
令和元年６月定例会 代表質問答弁要旨（教育委員会関係） 

【令和元年６月１４日(金)】 

赤池 伸彦 議員 代表質問（一括） 

７．市の教育方針は 

・今後の学校運営や教育環境のあり方を、どのような方針で進めていくのか。 

松本教育長 前任の高田教育長は、ＩＣＴ教育の推進や学校における働き方

改革、子育て支援事業の充実などの実績を残され、さらに義務教育学校の

設置に向けた取り組みなど小中一貫教育の推進にご尽力されました。  

高田前教育長が取り組んでこられた教育方針を全面的に受け継ぎ、時代の

変化を見ながらさらに発展させていきたいと考えています。 

  とはいえ、近年、少子化による児童数の減少に伴い、南砺市の小・中学

校でも学級数の減少や複式学級の増加、部活動の縮小など、学校教育にひ

ずみが生じてきています。さらに、教職員の多忙化による、いわゆる学校

のブラック企業化や、団塊世代の教員が退職することに伴う経験の浅い教

員の増加、社会や家庭の教育力の低下などさまざまな課題が山積していま

す。

  しかし、南砺市にはすぐれた教育人材や教育資源、多様な芸術・文化資

源など、他市に誇れる良さもたくさんあります。さらに、幼児教育の無償

化や市内全小・中学校へのエアコンの完備、義務教育学校の新設、学校だ

けでなく小規模多機能自治の開始、働き方改革法案の可決、とやま・なん

と国体やシアター・オリンピックスの誘致など、教育改革を推進できる絶

好の環境が今まさに整ってきていると捉えています。 

  今後、教育改革勇気を推進していく鍵は、学校・家庭・地域の連携と協

働による一体的な改革を行うことです。 

  今を生きる市民と未来を担う子供たちの主体性、社会性だけでなく、多

様性も高めながら、田中市長の指導のもと、教育委員会、小・中学校、保

育園の全職員が一丸となって知恵を出し合い、市民と手を取り合いながら、

新たな令和の教育の構築にチャレンジしていきたいと考えています。 
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令和元年６月定例会 個別質問答弁要旨（教育委員会関係） 

【令和元年６月１４日(金)】 

松本 誠一 議員 個別質問（一問一答） 

１．学校・保育園周辺の安全対策について 

①学校・保育園周辺の交差点の安全対策について 

田中市長 南砺市では、通学路の一層の安全対策に取り組むため、平成26年

度に通学路交通安全対策プログラムを策定し、各小学校及びＰＴＡから危

険箇所の抽出を受けて、ＰＴＡ、学校、警察署、県土木センター、市建設

課、教育委員会が合同点検を毎年実施し、必要な安全対策を講じながら、

児童・生徒が安全に通学できるよう通学路の安全確保を図っています。

  また、保育園では、毎月の園長会で保育園周辺の危険箇所の情報共有を

行い、園外活動時の事故防止を図っています。日ごろから園児及び児童・

生徒の交通安全教育に取り組んでいるところですが、保育園の園長会や

小・中学校の校長会で、子供の安全確保について改めて周知を行ったとこ

ろです。 

  今後も、校外活動等のときの見守り体制の徹底と、登下校時の交通安全

のさらなる啓発に取り組んでまいりたいと考えています。 

３．冬季国体及びインバウンド対策について 

①冬季国体及の会場及び臨時駐車場のトイレの整備について 

村上教育部長 大会期間中は、選手、役員、一般来場者など１日当たり約

4,000人来場し、車両の台数については、約1,500台を想定しています。 

  一般来場者や競技役員、スタッフなどについては、競技会場以外の場所

に臨時駐車場を設け、シャトルバスでの運送とし、駐車場を選定している

ところです。 

  臨時駐車場は、市内の公共施設などを予定していますが、できるだけ施

設のトイレを早朝から利用できるようにし、利用できない場合や近くにト

イレがない駐車場については、必要に応じてバス乗降場所の近くに仮設ト

イレを設置する予定にしています。また、公共施設などのトイレを利用し

ていただく場合は、誘導看板を設置し、来場者が安心してバスの待ち時間

を過ごせるよう、駐車場のトイレ環境を整備したいと考えています。 



竹田 秀人 議員 個別質問（一問一答） 

１．教育関連 

①「南砺市教育振興基本計画」の改定に向けて考えは 

田中市長 現在の南砺市教育振興基本計画は、「未来を切り拓く南砺の人づく

り」を教育目標として掲げ、本市の教育施策を推進してまいりました。 

  現在の計画を策定した以降も、市民を取り巻く環境が大きく変化すると

ともに、少子高齢化や人口減少が指摘される中で、さまざまな課題がクロ

ーズアップされています。

第２次南砺市教育振興基本計画は、これらの課題に対応するため、本市

教育の一層の充実を図り、着実に推進していくための教育に関する基本的

な計画として策定するものです。 

  策定に当たりましては、教育基本法第 17 条に規定する地方公共団体にお

ける教育振興施策に関する基本的な計画とすること、教育分野に関する施

策を総合的かつ体系的に構築する中長期的な計画とし、期間を令和２年度

から６年度までの５カ年とすること、市政運営の基本指針である第２次南

砺市総合計画を踏まえた計画とすることを策定方針とし、今後、市民の皆

様の幅広い意見を計画に反映させるため、学識経験者や教育関係者、公募

による委員などで組織する南砺市教育振興基本計画策定委員会を設置し

て、計画案を策定いたします。

②今後の学校施設の在り方について 

◆検討の時期に来ていると思うが所見を伺う 

田中市長 平成28年３月に策定された第２次南砺市公共施設再編計画にお

ける施設ごとの再編の方向性とスケジュールでは、「学校は地域の中核的

な施設であります。このようなことから、８地域それぞれで維持していき

ます。しかしながら、地域内の児童数が適正規模を下回れば、統合の必要

があると考えられます。また、将来は児童数が減少することから更新や大

規模改修を行う際は、減築の検討も行いながら進めます」としています。 

  現時点では、本市における小・中学校の統合は一区切りしたものと考え

ていますが、今後も児童・生徒の減少傾向が続くと見込まれることから、

地元の皆さんの声を聞きながら、公共施設再編計画の見直しに合わせまし

て、必要に応じ学校再編を検討することになると考えています。 



③小中一貫教育整備事業について 

ア 南砺市小中一貫教育の策定 

◆早急に策定すべきだと考えるがその所見を伺う 

松本教育長

今年度は、南砺市教育振興基本計画とあわせて、南砺市の目指す学校で

の教育方針を定めた「南砺市の学校教育」も改定します。この「南砺市の

学校教育」には、小中一貫教育の推進も盛り込まれます。 

  小中一貫教育推進のため、昨年８月からは市内の小・中学校教員27人に

よる教育活動検討委員会を設置し、現在、児童・生徒や各地域の実態に合

わせた９年間の指導計画モデルを、ここ５部会に分けて作成中です。各校

区においては、「南砺市の学校教育」の改定及び９年間の指導計画モデル

の作成後、小中一貫教育の計画の作成に取りかかる予定です。 

  市内の小・中学校においては、小中一貫教育の開始に当たり、地域ごと

の特性を踏まえて十分に協議検討を行い、９年間の指導計画を作成します。 

第２次南砺市教育振興基本計画、「南砺市の学校教育」、９年間の指導

計画モデル、各校区の小中一貫教育計画、を南砺市小中一貫教育推進計画

にかわる計画として位置づけたいと考えています。

イ 南砺市小中一貫教育における特色ある教育、めざす子ども像は 

松本教育長  先般６月６日に開催した井口地域小中一貫校設置協議会にお

いて、（仮称）井口地域義務教育学校の教育目標を「ふるさとを愛し、世

界に羽ばたく子どもの育成」に、また、目指す子ども像を「学び続ける子」

「励まし合う子」「きたえる子」に決定しました。 

本市における小中一貫教育が目指す教育については、小・中学校９年間

を見通して展開する教育活動として、「授業改善による学力・体力向上」

「滑らかな接続による安定した学校生活」「連続指導による豊かな人間

性・社会性の育成」、を３つの柱とし、今まで行ってきた小中連携教育を

さらに深めるものとします。また、各学校の目指す子供像については、児

童や生徒の実態や地域の特色、歴史や伝統を踏まえたものとなっていきま

す。 

  現在の南砺市の教育目標は、「ふるさとを誇りに思い、未来を切り拓く

なんとっ子」です。市の教育目標は、第２次教育基本振興計画の改定に合



わせて本年度改定する予定となっていますので、改定後の新しい教育目標

を踏まえて、目指す子供像は、各校区のＰＴＡや地域の願いなどを踏まえ、

各校区ごとに作る計画になっています。

ウ 小中一貫教育の市内一斉スタートについて 

松本教育長 現在、市内の小・中学校では、いわゆる中１ギャップの解消の

ため、算数、外国語、体育などの教科で、中学校の教諭が校区の小学校で

授業を行う乗り入れ授業に取り組んでいます。この乗り入れ授業をさらに

深めることにより、小中一貫教育を発展させていきます。つまり、全部一

斉スタートというのは、一斉に同じことをやるという意味ではなく、それ

ぞれの置かれた状況の中でできることから始めるんですが、それを一斉に、

とにかく新たな目標でスタートしたいという意味の一斉であります。 

  なお、今やっていることは、移動時間の問題や授業時間の確保などさま

ざまな問題があるということのご指摘もありますが、現時点では、隣接し

ている学校を除いては、負担の大きい乗り入れ授業は増やさずに、現在行

っている実践を一層価値のある充実したものにするという取り組みを今

やっています。 

  まずは各校区にて小中一貫教育計画を作成し、教職員にできるだけ負担

のかからないよう準備をして、令和３年４月から、それぞれの学校ででき

ることを市内一斉スタートしたいと考えています。 

エ （仮称）井口地域義務教育学校の開校について 

ａ 特認校制度について 

◆地域との連携が懸念されるがその考えは 

村上教育部長 小中一貫校設置協議会における協議では、開校初年度の定員

を１年生から９年生までの全ての学年で地元井口地域の児童・生徒を含め

て13名程度とし、不足する人数を他校区から募集することとしています。

募集人数に達しなかった学年については、次年度も募集することとして取

りまとめを行いました。 

  募集する学年によっては、井口地域に在住する児童・生徒数より他地域

から通学する児童・生徒数が多くなる場合もあり、井口地域の各種行事等

への参加についての懸念もありましたが、協議会では地元の井口地域の委

員から、「井口の子供も他の地域からの子供も同じ宝である」と、「井口



の理念に賛同してもらえるのであれば大丈夫」という発言があったところ

であります。 

  井口地域の皆様のご協力をいただきながら、井口地域に設置する義務教

育学校が井口地域のよさを引き継ぎ、地域に開かれた学校になるよう努め

てまいりたいと思っています。 

ｂ 施設一体形での開校について 

◆計画通り開校に施設整備できないか 

村上教育部長 昨年度、校舎の改修基本計画を作成する前の段階では、令和

３年４月の開校に合わせて、校舎の整備を完了することを目指していまし

たが、令和２年度の１年間で義務教育学校の校舎を完成させるために必要

な予算の確保が難しいことや、仮設校舎を建設せず、既存校舎を利用して

建設を進める工程が複雑なことから、校舎の新築と大規模改修を行う工事

期間は令和４年度中の完成に変更をいたしました。ということで、令和３

年４月には施設一体型での開校はできません。

  なお、工事期間中は、各学年の教室の配置などを工夫して、学校運営に

支障を及ぼさないよう配慮していきたいと考えています。 

④住民自治推進に向け教育委員会としての考えは 

◆学校の具体的な対応策が必要ではないか 

村上教育部長 今の小・中学生は、習い事や部活動、学校行事などにより土

曜日、日曜日でも予定が入っていたりするなど、なかなか地域行事に参加

できない状況が見受けられます。地域行事に参加し、互いの顔がわかるこ

とが家族や先生、友達以外の人との「斜めの関係」をつくり、将来の持続

可能な小規模多機能自治につながるものと考えています。 

  既に市内のある地域では、地域づくり協議会からの要請により、住民運

動会の日に部活動を入れないことを決めた中学校もあります。今年度、予

定されている地域行事について、なるべく早い段階で学校に地域からの情

報提供がされるように働きかけをしていきたいと考えています。

⑤「文化と教育の連携によるまちづくり」について

ア その取り組み施策の内容と評価方法は 

田中市長 本年度の重要施策の一つとして、文化と教育の連携のまちづくり



というものを掲げています。特に今年は、世界に発信すべきシアター・オ

リンピックスだとか「棟方志功の福光時代展」というものも開かれますし、

４年に１回のいなみ木彫刻キャンプもございます。また、毎年のスキヤ

キ・ミーツ・ザ・ワールドという、まさに世界へ発信できるようなものが

開催されるということですので、より南砺市の子供たちに世界に誇れる本

物を見ていただくことで、今までのふるさと学習やキャリア教育の内容を

より深めていただきたいという思いが中にはあります。 

  本物に感じること、世界に誇れるものが自分たちの住んでいる南砺市に

あるのだということを再認識していただくことが非常に重要だと思って

おりまして、将来にわたって地域資源をつなげていくためにどうすればい

いのかを考えることで、まちづくりに役立てていきたいと思っています。 

  また、この魅力ある地域資源を有効に活用し、次世代に伝えていくとい

うことが、南砺市が暮らしたいまち、帰りたい場所となるよう気づきを得

てもらえることが大変重要だと考えていますので、特に小・中学生に誇ら

しい地域だということを見ていただければと思い、そういった言葉で表現

をさせていただきました。 

  なお、これらの伝統や文化や教育などの地域資源が、この南砺市の子供

たちのみならず、全国の若い世代にアピールすることで移住・定住、Ｉタ

ーン、Ｕターン、Ｊターンにもつなげていきたいということでありまして、

子供たちが１回外へ出て、また戻ってくるということも含めると、少し時

間はかかるのかもしれませんが、文化と教育の連携によるまちづくりの評

価がそこにあると考えています。 

イ 「非認知スキル」の醸成について 

◆更なる幼・保・小連携基盤強化が必要と考るが所見を伺う 

田中市長 非認知スキルは、学力テストでは計れない勤勉性、誠実性、協調

性、開放性、多様性、他を認める力などが挙げられまして、将来にわたる

人間性の重要なスキルであるというふうに言われています。 

  南砺市においても、各保育園においては本気で遊び込む活動、小・中学

校では一人一人が問題意識を持って、主体的に問題を解決する学習などを

しており、そういった過程で非認知スキルが育まれると考えています。ま

た、早期支援コーディネーターが市内保育園と小学校を訪問し、連携に取

り組んでいます。 



今後は、保育士さんと小学校教諭との合同研修会の実施や交流活動回数

を増やすことで、子供の本気の遊び、学びを連続して保障し、さらなる非

認知スキルの醸成を行っていきたいというふうに思っています。 

  また、最近、特に注目を集めたのが、全国学力調査の解析から、学力と

非認知スキルの関係性が非常に高いということが書いてありました。当然

それは、小さいときから小・中までのちゃんとした本物、食べ物もそうで

すし文化もいろんな意味でかかわりを持たせていくことがそこにつなが

っていくという考え方が出てきて、よりまた注目を集めているということ

もご理解いただきたいと思います。 

長井 久美子 議員 個別質問（一問一答） 

３ 児童生徒への不登校支援について問う 

①児童生徒の不登校は、平成 29 年度の文部科学省の調査によると平均して、

小学校１校で１～５人、中学校ではクラスに約１人というデータがあります 

ア）南砺市の学校での支援はどうされているのか。 

村上教育部長 南砺市では、平成 30 年度の不登校は、小学校は９校で８名、

中学校は８校で３５名となっています。理由がはっきりしない欠席が続き、

不登校の兆候が見られる場合には、まず３日目には担任が家庭訪問を行っ

ています。また、学校でその児童・生徒に対する支援会議を行い、原因や

背景を見きわめ、今後の対応について協議して、個に応じた支援の検討を

実施していくことになります。

不登校が長引く児童・生徒については、定期的に支援会議を開催し対応

策を協議しています。さらに、スクールソーシャルワーカーや適応指導教

室の相談員に協力を要請して、担任が授業で訪問できない日中に家庭訪問

をしてもらうアウトリーチ型の支援を行っています。そのことで、担任だ

けでなく、複数の視点で寄り添い、児童・生徒や保護者の支援に当たるこ

とができる体制づくりに努めています。

イ）民間による不登校支援では、「家庭への支援」が大変効果がある言われてお

り、未然防止上も、親支援の充実が必要と思われるが、見解を問う。

村上教育部長 議員ご指摘のとおり、子供を不登校から立ち直らせたり、不

登校を未然に防ぐための親や家庭への支援は大変重要となっています。家

庭では、子供の本音が聞くことができたり、ありのままの姿を見ることが



できるので、不登校の兆候や原因を知ることができます。子供が苦しんで

いたり、悩んでいるときに支えることができるのは、一番長い時間をとも

にしている親になります。親の一言で救われたり、傷ついたりするのが子

供です。親が子供を支え、不登校から立ち直らせたり、不登校を未然に防

ぐことができた事例も数多く報告されています。 

支援策の一つとして、昨年度は市内５校の小・中学校に対して、ＰＴＡ

が主催する親学び講座への講師謝礼の助成を行っています。 

  今後も、各小・中学校のＰＴＡと連携して、親学び講座などの研修会へ

の支援の充実に努めてまいります。また、小・中学校の教員、スクールカ

ウンセラーやスクールソーシャルワーカーなど、親を支え指導できる方々

と連携しながら、不登校児童・生徒とその親や家庭への支援はもとより、

不登校の未然防止に一層努めていきたいと考えています。 

４ いわゆる“８０５０問題”の未然防止について問う 

② 未来を見据えた、若者支援と保護者支援の充実について 

ア）若者支援の方策、例えば学びの場の提供や、居場所づくりは

村上教育部長 若者支援の方策としては、まず学校教育の中で、不登校を生

まない学校づくりと不登校児童・生徒の未然防止、また、早期対応が大切

であると考えています。 

  小・中学校では、教室に入りづらい児童・生徒に対して、保健室や相談

室などの別室を使用して授業などを行っています。 

  また、担任や養護教諭などの教員に加えて、適応指導員やスクールカウ

ンセラー、スクールソーシャルワーカーも児童・生徒の支援に当たってい

ます。 

  さらに、学校へ登校しづらい児童・生徒には、担任やスクールソーシャ

ルワーカー、適応指導教室の相談員が家庭を訪問して、アウトリーチ型の

支援に当たっています。 

  また、福光地域に不登校児童・生徒が学習できる適応指導教室（いおう

教室）を開設し、現在は３人の中学生が在籍をしています。いおう教室で

はスタッフが常駐して、個に応じて学習指導に当たっています。 

  現在、中１ギャップの解消のために、中学校の教員が小学校へ出向いて、

６年生に乗り入れ授業を行っており、小学校から中学校への滑らかな接続



に取り組んでいるところであります。 

今後は、各中学校区で令和３年度から実施する予定の小中一貫教育によ

る小学校から中学校への円滑な接続によって、不登校児童・生徒を生まな

い教育環境づくりに一層取り組んでいきたいと考えています。 

イ）保護者への支援としての取り組みは 

村上教育部長 保護者支援の取り組みとしては、ＰＴＡが主催する親学び講

座が、市内全ての小・中学校で実施されています。子供との接し方や親と

しての心構えについて研修を行っておられます。 

市教育委員会では、市内の保護者からの教育相談に対応できるよう、市

教育センターと適応指導教室において、専用相談電話を開設しています。 

  また、子供の学校生活に不安や悩みを抱える小学生、中学生の保護者を

対象として、大学の教授や臨床心理士による子育て相談会を年間８回開催

しているほか、乳幼児から成人まで、幅広く子育てに不安や悩みを抱える

保護者の相談会を、年間18回開催しています。 

  さらに、家庭を訪問して、保護者と面談できるスクールソーシャルワー

カーを配置しています。また、学校で保護者を交えて行う児童・生徒に関

するケース会議に特別支援コーディネーターを派遣し、対応に当たってい

ます。 

今後も子育てに悩む保護者の支援に、保育園や学校、外部の相談機関と

も連携して、多方面から対応していきたいと考えています。

【令和元年６月１７日(月)】 

才川 昌一 議員 個別質問（一問一答） 

１．２０２０年教育改革について 

① その取り組み方針は 

松本教育長 2020 年度から始まる新学習指導要領でも、これまで大切にさ

れてきた生きる力を育むという教育の目標が変わることはありません。

これからの社会がどのように変化して予測困難になっても、みずから課

題を見つけ、みずから学び、みずから考え判断して、一人一人が思い描

く幸せを実現できる人を育てるようとするものです。 

  議員ご指摘の、生きる力を育むために何を学ぶか、どのように学ぶか、

何ができるようになるかを明確にするという、この新たな指針を受け、



本市でも教育課程の改訂を確実に実施します。

  そこで、今年度、今後５年の方向性を決める南砺市教育振興基本計画

を策定する予定としています。一流の田舎を目指し、地域のよさを生か

し、地域に密着した教育活動が行われるものにしていきたいと考えてい

ます。ここが今度の教育委員会の大きな仕事だと思っています。そして、

将来の南砺市、日本や世界を支えることができるような人を育てる教育

を進めていきたいと考えています。 

② 市での必要とされるとは 

◆学習指導要領の改訂に伴い、小学校入学前に読み・書き・数字を学んでおか

なければならないのか

松本教育長 学習指導要領の改訂では、学びに向かう力、人間性を育てる

こと、知識や技能を生かすことができるようになること、思考力、判断

力、表現力を育てることの３つの力をバランスよく育むことが大切にな

っています。

保育園におきましては、厚生労働省の保育所保育指針にある、幼児期

の終わりまでに育ってほしい 10 項目の姿に基づき、保育を行っていま

す。遊びを中心に、これら３つの力の土台となるものを総合的に育てる

というところです。その中心にあるのは、遊びの中で豊かな体験をする

ということです。本気になって遊べる、そんな体験こそまず大切なので

す。その遊びの中で気づいたり、できるようになったり、表現したりす

る、その中で思いやりや受容する力を育んでいきます。 

字を書いたり数字を勉強したりするという内容については、小学校の

学習指導要領に明記されています。また、英語については、2020 年度か

らは小学校３年生から外国語活動が完全実施することが学習指導要領

に明記されています。市内の保育園では、市友好交流協会の国際交流員

による事業で、「えいご」に触れる機会はあります。しかし、それらは

外国語学習として行っていません。

  学習指導要領の改訂に伴い、教師の負担がふえると懸念されることに

つきましては、全面実施まで小学校では２カ年、中学校では３カ年の移

行期間を設けて対応しています。また、今まで教師が行っていた部分で、

外部講師を活用することで、学びの質を高めるとともに、教師一人一人

の負担軽減が図られると考えています。 



③小中一貫校の取り組み 

◆教育改革との関連は 

松本教育長 本市における小中一貫教育につきましては、令和３年４月の井

口地域の義務教育学校の開校に合わせて、市内の全ての小中学校で開始で

きるよう準備を進めています。

  昨年度から、市内の教員27人で構成する小中一貫教育における教育活動

検討委員会を設置して、学校生活部会、学力部会、心と体部会、地域連携

部会、外国語部会の５つの部会を立ち上げ、南砺市の小中一貫教育のモデ

ルとなる教育課程の作成に取り組んでいます。

  今回の学習指導要領の改訂のポイントとして、社会に開かれた教育課程

を重視すること、それから教科横断的な学習を充実するカリキュラムを確

立すること、外国語活動を充実することなどが上げられています。 

  社会に開かれた教育課程につきましては、地域連携部会で、ふるさと教

育が小学校から中学校に円滑につながるよう、モデルを作成しています。

教科横断的な学習を充実するカリキュラムの確立につきましては、学力部

会で各教科が関連した年間指導計画のモデルを作成しています。外国語活

動の充実につきましても、外国語部会で小中一貫した学習ができるカリキ

ュラムづくりや、指導のための資料づくりを行っています。 

  このように、小中一貫教育における教育活動検討委員会の５つの部会の

うち３部会で、今回の学習指導要領の改訂の内容を踏まえた検討を行って

います。今後は、南砺市教育振興基本計画や南砺市の学校教育の方針とも

すり合わせながら、一層小中一貫教育を進めていきたいと考えています。 

３．子供・若者育成支援について 

③ 自然保育の導入を 

◆市での自然保育の導入についての考えは 

村上教育部長 幼児期は、生涯にわたる人格形成の基礎を培う重要な時期で

あり、非認知スキルは人間として生きていく力を育む上で大切な能力とさ

れています。 

  長野県の信州型自然保育認定制度は、豊かな自然環境や地域資源を積極

的に取り入れた保育・幼児教育の普及を目指しており、非認知スキルを育

む手段として大変参考になる事例だと思っています。 



  自然体験活動が豊富な子供ほど、みずから学び、成長しようとする力が

育まれ、自己肯定感が高い傾向にあると言われていることから、本市でも、

自然との触れ合いを大切にした保育により、市の保育目標である「笑顔が

はじけ、豊かな人間性をもった子ども」に育つよう努めています。 

  市内の各保育園では、自然豊かで人と人とのつながりが深い本市ならで

はの環境の中で、屋外・野外での昆虫・植物採集や泥んこ遊びなどの自然

との触れ合い活動や、地域の方々に御協力をいただいて行う畑づくりなど、

さまざまな体験活動を行っています。 

  これらの体験活動を通して、自立心、協同性、社会生活や自然とのかか

わり、命を大切にする気持ちなどの感情が生まれ、それを基礎に自己肯定

感や感情を調整する力、粘り強さなどの非認知スキルが育まれるよう保育

を行っています。 

  他市の先進事例を参考にしながら、今後さらに自然豊かな本市の特色を

生かした自然体験活動を積極的に取り入れ、継続していくことで、自然保

育の質、量を一層充実させていきたい。 



総務文教常任委員会 質疑要旨（教育委員会関係） 

【令和元年６月２０日(木)】 

○議案第５８号 令和元年度南砺市一般会計補正予算（第１号）の所管部分 

（児童措置費） 

◆高等職業訓練促進給付費について 

川口正城委員 この高等職業訓練促進給付費については、どう周知されてい

て、今回１人が追加になったのか、その流れをまずお尋ねしたいと思いま

す。

武田こども課長 ひとり親家庭に対しては、児童扶養手当給付に係る受付の

申請時や毎年8月に現況届の提出があり、そのときに状況の確認とともに

何か悩んでおられることの相談、このような制度の説明などをしています。 

  今回の対象者は、昨年の10月に相談事があり、制度の説明をもう一度さ

せていただいたら、昔から看護師になりたいという思いがあり、看護学校

を受け合格されて４月から入学されており、４月に給付金の申請があった

ため、今回補正させていただくものです。 

川口正城委員 過去からの実績及び現状についてお教えください。 

武田こども課長 過去実績については、平成28年度が3人、29年度、30年度

は2人の方がこの給付金を受けておられ、そのうち1名の方は、准看護学校

に行っておられて修了後引き続き、正看を目指して看護学校に進んでおら

れるという状況なっています。 

川口正城委員 受付時などでお知らせをされ、そこで全ての方に周知されて

いるということであれば、漏れなく手を挙げていただいているものと思い

ますが、申請者の上限とかはあるのか。 

武田こども課長 国庫事業となっていますが、上限、人数の制限はないと思

っています。

川口正城委員 生活するには大変かなと思いますが、しっかりとサポートし

ていただいて、これからも要望あればきちんと、手当てしていただきたい。 

武田こども課長 生活の安定に資する資格取得の重要な事業だと思ってい

ますので、しっかりと説明・周知をしながら、支援に努めていきたい。

（小学校管理費） 

◆福野小学校遊具撤去について 



中段晴伸委員 説明資料では、有志の方々からの寄附によって遊具を新設す

るために、古い遊具を撤去すると書いてありました。20年経過していて危

険はなかったかということをお聞かせください。 

氏家教育総務課長 学校では毎年遊具点検を行っており、その結果、Ａから

Ｄの判定がされ、危険度の高いＤ判定のあったものにつきましては、直ち

に使用を中止し、速やかに撤去修繕を行っているものです。今回の寄附に

よって撤去した遊具はＣ判定ということで、必要な場合に予算の範囲内で

修繕をしていたところです。 

中段晴伸委員 修繕しながら使用していたということですが、市内にある小

学校は30年以上経った学校ばかりであり、新設のときに遊具を設置してい

ると、同じように遊具もそれだけの経年劣化があると思っています。今回

は寄附があったから交換されたという考えなのか、もしこういう寄附がな

ければ交換することはなく、そのまま使用停止することになったのかお聞

かせください。 

氏家教育総務課長 Ｃ判定のものは、学校とも現状を見ながら危険なものに

ついて早急に修繕を行っており、今回はＣ判定ではありましたが、状況を

見て使用していました。有志の方もその状況を見られて今回のタイミング

で、新しい遊具を寄附したいという申し出がありましたので、古い遊具を

撤去して新しい遊具の寄附を受けたというものです。 

中段晴伸委員 新しく入れかえる予算は、市としてはなかなか立てにくいと

いうことだとは思いますが、これからいろいろな計画等が策定されていく

中で考えていただいて、非認知スキルとか自分で生きていく力をつけるた

めにも、遊具があってもいいのかなと思っています。すこやか子育て基金

というものがありますし、そうやって次世代を担っていく子供たちのため

に使っていただけるものになっていけばと思っていますので、またよろし

くお願いいたします。 

氏家教育総務課長 遊具の活用につきましては、体力や子供同士のコミュニ

ケーションが図られるのはもちろんのことですが、非認知スキルを高める

という効果もありますので、積極的に活用していきたいと思っています。 

  また、基金というお話がありました。また今後、財政課などと協議して

いくことになるとは思うのですが、今年度第２次南砺市教育振興基本計画

を策定する年でもございますので、その基金の活用についても視野に入れ

ながら考えていきたいと思っています。 



（小学校教育振興費） 

◆小中学校におけるＩＣＴ教育総合支援事業について 

山田清志委員 小中学校におけるＩＣＴ教育総合支援事業について、説明資

料では2020年度から新学習指導要領が改正になるということで、プログラ

ミング教育に係る講師の費用ということです。これまで新学習指導要領の

外国語教育については何度もいろいろな場で議論が交わされてきたわけ

ですが、このプログラム教育については余りこれまで議論がなされてきま

せんでした。具体的にどのようなことを指すのか教えてください。 

氏家教育総務課長 今回の学習指導要領の改訂により、小学校において2020

年度より、各教科の特質に応じた学習活動をプログラミングにより実践し

ていくことになっています。 

  例えば、５年生の算数でプログラミングを使って正多角形を描いてみる。

６年生の理科では、電気を利用して動く道具があるというようなことを、

プログラミングを通して学んだりするということです。総合的な学習の中

でもプログラミング教育が実施される予定になっています。 

  中学校においても、以前より技術家庭科でパソコンを使ったプログラミ

ング教育が行われていました。2021年度より内容が少し高度になるという

ことです。 

山田清志委員 情報端末がこういったふうに進化・普及してくる中で、パソ

コンであるとかアプリの使い方であるとか、ＳＮＳのモラルの問題である

とかを子供たちに教えていくことは非常に必要だと思っていたわけです

が、その過程の中でプログラミングというものを子供たちにあえて教える

必要があるのかという疑問を素朴に思ったわけです。今回学習指導要領に

加えられた目的というのを、まず教えていただきたいと思います。 

氏家教育総務課長 プログラミングが学習指導要領に加えられた目的は、情

報活用能力の育成を図るために、コンピューターで文字を入力するなどの

必要な基本的な操作などを習得するということもありますが、物事の目的

にたどり着くための過程を意識して、効率よく作業をするというようなプ

ログラミング的思考というものを育てていくということが目的となって

いす。 

山田清志委員 今の話ではうまく理解できないのですが、今テレビとかマス

コミを見ていても、学校の現場の先生方は、このプログラミング教育をど



のように子供たちに教えていくのか。そういった物事の利活用を本当にう

まく伝えられるのか、非常に不安がっておられます。 

  今回、このような形で１年前に研修が行われるわけですが、現場の先生

方からは何か不安の声というのは上がっていないのでしょうか。 

氏家教育総務課長 プログラミングという言葉だけを捉えると、非常に難し

く感じてしまうのですが、例えばおみそ汁をつくるという手順を、最初に

だしをとって、材料をどういう順番に入れて、調味料を入れようかという

ようなことを、効率よくうまくやっていく手順を考えるというような例が

示されています。 

  今回のプログラミング教育につきましても、これは教科の中で、理科と

か算数とか、そういった教科の中で実施されるものですから、学習内容と

いうものは教科書に明示されています。このことからというわけではあり

ませんが、それによって教員に特別に負担がかかるということは考えてい

ません。しかし、今回福光南部小学校でこういった事業を実施されるとい

うことでありますから、その授業を通してまた課題なども探っていきたい

と考えています 

山田清志委員 確かにこれまで問題を聞いて答えさえ導き出せればそれで

いいという教育のやり方について、それでいいのかという話は以前からあ

りました。答えにたどり着くまでのいろいろな論理的な手順や、それにた

どり着くまでのプロセスが大事だということを教えるということであれ

ば、必要性もよく分かります。学校の現場と意思の疎通を合わせて、初年

度からしっかりとプログラミング教育ができるようお願いします。 

  それともう一つ、特別な授業があるわけではないということは、教材と

なるパソコンやタブレットが、なかなか全ての子供たちに行き渡る状況に

はなっていませんけども、そういった教材の配備というものについては問

題ないのでしょうか。 

氏家教育総務課長 教材につきましては、当然タブレットＰＣなどといった

ものが想定されるわけですが、来年度中には全ての小学校に、タブレット

ＰＣの配備が完了いたします。ただ、タブレットＰＣだけが教材とは限り

ません。モデル事業を通して、また効果的な教材などが必要となれば、購

入を検討していきたいと思っています。 

（小学校施設管理費） 



◆（仮称）井口義務教育学校校舎整備工事実施設計業務委託について 

竹田秀人委員 まずこの（仮称）井口地域義務教育学校の業務委託料6,226

万円の内容と、なぜこのタイミングなのかを教えていただきたい。 

氏家教育総務課長 この実施設計業務委託料につきましては、令和３年４月、

井口地域に開校予定の義務教育学校の新しい校舎を増築、改修するための

実施設計に関する委託料です。昨年度９月補正予算で基本計画の業務委託

をさせていただいており、大まかな計画が固まりましたことから、今回実

施設計のほうに移らせていただくため、計上をさせていただいているもの

です。 

竹田秀人委員 整備工事の実施設計ということですので、この設計はどれぐ

らいの期間の設計を考えておられるのですか。 

氏家教育総務課長 設計の期間というのは、今年度一杯を考えています。 

竹田秀人委員 議案説明の後の説明で、工事が開校に間に合わない。開校し

てからも２年間工事を進めなければならないという話ですが、今回のこの

設計業務はどういう内容のものですか。 

氏家教育総務課長 建築から解体までを含めた全ての建築計画による実施

設計業務委託となります。 

竹田秀人委員 その設計は、工期はどれぐらいを考えておられて、どれぐら

いのものを何年間でどういうものか、その内容を聞かせてください。 

氏家教育総務課長 工事につきましては、令和２年度から４年度までの３年

間で校舎の改修、増築を実施し、令和５年度につきましては、旧小学校校

舎の解体というスケジュールで進めたいと思っています。 

竹田秀人委員 昨年の９月の基本設計に関しまして、49万円の補正をさせても

らいました。それから８カ月たって、どうして開校から２年間も延びるよ

うなことになったのか、その辺の内容を聞かせてください。 

氏家教育総務課長 開校は令和３年４月を予定しているところであり、それ

に合わせてこの校舎を完成したいと考えていたわけですが、財源的なこと

を協議しまして、このスケジュールであれば、こちらの基本計画に基づく

校舎を建築できるということで、開校後に完成ということにはなりますが、

この計画で進めさせていただきたいということです。 

竹田秀人委員 令和３年４月から開校という話は決まっていてそういう計

画をしてきたはずなのに、２年間も延びるというのは、どうしてそういう

ことになるのか、子供たちの安心・安全も考えると非常に懸念されます。



この設計の委託料6,200万を認めると、２年間はどうしても伸びるのです

か。それが縮まるということはないのですか。 

氏家教育総務課長 工期につきましては、令和４年度完成という工期で実施

させていただきたいということで、これが縮まるということはないと思っ

ています。 

村上教育部長 工期が延びた件は、財政的な理由なのですが、予定していま

した国庫補助事業が採択されないという見込みとなりました。工事には旧

井口中学校の校舎を大規模改修する工事と、小学校を解体して中学校に増

設する２種類の工事があります。両方を国庫補助事業にて１年でやりたか

ったということですが、増築部分については井口小学校が既に耐震工事を

終えているということから、採択されないということになり、市の一般財

源の負担が大きくなったことから、工期を３年にさせていただきたいとい

うことです。実施設計の6,226万円については、全ての工事の実施設計を

今年１年で行うということです。工期が１年でも３年でも同じ金額になり

ます。 

竹田秀人委員 令和４年までということになっていますが、今の話ですと、

この設計を認めた場合、工期が短くなることも考えられるということでよ

ろしいですか。 

村上教育部長 国庫補助事業についてはまだ諦めてはいませんし、何とかな

らないかという思いもあります。もし財源が確保できた場合は、３年を２

年に短縮するということも含めて、財政との協議、工程の協議もしたいと

思っていす。ただ、実施設計に当たりまして、やはり１年間で全ての工事

を終えるのは、仮設校舎を建設せずに学校の整備をしますので、当初考え

ていた１年間は、やはり無理があったという思いです。２年は少なくとも

必要だと今は思っています。 

竹田秀人委員 いろいろな過程の中でこうなってきたと思いますが、考えら

れるのは昨年の９月に基本計画をすると言ってから、８カ月はちょっと長

い。もう少し早く検討を進めていくべきだったと思いました。そして、今

の話ですと、これからもう少し短くなることも考えられるということであ

れば、できるだけそうしていただきたいと思います。ただ、心配なのは、

やはり施設一体型のほうが、より義務教育学校の９年間を通したものの本

質をできるものと思っているのですが、改修工事が延びることによって、

求めている義務教育学校の教育はできるのですか。 



氏家教育総務課長 現在、井口地域義務教育学校開校に向けまして、設置協

議会のほうで話を進めています。施設の面におきましても、学年区分ごと

にオープンスペースを設けるなどという特徴的な設計も必要になってく

るわけですが、義務教育学校としての魅力あるプログラムは施設だけでは

ありませんし、それに向けて現在魅力的な学校になるようにいろいろ協議

を重ねているところです。開校には校舎の整備が間に合いませんが、魅力

ある学校を目指して進めていきたいとに思っています。 

竹田秀人委員 言葉で言えばできるのですが、実際には非常に大変だと思い

ます。ぜひ努めてほしいのですが、先ほど言われた改修の中で、図面を見

させてもらうと、新しく増築されるところに低学年、中学年、高学年のブ

ロックが入ります。現在の中学校の改修が令和４年まで続くとすると、実

際に中学校の生徒は、その間小学校へ行かれるのですか。先生も小学校の

ほうへ行かれるのですか。どういう内容、動きになりますか。 

氏家教育総務課長 そういった細かい校舎のやりくりも含めて、実施設計の

中で何が一番ベターであるかということを考えていきたいと思っていま

すので、現段階でどちらがどっちへ行くということは、言えないというと

ころです。 

竹田秀人委員 一応方向を決めてからこういうふうに実施設計するという

話であって、その方向が決まらないというのは分からないのですが、中学

校のほうを改修し、その前のエントランスは増築する。それが令和４年ま

で延びますよということになると、その前に増築するわけですから、残る

のは小学校の校舎です。中学校の生徒と職員の方々は、小学校のほうへ行

くという実施設計になるのですか。 

氏家教育総務課長 現在のところ、こちらのほうで考えている案は、現在の

中学校と小学校の間にある渡り廊下をまず解体しまして、その部分に校舎

を増築していくということになります。渡り廊下の解体、校舎を増築する

期間については、中学校の校舎、小学校の主な校舎については触らないと

いうことになりますので、まずはそこを利用して授業を行い、できたとこ

ろから順次入る、もしくは小学校へ移動するといったようなことで進めて

いきたいと思っています。 

竹田秀人委員 改修と増築の部分を見ても、詳しい設計内容は見えないので

すが、時間による動きはあるのだろうと思います。しかし、子供たちに負

担をかけない、また先生にも負担をかけないような環境の中でスタートさ



せてあげたいと思っています。考え方によっては、開校を遅らせればと言

う人もいるかもしれませんが、これは地元の方との協議の中での話でしょ

うから、それは地元を尊重するべきだと僕は思います。とにかくスタート

が大事ですので、いい環境の中でスタートさせてあげられるように、よろ

しくお願いいたします。 

田中市長 私も令和３年に全てが完成してから開校したいと思い続けてい

ました。協議を進める中で、お金が高いとか安いとかいう議論ではなくて、

これまで協議会で詰めてきたやり方、面積、そして必要なものに関しては、

そのまましっかりと進めるべきだということを前提に、財源の話を進めて

きたわけです。 

  その中で私がある程度のポンチ絵を見たのが、昨年度末の３月ぐらいで

す。私も現場を見て、地域の人とやりとりをして、現在の構想が明確にな

ってきたのですが、その時点で予算を試算しますと、どうしても１年では

難しいというところもありました。あとは補助対象となるかならないかと

いうところで、いろいろと国県にお願いをしておったわけですが、現在の

ところは義務教育学校というところへの補助金が思っていたより少なく

なるということで、当然起債計画もその中に入れていかなければなりませ

ん。ボリュームから言うと、私が思っていたよりも大きくなって、今まで

のほかの小中学校の長寿命化から見ても、やはり２年ぐらいかかるだろう。

もう１年何とかならないかというところは、今からのせめぎ合いかもしれ

ませんが、現状確定した予算の中でいきますと、どうしても完成は３年、

そして解体がその次になるということです。 

  それともう一つ、長寿命化をいろいろな学校でやっていますが、授業を

やりながら工事をやるということで、安全面に注意して、そして仮設校舎

も作らない計画を、細かく組んでいかなければなりません。今回の実施設

計の委託により、３年もしくは解体までの設計をしっかりして、そして動

線もしっかりして、安全確認もしっかりしたものを作っていきたいと思い

ますので、ぜひご理解をいただきたいと思います。 

山田清志委員 今回の井口の義務教育学校について、小中一貫校の中で校舎

併設型と言われる小中一貫校がある中で、そのほかに義務教育学校という

ものがあります。この併設型の小中一貫校と義務教育学校の違いというの

は、校長先生が２人いるか１人いるかの違いなのでしょうか。それともま

たほかに、中学生を７年生、８年生、９年生と呼ぶだけのことなのでしょ



うか、その違いについていま一度教えてください。 

氏家教育総務課長 義務教育学校におきましては、校長先生は１人というこ

とはもちろんですけど、教職員組織も当然１つになるということで、スム

ーズな学校運営が期待できるということですし、小学校、中学校の設置に

つきましては、条例において定めています。全く新しい義務教育学校とし

て、そこでまた設置を定めなければならないということ。あと、教員の保

有免許の違いなどもありますし、現在進めているように、新しい学校とい

うことで、教育目標や目指す子供像などを新たにゼロからつくり上げてい

く必要があるというようなことなども、大きな違いであるのではないか思

っています。 

山田清志委員 そういった理念で立ち上げられる義務教育学校ですが、例え

ば今の利賀の小学校は、来年からは併設型の小中一貫校になるわけです。

どうして利賀の学校は義務教育学校にしないのですか。 

氏家教育総務課長 義務教育学校につきましては、全国的に今少しずつ増え

ている段階ではありますが、まだ普及段階にあると思います。そのことを

踏まえ、井口地域では校舎が併設されていることに加えて、以前よりさま

ざまな面で小中連携に積極的に取り組んできています。地域からの声など

もありましたし、義務教育学校の素地ができているという判断があったも

のです。 

  利賀の小中学校におきましても、校舎は併設しており、施設面では井口

小中学校の現状と大きな違いはないのですが、まずは井口地域の義務教育

学校を南砺市での義務教育学校のモデルとして開校し、その効果を見なが

ら、利賀小中学校におきましても、義務教育学校とするかを検討していき

たいと考えています。 

山田清志委員 今回、井口の学校については、非常に大きな予算を投じて増

改築されるわけですから、末永く井口の学校は存続されなければならない

ものだと期待するわけですが、今後の学校の施設の再編の考え方の中で、

現在の公共施設再編計画の中では、学校数は維持するものの、今後児童が

著しく減少した場合には、地域との話し合いを重ねながら検討を始めると

いう答弁がありました。 

  この著しく児童が減少した場合に統廃合を進めていくという考え方、著

しいという言い方が、かねてからＰＴＡの間ではいろいろな憶測を呼んで

いるわけです。加えて、今回、井口の学校は義務教育学校に進めるのに、



利賀の学校はどうして進めないのかということについても、将来的にひょ

っとしたら統廃合の話があるのではないかという憶測が出たりするわけ

ですが、この著しく児童が減少するという水準というのはどのようにお考

えなのでしょうか。 

氏家教育総務課長 第２次公共施設再編計画において、福光中学校及び吉江

中学校の部分に、著しい減少については再編を考えるという記載がござい

ます。こちらとして考えているのは、例えば、現在学年に２クラスある学

年が１クラスになるといったことが常態化することをイメージして、その

ように記載をさせていただいています。 

山田清志委員 そうしましたら、今後の学校の児童生徒というのはある程度

予測ができるものだと思っていますが、平成30年度生まれあるいは31年度

生まれの子供たちが学校に、大きな人数の出入りはなくて、小学校あるい

は中学校に進んだ場合に、それは著しい減少とみなして、統廃合の対象と

考えられるのでしょうか。 

氏家教育総務課長 令和５年度の時点におきましては、井口地域、利賀地域、

あと上平地域におきまして、複式学級が幾つか想定されています。ただ、

現時点で公共施設再編計画上、それぞれ維持していくということでありま

すから、現段階では再編の対象とはしていないものす。 

  福光地域の小中学校についても、今後５年間の入学者数に大きな変動は

見られませんので、再編の対象とはならないというふうに考えています。 

山田清志委員 そうしましたら、昨年、一昨年生まれた子供たちが小学校、

中学校に進む際には、現状では現在の小中学校に進むものだと保護者の方

は理解してよろしいのかと思います。さらに割り込んで出生者数が減って

いくようであれば、検討されるのかなと伺ったところです。 

  今回の義務教育学校でも、井口地域の方を中心に意見をたくさん取り入

れながら進められてきたわけですが、一つ私が不安に思うのは、平成25年

の平中学校・上平小学校の建設の際にも、地域の方々のいろいろな話し合

いの末、中学校は平にしよう、小学校は上平にしようと決断されて、上平

小学校が新築されました。ただ、今現状の中で、小中一貫校が再来年から

始まります。井口は義務教育学校が始まるという話を、今のＰＴＡの人た

ちの間の中で話をすると、今の上平小学校と平中学校のこれだけ距離的に

離れた学校を選択してしまった私たちというのは、城端、福光、福野でさ

えも、校舎が離れている中で小中一貫校に対し、私たちの地域では補える



のだろうかというような不安があるわけです。 

  利賀地域でも小中一貫校という話は、平成25年当時は聞いたことがなか

ったとおっしゃるわけで、今回の井口地域の学校建設についても、地域の

方の意見を求めることも大事でありますが、やはり市として学校の適正規

模や今後の学校数の推移、統廃合の予測なども考えられ、地元に伝えられ

た上で新しいものを建てる、あるいは改築する、そんなことが必要でなか

ろうかと思います。 

  地元の声というのはもちろん大事なことでありますが、市としての今後

の考え方、理念というものを確立されて、しっかり地元に伝えていく必要

があると思いますが、見解を伺います。 

田中市長 予想と想像でいろいろなことを言われて、そして利賀の中学校、

小学校が無くなるなどといったことは余り言わないほうがいいと思って

います。 

  私が何を言いたいかというと、平と上平が学校統合したその時代に、学

校が老朽化する、小中学生が少なくなるということを住民の皆さんが一生

懸命考えていただいて、そのときのベストの判断をしていただいたという

ことです。自分たちの地域の子供たちが減るので、これをみんなで新しく

統合し、通うことにしようという決断をされ、それで私たちは統廃合につ

いて一段落したという判断をしています。 

  それから何年もたち、特に井口については、ずっと小中学校、保育園も

含めて、教育の村としてやりたいというのがずっとあった中で、法律が変

わって、義務教育学校というものが新たに出てきた。まさにそれを検討し、

一つ一つ積み上げて今があるわけです。それなのに、井口の義務教育学校

ができるときに、今度は平と上平の統合、もしくはほかのところでも統合

しますということを進められるのでしょうか。 

  それともう一つ、福光の話でも、地元の皆さんの思いはどうなのか。言

おうと思っても言えない人もいる、もしくは言ってしまったらいろいろな

問題が起きる。それをみんな知っているわけです。それを今後どうしてい

くかというのはもう少し時間がかかる、かなり時間がかかるかもしれない。

子供たちのために地域も含めて考えていくのかは、いろいろな考え方の人

がいらっしゃるので、なかなかタイミング的に合わない部分もあります。

そういうことも含めて、やはり今後の教育のあり方、学校のあり方という

のは考えていかなければなりませんが、そのときそのときにその地域地域



でもっと議論ができる場になるかが一番課題だと、僕は思っています。 

  しかしながら、責任を持って最終的にやらなければならないことは、考

えるためにどういう資料を出してどうやればいいのかというのは、テクニ

カルな部分では考えます。 

  地域の中で意見を聞いたらいいとか聞かなければいいではなくて、本当

にそこの醸成されたものがどれぐらいあるのかというのは、我々ももう少

し感じていかないと、前に進めないものと進めるものが必ずあると思って

いますので、余りここで慎重に考えるということよりも、先に君らが決め

ろということを言い過ぎると、また本当にいろんなところで難しいことに

なる可能性もありますので、いろいろなことを勘案しながら、これからも

取り組んでいかなきゃならない。 

  一番大事なことは、子供たちの教育環境をいかにベストな形にしていく

か。安全なものをつくっていくことはもちろん大事だと思いますが、これ

は特別福光のことだけではなくて、ほかのところもナーバスな部分がいっ

ぱいあるということを、やはり空気感として感じながら進めていかなけれ

ばならないことが多いということを、ご理解をいただきたいと思います。 

山田清志委員 今ほどの、そのときそのときのベストな考え方、あるいはい

ろいろな状況も勘案した上での決めてこられたことだという話について

は、非常に理解します。また、現在の出生者数の人数であれば、今後も学

校数は維持していく見込みだという話も、非常に聞いてよかったという答

弁でした。 

  あと１点だけ聞きたいと思います。特認制度の件について、議論といい

ますか審議をされておられます。説明会の中でも、各学年13人を上限にと

いうふうに報告があったわけでありますが、令和３年の４月における井口

の児童の１年生から９年生までの人数、それに対する募集を予定する人数

について報告いただきたいと思います。 

氏家教育総務課長 募集人数を13人とした場合ということになりますが、井

口地域の地元の児童生徒の数は、令和３年４月において69人です。各学年

13人ということですので、９学年にしますと合計117人ということで、差

し引き48人を他地域から募集するということになります。学年ごとにばら

つきがありまして、少ない学年は１人だけの募集、多い学年につきまして

は11人という募集の人数となるというような内訳になります。 

山田清志委員 特認制度については、地域の方からも要望がありましたし、



他地区から来られた子供さんも自分たちの地域の子供たちと同じように

迎え入れてやっていきたい、という話もあったわけです。そんな中で、私

たち委員会でも視察に行った際に、特認制度を経験された行政の方のお話

を聞いてまいりました。そこも非常に児童減少に悩む学校だったのですが、

特認制度を使って生徒を募集しました。見込みとすれば、義務教育学校と

いう教育システムで学ばせたいと思う親たちが子供を通わせていただけ

るものだろうと募集を開始したのですが、結果的に多く集まったのは、学

校に通う中でいろいろな問題や悩みを抱えた子供たちでした。環境をぜひ

変えてやりたいと思う親たちが、より多く特認制度に応募をされて、そう

いった子供さんが多く集まってきたと言うことです。地元の方にしてみれ

ば、これまでの学校の雰囲気が数年間のうちに変わっていったものですか

ら、中には地元を離れて別の学校に転出された方も出始め、結果的には児

童の減少数が止まらず、学校は統廃合したという報告を受けました。 

  いろいろなケースを想像しても仕方ないわけでありますけども、特認制

度というものを市民に広く周知して、いろいろな方々が集まってくるかと

思っていますが、当然協議会の中では、そういった特認制度がもたらす影

響とか効果についても十分慎重にお話になっておられるのか、ご報告をい

ただきたいと思います。 

氏家教育総務課長 協議会の地域の特色ある教育を議論する中で、様々な問

題や悩みを抱えた子供たちが集まるかも知れないというリスクもあると

いうような意見も、一部の委員から報告されていたことはあります。その

ような事例を踏まえた上で、井口の子供も他の地域の子供も宝であるとい

うご意見も委員さんからいただいています。これから進めていく協議の中

で、そういった問題があることも踏まえながら、よりよい方向に進めてい

きたいと考えています。 

山田清志委員 特認校という制度の結果も非常に注目されるところですし、

地域の方も非常にそれに期待しておられます。地域の学校が存続するよう

に、そういった方法はぜひ取り入れてやっていきたいという声も聞いてま

いりました。義務教育学校開校後もいろいろなケアなりいろいろな相談、

協議会の話を断ち切ることなく、継続的に話し合いを続けていきながら、

よりよいすばらしい義務教育学校になることを期待しています。 

（保健体育費・体育施設費） 



◆井波社会体育館備品購入について 

中段晴伸委員 井波社会体育館の備品購入については、バスケットボールの

競技ルールの改正により、30秒ルールから24秒ルールに変更されたことに

より、バスケットボール用タイマーを購入すると聞いていますが、なぜ今

の時期に購入するのでしょうか。 

桜野生涯学習スポーツ課長 本年の４月に小学生の競技ルールが改正となり、

全ての年代において、シュートまでの時間が30秒から24秒へと変更となり

ました。 

  井波社会体育館のバスケットボール用タイマーは、24秒ルールには対応

しておらず、南砺市のバスケットボール協会からは、練習や試合の際に支

障となっているとの報告も受けています。 

  また、今年度から井波社会体育館において、南砺市バスケットボール協

会の誘致努力により、月１回、砺波地区小学生の強化練習会やリーグ戦が

頻繁に行われるということもあり、今回更新・購入するものです。 

中段晴伸委員 一般の試合では以前から24秒ルールがあったのですが、その

期間どのように使われていたのでしょうか。また、オフェンスがはずれた

シュートを引き続きコントロールした場合、ショットクロックは14秒にリ

セットされなければならないのですが、その機能のついたものを用意され

ていたのかお聞きします。 

桜野生涯学習スポーツ課長 一般のルールにおいて、30秒から24秒に変更と

なたのは、平成13年度からと聞いています。その間の一般などの試合につ

いては、井波社会体育館では大会の主会場では使われていなかったという

こともあり、使用頻度が少なかったということです。また、試合のときに

は、ルールに対応しているタイマーをほかの施設から借用し対応していま

した。今回購入するタイマーについては、14秒ルールに対応しているもの

を、購入したいと考えています。 

◆利賀グラウンドスポーツトラクター修繕料について 

山田清志委員 利賀グラウンドのスポーツトラクター修繕費ということで

34万6,000円が上がっています。平成20年に買ったトラクターが、エンジ

ンが頻繁に停止ということですが、トラクターというのは農機具の中でも

一番頑丈なものであり、10年ぐらいで頻繁にエンジンが停止するというの

は、おかしいと思いますが、どんな管理をされていたのでしょうか。



桜野生涯学習スポーツ課長 不調の原因としては、利賀グラウンドでの使用

のほか、利賀小学校・中学校のグラウンド整備にも使用されており、使用

頻度が高いことから各部品の消耗が早いことが考えられますが、主に稼働

シーズン中に屋外に置いてあり、風や雨などにさらされていた状態で、劣

化が進行したものと思われます。 

  現在は、利賀アーパスのピロティー内で保管されており、今後は管理者

に対し、屋内での保管管理を徹底するよう指導していきます。 

山田清志委員 屋外に吹きさらしにされていれば、当然傷むものは傷むわけ

です。今回は改善措置をとられたということですので、今後は、ほかの市

の備品に対してもしっかりとした管理を徹底していただきたい。 

桜野生涯学習スポーツ課長 スポーツトラクターだけでなく、ほかの備品に

ついても、しっかりとした管理に努めていただくよう指導していきます。 

（中学校教育振興費） 

◆中学校生徒用図書購入について 

竹田秀人委員 今回、小学校、中学校で25万円の寄附があります。市民の皆

さんから、やはり子供たちに本を読んでもらいたいという強い思いがある

のでないかと思っています。 

  小学校のほうは、非常に読書率は上がってきておると聞いており、70％

ぐらいになっているということですが、残念ながら中学生のほうは、スマ

ホの影響やいろいろなことで読書の関係は低下していることが実態だと

聞いています。今回このような寄附を受けられて、これをどのように使っ

ていくか、どうしていくかをお伺いいたします。 

氏家教育総務課長 中学校の教育振興費に上げられています図書購入は、小

学校にも上がっており25万円ずつです。毎年匿名でありますが、50万円の

寄附を、図書の購入を目的にいただいているものです。 

  委員が言われますように、中学校におきましては、少し読書の率が減っ

ていることは事実でございます。中学校におきましても、図書室に配置さ

れる教諭の方々は、貸し出し率を高めるために、配置を工夫するなどいろ

いろ努力をしていただいています。今後も、引き続きこういった努力が貸

出率に反映されるように、進めていきたいと思っています。 

竹田秀人委員 具体的な話になりますが、今回の25万はどのようにお使いに

なられるのか。 



氏家教育総務課長 毎年ですけれども、学校の規模に応じて各学校に配分を

させていただいており、今年度もそのようにさせていただきます。 

竹田秀人委員 学校の規模によって、学校の図書の大きさも違うからという

ことなのかもしれませんが、中学校では各学校に８人の図書の司書助手の

方がおいでになられます。その方々とお話をしながら、どうすればいいか

いう話をする機会をつくっておいでになられますか。 

氏家教育総務課長 司書助手の方と協議は行っていません。必要であれば、

今後はそういった協議もしながら、図書の購入の内容をまた考えていきた

いというふうに思います。 

竹田秀人委員 僕は中学校の司書の方が悪いとか言っているのではなく、小

学校の司書の方はいろいろな工夫をされて、何とか読んでもらえるように

という努力をされています。多分、中学校の司書も一生懸命努力しておら

れると思うのですが、その思いが行政に伝わっていないのであれば、この

25万円はどうやって生かされたらいいのか全然わからない。対話がないか

ら規模で分けますというような話にしかならない。そうでなくて、どうや

ってこの思いを子供たちに伝えていくかいうときは、やはり現場の人と話

をしていくべきだろうと思います。ぜひまた話をしていく機会を設けても

らえますか。 

氏家教育総務課長 今申されたとおり、学校等のご意見も聞きながら、ぜひ

そういった方向で進めさせていただきたいと思います。 

竹田秀人委員 ぜひお願いします。図書の購入だけじゃなくて、いろいろな

仕掛けというか仕組みとかが必要だろうと思いますので、その辺も考えて、

施設のあり方も考えながら進めてもらいたいと思いますので、よろしくお

願いします。 

村上教育部長 配当した金額はただ単に配当しているだけではありません。

学校の司書の方と司書助手の方と教育総務課は直接的な関わりはしてい

ませんが、図書の選定に当たっては、子供を身近で見ておられる学校の図

書館の担当の先生方が、司書助手の方と十分、何を購入するのがいいかと

いうことを検討して、毎年購入しておられるということです。その上で、

私たちが関わっていけるのは、学校の図書館の快適な環境というような部

分で、教育総務課として支援ができればと考えています。 

竹田秀人委員 数字が全てではありませんけれど、45％ほどだったと思いま

す。10％の開きがあると思いますが、ぜひ目標の数字を達成していただき



ますようよろしくお願いします。 

村上教育部長 読書のことは、学校の図書館はもちろんですけど、市立の図

書館とも一緒に、読書活動の推進をしていきたいと思っています。 

○議案第７１号 南砺市立小中学校ＩＣＴ機器一式の購入について 

山田清志委員 これは小中学校のＩＣＴ機器の一式の購入ですけども、議案

説明会の中では、これは60インチの電子黒板を34台、4,212万円で購入す

るということでした。３月のときの予算説明のときには、小学校で24台、

中学校で15台、合計39台を、4,341万1千円の予算額という説明があったと

思っていますが、39台買う予定のものを34台しか購入していないというの

は間違いでしょうか。 

氏家教育総務課長 先ほど審議いただいた６月補正において、福光南部小学

校に、プログラミング教育のモデル校事業が採択され、予算計上させてい

ただいています。このモデル校となりました福光南部小学校には、タブレ

ットＰＣが配備されていませんでした。このことから、南部小学校におい

て購入する予定であった電子黒板を、タブレットＰＣの購入に振りかえさ

せていただき、電子黒板の台数が減ったというものです。 

山田清志委員 ということは、今回福光南部小学校のほうには、この５台の

電子黒板が入らないということですか。 

氏家教育総務課長 ５台の内訳ですけども、福光南部小学校が３台で、福野

小学校と福光東部小学校各１台の計５台です。ただ、各小学校には既存の

電子黒板もありますので、支障はないと考えています。 

山田清志委員 電子黒板を買う予算を、配備されていないタブレットに振り

替えたという話を初めて聞いたのですが、これはどこかで説明された話だ

ったのでしょうか。 

氏家教育総務課長 このことについては、説明はしていませんでした。なお、

このＩＣＴ機器につきましては、順番は入れかえていますが、令和３年度

までに、計画どおり配備する予定としています。 

山田清志委員 令和３年度までに予定の全てがそろうということであれば、

あと必要な台数というのは全部でどれだけになるのですか。 

氏家教育総務課長 台数については、現在資料を持ち合わせていませんが、

タブレットＰＣの未配備の福野小、福光東部小、福光中部小に、来年度全

て配備する予定です。中学校においては、令和３年度までに井波中、福光



中、吉江中に配備することで、計画は完了します。 

山田清志委員 電子黒板の予定はどうなりますか。 

氏家教育総務課長 電子黒板については、既に全小中学校に何台ずつかは配

備されています。ただ、計画どおりということになりますと、令和３年度

までに完了するということです。 

山田清志委員 令和３年度にはタブレットも電子黒板も、予定していものが、

全て配備が完了するということですね。 

  プログラム教育などが始まる中で、必要な教材が必要であれば、また購

入していくというようなお話もありましたが、今回のタブレットと電子黒

板は令和３年度までに配備は全て終わるということでよろしいですか。 

氏家教育総務課長 今言われましたとおり、南砺市ＩＣＴ教育利用促進に係

る整備計画に基づきまして、令和３年までに計画どおりのタブレットＰＣ、

電子黒板の整備を終えるという予定にしています。 



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６月２０日(木)】 

（保育園児が父親に暴行を受けた件について） 

山田清志委員 今月に入り、保育園児が父親に暴行を受け、その父親が逮

捕されるというショッキングな事件が発生した件について、11 月の時点

で保育士が怪我を確認されて、関係者らと話し合ったところ、今後この

ようなことがあれば児相に通告するということで終わったが、６月に入

って、別の部署の方がご自宅に伺ったときに、相談を打ち明けられて警

察に相談されてはどうですかということで、今回の事件に至ったという

ことが新聞に書かれていた。 

それに対して、市としては問題がなかったということがコメントとし

て載せられていたが、この報道について正しいのかどうかお聞きしたい。 

武田こども課長 今ほど委員が言われたように、「市内在住の父親が子ども

への暴行により逮捕されるという事件が発生したこと」は、大変重大な

こととして、受け止めています。 

  引き続き虐待事案への対応の徹底を図っていきたいと思っております。 

山田清志委員 その親族にしてみても家の中から事件を出すのは嫌であり

ますし、身内のものを警察に通報するのも非常に抵抗があるということ

もある中で、児童相談所というところは、逮捕する、しないということ

ではなくて、その中に入って、仮にその通報が誤報であってもその家の

中にどのような問題があったのかなど、プロの目線で入っていただける

ものと思っております。 

今後、これは保育園児、小学校、中学校だけではなくて、高齢者の施

設においてもいろいろな虐待や暴力が疑われるケースも全国的にあるの

で、疑わしきものはそういったところに市が率先して相談を行うという

ことで、現場と話合いをしていただきたいと思っています。

武田こども課長 今後は、児童に限らず色々なケースがあると思いますが、

保育園等や所管以外の部署とも連携をしながら、虐待の疑いがある場合

は、児童相談所、ケースによりましては警察などへ報告し、調査・状況

確認等を行いながら判断をいただくことが必要であると思っていますの

で、そのように対応していきたいと思っています。 



（いじめ調査について） 

山田清志委員 今現在、南砺市の教育委員会が行っておられるいじめ調査と

いうのは、非常に丁寧で回数も多く、よくやっておられると思っているわ

けですが、ただ、やはり親が子供から聞き取って回答するという現在の調

査方法のほかに、子供から直接聞き取るような調査も必要ではないかと当

局に申し上げて、検討いただいたと思っていますが、あれから３カ月経ち

まして、今現在どうなっていますでしょうか。 

氏家教育総務課長 いじめに関するアンケートにつきましては、市が統一し

た様式におきまして、全小中学校に対して定期的にアンケートを実施して

います。それとは別に、各学校におきましても、多いところでは必ず学期

ごとに全員から直接聞き取り調査をしています。このことついては、春に

行いましたいじめ問題対策連絡会議におきましても確認しています。 

山田清志委員 いろいろな家庭内の問題であるとか、家庭外のこともあると

思いますが、非常に弱い立場である子供たちを絶対そのような事件から守

っていくんだという思いで、いろいろなケースを想定してこれまで同様の

もの、あるいはこれからも加えていくもの、その辺をしっかり話し合って

いただいて、対応していただきたいと思っています。 

竹田秀人委員 いじめの話で、南砺市でやっておられるハイパーＱＵという

のがあったと思いますが、今はやっておられないんですか。 

氏家教育総務課長 現在もそれは行っています。 

竹田秀人委員 ハイパーＱＵは非常に優れたいろいろな角度から見た調査

であって、分かりやすいというか、その子の潜在的なものが見えてくると

いうような話を聞いたことあるのですが、その活用はどういうふうにされ

ていますか。 

氏家教育総務課長 その活用については、その結果に基づき、各学校におい

て学校生活のいろいろな対応に役立てられているものだと思っています。 

（校務支援システムについて） 

川口正城委員 校務支援ソフトは導入されて、まだ４月から日は経っていま

せんが、教員や管理職、校長先生、現業の職員の方にどのくらい浸透して

いるのか。これからどのように何の指標で評価されるのか、今の時点で何

かお考えあれば、お聞かせいただきたいと思います。 

氏家教育総務課長 現在のところ４月からの稼働ということで、まだ効果の



検証までは至っていません。そこで、教員の声を直接聞いたところでは、

個人連絡メールに既読機能があり大変使い勝手がよい、出退勤の管理の機

能が大変便利である。また、出張等の予定、児童生徒の出欠情報が情報共

有できるという機能が大変ありがたいということで、特にグループウェア

機能が想定していた以上に便利だと伺っています。まだ１学期も終わって

いませんので、これから通知表の作成などの機能も使われるということで

すので、その効果の検証について、また調査などしていきたいと思ってい

ます。 

川口正城委員 教職員の働き過ぎということが、何とか削減できないか、あ

るいは空いた時間をもっと児童生徒たちに密着していこうという目的が

ありますから、達成できるように頑張ってもらいたいと思います。 

（冬季国体の駐車場について） 

山田清志委員 冬季国体での駐車場を設けて、そこからシャトルバスで輸送

し、その駐車台数は600台程度を確保する計画ですが、どの辺を考えてい

るのですか。 

水上スキー国体推進室長 一般来場者の駐車場とし、城端地域においては、

城端庁舎周辺で約180台、城南スタジアム、城端中学校周辺で200台、温水

プール周辺で約100台を見込んでいます。 

  平地域については、平行政センターの周辺と相倉の駐車場を含めて、約

120台の駐車台数を見込んでいます。なお、グラウンドなど除雪できない

ところについては、今のところ見込んでいません。 

山田清志委員 冬真っ盛りの時期の開催でありますから、どんなような天候

になるかもわかりません。しっかりと除雪の業者と体制を調えられて、600

台確保して、スムーズな運営になりますようによろしくお願いします。 

水上スキー国体推進室長 除雪体制をしっかり調えて、少しでも多く駐車台

数を確保できるようにしていきたいと思います。 



■  教育総務課

予　算　費　目
補正額
（千円）

摘 要

事務局運営費

教育振興基本計画にかかる策定費
・委員報償費
・旅費
・需用費（印刷製本費等）

177
5

335
517

教育センター
運 営 費

教職員校務用パソコンのWINDOWS７サポート
期間終了に伴うパソコン更新に係る費用

・委託費　Windows10用機能更新ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ設
定委託
・備品費　教職員用パソコン（400台)

748
93,632

94,380

小学校管理費

福光中部小学校築山法面フェンス部復旧工
事

・工事請負費
1,760

小 学 校 教 育
振 興 費

　・各種大会参加補助金 4,424

スクールバス
運 行 費

スクールバスにドライブレコーダー設置に
係る費用

・備品購入費(17台分をバス前後に設置)
1,159

中 学 校 教 育
振 興 費

福野中学校図書整備寄附金 1,000

（  教育総務 課）　計 103,240

令和元年度　教育委員会 ９ 月補正予算要求概要

　　　　　　　補正予算要求内容（千円） 　  　　　　　  
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令和元年度　教育委員会 ９ 月補正予算要求概要

■生涯学習スポーツ課

予　算　費　目
補正額
（千円）

摘 要

福野文化創造
セ ン タ ー 費

駐車場樹木強剪定業務委託
市営横町駐車場進入路転落防止柵修
繕工事

1,310

594
1,904

その他社会教
育施設維持費

松村記念会館資料調査事業
福光福祉会館エレベータードア開閉駆動用・減
速用ベルト補修
福祉会館２階小便器センサー修理
青少年センターボイラー故障に伴う備品の購入
　ブルーヒーター
　灯油タンク

1,364
29

159

408
55

2,015

社会教育施設
管 理 費

井波社会体育館非常用放送設備更新
工事
上平公民館外壁シーリング打替工事

3,564

2,937
6,501

社 会 体 育 館
管 理 費

福光東部体育館外構改修工事測量設
計業務委託

福光東部体育館外構改修工事

304

7,970
8,274

テニスコート
管 理 費

いなみ木彫りの里テニスコート照明
修繕工事
城南テニスコート照明修繕工事

2,895

576
3,471

プール管理費
福光プールキュービクル塗装修繕
福光プール高圧受電ケーブル取替工
事

351
1,320 1,671

グ ラ ウ ン ド
管 理 費

城南スタジアム駐車場側溝土砂等除
去業務委託

473

（生涯学習スポーツ課）　計 24,309

　　　　　　　補正予算要求内容（千円） 　  　　　　　  



令和元年度　教育委員会 ９ 月補正予算要求概要

■こども課

予　算　費　目
補正額
（千円）

摘 要

児童扶養手当
給 付 費

未婚の児童扶養手当受給者に対する
臨時・特別給付金

525

放課後児童ク
ラ ブ 費

とやまっ子さんさん広場推進事業補
助金（大鋸屋地域づくり協議会）

150

保 育 園 費

福野ひまわり保育園中庭外壁修理工事
福光どんぐり保育園駐車場入口舗装版
修繕工事

517

660
1,177

施設型給付等
支 援 費

施設等利用給付費（認可外保育施設
等）
施設型給付費（私立認定こども園）

874
4,943

5,817

（こども課）　計 7,669

教育部　計 135,218

　　　　　　　補正予算要求内容（千円） 　  　　　　　  



令和元年度 全国学力・学習状況調査の南砺市の結果について 

南砺市教育委員会 

１ 調査日 平成３１年４月１８日（木） 

２ 実施校 南砺市内 小学校 ９校（実施児童数 ６年生３８０名） 

中学校 ８校（実施生徒数 ３年生３８３名） 

３ 学力調査の結果 （平均正答率：単位％） 

＜小学校＞ 

・国語、算数において、全国の平均正答率を上回っている。国語は、県の平均正答率をやや下回り、

算数は、県の平均正答率をやや上回っている。 

＜中学校＞ 

・全ての教科において、全国と県の平均正答率を上回っている。 

４ 学習状況調査の結果

（１）「学習習慣等」について 

「家で自分で計画を立てて勉強をしている」「新聞を読む」と答えた割合は、小・中学校とも全国・

県平均より高い。 

 （２）「自己有用感等」について 

「難しいことでも、失敗を恐れないで挑戦している」「人の役に立つ人間になりたい」と答えた割合

は、小・中学校とも 全国・県平均より高い。「自分には、よいところがある」と答えた割合は、

全国・県平均との比較では、小学校はやや低く、中学校はやや高い。 

（３）「情報教育」「ふるさと教育」について 

「５年生まで（１、２年生のとき）に受けた授業で、コンピュータなどのICTをほぼ毎日使用した」

「授業でもっとコンピュータなどのICTを活用したい」「今住んでいる地域の行事に参加している」

と答えた割合は、小・中学校とも全国・県平均より高い。

（４）「主体的・対話的で深い学びの視点からの授業改善」について 

「学級の友達と（生徒）の間で話し合う活動を通じて、自分の考えを深めたり、広げたりすることが

できている」と答えた割合は、全国・県平均との比較では、小学校はやや低く、中学校は高い。 

（５）「規範意識」について 

「学校のきまり（規則）を守っている」「いじめは、どんな理由があってもいけないことだと思う」

と答えた割合は、小・中学校とも全国・県平均とほぼ同等である。 

小
学
校

教科 国語 算数 

南砺市 ６７ ７０ 

富山県 ６８ ６９ 

全 国 ６４ ６７ 

県平均との差 －１ １ 

全国平均との差 ３ ３ 

中
学
校

教科 国語 数学 英語 

南砺市 ７９ ６９ ５９ 

富山県 ７６ ６５ ５７ 

全 国 ７３ ６０ ５６ 

県平均との差 ３ ４ ２ 

全国平均との差 ６ ９ ３ 
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1　日　時　　　 8月17日（土）・22日（木）・23日（金）・31日（土）

2　参加者

4　会　場

【応募者】 【福野会場】

地域別 人数 日程別 人数
城端 4 8/17（土）AM 19
平 0 8/17（土）PM 2

利賀 0 8/22（木）AM 21
井波 2 8/22（木）PM 4
井口 0 8/23（金）AM 18
福野 22 8/23（金）PM 1
福光 1 8/31（土）AM 13
吉江 1 8/31（土）PM 3
計 30 （7/26現在） 計 81 （延べ）

【城端会場】

日程別 人数
8/17（土）AM 4
8/17（土）PM 0
8/22（木）AM 4
8/22（木）PM 1
8/23（金）AM 5
8/23（金）PM 0
8/31（土）AM 2
8/31（土）PM 1
計 17 （延べ）

城端会場：じょうはな座　練習室４、５

福野3

21

19

16

福野17・井波1

井波1

25
福野4

　　　　　令和元年度　南砺市中学生学習支援事業

福野17・福光1・井波1

福野2

福野21

福野13

福野会場：福野体育館　研修室１

3　講　師

【午前の部】９時～１１時　　　【午後の部】１３時～１５時

南砺市内中学3年生　30　名

富山国際大学子ども育成学部学生　

城端3・吉江1
4

中止

城端3・井波1
5

吉江1

城端4・井波1
5

中止

城端2
3

吉江1
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1.長期休業前中学校移動図書館の貸出冊数しらべ　

R元年度 学校名 参加者数 貸出人数 貸出冊数 時間帯

4/26(金) 福光中 40 4 7 13:10～13:25

7/12(金) 吉江中 54 11 21 〃

7/17(水) 城端中 65 10 17 〃

7/19(金) 福光中 17 3 8 〃

人 人 冊

2.福光ねつおくり七夕まつり期間中中央図書館入館者数しらべ　(20時まで開館)

R元年度

7/26(金)

7/27(土) ←雨天により
イベント中止

7/28(日)

平均

人 人 人

3.福光ねつおくり七夕まつり期間中中央図書館貸出人数および貸出冊数しらべ　

R元年度

7/27(金) 147 403 163 432 175 459

7/28(土) 152 531 174 600 176 604

7/29(日) 121 380 134 433 141 454

平均 140 438 157 488 164 506

人 冊 人 冊 人 冊

R元年度

H30年度

456人

17時～19時まで
 26人
 83冊

19時～20時まで
 　8人
　15冊

17時 19時 20時

17時～19時まで
 17人
 50冊

19時～20時まで
 　7人
　18冊

R元年度

H30年度 17時～19時まで 354人 19時～20時まで

468 816 1,210

17時～19時まで 348人 19時～20時まで 394人

436 698 987

529 1000 1,365

※チラシ、ポスター、放送
等でPRを行ったが、昼休
みはゆっくりと本を品定め
する時間がなかった。
今後は場所と時間帯の検
討も必要。
(約250冊持ち出し)

17時 19時 20時

440 750 1,278
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　　Triwinsとは３者が利益を得る意味であり、三者とは子ども（児童・生徒）、教職員、保護者を指す。

　　施策の方向性

　　・子どもの「確かな学力」を保障する環境づくり

　　・教職員が授業に専念できる環境づくり（（日々の多忙解消）

　　・保護者（家庭）の教育ニーズい応じた環境づくり

　　教員の勤務時間の軽減と教員、生徒、保護者の放課後の使い方が多様化できる。必要ない業務を

　　なくす意識改革も推進。

２．日　程

【参　考】

年　度 視察内容 視察先 日　程

平成17年度 学校統廃合 長野県 長野市 １０/１７～１８

平成18年度 学校統廃合 滋賀県 余呉町 １０/２６～２７

平成19年度 図書館、公民館 滋賀県 １１/７～８

平成20年度 教育委員会の点検・評価 岐阜県 恵那市 １０/１５～１６

平成21年度 子ども農村漁村交流プロジェクト 新潟県 胎内市 １０/２２～２３

平成22年度 コミュニティスクール 三重県 津市 １０/１９～２０

平成23年度 教育ビジョン、世界遺産、学力向上 奈良県 奈良市 １０/２０～２１

平成24年度 教育振興基本計画 滋賀県 草津市 １０/２２～２３

平成25年度 小中連携 長野県 飯田市 １０/２１～２２

平成26年度 小中連携 群馬県 沼田市 １０/２０～２１

平成27年度 小中一貫教育 奈良県 奈良市 １１/４～５

平成28年度 小中一貫教育、山村留学 長野県 大町市・信濃町 １１/９～１０

平成29年度 ※隔年実施となったため無し

平成30年度 山村留学・義務教育学校 群馬県・栃木県 １０/２９～３０

令和元年度 授業時間等の確保・時間差出勤など静岡県吉田町、静岡市 １０/９～１０

○　１０月９日（水）～１０日（木）

教育委員県外視察研修について

１．視察先及び視察内容（案）

①　静岡県吉田町　：吉田町教育委員会

②　静岡県静岡市　：　大里中学校（生徒数６９１名）

　■吉田町　教育元気物語　TCP　Triwins　Pｌａｎ　（ティーシーピー　トリビンス　プラン）小R2,中R3全面実施　

　■教員の時差出勤導入、部活動週４日実施　等

　　全国初の取組みとして教員の時差出勤を実施。また、部活動を週７日の内、４日間実施するなど、
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　キャンプを盛り上げます。 どなたでもご参加いただけます。

　　午後５時～ 　井波総合文化センター

　招待作家が一堂に会しキャンプの幕開けです。平高校郷土芸能部による五箇山民謡も披露され、

　　　　　 　いよいよ開幕！

　　　　　　　　　     　と　き　　８月１８日（日）～３０日（金）

　　　　　　　　     　　ところ　　　　 井波芸術の森公園　

　　　　南砺市いなみ国際木彫刻キャンプ２０１９

　開会式  　　入場無料

～木彫りを通して世界をつなぐ～

　　4年に一度開催し、今回で8回目となる国際交流イベント「南砺市いなみ国際木彫刻キャンプ2019」

 今回は井波芸術の森公園で、海外から8名、国内から4名と地元２グループの彫刻家が集い公開制作

 を行います。是非会場で原木から制作される迫力ある風景を間近で感じてみてください。

　　また、期間中は俳優で画家の片岡鶴太郎氏と井波彫刻協同組合との共同作品公開やトークショー、

「世界の食文化交流」や「踊り屋体」の披露など関連イベントが多数行われます。

　 みなさん、お気軽に会場へお越しください。

８月１８日（日）

　世界9か国の彫刻家たちが南砺市に集合！

 やキャンプ会場の様子・イベントなどを撮影して応募しよう！ 　

  優秀作品を表彰、展示します。（応募期間9/17～9/27）

 絵を描くコンクール 作品募集

　優秀作品を表彰、展示します。

　　　　　　　　　　　　　　　（対象：幼児・小学生）

　展示期間　　9月18日～9月26日  井波総合文化センター

８月１８日（日）～８月２８日（水）

  展示期間 　 10月12日～10月24日　井波美術館

８月１８日（日）～８月２８日（水）

　作品制作風景や会場の様子を楽しく描こう！

８月１８日（日）～９月１５日（日）　　

 キャンプ参加彫刻家の作品制作風景やキャンプ会場キャンプ参加彫刻家の作品制作風景

　  午前９時～午後５時    井波芸術の森公園　

　作家に話しかけて国際交流をお楽しみください。

　屋外展示8/31～9/15（井波芸術の森公園）　屋内展示9/18～9/26（井波総合文化センター）

　世界各国の招待作家が民族・伝統・文化を象徴する作品を制作します。

 公開制作

 フォトコンテスト 作品募集
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　午後1時30分～　井波総合文化センター

 俳優で画家の片岡鶴太郎氏と井波彫刻との共同制作作品が披露されます。

 また、トーク ショーも行われます。

　2015年に続き、今回も制作に参加させていただきます。

　＊材料費（1000円～）が必要となります。

ベナン共和国 バナナナゲット

料理名

８月２４日（土）

８月２５日（日）

 世界の食文化交流　　　食券　200円　（300食限定）

  午前10時～午後５時　　いなみ木彫りの里    　

中華人民共和国 杏仁豆腐

ハンガリー

ニョッキのトマトソース

国　名

ハンガリアン・グヤーシュ

イタリア共和国

　正午～午後1時30分　　いなみ木彫りの里

 木彫り体験教室

 木彫り体験教室で伝統工芸を体験してみませんか？

  ＊料理は変更になることがあります。

ルーマニア

～片岡鶴太郎氏コメント～

 「げんき」の３作品を日本の伝統である羽子板に彫っていただき、命を宿してまいります。

 てくださいました。そこに、私が墨と岩絵の具で龍の魂、生命力を表現いたしました。今回は、私の「桃太郎」「金太郎」

 前回の作品「龍聲」では、彫刻師の方がその匠の技で、私の龍の絵を見事に木から命を彫り上げ

８月２４日（土）・２５日（日）

 招待作家の出身国の郷土料理を南砺の食材を取り入れて調理。

 異国の食文化を体験してみてください。

ポルトガル共和国 カルド・ヴェルデ

モンゴル国 ボーズ

ミティティ

アメリカ合衆国 コーンのマカロニチーズ

日本 赤飯

 井波出身のヨガインストラクター「YUKO」によるレッスンを開催。

　作家たちとのお別れ会。どなたでもご参加いただけます。　＊会費２０００円

８月３０日（金）

　フェアウエルパーティ　　　　　　　会費制　　　　

　閉会式　　　　　　　入場無料

　　午後６時１０分～ 　井波総合文化センター

　　午後５時～ 　井波総合文化センター

  作家によるスピーチや福光出身のイリュージョニスト「ユウト」によるマジックも

　披露されます。

　　　踊り披露　13：30～、15：00～、18：00～

 １０年ぶりに井波彫刻を装飾した踊り屋体が復活。

　日本遺産　井波踊り屋体披露　

　サロンコンサート

　かわいい子供たちの踊りも披露されます。

　シンガーソングライター「大督」によるサロンコンサートを開催。

  フォークとクラシックを基盤に様々な音楽を取り入れた弾き語りスタイルで一人オーケストラと称されています。

　ヨガ教室　　　　　　　　　　　先着50名　（要予約）

 ヨガマットかバスタオルをご持参ください。　　

 実行委員会事務局までお申し込みください。

　　午後7時～午後７時50分　　いなみ木彫りの里創遊館　不思議劇場

　　午後８時～午後９時　　いなみ木彫りの里創遊館　大広間



　開　会　式 開会式・ウエルカムパーティ 8/18（日）

　キャンプ２０１９作品公開制作 木彫刻作品公開制作 8/18（日）～28（水）

　作家・作品紹介 作家紹介等 8/18（日）～30（金）

　作家小旅行 五箇山方面エクスカーション 8/29（木）

　閉　会　式 閉会式・フェアウエルパーティ 8/30（金）

　キャンプ完成作品屋外展示
キャンプ２０１９で制作された作品を制作会場で展
示し市民の鑑賞に供する。

8/31（土）～9/15（日）

キャンプ作品屋内展示 制作作品の屋内展示 9/18（水）～26（木）

日本遺産井波踊り屋体披露
本年度10年ぶりに復活し、井波彫刻を装飾した踊
り屋体と子供達の踊りを披露する。

8/25（日）

絵を描くコンクール 対象は幼児、小学生で、優秀作品を表彰 8/18（日）～28（水）

フォトコンテスト 対象は一般　優秀作品を表彰 8/18（日）～9/15（日）

気軽にアート（ワークショップ） うちわなどに墨や絵の具で書く 8/29（木）

お土産ガチャ 木彫りの里店内のお土産品のカプセルトイを設置 8/18（日）～30（金）

キャンプ横町（模擬店） 木製品等の販売展示・各種模擬店 8/18（日）～30（金）

木彫り体験教室 木彫り体験教室 8/24（土）～25（日）

片岡鶴太郎トークショー＆井波彫刻共同作品披露 羽子板を共同制作　　トークショー 8/24（土）

木粉絵
木粉絵体験やペレット製造体験と木製グッズや井
波関連の書籍を販売する。

8/23（金）～26（月）

ワールドサポートinいなみ
タオル・シャツ等を募集し、世界の難民や途上国
への支援につなげる。

8/23（金）～28（水）

みんなでワークショップ 木片を利用したネイチャーゲーム 8/25（日）

おらっちゃ人生桜歌隊 街中チンドン 8/25（日）

ガラクタの山をタカラの山にプロジェクト
本、CD、DVD等を回収する。BOOKOFFが買い取
り、買い取り代金が寄付金となるシステムを利用
して国際貢献活動の協力をする。

8/23（金）～28（水）

草木染め 木彫刻材料でハンカチ染め 8/24（土）

キャンプ限定道の駅切符配布 限定３００枚無料配布（各日１５０枚） 8/24（土）～25（日）

お茶会
海外作家に日本文化を味わってもらうとともに、来
場者との交流の場を設ける。

8/25（日）

世界の食文化交流
参加国１０か国の料理を会員が調理し、来場者に
販売、料理を通した文化の違いを理解し、作家と
一緒に味わう中で交流を図る。

8/25（日）

サロンコンサート
大督によるコンサートを開催。
京都府宇治市出身のシンガーソングライター。

8/25（日）

ヨガ教室
ヨガインストラクターYUKOによるレッスンを開催。
YUKO(高畑　祐子）・・・南砺市井波出身。

8/25（日）

彫りだしもの市コーナー他 8/24（土）～25（日）

日本遺産井波踊り屋体運行＆木彫り音頭生演奏他 8/25（日）

南砺市内６団体の獅子舞共演会 8/31（土）

南砺市内４０前後の獅子頭の展示 8/9（金）～9/9（月）

なんと伝統文化　獅子舞展 南砺市の獅子舞の歴史と文化の資料等の展示 8/9（金）～9/9（月）

かんじょうじ蚤の市 フリーマーケットほか 8/25（日）

南砺市いなみ国際木彫刻キャンプ２０１９　イベントスケジュール

イベント名 内　　容 開催期間

井波彫刻まつり

南
砺
市
い
な
み
国
際
木
彫
刻
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ャ
ン
プ
２
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１
９

関
連
イ
ベ
ン
ト

関
連
事
業

獅子舞共演会

祭礼　獅子展



開会式・閉会式スケジュール

◆開会式  ８月１８日(日) １７：００～  井波総合文化センター メモリアホール 

１７：００   ・オープニング            平高校郷土芸能部          

１７：２０   ・開式の辞 

  ・開会のあいさつ          実行委員長    忠 田 憲 美 

   ・歓迎のあいさつ          実行委員会長  田 中 幹 夫 

１７：３０   ・招待彫刻家登壇（順次紹介）  花束贈呈 （井波中学校生徒） 

１７：４５   ・来賓祝辞              富山県知事    石 井 隆 一 

                                衆議院議員    橘   慶一郎 

 ・来賓紹介 

  ・祝電披露 

 ・閉式の辞 

◆ウエルカムパーティー   エイトホール（実行委員と招待作家出席） 

 １８：１０  ・開宴の辞              実行委員長      忠 田 憲 美 

 １８：１３  ・乾   杯              実行委員会副会長 向 川 静 孝 

        ・歓 談 

        ・招待彫刻家の紹介        

１９：２０  ・閉会のあいさつ        副実行委員長    藤 崎 秀 平  

◆閉会式  ８月３０日(金) １７：００～  井波総合文化センター メモリアホール 

 １７：００  ・オープニング           イリュージョニスト「ユウト」 

（南砺市福光出身のマジシャン） 

 １７：２０  ・開式の辞 

        ・主催者のあいさつ        実行委員長      忠 田 憲 美 

        ・来賓祝辞                  富山県知事      石 井 隆 一 

        ・祝電披露 

 １７：３０  ・参加証、記念品の贈呈    田中会長、忠田委員長 

        ・招待彫刻家スピーチ 

        ・御礼のあいさつ          実行委員会長    田 中 幹 夫  

        ・閉式の辞 

◆フェアウエルパーティー   エイトホール（会費 2,000円） 

 １８：１０  ・開宴の辞 

  ・乾杯                  副実行委員長   加 藤  淳  

        ・歓 談 

 １９：１０  ・閉会のあいさつ           南砺市教育長    松 本 謙 一 
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１  目的
　  幼児教育・保育の無償化は、生涯にわたる人格形成の基礎を培う幼児教育の重要性から、
  幼児教育の負担軽減を図ることを目的に実施されます。

２  保育料
　①３～５歳児　・認可保育所・認定こども園等のすべての子どもたちが無償〈国制度：新〉

　②０～２歳児　・市民税非課税世帯等は無償                            〈国制度：新〉

　　　　　　　　・第３子以降は無償                               〈市単：従来どおり〉
　　　　　　　　・第２子は小学校３年生までの範囲で最年長の子どもから
　　　　　　　　　順に２人目は半額　　                           〈市単：従来どおり〉
　　　　　　　　・三世代同居世帯は３０％軽減                     〈市単：従来どおり〉

３　給食費(副食費、主食費)
　①３～５歳児　・副食費は従来どおり保護者負担として徴収、月額4,500円(国の上限)

・年収360万円未満相当世帯等は副食費は無償             〈国制度：新〉

　②０～２歳児　・給食費は従来どおり保育料に含んで徴収

　③０～５歳児　・第３子以降は無償                               〈市単：従来どおり〉
　　（共通）　　・第２子は小学校３年生までの範囲で最年長の子どもから
　　　　　　　　　順に２人目は半額        　　                   〈市単：従来どおり〉
　　　　　　　　・三世代同居世帯は３０％軽減                     〈市単：従来どおり〉

４　対象と範囲
　　　　　　　  　　　　　　　    　　　　○：無償化対象　（※）：保育の必要性の認定が必要

認可保育所

認定こども園

（保育認定２・３号）

○（※） ○

３～５歳児 市が定める保育料が 市が定める保育料が ○（※）

０円となる ０円となる 上限 37,000円／月

副食費は実費徴収 副食費は実費徴収

○

市が定める保育料が

０円となる

副食費は実費徴収

市民税非課税世帯 ○

満３歳児 市が定める保育料が

０円となる

副食費も免除

○（※）

市民税非課税世帯 市が定める保育料が ○（※）

０～２歳児 ０円となる 上限 42,000円／月

副食費も免除

従来どおり保育料徴収

（主食費・副食費含む）

※実費として徴収されている費用（行事費など）はこれまでどおり、各家庭の負担となります。

※給食費（副食費等）については、これまでも保育料の一部として保護者の方に負担していただいて

　いました。今後、３～５歳児の保育料は無償化されますが、副食費はこれまでどおり保護者の負担

　となります。

※３～５歳児の副食費については、無償化以前の保育料軽減要件と同様の軽減を行い、０～２歳児に

　ついては、従来どおりの保育料軽減（副食費等も含んだもの）を実施し、保護者の負担が増えない

　ようにします。

０～２歳児

（３歳の誕生日から最初の
3月31日までにある子ども）

（３歳の誕生日から最初の
3月31日までにある子ども）

満３歳児

南砺市における幼児教育・保育の無償化について(令和元年１０月以降)

区分
認定こども園
（教育認定１号）

認可外保育所等
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期　　日 曜 時間 会議・行事 会　　場

8月7日 水 13:30 新任ALT辞令交付式（イツァヤナ・ソロルザーノ） 教育長室

8月7日 水 15:00 第１回南砺幸せなまちづくり創生総合戦略推進委員会
福野庁舎
講堂

8月8日 木 10:40 なんとイングリッシュチャレンジ最終日 福野文化創造センター

8月9日 金 8:30 南砺市中学生オーストラリア派遣事業出発結団式 アスモ２階

8月9日 金 13:30 南砺市教育講演会 井波総合文化センター

8月10日 土 10:00
東京2020応援プログラム「平野早矢香　卓球教室」開会式あいさ
つ

福光体育館

8月13日 火 18:30 全国中学生体育大会出場選手壮行式
福野庁舎
講堂

8月18日 日 17:00 南砺市いなみ国際木彫刻キャンプ2019開会式 井波総合文化センター

8月21日 水 14:00 大牟田市教育委員会ESDシンポジウム 福岡県大牟田市

8月22日 木 17:00 大牟田市教育委員会ESDシンポジウム(AMまで　PM戻り） 福岡県大牟田市

8月23日 金 9:30 記者会見事前レク 庁議室

8月23日 金 12:15
３市教育センター準協業研修
外国語活動研修　開会あいさつ

井波総合文化センター

8月25日 日 8:00 南砺市総合防災訓練 城端地域

8月26日 月 9:00 定例庁議 庁議室

8月27日 火 13:30 いなみ国際木彫刻キャンプ「絵を描くコンクール」作品審査 いなみ木彫りの里

8月27日 火 13:30 定例記者会見
福野庁舎
301会議室

8月30日 金 13:10 県市町村教育委員会連合会県要望策定委員会 富山市役所

8月30日 金 17:00 南砺市いなみ国際木彫刻キャンプ2019閉会式 井波総合文化センター

9月2日 月 9:30 議会　全員協議会 全員協議会室

9月2日 月 10:00 議会  本会議
福光庁舎
議場

9月2日 木 14:00 第１回総合戦略推進委員会
福野庁舎
講堂

9月6日 金 15:00 第２回井口地域小中一貫校設置協議会
井波庁舎
多目的ホール

9月7日 土 8:30 市内中学校運動会 市内中学校

9月9日 月 9:30 議会　本会議
福光庁舎
議場

9月10日 火 9:30 議会　本会議
福光庁舎
議場

9月11日 水 13:00 教育委員会事務の点検・評価委員会
井波庁舎
301会議室

9月17日 火 13:30 総務文教常任委員会
福光庁舎
委員会室

南砺市教育委員会　会議・行事予定（8月～9月まで）



期　　日 曜 時間 会議・行事 会　　場

9月19日 木 9:40 学校訪問研修 井口小学校

9月19日 木 13:30 議会　全員協議会
福光庁舎
全員協議会室

9月20日 金 15:30 議会　本会議
福光庁舎
議場

9月21日 土 10:00 いなみ国際木彫刻キャンプ「絵を描くコンクール」表彰式 井波総合文化センター

9月30日 月 13:50 学校訪問研修（拠点校２／２） 福光東部小学校

9月30日 月 14:00 南砺市戦没者慰霊祭
福野文化創造センター
ヘリオス


