフル射撃場の整備が予算化されました。一

方では、魅力ある学校づくりのため、普通科系の生徒が職業系の専門学科

の学習ができることや、南砺市の地域課題について自主的に学習を進め

る地域課題学習、学校外での体験を通じた探求的な学習活動にも取り組

むとされたことから、市としても市内の企業や地域の皆様とともに、必

要な支援策を検討していきたいと考えています。また、新高校の教育目

標やカリキュラムなどについては、再編対象となる学校の歴史や伝統等

を十分踏まえたものとなるよう、要望していきたいと考えています。 

南砺平高校の教育環境整備については、ＩＣＴ教育の推進や郷土芸能

部を中心とした伝統文化の継承活動、全国的に活躍しているスキー部な

どの活動が、地域の方々のご指導をいただきながら、継続されるよう働

きかけていきたいと考えています。また、世界遺産を訪れる観光客への

五箇山観光ガイドの取り組みなど、国際的な視野を持った人材の育成を

支援していきたいと考えています。 

  市内高校への通学路整備は、道路整備５箇年計画における位置づけ、

通学のための公共交通の利便性向上は、南砺市地域公共交通網形成計画

の方針をもとに、対策を講じていきたいと考えています。

竹田 秀人 議員 個別質問（一問一答） 

３．保育について 

①幼保無償化になることから保育体制の整備について 

◆保育士の確保と臨時職員の処遇改善が必要と考えるが見解は

酒井教育部長 ３歳から５歳児まではほぼ100％、公立または私立の保育園

等に入園しており、国の無償化による影響はないと考えています。むし

ろ近年の女性の就業率の向上等に伴う、育児休暇明けのゼロ歳児や１歳

児の途中入園希望者の増加に対応するための保育士等を確保し、体制を

整えることが重要と考えている。来年度の保育士は、第２次定員適正化計
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画に基づき、退職者11名に対し、13人の新規採用と３人の再任用職員の

採用を予定しています。 

臨時保育士については、来年度の時給単価を20円アップし、随時募集

している。国が来年４月から導入を予定している会計年度任用職員制度な

どについて検討し、処遇の改善に対応していきたいと考えています。 

長井 久美子 議員 個別質問（一問一答） 

３．児童の虐待防止対策について 

①児童福祉法で定める、要保護児童対策地域協議会の開催頻度及び市内の

児童虐待事例について 

◆市の対応を問う 

酒井教育部長 南砺市要保護児童対策地域協議会は、代表者会議、実務者

会議及びケース検討会議をもって組織し、代表者会議が年１回、実務者

会議は支援対象児童等がいる３地域で年２回、計６回開催しています。 

  また、個別の案件に対応しているケース検討会議は、必要に応じ適宜

開催し、本年度の先月末時点では計９回開催しています。 

現在、市で把握している児童虐待件数は、身体的虐待３件、心理的虐

待２件、育児放棄21件、合計26件という状況であり、こども課では、高

岡児童相談所職員とともに定期的に訪問等を行っています。 

②市では「南砺市版ネウボラ」で、新生児から中学生まで、一貫して情報を得や

すい環境にあると思うが、関係機関の連携について 

◆十分情報交換されているか問う 

酒井教育部長  南砺市要保護児童対策地域協議会は、福祉・教育、保健・

医療、警察、民生委員児童委員協議会や県の関係機関などで構成し、そ

の代表者会議は、関係機関等の代表者が集まり、活動状況及び市や児童

相談所における児童虐待対応の状況を報告・協議する場であり、関係機関

等が適切な支援を図るために必要な情報交換や共通認識を図っていま

す。 

児童虐待等の疑いの報告があった場合は、こども課や高岡児童相談所

の助言を受けながら、児童の所属している学校や保育園等、あるいは保

健センターなどで十分な情報収集、状況把握を行い、虐待等で支援が必要

であると判断すると、協議会の管理案件として、実務者会議及びケース
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検討会議で、問題収束に至るまで支援内容を検討してきています。 

  全国的に児童虐待問題が多様化、深刻化している現状を踏まえ、昨年

10月に「児童虐待への対応における南砺市及び富山県警察の情報共有に関

する協定書」を締結しました。より一層、市及び県警が相互に保有する情

報を共有し、緊密な連携のもと、児童虐待の予防、早期発見及び児童の

安全確保を図っていきたいと考えています。

③事態が深刻にならない先の入念な実態把握について 

◆どのようなされているか問う 

酒井教育部長 児童の実態把握は、未就学児についてはこれまでも保育園

等の在籍の有無、乳児家庭全戸訪問事業、乳幼児健診等の母子保健事業

などで把握をしており、いずれの事業でも確認がとれない場合は、もっ

とも関係の近い部署での訪問活動により確認を行っています。 

  また、千葉県野田市の事案を踏まえ、国からの通知により、虐待が疑

われるケースがないか、小・中学校、認定こども園、保育園において現

在、緊急点検を行っているところです。 

  今後の対策については、虐待のリスク要因を見逃さない実態把握と関

係機関等との情報共有を確実なものにしていきたいと思っています。

【平成３１年３月７日(木)】 

蓮沼 晃一 議員 個別質問（一問一答） 

２．南砺市教育振興基本計画 

①南砺市教育振興基本計画を見直すにあたっての課題

ア）児童数減少に対する対応策と教育振興基本計画を見直すにあたっての学校

教育の課題 

酒井教育部長 児童・生徒数の減少に対して、小規模な小・中学校６校では

ＩＣＴを活用とした遠隔協働学習を行い、多様な考え方を感じて学習を

深めていく授業を行っています。ほかの小・中学校においても、少人数

指導におけるきめ細やかな指導のメリットを生かせるよう授業の工夫を

しています。 

教育振興基本計画は、教育基本法の規定に基づき、教育の振興のため

の基本施策を定めたもので、来年度中には、第２次南砺市総合計画との整

合性を図りながら、2020年度からの５カ年を計画期間とした新しい教育



7 

基本計画を策定します。 

新しい教育振興基本計画においても、子供たちがふるさとのよさを学

び、誇りと愛着を持って豊かな心を育むことができるよう、文化と教育

の連携により、学校教育における施策を展開したいと考えています。ま

た、様々な技術革新が進展する中、自らの課題を解決する能力、コミュニ

ケーション能力を備え、ふるさとにしっかりと軸足を置きながら、地域

社会や全国、世界を舞台に活躍できる人材の育成など、将来を見据えた

教育の取り組みについても検討していきたいと考えています。 

イ）生涯学習及びスポーツ分野において教育振興基本計画を見直すにあたって

の課題 

◆生涯学習及びスポーツ分野における課題について 

酒井教育部長 まず、生涯学習の課題については、平成29年度に実施した

各種講座の総参加者数が平成28年度に比べ105人減少し、今年度も減少と

なる見込みであることから、参加者へのアンケート結果等を参考に、市

民の学習ニーズを的確に捉え、より充実した講座内容とすることが課題

となっています。 

  また、子供たちが同世代の友達や地域の大人たちと触れ合う機会が減

少していることから、家庭や地域の教育力向上を図るとともに、地域に

密着した活動を支援し、地域の中で子供たちがたくましく育つ環境づく

りが大切であると考えます。 

  次に、スポーツ分野の課題については、市では日頃からスポーツ・運

動に取り組んでいる市民の割合を50％にすることを目標にしていますが、

現状は40％前後にとどまっています。年齢別では、働き盛り世代の30代

から50代の割合が低いことから、健康意識の高揚を図り、スポーツ・運

動への取り組みを促すことが課題であり、運動習慣定着への啓発や環境

づくりに努めています。 

70代以上については、スポーツや運動への取り組みは高い割合で推移

していますので、総合型地域スポーツクラブと連携し、地区サロン等へ

講師を派遣する運動教室を実施するなど、引き続き高齢者の健康や体力

の維持・増進に努めます。

  また、スポーツ少年団において、少子化等により団員の確保が難しく

なっている少年団もあり、活動の継続をどのように図っていくかが課題
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となっていることから、今後の継続可能な活動体制について検討が必要

であると考えます。 

施設面では、生涯学習、社会体育、いずれの施設においても多くの施

設で経年劣化が見られることから、施設利用に支障が無いよう、指定管

理者等との連携を密にし、計画的に修繕を進めていくことが重要となっ

ています。 

  今後は、これらの課題を分析し、市民ニーズに対応した教育振興基本

計画を策定したいと考えております。 

②豊かな心を育む学校教育の充実 

ア）ＩＣＴ活用の小学校「遠隔協働学習」の詳細と他の小学校や中学校のＩＣＴ機

器の活用について

酒井教育部長 平成27年度から２年間、文部科学省の実証事業の採択を受

け、小・中学校の６校に遠隔協働学習用の機器を整備しました。現在は、

総合戦略事業として取り組みを推進しているところです。 

  小規模校では、遠隔協働学習を通じ他校の児童・生徒に自分の考え方

を発表したり互いに議論することで、自分にはなかった新しい考え方に

気づき、深まりのある協働的な学びの場を提供することにつなげていま

す。来年度は、複式学級の担任教員が学年ごとに双方向による遠隔協働

学習ができるよう、機器１セットを追加配備することにより複式学級の

ハンディの克服を目指しています。

  市では、ＩＣＴの教育利用推進に係る整備計画により、全ての小・中

学校の学級に対し、2021年度までに電子黒板と実物投影機を配備し、タ

ブレット端末は各校１学年分の配備を完成させる予定としています。 

  小・中学校では、例えば体育の授業でタブレット端末を使用し、児

童・生徒がお互いに撮影し合い、動きの確認や比較をして動作の向上に

役立てたり、教室の授業でそれぞれの端末に書き込んだ意見や考えを教

員が集約し電子黒板に映し出すなど、有効にＩＣＴ機器を活用していま

す。 

  今のところ、小規模校以外では遠隔協働学習を実施する予定はありま

せんが、将来的にはＩＣＴ機器を南砺市以外や外国も含めた地域との交

流のツールとしての活用も期待しています。
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イ）小・中学校の授業において積極的にアクティブ・ラーニングの取り入れを

酒井教育部長 アクティブ・ラーニングは、主体的、対話的で深い学びを

実現するための学習方法であり、アクティブ・ラーニングの授業を通して、

学校教育における質の高い学びを実現し、児童・生徒が学習内容を深く

理解し、資質、能力を身につけ、生涯にわたって能動的に学ぶことを目

的としています。

  現在も授業の学び合いの場面では、友達と意見交換をしたり議論した

りすることで、新しい考えや多様な意見に触れながら、自分の考えをさ

らに深めており、今後も、アクティブ・ラーニングの授業を通して学んだ

知識や技能を将来の人生や社会に生かすことができるよう努めていきた

いと考えています。

③学習指導要領の改訂に伴う学校教育の取り組みについて 

ア）学習指導要領の小・中学校それぞれの改訂内容と今後の学校における取り

組みは

高田教育長 改訂される学習指導要領は、小学校は2020年度、中学校は

2021年度から完全実施となります。改訂では、現行の学習指導要領の枠組

みや教育内容を維持した上で、知識の理解の質を高め、確かな学力を育

成することが求められています。また、子供たちが将来、自ら社会を切

り開くための資質能力を育成するために、地域と連携しながら社会に開

かれた学校をつくり上げていくこととなっています。 

基本的な内容としては、道徳の特別教科化を小学校は本年度から、中

学校は来年度から実施します。また、外国語教育の充実を図るため、小

学校中学年では外国語活動を、高学年で英語科を導入することとなって

います。教育委員会でも、市内小学校５、６年生の希望者を対象に、英

語の基本的なコミュニケーション能力を高めるため、南砺イングリッシ

ュチャレンジを開催しています。

  来年度の教員研修計画においても、小学校の全ての教諭、中学校の英

語科教諭を対象とした小学校での外国語活動、英語科導入に向けての研

修会を７回実施する予定としており、昨年９月からはＡＬＴ外国語指導助

手を１人増員し、外国語活動の充実に努めています。 

イ）市の新しい教育振興基本計画における学校教育方針は
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高田教育長 新しい南砺市教育振興基本計画は、2020年度からの実施に向

け、来年度中に改定を行う予定です。小学校での学習指導要領の改訂の

趣旨や、平成27年度から実施してきました教育振興計画の成果と課題を

踏まえ、今後の南砺市の学校教育方針に反映していきたいと考えていま

す。 

  具体的には、2021年度から実施予定の小中一貫教育において、各中学

校区で小・中学校が目指す子供像を共有し、９年間を通じた教育課程を

編成することを進めています。その際には、各教科の学習内容を横断的

な視点で見直し、身につけさせたい力と各教科の学習内容を明確にする

ことが必要となります。そのカリキュラム編成のため、現在、市内の

小・中学校の教員で５つの部会を構成し、教育課程やその内容について

検討作業を進めているところです。 

  さらに、道徳教育や外国語教育、ＩＣＴ教育の充実を図り、ふるさと

を誇りに思い、未来を切り開くことができる児童・生徒を育成すること

を柱とした学校教育方針にしていきたいと考えています。

石川 弘 議員 個別質問（一問一答） 

１．文化と教育の連携について 

①「文化と教育の連携」とは、具体的に教育にどう活かしていく考えか 

田中市長 近年さまざまな教育論の中で、注目されているのが非認知スキ

ルを高めるということです。地方の教育は、地方の文化と教育を絡める

ことによって、都会ではない学力につながり、もしくは人間力の育成に

間違いなくつながると思っています。ふるさと教育は南砺市の小・中学

校ではずっとやってきていますが、特に今年は、国際木彫刻キャンプ、

シアター・オリンピックスといった世界的なイベントが開催されますし、

夏には棟方志功の展覧会も企画されています。南砺市ならではの本物の

芸術・文化、伝統的な工芸、食などに触れ合える機会に、文化と教育の

連携という言葉として使わせていただいて、今までずっとやってきたこ

とをさらに強め、取り組んでいくということを考えました。 

  もともと、南砺市には豊かな自然、祭り、民謡、伝統、芸術、文化、

いろんな本物があります。学習活動や体験活動に取り組むことで、より

健全な心と体を育むということを実証し、ふるさとの自然や歴史、先人

の業績等に対する理解を深め、将来の南砺市を担う人づくりを進めてい
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くことを施策の柱として、各校区の特色を生かしたふるさと学習やキャ

リア教育に推進をしていきたいという思いです。 

棟方展を全員で見る、シアター・オリンピックスを観劇することも含

めて、今後取り組んでいきたいと思っています。 

③地域の祭りや伝統・歴史を学ぶふるさと教育の今後の進め方は

田中市長 本市では、地域の皆様のご協力をいただきながら、伝統文化や

歴史、産業などを学ぶことを通して、各学校が地域性を踏まえたふるさ

と教育に取り組んでいます。昨年度からは、小学校、中学校の代表各１

校がふるさと学習の成果を市長に報告する市長への提言を実施して、学

習のまとめを行っており、高い評価を受けています。 

平成 32 年度から始まる小中一貫教育では、小・中９年間の系統性に

配慮がなされた教育課程を編成することとしており、ふるさと教育につ

いては、ふるさと南砺科として小中一貫教育の柱の一つに位置づけ、９

年間の各教科での学習内容や活用する地域資源を整理して、校区ごとに

具体的な計画策定を進めています。今後は旧８町村単位の地域や校区の

枠を超えて、南砺市全域の地域資源を題材としたふるさと教育への展開

も視野に入れていきたいと考えています。 

  また、あわせて子供たちが地域の行事に参加する機会を多くつくるこ

とで、南砺市民としてふるさとに誇りを思う意識が高まるよう努めてい

きたいと考えています。 

石川 弘 議員 個別質問（一問一答） 

２．子ども・子育て支援について 

①第２期子ども・子育て支援事業計画策定に向けたニーズ調査等について 

◆ニーズ調査の内容や今後の進め方を問う 

酒井教育部長 第２期子ども・子育て支援事業計画策定に向けたニーズ調

査は、教育、保育や子育て支援のニーズ量の見込みを算出するため、子

育て家庭の保育園や放課後児童クラブ等の現在の利用状況、今後の利用希

望などを把握するため、就学前児童や小学校の保護者、妊産婦に対して、

内閣府の「量の見込み」の算出等のための手引きにより、家庭等の子育て

環境や保護者の就労状況、教育・保育事業の利用状況や今後の利用希望、

放課後の過ごし方、子育ての悩みなどの設問のほか、子育てに関する施
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策の充実度や今後重点的に取り組むべき施策等の市独自の設問を追加し、

回答をいただいています。 

  計画策定に向けた今後のスケジュールは、本年度末までにニーズ調査

のデータを集計し、報告書等にまとめ、来年度に現状の分析と課題の整

理を行い、事業見込み量の推計から提供する目標量を算出し、その確保

策などの検討を行い、関係者の意見も反映しながら、市子ども・子育て

会議において協議を重ね、平成32年３月までには計画策定したいと考え

ています。
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予算特別委員会 質疑要旨（教育委員会関係）

【平成３１年３月８日(金)】 

松本 誠一 委員 個別質問（一問一答） 

１．南砺市友好交流協会補助金について 

②中学生の国際交流事業への積極的な取組について 

◆教育委員会の取り組みについて 

村上教育総務課長 南砺市友好交流協会には、教育委員会からは教育総務課

長、小学校、中学校からはそれぞれ校長会長が委員会等に出席をしており、

交流事業の概要を把握した上で、学校側からの適切な意見をお伝えし、国

際交流事業に応募しやすい環境づくりに努めています。各中学校でも、海

外派遣の募集の際にはより多くの生徒が応募できるよう努力しています

し、交流事業には教員が随行し、現地での交流活動や安全管理など、責任

を持って参加生徒のサポートをしています。 

参加した生徒の中には、海外でのこの体験をきっかけに、将来は海外で

活躍したいという思いを持っている生徒も少なからずおられます。 

  最近、教育現場でもグローバル化ということを強く意識しています。中

学生を対象とした国際交流事業を生徒にとっても貴重な機会として捉え

ておりますので、国際的な視野を広げる教育という観点からも、教育委員

会として関わっていきたいと考えています。

長井 久美子 議員 個別質問（一問一答） 

（保育実施費） 

１．病児保育事業の開設について 

②専門職員の専任制が欠かせないが、保育士等の配置は十分か 

◆配置予定について問う 

武田教育部参事 市民病院内に開設予定の病児保育事業の職員は、利用児

童を保育する保育士２名のほかに、利用当日の朝に児童の容態を診察し、

受け入れ決定をする小児科の医師１名と保育中に、容態を適宜監察する

看護師１名の配置が必要と考えています。 

  保育士は、保育園付の正規職員１名と臨時保育士１名の２名を配置し、

医師と看護師は、市民病院に勤務されている職員を予定している。 

  臨時保育士は、当日の利用人数によりサポートを行う予定としており、
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この事業に必要な職員等の体制整備に努めていきたいと思っています。 

③運営の中で、緊急に病児の送迎が必要になった場合の備えについて 

◆考慮しているか問う 

武田教育部参事 今回予定の病児保育事業は、市内の保育園等に入園して

いる児童が病気にかかったときに、保護者等が就労のために家庭で保育

することが困難な場合、市民病院内の病児保育室に保護者が送迎をし、

一時的な保育をすることにより、就労されている保護者の支援を図りた

いと思っています。 

  保育園等で急に園児の体調が悪くなった場合の対応は、市内の公立保

育園等においても看護師を配置し、園内の休養室や医務室で、看護師等

が容態を診る体調不良児に対応している園が７園あること、病院等の受

診が必要な場合に保護者等へ連絡すると職場での理解が進み休暇を取り

やすくなってきていることもあり、この事業では考慮していません。ただ、

緊急に児童が病気やけがをして保護者等が事情により迎えに来られない

ときは、保護者の了解のもと、園の職員がかかりつけ医などに送迎して

います。 
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総務文教常任委員会 質疑要旨（教育委員会関係）

【平成３１年３月１３日(水)】 

○議案第２８号 南砺市行政組織条例の一部改正について 

竹田秀人議員 教育関係から見て、こども議会が取りやめになったことに

ついて、どういう考えか 

村上教育総務課長 回数を重ねてきて、子ども議会はその役割を果たした

と思っている。教育委員会としては、市のいろいろなことを学ぶことは、

ふるさと教育を充実させることで代替させていきたい。また、夏休みに

子ども議会を行うことは、いろんな行事があって忙しく、指導の教員も

つかなければいけないということもあり、子ども議会は取りやめにする

ということで、暮らしません課とは協議をしたところである。 

竹田秀人議員 議会の中というものをふるさと教育の一環としてやってい

きたいと思うが、どう考えるか。 

村上教育総務課長 議会傍聴を中学校の社会科や総合的な学習の中で実

施できないかということで考えていたが、中学校の授業の課程の中で、

日程調整ができなかった。将来的には取り入れることも視野に入れてい

きたいと思っている。 

○議案第２９号 南砺市教育に関する事務の職務権限の特例に関する条例の

一部改正について 

山本勝徳委員 改正文を見ると、全く内容が変わっていないようだが、地

方教育行政法の改正内容について、説明をお願いしたい。 

村上教育総務課長 地方教育行政法の規定により、市長の職務権限で、教

育に関する事務の一端を担うことが可能となっているのが、スポーツと

文化に関することの２つになっていた。今回の法改正により、その２つ

に加えて、文化財の保護に関することが可能になったということで、関

係する事務が３つに増えたということである。 

山本勝徳委員 文化財の保護に関する事務を市長部局に移管すべきではな

かったか、見解を聞かせていただきたい。 

村上教育総務課長 今回の法改正の趣旨は、文化財の保護に関する事務に

ついても、市長部局に権限を移管することによって、ほかの関連行政と

あわせて推進力の強化を図るということである。実際には、文化に関す
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ることは、ブランド戦略部に権限を移管しているが、今回の文化財の保

護に関することについては、権限は教育委員会に持ったまま、ブランド

戦略部の職員に事務をしていただく補助執行になる。 

  今回、市長部局に権限を移行してまで推進力の強化を図らなければい

けないのかということについて、ブランド戦略部と教育委員会が協議し

たが、今回は、まだその時期ではないのではないということである。こ

のことによって、文化財に関する市長部局と教育委員会との連携がおろ

そかにするということではないと思っている。 

○議案第１２号 平成３０年度南砺市一般会計補正予算（第７号）の所管部分 

（保育実施費） 

◆保育園費の臨時職員賃金について 

竹田秀人委員 臨時職員の賃金が、全体の５～６％減額の2,600万円ほど要

求してあるが、どのような内訳になっているのか。 

武田こども課長 保育園の臨時職員賃金の減額については支払い実績見込

み等から精査すると、当初計画よりも家庭の事情や病気、産休・育休等に

より年度途中で退職された方等があったが、補充ややりくりにより完全に

対応できなかったことにより、職種では保育士等で約９人、看護師は再任

用職員を採用できたことで１人、調理員が約３人分の賃金が減額になる

見込みとなっている。 

竹田秀人委員 保育園では、保育の量が増えたりしている中で、ほかの方

への負担が増えていると思われるが、どう対応されてきたのか。

武田こども課長 職員は、国の基準に見合った保育士等を確保しています

が年度途中に退職された方等の補充は、ハローワーク等への募集を出し

たり、短時間勤務の方に少し勤務時間を延ばしていただいたり、退職され

た職員等にネットワークを通じてフルタイムでなくて短時間でもいいか

ら来ていただくという形で、いろいろ確保に努めていますが、近年、保育

士等がなかなか見つからない状況の中で完全に充足させるまでには至り

ませんでした。

竹田秀人委員 現場が大変になっているのでないかと思っているが、認識

はどうでしょうか。 

武田こども課長 保育現場では、代替休暇の職員がおらず休みづらい環境に

あるということと、業務が一部の職員に偏っているところもあり、帰宅
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が遅くなっている現状は把握しており、今後も不足している職員分をしっ

かりと確保する努力をしていく。

（教育総務費・事務局運営費） 

◆Ｕターン就職奨学資金支援金について 

山田清志委員 当初１６人だったものが１０人となった積み上げの内容を

伺いたい。 

村上教育総務課長 １人の方が転出をされたため９人となった。年度ごと

の実績については、平成 28 年度が２人、平成 29 年度は３人、今年度、

平成 30 年度は４人の、合計９人となっている。 

山田清志委員 市内就職者と市外就職者、それぞれの人数はどうなってい

るのか。 

村上教育総務課長 ９人のうち、市内への就職が３人となっている。市外

へは６人で、内訳は、砺波市、金沢市、富山市となっている。 

山田清志委員 奨学金を受け取られる対象者というのは、毎年何人ぐらい

おられるのか。それと、この奨学金を申し込む方には、地元に戻ってこ

ようかとか、市内で通おうかとかといった思いを、ヒアリングをしてい

ることはあるのか。 

村上教育総務課長 現在の貸与生は、平成 27 年度が７人、平成 28 年度が

15 人、平成 29 年度が 14 人、平成 30 年度は９人となっていて、合わせ

て 45 人とである。 

  申請時に窓口で相談を受ける際に、奨学資金支援金についての説明は

している。ただ、高校３年生の当事者が来られるわけではなく、保護者

の方にお話しすると、帰ってくることもあるかもしれないが、自分の好

きな道に進んでくれることが一番優先という答えが多いと聞いている。

説明はしているが、その時点での、当事者の意思確認まではなかなかで

きないという状況となっている。 

（小学校費・小学校教育振興費） 

◆臨時講師の賃金の減額について 

山田清志委員 臨時講師の方の役割というのはどういったものか、教えて

いただきたい。 

村上教育総務課長 臨時講師は、臨時的任用講師ということで、小・中学
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校の免許状を持っていることが資格要件となっている。育児休業や病気

休暇、休まれた方の欠員への代員ということになるので、一般の教員と

同じようにクラス担任、教科担任をしていただくことになる。 

山田清志委員 利賀小学校でもそういった教員の方がおられれば、複式学

級においても２人の先生が入れる場合がある。立地条件などもあるが、

実際の採用状況はどうなのか伺いたい。 

村上教育総務課長 今年度は３人の方から問い合わせがあった。しかし、

教員の資質ということから、面接をして２人の方はお断りした。１人の

方は２カ月間だけ勤務をしていただけたという状況となっている。県の

教育事務所でも、臨任講師の配置については大変苦労しておられる。通

勤距離が長いということから、不利な条件ではあるが、引き続き人員募

集をしていきたい。

山田清志委員 賃金は、学校の司書助手、スタディメイト、適応指導員、

なども含めて減額ということになっているわけだが、どのような契約に

なっているのか。 

村上教育総務課長 幾つかの職種があるが、全ての方が時間給の契約にな

っている。フルタイムの方、半日の方もおられ、扶養の範囲内など、い

ろいろな働き方に応じて契約をしている。 

山田清志委員 働かれる方の勤務の条件はよく分かるが、例えば、それに

よって、子供たちに弊害は生じていないのか。 

村上教育総務課長 予算要求の際には、学校の状況を見て、必要な職種、

人数、時間数を予算化しているので、予算が執行できないということは、

子供たちの目配りやきめ細やかな指導が、時間の足りなかった分だけ不

足しているという考えもあるが、それは正規の教員などでカバーに回る

ということで対応していただいている。 

山田清志委員 非常に人材不足で、そういった方を見つけるのも難しいと

いう話も聞き、正規の先生方だけでにカバーできるのか心配である。い

ずれにしても、学校現場にもともと必要だと思われる予算を確保されて、

その人員の獲得を目指して動いておられる中で、平成31年度は、採用に

向けて、今一度、アンテナを高く張って、ぜひ子供たちにマイナス面が

ないようお願いしたい。 

村上教育総務課長 臨時職員の方は、ほとんどが学校の先生のＯＢ、いわ

ゆる教員免許を持った方となっていることから、今現在も、配置する学
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校の校長先生などの人脈ネットワークを通じて募集をしている。それで

も、なかなか大変ということだが、そういった方法での募集が一番確実

なので、引き続き、定員どおりの配置に努めていきたい。 

（教育総務費・教育センター運営費） 

◆校務支援システム業務委託料の減額について 

竹田秀人委員 校務支援システム保守業務委託料については、４月から本

格稼働ということで、今年度の委託料はゼロになったということだが、

実証されている中で、都合が悪いことがあったり、いろいろ変えてもら

ったりしているという話も聞いている。そういうメンテナンスには全くお

金はかからないということか。 

村上教育総務課長 今年度１年かけて、もともとあるシステムを先生方の要

望も聞きながら、南砺市に合った形にする構築費にそのメンテナンス料も

含まれている。当初予算にメンテナンス料を要求していたのは誤りであっ

たということで、全額を減額させていただいた。 

竹田秀人委員 しっかりと、かなりいろんなメンテナンスをしてもらって

いるということだが、効果とすれば、皆さんの評判はどんなものか。 

村上教育総務課長 効果については、本格稼働に向けての試行段階に入っ

ている中で、一つ一つのシステムを確認したときには、これはいいねと

いう話はある。ほかの業務とも連携して、より効果が出るようにしていき

たいということで、学校のほうも準備を進めている。 

竹田秀人委員 本格稼働ということだが、実際に配置されるのはどこの学

校で、どれぐらいの規模でやるのか教えていただきたい。 

村上教育総務課長 １７校全てとなっている。 

竹田秀人委員 先ほど、いろんなところで人が足りないということだった

が、お子さんとしっかりと向き合うために、校務支援システムを入れると

いうことなので、ぜひ本格稼働できるようにしてもらいたいと思う。さら

にシステムを広げるというような考えはあるか。 

村上教育総務課長 校務の中で、必要なものは、ほぼ今回のシステムに組み

込んでいるので、これ以上何かを広げるという予定はない。本格稼働に

なったら、慣れていただいて、効率よく仕事をしていただきたいと考え

ている。 
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（社会教育費・社会教育振興費） 

◆中学生土曜学習推進事業について 

長井久美子委員 中学生土曜学習推進事業の減額が出ているが、土曜学習

はどのように実施されているのか。 

桜野生涯学習スポーツ課長 中学生土曜学習支援事業は、夏休みに中学３

年生の部活動を終えた生徒を対象に、井波会場と福光会場の２カ所にお

いて、学習支援事業を実施している。 

長井久美子委員 減額については、参加者が少なかったということか。 

桜野生涯学習スポーツ課長 当初は参加者150人を見込んで学習支援員11名

分の報償費を計上していたが、実際の参加者が105名であったため、学習

支援員を７名とし、４名分の報償費を減額したものである。 

長井久美子委員 放課後子ども教室はどうなのか。

桜野生涯学習スポーツ課長 放課後子ども教室は８教室を委託しているが、

協議していく中で、参加者の人数や教室の内容、実施回数などを精査した

結果、１割の減額となった。 

（社会教育費・図書館費） 

◆臨時職員の賃金の減額について 

中段晴伸委員 臨時職員の賃金が減額になっているが、内容について聞かせ

てほしい。 

桜野生涯学習スポーツ課長 当初、井波図書館については、臨時職員４人

での運営で予算計上をしていたが、正職員が１人配属となり、臨時職員が

３人となったため１人分を減額とした。 

（保健体育費・国体事業費） 

◆たいらクロスカントリー場駐車場進入路改修工事について 

山田清志委員 たいらクロスカントリー場駐車場進入路は、工事用車両の進

入路なのか、現在の状況を教えてほしい。 

水上スキー国体推進室長 マイクロバスも進入できるように整備を進めて

いきたい。現在、カーブが強く狭いため、大変危険な状況であり、国体等

で大勢の方が来場されるので、安全を第一に整備を進めていきたい。 

山田清志委員 今後、クロスカントリー場に大きな大会を誘致していただか

なければならないが、その奥の駐車場は、国体以後も使う見込みのある駐

車場なのか。 
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水上スキー国体推進室長 国体では、各都道府県からマイクロバス約30台近

くが来場し、奥駐車場を利用することにより限られた駐車場を有効に活用

できる。今後、県内大会等でも駐車場を利用するが、危険性がないよう整

備し利用したい。 



22 

予算特別委員会総務文教部会 質疑要旨（教育委員会関係） 

【平成３１年３月１３日(水)】 

○議案第１号 平成３１年度南砺市一般会計予算の所管部分 

（放課後児童クラブ費） 

◆子ども子育てシステム導入業務委託料について 

山田清志委員 今回新規事業255万5,000円で導入予定だが、住民記録システ

ムと連動させるということについて説明ください。

武田こども課長  子ども子育てシステムは、国が平成27年度からの子ど

も・子育て支援新制度に伴う教育・保育サービスの確実な提供のために

電子システムを構築し、全市町村が導入し、使用している。 

  現在、保育園関係の業務をこのシステムを使って行っており、このシス

テムでは市の住民基本台帳システム、税情報システムと連動しているた

め住民記録、児童の情報、保育料を算定する税情報等を利用した台帳管理

などが可能になるということです。

山田清志委員 これまでも利用していたシステムを使いたいということで

すが、具体的にどのような業務に使われることになるんですか。

武田こども課長 このシステムは、子ども子育て事業である保育園業務や

放課後児童クラブ業務などを行うための業務追加ができるシステムであ

り、放課後児童クラブの事務は、これまで全て手作業で行ってきたもの

が、このシステムの中に利用者の管理機能や利用料の徴収管理機能等を追

加することにより、利用申請や登録認定、利用承諾書の発行、延長利用

料の口座振替の対応等も可能になり、職員の事務効率化が図られるので、

導入をしたい。

山田清志委員 子育ての観点からいえば、小学生や中学生といった学校の

いろんなサービスの情報と連動させればどうかと考えますが、導入され

るシステムを今後、中学校とか小学校の情報に拡大させることは考えら

れますか。

武田こども課長  このシステムは、国が子ども・子育て支援新制度にかか

わる住民サービス業務を滞りなく処理するために構築したシステムであ

り、ほかの業務への範囲を広げるということは難しい。
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（児童育成費） 

◆第２期子ども・子育て支援事業計画策定業務について 

山本勝徳委員 第２期になると、新たに盛り込むような事項や子育て支援

の計画において見直すようなところがあるのか、説明願います。 

武田こども課長 この事業計画では、国が全国一律の基本方針を示してお

り、教育・保育施設の提供量や保育園・認定こども園のサービス内容、地

域子ども・子育て支援事業の提供体制の確保、業務の円滑な実施に関す

る計画を定めるものとなっている。 

  現在、ニーズ調査を実施しており、今月末には取りまとめ結果がでて

くるので、教育・保育及び地域子ども・子育て支援事業の利用状況及び利

用希望などの結果をもとに、利用の現状や地域の実情、子どもと家庭を

取り巻く環境の現状等をしっかりと分析する中で、地域の特性、地域の資

源状況、さらには社会情勢が５年前と変化してきたことによる第１期計

画の検証も踏まえながら計画策定したいと考えている。 

山本勝徳委員 昨今の子どもを取り巻く環境は随分変わってきていると思

っている。虐待問題等がない住みやすい南砺市をつくり、移住・定住を

進めるうえでＰＲもし、計画に盛り込むべきではないかと思うが見解は。

武田こども課長 この計画については、子ども・子育て会議の意見を聴き、

また、子どもを持つ家庭や妊産婦などの女性の方など、子育てに関わる

方々の意見もしっかりと踏まえ、市の独自性、施策のよいところも盛り込

んでいきたい。

山本勝徳委員 保育とか教育の無償化の法律あるいは予算が成立したあと、

どのように対応されるのかお聞かせいただきたい。 

武田こども課長 国の教育・保育の無償化の件については、３歳以上児の

完全無償化、０歳～２歳児では低所得者の無償化、保育料の中に副食費、

給食費が入っており、それは分けられて実費徴収になるので、どうして

いくかということについては、これから内部検討しながら、今後、対応策

をお示ししたいと思っている。

山本勝徳委員 市の人口減少の加速が進むことを前提にすれば、南砺市な

らではのものをしっかり盛り込んでつくっていただきたいと思っている。

例えば、南砺市においては、保育の最低基準よりももっと手厚くつけて

いくとか検討してもらいたいと思っているが、見解は。

武田こども課長 保育士の件については、そのようにできればいいと思う
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が、なかなか確保が難しい現状であり、いろんなことを勘案・検討しなが

ら、南砺市独自のものや地域の実情を踏まえた事柄をしっかりと組み入

れていきたい。 

（保育園費） 

◆保育料の軽減事業について 

山田清志委員 保育料の軽減事業による歳入の影響額が１億4,600万余りと

いうことで、前年度対比600万円の増と見込まれているが、第３子などの

無料化、多子世帯50％、三世代同居30％軽減、ぞれぞれの前年度比増減額

はどのようになっているのか。 

武田こども課長 この影響額についての前年度対比では、第３子などの無

料分が1,000万円余り増額、多子世帯軽減分は465万円余り減額、三世代同

居世帯軽減分は40万円余りの増額となっている。昨年９月から県の軽減

事業が拡充となり、ひとり親の第１子や低所得者の第２子無料化などで対

象の子どもが増えていることも一因と考えている。 

◆移住・定住者の保育園無料制度について 

山田清志委員 移住・定住者の保育園無料制度の歳入影響額が前年度対比

220万円増の約540万円で、ほぼ倍になっていますが、対象となる世帯数

や子どもの人数と具体的な要因を教えてほしい。 

武田こども課長 移住・定住者の保育料軽減事業について、平成30年度の

対象者は、公立保育園入園児では28世帯、37人、私立保育園等では７世

帯、11人、合わせて35世帯、48人となっている。 

  その内数として、新規対象者は、公立保育園では13世帯、16人、私立

保育園等では２世帯、２人の、合わせて15世帯、18人になっている。 

要因は、Ｉターンの転入世帯が６世帯あるが、夫婦ともまたは父か母の

どちらかが以前南砺市に住んでいてＵターンされてきた世帯が29世帯と

全体の８割強を占めている。 

山田清志委員 移住・定住でたくさんの世帯、また、子どもが入園してい

るのは、いい話だと思っており、しっかりとほかの部署とも情報の連携を

とりながら、今後も移住・定住や子どもが１人でも多く生まれるように、

施策に生かしていただければと思っている。 

武田こども課長 今後、他課とも連携しながら子育て支援や移住・定住に
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関する情報等をいろいろな方法で発信、周知して人口増つながるように努

めていきたい。

（児童扶養手当給付費） 

◆児童扶養手当給付費の支給回数の変更について 

長井久美子委員 児童扶養手当の支給回数が変更になるためのシステム改

修費が 138 万 3,000 円要求されていますが、制度がどのように変更にな

るのか、聞かせてください。

武田こども課長 現行４カ月分ずつ年３回支払いをしていたものが、国の制

度改正により、来年度でいうと、４月に４カ月分、８月に４カ月分、従来

ですと12月に４カ月分でしたが、それがなくなりその１カ月前の11月支

払い分から移行期になり、11月は３カ月分、それ以降は２カ月分ずつ、

年６回の支払いになって、１月に２カ月分、３月に２カ月分の15カ月分

を支払うことになる。

長井久美子委員 受給されている方には十分に案内が行くと思っているが、

周知はどんなことを考えているのか。

武田こども課長 市の広報等に関係する記事を掲載するほか、８月の児童

扶養手当の現況届の確認の際にもしっかりと支払い月が変わるとことを

伝えていきたい。

◆児童扶養手当について 

山本勝徳委員 児童扶養手当の件で、母子家庭に支給される手当だと思っ

ているが、受給者の最近の動向はどうなのか確認したい。 

武田こども課長 市内の動向は、今年度の前半は結婚された方や市外に転

出された方等がおられ若干減少してきていたが、年暮れから年度末にか

けて離婚される方等々が増えたことにより受給者も増え、もとに戻って

きている状況で、人数的には200人前後おられる。 

（保育園費） 

◆嘱託・臨時職員の賃金について 

山田清志委員 嘱託・臨時職員の賃金については、４億2,700万で昨年に比

べれば6,200万円ぐらい減少していますが、大きく賃金が減少した理由を

お聞かせください。 
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武田こども課長 嘱託・臨時職員の賃金及び社会保険料ですが、前年度は賃

金と社会保険料がまとめて記載してありました。賃金だけで比較をします

と、前年度は４億4,149万4,000円で、1,452万6,000円の減額となる。予

算を立てるに当たって、30年度末の在園見込み園児数は1,448人、31年度

末の在園見込み園児数は1,407人と全体で園児が40人余り減る見込みであ

り、保育基準などから必要な職員を計算すると減額となる。 

  また、31年度、保育士では退職者より新規採用者が２人多いことや再任

用を新たに希望された方が保育士で３人、調理員で２人あることも減額要

因になっている。 

（施設型給付等支援費） 

◆児童扶養手当給付費の支給回数の変更について 

山田清志委員  私立保育園に対する委託料が載っているが、１億2,850万

5,000円と、前年度から10％近く増加している。認定こども園への給付費

も約1,000万円増額されているが、市立保育園から私立保育園や認定こど

も園などに子どもが移ってきているのか、お聞かせください。 

武田こども課長 昨年10月から保育園等へ入園申し込みを受け付けしてい

るが、全般的に公立保育園への希望は多くある。 

  今年度末の公立保育園在園児は1,448人、私立の在園児は231名、公立

園の占める割合は86％であり、来年度末の公立園の在園見込み児数は

1,407名、私立の見込み児数は226名で、公立園が86％を占めており、年

度比較での割合は変わらない。ただ、育休明けのゼロ歳や１歳の低年齢

から公立園に預けたいと希望される方が大変多いので、保護者の理解と

私立保育園等の状況もお聞きしながら、利用調整などもしている。 

山田清志委員 市外の保育園への補助金が446万円から619万2,000円と大幅

に伸びています。南砺市から市外の保育園に通われている子どもの保育に

対しての補助金だと思いますが、どのような事情で増えているのか。 

武田こども課長 市外から南砺市へ来られる方もありますし、市内から市

外の保育園等に入園される方の多くは職場の近くや途中に保育園がある

ということから広域入所されている。 

また、国の公定価格ではゼロ歳児を１人保育すると月約20万円近くかか

る園もあり、補助金額が増える結果となっている。 
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（教育総務費・事務局運営費） 

◆山村留学定住事業 

山田清志委員 今回の予算は昨年の倍近い金額となっているが、新年度の

計画を改めて説明いただきたい。 

村上教育総務課長 夏の体験キャンプは昨年から１日長くして、６泊７日

で計画をしている。利賀は南砺市の積雪地帯ということで、新たに冬の

体験キャンプを３泊４日で予定している。事業の拡充ということで委託

料が増える。 

山田清志委員 集まる子供たちというのは首都圏からが中心なのか。 

村上教育総務課長 １回目の29年度は18人参加で、首都圏からは10名であ

った。２回目の30年度は33人、うち23人が首都圏になる。山村留学に実

績のある“育てる会”の支援を受けて実施している。 

山田清志委員 改めて今回この１泊期間を延ばす、あるいは冬期の宿泊を

初めて実施する狙いはどこにあるのか。また、これまで参加された小学生

や保護者の中に、最終的な目標である通年での留学、移住、定住に関心を

示している方がおられるのか。 

村上教育総務課長 今は短期山村留学だが、この事業が目指しているもの

は、１年単位で利賀の学校に通学してもらう長期の山村留学で、その先

に移住・定住を目指す戦略事業がある。まず利賀村に魅力を感じて、関

心を持っていただくこと、雪国の暮らしを体験してもらうことで、南砺

市を理解していただくことが重要である。 

  参加した小学生とその保護者には、事後アンケートを行っていて、昨年

の場合、約10名の子供さんから「長期山村留学をしてもいい」という回答

があった。保護者の方からも「南砺はいいところ」「利賀はいいところ」

というも回答あったが、「いいよ」と言った子供さんと保護者が必ずしも

合っているわけではない。 

山田清志委員 通年の留学に結びつける最終目的の一つとして、冬期の日

程を組むことは、プラスになるのか。 

村上教育総務課長 積雪時期に南砺市利賀村を体験していただき、この暮

らしがいいと思っていただくことが長期につながると思っている。 

山田清志委員 子供たちがいいと言っていても、保護者がどういった思い

で二の足を踏んでいるのか、その考え方の中に、利賀まで行くのは厳し

いが、例えば井波とか城端とかであればという感覚を持たれている保護
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者の方もおられるのではと思う。今は山村留学ということなので、最後

は利賀の学校にということだが、暮らしません課のほうとも情報を共有

しながら、少し間口を広げ、南砺市全体として受け入れるというか、そ

んな考え方も必要ではないかと思うが、見解はいかがか。 

村上教育総務課長 山村留学事業自体は、利賀に的を絞った事業だが、参加

している方には、南砺市にも関心を持っていただくことを期待している。

暮らしません課でも、移住・定住事業の一環として、学校を見学してい

ただくというコースもあり、実際に見学された方もいる。そういった教育

関係施設のご見学などを含めた移住体験ツアーについては、教育総務課

としても丁寧に対応し、アピールしていきたい。 

山田清志委員 昨年、一昨年と、参加される子供さんが大幅に増えた。恐

らく31年も冬期の分も含めると、これまで以上の子供たちが利賀に来る

と思っている。もちろん利賀が目的ではあるが、南砺市そのものもアピ

ールして、訪れる方々に少しでも市の魅力を知っていただいて、定住に

つなげていただくことをお願いしたい。 

村上教育総務課長 支援をしていただいている“育てる会”では、過去２年

間参加した方に、秋に利賀村へ１泊２日で来ていただくことを31年度に

計画しており、リピーターを確保するという新しい展開もある。市として

も、“育てる会” 利賀商工会”と一緒に成果が出るように進めていきた

い。 

（教育総務費・教育センター運営費） 

◆校務支援システムについて 

川口正城委員 校務支援システムは非常に期待されており、100％の活用を

お願いしたいが、教職員の方は、あれもこれも取り組めないというような

現場の状況もあると聞いている。この校務支援システムはどの辺の役に立

つのか、全体としてどういうことになるのか、校務支援システムの位置付

けを聞きたい。 

村上教育総務課長 校務支援システムは、名簿管理、成績管理、出席管理、

健康管理、という分野で新たに構築したシステムであり、校務をこのシス

テム１本でやっていただくということになる。 

川口正城委員 校務支援ソフトが入ることによって先生方が楽になって、フ

ェイス・ツー・フェイスで子供の指導ができるという、そういうところに
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いくまでは時間がかかると思うが、その辺の見込みは、いつ頃からになる

と思うか。 

村上教育総務課長 ４月１日から稼働するので、慣れていただくほど仕事の

効率が上がり、省力化ができ、本来の教員本来の仕事に集中していただけ

ると思っている。 

川口正城委員 それぞれの学校では、単なる教員の方は馴染みにくいので、

学校の中で指導を受けたよく分かっている方が、学校の先生方にいろいろ

教えながら進めていくということを聞いている。そういうところはあんま

り重要視しておられないのか。 

村上教育総務課長 システムを使いこなしていただくときの工夫はいろい

ろある。学校ごとに何度か説明会に行っており、実際にデモもやっている

ので、そういうパソコンが得意な先生が中心になって、皆さんに慣れてい

ただく学校もあるのだと思う。教育委員会のほうで、そうしてくれという

ことは言っていないので、学校独自の工夫で、幾つかのやり方があると思

っている。 

（小学校費・小学校教育振興費） 

◆英語学習パートナー事業について 

長井久美子委員 英語学習パートナー派遣事業は、小学校での英語教育の手

伝いを、大学生の方にお願いすると聞いたが、この11万9,000円は何にど

う使うのか。 

村上教育総務課長 この事業は、教員を目指している大学生が担任の指導を

補助するもので、謝金が11万6,000円、残りは保険料となる。南砺市の学

校までの旅費については県負担となる。 

（教育総務費・適応指導教室運営費） 

◆適応指導員について 

山田清志委員 適応指導員は現在３名おられ、福光で教室を開いていると伺

っているが、現在、生徒さんというのは何人ぐらいおられるか。 

村上教育総務課長 福光青少年会館内に“いおう教室”を開設している。現

在は６人が通っている。 

山田清志委員 それは、中学生か、小学生か。 

村上教育総務課長 今現在、中学生が６人で、小学生はいない。 
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山田清志委員 不登校と言われる方は、その６人以外にもおられ、人数も

年々増えてきているということも聞いている。教育委員会で把握している

不登校の児童・生徒の人数というのはどのくらいか。 

村上教育総務課長 不登校の児童・生徒の人数は、２学期末現在で、小学生

が６人、中学生が３１人と把握している。 

山田清志委員 想像していたよりも大変たくさんの方がおられる。不登校に

なる理由は幾つかあると思うが、いじめの件だけ聞きたい。小学校・中学

校では、定期的にいじめの調査を子供に持たせ、家に持ち帰らせて調査さ

せている。あれは親が書く欄、子供と話をして親が書く欄に分かれている

が、全て親がアンケートに答えていることが正しいのかということを、千

葉県野田市のような事件を聞いたときに思った。子供が親と相談せずに書

くというようなアンケートも必要でないかと思っているが、実態はどうな

っているのか。 

村上教育総務課長 千葉県野田市の事件をきっかけに、教育委員会も同じ思

いを持っており、いじめ防止基本方針改定に合わせて、来年度、保護者の

方が書くアンケートの内容も見直しをしたい。保護者の方が書かれるアン

ケートは、自分でお子さんに聞き取るということで、そのときに様子を見

ていただけることは１つ意味のあることで、保護者の目を通らない子供さ

んだけが答えるアンケートということについても、虐待のこと、いじめの

こと、家庭環境のことなどあるので、検討しなければいけない。 

山田清志委員 今までどおり対策は、なかなか通用しなくなってきている時

代の中で、いろいろと知恵を絞り、いじめのアンケートのやり方を変える

ということについても、ぜひ新年度から取りかかっていただきたい。 

村上教育総務課長 いじめ、虐待もそうだが、ネット依存や家庭の経済的な

状況など、いろんなことがあるので、子供の置かれた状態を適切に把握で

きるように努めたい。 

（教育総務費・教育センター運営費） 

◆遠隔協働学習機器について 

竹田秀人委員 遠隔協働学習機器は、1,362万5,000円になっているが、この

内容をお伺いしたい。 

村上教育総務課長 ＩＣＴサポート業務委託料として約460万、遠隔システ

ム用の機器リース700万、モニターリース140万、それから事業を拡充して、
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小学校３校に遠隔協働学習システムの機器をもう１セット導入するリー

ス料が約190万となっている。 

竹田秀人委員 各校に１台ずつモニターがある。今度１台ずつ増やすという

話もちょっと聞いているが、そうではないのか。 

村上教育総務課長 電子黒板とか電子黒板用のパソコンについては、ＩＣＴ

機器整備計画の中で別途動いている。今回は遠隔協働学習用の通信用の機

材をもう１セット増やすということである。 

竹田秀人委員 ３校で友達を増やしたり、いろんな意見を聞くという部分で

は非常にいいことだと思うが、年に何回ほど授業をやっているのか。 

村上教育総務課長 実際に授業の指導計画を作って、協働学習を行っている

のは各学校で６回から１２回。そのほかに、遠隔でつないで準備段階の学

習をしたり、運動会や文化祭の打ち合わせなどで、利用回数自体はそれよ

りも多い。 

竹田秀人委員 遠隔協働学習事業は、２年間は国からのモデル事業としてや

って、いいことだということで、また市の独自の事業としてやったという

ことだが、４年間やって、年間で６回から１２回ということは、２ヶ月に

１回か２回ほどということだが、この回数についてはどういう考えか。 

村上教育総務課長 日常化ということで使ってもらえるよう、関係６校が集

まって、年間の計画を立てている。遠隔協働事業をやるときには、学校の

授業のスピードを合わせることも大事なことで、経験も積んできているが、

先生自体が機材の操作をうまくできるかというようなこともある。今の回

数で満足しているわけではなく、日常化ということは、今よりもっと頻度

を多く遠隔授業をしていただきたいという思いを持っている。 

竹田秀人委員 日常的に使えれば非常にいいと思うが、４年間たっても６回

から１２回だということは、何かハードルがあると思う。1,300万円ほど

を使っているが、非常にフリーズすることが多いが、それを解消するよう

なお金の使い方はできないのか。 

村上教育総務課長 ２年前にもう少し通信を円滑にするための機器の整備

をし、以前よりも改善されているが、まだもう少し物足りないという面は

ありる。その点については具体的な計画は持っていない。 

竹田秀人委員 本当に日常的に使ってもらうときには、お金をそこへ投入し

ていただきたいという思いがあり言わせてもらった。止まったりすると気

持ちの上でも進まない。もう一つは、ＩＣＴ支援員という人もおられるが、
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準備段階で時間がかかる。また、３校の児童がみんな一度対面する場も必

要だというようなことで、もう少し円滑にできるよう、お金を使っていた

だきたい。その意味でもう一度見解をお伺いしたい。 

村上教育総務課長 来年度も公開授業を含め、何度かその場を見に行くこと

にしているので、委員が言われたことについて、また調査検討したい。 

竹田秀人委員 現場からの声もあるので、ぜひフリーズのほうは、それは線

を太くするか、通信を速くするなど、またよろしくお願いししたい。 

村上教育総務課長 この事業を後押ししていただいたものと思っているの

で、積極的に環境整備に努めたいと思う。 

（小学校費・小学校給食費） 

◆給食調理業務委託について 

山田清志委員 給食調理の業務委託料について、来年度の井波小学校を加え

て小学校は３校、中学校は５校が民間委託されることになる。これは定員

適正化計画によって、調理員を新規採用行わない方針によって計画的に進

められているが、いつごろ全ての学校が民間委託になるのか。 

村上教育総務課長 今の実態から申し上げると、給食調理員の正規職員は18

人であり、一番年齢が下の方が41歳で１人、そしてあとは45歳以上の方が

５人、50代が12人ということになるので、全ての学校がということになる

と十数年以内ということになる。 

山田清志委員 民間委託という中で、非常に人手不足という話がここでも出

てくるが、昨年の答弁では、小学校、中学校が終われば、次は保育園につ

いても順次民間委託していくという話があった。民間業者が簡単に見つか

らないような状況が、これから続く中で、民間委託に対しての考え方に変

更はないのか。 

村上教育総務課長 民間の事業者も今、人手不足ということでなかなか苦労

しておられる実態があり、採算性ということからいえば、小規模で通勤距

離が遠いところは引き受けていただけるかどうか分からない。誰も引き受

け手がいないということは、直営でやらざるを得ないということであり、

定員適正化計画で一緒に検討していくべきことかと思っている。 

山田清志委員 山間地の小さな学校についても、全て民間委託できるのかと

いう件は、疑問が残るところでもあるし、自校方式は全学校でやっていく

という方針のもとで行われるのであれば、調理員の採用の再開というのも
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視野に入れた上で、学校の給食業務に支障を来さないよう、今後また当局

のほうと話し合っていただきたいと思っている。 

（小学校費・小学校施設整備費） 

（中学校費・中学校施設整備費） 

◆学校施設個別計画策定支援業務委託について 

中段晴伸委員 学校施設整備費の中の学校施設個別計画策定支援業務につ

いて、この内容をお聞かせ願います。 

村上教育総務課長 学校施設の整備内容、時期、費用などを具体的に表した

中長期的な計画を立てるというもので、これは国庫補助事業採択の要件に

なると文科省のほうから通知を受けている。 

中段晴伸委員 この計画を先に立てておかないと、国の補助が貰えないとい

うことだと思っている。今、一般財源でやることは仕方ないことだが、次

の学校の改修予定とかはもう決まっているのか。 

村上教育総務課長 この個別計画自体は、次の大規模改修の採択要件であり、

全ての小・中学校で行う。これは、大規模修繕に至る前に計画的に修繕を

していこうという趣旨の計画である。 

中段晴伸委員 日々、点検等をしながら危険な箇所がないようにしていくの

がまず一番だと思っているので、そういうところも考えながら、進めてい

っていただきたい。 

村上教育総務課長 この事業はこの事業として。また計画的な修繕などは進

めていく。児童・生徒の安全にかかわる緊急的な工事につきましては、す

ぐに行うよう指摘を受けているので、そのようにしていきたい。 

（小学校費・小学校管理費） 

◆井口小学校空調設備リース料について 

中段晴伸委員 井口小学校の空調設備の使用料は、義務教育学校開校に向け

ての間だけのリースだと思っているが、何年間か聞かせていただきたい。 

村上教育総務課長 井口義務教育学校は、2021年４月開校で準備を進めてい

るので、リース期間については平成31年度と次の年度の途中までとなって

いる。 

中段晴伸委員 12月の補正予算で、小中学校の普通教室、特別教室の空調設

備の予算がついたので、そちらのほうの進捗状況を聞きたい。 
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村上教育総務課長 地域単位の８つの工事のうち６件は既に契約済みであ

り、残り２件については、３月中に入札を終えて契約をする予定である。

今の時期なので、次年度へ繰り越しとなるが、７月からの稼働を目指して

工事を進めていきたい。 

竹田秀人委員 空調設備設置については、オープン教室のところの仕切りは

何か考えているか。 

村上教育総務課長 オープンスペースについては、建具を入れるか、厚手の

カーテンを入れるか、学校と相談しながら決めている。 

竹田秀人委員 学校と相談してということだが、夏だけ教室をオープンにせ

ず、教室を仕切るのは、そんな感じでいいのか。 

村上教育総務課長 冷気が逃げないように、教室を仕切るということになる。

（社会教育費・社会教育振興費） 

◆市民大学講座について 

長井久美子委員 市民大学講座で利用するバスが使用料となっているが、

参加者の集まりぐあいは。 

桜野生涯学習スポーツ課長 市民大学講座については、前期講座が７講座、

後期講座が４講座で計画をしている。講座の内容は講義形式の座学と、現

地へ行って研修するフィールドワークの講座があり、このフィールドワ

ークについて市のバスを利用している。 

  31年度のフィールドワークは17回計画しており、17回分のバスの使用

料を計上している。昨年度のフィールドワークの参加者は、１講座につ

き定員20名のところ50人以上の参加応募があり、毎回抽選をしている状況

である。

長井久美子委員 座学のほうはどうか。 

桜野生涯学習スポーツ課長 座学については、20名から30名の定員で募集

をしており、毎回20人前後の応募がある。

長井久美子委員 陶芸教室に参加されている方はどれくらいいるのか。

桜野生涯学習スポーツ課長 陶芸教室については、平成30年度で35名の受

講者で開催をしている。 

（社会教育費・社会教育施設管理費） 

◆福光体育館耐震改修工事設計業務について 
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中段晴伸委員 福光体育館耐震改修の工事期間中における代替施設の予定

についてお聞きしたい。

桜野生涯学習スポーツ課長 耐震改修の設計については平成31年度中に委

託をし、平成32年度に工事の実施で計画を進めている。工事期間中の体

育館（アリーナ）の使用については、福光体育館のほかに、東部体育館、

西部体育館があり、平日の日中は、隣接している東部小学校と中部小学校

の授業で使用されることがあるが、学校側とも十分に協議し対応できる

のではないかと考える。

また、トレーニング室の利用については、工事期間中においても工夫

して福光体育館の中で利用できないか、設計業者並びに工事担当部署と

も検討し協議をしていきたい。

（保健体育費・体育振興費） 

◆桜ヶ池クライミングセンターについて 

山田清志委員 現在のクライミングセンターの置かれている状況について

説明をお願いしたい。

桜野生涯学習スポーツ課長 桜ヶ池クライミングセンターについては、公

共施設再編計画の中で、短期譲渡施設に位置づけられており、昨年12月か

ら譲渡に向けて、利活用提案の公募を行ってきたが、現在のところ応募

がない状況である。

  今後も、譲渡に向けて、スポーツクライミング関連サイトに広告掲載

を行うなど、引き続き利活用提案を募集することにしている。譲渡が決

定するまでは、引き続き指定管理者制度のもとで、施設の営業を継続す

る予定である。

山田清志委員 ジュニアオリンピック大会は平成31年度で最後と聞いてい

るが、施設の老朽化が原因なのか。 

桜野生涯学習スポーツ課長 東京オリンピックにスポーツクライミングが

追加種目として開催されることから、ジュニアオリンピックカップ大会

もオリンピックのクライミング種目に合わせ、リード、スピード、ボル

ダリングの３種目で開催するということを、日本山岳・スポーツクライ

ミング協会から連絡があった。 

  南砺市で、引き続き会場を受けるかどうか確認されてきたが、桜ヶ池

クライミングセンターでは、リード種目には対応しているが、スピード、
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ボルダリングの２種目については、施設の改修と新たな壁の設置が必要と

なる。また、クライミングセンターが譲渡対象であることから、施設の

老朽化によるものではなく、地域活性化センターからの補助金が最終年と

なる平成31年度の大会までとしていたものである。 

山田清志委員 競技種目には対応してなく、多額な施設の改修費も必要であ

ることから、いたし方ないかなとは思っている。 

  ただ、これまでの説明の中で、安全性に問題があり、改修ができないか

ら取り壊すという話もあったわけであるが、安全面ではクリアはしたの

か。 

桜野生涯学習スポーツ課長 施設の点検についは、年１回、専門業者に委

託している。安全面など現在の状況を確認したところ、クライミングパ

ネルと可動システムは25年くらいを耐用年数の基準としており、現在の

ところ、問題になるところは見受けられないということであった。 

  ただ、可動壁を動かすパワーシリンダーに経年劣化が見られ、故障し

た場合、既にメーカー側が廃業しているので、別のメーカーの製品に入

れかえることが必要となる。 

山田清志委員 安全面が確保されているのであれば、引き続き指定管理者

に営業していただきたいと思う。 

◆チャレンジデーについて 

山田清志委員 チャレンジデーは、５月の最終水曜日の設定で、50％の参

加率を目指すということであるが、あえて５月の最終水曜日に実施しな

くても、日曜日などをスポーツの日と定めて、市民の参加率を100％目指

す方が、運動習慣の啓発に即するのではないか。31年度の開催については

反対するつもりは無いが、翌年度以降について検討する考えはあるのか。 

桜野生涯学習スポーツ課長 チャレンジデーについては、笹川スポーツ財

団が全国の自治体を対象に実施しているスポーツイベントであり、実施

日は毎年５月の最終水曜日に行われている。 

  南砺市では、市民の皆様に日常的にスポーツ・運動への取り組みを習

慣化し、毎日を健康に生き生きと生活していけるよう、元気な地域づく

りにもつなげたいとの思いで、合併当初から参加しており、31年度で第15

回の参加となる。参加することについては、「もっと積極的な参加促進が

必要」、「事業の目的は達成されたのでは」、また「別な方法で市民のス
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ポーツ取り組みを促したほうがいいのでは」と、ご意見が寄せられている

ところである。 

  今後の南砺市における市民の皆様の体力づくり、健康づくりについて

は、スポーツ推進審議会においても意見を伺うなどして、チャレンジデー

をより良い方向を導き出していきたいと考えている。 

（保健体育費・体育施設費） 

◆福野テニスコートについて 

山田清志委員 福野テニスコートについては、ソフトテニス協会から要望書

が出ていると思うが、非常に水はけが悪くなっているのと、支柱がさび

ており、非常に危険な状態になっている。要望は、福野中学校近辺にある

旧保育園跡地への新設であるが、このことについて何か検討されている

のか。 

桜野生涯学習スポーツ課長 旧福野第２保育園の跡地利用については、現

福野テニスコートの代替施設として、テニスコート整備の要望があるが、

当該跡地の広さや形状では、クラブハウス及び駐車場も備えることにな

ると、コートの面数や配置がかなり制約される。また、照明施設を設置

する場合も、住宅地であることから周辺住民の理解も得られるか、考慮

しなければならないというところである。 

福野の跡地利用については、テニスコートとして適した立地条件であ

るかも踏まえ、中学校付近での整備要望ではあるが、候補地の選定には

慎重な検討が必要だと考えている。 

  現況の福野テニスコートについては借地という課題があり、大規模改修

はできないが、使用に支障がある部分については順次修繕に努めていき

たいと考えている。 

山田清志委員 体育施設については、いろんな団体、地域から順次要望が

出る中で、お金のかかる話もあり、段階的に検討いただいているとは思っ

ている。福野テニスコートについては確かに状況が悪く、かわいそうなと

ころでやっているという思いがあるので、協会や学校関係者の方とも話

し合われ、対応策を考えていただきたいと思う。 

桜野生涯学習スポーツ課長 体育協会からもいろいろと要望が出ているが、

スポーツ施設の修繕については、計画的に修繕をしていきたいと考えて

いる。
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総務文教常任委員会 市政一般 質疑要旨（教育委員会関係） 

【平成３１年３月１３日(水)】 

（中高一貫校について） 

山田清志委員 全国の公立校の中で、中高一貫校というのがないのが鳥取

県と富山県だけだと伺っている。全国的に評価が高いという中で、例えば、

南砺福野高校を県立の中高一貫校にすべく働きかけるというような考え

方はないのか。山間地や井口の義務教育学校というところは別にしても、

平野部の中学校を軸にして中高一貫の県立学校を目指すといったことに

ついて見解をいただきたい。 

村上教育総務課長 趣旨からすれば、将来的にはそういったことも検討す

る時期がくるのかもしれないが、県立学校の所管である富山県からは、

中高一貫教育についての具体的な情報は発信されていない。福野中学校

についても、今は小中一貫教育を進めることで、確実に教育の充実を図

りたい。 

（グラウンドの整備計画について） 

竹田秀人委員 以前にグラウンドの整備計画があったと思うが、その後の

計画はどのようになっているのか。

村上教育総務課長 まずは井口小中のグラウンドが一番となっている。そ

の後も総合計画の実施計画に載せているので、計画的にやっていく。 



職　　　　名 氏　　名 転出者 転出先

松本　謙一 高田　　勇 退任

村上　紀道 昇任 酒井　啓行 退職

教育総務課長 氏家　智伸 昇任 村上　紀道 部内異動

副参事 北島　一朗

主幹・補・総務係長 堀　　桂子

主事 山﨑　香保里 育休中

主事 勇﨑　夏希

主事 村上　千明

副主幹・学務係長 野村　大輔

副主幹 片岸　永一 昇任

主査 近藤　隆洋 転入 安田　圭子 転出 保健センター

主事 中田　椋子

主事 井渕　冴梨 新採

課長 桜野　高弘

主幹・補 柴田　秀光

副主幹・生涯学習係長 北島　秀人 課内異動 高野　裕彰 転出 砺波地方介護保険組合

主事 松浦　克哉 転入

主事 村井　香菜子 転入 米　由香利 転出 文化・世界遺産課

主事 岡本　真奈

主事 竹原　春佳

主幹・スポーツ係長 池田　貴志

副主幹 石田　雅人

主事 菅原　一輝

主事 秋山　涼亮 新採

平成３１年度　南砺市教育委員会　事務局職員名簿

教育長

教育部長

教
育
総
務
課

生
涯
学
習
ス
ポ
ー
ツ
課
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職　　　　名 氏　　名 転出者 転出先

教育部参事
こども課長 武田　秀隆

副参事（兼）認定こども園
井波にじいろ保育園
副園長(看護師）

上島　いづみ

主幹・保育園係長 吉岡　亘

主幹 谷戸　仁美

副主幹 石崎　裕子

主任（兼）認定こども園井波に
じいろ保育園主任(栄養士) 定司　智春

主事 道海　沙妃菜

主事 重原　智恵

主幹・補・子育て支援係長 溝口　早苗

主査 宮内　聡子 転入 高野　あずさ 転出 保健センター

主査 加藤　美穂

主事 嶋田　沙由里 山田　瑞樹 転出 情報政策課

主事 村井　美緒 新採

室長 水上　武司

副主幹 澤山　哲明

主事 水口　雄太

館長 安川　絹枝

副主幹 長谷川　満美 部内異動

副主幹 松井　環

主査 金山　紀美江 再任用 上保　美由紀 退職 城端図書館

城端図書館 技術員（助手） 上保　美由紀 再任用

福野図書館 副主幹 中川　美穂

井波図書館 長谷川　満美 部内異動 中央図書館

福光福祉会館 館長 鳥越　知証 再任用

所長 新明　春生 転入 松永　和久 転出 利賀小学校

指導主事 松井　昌美

技術員（助手） 高田　美由紀

教
育
セ
ン
タ
ー

こ
ど
も
課

中
央
図
書
館

ス
キ
ー

国
体
推
進
室
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平成３１年度　学校訪問日程一覧（南砺市）

福野 中学校 5月27日 月

福野 小学校 6月3日 月

福光中部 小学校 小教研１（外） 6月10日 月

福光東部 小学校 拠点校（1/2） 6月11日 火

利 賀 小学校 6月13日 木

井 波 中学校 6月19日 水

井 波 小学校 6月27日 木

上 平 小学校 7月4日 木

城 端 中学校 拠点校（1/1） 7月8日 月

福 光 中学校 7月11日 木

井 口 小学校 9月19日 木

福 光 東 部 小学校 拠点校（2/2） 9月30日 月 半日（午後）

井 口 中学校 10月1日 火

利 賀 中学校 10月3日 木

平 中学校 10月8日 火

城 端 小学校 10月28日 月

吉 江 中学校 10月31日 木

福 光 南 部 小学校 11月13日 水

研　究
指定校
種　別

備　　考訪問日 曜学校名
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地域 調査・広報 事業 研修 地域 調査・広報 事業 研修

○ ○

○ ○

○ 副会長 ○

○ ○

○ ○

○ ○

○ ○

○ 理事長

○ ○

○ ○

○ ○

副理事長 ○

○ ○

○ ○

○ ○

○ ○

○ ○

監事 ○

○ ○ 副会長

○ ○

○ ○

監事 ○

○ ○

○ ○

○ 会長

○ ○

○ 副会長 ○

○ ○

○ ○

○ ○

○ ○

○ ○

○ ○

○ ○

○ ○

○ ○

○ ○

○

新任委員

城
端

（
１
１
名

）

藤井　智之
井
口

（
５
名

）

吉田　哲也

松居　　裕 吉田　秀樹

宮塚　　功 吉田　由里恵

上田　健二 吉田　しのぶ

梅本　祐平 小山　雄次

山本　朱美

福
野

（
１
５
名

）

晩田　英樹

中嶋　達郎 山田　久和

谷田　英樹 水戸　明美

長尾　直樹 本島　希予志

中西　　実 山岸　陽子

宮本　拓海 吉井　章展

平

（
５
名

）

髙田　顕誓 香川　晃輝

横田　賢真 北堀　一彦

大瀬　倫子 柳瀬　章次

前本　泰子 下田　みゆき

中元　　将 玉井　雄貴

上
平

（
５
名

）

生田　　登 今井　直美

中谷　はるみ 神田　拓弥

竹中　美由紀 三橋　　樹

原田　大地 淺田　　敦

森井　勇真

福
光

（
１
８
名

）

田畠　大輔

利
賀

（
５
名

）

野原　嘉親 舘　明日香

野村　雅樹 梶原　正裕

髙田　武紀 織田　春枝

関　　祐美 赤池　伸彦

米倉　健太 金森　　諭

井
波

（
１
１
名

）

荒井　　猛 且見　千尋

砂田　泰男 湯浅　佑一

大久保　剛 吉田　貴洸

野村　麻理子 松本　一茂

青山　　誠 天池　　浩

髙堂　清美 竹田　一美

田邉　昭代

横川　一美 杉村　　及

成川　暢郎

川合　涼子

計（７５名）

平成３０-３１年度　南砺市スポーツ推進委員名簿

西村　千佳子 林　　裕一

坂口　　通 井上　明世

岩倉　保男 山田　真由
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平成31年度南砺市公民館職員名簿 平成31年4月1日現在

公民館名 館　　長 主　　事 指導員 勤務 電話番号

上平公民館 田中　進 生田　登 山本　直子 AM 67-3650

山田公民館 岩村　晃 富田　新之介 永森　由佳里 AM 52-4559

北山田公民館 山田　政寛 寺田　俊一 水口　美枝 52-5865

※アミカケは新任者

【任期】館長・主事：平成30年4月1日～令和2年3月31日　指導員：平成31年4月1日～令和2年3月31日
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２０１９年度 南砺市教育センター研修事業計画 

２０１９年４月５日現在 

南砺市教育センター 

※ 番号 事 業 名 対象 実施日時 内    容 

301
１ 

(準）

栽培学習指導法研修会

【砺波市・小矢部市と共催】

担当：小矢部市 

地区保認幼、

小中学校 

教職員等 

４月11日(木) 

15:45～16:45 

学びを確かにする栽培活動 

講師：南砺市教育長  松本 謙一 先生 

会場：小矢部市総合保健福祉センター 

301
２ 理科教育講座（自然観

察）入門コース半日① 

【県総セと小矢部市との連携事業

小矢部市・砺波市と共催】

小・中学校 

教員 

６月５日（水）

13:30～16:30 

理科教育講座（自然観察）入門コース半日

講師：県総合教育センター 科学情報部 

会場：小矢部市内

30３
３ 学校図書館研修会 市内学校司書助手

保認幼教職員

希望者 

５月21日(火) 

14:00～16:00

豊かな心を育む読み聞かせの在り方 

講師：JPIC 読書アドバイザークラブ北陸支部長

うつのみや かおり先生  

会場：南砺市立中央図書館 

 ４ スタディ・メイト等研

修会 

スタディ・メイト

適応指導員 

６月25日(火) 

 14:30～16:00 

※小教研の日

に実施

特別な支援を必要とする子どもたちの理

解と対応の仕方 

講師：射水市立大門小学校  

通級指導教室 教諭 高畠 佳江先生

会場：南砺市役所 井波庁舎３階 多目的ホール

301
５

(協)

道徳教育研修会 

【砺波地区教セ協業】 
担当：小矢部市

地区小中学校

教職員等 

７月26日(金) 

13:30～16:30

演題 未定

講師：畿央大学 教育学部  

教授 島 恒夫 先生 

会場：小矢部市総合保健福祉センター

30３
６ ふるさと学習研修会 市内小中学校

初任勤務者、

希望者

７月29日(月) 

14:00～16:30

歴史文化施設めぐり（井波地域） 

講師：見学場所担当者 

見学場所：井波彫刻会館、瑞泉寺、八日町通り等

30３
７

(協) 

特別支援教育研修会 
【砺波地区教セ協業】 

担当：砺波市 

地区小中学校

教職員等 

７月31日(水) 

14:00～16:30 

演題 未定

講師：富山大学 保健管理センター 

准教授 西村 優紀美 先生 

会場：庄川生涯学習センター

301
８ 学力向上研修会 市内小中学校

教務主任又

は研究主任

８月５日（月）

13:30～16:30 

学力向上に向けての授業づくり・授業改善

講師：県学力向上推進チーム 

   （主任）研究主事  

会場：南砺市役所 井波庁舎３階 多目的ホール

30３
９ 

(準) 

学級づくり講座 

【砺波市・小矢部市と共催】

担当：小矢部市 

地区保認幼、

小中学校 

教職員等 

８月８日(木) 

13:30～16:30

演題 未定

講師：富山県総合教育センター教育相談部

研究主事  

会場：小矢部市総合保健福祉センター

協業研修 準協業研修 市内教職員悉皆研修 赤字：未定 

※ 左端の300番台の番号は、7～11年次の選択研修番号【「2019年度中堅教諭等資質向上研修の手引」P.20参照】 

 「ステップアップ研修」「国内長期・短期研修」は、研修内容に応じて301～303のいずれかを報告書に明記する。 
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301
10 南砺市教育講演会 市内小中学校

【教職員悉皆】

８月９日(金) 

13:30～16:30

主体的・対話的で深い学びの実現に向けて

－授業のイノベーションと 

カリキュラム・マネジメントの充実－ 

講師：國學院大學 教授 

（文部科学省視学委員） 

田村 学 先生

会場：井波総合文化センター メモリアホール

301
11 

(準) 

実技指導法研修会（歌唱）

【砺波市・小矢部市と共催】

担当：砺波市 

地区保認幼 

教職員 

小学校低学年

教職員等

8月22日(木) 

14:00～16:30 

演題 未定 

講師：富山県授業力向上アドバイザー 

宮﨑 新悟 先生 

会場：砺波市立出町小学校

301
12 

(準) 

「外国語活動・外国語

科研修会」 

【砺波市・小矢部市と共催】

担当：南砺市 

地区小学校・

中学校英語 

教職員等 

※南砺市につ

いては、小学校

教員と中学校

英語科教員は

悉皆 

８月23日(金) 

午後～16:30 

小中学校９か年を見通した外国語教育（仮）

講師：文部科学省 教科調査官 

直山 木綿子 先生

会場：井波総合文化センター メモリアホール

301
13 

(協) 

資質能力向上研修会 

【砺波地区教セ協業】 

担当：南砺市 

地区保認幼、

小中学校 

教職員等 

９月17日(火) 

15:00～16:45

いま、なぜ、コミュニケーション教育か？

－非認知スキルと新しい学力－ 

講師：劇作家・演出家 青年団主宰 

 平田 オリザ 先生 

会場：南砺市地域包括ケアセンター２階 多目的研修室

※

14 ステップアップ研修 

～先輩に学ぶ若手教員

研修会～ 

市内 

７～９年次

教員

６～11月 

（希望日） 

先輩教員の授業及び学級経営等を 

参観して学び、今後に生かす  

講師：市内の先輩教員 

会場：市内小・中学校

301
15 小学校外国語活動・ 

外国語科導入に向けて

の研修会 

＜全６回＞ 

市内小中学校

教 職 員

※小学校は

３年間で 

３コマ 

以上受講 

（今年度 

最終年度）

※中学校 

英語科教員

悉皆 

②③⑤⑥

から１回

以上 

① ６/19(水) 

② ６月 

③ 夏季休業 

④ 夏季休業 

⑤ ９/10（火）

⑥ ９～10月

小学校外国語活動、外国語科の授業づくり

について 等 

講師：西部教育事務所指導主事、市内校長・外国語専科教員等

会場： 南砺市役所 井波庁舎３階 多目的ホール

・15：45～16：45（課業中：講話） 

・15：00～16：45（夏季休業中） 

※授業参観の回の時間は未定 

① ４年授業参観（福光中部小学校） 

② 講話・ワークショップ（中谷専科教員）

③ 新学習指導要領と小中連携（指導主事）

④ 低学年外国語遊び（附小・渡辺教諭） 

⑤ ６年授業参観（福光南部小学校） 

⑥ ６年授業参観（福野小学校）

301
16 学力向上プログラム研

修会（拠点校研修） 

【市教育委員会共催】

市内小中学校

教職員等

未定 講師：未定  

会場：福光東部小学校

301 市内小中学校

教職員等

11月７日（木） 講師：名古屋学芸大学 教授 松崎 利美先生

会場：城端中学校

※
17 国内長期研修 推薦 

３か月以内 
井口小 佐々木 暁 教諭（決定） 

城端中 山﨑  洋 教諭（決定）

※
18 国内短期研修 推薦 

最高２泊３日まで 市内小中学校15名
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No.1

( )

5 4 5 9
(6 )

8 9 8 18
(10 ) ( )

10 28 11 5
(9 ) ( )

12 15 20

2 3 2 3 1 2 3

10 ( ) 27 5 ( ) 22 ( )

939-1654 5260
52-4548 8 30 17 15

(2020 )

(2021 )
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チャレンジデーは５月の最終水曜日に全国約

動した人の参加率を自治体同士で競い合うというユニークなルールで行われ、運動・スポーツをきっかけに健康

に対する意識を高め、更に仲間や地域の連帯感を醸成することを目的としています。

南砺市は今年で１５回目の参加です。昨年の参加率は

た。今年も４年連続の金メダル獲得と対戦市町村への勝利

当日は、市内にいる方なら誰でも参加ＯＫ。自宅、学校、職場、地域、スポーツ施設など、市内のどこでも参加

ＯＫ。どんな運動やスポーツでもＯＫ。『笑って

イベントに積極的に参加し、さわやかな汗を流しましょう。そして、この日をきっかけとして健康の保持増進のた

南砺市チャレンジデー実行委員会（教育委員会生涯学習スポーツ課）

ＴＥＬ ２３－２０１３
〈お問合せ〉

５月２９日(水
チャレンジデーは５月の最終水曜日に全国約３００万人もの人が参加するスポーツイベントです。１５分以上運

動した人の参加率を自治体同士で競い合うというユニークなルールで行われ、運動・スポーツをきっかけに健康

に対する意識を高め、更に仲間や地域の連帯感を醸成することを目的としています。

。昨年の参加率は 52．5％で、27，173人もの方に参加していただきまし

と対戦市町村への勝利を目指します。 

当日は、市内にいる方なら誰でも参加ＯＫ。自宅、学校、職場、地域、スポーツ施設など、市内のどこでも参加

笑って 動いて 心も元気にリフレッシュ！』をスローガンに、たくさんの

イベントに積極的に参加し、さわやかな汗を流しましょう。そして、この日をきっかけとして健康の保持増進のた

南砺市チャレンジデー実行委員会（教育委員会生涯学習スポーツ課）

２３－２０１３ ／ ＦＡＸ ８２－８３０２

水) 午前０時⇔午後９時
００万人もの人が参加するスポーツイベントです。１５分以上運

動した人の参加率を自治体同士で競い合うというユニークなルールで行われ、運動・スポーツをきっかけに健康

人もの方に参加していただきまし

当日は、市内にいる方なら誰でも参加ＯＫ。自宅、学校、職場、地域、スポーツ施設など、市内のどこでも参加

』をスローガンに、たくさんの

イベントに積極的に参加し、さわやかな汗を流しましょう。そして、この日をきっかけとして健康の保持増進のた

南砺市チャレンジデー実行委員会（教育委員会生涯学習スポーツ課）

８２－８３０２

午前０時⇔午後９時
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川平湾 具志堅用高記念館 白保サンゴ礁 

ヤエヤマヤシ群落 石垣島サンセットビーチ 石垣島鍾乳洞 

石垣市チャレンジデー実行委員会（企画部観光文化スポーツ局 スポーツ交流課 内） 

〒907-8501  沖縄県石垣市美崎町 14 

電話 0980-88-6666 メール kirameki@city.ishigaki.okinawa.jp 

石垣市は日本列島の最西南端にあって、１１の有人

島からなる八重山諸島の拠点都市です。台湾や東南 

アジア諸国をはじめ、広くアジア・太平洋地域に開かれ

た位置にある国境都市です。 

県内最高峰の於茂登岳（526ｍ）を中央に、雄大な

山々が八重に重なり、また、石垣島の中で最も美しい

場所と言われている川平湾はミシュラン・グリーンガイ

ド・ジャポン 三ツ星観光地に選ばれています。温暖な

気候の中 美しいサンゴ礁とエメラルドグリーンの海に

囲まれた美しい島で、年中多くの観光客が訪れている

観光都市でもあります。 

今回５回目の参加となるチャレンジデー。昨年46.1％

の参加率で銀メダルを獲得しています。4 年連続金メダ

ルを目指す南砺市にとって良い相手となりそうです。 

チャレンジデー2019 inなんと
いし がき し 
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期　　日 曜 時間 会議・行事 会　　場

4月18日 木 10:00 南砺市奨学資金運営委員会
井波庁舎
301会議室

4月19日 金 9:00 ICT活用遠隔協働学習推進委員会(校長先生方）
井波庁舎
301会議室

4月19日 金 15:30 平成３１年度第１回市町村教育委員会教育長会議
県庁４階
大会議室

4月20日 土 15:00 城端曳山祭保存会定期総会
城端曳山会館
２階会議室

4月22日 月 16:00 砺波地区教育センター協議会総会 小矢部市教育センター

4月23日 火 9:00
総合計画策定本部、総合戦略本部、行革推進本部合同本部会
議

福野庁舎
庁議室

4月25日 木 8:00 第２９回東海北陸教育長協議会定期総会並びに研究大会 サイエンスヒルズこまつ

4月26日 金 8:00 第２９回東海北陸教育長協議会定期総会並びに研究大会 サイエンスヒルズこまつ

4月26日 金 9:00 定例庁議 庁議室

4月26日 金 14:00
平成３１年度南砺市公民館連合会総会・南砺市生涯学習連絡協
議会設立総会

井波文化センター
エイトホール

4月27日 土 18:00 南砺市体育協会表彰式・評議員総会 福光中央会館

5月5日 日 17:15 城端曳山祭交流会
城端別院
善徳寺

5月8日 水 10:00 第１回管内教育委員会教育長会議
高岡総合庁舎
本館１階102号会議室

5月9日 木 15:30 保育園長会
井波庁舎
多目的ホール

5月10日 金 10:00 市議会＿全員協議会
福光庁舎
全員協議会室

5月21日 火 10:00
第３回「東京2020オリンピック聖火リレー富山県実行委員会」幹
事会

富山県民会館
７階　701号室

5月22日 水 14:00 平成３１年度県民カレッジ教養講座・南砺市緑の里講座　開講式
井波総合文化センター　メ
モリアホール

5月22日 水 19:00 平成３１年度青少年育成南砺市民会議　総会
井波総合文化センター
エイトホール

5月22日 水 19:00 南砺市青少年育成南砺市民会議総会
井波総合文化センター
エイトホール

5月23日 木 8:15 全国都市教育長協議会定期総会並びに研究大会 富山国際会議場

5月24日 金 9:30 全国都市教育長協議会定期総会並びに研究大会 富山国際会議場

5月26日 日 14:00 2019年度南砺市民大学
井波総合文化センター
メモリアホール

5月27日 月 8:00 学校訪問研修 福野中学校

5月27日 月 9:00 定例庁議 庁議室

5月28日 火 13:30 定例記者会見
福野庁舎
301会議室

5月29日 水 9:45 チャレンジデー2019　「なんとチャレンジウォーク」 福光公園

5月30日 木 15:30 平成３１年度富山県市町村教育長会総会 富山市役所

南砺市教育委員会　会議・行事予定（　４月上旬～５月下旬まで）
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