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第２次南砺市教育振興基本計画 第２回策定委員会会議録

１．日  時  令和元年１１月２７日（水） 午後２時００分から午後３時３０分 

２．場  所  南砺市役所井波庁舎 ３階多目的ホール 

３．出 席 者  ・委員１４名 

        水上義行 委員、山田誠 委員、森田正人 委員、中川加夜子 委員、 

横山一乃 委員、玉井順一 委員、土原久美子 委員、岩井透 委員、 

舘英二 委員、長谷川総一郎 委員、山下郁子 委員、小森久美 委員、 

田尻正美 委員、前田啓子 委員 

        ・事務局１７名 

        松本謙一（教育長）、村上紀道（教育部長）、此尾治和（ブランド戦略部次長・

文化・世界遺産課長）、武田秀隆（教育部参事・こども課長）、氏家智伸（教

育総務課長）、桜野高弘（生涯学習スポーツ課長）、水上武司（スキー国体推

進室長）、安川絹枝（中央図書館長）、北島一朗（教育総務課副参事）、堀桂

子（教育総務課主幹）、教育総務課主事（１名） 

４．欠 席 者  ・委員１名 

        尾田慎一郎 委員 

５．傍聴人数  なし 

６．協議事項  （１）第２次南砺市教育振興基本計画（案）について 

○開会 

○委員長挨拶 

（水上委員長） 

教育の問題について、非常に大きな話題になっていることは、皆さまも感じておられること

と思います。小学校においては、新しい学習指導要領とそれに伴う様々な施策がいよいよスタ

ートします。学校、あるいは子どもを見れば、その地域の未来が見えるということがよく言わ

れるので、教育にかかる期待が大きくなるのではないかと思っています。南砺市においても、

新しい試みが、世間の興味の対象となったり、注目を浴びたりしていると言っても過言ではな

いと思っています。これからの５年間における計画を策定するにあたり、５年間で何ができる

か、どういう成果を世間に提供していけるか、そして、どのように子どもたちを育んでいくの

かについて、多くの意見を反映した教育政策を実施していただきたいと思います。限られた時

間ではありますが、今日はよろしくお願いいたします。

○協議事項 

※各課長から説明 

○今後のスケジュールについて 
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○閉会あいさつ 

（岩井副委員長） 

委員の皆さまありがとうございました。委員の皆さまの協力、そして事務局の努力により、

本回をもちまして、第２次南砺市教育振興基本計画が大まかに形となってきました。年明けに

は立派なものができると思っています。文章や文言の解釈、言葉の使い方には人それぞれのも

のがあるので、なかなか統一することは難しいのかもしれませんが、全てを書ききれるもので

もないと思います。私はこのような計画は行間が大事だと思いますので、何も書いていない白

い行間に具体的な策がどう入っていくのか、その思いが具体的に実行されるような計画になれ

ばよいと思っています。 

質疑・意見 

策定委員 

策定委員 

教育総務課所管

１６ページの【現状と課題】の赤字部分に、「教員の多忙化により、児童生

徒と向き合う時間が確保できなくなってきています」とある。「できなくなっ

ている」という断定的な言い方には違和感を覚えるので、「時間を確保しにく

く」というぐらいに弱めた方がよいのではないかと思う。１７ページの【主

な取組み】⑤教員の働き方改革については、「教員が子どもと向き合える環境

を整え」とあるが、「子ども」と表記するのか「児童生徒」と表記するのか。

【現状と課題】の中点３つ目の表記に合わせるなら、この部分も「児童生徒」

とした方がよいのではないかと思う。その続きに、「教職員組織の教育力の向

上や教科指導研究時間を確保するため」とあるが、「教職員組織」や「教科指

導研究時間」という言葉に馴染みがないので、これらの言葉は使わない方が

よいと思う。この一文は例えば「教員が児童生徒と向き合える環境を整え、

教育力の向上をはかり、教材研究等の時間を確保するため」としてはどうか。

⑥教育の機会均等については、「経済的な理由により就学困難な」とあるが、

「就学が困難な」とし、「が」を入れた方がよいと思う。中点２つ目の特別支

援学級については、「普及や奨励に努め、個に応じた教育を実現します」とあ

るが、最近では「一人一人の教育的ニーズに応じた」という言い方をしてい

る。それに合わせて、「一人一人の教育的ニーズに応じた教育を実現します」

の方がふさわしいのではないか。

１２ページの一番上に表が新しく入ったが、表に関する記載は１１ページ

の【現状と課題】の中点２つ目にあり、少し分かりにくい。１２ページの表

を見てから文章を読む方が分かりやすい。１１ページの青字部分だけを読む

と疑問を感じる方がおられると思うので、このままの配置にするのであれば、

言い回しを少し変えた方がよいと思った。印刷する際に変わるのだと思うが、
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策定委員 

策定委員 

事務局 

策定委員 

事務局 

策定委員

文字が抜けている箇所がいくつかあった。４ページと５ページなど、特に写

真を載せている部分で何箇所か抜けているところが見受けられたので確認を

お願いしたい。

８ページの【取組みの基本的方向】の中点１つ目について、『「ふるさと学

習」を推進することで、ふるさとを知り、ふるさとに学び、ふるさとに誇り

をもち、ふるさとを愛し』とあり、そのあと急に「郷土の未来を･･･」となっ

ている。ここは「ふるさと」で統一した方がよいのではないか。ここだけ「郷

土」にすることに何か意味があるのかと思いながら読んでいたが、「ふるさと」

とした方が２０ページの生涯学習スポーツ課所管の文章とも整合性が取れる

ので、「ふるさと」で統一した方がよいと思う。

１５ページの【主な取組み】①体力・運動能力の向上や部活動の支援の中

点４つ目に、「どのような形態の部活動が望ましいのか、保護者や地域、関係

団体との協議を進めます」とある。大人であればアスリート目線で書いたり、

アスリートに直接聞いたりすることもできるが、中学生には意見を聞かない

のか。計画に記載するかどうかは別として、実際に行うのは子どもたちだと

思うので、子どもたちの意見も聞く必要があるのではないかと思う。

言われる通りだと思う。

１８ページの「トイレ洋式化の推進」の目標値が８６.５％になっているが、

他の参考指標の目標値は小数点以下が全部丸い数字になっている。この部分

だけ小数点以下が端数になっているのは、計算の仕方が異なるからか。

建物の整備に関するものには計画があり、トイレの洋式化もその計画の中

に含まれている。その計画に基づくと令和６年度では８６.５％となるため、

その数字を記載してある。

１５ページの【主な取組み】に②生活習慣改善の支援という項目を入れて

いただき、ありがたいと思っている。データや統計は無いと思うが、私はこ

の項目内にあるゲームの使用時間や家でどれだけインターネットに繋がって

いるかということが、１２ページの上の表にある家庭学習の時間と裏表の関

係にあるのではないかと思っている。勉強をしないのではなく、これだけゲ

ームをしていれば勉強ができるわけがないという実態をすごく感じている。

家庭学習の時間に関する統計のあとに、逆にこれだけゲームをしているとい

うことが分かるゲーム・インターネットの使用時間に関する統計があって、

最後に１５ページの②生活習慣改善の支援の項目があれば、強い説得力があ

るように思う。各学校ではデータを持っていると思うが、南砺市全体のデー

タがあれば、載せた方が分かりやすいと思う。私は、子どもたちに勉強をし

なさいというより、まず生活習慣を立て直す方が先ではないかという気がし

ている。生活習慣を立て直すためには、もっと家庭で働きかけをしてもらわ

なければならない。学校でも一生懸命働きかけているが、実際、家で夜の２
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策定委員

事務局

策定委員

策定委員

策定委員

事務局

策定委員

事務局

事務局

策定委員

事務局

策定委員

２～２６時にインターネットに繋がっているかどうかまで、学校では確認で

きない。家庭でしっかり見てもらわなければならないということを、ぜひ強

調していただければありがたい。もちろん学校でも働きかけは継続していく

が、家庭教育の部分が大きいと思うので、それを方向性として明示していた

だければありがたい。

１３ページの④幼・保小連携事業の推進の中点１つ目に「双方の指導方針

を理解するために、日常的に園児と児童、保育士と教員の相互交流を行いま

す」とある。この文の「日常的に」という言葉は、毎日毎日繰り返して行っ

ているようなイメージを持つので、言い方を変えた方がよいと思う。

「日常的に」というよりは「継続的に」というイメージか。

「継続的に」の方が表現としては近いと思う。

１７ページの③学校図書館の充実について、「大規模改修工事を実施する際

に」という表記が入っているが、この表記はいらないのではないか。大規模

改修工事が無かったら整備しないのかというようにも受け取れる。学校図書

館の充実については、工事が有ろうが無かろうが図っていかなくてはいけな

いと思う。同じように④施設整備のトイレに関しても、大規模改修が無けれ

ば洋式化しないのかというようにも受け取れるので、できればこのような表

記は除いて、前向きに書いた方がよいのではないかと思う。

１５ページの③望ましい食習慣の形成の写真について、なんとハートフル

ランチの写真だと思うが、私はこの写真を見るとまず市長さんが目につく。

それよりも、もっと子どもたちが楽しく食事をしているような写真の方が望

ましいと思う。

事務局側でも差し替えた方がよいという意見があった。次回は子どもたち

が笑顔で楽しそうに食べている写真に差し替える。

生涯学習スポーツ課所管

２０ページの【取組みの基本的方向】の中点１つ目に、「３１の地域づくり

協議会」とある。現在の地域づくり協議会はまだ３１になっていない。来年

にはなると思われるが、現在は３つの公民館がまだ移行していない。

まだ移行していない３つの公民館も今後地域づくり協議会に移行するとい

うことを確認している。この計画は来年の４月から運用するものであるので、

このように表記させていただいた。

今後、変更があれば修正していく。

２６ページの③アスリートを応援する機運の醸成の写真について、ハート

フルランチの写真同様、激励されている方たちが写った写真の方がよいと思

う。

探して差し替える。

２３ページに井波文化センター、城端伝統芸能会館「じょうはな座」、福野
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事務局

策定委員

事務局

策定委員

策定委員

事務局

策定委員

策定委員

策定委員

事務局

文化創造センター「ヘリオス」の写真があるが、この会館がそれぞれモニタ

リングの A～C の評価を受けた施設だという意味として捉えてよいか。

 そのような意味で載せた写真ではない。

この３つの写真を載せた意味は何か。

この写真の意味が分からないということを委員さんは言いたいのだと思

う。このままでは A 評価あるいは C 評価などに見えるので、意味が分かるよ

うに場所を変えたり、説明を変えたりしてほしい。

こども課所管

２９ページの中点１つ目について、文章中に「を」をどこかに入れた方が

よいと思った。「必要な職員を確保していく」か、「必要な職員の確保をして

いく」と記載された方が違和感がないと思う。

３１ページの最後の「日常的に保護者と接する機会を生かして子育てや子

どもの発達などに関する相談対応の充実に努めます」という文は長すぎるの

で、「日常的に保護者と接する機会を生かして、子育てや子どもの発達などに

関する相談への対応に努めます」としたらよいのではないか。

そのように修正する。

文が長いと感じる部分がいくつかある。３０ページの③幼・保・小の連携

については、５行は長いと思う。一回文を切って接続詞でつないだらどうか。

２８ページの【現状と課題】の文も少し分かりにくくて、長いと思った。こ

の部分も２つに分けた方が私は分かりやすいと思う。

３０ページの最後に「天候・曜日に関係なく利用できる遊び場の検討を進

めます」とあるが、役所が使う「検討」という言葉にあまり前向きなイメー

ジを持っていない市民もいると思う。他の部分を見てもあまり「検討」とい

う言葉は出てこないので、もう少し具体的な言葉で書いた方がよいと思う。

それが難しくても、別の言葉で意気込みや気構えを表現したほうがよいと思

う。

２９ページの【主な取組み】①幼児教育・保育のカリキュラムの充実の中

点２つ目に、「自己肯定感が高い子どもを育てていくために、自然体験活動や

地域住民とふれあう活動等を」とある。自然体験活動や地域住民とふれあう

活動をすると自己肯定感が高い子どもになっていくというふうに受け取れる

が、非認知能力というのはそのような体験のみだけではなく、日常的な遊び

を通して育つと言われている。自分で判断したり、工夫したり、推測したり

ということができるようになるためには、やはり豊かな遊びが必要で、その

時間を確保することがとても大切だと考えられる。自己肯定感が高い子ども

を育てるためには、遊びを通した学びが大切になると思うので、どこかにそ

のような表記があればよいと思う。

検討する。同じく２９ページの【主な取組み】①幼児教育・保育のカリキ
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策定委員

事務局

事務局

事務局

策定委員

策定委員

事務局

策定委員

事務局

策定委員

事務局

ュラムの充実の中点４つ目の青文字部分について、冒頭に「保育園での」と

いう表記がある。これでは幼稚園が抜けているように見える。この文の内容

に関しては、保育園だけでなく幼稚園でも行っていることなので、保育園も

幼稚園も両方にかかるような言葉に修正させてほしい。

認定こども園はないのか。

南砺市では幼稚園というものがなく、全て認定こども園になっている。

保育園と認定こども園の両方にかかるように修正させてほしい。

一部で使用している幼児教育・保育施設というのは、そのようなものを全

て網羅しているので使用したが、表記についてはもう一度検討させてほしい。

２９ページの【取組みの基本的方向】の中点２つ目に３つの柱とある。知

識や思考力、学びに向かう姿勢、これを合わせて３つの柱という解釈である

なら、３つが分かるように括弧書きにした方がよいと思う。

総括

南砺市には幼稚園はなく、認定こども園と保育園だけだという話だったの

で、２０ページの③図書館サービスの充実の中点３つ目も、幼稚園ではなく、

認定こども園と表記を修正した方がよいのではないか。

修正する。

幼稚園はないということだが、言葉として「幼・保・小連携」という言葉

がある。日常化した言葉なので個人的には問題ないと思っているが、それは

構わないか。

それぞれ担当する課で資料を作成しているので、場所によって書き方が異

なる部分がある。きちんと確認する。

３５ページの写真にタイトルがないので、タイトルをつけておいてほしい。

子どもの貧困に関する記載が何箇所かある。今後、学校数の減少や保護者の

都合により転入学するケースが増えると思われるが、制服や鞄、運動服には

校章が縫いつけられているので、その都度調達しなければならず、お金がか

かる。具体的に何かしてほしいということではないが、貧困に関することを

言うのであれば、お金を支給する以外の方法でも支援が必要なのではないか。

校章を差し込み式にするなど、保護者が極力お金を使わずに子どもを学校に

通わせることができるような方向性にすべきではないか。スポーツクラブに

ついては、施設数を減らすということになるなら、横の連携をとり、他の施

設へ行っても同じようなサービスを受けられるようにするなどの方策を少し

ずつ考えてほしい。

スポーツクラブについては、検討を始めている。制服については、まだ検

討していない。現在進めている（仮称）井口地域義務教育学校でも地元から

はぜひ制服を作ってほしいと聞いているが、転校するときにどうするかとい

う問題は難しい。一度事務局で検討させてほしい。
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策定委員

事務局

策定委員

事務局

策定委員

策定委員

事務局

策定委員

制服を作ってはいけないということではなく、統一させていけばよいので

はないか。都会から子ども連れで実家に戻り、仕事も無く祖父母の年金にす

がりついているという家庭も増えているようなので、そういった家庭でも安

心してすぐ学校に通わせられるような環境があればよいと思う。移行期間と

して一定期間は前の学校の制服でもよいということは分かるが、結局は新し

い制服を買わなければならず、なかなかお金がかかる現状のように思う。

難しい問題だと思う。例えば、転校してくる子どもたちのために、卒業生

に制服を寄附してもらえないかお願いするのはどうか。ただ、この案以外に

すぐに良い案が浮かばないので、もう少し時間をいただきたい。

制服については、福野地域で実際にそのようなことをしていると聞いてい

る。そこへ問合わせてみてはどうか。

その取組みを全学校で実施できればよいと思う。

３５ページの【主な取組み】①子どもと家庭への総合的な支援（拠点づく

り）の中点２つ目について、「保育園、小中学校」とある。そこに「認定こど

も園」という言葉も入れていただきたい。

同じページの③児童発達支援の充実の中点２つ目については、きちんと「保

育園・認定子ども園における」と書いてある。ただ、続きに「保育士の専門

性を高める研修を行い」とあるが、保育園の場合は色々なかたちで働いてい

る方がおられるので、「保育士」という表現が妥当なのかどうか。例えば、無

免許で保育補助的な業務をしている方もいるが、そのような方も専門的なこ

とについて勉強した方がよいと思うので、「保育者」と表現した方がよいのか

もしれない。保育士だけに限定することには少し疑問を感じた。

働く人や園の表記の仕方については統一されておらず、他にもたくさん指

摘されるような部分があると思われる。そのため、例えば最初に保育者と書

いて、括弧書きで詳細を書き、そのあとは一回一回全てを書かなくても分か

るようにするなど、短い言葉でまとめて使えるよう工夫したい。保育園だけ

とか保育士だけのように、ある一部分のみが該当するかのような書き方にな

らないようにというご指摘だと思うので、表記の仕方について検討させてほ

しい。

１１ページに米印で言葉の正式名称や意味が書いてあり、その中に「ESD」

という言葉がある。この「ESD」は最近新しく出てきた言葉だが、経済界に

はこれとよく似た「ESG」という言葉がある。「ESD」という言葉は、教育

新聞を読んでいないと分からないと思う。経済新聞で使われている「ESG」

の「E」は環境を指しているが、教育新聞で使われている「EDS」の「E」は

教育であり、環境ではない。それが非常に分かりにくいと思う。一般的に広

まってきている「SNS」や、１４ページの「ICT 教育」に英語表記をつける

なら、「ESD」についても英語表記を載せた方がよい。これでは少し不親切
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だと感じる。

記載する。

私はふるさと意識がどのように育つのかということを、昔からよく考えて

いた。ふるさとという言葉は様々なページで出てくるが、南砺市には山や川

がたくさんあってとても素晴らしいことだと思うので、もっとその「山」や

「川」を文言として取り入れた方がよいのではないかと思う。「山」や「川」

という言葉は校歌にも出てくるし、井波小学校に年に１回学習発表会に行く

と八乙女山が見えて、子どもたちは６年間八乙女山を見て育ち、それがふる

さと意識を養うのだと感じる。だからもっとふるさと意識を育てるために、

「山」や「川」という文言を出していった方がよい。これは幼児期よりも小

学校中学年くらいの時期から教育することが大事だと思うので、その対策を

考えていただきたい。私は史学について話をしに行く機会が多く、井口地域

にも取材をしに行ったことがある。井口地域には赤祖父山という山があり、

８人の方に聞いてみたが、知っている人は一人もいなかった。だから「山」

や「川」など、ふるさと意識を高めるような文言をどこかに入れた方がよい

と思う。もう少し自分たちでしっかり意識することが、よりふるさと意識を

育てる１つの教育だと思う。

言われるとおりだと思う。そこまで細かいことはこの計画の中に書けない

かもしれないが、この計画を具体化する上では、委員さんがご指摘されたよ

うなことを踏まえた方策を考えていきたいと思う。

３９ページの【参考指標（数値目標）】の青字で書かれた６０人について、

受入環境の問題だと説明されたが、具体的にはどのようなことか。

この「アートで遊ぼう」の事業は、まず自分たちで紙をすく和紙すき体験

から始まり、自分たちですいた和紙に、にじみ・ちぎり・ぼかしの３種類の

手法から選んで作品を作る体験メニューを組んでいる。市内から公募して、

５人くらいの先生に指導してもらいながら実施するかたちをとっている。和

紙すきに時間がかかること、その後の制作時間、移動時間の問題から、関係

者等と協議し、６０人が限度だという結果になった。

委員さんが言いたいのは、１回の定員が６０人だということは分かるが、

例えば内容を変えて２回実施するなど、まだまだ改善の余地があるのではな

いかということだと思う。１年で急に増やすことはできないかもしれないが、

もう少し工夫して、もっと子どもたちの要求に合うようなものにできないか、

もう一回検討させてほしい。


