
令和元年度 第６回教育委員会 次第 

日 時 令和元年１１月１１日（月） 

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） 旧吉江保育園使用料要綱の廃止について 資料１ 

（２） 令和元年度１２月補正予算の概要について 資料２ 

 （３） 小中学校のあり方検討について 資料３ 

４ 報告事項 

（１） 令和元年度９月定例会の要旨について 資料４ 

（２） 二俣
ふたまた

越
ごえ

（朴坂
ほうさか

越
ごえ

）の「歴史の道百選」追加選定について 資料５ 

５ その他 

（１） 学校図書館システム整備及び学校図書館司書助手配置状況について 資料６ 

（２） スポーツ少年団全体交流会 大運動会について 資料７ 

（３） 野馬追いの里健康マラソンについて 資料８ 

（４） 南砺市成人式について 資料９ 

（５） 南砺市立図書館の１１月の事業について 資料１０ 

（６） 松村記念会館収蔵品特別展について 資料１１ 

６ 今後の日程 

次回教育委員会開催（予定）   月  日（  ）  ： 





南砺市旧吉江保育園使用料要綱の廃止について

１ 制定改廃の趣旨

旧吉江保育園で実施していた放課後児童クラブ「東部げんきっ子クラブ」を令和

元年９月１日から福光東部小学校内へ移設したことにより、旧吉江保育園を普通財

産に用途変更したことから関係する要綱を廃止するもの。

２ 制定改廃の主な内容

廃止

３ 施行期日

公表の日
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資料　１



■    教育総務         課

予　算　費　目
補正額
（千円）

摘 要

小 学 校
教 育 振 興 費

小学校教師用教科書・指導書・デジ
タル教科書購入

23,628,274円 23,629

スクールバス
運 行 費

沖地内スクールバス待合所設置工事 1,045,000円 1,045

（        教育総務課             ）　計 24,674

■   生涯学習スポーツ   課

予　算　費　目
補正額
（千円）

摘 要

国 際 木 彫 刻
キ ャ ン プ 費

ふるさと寄附金特別枠補助金 135,000円 135

生涯スポーツ
推 進 費

ナントスイミングクラブ活動支援補
助金

10,000,000円 10,000

国 体 事 業 費
事務補助社会保険料
事務補助賃金

63,000円
449,340円

513

社 会 体 育 館
管 理 費

福光東部体育館外構改修工事 7,969,500円 7,970

テニスコート
管 理 費

城南テニスコート照明修繕工事 575,300円 576

グ ラ ウ ン ド
管 理 費

城端小学校グラウンド照明修繕工事
城南スタジアムスコアボード時計修
繕工事

810,700円
817,300円 1,628

（      生涯学習スポーツ課       ）　計 20,822

■    こども　         課

予　算　費　目
補正額
（千円）

摘 要

施設型給付等
支 援 費

市内私立保育園保育業務委託料
市外保育園保育業務委託料
市内私立認定こども園施設型給付費
市外認定こども園施設型給付費

△6,524,260円
△3,112,930円
38,549,900円
△417,624円

28,496

（           こども課            ）　計 28,496

令和元年度　教育委員会 １２ 月補正予算要求概要

　　　　　　　補正予算要求内容（円） 　  　　　　　  

　　　　　　　補正予算要求内容（円） 　  　　　　　  

　　　　　　　補正予算要求内容（円） 　  　　　　　  
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小中学校のあり方検討について 

【協議資料】 

①令和２年度以降南砺市立小中学校入学予定者数（見込）

 ・令和元年１０月１日現在

  教育総務課

②南砺市行政改革大綱（案）抜粋

 ・令和元年１０月２１日

  南砺市行政改革推進委員会資料

③第２次南砺市公共施設再編計画の改訂について 抜粋

 ・令和元年９月３０日 

  南砺市公共施設再編計画改訂方針検討委員会資料

④令和２年度予算に対する要望書 抜粋 

 ・令和元年１０月３１日

 南砺市議会 自民クラブ

令和元年１１月１１日 

教育総務課 
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令和元年９月定例会 代表質問答弁要旨（教育委員会関係） 

【令和元年９月９日(月)】 

石川 弘 議員 個別質問（一問一答） 

３．病児事業の今後の取り組みについて 

③病児保育取り組みについて今後の具体的な運用内容は 

田中市長 子育て支援等も含めて、市として取り組んでいるが、この病児保

育は大切だと認識している。 

  現在、核家族化の進行や保護者の就業率の向上等により、児童が病気に

なったときに見てもらえる人がいない等の理由により、病児保育事業のニ

ーズが高まってきた。 

  10月から南砺市民病院で病児保育室を開設するということで、準備を進

めてきました。病児保育室には、井波にじいろ保育園づけの正規保育士１

名と臨時保育士１名の２名を配置します。医師と看護師は、南砺市民病院

に勤務する職員を予定しており、利用当日の朝に児童の容体を診察し、受

け入れを決定する医師１人と保育中の容体を適宜観察する看護師１名の

協力を得ながら運用していく。 

  現在、病児保育室の開設に向けまして、病院内の改修工事、必要な備品

等の購入や書類の整備、近隣の病児保育実施施設での職員の実施研修を行

っており、運用開始に向けて万全を期していく。 

畠中 伸一 議員 個別質問（一問一答） 

１．公共施設の再編から再生へ 

②井口義務教育学校の校舎規模 

ウ）２０年後に義務教育学校は存続できるか 

松本教育長 井口地域での義務教育学校の開校は、南砺市の学校教育改革の

先導的な役割を担い、市内の他の小中学校への相乗効果が期待できます。

また、特認校制度を採用することで複式学級を解消できるよう児童・生徒

を募集していくことを考えています。 

  20年後の義務教育学校の児童・生徒数は、人口減少が進む中で、魅力あ

る教育のカリキュラムを準備し、南砺市の義務教育学校として一定の児

童・生徒数を確保し、市内の子供たちに義務教育学校ならではの教育の機

会を与え続けることができると考えています。 

令和元年１１月１１日（月） 

第６回教育委員会提出 
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  新しい建物だけでは子供たちが来るはずがありません。本当に魅力ある

学校がつくれるか、何としてもこれを成功させようと教育委員会と学校で

全力を尽くして今考えています。ぜひ期待してください。 

長井 久美子 議員 個別質問（一問一答） 

３．外国由来の児童生徒に対する支援について問う 

①現在、市内で小中学校に在籍する児童生徒数は 

村上教育部長 現在、市内の小中学校に在籍する外国籍の児童・生徒につ

いては、５カ国で 30 人となっています。内訳は小学校が５カ国 20 人、

中学校が２カ国 10 人となっています。そのうち日本語指導の必要性があ

る児童・生徒は 11 人で、内訳は小学校７人、中学校４人となっています。 

  年度別に見ますと、平成 28 年度は５カ国 20 名、29 年度は５カ国 24

名、30 年度は４カ国 24 名であり、年々増加傾向となっています。 

②授業中の支援は“学びサポーター”の配置で十分か 

村上教育部長 現在、市内小・中学校に配置しているなんとっ子まなびサ

ポーターは 20 名であり、外国籍の児童・生徒に限らず、国語、算数、数

学の学習サポートを行っています。なんとっ子まなびサポーターの職務

として、外国籍の児童・生徒に対しての授業の内容の通訳などは行って

いません。

  日本語指導の必要性がある児童・生徒やその保護者を支援する外国語

支援員につきましては、富山県の県費負担による支援員が３名、市費負

担による支援員が３名の計６名で支援を行っていますが、ポルトガル語

や中国語の通訳ができる人材の確保に課題があり、十分な人数を配置で

きていない状況となっています。

  外国籍の児童・生徒は年々増加しており、言語も多岐にわたっていま

す。南砺市単独で十分な支援体制を調えることは、相当難しい状況にあ

ることから、県などの広域的な支援事業として取り組むことができない

か、引き続き要望をしていきたいと考えています。

③人数の関係で、１校に一人は無理としても打開策を考えられないか 

村上教育部長 今後も日本語指導の必要性がある児童・生徒や保護者は増

加していくのではないかと思っています。しかしながら、外国語支援員
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の配置には人材確保の面で課題があります。今年度はベトナム語の外国

語支援員がどうしても見つからなかったため、ポータブル翻訳機を１台

試験的に導入して対応をしています。

  今後、その効果を見ながら、追加の導入についても検討していきたい

と考えています。

④放課後児童クラブ等で、より深い支援が必要と思う。 

ア 外国由来の児童・生徒に当たり前の南砺の文化を伝える仕組みが必要と思

うが見解は。 

村上教育部長 放課後児童クラブなどでは、学校生活における支援を補完す

る形で、ほかの児童と仲よく一緒に活動するなど、子供同士がかかわり合

う中で、日常のコミュニケーションがとれるように支援していくことが第

一であると考えています。 

  まず、日本の基本的な生活習慣や言葉を身につけた上で、次の段階とし

て南砺の文化を伝える仕組みが必要ではないかと考えています。 

イ 子どもの知識が親に伝わって、南砺の普通が、しきたりが地域の融和に繋がる

と思うが見解は。

村上教育部長 小・中学校での学習や地域での活動を通して、周りの友達や

大人とかかわり合う中で、自然に身についていく南砺の文化やしきたりが、

それが家庭の中にも持ち込まれ、保護者の日本や南砺市への理解が深まっ

ていくものと考えています。 

  外国人の保護者に対しては、市内で支援活動を行っておられます南砺市

友好交流協会やにほんご広場なんと、それから公益財団法人とやま国際セ

ンターの活動を紹介するなど、多方面からの支援に努めてまいりたいと考

えています。 

【令和元年９月１０日(火)】 

水口 秀治 議員 個別質問（一問一答） 

１．第二次南砺市公共施設再編計画について 

②縮減対象となっている統合・複合施設について 

ア）福光福祉会館周辺３施設の現状と今後について 

田中市長 福光福祉会館周辺の３施設の現状と今後について、答弁をさせて

いただきます。 
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  福光福祉会館周辺のあり方については、水口議員も積極的にこの議論に

参画をいただき、平成26年２月に検討委員会の提言書が出されました。  

その後、平成27年６月に設立されました福光福祉会館周辺まちづくり協議

会において、福光福祉会館、福光青少年センター、松村記念館の３施設の

再編整備の検討を重ねてきました。その後、平成28年10月から庁舎統合の

議論が開始されたことから、再編整備に関する協議を一時中断するように、

私のほうからお願いをした経緯があります。 

  再編整備の協議を中断していた平成30年２月から福光地域のまちづく

りについて、若手市民が中心となって検討するまちづくり検討会議が立ち

上げられ、建物ではなく、福光公園の充実を盛り込む等、福光地域にはど

んな機能が必要であるか、それがどう賑わいにつながるのかという視点か

ら、「ふくみつトライアングル」と称する提言が市に提出されております。 

  この時点で、検討委員会からの提言書、これは福光の３施設のあり方、

そして、ふくみつトライアングルと言われるまちづくり検討会議の提案、

この２つがあるわけでございます。そして、その中で、改めて福光高校の

再編後の跡地利用という新たな重要な課題も、その中に今度はプラス、追

加をしなければならなくなったということでございまして、改めてこの福

光地域全体の公共施設を取り巻く状況が大きく変化をしたということを、

まずはご理解をいただきたいというふうに思います。 

  市では、現在、公共施設再編計画の見直しを行っておりますが、新たな

複合施設の整備は大変厳しい状況であります。これらの課題とあわせて、

平成26年２月に提出をいただきました提言書の内容、まちづくり検討会議

の内容、そして福光高校の跡地活用も含めて、今後、さらにスピード感を

持って、関係部署と協議を再開するため、現在準備を進めているところで

ありますので、まとまりましたら、皆様方にご相談を申し上げたいと思い

ますので、ご理解をいただきたいと思います。 

イ）具体的な統合・複合化案の提示について 

村上教育部長 福祉会館を含む３施設については、公共施設再編計画におい

て短期計画での複合化と位置づけられており、平成28年３月に、旧福光図

書館を含む、延べ床面積4,052㎡に対して、建て替え面積1,846㎡。ホール

につきましては、360平方メートル以内とする面積要件等を住民説明会で

提示をさせていただきました。
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  しかしながら、先ほど市長からも申し上げましたが、まちづくり検討会

議からの提言や福光高校再編後の跡地の活用といった新たな課題とあわ

せての検討が必要となっています。 

  今後は、公共施設再編計画を見直す中で、先に提示させていただきまし

た内容も考慮しながら、内容や提案時期について検討していきます。 

ウ）統合・複合化の障壁となるものがあるのか 

村上教育部長 繰り返しになりますが今後、まちづくり検討会議の提言の

実現と、福光高校再編後の跡地利用を、併せて検討しなければいけないこ

と、さらに第２次公共施設再編計画における施設の位置づけ、今後の人口

動向、財政状況への対応などについても、大きな課題になってくるものと

考えます。 

２．新学習指導要領について 

①新学習指導要領の準備状況について 

松本教育長 来年度から始まる小学校での新学習指導要領の全面実施に向

けて、昨年度、今年度の移行期間に、各学校で先行実施をしています。

  英語教育の充実のために、小学校外国語活動・外国語科導入に向けて

の研修会を今年度６回開催します。また、小学校には英語専科教員を４

校に配置しています。さらにＡＬＴを昨年度から１名増員して８名とし、

来年度さらに２名増員して 10 名で外国語科の学習を支援する予定です。

  また、来年度から小学校で使用する教科書の採択が行われ、南砺市で

使用する教科書をこの８月に決定したところです。

  今後は、教務主任会で、各教科の来年度の年間指導計画の作成に取り

組み、今年度末の完成を目指して準備をするなど、万全の体制で対応し

ていきます。

②プログラミング教育について 

ア）ＩＣＴの導入について 

村上教育部長 市内の小・中学校の教育活動におけるＩＣＴ環境整備につ

きましては、南砺市ＩＣＴの教育利用推進に係る整備計画に基づき、令

和３年度までに、電子黒板及び実物投影機を全学級分、タブレットＰＣ

は１学年分の台数を全ての小・中学校に配備する計画としています。

-18-



  また、児童・生徒用の電子教科書の導入につきましては、現在の義務

教育教科書無償供与制度の対象ではないため、導入するとなると、児童・

生徒全員分のタブレットＰＣが必要となること及び電子教科書などの導

入費用が大変高額となるため、現在は検討していません。

  なお、指導者用のデジタル教科書につきましては、新しい教科書の採

択を受けて、整備計画において主要４教科、５教科について、全て購入

する予定です。デジタル教科書の利点を生かし、効果的な授業となるよ

う活用していきたいと考えています。

イ）プログラミング教育の取り組みについて 

村上教育部長 教員の長時間労働が大きな問題となっています。その中で、

研修や授業研究の時間の確保が難しいことが現実の問題としてあります。 

限られた時間の中で、プログラミング教育を実施するために、夏季休

業中に実施された富山県主催のプログラミング研修会に参加したり、学

校内で講師を呼んで研修会を行ったりしています。 

  今年度、南砺市では、福光南部小学校がプログラミング教育の第一人

者であります富山大学の長谷川准教授の指導を受けて、プログラミング

教育の先行実施を行っています。市内のほかの学校の教員も研究授業に

参加して、研修をする予定としています。 

  さらに、これらの研修を生かし、プログラミング教育に詳しい教員が

校内研修会で全体に広めるという準備を整えているところです。 

ウ）本市独自のカリキュラムの作成について 

村上教育部長 新学習指導要領において、プログラミング教育の狙いは、

「プログラミング的思考の力をつけること」や「問題解決には必要な手

順があることに気づくこと」となっています。また、コンピューターを

活用することや各教科の中で学びをより確実にすることも狙いとなって

います。 

  プログラミング教育は、総合的な学習の時間に加えて、全ての教科の

中で実施するものであるため、各教科や領域で、どのように生かすかを

明確にするにとどめ、現在のところ、プログラミング教育に関する南砺

市独自の小中一貫カリキュラムを作成するということまでは考えていま
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せん。

山田 清志 議員 個別質問（一問一答） 

１．公共施設利用に係る受益者負担の適正化基準の考え方について 

②スポーツ、文化の普及に対する施策について 

村上教育部長 市の社会教育施設や社会体育施設は、指定管理者制度を導

入後、指定管理者の皆さんの工夫や努力によって、効率的で適切な施設の

運営管理がなされております。多くの市民には質の高いサービスが提供さ

れており、文化芸術やスポーツ活動の拠点施設として、利用者からも高い

評価を受けているものと思っております。

 現在、公共施設利用に係る受益者負担を適正化し、料金を改定する作業

を進めております。ほとんどの施設で利用料金が現行よりも高くなるよう

な改定となりますが、日々の生活を心身ともに豊かで健康に過ごすために、

文化芸術やスポーツ活動に取り組むことが重要であるという市民の意識が

十分高くなっているとするならば、今回の料金改定による施設利用者の減

少への影響は限定的になるのではないかと思っております。

今後、受益者負担の適正化について、さらに住民の皆様に説明会を開催

するなどして、より多くの市民の皆様にご理解いただけるよう努めていき

ます。

しかしながら、施設利用者やスポーツクラブ会員の減少、それに伴う指

定管理者の収益の悪化という事態が生じないとも限りません。そうした場

合には、市の文化芸術やスポーツの振興が停滞しないよう、引き続き指定

管理者や関係団体とも協議し、支援策や振興策について検討、提案させて

いただきたいと考えています。

③普及に対し、一定の成果を上げた後の条例改正について 

村上教育部長 行財政改革は、本市における喫緊の課題であり、施設利用

に係る受益者負担の適正化についても、その改革の一環として計画的に

実施するため、時間をかけて作業を積み重ねてきたものであり、料金改

定を先延ばしすることはできないと考えています。

  一方で、文化芸術、スポーツ活動の振興策につきましては、先ほども

申し上げましたように、今までと同様に、指定管理者や関係団体とも協

議し、検討していきたいと考えています。

-20-



④減免対象者についての見解について 

村上教育部長 減免につきましては、平成 31 年３月に策定いたしました

公共施設利用に係る受益者負担の適正化基準の中に、基本的な考えを示

しております。

  減免の対象者である小・中学生と 70 歳以上の高齢者及び障害のある

方の人口比率を見ますと、本年３月 31 日現在では、小・中学生が 6.9％、

70 歳以上が 28.7％、合わせて 35.6％となり、また、重複する場合もあ

りますが、障害者手帳をお持ちの方は人口の 6.2％となっております。

  社会体育館などの施設利用者に占める割合については、入館システム

でカウントしているスポーツ会員のみのデータに限定されますが、昨年

度における城南屋内グラウンド、井波社会体育館、福野体育館及び福光

体育館の４つの施設の利用者における利用状況は、小・中学生が 25.5％、

70 歳以上が 27.8％、合わせて 53.3％となっております。

  減免制度の対象者については、子ども、障害者、高齢者などの社会的

弱者の支援を基本に、今後、他市の事例も参考にしながら、対象者の細

部について検討し、施設利用者及び社会教育団体、スポーツ団体等へ説

明をしていきたいと考えています。

松本 誠一 議員 個別質問（一問一答） 

３．小中学校の教育方針について 

①学力テストについて 

ア）学力テストの結果から見る教育方針の目指すところについて 

松本教育長 南砺市教育振興基本計画では、基本目標の「豊かな心」を育

む学校教育の充実の中で、「確かな学力の育成」「自他を尊重し、他を思

いやる心の育成」「健やかな体の育成」「学校教育環境の整備」の４つを

基本施策として掲げ、知・徳・体の調和のとれた教育を推進しています。

  ４月に実施された全国学力・学習状況調査の結果から、南砺市の子供

たちは、「知」の部分に当たる「確かな学力」をおおむね身につけている

と考えています。ただ、これは平均的なことであり、一人一人の子供に

目を向ける、これを忘れてはいけません。

  今後は、学校ごとに今回の調査結果を分析し、課題を明確にして改善

に努めてきたいと考えています、夏休みにもそういった研修をやってい
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ます。

イ）教育方針の達成に向けた新たな取り組みについて 

松本教育長 これまで、多くの学校関係者が豊かな心を育む学校教育の充

実に努めてきているところです。

  今後は、南砺市のこれまでの教育のよさを生かしながら、来年度から

始まる新学習指導要領の実施に対応していきたいと考え、準備を整えて

いるところです。また、新しい時代のＩＣＴ機器や教育環境の整備を計

画的に推進します。

  さらに、未来に羽ばたく子供たちを育てるために、教師の働き方改革

の視点も加えながら、カリキュラム開発や指導方法の工夫など、南砺か

ら、令和の教育改革に大胆に取り組んでいきたいと考えています。

②スポーツテストについて 

ア）スポーツテストの結果から見る教育方針の目指すところについて 

松本教育長 ５月に行ったスポーツテストの結果から、小学校５、６年の

男子は総合的に見ると全国平均を少々下回る結果となりました。５年女

子は全国平均を上回り、６年女子は全国平均と同程度となりました。中

学校男子は総合的に見ると全国平均を下回り、女子は全国平均と同程度

あるいは全国平均を上回る結果となっています。これらの結果から、市

内の小・中学生の体力、運動能力は、おおむね全国平均と同程度の結果

と考えています。南砺市全体としては、走力、筋力・筋持久力、上体起

こしなど、これらが全般的に全国平均を下回っている学年が多いなどの

課題も見られます。

  毎年、この結果を受けて、小・中学校の体育の教員で構成される南砺

市教育センターの体力づくり委員会では、南砺市の児童・生徒の体力づ

くりの推進策を協議しています。例えば小学校では、休み時間に「みん

なでチャレンジ 3015」や８秒間走等の体力づくりの運動を行っています。

中学校でも、保健体育の授業の最初や最後に、それぞれの学校の課題に

応じた各種トレーニングを行い、体力の向上に努めています。

  このような健やかな体の育成を通して、運動好きで心豊かな子供を育

てる学校教育の充実に努めていきたいと考えています。
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イ）教育方針の達成に向けた新たな取り組みについて 

松本教育長 「豊かな心」を学校教育の中で育むため、知・徳・体の調和

のとれた教育を推進しています。

  スポーツテストの結果を通して、体力の向上だけではなく、課題の解

決に向けて、自分で考え、自分から取り組むことのできる子供、そんな

子供を育てることができるように支援していきたいと考えています。

ウ）部活動との関連付けについて 

松本教育長 各学校では、児童生徒一人一人に対して、スポーツテストの

結果を個人票として渡しています。個人票の中には、過去の結果も載っ

ており、経年比較をすることができます。また、個人の体力と運動能力

を全国平均と比較して、グラフを一目見て結果が分かるようになってい

ます。

  特に中学生は、部活動の所属種目と一人一人の体力・運動能力をコン

ピューターで診断し、各自が部活動の中で必要な体力や運動能力の情報、

そしてトレーニング方法など具体的なアドバイスがその中に示されてい

ます。これらを生かし、生徒が部活動で自分の力を発揮するための効果

的な活動を、先生ではなく、生徒自身が自分で考えて実践できるように

なっているわけです。さらに、部活動ごとの体力・運動能力の結果が全

員分かるため、指導者が一人一人の能力を伸ばすための指導にも生かさ

れています。

③引率ボランティアについて 

ア）父兄が引率するボランティアの役割について 

村上教育部長 市内の小・中学校の学校行事では、主に小学校の立山登山

活動で、保護者や地域の方の引率ボランティアにご協力をいただいてい

ます。

  立山登山活動は、登頂したときの達成感や仲間との助け合い、協力し

ていただいている方への感謝の心など、児童の心身を成長させる大切な

学校行事の一つです。また、登山は児童自身の気力や体力が必要となり、

危険と隣り合わせであることから、日ごろの校外活動以上に児童の状態

や周りの様子に常に注意をする必要があります。そこで、小学校の教員

の引率だけでは不足することから、引率ボランティアをお願いしていま
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す。

  引率されるボランティアは、周囲の安全や児童の健康状態のチェック

及び疲れている児童への励ましや何げない会話を行うことで、児童が安

全に楽しく登山できるようサポートするなど、活動内容にご理解をいた

だいた上で、協力をしていただいています。

  また、地域や学校のために、保護者や地域の方が積極的にボランティ

アを行う姿を見せることで、児童・生徒の感謝の気持ちや地域へのつな

がりなど、人間性の向上や地域への愛着を育てる役割を担っていると思

っています。

イ）これからの引率ボランティアについて 

村上教育部長 現在、市内の小・中学校が協力をいただいている引率ボラ

ンティアについては、無償のボランティアとなっています。協力してい

ただいているボランティアは、安全面や健康状態などの見守り的な役割

をお願いしています。

  また、引率ボランティアとは別に、スキー教室など専門的な技術指導

を保護者などにお願いする場合は、講師として謝金をお支払いしていま

す。

  今後、学校行事関係ボランティアの有償化につきましては、高度な技

術指導が必要な内容か、安全面や健康状態などの見守りで専門性が必要

な内容かなど、引率する行事の内容を踏まえて、検討をすべきか判断し

ていきたいと考えています。

④学校内の防犯カメラの設置について 

ア）小学校・中学校の防犯カメラ設置状況と運用状況について 

村上教育部長 現在、市内の小中学校では、小学校では全ての学校、中学

校は城端中学校、福光中学校、吉江中学校を除いた、８校中５校に防犯

カメラを設置しています。未設置の中学校３校につきましては、令和２

年度に設置をすることを検討しています。

  小・中学校に設置してある防犯カメラでは、主に犯罪抑止や外部から

の訪問者の確認のため、校舎の玄関口付近や校門付近を監視しています。

防犯カメラの映像は職員室のモニターで監視及び記録できるようになっ

ており、防犯カメラに内蔵した記録媒体で映像を保存し、不測の事態が
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発生した場合には、警察の捜査に協力ができるようにしています。

  また、防犯カメラ付近には、不審者の侵入抑止効果を高めるため、「防

犯カメラ作動中」というプレートを表示しているところです。

イ）危険箇所や夜間対策等の防犯カメラ増設について 

村上教育部長 現在、小学校の防犯カメラは、主に校舎の玄関口付近や校

門付近に設置して、犯罪抑止や外部からの訪問者の確認を行っています。

また、夜間や休日も常時監視・記録しています。

  しかしながら、建物の面積が広い校舎では、人目の届かない死角とな

る場所も多くあります。出入り口の施錠や定期的な巡回などで対応する

しかない状況になっています。学校敷地内の人目につかない死角となる

場所への防犯カメラの増設につきましては、台数も多く、やはり限界が

あります。

  学校における防犯・安全対策につきましては、防犯カメラの設置と警

備保障システム、教職員による定期巡回などを組み合わせまして、不審

者の侵入防止や事件・事故の防止に備えたいと考えています。

-25-



総務文教常任委員会 質疑要旨（教育委員会関係） 

【令和元年９月１７日(火)】 

○議案第８９号 南砺市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に

関する基準を定める条例の一部改正について 

中段晴伸委員 今回の一部改正の背景と午前中に改正されました内容につ

いて、改めてご説明をお願いいたします。 

武田こども課長 今回の一部改正について訂正を出しています。 

このたび家庭の経済的負担の軽減を図る観点から、幼児教育・保育の無

償化の措置が施行され、この10月から始まる。現行法の中には、施設型給

付費の対象になっている認可保育所、幼稚園、認定こども園に関する子ど

ものための教育・保育給付の規定がありました。今回の無償化により、子

供のための教育・保育の給付の対象外である認可外保育施設や新制度に未

移行の幼稚園等が、新たに給付の対象になり、子育てのための施設等利用

給付の規定が新設されています。 

今回の改正のポイントは３点あります。 

  まず、今ほど申しました用語の整理、支給認定が教育・保育給付認定等

になるという用語の整理が１点。 

  次に、特定教育・保育施設、または特定地域型保育事業者における、食

事の提供に要する費用の取り扱いの項目が第13条にありますが、今回幼児

教育・保育の無償化に伴いまして、実費徴収をする副食費の徴収規定の追

加が新たになされたということです。 

  もう一点は、特定地域型保育事業者が確保すべき連携施設について、特

定地域型保育事業者に求められる特定教育保育施設と代替保育の提供に

かかる連携の要件を緩和する内容として、第42条第５項で市町村長が認め

た場合における、事業者と連携施設の確保義務の緩和などの規定の追加が

あり、今回の条例の改正の中で対応しています。 

中段晴伸委員 10月１日からの無償化によって、園児のふえる見込みとか、

保育士の負担等がふえるようなことは、心配されるようなことはないのか。 

武田こども課長 園児の増ということでは、南砺市は、３歳から５歳児の園

児につきましては、99％、市内の保育園や認定こども園に入園している状

況ですので、影響はないと思っています。 

  また、保育士等の負担増については、０歳から２歳児は今回、住民税非
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課税世帯だけが無償化の対象になるので、無償化による影響は、大きなも

のはないと思っています。 

中段晴伸委員 認可外保育施設のことが新聞にも出ており、南砺市には５カ

所あると書いてありましたけれども、基準的にはどうなのかお聞きします。 

武田こども課長 南砺市には認可外保育施設が５カ所ありますが、市と県が

一緒に年１回、その施設を巡回調査し、施設内容を確認をしており、国の

基準を外れる施設はありませんでした。 

中段晴伸委員 今回、無償化により特別、南砺市において、この先考えてい

くような施策があれば、お聞きしたいと思います。 

武田こども課長 これにつきましては、今後、財政的なことを精査させてい

ただきながら、どういう施策ができるのかを検討させていただきたいと思

っています。 

中段晴伸委員 あと、病児保育が始まるのが10月１日だと思っていますが、

その説明もしていただけますか。 

武田こども課長 病児保育事業については、南砺市民病院の４階にあった部

屋を改修し、今月末に完成する予定ですので、他施設へ研修に行くととも

に必要な備品を購入するなど、10月１日からの開設準備を進めています。

病児保育室は２部屋あり、定員は２名、受け入れ時間は、午前８時半から

５時を考えています。 

  職員は、保育士が２名、あと市民病院の内科医、看護師の協力を適宜い

ただき、連携をとりながら事業を運営していきたいと思っています。 

中段晴伸委員 無償化により、保育施策も変わっていくものと思っています

が、子供たちは南砺市の大切な宝です。他市との不平等さがないようにし

っかりと手厚く、この先も支援を進めていただきたいと思います。 

武田こども課長 南砺市は、他の市町村と比べ、保育料は県下でも安くなっ

ていますので、今後の子育て家庭への支援施策について、県内の状況も把

握し検討していきたい。 

○議案第８０号 令和元年度南砺市一般会計補正予算（第２号）の所管部分 

（児童館費） 

◆とやまっ子さんさん広場推進事業補助金について 

竹田秀人委員 放課後児童クラブのとやまっ子さんさん広場推進事業補助

金の内容について、説明をお願いします。 
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武田こども課長 本年度から小規模多機能自治がスタートして、大鋸屋地域

づくり協議会から地域主体の学童保育であるこの事業の申請が出てきま

した。県と協議もさせていただいて、地域における子供の安全・安心な居

場所づくりを支援するため、補正に上げています。 

竹田秀人委員 とやまっ子さんさんクラブの補助金の要綱を県や市でつく

られていますが、合致するのかどうなのか。この15万円の内容について説

明をお願いします。 

武田こども課長 県や市の実施要綱では、原則的に小学生以下の子供が対象

で、放課後児童クラブは、保護者が日中就労されている子供が対象になっ

ていますが、この事業は就労の有無を問わず、利用する児童はおおむね５

人以上、小規模でも開設が可能という事業です。 

開設日数区分があります。今回、申請されています大鋸屋さんさん広場

は、要綱の中に開設日数が25日以上100日未満という区分により、夏休み

など長期休業時の開設等で申請がでており、それに基づき、１日5,000円

掛ける開設日数30日で15万円を計上しています。 

竹田秀人委員 今、補正があがってきているが、冬休みとか、春休みとかに

使われるのではなくて、夏休みもということですか。 

武田こども課長 この案件については夏休みと冬休みの長期休業時に開設

をしたいという事業内容であり、事前説明がなく謝らなければいけないと

ころがありました。 

竹田秀人委員 整理しますと、もう夏休み、もうちょっと動いたよと、また、

冬休みもやるというようなことですか。 

武田こども課長 お見込みのとおりで、そういう内容で開設したいというこ

とです。 

竹田秀人委員 やっぱりそういうことは、しっかり前もって言ってもらわな

いと何の議論をしているかということになります。 

放課後児童クラブ費ですが、今年度は4,742万計上されていますが、５

年前ですと2,000万、予算は増えてきています。また、さんさん広場も５

事業やっている。非常に多岐にわたっているますが、今後、地域のほうで

進めていくと、まだ増えてくるものと思っています。 

  放課後児童クラブをしっかりやってもらいたいが、今後の方向性をどの

ように考えているのか、お伺いします。 

武田こども課長 今ほど言われましたように、放課後児童クラブは、９クラ
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ブを直営・委託で実施しています。今後も児童の利用数は減ることはない

と思っていますので、既存のクラブをしっかりと運営していきたい。 

  また、とやまっ子さんさん広場推進事業は、保護者の就労の有無を問わ

ないこと、小規模でも可能ということで、地域主体のやり方を考えていけ

るということがあります。この４月からは、小規模多機能自治がスタート

して、地域において多様な形での子供の見守り、安心・安全な居場所づく

りができるので、今後、地域の中で、新たに取り組まれるところがでてく

れば、相談等に乗りながら事業を推進していきたいと思っています。 

竹田秀人委員 推進してもらうのはいいと思います。さんさん広場事業の金

額は今もう384万で、今後も追加されてくる可能性がある。 

  また、放課後児童クラブは９施設で延べ６万3,000人の方が利用されて

おり、５年前から見るとすごく伸びています。これからも女性の就業を考

えると、必要となのかもしれないが、事業費がだんだんと膨らんでいく。

今後の方向性をもう一度お伺いしたい。 

武田こども課長 今ほど申し上げましたとおり、放課後児童クラブ等につい

ては、ニーズの調査の結果を見ましても、定員を減らすということはでき

ないと思っており、今のクラブ数を維持していきたい。 

  旧村や地区単位になると親の就労の有無などの制約があり、そういう制

約がかからずに地域の中で居場所づくりができる、とやまっ子さんさん広

場推進事業により子供たちを見守っていただきたいという思っています。 

  今後の事業のニーズを見据えながら進めていきたいと思います。 

竹田秀人委員 地域の中に子供さんがおられて明るく元気になるというこ

とは、一番大事なことだと思います。これからも進めていかれると思いま

すが、お互いの事業全体のことも見極め、進めてもらいたい。 

武田こども課長 お互いの事業を整理しながら進めたいと思います。 

（児童措置費） 

◆未婚の児童扶養手当受給者に対する臨時・特別給付金について 

山田清志委員 消費税の引き上げの対策で、今回は、ひとり親世帯数の中で

も、未婚のひとり親に対する、今年度１回限りの給付金ということであり

ます。今回の補正予算要求額から割り返せば、対象者は30人になりますが、

この数字は、正確につかんでおられる数字でしょうか。 

武田こども課長 今回の対象となる方は、児童扶養手当の受給資格者であり、
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その中でも、11月分の児童扶養手当の支給を受ける父、または母というこ

となっています。児童扶養手当の受給者は、毎年８月に現況届を出してい

ただく際に必ず面談をしており、面談の中で法律婚姻歴の有無の確認や未

婚のひとり親への給付制度の説明、申請方法等の説明を行い、現在把握で

きている人数は26名です。基準日が10月31日になっており、新規の方もあ

るかもしれないということで、今回、30人分を補正要求しています。 

山田清志委員 もととなる児童扶養手当は申請に基づくことなんですか。対

象となり得る方が申請してこられて、行政はそのニーズを把握していると

いうことでよろしいですか。 

武田こども課長 児童扶養手当については、転入や転出、離婚等で窓口に提

出された書類などに基づき、申請していただき把握しています。 

山田清志委員 毎年８月に、現況届のときに面談をしているということです

が、基準日は10月31日ということで、まだこれから先ということです。本

当に１件の漏れもなく給付してほしいと思っていますので、しっかりと把

握され、対応のほうよろしくお願いしたい。 

武田こども課長 今後ともしっかりと転入や出産情報などを関係部署とも

連携をとりながら、抜けのないように対応していきたいと思っています。 

（教育センター費） 

◆Windows10用機能更新プログラム設定業務委託等について 

川口正城委員 Windows10の機能更新プログラム設定業務委託料は、どのよ

うな作業が発生するのかお尋ねします。 

氏家教育総務課長 Windows７のサポート終了に伴い、Windows10のパソコン

を購入しますが、Windows10には自動的にＯＳのアップデートが行われる

という機能が備わっています。学校の業務で使うパソコンのＯＳが自動的

にアップデートをされてしまうと、ソフトウェアによっては様々な不具合

が生ずる可能性があるので、その部分をサーバーで制御して、不具合が起

こらないよう検証してからアップデートを行うという機能の設定作業を

業務委託するものです。 

川口正城委員 庁内のパソコンも全て新しいのに代えて、非常にスペックが

アップするという話でした。それには、そういうお金が発生していない。

なぜ教育委員会のパソコンだけ必要なのか。もっといえば、電算担当課と

横の連絡はないのか。教育委員会ではシステムを制御するという対応をし
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ているということで、何か２カ所でWindows10への対応がばらばらにされ

ているような印象を受けるのですが、その辺はいかがでしょうか。 

上野情報政策課長 庁内のパソコンについては、インターネットから完全に

隔離されていますので、自動でアップデートするということはありません

が、教育委員会の場合はインターネットにつながっています。Windows10

はセキュリティ問題が発生したときに随時、自動的にアップデートされる

機能が一般的に提供されているため、そのアップデートによって、教育委

員会のソフトが動かなくなるという可能性があるため、そうならないよう

設定をするものです。 

川口正城委員 教育委員会では、県教委やいろんなところとネットでやり取

りしないと仕事にならないと思いますから、今の話は了解しました。これ

はどこの業者がやるのですか。県外の業者さんがやるわけですか。 

氏家教育総務課長 まだ予算要求の段階でして、見積もりをとりまして、補

正予算を上げさせていただいたところです。業者はこれから選定いたしま

す。 

川口正城委員 このような仕事は、市内の業者でもできそうですから、ぜひ

お願いしたいと思います。 

  もう一つお聞きしたいのは、今動いている校務支援ソフトがWindows10

になって、各教員からのアクセスがどのように変わるのか、お聞きしたい

と思います。 

氏家教育総務課長 校務支援ソフトにつきましては、インターネットエクス

プローラーといわれるブラウザ上で動いているものでありますので、特定

のソフトに依存しておりません。閲覧や使い勝手に関しては、変わらない

と考えています。 

川口正城委員 庁舎のときも聞いたのですが、この膨大な数の管理をどこで

されているのか。情報係のほうでされるのか。教育委員会でいろんなソフ

トをどう運用されて、どう管理されるのか、その体制をお尋ねします。 

氏家教育総務課長 教職員用のパソコンにつきましては、教育委員会で管理

をしています。庁舎用のパソコンを情報係で管理しているの同様に、教職

員用は教育総務課のほうで管理しています。 

川口正城委員 同じ南砺市において２箇所で管理しているようなイメージ

を受けるものですから、お互いに横の連絡をとりながら、情報漏えいなど

しないよう、また業務がスムーズに流れるよう、やっていただきたいと思
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います。 

氏家教育総務課長 教育ネットワークと、庁舎の業務とは別のネットワーク

で動いていますので、連携をとれる部分は連携をとりながら、また情報漏

えいとか、セキュリティの問題もありますので、気をつけながらまた管理

していきたいと思っています。 

（事務局費） 

◆第２次教育振興基本計画策定事業について 

竹田秀人委員 第２次教育振興基本計画策定事業の予算の内容と、なぜ補正

なのか、教えていただけますか。 

氏家教育総務課長 第２次教育振興基本計画につきましては、公募委員によ

る審議が必要になってきていますので、委員に関する謝礼、旅費、事務費、

それと印刷費用について、計上させていただいたものです。補正に計上さ

せていただいたのは、当初予算から漏れていたからです。申しわけありま

せん。 

竹田秀人委員 また申しわけありませんというようなことで、非常に問題が

あると思います。策定委員会の回数と時間数を教えてください。 

氏家教育総務課長 策定委員会は、３回開催する予定にしています。１回当

たり２時間から３時間程度の審議をいただく予定としています。 

竹田秀人委員 ３回の行われる日の予定、教えてもらえますか。 

氏家教育総務課長 １回目につきましては、先日開催させていただきました。

２回目は11月、そして３回目は２月に開催させていただきまして、策定を

完了させるという予定にしています。 

竹田秀人委員 既に実施したものを補正で審議するということですか。第１

回目はもう済んでいるのでしょう。今、補正に出ているということは、策

定委員の審議の謝礼金とか決まっていないわけですね、その第１回目をこ

こで補正するのですか。 

  平成26年度は当初予算に入っていました。これから20年後30年後を見据

えて、５年間の計画をつくるわけですよね。その予算は51万という小さい

ものかもしれませんけれども。この教育改革は非常に大事な時期だと思っ

ています。この５年間は、基本計画でありますけれども、ソサエティとか

人生100年とか、いろんなことが今言われて動いている中で、当初予算に

なぜ入っていなくて、今、補正で、それももう一回済んでいるとは、どう
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してこういうことになるのですか。先ほどもそうです。もう終わっている

のだけど、今、補正出してきて。どうしてこれを認めることができますか。 

  これを認めるなら、第１回の策定委員の謝礼は、何も決まっていない上

でやっているのか、という話になりますよ。もう委員に謝礼はこれだけで

すよと言っているのですか。 

村上教育部長 今、竹田委員さんおっしゃられたこと、全くそのとおりだと

受けとめています。 

  今回、補正になりましたのは、先ほど申し上げましたが、予算計上を失

念しておりました。ということで、これは氏家課長というよりも、前教育

総務課長は私でしたので、私の要求時点でのミスです。 

  今回の策定委員会は８月末に第１回をさせていただいています。議案説

明会のときに、私のほうからお願いすべきところでしたが、議案説明会で

も、このことは申し上げませんでした。これにつきましては、まことに申

しわけなく思っています。 

竹田秀人委員 これはさっきの件もありますし、トータルでこれを認めるこ

とはどうしてできますか。議決しておらんのに、もうやりましたという話

ですから。それも１件だけでなく２件ですから。それは、金額の大きい小

さいは関係ないと思いますけれども。 

市長、よろしくお願いします。 

田中市長 ２件あったという竹田委員のご意見には、当然、我々の失念した

部分に関しまして、私からもおわびを申し上げたいと思います。 

  また、８月に、このことに気がついて、そしてこの委員会を開催してい

いかどうかとことを委員の皆様にも、我々にも明確にすべき大事なことだ

ったのだろうと反省しています。 

  先ほどの件に関して、住民の皆さんからの要望に対する県とのやりとり

があったことと、このこととは少し雰囲気が違うのかもしれませんけれど

も、失念をしていたということでありますので、皆さん方には、改めて、

私のほうからおわびを申し上げますが、今後このようなことのないように、

しっかりとまた指導をさせていただきたいと思いますので、ぜひよろしく

お願いをいたします。 

竹田秀人委員 失念とか、物事というのは全てがうまくいかないと思うので

す。でも、議会に出す前に話をしたい、先にやりたいから、今すぐやらな

ければならないものなので、議員懇談会で話をさせてくれということは今
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まで何度もあります。いろんなやり方があるじゃないですか。失念された

でいいのかどうなのか。 

山本勝徳委員 今ほどの事務局費についてであります。南砺市は教育や子育

て支援に大変力を入れている市であると認識をしているところです。先般

の小中学校の学力検査におきましても、県下平均、あるいは全国ももちろ

ん上回る立派な成績をとられたと聞いているわけです。来年度からは新し

い学習指導要領が始まりますとか、今まさに第２次の市の総合計画にも取

り組んでいるというところです。そんな中で、第２次の教育振興基本計画

に対して、どのような内容の特色、あるいは力を入れたいという点をどん

なところに置いているのか、教育長からお話をいただければと思います。 

松本教育長 まず、今ほどの２件につきましてきちんと指導力がなかったこ

と、おわび申し上げます。本当に申しわけありませんでした。 

  そこで今ほどのご質問について、答えたいと思います。今、市の総合計

画の上に立ちながら、教育のほうも新しい５カ年計画をどうしても作らな

ければならない状況になっていると考えています。そんな中で、エアコン

や校務支援ソフトを整備しました。それからＩＣＴの環境も整ってきまし

た。これら南砺市が持っている教育資源。それは学校のオープンスペース

を使った部分や、複式学級で先生方が協力する部分ということもあります。

それらを生かしていけるよう、これまでにない南砺市民や子供たち、そし

て先生方も元気になる案を今教育委員会一丸となって準備しています。 

  そして、井口義務教育学校は、この南砺市全体の教育改革の一番先鋒と

して新しい教育を実践していきます。この学校を柱にしながら、全ての学

校が学校の独自性を出しながら教育を展開していける環境を準備してい

きたいと思っています。ここには新しく始まった小規模多機能自治ももの

すごく重要なことで、子供たちを地域と一丸となって教育できるすばらし

い材料が今出そろったところだと思っています。 

  議員の皆さん、どうか教育委員会に任せてください。今回は大変申しわ

けなかったのですが、このことを何とかして形にしていこうと思っていま

す。どうかよろしくお願いします。 

竹田秀人委員 本当にこの５年間は大事だと思っていますので、今言われた

ことを、いろんな面でしっかりやっていただきたいと思っています。 義

務教育学校のこともあり、ついこの間の新聞には４・３・２から４・２・

３にする議論も検討されており、とにかくいろんなことを考えながらしっ
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かり抜けのない教育に取り組んでもらいたいと思いますので、今後ともよ

ろしくお願いします。 

松本教育長 教育委員会一丸となって、学校と協力して、地域と協力して頑

張っていきます。ありがとうございます。 

（小学校教育振興費） 

◆小学校の行事等参加補助金について 

長井久美子委員 これは中学校とも関係ありますので、あわせてお尋ねしま

す。各種大会に出席、参加されるための負担金の補助金の増額です。予算

案と比べますと、当初予算が415万7千円でしたので、ほぼ倍以上が増額と

なっています。これは、優秀な成績で、県大会、あるいは全国大会へ行け

た方というふうに思いますが、これの負担、交付される基準はどのように

なっているのでしょうか。 

氏家教育総務課長 小・中学生の各種大会の出場補助金の基準については、

これは小・中学校ともに共通ですけど、国、地方公共団体または学校体育

文化団体及びこれらと関連する公共団体が主催、共催、または後援する大

会、県大会以上の大会に予選を経て出場する者に対して、交通費、宿泊費、

参加費等、交通手段や１泊当たりの宿泊費などに、上限はありますが、ほ

ぼ全額を補助するというものです。 

長井久美子委員 ちなみに、小学生の場合、倍ぐらいになっているのですが、

やはり見込み以上にたくさん優秀な成績だったということでしょうか。 

氏家教育総務課長 特に小学生に関しましては毎年金額の変動が結構あり

まして、その辺が難しいところですが、見込んでいたよりも各種大会にた

くさん出場していただいたということです。また、団体競技であるとか、

遠方での大会に行くということになると、やはり経費や支出が増えるとい

う傾向はあります。 

長井久美子委員 最後にもう一つですが、国外の大会にもし出られるとした

ら、国外の分はどうなるのでしょうか。 

氏家教育総務課長 要綱に国外のことは載っておりませんが、市長が必要と

認めた者という項目はあります。原則としては、今のところ国内だけを想

定しておるところです。 

長井久美子委員 どんどん良い成績をおさめて、また補正で積み増ししても

いいように、たくさんの子供たちに元気に羽ばたいていってほしいですし、

-35-



また、来年オリンピックですから、どんどんスポーツに対して関心が深ま

ってほしいと同時に、文化面でもたくさんの人によい機会をつかんで出て

いけるということを、ぜひ教育基本計画の中にも入れていただきたいと思

います。 

氏家教育総務課長 小・中学生の活躍は、私たちの喜びでもありますので、

市の活力のためにもぜひ良い成績を上げていただいて、この事業の対象に

なってほしいと考えています。 

（社会教育費・教育文化施設費） 

◆松村記念会館資料調査事業の内容と計画について 

中段晴伸委員 社会教育施設維持費の、松村記念会館資料調査事業の中で

136 万円ほどの予算が上がっており、令和３年８月開催予定の松村謙三

没後 50 周年事業に向けての計画ということですが、内容と計画を教え

てください。

桜野生涯学習スポーツ課長 松村謙三先生の祥月命日近くの令和３年８月

22 日の日曜日に開催を予定している、松村謙三没後 50 周年事業に向け

て、専門的な調査区分による手法で文書保存や体系管理を行うものであ

ります。作業期間については、本年 10 月からの約２カ年を計画してお

り、書簡、文書などの項目説明、写真撮影などを行い、それらを区分、

分類分け、データベース化し、記念事業で報告書として配布する予定で

あります。

中段晴伸委員 ２カ年の計画で今回は 136 万円ですが、次年度は当初予算

という考えでよろしいでしょうか。

桜野生涯学習スポーツ課長 令和２年度には、ＤＶＤ制作のために必要な

予算を要求したいと思っております。ＤＶＤについては、15 分程度の凝

縮された概要版で松村記念会館への来館者のみではなく、市内の小・中・

高校生の郷土学習教材として、また、市民大学講座や高齢者学級の教材

として幅広く活用していただきたいと考えています。

◆市営横町駐車場転落防止柵修繕工事にいつて 

長井久美子委員 ヘリオス駐車場の転落防止柵はどういうものを想定して

いるのでしょうか。

桜野生涯学習スポーツ課長 現在設置してある柵については、横格子の柵
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で、人がくぐり抜けられるようになっていますが、今度設置予定の柵は、

縦格子のものを設置する予定であり、用水等へ落ちないような対策を考

えております。

◆福光青少年センターのストーブ購入について 

川口正城委員 福光青少年センターの空調設備修繕が高額なために、冬は

ストーブを設置しているということでありますが、来年の夏については、

どういう考えなのかお尋ねします。

桜野生涯学習スポーツ課長 冷房設備については、各部屋に個別で設置さ

れておりますので、支障はありません。

（社会教育費・社会教育施設管理費） 

◆上平公民館外壁修繕工事について 

山田清志委員 ３階の会議室に浸水の被害があり、外壁の周辺が全面的に

劣化となっておりますけれども、最近工事された建物ではなかったでし

ょうか。

桜野生涯学習スポーツ課長 平成 28 年度に旧上平小学校の体育館を改修

し、現在の上平公民館となりました。

山田清志委員 平成 28 年度の改修個所に今回のシーリングは含まれてい

なかったということでしょうか。

桜野生涯学習スポーツ課長 平成２８年度の改修工事において、シーリン

グは改修対象ではありませんでした。

山田清志委員 今回は床面の被害の確認が早く、大きな修繕には至らなか

ったと思っておりますが、今後この建物以外でも、しっかりと点検を進

めていただいて、被害が出たときには早い段階で対処できるようにお願

いをします。

（保健体育費・社会体育館管理費） 

◆福光東部体育館外構改修工事実施設計業務委託料について 

中段晴伸委員 先般からあったゲリラ豪雨などが原因で、雨水がたまるよ

うになったのかお聞かせください。

桜野生涯学習スポーツ課長 体育館前のアスファルトのＵ字溝に簡易アス

ファルトが埋められており、雨水の排出ができないことが原因です。
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中段晴伸委員 本来なら雨水を排水するようにできていた側溝であります

がなぜこの時期に要求されたのでしょうか。

桜野生涯学習スポーツ課長 本年の２月に指定管理者より、放課後児童ク

ラブで体育館を利用している児童の保護者から、進入路に雨水が滞留し

送迎の際に支障があるとの報告があったことから、経過観察をしており

ましたが、今年の６月に現場を確認したところ、雨水が溜まっていたと

いうことで、今回委託の要求をしております。

中段晴伸委員 早急に設計を委託し、工事に入れるようお願いいたします。

桜野生涯学習スポーツ課長 工事の詳細については、測量設計を経て決定

したいと思います。早急に予算を確保し、今年度中の工事完了を予定し

たいと思います。
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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） 

【令和元年９月１７日(火)】 

（学校給食について） 

山田清志委員 ３月の定例会の一般質問の中で、食育推進計画について尋

ねられました。その中で、有機野菜を取り入れたオーガニック給食を小・

中学校において実施できないか調査検討していくというような答弁があ

りましたけれども、その後、農林課のほうで何かめどが立ったというよ

うな話を聞く中で、２学期の給食で行われるのではないかというふうに

思っています。どのような内容でオーガニック給食を開始されるのか、

計画をお聞かせ願いたいと思います。 

氏家教育総務課長 農林課のほうで８月に県、ＪＡ、校長先生、農業者な

どで構成する、仮称オーガニック給食検討委員会を立ち上げています。

そこで学校給食での事業実施に向けて協議しているところですが、現状

では、経費的にも使用する野菜全てをオーガニックにすることは難しい

ということで、最初の取り組みとして、有機米を利用した給食を行うと

したところです。今のところ、10 月 21 日から 25 日の期間中に各小中学

校で有機米の提供を予定しているところです。 

山田清志委員 有機米の御飯ということでありますけれども、１日だけな

のでしょうか。 

氏家教育総務課長 各小中学校で、１日だけを予定しています。 

山田清志委員 初めての取り組みということで、御飯のみということです

けど、小中学生に食べさせるときには、オーガニックとは何なのか、有

機米とはどんなものなのかということを当然教えてあげないと、ただ

日々の給食が終わっていくだけです。また、保護者に対しても、年に１

食有機米を食べたからといって健康になるものではもちろんありません

し、そういった考え方を家庭に持ち帰って、家でも減農薬とかオーガニ

ックに取り組んでもらうというような啓発を進めないと、ただ一日の記

念日給食みたいなことになりかねないと思うのです。今回 10 月の下旬に

実施されるのであれば、先生のほうからしっかりといろんな子供たちへ

の教えであるとか、保護者への啓発であるとか、そんなものもあわせて、

ぜひ実のあるオーガニック給食にしていただきたいというふうに思って

いますが、見解を伺います。 
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氏家教育総務課長 オーガニック食材を一度一食食べたからといいまして、

効果がなかなか上がるとは言えないかもしれませんが、このことをきっ

かけに環境問題など、いろんなことに関心を持ってもらうことには大き

な意味があると考えています。また、児童・生徒が給食でオーガニック

を含む地域の農産物を食べることで、地域内での循環による農業の活性

化であるとか、子供たちへの食育の中で健やかな体の育成、そして将来

の農業生産者の獲得や都市圏においての消費の拡大にも貢献していくも

のになると考えています。そのためにも実施の際には、児童・生徒への

説明はもちろんのことですけれども、ぜひ保護者に対しても給食だより、

学校だよりなどを通じて、強く啓蒙を図っていきたいと考えています。 
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決算特別委員会 総務文教常任委員会所管部分 

質疑要旨（教育委員会関係） 

【令和元年９月５日(木)】 

（なんと！やさしい子育て応援企業） 

石川弘委員 児童育成費の中に、なんと！やさしい子育て応援企業の表彰が

載っている。今回、資料として、認定企業の一覧を提示いただいた。イク

ボス宣言事業所の29年度から30年度にかけての推移は、大変少ない状態で

心配していたが、この応援企業は29年度15企業、30年度は11企業で、興味

を持って、取り組んでいただいている。 

  この応援企業に認定された場合に、企業としてどのようなメリットがあ

るのか確認させてほしい。 

武田こども課長 メリットとしては、市の広報、ホームページ等に掲載させ

ていただく、認定企業のステッカーを事業所に張るなど使用し、ＰＲする

ことができる。市建設工事入札参加資格審査に係る審査基準の中に応援企

業の認定が追加されていることなどです。 

石川弘委員 この認定事業は、申請すれば全てが認定されるのか。認定に至

るまでにどのような経過になるのか、確認させてほしい。 

武田こども課長 30年度も商工会の協力をいただき約1,800の加入事業者と、

29年度に案内を出していなかった福祉関係事業者約200の合計約2,000の

事業者に、基本調査項目調査票を送っています。 

30年度は、そのうち122の事業者から、この基本項目調査票の回答等があり、

担当課でその調査項目にしたがって一つ一つ事業者にも確認しながら内

容を審査し、最終的に認定の基準点数に達している企業を認定するという

流れになっています。 

  そのようなメリットを市内の事業者に広め、また、取組の情報を提供し

ながら意識の醸成を図るということが大事だと思っています。 

石川弘委員 やはり審査があって、全てが認定されるわけではないというこ

とですが、部署は違うけれども、イクボス宣言をしている企業と、なんと！

やさしい子育て応援企業が全て合致していない。 

イクボス宣言をしているのは、子育てに理解のある企業及び上司の方々、

であると思うので、認定企業まで結びつけられるように、市からもアドバ

イスし、南砺市の子育て応援の広がりにつなげていただきたい。 
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武田こども課長 イクボス宣言の担当課とは、連携をとっています。先ほど

の基本項目調査票の中にも、イクボス宣言をしている等の項目があり、当

課からも企業へ働きかけをしています。関係部署と連携をしながら、今後

とも認定企業、イクボス宣言をする企業が増えていくよう努めていきます。 

（放課後児童クラブ費） 

松本誠一委員 放課後児童クラブについてお聞きしたい。 

  報告書のにも利用人数、延べ人数というのが示してあるが、昨年度に比

べると、登録者数の数や延べ人数の数が減っているクラブもあるようです

が、その要因について、見解をお願いする。 

武田こども課長 昨年度に比べ、放課後児童クラブの利用状況で登録者数は

そんなに変わってはいないと思っていますが、全体の延べ利用者数の減少

割合が大きくなっています。 

  放課後児童クラブの利用状況は、登録人数に利用状況が比例するとは限

らないことがあげられます。登録された全てのお子さんが、全ての開所日

に来ていただければ理想ですが、なかなかそういうことはならず、登録は

されても、家庭の状況、児童の成長・発達状況で変わってくるものと考え

ています。 

  平成30年度は、29年度に比べて、登録された中には、家族の短時間勤務

等の就業上の都合で、夏休み・冬休みの長期休業中のみ利用する児童が多

かったり、学校がやっている間であっても、習い事などで利用しない日数

が多い児童も見受けられます。また、小学校３年生以上になると、少し自

立をさせるということで、自宅で留守番をしながら家のほうで過ごすとい

う児童もあるので、この割合は一定のものにはならないものと思っていま

す。 

松本誠一委員 放課後児童クラブは非常にいい施策だと思っているし、利用

率が上がっていけばいいと思っている。 

  利用されている方のニーズ、保護者の方の声などがどのように行政のほ

うに伝わっているかお聞せ願いたい。 

武田こども課長 保護者の声については、昨年度、子ども・子育て支援事業

計画のニーズ調査アンケートの中に、放課後児童クラブの問いを設け、ニ

ーズが高いことを把握しています。今後、このニーズを反映した事業を進

めていきたいと思っています。 
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松本誠一委員 利用者の声も聞きながら、使い勝手のいいようにしてほしい。

また、利用時間帯の拡大要望の有無等についてお聞かせ願いたい。 

武田こども課長 受け入れ時間は、夕方６時半までとなっていますが、保護

者の就労の関係で、それまでに迎えに来られない方からの要望により、利

用料金は少し発生しますが、希望される方には30分延長し午後７時までに

預かることで、保護者支援に努めています。 

松本誠一委員 利用される皆さんの声を吸い上げてよりよい施策となるよ

うお願いしたい。 

武田こども課長 保護者の要望等を聞きながら、よりよい施策となるように

努めていきます。 

（高校生の定期券購入補助金） 

山田清志委員 児童育成費の中に高校生の定期券購入補助金が載せてあり、

子供３人世帯数の推移について資料をもらっている。三人っ子政策受給資

格者の推移の資料で高校生の定期券等については、対象要件を拡大された

ことで、昨年度の32件から92件に大きく伸びているのはわかるが、まず子

供３人世帯の世帯数を、どのように把握し、申請してもらっているのか。 

武田こども課長 担当課で、住基等により対象となる子供が３人いる該当見

込みのある世帯を抽出し、郵送でこの事業の案内をしています。また市の

広報やホームページ等にも、この事業について掲載し周知をし、該当世帯

には申請をしてもらっています。 

山田清志委員 この三人っ子政策というのは、市としても重要な施策として

進められているが、具体的な世帯数を把握していなくても大丈夫なのかと

いうことと、本当に全ての方にしっかりと行き渡っているのかを伺いたい。 

武田こども課長 対象となる範囲の子供が３人いる世帯であっても、年齢だ

け見ても、高校卒業後の進路が就職、大学進学か、わからない部分もあり、

対象とならない世帯もでてきます。また対象となっても申請されない世帯

もあると認識しています。 

該当見込み世帯を絞り込んでいますが、その世帯が全て対象となるもの

がどうかはわからないため、世帯数の把握は正確につかめていないという

ことです。いろいろな情報を集めながら、抜けがないように案内・周知し、

事業を進めてきているので、ご理解いただきたいと思います。 

山田清志委員 ひとり親世帯では、ひとり親医療費助成受給資格者数として
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18歳未満の子供さんを持つひとり親世帯を集計していただいている。ひと

り親世帯は、市としても目を配っていかなければならない部分が多々ある

が、高校生の定期補助がしっかりとされているということでよいか。 

武田こども課長 ひとり親世帯については、医療費助成制度の対象世帯の数

字を出している。８月の児童扶養手当現況届の確認時や市広報による周知

などにより、抜けのないものになっていると思っています。 

山田清志委員 先ほどの三人っ子のときも、関係のない家に案内が行く可能

性があるという話がありました。対象者のうち、年齢だけでは判別しにく

いところもあるが、いろんな施策に結びつけるための数字の把握は大事で

あるから工夫し、しっかりと抜けのないものになるようお願いする。 

武田こども課長 申請主義にはなっていますが、抜けなく対象者を把握する

ことは大事だと思っており、よりよい方法を検討していきたいと思います。 

川口正城委員 今の申請主義であるけれども、私は横の連絡がとれていない

のかな思ったのですが、例えば住基台帳で、その家に何歳が何人いるとか、

全部わかるわけだが、そういう情報を共有していないのか。 

武田こども課長 こども課でも住基情報は見ることはできるので、住基情報

を共有し、世帯に対象のお子さんがいるかどうかを確認して、案内を出し

ています。先ほど申したように、よりよい方法を検討していきたい。 

川口正城委員 その検討の中に、もう一歩踏み込んで、地域づくり協議会に

も相談もされればいいと思う。要は、基本的に、申請主義をカバーするの

は地域づくり協議会じゃないか、隣近所の連携が昔のように伝わっていく

というのが地域づくり協議会ではないかと思っているがどうだろうか。 

村上教育部長 今、川口委員おっしゃったように、今後の行政というか住民

自治、地域づくり協議会と一緒にやるところは非常に大きい、頼りにして

いるけれども、この個人情報については地域づくり協議会に頼ることは、

いろんなことを整理してからでないと難しいと思う。10人中10人がそのこ

とを喜ばれるわけじゃなく、逆に、極端なことを言うと訴訟に発展したり

する場合もあるので慎重に考えて、また、ご協力をいただきたいという思

いは大きいので、いろいろ考えていきたいと思っている。 

（子育て支援センター費） 

赤池伸彦委員 子育て支援センターの利用人数が、平成27年が３万4,430人、

28年が３万7,570人、この年から土日のサロンが始まったのか。 
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武田こども課長 土日の子育て交流サロンについては、戦略事業として始め

ているので、お見込みのとおりです。 

赤池伸彦委員 29年は２万8,682人で、サロンの数が前の年より少しふえて

いる。30年が利用者の延べ人数２万9,992人、サロンの数字がまたふえて

4,382人になっている。平日が減って、土日がふえている要因はどのよう

に捉えているのか。 

武田こども課長 平日は、近年の少子化によって、子育て支援センターの利

用対象としている未就園児が、減少してきている上に、特にゼロ、１歳児

の乳幼児は保護者の育休明けから途中入園も含め保育園に入園する人数

が増えており、年々、平日の利用者が減少してきています。また、土日の

サロン利用については、母親同士の口コミなどの友達のつながりや保健セ

ンターの６カ月児検診でのＰＲ、イクメン応援事業などにより、周知され

てきたとものと考えています。 

赤池伸彦委員 職員の方は、一般職が７人というのは、委託しているほほえ

みを除いてということか。 

武田こども課長 お見込みのとおりです。 

赤池伸彦委員 ということは各施設に１人ずつ配置している。その１人で対

応しきれないときがあった場合にどのように対処しているのか。 

武田こども課長 子育て支援センターの職員は、正職が１名、あと保育士の

資格は持っていないが、保育に長けた方を保育補助として１名付け、２名

体制で運営しています。 

  また、休暇等が出てくれば代替職員に来ていただくなど、２名体制を確

保しています。 

赤池伸彦委員 職員の方に負担がかからないように、工夫していただくこと

と、来られる方の悩み相談や交流の場でもあると思うので、引き続きしっ

かりと運営していただきたいと思う。 

武田こども課長 休暇取得など職員が働きやすい運営体制に配慮していき

たいと思います。また、子育てをしている母親が孤立しないよう子育て相

談にあたること、同じ子供を持つ親同士の意見交換から悩みが解消される

こともあり、このことを意識しながら、運営に努めていきたいと思います。 

（保育実施費の給与費） 

中段晴伸委員 保育実施費の中の給与費について質問する。 
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  これから保育の無償化にもなるが、正規保育士並びに嘱託・臨時保育士

など、保育職員が足りているのか、どうかお聞きしたい。 

武田こども課長 全国的に保育士不足が言われています。保育職員について

は、年度内の各園に入園する園児数を見込んで職員を年度当初に配置して

おり、国の最低基準による保育士数は確保できています。 

  また、公立園では延長保育など多様な特別保育サービスをやっており、

それに対応する国の最低基準以外の職員も多く必要となっていますが、そ

の職員についても確保できています。 

  ただ、年度初めは途中入園児がいないので余裕があるが、年度途中から

途中入園が増えてくることや、予定外の新たな産休・育休者や病気等によ

る退職者が出てくることもあり、その補充対応が必要となってきます。 

その対応は、臨時職員の追加採用や短時間勤務の方の勤務時間延長など

により、鋭意職員の確保に努めています。 

中段晴伸委員 学校の先生がよく働き方改革と言われているので、保育園の

先生も同じだと思っています。 

待機児童が今いないということで、ほっとしているが、小さいお子さん

を預かる施設であり、本当に大事なところだと思っているので、保育士を

もっと募集していただき、働き方への手厚いご配慮をお願いしたい。 

武田こども課長 保育園は、子供の命、子供の最大の利益を確保すべき職場

ですので、子供ファーストでやっていかなければいけない。そのためには

子供を見る保育士に笑顔とゆとりがないと、いい保育につながっていかな

いと思っています。 

昨今、働き方改革が言われており、保育園職員においても時間外勤務が

減り、休暇が余裕を持ってとれるなど、働きやすい保育現場となるよう改

善に努めていきたい。 

保育士の確保については、ハローワークや職員同士のネットワーク、い

ろいろなつてを頼って、鋭意声かけ等をして確保に努め、保育職員の負担

が少なくなる職場づくりに努めたいと思います。 

（移住・定住者の保育料軽減） 

石川弘委員 歳出とは違うが、保育園費関係の移住・定住者の保育料軽減で、

歳入への影響額がでてくるが、今回、どれくらいの影響があったのか、そ

の実績について資料を提出いただいている。 
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まず、10月から始まる保育料の無償化について、改めて、その対象者、

制度の内容にを説明いただけないか。 

武田こども課長 今回の無償化の内容については、３歳から５歳児とゼロ歳

から２歳児とで扱いが分かれてきます。３歳から５歳児は、副食費を除い

て、保育料は無償化になる。０歳から２歳児は、住民税非課税世帯のみが

無償化になるということで、０から２歳児は、ほとんどの世帯が従来どお

りの方法で給食費を含んだ保育料を徴収することになります。 

石川弘委員 その無償化の財源というのは、どういった考え方になっている

か、改めて教えてほしい。 

武田こども課長 無償化の財源は、10月からの無償化に伴って新たに市の負

担として増えるものについては、本年度は地方消費税が平準化しないため、

国の子ども・子育て支援臨時交付金で全額負担されることになっています。

来年度以降については、私立分は国が２分の１、県が４分の１、市が４分

の１の負担となり、公立分は、10分の10、全てが市の負担になり、交付税

措置がなされる予定となっています。 

石川弘委員 公立は10分の10で交付税措置ということだ。 

今回、お示しいただいた移住・定住者の保育料の軽減額が30年度に900

万円あったが、ニュアンス的にこれらが無償化でどう影響してくるのかを

確認させてほしい。 

武田こども課長 移住・定住者の保育料軽減策は、転入時から最長で３年間

無償になるものですが、30年度52人の対象児を見るとその内訳は３歳以上

児が24人、３歳未満児が28人となっており、３歳未満児も半数以上いるた

め市単独の負担部分が国の無償化により全て他の財源に振り変わること

にはならないものと思われます。 

石川弘委員 この移住・定住者の軽減策、あるいは多子世帯に対しての軽減

策等があり、南砺市は子育てに大変手厚い市だということで、移住・定住

してきてほしいという思いがあった。 

  今回の国の保育料無償化でどこに行っても同じような負担になるとい

うことで、この移住・定住事業の効果が薄れてきたなという思いである。

０歳から２歳児については、従来どおりだということなので、財源の比較

になるが、今まで軽減に充てていた金額分をぜひこの０歳から２歳のほう

へ向けていただき、他市との差別化を図っていただきたいと思っている。

他市とは違う南砺市独自の取り組みにより、子育てに手厚い南砺市を今後
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も目指していただきたい。 

武田こども課長 国の幼児教育保育の無償化に伴って市独自負担分の額が

変わってくるものと思っている。今ほどご提言があったように、財源的に

どうなるのか精査し、子育てに優しい南砺市としていくために、どのよう

な経済的負担の支援施策ができるのか検討していきたいと思います。 

（なんとイングリッシュチャレンジ） 

山田清志委員 実績として参加された児童の人数や、実施しての評価をいた

だきたい。 

氏家教育総務課長 この事業の参加人数は24名でした。児童の事後アンケー

トからは、「楽しく英語を話せた」また「他校の人と仲良くなれた」「南

砺のよさを改めて見つけられた」という高い評価をいただいています。ま

た、５日間の最後の発表会に向けて次第に意欲的になって、満足感を得ら

れたのではないかと考えています。 

山田清志委員 これは、どこで実施したのでしょうか。市内の開催された場

所にもよりますが、地域のバランス、出身学校の割合をもう少し詳しくお

願いしたい。 

氏家教育総務課長 会場は、福光地域の福光会館で実施しています。ほとん

どの児童が５日間来ていましたが、中には体調が悪いなどで欠席をした児

童もおられます。人数については、最大で40名程度ということで募集をし

ました。結果的に24名でしたが、余裕を持って開催できたということで、

内容としては非常に充実したものができたと思っています。 

学校の割合は、福光地域がやはり多く、あとは平野部の学校を中心に満

遍なく集まって来ていたと思っています。 

山田清志委員 福光地域でまず実施したということですが、毎年子供たち入

れ替わってきますから、そのチャンスにめぐり合ったときに、そういった

事業があるとかないとかというのは、常に事業をやる上で必要なことです。

地域を特定して行った場合には、その地域の学校の子供が多く集まるのは

当然のことです。今後いろんな施策を行う際には、市内のいろいろな教育

のリードという観点から、工夫いただきたいなと思います。 

  具体的にどのような授業をしたのかお願いしたい。 

氏家教育総務課長 今回のこの５日間の内容については、最初に英語に慣れ

親しむということ。次に集まった仲間とまず交流をして打ち解けるという
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こと。それから、南砺市内の施設を見学してバスで回り、南砺のよさを見

つけるということ。そして、その南砺のよさを英語で表現できるというよ

うなことをし、そこから最終日に30秒程度の短い発表を英語で行うという

ことで、それに向けての練習を行うという流れで行っています。 

山田清志委員 初期の段階で英語になれ親しむということに関しては、継続

して今後も事業として行っていただきたいと思います。それも含め、今後

の見解というか、展望をいただきたいと思います。 

氏家教育総務課長 今年度については、会場を変えて福野のヘリオス行って

います。やはり福野の児童が多く集まったという状況です。 

  この事業の当初の目的が、新学習指導要領の施行に向けた資質、能力の

向上であるということであったので、一応、当初の計画では令和２年度を

一区切りとしております。今後はこの事業の継続も含めて検討をしていき

たいと考えています。 

（利賀地域山村留学） 

山田清志委員 最初に報告書に書いてある業務委託費が、その１とその２に

分かれている理由をお聞きします。資料の中で、事業費の内訳は書いてあ

りますが、この説明からいただきたいと思います。 

氏家教育総務課長 その１については、山村留学における企画の専門家であ

る「育てる会」に委託をしています。主にプログラムの企画、指導員の派

遣、それと将来計画のコンサルティング、また、東京などでの説明会もや

っていただいています。 

  その２については、その１以外の業務になり、主に地元のほうでやって

いただく部分ということで、これは「利賀村商工会」に委託をしています。

参加者、ボランティアの募集であったり、地元の施設への受け入れ調整、

地元指導員の手配、広告宣伝、ホームページの作成などを委託しています。 

山田清志委員 参加された児童は、県外からもたくさん来ておられますし、

南砺市の子もおられます。また昨年度から続けて来ている人もおられ、十

分楽しい盛り上がった行事が繰り広げられたのだろうなと思いますが、や

っぱり重視したいのはアンケートです。児童のアンケートは、子供ならで

はの感想も書いてあるのだと思っていますが、そんな中で、利賀のような

山村で、半年間か１年間、親から離れて暮らす山村留学に参加してみたい

ですかということについては、７人の方が参加したいとか、11人の方が少
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し関心あるとか、非常に前向きな言葉を書いていますが、それは高揚感も

あるのだろうと思われます。 

一番大きな問題は、やっぱり親の思いであり、親のアンケートのほうも

載っています。今回のキャンプに申し込みをされたのはどのような理由、

目的ですかという中に、例えば、山村の暮らしに関心があるから13人、将

来山村留学を考えているから３人、これは大人の方が答えられることです

から、将来に向けて希望の持てる答えです。しかし、それ以外のアンケー

トを読んでいる限り、我々が求めている将来的な長期留学、移住ではなく、

子供たちの夏休みの子供の成長、あるいはいろんな体験をさせてやりたい、

そういった宿泊学習に送り出しておられる感覚も一部混じっているとい

うふうに読み取れるのですが、担当課としてはどう思っておられますか。 

氏家教育総務課長 今、委員が言われたとおりのアンケート結果になってい

ます。ただ、こちらに参加していただいた方の、どれだけとは言えません

が、かなりの方が、この「育てる会」のほかの事業などにも参加していた

だいています。山村留学に非常に興味のある方が、参加していただいてい

ますので、山村留学に将来参加させたいというこの数字については、かな

り信用できるものではないかと考えています。 

山田清志委員 これは何年か前からやっている事業ですし、今年は冬も企画

するということで、さらに事業内容を大きくしてやっている期待の事業な

のですが、であれば、今現在の長期留学あるいは移住というものにつなが

った実績はどんなものなのでしょうか。 

氏家教育総務課長 現在は、この事業を始めてから、この事業を通じて移住

された方、長期留学をしておられる方はおられません。 

山田清志委員 確かに今おっしゃられたように、「育てる会」に入っておら

れたりして、関心のある方もいらっしゃるのだと思いますし、この保護者

の数名のアンケートの方が、関心があると書かれたことも、いい加減なも

のではないということはよく分かっています。しかし、毎年大きな予算を

かけて、拡充をして、最終的に目指すところは、都会の子供たちに利賀で

楽しい体験をしてほしいというだけではなく、にぎやかな子供たちが夏休

みに利賀を訪れて、地域の活性につながるということが目的でもないと思

っています。最終的には長期の留学、移住を目的として行っているのです

から、今現在、実績がゼロということは、時期的にどうなのかと思います。

くれぐれも、本当に子供たちの一つの夏の楽しい思い出に終わることのな
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いようにしていただかないと。この中身を見ていると南砺市の子供たちで

も体験してもらいたい授業がいっぱいあって、その子たちに500万円でも

かけてあげるということも必要ではないかと思えるくらいに、非常に充実

した田舎体験だと思うものですから、今後、しっかりとこの参加された方

のアンケートや、アフターフォローも含め、移住や長期留学の提案も進め

ていかれるのだと思っていますが、総括して、この事業に対してのこれか

らの、現状の思いを聞かせてもらいたい。 

氏家教育総務課長 この事業につきましては、以前より、「育てる会」と協

議をしながら進めています。「育てる会」が持っているノウハウの中で、

急に長期留学というものを始めてもうまくいかないというようことがあ

り、最初は短期留学を積み重ねて、時期を見て長期に移行するということ

でこの事業を進めているものです。少しずつ短期留学の日数もふやし、今

回は冬の留学も実施します。やはり利賀の大きな特徴として、日本有数の

豪雪地帯だということもあります。そういったことも経験した上で、最終

目標の長期留学に向けて進んでいきたいと思っています。 

（南砺市奨学資金支援助成金） 

山田清志委員 予算の説明の際には、年間10名を交付対象としているという

ことで440万円余りの予算でした。なおかつ今年から、正規の社員だけで

はなくて非正規の社員の方も対象を広げるという説明があったと思って

います。それに対して145万円の実績ということですが、中身の実績の内

容についてご説明をいただきたい。 

氏家教育総務課長 当初予算の時点では、平成28年度からこの事業に申請し

ていただいた方５名プラス10名ということで、440万円余りの予算になっ

ています。結果的には、平成30年度申請者は４名であったため、実績とし

て145万円余りということになりました。非正規社員に対象を広げたとい

うことについては、この９名のうち１名が非正規社員に該当しています。 

山田清志委員 制度内容は、南砺市に住んでおれば、市内の企業、市外の企

業どちらでも、市内だろうが市外だろうが、南砺市に居住があれば対象と

いうことでよろしいか。 

氏家教育総務課長 対象者は南砺市の奨学金を借りておられる方なので、平

成30年度で57名です。その中で、南砺市にＵターンされた方に対して、こ

の事業が対象になるということです。 
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山田清志委員 では、奨学金をもらっておられ、学校卒業されて、就職され

る状況になっている方が57名おられて、その中の９名の方が、南砺市に住

みながら会社に通っておられるということでよろしいか。以前の会議録を

読んでいると、その対象者は78名と書いてあって、これは、奨学金対象者

は減ってきているのですか。 

氏家教育総務課長 奨学金の償還が終われば減りますし、新たに借りた方が

おられれば、その分は対象になりますので、人数は上下します。平成28年

にこの事業が始まった時点では、対象者は82名でした。 

山田清志委員 奨学金をもらわれる方の人数というのは増減しますし、以前

聞いた人数から比べると少ないという思いですが、問題はなかなか成果が

上がらない状況ということです。対象の方に今回の事業のメリットをいろ

んな形でお伝えをいただいているとは思いますが、具体的にどのようなや

り方でアプローチをしているのかお話いただきたいと思います。 

氏家教育総務課長 これは相手が不特定ではなくて、対象者が完全に分かっ

ていますので、本人及び家族に対して、案内文書と、南砺市のよさなどを

載せたパンフレットや、南砺で暮らしません課で作られたリーフレットな

どを同封して、年間３回直接案内をしています。 

山田清志委員 ブランド戦略部の決算特別委員会の中でも、企業誘致推進室

や商工課、企業が採用をするに当たっても、いろいろなＰＲ方法をしてお

られます。ホームページでも紹介されたりしている中で、おっしゃられる

ような奨学金の補助メリットということなんかも当然組み込んでいかな

いかなきゃいけないと思っています。暮らしません課もブランド戦略部も

当然であるし、あるいは保護者の方がほとんど会場に来られる成人式のと

きも絶好のチャンスですし、そんな機会も捉えて、横断的にこの施策を広

げて、何とかこれを利用していただいて帰ってきていただきたい。そんな

施策をしっかりととっていただきたいと思っています。 

氏家教育総務課長 委員が言われましたとおりですが、この奨学金をお貸し

している方からお話を直接お聞きすると、償還が不安だからという理由で

Ｕターンするのではなく、やっぱり自分がつきたい職業を選ぶとことが第

一になります。しかし、当然こういったメリットもあるということも、ほ

かの課とも十分連携をとりながらＰＲしてやっていきたいと思います。 

（学校ネットルールづくり事業） 
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中段晴伸委員 教育センター運営費の学校ネットルールづくり事業につい

て、事業の具体的な内容はどんなことだったのでしょうか。 

氏家教育総務課長 小中学生自らがこの問題を探り、ネット利用のルールを

考える取り組みを通じて、ネットのトラブルの防止を図ることを目標とし

て、今回は市内小・中学校の教職員の生徒指導主事、児童会、生徒会の担

当の先生を対象とし、外部講師をお招きして、学校ネットづくりの指導方

法を先生に対して行ったというものです。 

中段晴伸委員 子供たちじゃなくて、先生用にやられたということですか。

今までも学校の中では、ノーメディアデーというものをやっていたかと思

っています。先生方からルールづくりを発信されるということは、どのよ

うな感じで進められるのでしょうか。 

氏家教育総務課長 子供を対象にそういった授業というのは各学校で以前

からやっており、今回は、教員に対しても行おうということでした。今回、

この先生たち向けの講習会の後に、福光中学校で生徒が主体となって、ネ

ットルールづくりを行ったというようなことも聞いています。 

中段晴伸委員 せっかく学校の先生を集められて、講師から指導を受けたと

いうことですので、各学校で前向きな検討をしていただければ良いと思っ

ています。これからは５Ｇという時代が来ると思っていますし、何でも情

報が飛び交っている状態になっていますから、なおのこと、しっかり子供

たちと先生を交えてルールづくりができるように、今後とも頑張っていた

だきたいと思います。 

氏家教育総務課長 ネットルールづくりについては、教育委員会としても大

きな問題だと認識しています。今回、外部講師を招いて教員の方々に講義

をしていただいたということで、これまでなかった取り組みも新たにでき

るのではないか考えていますので、少しでもネットトラブルが学校で起こ

らないよう進めていきたいなと思います。 

松本誠一委員 今ほど福光中学校のネットルールの話がありました。私が校

長先生から聞いたところ、ＭＵＳＴ「ｍｏｒａｌ、ｕｓｅ、ｓａｆｅ、ｔ

ｉｍｅ」というふうに教員と生徒たちで一緒になってつくり上げたネット

ルールがあると聞いています。これを機に、小・中学校問わず、南砺市内

の学校へ、こういういい情報は共有していただければいいなと思うのです

が、その辺の考え方について聞かせてほしい。 

氏家教育総務課長 多分、どこの学校でもいろんな取り組みをされていると
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思いますが、よい取り組みについては、どんどん情報共有をして普及させ

ていきたい思いますので、ぜひ参考にさせていただいて、より良い方向に

進めていきたいと思います。 

松本誠一委員 ぜひとも、シートというか、子供たちの毎日こういうことが

あった、どれだけだったといって自己評価もできるし、かなりこれはいい

ものだというふうに私も認識しておるとわけであり、そういう意味では、

今、課長言われるように、南砺市内の学校、先生たちが共有できるような

そんな時間をつくっていただければありがたいなと思う。 

（校務支援システム） 

山田清志委員 これは5,778万という非常に大きなお金をかけていることか

ら、予算委員会の際にも議論があったところですが、この校務支援システ

ムが、具体的に使われた作業や効果について見解をいただきたいと思いま

す。 

氏家教育総務課長 校務支援システムについては、校務の情報化を通じて、

校務の効率化、教育の質の向上を実現するということを目的に導入してい

るものです。平成30年度については、サーバー機器、それと出退勤用パソ

コン、ライセンスの購入などのハードウエア・ソフトウエアの整備、それ

とシステムの導入研修会などを行って、１月からグループウエア機能を試

行的に教職員に利用してもらったということです。今年度の４月から本格

運用ということであって、その効果については、また今後、調査していき

たいと思っています。 

山田清志委員 具体的に、何のどのような作業について行われるシステムで

あったか、改めてお願いする。 

氏家教育総務課長 教員同士の個人連絡や、掲示板機能のような教員同士の

連絡ツールというものを効率的に行うということに加えて、児童・生徒の

出欠や成績の情報、また保健、健康の状況などを一元管理することによっ

て教員の仕事を効率化させるというものです。 

山田清志委員 このシステムが求められる効果については、教員の働き方改

革、多忙化を防ぐということだと思っています。資料の請求の中で、時間

外勤務の実態はどうなっているのかということを伺いたかったのですが、

頂いた資料では、県議会での答弁が南砺市もこれに近い内容という答弁で

した。ここには「教員の出退勤時間を把握している２市町村において」と
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書いてあるが、南砺市は該当するのですか。 

氏家教育総務課長 この２市町村には入っていません。校務支援システムに

よって、その把握は客観的にできるようになります。 

山田清志委員 南砺市の小・中学校のそれぞれの教員ごとの時間というのは、

これまでは把握していませんでしたが、今回のシステムの導入をすること

で、これからはしっかりと把握できるとお聞きしました。本格導入が今年

度の４月だということですので、しっかりと教育委員会も本来の目的を遂

げられて、正確な情報を引き継いで頂き、そしてまた教員の多忙化解消に

つながるシステムになることを期待しています。 

氏家教育総務課長 時間外勤務ということも指標の一つにはなるとは思い

ますが、校務が減ることにより子供と向き合う時間が増えることで、児童

生徒がより良い学校生活を送れるようにしていきたいと思っています。 

（適応指導教室運営費） 

山田清志委員 予算の際にも指導員の増員という話もあった中で、決算を迎

えたわけですが、今現在、問題を抱えておられる子供さんの傾向はどのよ

うなものなのか、指導員の増員をしたという背景も含めて、ご説明をいた

だきたい。 

氏家教育総務課長 平成30年度に指導員を１名増やしています。増員によっ

て、人とかかわることが少ない児童・生徒に対して、多様な人とのかかわ

りを持てるようになってきています。また、新たに国語の教員を配置した

ということで、幅広い教科の指導も行き届くようになっています。さらに

は、この適応指導教室にさえ通えない児童・生徒への対応として、アウト

リーチ型での訪問も行えるようになったということがあります。 

  現在、児童・生徒は６名が登録しています。不登校は増加傾向にあり、

今後も入室する児童・生徒が増えることを見込んでいます。引き続き、個々

に応じた指導をしていきたいと思っています。 

山田清志委員 資料の不登校者数、特に中学校の30年度の35人という数字は、

びっくりする数字です。恐らくこういった生徒は段階があるかとは思って

いますが、不登校である子が、何とか次は適応指導教室に通ってほしい、

あるいはせめて学校に行って保健室まで入ってほしい、これは順番を踏ん

でいくという話を今もいただいたわけですが、不登校者数がこれだけ増加

しておるという背景を考えると、今後ますます適応指導教室の役割、ある
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いはそこにお勤めになる先生にかかる期待ということも非常に大きいわ

けです。一方でマスコミ等では、最近の教育として、余りにも画一的な教

育を子供に押しつける結果によって、居場所を失った子供たちが不登校や

保健室から出られない子がいるという報道がなされる中で、南砺市の教育

の現場として、どのような認識を持って当たっておられるか、お答えをい

ただきたいと思います。 

氏家教育総務課長 各学校での指導方法については、昔は特に一斉の指導が

中心に行われていました。ただ最近は、それに加えて一人一人の児童・生

徒の実態や状況に合わせた、個に応じた指導が行われています。具体的に

は、１つの教室を２つに分けて行う少人数指導、そして、１つの教室に２

人の教員が入って行うティームティーチングなどが積極的に行われてい

ます。また、１時間の授業の中でも、全体での学習時間、そして一人で学

ぶ時間、そしてペアやグループで学習する時間など、こういったことを効

果的に組み合わせて、主体的・対話的で、それが深い学びにつながるとい

うような授業を最近は工夫して行っています。 

（なんとっ子まなびサポーター） 

石川弘委員 小学校の30年度については、11人の賃金ですが、確か前年より

１名減となっています。それと中学校についても、９人の賃金ですが、こ

ちらについても、前年は13人ではなかったかと思っています。それぞれ減

少している要因というのは何であるのか、確認をさせてほしい。 

氏家教育総務課長 各学校によって、なんとっ子まなびサポーターの割り当

て時間というものを決めています。学校によっては、割り当て時間の中で

２人を配置している学校もありますので、人は減っていますが、実質的に

学習時間のサポートが減っているということではありません。 

石川弘委員 なり手がないという理由での減少ではないということですが、

今のところ、なり手の方の課題、問題等については大丈夫なのですか。補

充というか、充当していける状態なのか、確認をさせてほしい。 

氏家教育総務課長 教員ＯＢとか免許を持った方を中心にサポーターをし

ていただいており、今のところ特段不足しているということは聞いてはい

ません。ただ、そういった問題とは別として、個人によっては、扶養の範

囲で働きたいということで、勤務時間が増やせないという方も中にはおら

れます。 
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石川弘委員 この取り組みについては、生徒の学びに資する大変有効な取り

組みだと思いますので、そういったニーズにしっかりと合うように、対応

を続けてとっていただきたいと思います。 

（スポーツテスト実施業務委託） 

松本誠一委員 小学校・中学校同様に、以前からスポーツテストを実施され

ています。県平均だとか全国平均とかを見ながら、子供たちの成長の指標

となると思っているわけです。そういう意味で、市が求めている成長の目

標を達成しているのかどうかいう部分についてお聞かせを願いたい。 

氏家教育総務課長 スポーツテストについては、小学校５、６年生と中学生

の全学年において実施をしています。平成30年度の結果については、全国

平均と比較して、小学校の６年生男子、中学校の１年生男子、中学校３年

生の男子は平均以下ということ、それ以外の学年については平均並み、も

しくは平均以上の結果となっています。この結果を、市内小・中学校の教

職員で構成している体力づくり委員会で分析して、各学年の課題の克服や

さらに伸ばしていきたいことをまとめて、指導についてのアドバイスを行

っているところです。スポーツテストは年によって運動能力の傾向が変わ

ってくるので、体力づくり委員会のほうで、今後も各学年に合う指導を行

い、体力づくりの方針を進めていきたいと思います。 

松本誠一委員 結果を聞いて、少し驚くところもありますが、成長期でもあ

るので、年によって若干の波があるのかと思っています。そういう指標を

分析しながら、しっかりとたくましい体力づくりに努めていただきたいと

思います。 

氏家教育総務課長 南砺市の小・中学生の体力・運動能力を向上させること

は非常に大切なことだと思っていますので、ぜひそのように努めていきた

いなと思います。 

（スクールバス運行費） 

山田清志委員 中学校の冬季下校バスの効果について、利用者の人数も細か

く載せてありますが、各学校満遍なく利用希望者がおられて、全部で321

人の生徒さんが希望しておられます。バスがなかったときまでは、これら

の生徒は全て、午後６時以降の真っ暗な中、歩いて帰宅していて、その間

は大きな事故も余りなく、非常によかったと思っているわけです。そんな
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中で、保護者のほうからは非常に高い評価と感謝の声があると思っていま

すが、教育委員会として現状を踏まえて、改善点なり思われるところがあ

ったらお伝え願いたい。 

氏家教育総務課長 冬季の中学校下校バスについては、こちらのほうにも非

常にありがたいという声は届いています。冬季は、やはり日没が早まると

いうことで、暗い中で下校するということ、そして雪が降った場合は、通

学路の道幅も狭くなるということで、遠距離通学の生徒に対して、交通安

全及び防犯に寄与していると考えています。こちらとしては、今後もこの

体制を維持していきたいと思っています。 

山田清志委員 要望を言えば切りがないわけですが、保護者からは、帰りは

これで本当に助かった、子供たちが安全に家に帰ってきてくれるというこ

とを本当に感謝しているわけです。ただ、自転車で通えないという条件は

変わらないわけで、朝は相変わらず朝早い時間に家を出て、歩いて朝練習

の部活に向かっています。除雪が間に合わなくて、車道を歩かざるを得な

い子供たちも実際にいる中で、何とか帰りの冬季バスと同じように、朝も

小学校のスクールバスの運行の邪魔をしない程度に、何とかやりくりをし

て、比較的早目でもいいから、バスに乗せてもらいたいという声がありま

す。その辺も踏まえて、今後のバス運行の見通しについて、考えを聞かせ

ていただきたい。 

氏家教育総務課長 小学校の朝のスクールバスについては、道路運送の車両

法に基づき、日常点検を行った後に、午前７時から８時の間に運行をして

います。中学校の生徒を輸送するということは、今、早くてもいいとは申

されましたが、さらに早い時間帯に運行するという必要があります。現在

の車両体制では、ちょっとそれは現実的ではないと考えています。 

山田清志委員 やはり子育てを推進するという考え方からいけば、こういう

田舎に住んでいても、子供たちが安全に学校に通えて、ましてや、数キロ

も歩いて重たい荷物を持って学校へ通わなくてもいいという環境を、知恵

を絞ってつくっていく必要があります。やはり今言われたような障害はあ

るかもしれませんが、例えば市営バスを活用するとか、あるいは民間のバ

スを利用するとか、何か手を打ちながら、少しでもこういったところに住

んでいても子育てはできるということを、今の若い人たちにもしっかり見

せていく姿勢が市としては必要だと思いますので、それだけ注文しておい

て、質問を終わります。 
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氏家教育総務課長 今言われたようなさまざまな方策も視野に入れながら、

現実的にそれが可能かどうかということも含めて、検討を進めていきたい

と思います。 

（部活動指導員） 

中島洋三委員 部活動指導員については、30年度から始まった新しい事業で

すが、当初予算が201万4,000円だったと思います。決算では70万円の減額

となっていますが、一体その原因というのは何なのでしょうか。 

氏家教育総務課長 部活動指導員は、顧問の教員と同時に活動できないとい

う制限があります。初年度ということでその調整がうまくいかなかった部

分もありますし、部活動指導員本人の都合による部分もあったと思います

が、1,050時間を見込んでいたところ、217時間短い833時間の活動となっ

たということです。費用弁償と旅費については、制度内容の変更により事

業の対象外となり、支出がなかったということです。 

中島洋三委員 勤務時間が短くなったということと、費用弁償については対

象外ということで、減額になったということです。生徒、それから教職員

の働き方改革ということで行った事業ですが、どのような影響・効果があ

ったのかお伺いする。 

氏家教育総務課長 教員への働き方改革の効果ですが、30年度については部

活動指導員が５名という少数の限られた人数ではありましたが、１人平均

約167時間、活動されたということで、少なくともその時間分は顧問の教

員は部活動に出ていないということなので、その分の負担軽減はあったも

のと考えています。 

  生徒に対しても、部活動指導員は、その部活動のいわゆる専門家である

ので、そういった人の技術指導を受けられるという面では、十分メリット

があったと思っています。 

中島洋三委員 本年度の予算でも、倍増の430万余りの予算を組んでありま

す。また、国のほうでは、来年度において１万2,000人まで増員するとい

う方向で考えておられるようです。南砺市のほうもそれを受けて、今年度、

人数を増やされていると思います、来年度以降は、どのような考えでいら

っしゃるか、お考えを伺う。 

氏家教育総務課長 各学校のニーズにもよりますが、基本的には拡大してい

きたいと思っています。ただ、この部活動指導員は、なり手があってこそ
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ですので、それなりに指導できる能力・資質のある方でないとやはりお願

いできないということもあります。その辺りの調整もしながら、できれば

増やしていきたいと思っています。 

中島洋三委員 他の自治体では、部活動指導員をしてもらうのに四苦八苦し

ているということも聞いています。南砺市においても、部活指導員を無限

大に増やすということは無理ですが、ある程度、要望のある学校には配置

していただき、先生方の働き方改革になるということも大事ですから、拡

充していく方向で考えていただきたいと思います。 

氏家教育総務課長 ありがとうございます。中学校の意見もしっかり聞きな

がら、また、部活動指導員にふさわしい人をいろんな各方面の情報を得な

がら探しまして、少しでも中学校の働き方改革にも寄与していきたいと思

います。 

（社会教育費・社会教育振興費） 

◆成人式事業について 

中段晴伸委員 全体の参加率が今年の１月は 81.5％、昨年は 84.5％あった
が、参加率がこれでいいのかどのようにお考えでしょうか。

桜野生涯学習スポーツ課長 南砺市成人式の過去５年間の参加率の推移は、

平成 27 年が 87.5％、平成 28 年が 83.4％、平成 29 年が 85.6％、平成
30 年が 84.7％、平成 31 年が 82.6％で、５年間の平均は参加者数が 456
人、参加率の平均は 84.8％となっています。近隣の市では、砺波市が
84.4％、高岡市が 76.7％、射水市が 80.4％となっており、南砺市はほか
の自治体に比べ、むしろ高い参加率となっています。

  市では、毎年９月下旬発行の広報なんとやホームページなどで成人式

に関する周知を行っています。対象者へは 10 月上旬に案内状を発送し
ており、返信用はがきで出欠を確認しています。また、参加率向上対策

としては、返信のない方に再度案内状の発送、電話での確認、南砺市に

住所のない方でも、事前に希望があれば参加を受け入れることもしてお

り、参加率の向上に努めています。

中段晴伸委員 市に住所がない方にもお声がけされているということであ

りますが、この数字自体は、近隣市町村と比べると高いほうだから増や

さなくてもいいという意味ではないと思いますがどうでしょうか。

桜野生涯学習スポーツ課長 増やさなくてもいいという意味ではなく、こ
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ちらとしてもたくさんの方に参加をしてほしいということで、ホームペ

ージや、知人を通じて、地元の中学校を卒業した成人者にもお声かけを

しているところであります。

中段晴伸委員 それを聞いて納得しました。

現在、各会場で開催している方法をずっと進められるという考えでよろ

しいでしょうか。

桜野生涯学習スポーツ課長 成人者は、地域の中で育てられたという意識

が強く、また地域のつながりも大事にしていきたいという思いでありま

すので、分散のままの７会場での開催と考えています。

中段晴伸委員 毎年、基本的に祝日の前の日に開催していますが、今後も

変更はしないお考えでしょうか。

桜野生涯学習スポーツ課長 開催日程については、合併当初から、成人の

日を含む３連休の中日で開催しています。遠方からの参加者に対しても

配慮をしており、市民にもこの中日が浸透していることからも、今後も

現行の日での開催を予定しています。

中段晴伸委員 成人者のＵターンのきっかけになるような情報提供などの

ＰＲ活動はどのようにお考えでしょうか。

桜野生涯学習スポーツ課長 交通安全の署名については毎年実施している

ところでありますが、Ｕターンの事業については、暮らしません課で実

施しています「なんと未来ミーティング」において、成人者を対象にワ

ークショップを行い、南砺市について議論し、その様子をＤＶＤにおさ

めたものを、成人式に上映をしたところであります。そういった事業も

Ｕターンのきっかけになるのではないかと思っています。

◆南砺市民大学講座について 

山田清志委員 南砺市民大学講座や地区高齢者学級について、結果報告が

載っているわけですが、市民大学講座については、３つの講座で抽選が

行われ、２つの講座では２回に分けて開催するなど、非常に市民ニーズ

が高く賑わっていると思われますが、これについての見解を伺いたいと

思います。

桜野生涯学習スポーツ課長 市民大学講座については、非常に人気の高い

講座であります。各種講座の内容については、アンケート調査の結果を

参考にし、市民の皆様に興味を持っていただける魅力的な講座の企画立
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案に努めています。またこれまで講座を受講したことのない方へは告

知・ＰＲを行い、新規受講者の増加を図りたいと考えております。また、

受講希望者が多く、毎回抽選となる人気の講座に関しては、講座の回数

や定員数など、講座内容の検討を進めています。

  今年度の後期講座では、一部講座の内容を見直し、受講者の定員を増

やすなど、なるべく多くの方に受講できるような配慮をしています。今

後もできるだけ多くの方に参加いただけるように、中身の濃い講座を企

画していきたいと考えています。

山田清志委員 高齢者学級のほうですが、開催地区は 18 カ所との報告で
あり、地域、地区間においても、かなりばらつきがあると思われますが

全地区開催に向けた見解を伺いたいと思います。

桜野生涯学習スポーツ課長 高齢者学級は現在、各地区の高齢者学級運営

組織、地域づくり協議会、老人クラブ等で開催、運営していただいてい

ます。生涯学習スポーツ課では、各地区４万円を上限に、申請のあった

地区に対し講師謝礼の助成を行っています。助成利用の有無については

各地区にて異なりますが、高齢者学級はほぼ全ての地区で開催されてい

ます。今後も、高齢者学級を運営する各地区に、助成を利用いただける

ことを周知し、市全体にわたり生涯学習活動を推進していきたいと考え

ています。

（社会教育費・図書館費） 

◆図書館の無い旧３村のサービスコーナーによる対応について 

山田清志委員 図書館利用登録者の利用状況が表に載っており、図書館の

ある地域、図書サービスコーナーのある地域と分けてありますが、明ら

かに利用者数に大きな差があります。市内５地域の図書館に比べ、上平、

利賀、井口に設置された図書サービスコーナーの年間入館者数が、上平

８人、利賀６人、井口０人と、何かの間違いだなと思うような数字が書

いてあるわけですが、この状況についてご説明をいただきたいと思って

います。

桜野生涯学習スポーツ課長 旧３村のサービスコーナーの図書の貸し出し

については利用が少ないのが現状であります。要因としては、手にとっ

て読むことができる図書が無い、また土日に行政センターが閉まってい

ること、ＤＶＤについては、著作権の関係から５館の図書館でしか借り
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られないことが考えられます。しかしながら、平地域を含めた旧４村の

市民が１回でも南砺市立図書館を利用した人数の割合については、3,244
人中 372 人の 11.5％であります。これは市内５つの図書館をそれぞれ利
用されているものと思われ、図書サービスコーナーでの利用がないもの

と考えられます。

  今後も、図書サービスコーナーの利用促進を図るために、広報、また

予約方法の周知を図っていくよう努めてまいります。

山田清志委員 以前答弁の中で、人口からすれば、図書館は１カ所でいい

というような考えもあったようですが、学校の状況や地域の状況を鑑み

て、今後検討していきたいという話があったかと思います。

  図書館の考え方、見通しについて伺いたいと思います

桜野生涯学習スポーツ課長 ５館の図書館はそれぞれ地域に根差したもの

であります。あり方については、第２次南砺市公共施設再編計画の見直

しにあわせて、今後、その中で検討していきたいと考えています。

（保健体育費・体育施設費） 

◆福野テニスコートの土地賃借料について 

山田清志委員 福野テニスコートの土地賃借料が 260万円近く執行されて
いますが、今後計画されている公共施設の利用料の改定に当たり、コス

ト充当率などに反映させていくのでしょうか。現状も含めてお伺いしま

す。

桜野生涯学習スポーツ課長 受益者負担額の算定により、福野テニスコー

トの借地料はイニシャルコストとして取り扱い、算定の対象となる費用

には含めないということであります。

山田清志委員 地代というのは、今後も続けて出てくるものと思っていま

すが、このテニスコートについては、福野テニス協会から水はけの悪さ、

支柱の腐食、また利用者の大半を占める福野中学校の生徒の移動問題に

より、旧福野保育園跡地への移転要望が出ていますが、今後の福野のテ

ニスコートの運営について見解をいただきたいと思います。

桜野生涯学習スポーツ課長 借地の解消については、早期に解決すべき課

題だと考えています。また、移転については、現在、第２次公共施設再

編計画の見直しを進めており、その中で慎重に検討していきたいと考え

ています。
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小学校

蔵書数
(H31.4.1)

データ
ベース
化(エク
セル等）

コンュータ
管理(図
書管理シ
ステム)

司書助手
配置人数

兼務校
１週間の
勤務日数

１日の
勤務時間

本人の希望時
間

他の職との兼務
状況

1
井口小
井口中

3 ６ｈと３h２日 週２９時間以内

1 2 6 週２９時間以内 スタディ・メイト

井口 7,625 ○ 1 井波小 3 3h,2h,2.5h 週２９時間以内

利賀 5,293 ○ 1 利賀中 3 2 社会保険加入
なんとっ子まな
びサポーター

城端 10,905 ○ 1 3 3 社会保険加入
福光東部っ子ク
ラブ

上平 7,070 ○ 1 平中 2 3 週２０時間未満 代行調理員

福野 14,659 ○ 1 3 4 週２０時間未満

福光中部 4,467 ○ 1
福光中
吉江中

3 4 週２９時間以内

福光南部 8,919 ○ 1 3 3 週２０時間未満

福光東部 9,262 ○ 1 3 4 週２９時間以内

計 79,118 4 5

中学校

蔵書数
(H31.4.1)

データ
ベース
化(エク
セル等）

コンュータ
管理(図
書管理シ
ステム)

司書助手
配置人数

兼務校
１週間の
勤務日数

１日の
勤務時間

本人の時間希
望

他の職との兼務
状況

井波 10,761 ○ 1 3 4 週２０時間未満

井口 7,291 ○ 1
井波小
井口小

1 3 週２９時間以内

利賀 5,508 ○ 1 利賀小 1 2 社会保険加入
なんとっ子まな
びサポーター

城端 7,912 ○ 1
福光東部
小 2 4 週２９時間以内

平 6,306 ○ 1 上平小 2 3 週２０時間未満 代行調理員

福野 13,916 ○ 1 3 4 週２０時間未満

福光 5,585 ○ 1 福光中部小吉江中 1 6 週２９時間以内

吉江 5,326 ○ 1 福光中部小福光中 1 6 週２９時間以内

計 62,605 5 3

※ 砺波市…全小中学校に配置している。１日６時間×週５日勤務しているが、１週間は３０時間以内。

　小矢部市…全小中学校に配置している。１日５時間×週５日勤務している。

井波 10,918 ○

学校図書館の蔵書管理システムと学校図書館司書助手の現状
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令和元年度南砺市スポーツ少年団全体交流会大運動会要項

目  的  南砺市内他支部団員とのコミュニケーション向上と親睦・交流の輪を広げ、

普及と育成及び活動の活発化を図る。

  主  催  南砺市スポーツ少年団

  後  援  南砺市教育委員会、北日本新聞社、となみ衛星通信テレビ㈱

日  時  令和元年１１月３０日（土）１４時～ 

（団員受付：１３時００分～ 集合完了１３時２０分）

会  場  福野体育館アリーナ

参加対象  南砺市スポーツ少年団に加入している団員

参 加 料 無料

日  程  １２：３０   指導者集合 福野体育館（全体打合準備）

        １３：００   受付開始

        １３：２０   整列完了（アリーナ）

        １３：３０   開会式、競技開始

        １６：３０   終了予定

  種  目  ①スピード玉入れ（福光支部担当）

         玉入れかごに入れるタイムを競う

        ②台風の目（井波・利賀支部担当）

         １本の棒を持ち、定められたコースを走りタイムを競う

        ③ざ・しっぽとり 指導者競技（本部・支部事務局担当）

         指導者対抗しっぽとり。しっぽを多く取得したチームが勝利！

        ④チーム対抗 こおりおに合戦（城端・五箇山支部担当）

         おにに捕まらなかった団員が多い団が勝ち。

        ⑤運も味方レース（福野支部担当）

         選手全員参加リレー1 
        ⑥大逆転レース（福野支部担当）

         選手全員参加リレー2 

  班 編 成  ６団（赤、緑、黄、白、紫、オレンジ）

参加申込  所定の参加申込書を指導者へ申込、指導者は取りまとめて支部へ申し込む。

表  彰  １～３位まで
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南相馬市スポーツ復興祈念 

第８回みらい夢こども交流事業 第３２回野馬追の里健康マラソン大会 実施要項 

１ 期日・会場

○第８回みらい夢こども交流事業 

期日  令和元年１１月３０日（土）午後 5時 00 分～午後 7時 30 分 

会場  ウエディングパーク 原町フローラ （南相馬市原町区高見町 2-30-6） 

○第３２回野馬追の里健康マラソン大会 

期日  令和元年１２月１日（日）開会式：午前 8時 45分～ 

会場  雲雀ヶ原陸上競技場（南相馬市原町区中太田字天狗田 96） 

２ 主 催

野馬追の里健康マラソン大会実行委員会みらい夢こども交流事業部会（交流事業） 

野馬追の里健康マラソン大会実行委員会（マラソン大会） 

３ 内容

○交流事業 

（１）子ども交流会（３０分程度） 

身体を使ったゲーム等による子どもたちの交流会 

（２）ワークショップ（３０分程度） 

南相馬市出身のマラソン選手・トライアスロン選手、南相馬市縁のマラソン選手を囲みながらのワー

クショップ 

（３）法螺貝体験（４０分程度） 

相馬野馬追の里にちなんだ体験として、騎馬会の協力により招待する各自治体の子どもたちに法螺貝

の体験をしてもらう 

○マラソン大会 →別紙 

４ 招待自治体（22 自治体） 

（１）スポーツ交流・復興支援自治体 

近江八幡市（滋賀県）・小千谷市（新潟市）・牧之原市（静岡県）・飯田市（長野県） 

片品村（群馬県）・北塩原村（福島県）・島田市（静岡県）・杉並区（東京都）・取手市（茨城県） 

東吾妻町（群馬県）・燕市（新潟県）・七尾市（石川県）・名寄市（北海道）・南砺市（富山県） 

坂東市（茨城県）・知多市（愛知県）・青梅市（東京都）・忍野村（山梨県）・南伊豆町（静岡県） 

（２）報徳関係交流自治体（隣接自治体） 

   飯舘村・相馬市・浪江町 

５ 特別招待選手

   南相馬市出身や縁のあるアスリート 

６ 子ども交流会

   招待自治体と南相馬市の子どもを混合で班編成した交流会 

７ 参加費

南相馬市負担（交通費、宿泊費等） ※移動中の食事代は実費負担となります。  

８ その他

（１）子どもたちからの感想文（４００字以内）により記念誌を作成します。 

（２）対象自治体の承諾をいただき、市町村章入りの記念品を配付します。 

（３）マラソン大会に関する問い合わせは、南砺市教育委員会 生涯学習スポーツ課スポーツ係 

０７６３－２３－２０１３までお願いします。 
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「野馬追の里健康マラソン大会・みらい夢こども交流事業」 

参加者名簿 

№ 氏 名 性別 学年・所属等 出場種目 

１ 渡
わた

辺
なべ

 佑
ゆう

希
き

男 南砺市立福光南部小学校６年生 23 小学６年男子（３km） 

２ 溝
みぞ

口
くち

 天
てん

俐
り

男 南砺市立福光東部小学校６年生 23 小学６年男子（３km） 

３ 道
どう

海
かい

 爽
そう

実
ま

男 南砺市立福光中部小学校６年生 23 小学６年男子（３km） 

４ 三
み

宅
やけ

 優
ゆ

衣
い

女 南砺市立城端小学校６年生 31 小学６年女子（２km） 

５ 竹
たけ

本
もと

 悠
ゆう

華
か

女 南砺市立福野小学校６年生 31 小学６年女子（２km） 

６ 三
さん

角
かく

 仁
ひと

美
み

女 南砺市立井波小学校６年生 31小学６年女子（２km） 

７ 松
まつ

本
もと

 謙
けん

一
いち

男 南砺市教育委員会 教育長 

８ 廣
ひろ

原
はら

 弘子
ひ ろ こ

女 南砺市陸上競技協会 副会長 

９ 石田
い し だ

 雅人
ま さ と

男 
南砺市教育委員会教育部 

生涯学習スポーツ課 副主幹  
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男
子
３
名

女
子
３
名

-
7
1
-



令和２年南砺市成人式実施要項 

１ 趣   旨  新成人の門出を祝福し、大人としての自覚と自立を促すとともに、成人式を

節目として『ふるさと南砺市』を見つめ直す機会とする。

２ 主 催  南砺市、南砺市教育委員会

３ 企 画 運 営  教育委員会成人式担当者及び各地域実行委員会

４ 日 時  令和 2年１月 12日（日）午前 10時開式

５ 会 場  市内７会場で実施 

           城端  会場 城端伝統芸能会館「じょうはな座」 

           平・上平会場 上平公民館 

           利賀  会場 複合教育施設「アーパス」

           井波  会場 井波総合文化センター 

           井口  会場 カイニョと椿の森公園「いのくち椿館」 

           福野  会場 福野文化創造センター「ヘリオス」 

           福光  会場 福光中央会館 

６ 対 象 者  下記のいずれか１つ以上の条件を満たす人 

・平成 11年 4月 2日～平成 12年 4月 1日生まれで、南砺市内に住民登録の

ある人 

・南砺市内中学校を平成26年度に卒業した人 

・本人から申し出があり、南砺市が出席を認めた人（途中転校者等） 

                   ・２６年度中学校卒業生 ４６０名 

７ 日 程    ９：００～ 新成人、来賓受付開始

１０：００～ 式典

式次第

１ 開 式 の 辞

２ 国 歌 斉 唱

３ 式   辞

※福野地域 市長出席

福野以外 市長のビデオメッセージを放映する。

４ 祝   辞

５ 記念品贈呈

６ 祝 電 披 露

７ 謝   辞 ･････ 市長代理の方は、謝辞を受け

た後、一言述べる。 

８ 閉 式 の 辞

１０：３０～ 第２部祝賀行事及び記念写真撮影

８ 記  念  品  成人式の記念写真（後日発送）

９ 予 算 措 置  ０２社会教育振興費００５９９青少年育成費 にて措置済み

※各地域の予算については、当初予算を配当する。
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令和２年１月１２日（日）１０：００開式

地域 成人式会場 所在地・電話番号
主催者代表
（ 職名 ）

対象者総数 出席予定数 共通プログラム その他記念行事
会場責任者
（所属）

城端
伝統芸能会館

「じょうはな座」

〒939-1865
南砺市城端1046
0763-62-5050

松
マツ

　本
モト

　謙
ケン

　一
イチ

（教育長）

男：39
女：33

交通安全宣言
「二十歳のﾒｯｾｰｼﾞ」
思い出のアルバム

中藪　慧
（城端行政ｾﾝﾀｰ）

0763-62-1212

平
上平

上平公民館
〒939-1977

南砺市西赤尾277
0763-67-3650

教育委員
男： 8
女： 8

新成人を祝う歌
新成人の抱負

高田　和芳（平行政
ｾﾝﾀｰ）0763-66-2131
山本　勇（上平行政
ｾﾝﾀｰ）0763-67-3211

利賀
複合教育施設
「アーパス」

〒939-2507
南砺市利賀村184
0763-68-2016

教育委員
男： 3
女： 3

祝賀会（青年団主催）
中川　満

（利賀行政ｾﾝﾀｰ）
0763-68-2111

井波
井波

総合文化センター

〒932-0231
南砺市井波1400
0763-82-5885

教育委員
男：40
女：34

はたちの主張
思い出のアルバム

村田　雄輔
（井波行政ｾﾝﾀｰ）

0763-82-1180

〒939-1879 山田　修

令和２年南砺市成人式 会場別実施概要

　受付９：００
　　　（新成人）
　　　９：３０
　　　（来賓等）

　開式１０：００

・開式
・国歌斉唱
・式辞
・祝辞
・記念品贈呈
・祝電披露
・謝辞

井口
カイニョと椿の森公園

「いのくち椿館」

〒939-1879
南砺市宮後188
0763-64-2202

教育委員
男：5

 女：10
祝賀会（公民館主催）

山田　修
（井口行政ｾﾝﾀｰ）

0763-64-2211

福野
福野文化創造センター

「ヘリオス」

〒939-1576
南砺市やかた100
0763-22-1125

田
タ

　中
ナカ

　幹
ミキ

　夫
オ

（市長）

男：63
女：73

新成人の抱負

大楠　晋也
（福野行政ｾﾝﾀｰ）

0763-22-1100

福光 ＪＡ福光中央会館
〒939-1732

南砺市荒木5318
0763-52-0078

齊
サイ

　藤
トウ

　宗
ムネ

　人
ト

（ 副市長 ）

男：92
女：96

はたちのつどい
鳥越　知証

（福光福祉会館）
0763-52-3022

全体

　【出席予定者数】

　現在集計中
※市外希望者は、市内中
学校卒業者等で住民票を
市外へ移した者のうち出
席を希望する者

担当：村井　香菜子
(生涯学習スポーツ課)
0763-23-2013

南砺市写真師組合
事務局

上田写真館
52-0340

※昨年度

　【出席数】
　　男:201
　　女:207

　　計　408（82.6）
　（出席率％）

　【対象者総数】
　　男：246
　　女：248
　　計：494

　（住民票＋市外希望者）

【対象者】
平成11年4月2日～平成12年4月1日に生まれ
た方で、令和元年7月1日時点で南砺市内に
住民票のある方及び南砺市内中学校卒業者

【対象者総数】
男：250
女：257
計：507

（住民票＋市外希望者）

・謝辞
・閉式
・記念写真撮影

※会場によりプログラ
ムが多少異なる場合が
あります。

-
7
3
-
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令和元年 11 月 11 日教委提出 福光福祉会館

松村記念会館収蔵品特別展 
○ 選 挙 資 料 展 

 ・ ポスターほか挨拶文、礼状など 

衆議院議員立候補ポスター（松村記念会館所蔵） 

◆期間  １１月１５日（金）～１２月２２日（日） 

◆会場  松村記念会館１階展示室 (福光福祉会館横) 

● 問合せ    福光福祉会館・松村記念会館 (Tel 52-3022) 
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令和元年 11 月 11 日教委提出 福光福祉会館

松村謙三先生を伝えようフォーラム201９ 

松村謙三先生は、早稲田大学卒業後、新聞記者を経て、福光町議、

富山県議を歴任され、1928年に政治家となり、戦前には民政党の幹

部として活躍されます。戦後は農地改革や食料不足の解消に大きな足

跡を残され、さらに教育問題、戦後農政、議会政治の発展、そして中

国では「中日友好の井戸を掘った恩人」として尊敬され、日中国交回

復の基盤づくりにも尽力されたことがよく知られています。 

政党政治家としての無私の信念と清廉潔白な政治姿勢は多くの信

奉者を集め、政治家を志す人の理想像として伝えられてきました。 

今年も松村謙三先生の偉大な業績を再認識するため、フォーラムを

開催します。 

■ 開催概要 

日時 令和元年１１月２４日(日) 午後１時３０分～３時頃 

場所 南砺市福光5260 福光福祉会館３階しゃくなげホール 

主催 松村謙三顕彰会・南砺市日中友好協会・ 

松村謙三先生を伝えよう事業実行委員会 

後援 南砺市・南砺市教育委員会 

協賛 富山県米菓工業協同組合・福光農業協同組合・ 

   青少年育成南砺市民会議福光支部 

◎基調講演 午後 1時４５分～３時 

「石橋湛山と松村謙三－日本をめぐる〈問い〉－」 

講師：望月 詩史氏（同志社大学法学部准教授） 

★望月詩史 氏のプロフィール 

・専門分野：近現代日本政治思想史

・略歴：1982年  山梨県出身 

2005年  同志社大学法学部政治学科卒業 

2012年  同志社大学法学部政治学科政治学専攻(博士)修了 

2015年 同志社大学法学部政治学科助教 

2018年 同志社大学法学部准教授 現在に至る 

問い合わせ先：福光行政センター内 

「松村謙三先生を伝えよう事業実行委員会」事務局 ℡0763-52-1111

★松村記念会館では収蔵品特別展示として裏面のとおり資料展

が行われます。 

問い合わせ先：福光福祉会館内 (松村記念会館 ℡ 0763-52-3022) 

望月 詩史氏 

松村記念会館では、松村謙三先生に関する資料・ポスター等を探しております。

連絡先は、福光福祉会館内（松村記念会館） ℡ 0763-52-3022

みなさまのご来場お待ちしています。 

入場無料、事前申込不要。
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期　　日 曜 時間 会議・行事 会　　場

11月12日 火 10:00 石川県３町(津幡町、宇ノ気町、内灘町)連合教育委員会視察対応井波中学校

11月13日 水 8:00 学校訪問研修 福光南部小学校

11月13日 水 14:00 女性議会　本会議・閉会式 福光庁舎　議場

11月14日 木 8:30 ２学期教育長の学校訪問 井波中学校

11月14日 木 14:00 遠隔協働学習研究授業 井口小学校

11月15日 金 8:30 ２学期教育長の学校訪問 福野小学校

11月15日 金 16:00 砺波地区地方教育委員会連絡協議会研修会 小矢部市役所

11月20日 水 10:00 第３回井口地域小中一貫校設置協議会
井波庁舎３階
多目的ホール

11月21日 木 8:30 ２学期教育長の学校訪問 平中学校

11月21日 木 13:00
２学期教育長の学校訪問
ユネスコスクールについて金沢大学加藤先生同行

上平小学校

11月22日 金 13:30 南砺市教育支援委員会
井波庁舎
301会議室

11月23日 土 15:00 南砺市PTA連絡協議会　市長と語る会 いのくち椿館

11月25日 月 14:00 細入村自治振興会視察対応 教育長室

11月27日 水 10:00 令和元年度第２回管内教育委員会教育長会議 高岡総合庁舎本館

11月27日 水 14:00 第２次教育振興基本計画　第２回策定委員会
井波庁舎
多目的ホール

11月28日 木 14:00 令和元年度　第３回南砺市子ども・子育て会議
井波庁舎
多目的ホール

11月29日 金 14:00 砺波地区教頭会研修会（激励のことば） 福野体育館

11月30日 土 13:30 南砺市スポーツ少年団全体交流会第４回大運動会 福野体育館

11月30日 土 18:00
第３２回野馬追の里健康マラソン大会
第８回みらい夢こども交流事業（～12月1日まで)

福島県南相馬市

12月2日 月 9:30 議会　全員協議会
福光庁舎
全員協議会室

12月2日 月 10:00 議会　本会議
福光庁舎
議場

12月2日 月 12:20 なんと世界遺産給食　会食 福光地内小学校

12月4日 水 15:00 南砺市いなみ国際木彫刻キャンプ2019第４回実行委員会 北日本新聞社

12月5日 木 9:00 市議会　答弁調整会議
福野庁舎
301会議室

12月9日 月 9:30 議会　本会議
福光庁舎
議場

12月10日 火 9:30 議会　本会議
福光庁舎
議場

南砺市教育委員会　会議・行事予定（　１１月１２日～１２月１８日まで）
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期　　日 曜 時間 会議・行事 会　　場

12月12日 木 13:00 令和元年度第１回文化財保護審議会 城端庁舎

12月13日 金 13:30 議会　総務文教常任委員会
福光庁舎
委員会室

12月16日 月 13:30 議会　全員協議会
福光庁舎
全員協議会室

12月18日 水 15:30 議会　本会議
福光庁舎
議場
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