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基本理念（教育目標） 

南砺市教育委員会重点施策（案） 

本市では、次のことを教育目標として掲げます。 

未来を切り拓く南砺の人づくり 

全ての人が心豊かに暮らす教育環境の充実 

教育目標の実現のため、本市教育の目指すべき方向を踏まえて、次の５つを基本目標とし

ます。 

１ 豊かな人間性を育む学校教育の充実 

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

ます。基礎的・基本的な学力を確実に身に付けるよう努めるとともに、家庭・学校・地

域が果たす役割を明確にし、共に支え合うとともに、子ども一人ひとりの個性や能力を

伸ばし、自他共に認め合うことができる教育を目指します。また、将来地元を支える活

力につながる「ふるさと教育」を推進する中で、未来へ向けた人づくりを行います。 

２ 生きがいある暮らしのための生涯学習の推進 

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

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

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

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

します。 

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

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

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

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

努めます。 

４ 子どもが健やかに育つ環境の充実 

５年間の重点目標(令和２年度～６年度) 

基本目標 

資料　１
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地域の風土や自然などに愛着と誇りをもち、能力や可能性を伸ばす魅力ある幼児教

育・保育を実践します。 

幼児教育・保育施設（保育園・認定こども園等）における提供量の確保及びサービスの

充実とその質の向上を図ります。 

児童館や放課後児童クラブをはじめとする児童の居場所づくりを推進し、児童の健全

な育成及び共働き世帯の子育てと仕事の両立を支援します。 

家庭や地域社会全体の子育て力の向上に努めるとともに、子育て支援サービスの機能

や情報、子育て等に関する相談体制を強化し、すべての子どもが家庭環境や障害などに

関わらず、健やかに育つための支援体制の充実に取り組みます。 

５ 文化財の保存・活用と伝統文化の継承 

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

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

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

成、地域の宝を後世に継ぐ担い手の育成に努めます。 

令和２年度の主な取組 

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

学校・地域社会が一体となって下記の具体的な事業に積極的に取り組みます。 

※第２次南砺市総合計画事業で取り組むもの 

１ 豊かな人間性を育む学校教育の充実 
―ふるさとを誇りに思い、未来を切り拓く なんとっ子の育成を目指してー 

（１）自他を尊重し、思いやりと助け合う心の育成 

※① ふるさと教育推進事業 

② 市いじめ問題対策連絡会議を核にした子どもいじめ防止対策の推進 

③ 「いじめ早期発見・早期対応のためのアンケート」の実施 

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

⑤ スクールアドバイザー配置事業 

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

育支援計画」等の立案・策定への支援 

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

能性がある子どもと保護者への情報提供及び相談体制の充実 

⑧ スクールソーシャルワーカー、適応指導員等による相談体制の充実 

⑨ 適応指導教室運営研修の実施 

⑩ スタディ・メイトの配置による支援体制の充実 

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

※⑫ 帰国・外国人児童生徒支援事業《新》 

⑬ キャリア教育の推進 

（２）確かな学力の育成 
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① 小中一貫教育推進事業  

※② 井口地域義務教育学校設置事業 

③ 兼務発令による小・中学校教員の授業交流の促進 

※④ 山村留学定住事業《拡充》 

※⑤ 学校間をつなぐ遠隔協働学習 

⑥ とやま型学力向上総合支援事業の推進 

⑦ なんとっ子まなびサポーター（国語・算数（数学）学習サポーター）の配置 

⑧ 小・中学校への ALT 派遣による外国語活動の充実 

⑨ 児童生徒の学力を把握し指導の改善に役立てる「全国標準学力検査」(NRT)の実施 

⑩ なんとイングリッシュチャレンジ事業 

⑪ 英語検定（３級以上）助成事業 

⑫ 英語学習パートナー派遣事業 

⑬ 教員の授業力向上に向けた研修の実施 

⑭ 奨学資金支援事業の実施 

（３）健やかな体の育成 

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

しい学校給食週間」「なんと自然給食ものがたり」の実施 

※② 中学校部活動指導員配置事業《拡充》 

③ 中学校部活動のあり方検討会《新》  

（４）学校教育を支える環境の整備 

※① 電子黒板・実物投影機等の整備及び ICT 機器の活用の推進 

② 通学路安全点検の実施 

③ スクールガードリーダー配置事業 

④ 学校図書館図書の整備 

⑤ 福光中部小学校大規模改修工事（4期工事） 

⑥ 中学校防犯カメラ設置工事 

⑦ トイレ洋式化の推進 

⑧ チーム担任制（多学級合同指導体制）の実施《新》 

⑨ 事務職員の兼務発令により学校事務をチーム化して取り組む《新》 

⑩ 教育教材備品の整備 

２ 生きがいある暮らしのための生涯学習の推進
（１）生涯学習活動の推進 

① 地域の生涯学習活動への支援 

② 地域づくり協議会の生涯学習担当者の資質向上に向けた研修会等の実施 

③ 「南砺市民大学講座」「緑の里講座（高齢者大学）」の実施 

④ 心豊かな子どもを育てる体験活動の実施 

※⑤ 各小学校区で小学校の余裕教室等を活用した「放課後子ども教室」「土曜学習推進事業」 

の実施 

※⑥ 中学生が夏休みを過ごす際の学習の場を提供する「中学生土曜学習推進事業」の実施 

⑦ 社会教育団体の活動への支援 

⑧ 地区高齢者学級への支援 

⑨ 幼・保・小・中で開催される子育て講座等、家庭の教育力向上への支援 

⑩ 「なんとっ子家庭教育 10 か条」の活用 

⑪ 蔵書の充実とレファレンスサービスの提供による利用者ニーズに対応した図書館 
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サービスの充実 

⑫ 各施設と連携を図った図書の団体貸出しの実施 

⑬ 「南砺市視聴覚ライブラリー」の開設《新》 

（２）青少年健全育成活動への支援 

① 地域に密着した活動を実施している青少年育成市民会議への支援 

（３）社会教育施設の整備・充実 

① 井波総合文化センター高圧受電設備気中開閉器ほか更新工事《新》 

② 福野文化創造センター構内樹木強剪定業務委託《新》 

③ 福野文化創造センター階段手摺り設置工事《新》 

④ 平若者センター春光荘屋根改修工事工事《新》 

３ 健やかな心と体を育む生涯スポーツの推進
（１）市民スポーツの推進 

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

② 総合型スポーツクラブの活動への支援 

③ ニュースポーツ、レクリエーションスポーツなどの生涯スポーツの紹介及び推進 

④ 南砺市の特徴を生かしたスポーツ大会の誘致及び開催 

⑤ 東京 2020 オリンピック聖火リレーの開催《新》 

⑥ 東京 2020 オリンピック事前合宿への支援《新》 

（２）競技スポーツの振興 

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

② 全国大会等のスポーツ大会出場への支援 

③ 北信越国体開催への支援《新》 

（３）スポーツ施設の効率的な運営と整備 

① 各体育施設の指定管理者による効率的な管理運営の推進 

② 旅川体育館等高圧受電設備更新工事《新》 

③ いなみ木彫りの里テニスコート照明修繕工事《新》 

④ 城端温水プールトイレブース更新工事《新》 

⑤ 福光プールマイクロバス購入《新》 

⑥ 城南スタジアムグラウンド改修工事《新》 

⑦ 城南スタジアム照明修繕工事《新》 

⑧ 城南スタジアム高圧受電設備修繕工事《新》 

⑨ 桂湖浮桟橋更新工事《新》 

４ 子どもが健やかに育つ環境の充実 
（１）未来をひらく子育ち支援 

① 第２期子ども・子育て支援事業計画に基づき、質の高い教育・保育及び地域子ども・子育

て支援事業の計画的な実施（子ども・子育て会議の開催） 

② 幼児教育・保育のカリキュラムの充実 

     ・日常的に豊かな遊びや自然体験活動等を取り入れた幼児教育・保育の実施 

・親子が一緒になって行う運動遊び体験等の実施による子どもの運動能力の向上 

・保育者や保護者が同じ価値観に立ち非認知能力を身に付ける子育てをする意識の浸透 

③ 会計年度任用職員制度による保育士・看護師・調理員等の人材確保 

④ 子どもや保護者等を支援するための保育士研修の充実による資質の向上 
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⑤ 幼児教育・保育施設へのアドバイザーの計画的な訪問と指導・助言による資質の向上 

⑥ 幼・保・小の連携の推進 

⑦ 健やかな保育環境の確保のための施設・設備修繕工事、備品購入等 

⑧ 空調設備更新工事（平みどり保育園・利賀ささゆり保育園）《新》 

⑨ 私立保育園・認定こども園等への支援の充実（施設型給付の支給、特別保育事業への支 

援、民間保育園等育成利子補給金の支援） 

（２） 子育てを担う家庭への支援 

① 保育園・認定こども園等における幼児教育・保育の提供量の確保及びサービスの充実 

② 子育て支援センター等における子育て教室・講座の開催 

※③ 子育て・親育ち応援事業（夫婦が家庭で家事・育児をする意識の啓発及び父親が育児に積

極的に参加するための講座の開催） 

※④ 子育て交流サロンの実施（子育て支援センターでの土曜又は日曜開所の継続） 

 ⑤ ファミリー・サポート・センター事業の充実 

⑥ 次代の親の育成のため保育園・児童館等でのボランティア活動の受入促進 

⑦ 児童館及び※放課後児童クラブの業務、施設・備品の充実 

  ・福野児童センター「アルカス」大規模修繕工事《新》 

  ・福野児童センター「アルカス」備品購入《新》 

  ・福光児童館「きっずらんど」防犯カメラ設置工事《新》 

⑧ 地域主体の学童保育（※とやまっ子さんさん広場推進事業）への財政支援 

⑨ 保育料無償化等による経済的負担の軽減 

・国の幼児教育・保育の無償化 

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

代同居軽減）等による経済的支援） 

※⑩ 認可外施設に通う子どもにかかる利用料への支援 

※⑪ こども医療費・妊産婦医療費助成制度の実施 

※⑫ 出生祝い金制度の実施 

⑬ 児童手当等の給付 

※⑭ 子育て応援制度の拡充（ひとり親家庭や経済的支援が必要な家庭を対象とした、子育て応

援入学・卒業祝い金支給事業及び高校生子育て応援助成金交付事業（通学定期乗車券購入費

助成、医療費助成） 

（３）地域や企業における子どもと家庭への支援 

① 地区の交流センター等における地域の実情に応じた※子どもの居場所づくり促進事業の実

施（多世代交流事業、学習支援事業） 

② ワーク・ライフ・バランスの実現に向けた理解促進と啓発活動の実施 

③ 企業における子育てと仕事の両立への取組みの促進 

・※なんと！やさしい子育て応援企業認定制度の拡充（子育て応援環境づくりアドバイザ

ー派遣事業の実施） 

（４）配慮が必要な子どもと家庭への支援 

① 発達障がい児や特別な支援が必要な子への専門的な支援の実施 

（訪問、個別相談会、教室・講座の開催） 

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

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

の開催 

④ 児童虐待の早期発見や早期対応の実施 
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⑤ 子どもの権利条例づくり事業（市民向けに啓発するための講演会及び子どもの権利条約全

国フォーラムの開催支援《新》 

⑥ 子どもの貧困対策の推進 

⑦ ひとり親家庭への自立支援 

・修学資金・福祉資金等の貸付制度の周知徹底 

・自立支援等に関する随時相談の実施 

・※母子家庭等就業・自立支援事業の実施 

・ファミリー・サポート・センターひとり親家庭等利用支援事業 

５ 文化財の保存・活用と伝統文化の継承 
（１）世界マスタープランの推進 

①  世界遺産の保存 

② 小中学校への啓発活動 

（２）文化財展示・収蔵施設の機能充実 

① 埋蔵文化財センター展示の充実、体験学習会の開催 

② 城端曳山会館展示の充実 

（３）文化・歴史遺産の保存と活用 

① 指定文化財等の適切な保存・活用と普及啓発の推進 

② 古文書などの歴史資料や民俗文化財、埋蔵文化財の保存と調査・活用の推進 

③ 合掌造り家屋等茅葺き建造物の屋根葺替え等修理事業の実施 

④ 地域の貴重な建造物の保存と活用のため、国の登録文化財制度を活用 

⑤ 獅子舞、庵唄等の伝統芸能保存団体の活動支援 
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月　日 曜日 時　間 内　　　容 依頼元

1 7月4日 土 9:00～15:00
令和２年度幼稚園教諭免許状更新講
習選択講座

石川県地場産業振興センター

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

学会活動

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

教育長のスケジュール中承認を要するもの

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

【参考】
地方教育行政の組織及び運営に関する法律
服務等
第１１条第７号

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

H30年度～R３年度（残り2年間）

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

日本学術振興会
文部科学省
※金沢大学人間社会研究域客員
研究員として研究を継続
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令和２年３月定例会 一般質問答弁要旨（教育委員会関係） 

【令和２年３月５日(木)】 

蓮沼 晃一議員 代表質問（一括答弁式） 

２．公共施設再編について 

①公共施設再編の計画の現状と課題について 

②公共施設再編計画改訂方針検討委員会の提言を受け、市としての将来世代に

より良い南砺市を残すための施設 特に教育や文化施設再編への道筋を示せ 

田中市長 公共施設再編の将来への道筋についてお答えをいたします。 

  第２次南砺市公共施設再編計画の見直し作業につきましては、昨年９月に

外部委員による南砺市公共施設再編計画改訂方針検討委員会を立ち上げ、令

和27年度に保有すべき公共施設の機能と施設数について、その方針の素案を

まとめるため５回にわたり協議いただき、その結果を本年１月30日に提言と

して提出いただきました。 

  提言では、公共施設の耐用年数や施設から数値で得られる情報、国立社会

保障・人口問題研究所が公表した将来人口推計、財政シミュレーション等を

踏まえ、昨年３月末で保有している407施設を令和27年度までに162施設に縮

減すべきとの内容になっています。 

  今後、市で原案を作成する際には、施設で提供する行政サービスの地域へ

の貢献度や目指すべき施策、地域の実情等に配慮し、将来世代の子供たちに、

よりよい南砺市を残すよう申し添えられました。 

  このことを踏まえ、市では４回の行政改革推進本部会議を開催し、将来人

口や施設の耐用年数を基に、機能の集約化と複合化を図ることや、民間が提

供できる施設サービスは民間活力を活用することを原則として、将来の南砺

市における公共施設の保有数について検討を重ねてきました。 

  教育・文化施設における基本的な考え方について、今後も住民がそれぞれ

の地域に住み続けたいという希望が持てるよう、学校は現在の全ての中学

校区に義務教育学校を維持し、文化センターは、児童館や図書館の機能等

を集約した４施設を維持すべきと考えるなど、教育や子育てを含めて、地

域の人々が集う拠点施設としていきたいと考えております。 

  また、教育分野以外の施設については、保有優先度が高いと判断した施設

は、利用規模に見合うよう集約化を図りながら機能を維持し、優先度が低い

と判断した施設は民間活用を進めるなど、できるだけ地域への影響が少なく

令和２年４月１７日（金） 

第１回教育委員会提出 
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なるよう配慮しながら、保有する施設を最小限といたしました。 

  なお、保有する施設の多くは大規模な改修を行わず、可能な限り使用する

こととしていますが、利用者の安心・安全に重大な影響を及ぼすと予想され

る場合は、直ちに休止するものとし、その基準については次年度に検討した

いと考えております。 

  これらの考えにより作成した原案では、令和27年度保有数は206施設、約

24万6,000平米となり、30年間で５億円、１年当たり1,000万円程度の黒字と

なる財政シミュレーションとなりました。大規模改修を行わないとする前提

に立っての推計ですが、引き続き行財政改革に努め、持続可能なまちづくり

を進めていきます。 

  今後、市民の皆様に向けて説明会を開催し、再編計画の見直しの概要はも

ちろんのこと、南砺市の現状や次年度の取組についても周知、理解が深まる

よう努めてまいります。 

山田 清志 議員 個別質問（一問一答） 

１．将来の小中学校のあり方について 

②小中学校のあり方検討について、広く市民の前で議論を尽くすべきではないか。 

◆ハード面の取り組みに対しては、市民に見える形で学校のあり方の議論をし

っかり行った後に、責任を持って進めていくべきではないか。 

松本教育長 小中学校は、将来、全ての中学校区に義務教育学校を設置し、地

域と一体化した学校運営、小中一貫教育を進めていきます。これまでに実

施した説明会や意見交換では、小規模校になることを懸念する意見もあり

ましたが、概ね理解をいただいていると考えています。 

  小規模校のデメリットと言われている人間関係の固定化を防ぐため、来年

度からはチーム担任制として、朝の会や体育、図工などの教科で、複数の教

員が学年全体や２つの学年をまたがって支援・指導していく体制を整えます。

教員の良さを生かした質の高い授業を行うことが可能となり、また、適切な

人数で多様な意見に触れ合う機会が多くなります。 

現在の中学校を統合して、中規模の学校にすることについては、今後、

地域や保護者などから強い申入れがあれば、２０年から２５年後の児童・

生徒数を見ながら、選択肢の一つとして議論していきたいと考えていま

す。 

  令和３年４月に開校する予定の（仮称）井口地域義務教育学校は、統合予
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定の井口小学校、井口中学校ともに、既に改修すべき時期を過ぎています。

市内で初めて設置する義務教育学校、市が進める小中一貫教育の実践モデル

校として、先導的な教育課程が効果的に実施できる校舎として整備してい

きたいと考えています。 

中島 洋三 議員 個別質問（一問一答） 

１．暖冬と新型コロナウイルスの影響について 

③新型コロナウイルスの対応について 

◆小中学校や保育園に対しての対策を問う 

田中市長 ２月２５日に臨時の保育園長・小中校長会を開催し、感染症対策に

ついて周知徹底を図るため、保護者宛てに周知するとともに、各保育園、小

中学校に対して、新型コロナウイルス感染症が発生した際の危機管理マニュ

アルの作成を依頼しています。２７日の夜には、安倍首相から学校への臨時

休校の要請がありました。すぐに教育委員会と相談し、情報収集をして、砺

波市、小矢部市との連携も図りながら、臨時休校できるかどうかという議論

をしていただきました。 

２月２８日には２回目の臨時保育園長・小中校長会を開催し、臨時休校に

スムーズに入ることができるよう、共通理解を図っていただきました。 

そして、３月２日には３回目の臨時小中校長会を開催し、休業中の児童・

生徒の家庭訪問や、電話で逐次連絡を取り合うこと、家庭での学習をどのよ

うに支援していくかなどの理解を図りました。 

  また、日中、子供を見守ることが難しい家庭においては、放課後児童クラ

ブで、時間を延長して朝８時から夕方６時半まで預かるというお知らせをさ

せていただきました。登録人数は全体で４４０名弱ですが、現在、来ていた

だいている子供たちは２０％以下で、非常に安定した状態で活動させていた

だいています。これは、ご家族のご理解があってこそだと思っています。今

後来ていただく子供が増えた場合に、支援員が不足する事態が生じた場合に

は、スタディメイトや教員の協力も得ながら、取り組んでいくことについて、

学校側の了解を得ています。 

  ３月４日には４回目の臨時小中学校の校長会を開催し、卒業式や修了式に

ついての検討をさせていただきました。その中で卒業式は予定の日に実施す

ること、可能な限り時間や人数を縮小しながら、体育館の入り口にはアルコ

ール消毒液を設置し、マスクを携行するなどの感染防止策を行ったうえで執
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り行うことが確認されました。 

  保育園については、通常どおり保育を行っていますが、感染防止のため、

できる限り家庭での保育をお勧めしています。病児、病児後の保育について

も、通常どおり保育を行っています。一時預かり、土曜保育・休日保育は、

やむを得ない場合のみ受入れを行っている状況です。 

  今後も、保育園長・小中校長と連携し、新型コロナウイルスの感染防止に

万全を期し、園児、児童・生徒の支援に当たってまいりたいと考えていま

す。 

長井 久美子 議員 個別質問（一問一答） 

１．国の登録有形文化財（建造物）として答申された、赤祖父円筒分水槽を活

かした周辺整備について問う 

③円筒分水槽の役割等が、学校教育及び生涯教育のツールとして利用できるの

では 

村上教育部長 赤祖父円筒分水槽は、地域の文化遺産に位置づけられているこ

とから、これまでも生涯教育の分野において、南砺市民大学講座の現地研修

で学習材料の一つとして活用されています。 

小学校では、令和２年度からの新学習指導要領に準拠した小学４年生社会

科単元「昔から今へと続くまちづくり」の中にある「どうやって水を引いた

か」などで、現地教材として有効に活用できるよう準備を進めています。 

また、市教育センターでは、令和２年度の市内教職員向けの研修の中で、

ふるさと学習研修会を計画しており、井口地域の歴史文化施設である円筒分

水槽の見学も予定をしています。 

児童・生徒のふるさと学習では、各学校の校区内だけでなく、市内全域に

ある文化遺産などの理解を深めることを積極的に推進していることから、多

くの小中学校のふるさと学習で活用するよう、今後働きかけていきたいと考

えています。 

【令和２年３月６日(金)】

竹田 秀人 議員 個別質問（一問一答） 

２．教育活動について 

①ＩＣＴ学習環境について 

ア．日常化と多様なＩＣＴ遠隔学習の取組は 
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◆５年間のＩＣＴ隔協働学習の検証及び更なる日常化に向けた取り組み、多様

な遠隔協働学習について問う。 

村上教育部長 ＩＣＴ遠隔協働学習は５年目を迎え、今年度は２月２６日現在、

小学校は８４回、中学校は３７回、合わせて５年間で一番多い１２１回を実

施しています。 

  画像の遅延については、通信機器、パソコンの更新によって徐々に改善し

ているところです。学校の教員からは、授業で使用する分にはそれほど問題

はないと聞いています。 

  また、ＩＣＴ支援員については、学校からは授業をスムーズに行うため、

引き続きの配置を要望されているところですが、日常化に向けては、併せて

教員のスキルアップの必要性も感じているところです。 

  ５年間の検証として、当初は学校間をつなぐことが主な目的でしたが、現

在では授業の質を高めることに取り組んでいます。実施教科も国語、算数に

加えて道徳、外国語活動、音楽など多岐にわたっています。さらに、授業以

外でも児童会や生徒会活動、休み時間もつなぐことで、交流の幅も広がって

きていることから、一定の成果を上げているものと考えています。 

  来年度は、利賀中学校と平中学校の２校間で、多人数での学習が望ましい

道徳、保健体育の団体種目、音楽の合唱などで合同学習も予定しています。

実際に顔を合わせての交流を進めることにより、教育の質をより高めたいと

考えています。 

  他県や海外の学校とも遠隔協働学習で、つなぎたいという希望も聞いてい

ますが、学校間の調整が必要なことから、その手法などについては情報を収

集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は 

◆プログラミング教育について児童生徒全員に１人１台のパソコンの供給が令

和５年度までとされているが、今後の取り組み時期や内容・予算について問う。 

村上教育部長 今年度、福光南部小学校では、県の補助事業であるＩＣＴ教育

総合支援事業の採択を受け、モデル校としてプログラミング教育の授業を実

施し、市内のほかの小中学校の教員とも情報共有と共通理解を進めてきまし

た。 

以前、新聞報道にありました、南砺市の準備が遅れているという記事につ

いては、昨年１１月時点での調査結果であり、本年１月時点では、全ての小
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学校で準備が完了していることを確認しています。 

  １人１台のパソコンの整備につきましては、当市においても国のＧＩＧＡ

スクール構想に申請する準備を進めています。全ての児童・生徒に対してパ

ソコンを整備するため、令和５年度までにパソコン１台当たり４万５千円を

上限に補助金が交付されることになっています。パソコンは、富山県が実施

する共同調達による購入することを検討していることから、県下の他市町村

と協議を行い、必要な仕様書の作成を進めています。当市においては、仕様

が明確になっていない段階での金額の算定が困難であることから、今後、仕

様が固まり次第、予算要求をさせていただきたいと考えています。 

  また、ＧＩＧＡスクール構想とは別に、令和３年度までの南砺市ＩＣＴの

教育利用推進に係る整備計画に基づき、電子黒板やタブレットＰＣ、実物投

影機の整備等を計画的に進めてきています。将来のパソコンの活用を見据え

て、ＩＣＴ機器を計画的に整備しているところです。 

ウ．児童生徒への語彙指導の取り組みは 

◆今後の語彙指導についての取り組みについて問う 

村上教育部長 新学習指導要領では、国語を初めとする各教科で記録、説明、

討論などの学習をすることで、言語活動の充実を目指すことになっています。

主体的・対話的で深い学びをするためには、自分の思いを言葉で相手に伝え

ることが大切になります。話す力、聞く力、書く力、読む力を総合的に伸ば

せるように、２人で行うペア学習や少人数で行うグループ学習を取り入れな

がら、語彙指導の充実を進めていきます。 

  学校の図書館での貸出し数が少ないとのご指摘には、小中学校の校長会で

も、改めて各学校における読書活動の充実をお願いしたところです。井口小

学校が今年度、子供の読書活動優秀実践校として文部科学大臣表彰を受賞し

ました。その活動を市内の小中学校の図書館司書の研修会で紹介したところ、

他校でも図書館の雰囲気が以前よりよくなり、利用しやすくなったなどの声

が聞かれるようになりました。 

  来年度からは、市内の保育園に市の図書館から幼児向けの本を持ち込み、

親子で読みたい絵本を選べる日を設定します。この活動を通して、幼児期か

ら親子で絵本に親しむことが習慣となり、想像力や感受性豊かな子供を育て、

児童・生徒の語彙力の向上につなげていきたいと考えています。
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②児童生徒の主体的な社会参加について 

ア．キャリア教育推進に向け当局の支援体制は 

◆キャリア教育推進に向けたような人材ネットワークを持つ当局の支援体制が

必要と考えますが見解を問う。 

村上教育部長 来年度からキャリア・パスポートの作成を全国全ての小・中・

高校で実施することになっています。キャリア・パスポートとは、児童・生

徒が書く学期初めの目当てや、授業の振り返りをまとめたものを小学１年生

から高校３年生まで継続してファイリングしていくものです。記述や自己評

価に対して、教師が適切な指導や助言を加えながら継続的に支援をしていき

ます。キャリア・パスポートを通して自分の人生を主体的に切り開き、夢と

希望を持って自己実現を図る児童・生徒を育てることができると考えていま

す。 

  また、来年度、中学校と市の商工課が連携し、人口減少の抑制に向けて、

若者の市内定着を図ることを目的に、自分の未来を描く出前授業を新たに実

施します。自分のことを知る、いろいろな職業があることを知る、自分に合

った仕事について考えてみる、という３つの観点から、未来を描きながら、

南砺市に残る、戻る、暮らしていく、生きていくという選択肢があることを

伝え、若者の市内定着を図ろうとする事業となっています。内容としては、

ふるさと教育やキャリア教育の授業の構成、講師選定などを商工課と中学校

が連携・協力して実施します。教員の負担軽減も可能となり、行政が持つネ

ットワークを活用した多様な講師の紹介や、これまでの学校の枠組みでは対

応できなかった授業が可能となります。

イ．成人年齢引き下げに向け主権者教育の取り組みは 

◆成人年齢が２年後に引き下げられる中、主権者教育を今後、どのように進め

られるのか見解を問う。 

村上教育部長 主権者教育については、新学習指導要領の小学校社会科で、市

の公共施設の整備や租税の役割について学んだり、国民としての政治への関

わり方について、自分の考えをまとめたりする学習を行います。中学校の社

会科公民では、民主政治の推進と公正な世論の形成や、国民の政治参加との

関連について学習をします。また、学級活動や児童会、生徒会活動の中でも

主権者教育を進めていくこととなっています。 

  新聞を活用した学習については、今日的な課題を主体的に発見し、互いに
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意見を交わしながら原因や解決策を考える学習が、既に多くの学校で実践さ

れています。中学校では、国会や選挙制度、地方自治など多くの単元で新聞

を生きた教材として授業で活用しています。 

  新学習指導要領に合わせ、各学校において、将来の生きる力を育むために

必要である主体的・対話的で深い学びの学習ができるように、市教育委員会

でも研修などを通して教員に働きかけをしていきたいと考えています。

③小中一貫教育推進計画策定と今後の取り組みは 

◆「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」の策定、周知などの今後の取り組みついて問う。 

松本教育長 文部科学省が平成２９年度に実施した小中一貫教育の導入状況調

査によると、中１ギャップが解消される教科担任制や乗り入れ授業の実施に

より、「授業が理解しやすい」と答えた児童・生徒が増加しており、小中一

貫教育の教育効果は高いとの結果が出ています。 

  南砺市内の全小・中学校においても、令和３年度から小中一貫教育がスタ

ートします。今年度、策定を進めてきた第２次南砺市教育振興基本計画の内

容に基づき、南砺市の学校教育、小中一貫の指導計画モデルの作成を進めて

おり、年度内に完成する予定となっています。 

  各校区の小中一貫教育計画については、４月から各中学校区で作成に着手

し、令和２年度中の完成、令和３年４月からの実施を予定しています。 

  現在、南砺市の小中一貫教育についての案内を作成中です。完成しました

ら、市民や保護者へ周知を図っていきたいと考えています。 

【令和２年３月６日(金)】 

石川 弘 議員 個別質問（一問一答） 

１．男女共同参画社会の推進について 

③「パパ講座」などイクメン応援事業による子育て世代への取り組み成果は

村上教育部長 積極的に子育てを楽しみ、自らも成長する男性を増やすため、

子育て支援センターでは、イクメン応援事業として妊娠中の夫婦を対象にし

た「もうすぐパパ講座」と子育て中の父親と子供を対象にした「パパ講座」

を実施しています。 

  この事業を開始した平成27年度から今年度までの５年間で、延べ332人の

父親が講座を受講しております。参加者は毎年増加しています。 
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  参加された父親からの感想には、「講座を通して改めて子供とふれ合う時

間を持つことができてよかった」、「遊び方の参考になったので、家庭でも

ぜひ実践したい」、「これから母親の手伝いをしようと思った」など、父親

が子供とふれ合うことをきっかけとして、家事や育児に関わる意識が確実に

醸成されてきていると感じています。 

  来年度からは、子育て・親育ち事業として、父親の子育て力の向上を図り、

家事・育児を分担、協力するための講座を開催いたします。 

  また、子育て講座では、親子で参加する運動遊びや図書館の絵本を保育園

を通して各家庭へ貸し出し、読み聞かせをしてもらう事業などを行い、父親

の子育てへの意識をさらに高めていきたい。 

  今後は、市民意識調査アンケートなどを通して、父親の家事や育児の時間

などを検証しながら、効果的な事業を実施していきたいと考えております。

片岸 議員 個別質問（一問一答） 

１．第２次南砺市総合計画について問う 

②「南砺市の目指すべきまちの姿」４政策に対する現状把握をし、基本方針と

具体的施策について問う 

ア．学校の在り方、教育改革の方針、ユネスコスクールの導入について 

◆学校の再編や小中一貫校、義務教育学校や部活動の在り方や英語教科の導入

等、教育改革の方針を問う。全小学校でユネスコスクールの導入を提案する。 

田中市長 令和３年度から各地域の中学校区において、小中一貫教育を開始し

ます。今後は小中一貫教育を主軸に、将来全ての中学校区に義務教育学校を

設置し、地域と一体となった特色ある学校運営をしていきます。

 授業では、次年度から従来の１学期１担任制を見直し、チーム担任制として、

体育や図工などの特別教科を複数の教員が学年全体や２つの学年を支援、指

導します。複数の教員で指導することで、教員それぞれの得意な分野を生か

すことができ、質の高い授業を行うことが可能となります。また、クラスの

人数が増えることにより、多様な意見にふれ合う機会が多くなることや、生

活集団の固定化の解消につながり、小規模校のデメリットを補うことができ

ます。

部活動の在り方では、３月中に中学校部活動の在り方検討準備委員会を開

催し、令和２年９月ころには中学校部活動の在り方検討委員会を設置し、部

活動の拠点校化を含めて、５年後の実施を目安に本格的な検討を始める予定

-16-



としています。

英語教育では、４月から小学校３、４年生で必修化となる外国語活動や、

５、６年生の外国語科の授業を円滑に行うため、来年度ＡＬＴを２名増員し

て合計１０名とし、小学校３年生からの外国語活動等に対応します。

ユネスコスクールについては、福野小学校が平成２９年度から加盟をしており、

上平小学校が本年２月２７日に１年間のチャレンジ期間の承認を受け、新た

に加盟を目指し活動を始めたところです。全小学校がユネスコスクールに加

盟することに関しては、各地域にそれぞれ特色ある文化があり、各学校が地

域と協力して独自の教育を進めていきたいと考えていることから、現在は一

律に加盟を促すことは考えていません。しかしながら、各校から希望があれ

ば、教育委員会として必要な支援をしていきたいと考えています。

予算特別委員会 質疑要旨（教育委員会関係）

【令和２年３月９日(月)】 

古軸 裕一 委員 個別質問（一問一答） 

２．人口対策について 

⑤ 学校教育での取り組みは 

村上教育部長 学校教育の中では、学校全体での教育活動のほかにも、男女が

ペアで学習したり、少人数グループで学習したりするなど、日頃から男女が

協力して学校生活を過ごしていけるように取り組んでいます。

  中学校の公民の授業では、男女平等の在り方や男女共同参画について学習

をしています。中学校の家庭科では、子育て中のお母さんと赤ちゃんを学校

に招待して、子供の育て方やお母さんやお父さんの役割について話を聞いた

り、実際に赤ちゃんのお世話をする学習も行っています。

  このことにつきましては、学校教育だけで全てを補えるものではなく、家

庭の役割も大変大切ですので、社会全体で取組を進める中で、地域とも連携

しながら、また、ふるさと教育の場面なども生かして、学校教育の課程でで

きることをしっかり取り組んでいきたいと思っています。

水口 秀治 議員 個別質問（一問一答） 

３．保育実施費について 

① 正規保育士の充足について 

◆ 第２次定員適正化計画において、すべてのクラス担任が正規保育士と正規
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保育士となるよう採用していく予定だったが、達成されたか。 

武田教育部参事 正規保育士の採用に関しては、第二次南砺市定員適正化計画

に基づき、子育て支援等の充実に向け、計画的に採用してきています。 

計画では、クラス担任をすべて正規職員で補うため、本年度までの５年間

で退職する保育士よりも１０人の増員を計画していましたが、本年度は新規

採用の保育士を募集しても採用したいレベルの応募者が少なくなってきてい

ることや、本年度末になり、定年退職者以外にも家庭等の事情により早期退

職された方もでてきて、この５年間で７人の増員にとどまる見込みとなって

います。 

現時点では、保育士の産休・育休者もあり、クラス担任をすべて正規職員

で補うことはできていませんが、充足できていない部分については臨時職員

で補っています。 

保育士自己アピール枠採用では、現在３９歳までとなっている採用年齢を

来年度から引き上げる方針です。また、採用の時期を早める検討も行い、必

要な保育士を計画的に採用し人材を確保することにより、保育士を充足させ

保育サービスの充実に努めていきたいと考えています。 

◆ 第３次定員適正化計画案では、保育士の職員数は令和２年４月１日と同水

準の維持を原則とするとあるが、将来保育園の統合再編が行われても、保育

士の職員数は令和２年度４月１日の人数を維持するという意味でよろしいか。 

武田教育部参事 保育園の大きな統合再編については、今後ないものと考えて

おり、保育士の職員数は、令和２年４月１日と同水準の維持を原則とすると考

えています。 

② 保育園事務補助員の配置について 

◆ 保育事務補助員はどのような方を採用され、１２園に対してどのようなロ

ーテーションを組まれる予定か。 

武田教育部参事 園長・副園長等の事務負担を軽減するため、パソコンが使え

て、文書作成や事務処理等に長けている事務補助員を、来年度は１名配置し、

その効果を検証したいと考えています。 

まずは、園長・副園長などの保育士の配置数を勘案するとともに、入園児

が多く、延長保育や一時預かり等の特別保育の利用が多い大規模園２園を兼

務するかたちで、曜日等のローテーションによる勤務により運用していきた
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いと考えています。 

③ 保育経験の伝承による保育の質の向上について 

◆ 園長・副園長等の中堅・ベテランの保育士が受け継いできた保育経験の伝

承や効果的な事務補助員の配置による保育の質の向上が大切である。 

武田教育部参事 園長・副園長において、事務補助員の配置による事務作業の

軽減により、今まで受け継いできた保育経験をベースにした若手保育士への

指導・ＯＪＴにあたる時間を増やし、若手保育士の育成と質の向上につなげ

ることは大切なことだと考えています。 

また、園長・副園長だけでなく中堅保育士においても、それぞれの保育経

験を活かして、研修や公開保育等の場において保育の分析力・実践力・省察

力を育成するなど保育の質の向上に取り組むとともに、日頃の保育の場にお

いても、若手保育士の指導にあたっています。 

今後は、先ほども申し上げました事務補助員の配置の効果を検証して追加

配置について検討します。 

さらに、保育事務の簡素化・効率化や、臨時職員の会計年度任用職員制度

への移行に伴う、雇用形態・勤務形態の見直しによる職場環境の改善を行う

ことによる事務負担の軽減にも取り組んでいきます。園長・副園長や中堅保

育士が、保育の現場で適切な助言・指導を行い、リーダーシップをとって若

手保育士の知識や技術の水準を向上できるように、市保育士会と連携しなが

ら努めていきます。 

榊 祐人 委員 個別質問（一問一答） 

１．子育て支援策について 

① 子育て支援策に関連した戦略事業と実績と評価について 

◆ 戦略事業として出生祝い金制度や三人っ子政策、Ｕターン就職した奨学生

の返済免除など、子育て支援策に関連した事業の５年間の実績とその評価に

ついて問う。 

村上教育部長 出生祝い金制度は、基本額に加え、三世代同居世帯への増額支

給を行ってきました。南砺市での居住や三世代同居を考えるきっかけとなり、

他の部局の三世代同居施策などとの相乗的効果から、新生児のうち三世代同

居世帯の割合が平成２７年度の５０％から令和元年度３月末見込みでは５９．

３％と上昇しており、子育てしやすい環境づくりや転出抑制に一定の効果が
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あったものと考えます。 

南砺の三人っ子政策では、経済面で負担が増える高校生を育てる多子世帯

に対する子育て経費の助成を行ってきました。３人以上の出産を望んでいる

が２人以下に留まっている方の割合が平成２７年度から平成３０年度にかけ

て 10.8 ポイント下がって目標値を大幅に達成しており、３人以上の出産の後

押しにつながっていると評価しています。 

人口減少に歯止めをかけるには、子育て支援ということもあるが、若者の

地方離れ、家族観や結婚観の変化等への対策、ふるさとへの愛着形成など、

子どもから結婚前の若者、子育て世代に関わる全ての部署が連携し、政策を

強化していくことが重要であると思っています。 

◆ 奨学資金支援助成金について、５年間の実績とその評価、今後増える見込

みはないか。 

村上教育部長 ４年間で 40 人のＵターンを目標にしていましたが、結果的に

12 名の方が南砺市に定住されて助成金を受けておられます。目標は達成でき

ませんでしたが、Ｕターンを選択された方にとっては、一つのきっかけには

なったと思っています。申請者が少なかったということですが、対象になる

学生、実家の保護者には、年に３回案内をしていました。しかし、申請の人

数が少なくＵターンに結びつかず、実績はなかなか上がらなかったというこ

とです。

  この事業については、令和２年度から廃止します。196 万円の予算は、今

までに申請された方に対する予算ということで、新規の方は来年からはおら

れないことになります。

② 新年度予算の子育て支援策について 

ア 三人っ子政策 

◆ 医療費助成５０万円、通学定期券補助６１万円の予算措置は過去の決算状

況から見て妥当なものか。 

武田参事 ご質問の三人っ子政策に関する医療費助成５０万円、通学定期券補

助６１万円については、令和元年度の受給対象者の申請期限を令和２年４月

末までとしていることから、４月に提出された申請については令和２年度会

計からの支出となるため、過去実績から積算し、旧戦略事業の経過措置分と

して計上しており、妥当なものと考えています。 
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◆ 新規事業である、経済的な支援が必要な家庭に対する入学・卒業祝い金や

通学定期券補助、医療費助成制度について、三人っ子政策との違いや所得制

限の有無について問う。 

武田教育部参事 新年度予算を計上するにあたり、これまでの戦略事業を検証

し継続の是非を検討しました。三人っ子政策については、３人以上の子育て

家庭を後押しすることを目的とし取り組んできましたが、最近では２人目の

壁ということも言われており、何人目であっても親が希望する子どもの数を

安心して産み育てられる環境づくりを進めたいと考えています。 

高校生への通学定期券補助及び医療費助成を行っていた三人っ子政策と、

ひとり親家庭に対し小中高の入学祝い金及び高校生通学定期券補助を行って

いた旧子育て応援制度を見直し、拡充した新たな「子育て応援制度」を実施

したいと考えています。 

三人っ子政策との違いは、所得制限を設け、経済的な支援が必要な家庭に

対し、適切な支援が届くことに留意しています。 

所得の基準としては、内閣府令による幼児教育・保育の無償化の実施に伴

う副食費軽減の対象としている、年収約３６０万円未満相当世帯を対象とし

たいと考えています。 

この基準を採用する理由として、ひとり親家庭医療費助成受給者が概ねこ

の基準に合致することも上げられます。この基準を用いて、何人目の子ども

であっても、ひとり親であってもなくても、支援が必要な家庭を対象として、

切れ目のない支援による子育て環境を整備することにより、支援を拡充して

いきたいと考えています。 

イ 奨学金制度の見直しについて 

◆ 日本学生支援機構などの奨学金に対し、市の奨学金は見劣りをしている。

奨学金の基金にはかなり余裕があるように見えるが、制度を見直す考えはな

いか。 

村上教育部長 南砺市の奨学金は月額の貸与額が３万 5,000 円です。特徴とし

てほかの制度と併願ができますので、日本学生支援機構の奨学金プラス南砺

市の奨学金という使い方もできるということです。しかし、併願は可能です

が、貸与額が増えると返還していただく負担が大きくなるということと合わ

せて選択していただく必要があります。 
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  奨学基金の運用につきまして、財源に余裕があるように見えるということ

でしたが、これは貸与額と償還額の年次計画を立てて必要な額を確保してい

るということです。 

  奨学資金制度などは、最近ほかの自治体でもいろんなことをやっておられ

ますので、参考にしながら制度設計がまた可能であれば考えていきたいと思

っています。 

ウ 出生祝い金 

◆ 過去の決算状況、令和元年度予算額に比べ、２，５００万円と大幅な減額

となっている理由を問う。 

武田参事 さきほど申し上げたとおり、戦略事業では三世代同居世帯への増額

支給を行っていましたが、令和２年度の出生祝い金については、三世代同居

世帯への加算を廃止し、出生数２８０人の基本支給額のみを計上したもので

す。 

◆三世代同居世帯への加算を廃止することは残念であるが致し方ないとして、

人数が２８０人というのは人口ビジョンとして掲げる３２４人との差につい

て、どのように捉えているか問う。 

武田教育部参事 出生祝い金として、基本額及び三世代同居世帯への増額支給

を行ってきたことにより、子育てしやすい環境づくりや転出抑制に一定の効

果があったものと考えていますが、人口減少に歯止めをかけるには至ってお

らず、現行の人口ビジョンとの乖離が生じたと考えています。 

新年度の出生祝い金として計上した出生数２８０人は、第２次総合計画に

おける人口ビジョンやこれまでの出生数の実績による推計に基づき算出した

ものです。２８０人を超え予算不足になった場合には、補正予算で対応させ

ていただきたいと考えています。 

◆出生祝い金は、子育てを行う世代にとって大変ありがたい制度であり、人口

減少に歯止めを掛けるためには、拡大することはあっても縮小することのな

いよう強く要望する。

武田教育部参事 子育て家庭への経済的支援策としては、国の幼児教育・保育

無償化により出生祝い金を上回る負担軽減となります。 

南砺市独自のこれからの子育て支援策としては、一時的に大きな経済的支
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援ではなく、支援が必要な家庭への適時適切な支援、妊娠期からの切れ目の

ない、誰一人取り残さない、安心して子育てができる体制づくりへ方向転換

していくことが重要であると考えています。 

現在の母親に集中しがちな子育て負担を、家庭内での協力体制、地域や企

業の理解と支援など、社会全体で子育て家庭を支える体制づくりに取り組み、

家庭の子育て力を育て、保護者が子育てや子どもの成長に喜びや生きがいを

感じることができるよう支援していきます。 

２．社会体育施設等の指定管理施設について 

①新年度の指定管理料 

◆ 新年度、５つの指定管理者に対して、総額１億3,800万円余りの委託料を

計上している。昨年２月に、公共施設利用に係る受益者負担の適正化基準を

公表したが、条例改正案が提案していない。新年度は、従前の利用料のまま

ということでよいか。 

村上教育部長 条例改正案の提出に至るまでの調整が現在まだできておりませ

ん。受益者負担、受益者の負担割合とか激変緩和措置などについて、見直し

を市の部局で行っております。令和２年度は、今までどおりの料金となりま

す。 

②利用料収入の増加分の取り扱い 

◆ 指定管理者との協定によれば、利用料収入は、管理者の収入として取り扱

うことになりますが、条例改正後、利用料収入の増加分を委託料から差し引

くようになると考えればよろしいか。 

村上教育部長 指定管理料の算定に当たりましては、過去３年間の収支実績に

基づいて、年間施設維持管理経費から施設利用料収入を差し引いた額を指定

管理料としております。条例改正による増額分は、指定管理料から差し引く

ということになります。 

③指定管理者の事業運営 

◆ 社会体育館等の指定管理者であるＮＰＯ法人は、会員からの会費収入、

イベントの参加費等によって事業運営を行っている会費を徴収することで、

会員の体育館等の利用料を減免している。 

    条例が改正されると、利用者は利用料の減免がなくなり、会員として登
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録する人が激減するということが予想される。そうなると、指定管理者と

して利用料収入が増えても委託料が減らされ、会員離れによる会費収入が

自主事業とか指定管理事業の運営に支障を来すと考えられるが、それでも

条例改正をすべきなのか。 

村上教育部長 条例改正の趣旨につきましては、今までものご説明とおり、

まず施設によって料金の統一がされていないので、施設利用者の公正・公

平性を担保するというのが一番の理由であります。 

   現在、スポーツクラブの会員の特典として、年会費を払えば施設利用料

は無料であり、それが有料になれば、スポーツクラブの会員は恐らく減る

と思われます。 

   会員から幾らいただくかについては、今、スポーツクラブと継続して協

議をしてまいりますが、スポーツクラブ側にも無料の特典だけでなく、ス

ポーツクラブの魅力自体も高めていただくようなことをお願いをしていき

ます。その上で、会員が減ったことにより支障を来すことになれば、何ら

かの支援策を検討していきたいと思っております。 

③年間の使用料収入 

◆ 受益者負担の関係の提案の資料を見ていると、条例の改正案では、激変

緩和も考慮して最大でも1.5倍を超えないということですが、改正後の使用

料収入は全体でどのぐらいになると見積もっておられるのか。 

村上教育部長 条例改正後の利用料金収入につきましては、現在、負担割合で

すとか激変緩和措置、減免のことを検討している段階であります。まだ条件

が定まっていないことから、正確な見積りはできません。この場では、申し

上げられないという状況であります。 

  受益者負担の適正化基準に基づく改正の目的というのは、公正・公平性を

担保するということで、一定の割合で負担していただきたいというふうに考

えております。 

◆  条例改正後の利用料金収入の見積りができないということですが、仮に

1,000万なり2,000万円増えるとすれば、その分を利用者が支払うというこ

とでありますが、受益者負担という意味から、例えばプールでありますと、

新しい燃料を使っているところは、受益者負担の公平性をどのように考慮

していくのか。エコビレッジ構想で得たペレットボイラーだから、その分
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の経費は度外視するということであると、それが受益者負担になるのか、

非常に問題があるんじゃないか。 

村上教育部長 今、内部で協議をしているところですので、今、委員さんから

いただいたような観点からも少し整理をさせていただきたいと思います。 

④総合型地域スポーツクラブの役割 

◆ スポーツクラブが学校での教育活動を補完していることは、紛れもない事

実であります。このようなことから、教育委員会として、スポーツクラブの

役割をどのように捉えておられるのか。

村上教育部長 総合型地域スポーツクラブについては、市民の健康づくり、ス

ポーツ推進に大きな貢献をしていただいてきたと思います。スポーツ施策の

推進に重要な役割を担っていただいているということで思っております。 

  今後、人口減少、高齢化によってクラブの会員の減少、それから、公共施

設再編で社会体育施設の縮小とか減少ということも想定されますが、市民の

皆さんが気軽にスポーツに親しめる環境づくりなど、そういう役割を担い続

けてもらうためにも、スポーツクラブの経営基盤の強化、安定的に自立した

経営が継続されるような支援策は取っていきたいと思っております。 

⑤条例改正案の提出時期 

◆ 利用料の値上げについて、いつ頃を想定しておられるのか。 

村上教育部長 市長政策部と話をしており、この条例については、令和２年６

月定例会に提案をさせていただけないかと思っております。 

  施行は、来年の４月を目指しております。上程できるように内部で準備を

進めており、議会の皆様にも、今の現況についてご説明をさせていただく機

会を頂きたいと思っております。 

石川 弘 委員 個別質問（一問一答） 

１．プログラミング教育の推進について 

（１）令和２年度に改定される教育内容は 

①令和２年度からの教育内容概要は 

◆ 今回改訂となる学習指導要領の中の、プログラミング教育の推進、教育内

容の概要。小学校教育振興費の学習授業支援ソフト更新業務委託料、中学校

教育振興費のＩＣＴ機器設定変更の予算内容。 
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村上教育部長 プログラミング教育は、令和２年度からの新学習指導要領で小

学校が必修化され、中学校は令和３年度から必修化される予定です。プログ

ラミング教育は物事を論理的に考えていく力を育てることで、実践的なコン

ピュータのプログラミングを学ぶものではありません。新たな教科というこ

とではなく、既存の理科や算数などの教科、総合的な学習の時間の中など実

施することになります。 

  学習授業支援ソフト更新業務委託、ＩＣＴ機器設定変更業務委託は、新た

に学校などに導入する機器について、学校でスムーズに利用できるよう必要

な設定・調整を行う予算です。 

（２）指導教員の指導体制準備状況 

 ①指導教員の研修受講状況は 

◆ プログラミング指導の研修を受ける教員は、小・中学校の全教員になるの

か。 

村上教育部長 研修会に参加して受けていただくこともありますし、研修会に

参加されたその学校の先生から、内部でまた研修を受けるというな２つのや

り方があると思います。いずれにしても、小・中学校全ての教員に研修を受

けていただくということになっています。 

 ②ＩＣＴを活用した遠隔授業では、支援員が授業をサポートしていたが、プ

ログラミング教育は、担任の先生だけが教えるのか。 

村上教育部長 担任の先生が中心に子供の指導に当たるということで、外部か

ら人材が来て、子供を指導することはありません。 

１．プログラミング教育の推進について 

（３）教育環境の整備状況は 

 ①準備機器の状況 

 ア．これまでの準備機器の状況 

村上教育部長 令和３年度までに、全ての小・中学校に電子黒板を全学年分と、

タブレット端末１学年人数相当分をＩＣＴの教育利用推進整備計画によって

順次導入をしていきます。現在までに、小学校には電子黒板 64 台、タブレッ

ト端末は 127 台、中学校には電子黒板 32 台、タブレット端末が 90 台を配置

しています。 
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イ．プログラミング授業の進め方は、誰がどの教室で

◆ 特定の教室を電子黒板やタブレットを活用できる教室として使うのか、普

通の教室の中で授業をするのか。 

村上教育部長 学校によっては、あらかじめ設置してあるところへ行って授業

をするという場合もありますが、基本的には、通常の学級に機器を持ち込ん

で授業を行うということになります。 

ウ．１人１台体制に向けた県内で調整作業の行方、実施時期は

村上教育部長 国のＧＩＧＡスクール構想を受け、富山県内では市町村共同調

達の協議を進めています。今は共同調達に必要な仕様書の作成を進めており、

まだ仕様が固まらないことから、当初で予算化することはできませんでした。 

必要なタブレットＰＣについては、全ての小・中学生１人１台ですので、

相当な数になります。令和２年度中に国が配置を目指しているのは、中学校

１年生と小学校の５・６年生の児童生徒分ということですが、全ての整備は

2023 年度までの間に終えるという計画になっています。 

エ．小中学校ＩＣＴ環境整備計画で既に導入してきた機器と、今後、県内で共

同購入検討される機器との互換性は 

村上教育部長 今の機器はオペレーションシステムがＷｉｎｄｏｗｓで動いて

おり、県内でも 15 市町村のうち、12 の市町村がＷｉｎｄｏｗｓで共同調達

したいということですので、Ｗｉｎｄｏｗｓで調達できれば、今まで導入し

てきた機器と併せて使用できると思っています。 

②通信環境整備 

ア．高速校内無線ＬＡＮ、ＷＩＦＩ環境の全校整備など、ストレスのない通信

環境の整備は。 

村上教育部長 ＧＩＧＡスクール構想は、補助金の交付要件として、パソコン

１人１台の整備とともに、１人１台端末を利用することに耐え得る高速大容

量の通信ネットワークの整備が必要であるとしています。 

  通信ネットワークの整備は、国の令和元年度の補正予算を財源とするとい

うことで、令和２年度中に整備の完了を求められています。南砺市において

も、小・中学生の児童・生徒が普段使用する教室を対象に、Ｗｉ－Ｆｉ環境
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の整備を計画しています。ネットワーク整備における事業費の概算は約１億

円と見込んでおり、現在対象となる教室、詳細な金額の積み上げを調査して

いる段階です。金額が固まり、国の補助事業の採択の見通しがつき次第、補

正予算として要求をさせていただきたいと考えています。 

◆ 2023 年までにそろえるタブレットは、幾らぐらいの予定になるのか。 

村上教育部長 全員に整備すると、ＧＩＧＡスクール構想の中では、国は１台

につき４万 5,000 円を上限に補助の上限ということを言っていますので、４

万 5,000 円に今の児童・生徒数を掛けると、約１億 5,000 万の機器設備、プ

ラスＷｉ－Ｆｉ環境の整備が約１億円ということになります。 

２．外国語教育の充実について 

（１）令和２年度から改定される教育内容は 

①令和２年度からの教育内容の概要は 

村上教育部長 令和２年度から、小学校の３・４年生は外国語活動が年間 35

時間ずつ、５・６年生は年間 70 時間ずつ、教科として英語を実施することに

なります。学習指導要領改訂前は、外国語活動として、３年、４年、５年、

６年の４年間で合わせて 70 時間やっていましたが、来年度からは３年生から

６年生までの４年間で 210 時間、３倍になります。 

（２）指導体制の状況は 

①指導教員の研修状況は

村上教育部長 小学校の外国語教育現場には、県から小学校に英語の専科教員

が３名派遣されています。さらに市内の小学校では、現在９名の教員が英語

科の免許を保有しています。また、教科化される新学習指導要領に対応する

ため、３年前から小学校の教員に対して、外国語科の導入に向けた研修をし

ています。今年度は、文科省の外国語調査官を講師に招いたりするなど、７

回の研修を昨年の４月から実施しており、準備を進めているところです。 

②外国語指導助手、外国語支援員活用の現状と考え方は 

村上教育部長  外国語指導助手のことについては、現在ＪＥＴのプログラム

によるＡＬＴ３人と、民間のインタラックという会社に業務委託しているＡ

ＬＴ５名の８名体制で、兼務している学校もありますので、全ての小・中学
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校に配置をしています。来年度は授業時間数が多くなりますので、ＡＬＴを

２名増員して、10 名体制で対応していく予定をしています。 

 ③英語学習パートナー活用の現状と考え方は 

村上教育部長 これは富山県の事業で、富山大学や富山国際大学と連携・協力

し、英語が得意な大学生を南砺市内の小学校に派遣していただき、授業の中

で英語学習の補助をするものです。教員志望の大学生にとっては、自身の資

質能力の向上にもなり、１日３時間程度で年間 15 日から 20 日間、派遣して

いただいています。南砺市では、今年は配置を希望した３校全てに、４人の

パートナーを派遣していただいています。来年度は配置を希望している学校

が５校ありますので、県に対して、必要な数を配置していただくよう要望を

行っているところです。 

◆ 教師を目指しておられる大学生が、将来、南砺市へ来ていただける可能性はある

のか。 

村上教育部長 パートナーの方は、必ずしも南砺市在住の方ばかりではありま

せんが、いずれも将来教員を目指しておられます。将来、南砺市で勤務をし

ていただきたいという思いはありますが、それは分かりません。 

（３）なんとイングリッシュチャレンジ事業について 

①これまでの取り組み状況と評価、今後は 

村上教育部長 なんとイングリッシュチャレンジ事業は、市内小学５・６年生

を対象にして、外国語による聞くこと話すことの言語活動を通じて、コミュ

ニケーションを図る能力を高めることを目的とし、夏休みの５日間で実施を

しています。 

  １年目の去年は５校から 24 人、今年度は５校から 21 人の参加がありまし

た。皆さん楽しく学習しておられますし、いろいろな発表活動を通して英語

が楽しいと思っていただく機会になったと思っていますので、来年度も引き

続き、改善しながら取り組みたいと思っています。 

◆ 五箇山や利賀の方もチャレンジできる機会が与えられればいい。 

村上教育部長 会場は１回目が福光、２回目が福野のヘリオスということで、

会場を変えた理由は、その地域の小学校が参加しやすいということです。今
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年の会場については、未定ですが、どこの学校からも来られるように、ある

程度バスや城端線ということも想定しながら、選定していきたいと思ってい

ます。 

①ＴＯＥＩＣ受験などの目標設定は 

村上教育部長 市独自で目標は設定していませんが、国の教育振興基本計画で

は、中学校卒業時に英検３級程度 50％を目標にしています。南砺市の実態は

42％になっており、国の目標を下回っていますので、平成 29 年度から英検３

級以上を受けた生徒を対象に、受験料の２分の１を１年間に１回限りですが

補助しています。今後も 50％の目標が達成できるように、支援をしていきた

いと思っています。 

４．新学習指導要領改訂に伴い、令和２年度における授業時間の増加、その対応は 

村上教育部長 授業時間数が増える学年は小学校の３・４・５・６年です。小

学校１・２年と中学校は増えません。授業時数が小学３年生は 960 時間が 980

時間に、４・５・６年生は 995 時間が 1,015 時間になり、年間 20 時間増える

ということです。これは、今まで５時間目で終わっていたものを、６時間目

にしたり、朝の時間で 15 分ずつ学習し、３回合わせて１時限とするなど、学

校ごとに工夫しながら、授業時間数を確保していくことになっています。 

◆ 先生にとって、道徳、英語、プログラミングなど内容が増えてきて、負荷や人的対

応など、今後の考え方は。 

村上教育部長 これは、まさに来年度から導入しようとしているチーム担任制

により、それぞれの先生の得意なところで実力を発揮していただくことにな

りますので、それが負担軽減の一つの方法になると思っています。 

竹田 秀人 委員 個別質問（一問一答）

１．山村留学定住事業について 

 ①長期山村留学事業の概要について 

 ※目的、内容、スケジュール、運営予算などについて 

村上教育部長 現在、利賀小・中学校の児童生徒数が大変少ないということで、

県外他市町村から１年間を通して利賀に生活しながら学校に通う山村留学

生を受け入れることによって、教育環境の向上を目指します。住民の方にと
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ってもいい意味での刺激が生まれます。 

開始は令和３年４月を予定しています。対象は小学校２年から中学校３年

まで 10 名程度。山村留学をする子供たちは生活拠点のスターフォレスト利

賀に 20 日間、そして民家に 10 日間滞在し、これを１年間繰り返す生活を送

ります。今年の秋頃から募集を開始したいと思っています。 

令和２年度の予算として、長期の開設準備に 1,547 万円。そして、今まで

続けてきました短期のキャンプについては 686 万円を予定しています。 

  令和３年度以降はまだ積み上げていませんが、ほぼ同規模の兵庫県神河町

を参考にすると、運営費が 3,100 万円。短期留学キャンプも引き続き行うと

いうことで約 300 万円。山村留学をする子供たちからは負担金、１人年間 83

万円を負担いただくということになっています。 

②長期山村留学開設準備業務委託料の内訳について 

※使途、補助などについて

村上教育部長

  1,547 万円の内訳については、山村留学の準備に向けた経費で、具体的に

は、今までも支援を受けて短期キャンプをしてきました公益財団法人育てる

会に業務をお願いするものです。長期の山村留学生の募集に関する支援業務、

事業実施体制の整備、地域住民との調整、山村留学生の拠点施設の運営計画

等の策定など、それらの業務を約半年間、現地に滞在して準備を進めていた

だく予定をしています。 

③長期山村留学事業開設を決められた背景と必要性は 

 ※短期事業の上に長期事業を実施する理由は 

村上教育部長 この事業は、これまで事前の準備として夏の短期キャンプ、冬

のキャンプも実施しています。なぜ短期キャンプを実施するという事業説明

の中で、将来的に長期の留学を受け入れるということもご説明していました

が、児童・生徒数が少ない中で利賀地域の子供たちの教育環境を向上させよ

うということ。それから、外部から子供たちが来るということで利賀地域の

方にも、活性化に関していい意味での刺激があると思っています。 

  また、これは定住促進の事業ですので、そんなに簡単なことではありませ

んが、将来的には長期の山村留学を通して、南砺市への移住ということも視

野に入れた事業ということです。 
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④今回の事業開設について 

ア．過去３年間にわたり短期山村留学をされたが実施状況と評価は 

※過去の実施ごとの参加人数、地元子どもたちの参加状況、移住状況 

村上教育部長 １年目はＰＲ不足もあり 13 名の参加でした。２年目が 35 名。

今年の夏は少し募集を絞って 25 名。冬のキャンプについては 24 名の参加で

した。終了後にはアンケートや意見を聞いたりしていますが、中には実際に

利賀地域で長期の山村留学を希望しているという参加者もいますし、電話で

の問合せもあります。短期のキャンプについては今後も続けるのですが、最

終目的であった長期の留学事業に取り組もうという判断をしたところです。 

イ．施設が必要な理由は 

  ※なぜスターフォレスト利賀の改修を決められたのか 

村上教育部長 2,000 万円をかけて改修するのは、子供たちの生活のための部

屋、防犯、防災などの面で配慮が必要ということもありますし、今の施設の

老朽化に伴う改修というものでもあります。この施設は山村留学の専用の施

設とするのではなく、今までどおりスターフォレスト利賀として一般のお客

さんを受け入れる宿泊施設として運営もしていくということで、所管のブラ

ンド戦略部とも打合せの上、見積りをしているところです。 

ウ．関係者の理念の整合性は 

  ※留学生の親、育てる会、地元の理念は合致しているのか 

村上教育部長 長期山村留学に応募される方は、南砺市に限らずいろんなとこ

ろでやっている短期のキャンプに参加をしておられます。山村留学で自分の

子供を成長させるという期待を持っておられます。 

  育てる会は、山村留学を専門にやっている団体ですので、地域の山村留学

のために仕事をしてくれます。 

地元利賀地域にとっても、短期キャンプをやってきた中で長期の受入体制、

協力体制を確認した上で今回の予算要求をさせていただいていますので、保

護者、育てる会、地元の思いというのは一致しているという思いです。 

⑤開設以降について 

ア．留学生の選定について 
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※10 人の予定だが、多様な子供たち、選定基準は 

村上教育部長 10 人になれば誰でもいいということではありません。親元を離

れて子供が１人で生活するわけですから、集団生活可能であるということが

まず１番であると思います。留学生の決定に当たりましては保護者、子供た

ちと面接を通して、１年間留学できるかというところを判断することになっ

ています。その基準について、今は申し上げられませんが、育てる会の基準

を参考にしながら一緒に決めていくということになります。申し込めば誰で

もということにはならないということで、ご理解いただきたいと思います。 

◆ 子供たちの人数は、10 人を満たさなかったり増減することはあるのか。 

村上教育部長 必ず指導員がつかなければいけませんので、20 人になったり 30

人になったりした場合は、人の手当ができないということがあります。10 人

を目標としていますが、結果的に８人、９人ということもあるかもしれませ

ん。受入れの上限については 14 人ぐらいまでの範囲ではないかと思っていま

す。 

イ．令和３年度事業運営費の内容について 

※年間総経費、委託料の内訳 

村上教育部長 同じレベルの兵庫県神河町の水準で約 3,000 万円ということで

すが、これは拠点施設のセンターの管理費に約 1,000 万円。それから、子供

たちの面倒を見るための人件費が約 2,000 万円ということです。これは類似

施設の参考ということで、南砺市はまた今後正確なものを積み上げたいと思

っています。 

ウ．事業の評価基準は 

村上教育部長 これは 10 人のところを 10 人来たから効果が上がったというも

のではないと思っています。最初の事業の目的である子供たちの教育環境が

よくなること、それから、利賀の方にとっては地域がにぎやかになる。そし

て、地域の経済がよくなったと、そういう声が聞こえてきたり、何かの形で

説明できるようになれば、それが成果です。10 人であっても５人であっても

８人であっても、そういう声が大きければ大きいほど成果が出るということ

で受け止めたいと思っています。
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◆兵庫県神河町の小学校は閉校になり、山村留学事業もやめるが。 

村上教育部長 神河町の学校が閉校になるのは、地理的な要因があり、約 15

分で同じ町の別の小学校へ通えるということで、学校統廃合により今の小学

校がなくなるということです。利賀の場合は車で 15 分というわけにいきませ

んので、地理的条件が異なり統合は難しい。山村留学事業は予定どおり実施

したいというつもりです。 

エ．事業拡充の考えは 

※利賀限定の手厚い事業、他の山村地域もあるが 

村上教育部長 もちろん子供の数の減少ということに悩む地域はたくさんある

と思いますので、利賀に限らずほかのところでも事業を実施するということ

も、子供たちの人数の推移を見ながら考えていかなければいけないと思って

います。 

-34-



総務文教常任委員会 質疑要旨（教育委員会関係）

【令和２年３月１３日(金)】 

○議案第３２号 南砺市積立基金条例の一部改正について 

（スポーツ拠点づくり自立促進基金の廃止） 

山田清志委員 この基金の目的であるスポーツクライミングのジュニアオリン

ピックが、今後来るということはないのですか。 

桜野生涯学習スポーツ課長 ジュニアオリンピック大会が開催されるというこ

とは、ないということであります。 

○議案第３４号 南砺市保育園条例の一部改正について 

長井久美子委員 保育園の定員を下げる提案でありますが、今それぞれの在園

児はどれくらいでしょうか。 

武田教育部参事 在園児につきまして、城端さくら保育園は、今年度末で190

名、来年度末では179名の予定です。 

  また、平みどり保育園は、今年度末で24名、来年度末では17名の予定であ

り、福光東部かがやき保育園は、今年度末で141名、来年度末は140名の予定

です。 

長井久美子委員 削減率を計算しましたら、大体25％ぐらいずつを下げておら

れます。 

  私の記憶に間違いがなければ、平では定員を増やした経緯もあったように

思いますが、平などはどんどん移住の方を募っておりますし、このように定

員を下げることについてどうお考えなんでしょうか。 

武田教育部参事 国の教育保育施設の認可定員の考え方では、園児の全体的な

増減数の状況を十分に把握し、１年間の定員充足率はおおむね90％をめどと

するというものがあります。 

  平みどり保育園においては、一時は移住・定住の方が多かった、また第４

子の出生数も随分おられたということで、定員を上げてきましたが、今ほど

申し上げましたように、今年度末で24名、来年度末では17名の予定です。 

  本来ならば、９割相当が17名とすると定員を20名にしたいところですが、

今後、平地域については移住の方も来られる可能性等もありますので、少し

定員を多くみて、30名という設定をしています。 

長井久美子委員 定員を下げると職員を１人減らせるとか、そういう具体的な
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ことにつながるんでしょうか。 

武田教育部参事 保育士等の配置については国の保育基準があります。小規模

園においては、職員数が少なくなるということで、１名プラスするという基

準もありますので、基準に従い配置していくことになります。 

○議案第１２号 令和元年度 南砺市一般会計補正予算（第５号）の所管部分 

（保育園費 保育園の臨時職員賃金） 

山田清志委員 保育園の臨時職員に係る賃金で、当初の人数を確保できなかっ

たということで、当初予算の４億2,700万から約3,000万円減額して３億9,700

万円になったということですが、毎年のように減額補正が出てくるわけであ

ります。 

  人材の確保が大変だなというふうには思っておりますが、保育園の現在必

要としている保育士の人数、そして実際配置されている人数、そして正職員

と臨時職員の内訳について、お答えいただきたいと思います。 

武田教育部参事 保育士に関しては、各保育園の年齢別の園児数に対する国の

保育基準に基づく必要な保育士数に、特別保育事業に対応する職員数等を算

出しながら、毎年予算要求をしており、当初の試算では年度末で230人が必

要でした。 

正規職員につきましては125名、再任用職員５名の130人になりますが、そ

のうち管理職、産休・育休者がいますので、実質は92名になるということで、

残り138名の臨時職員が必要ですけれども、124名の確保に留まっており、14

名不足ということです。 

山田清志委員 そんなこともあって減額の補正が出てきているわけですが、や

っぱり心配するのは、保育現場において、その不足分というのは何かしらの

形で影響は出ていないんだろうかと思っております。その辺の現状について、

どのような認識をされているのか伺いたいと思います。 

武田教育部参事 やはり休暇が取りづらいとか、帰りが遅くなることなどがお

きており、短時間職員の勤務の方の勤務時間を伸ばしたりしながら対応して

いるのが現状でます。 

山田清志委員 新年度からは会計年度任用職員という形で、少し賃金の体系も

変わったりするわけでありますが、新年度の予算は790万の増額になってい

ます。その臨時職員の方の採用のめどはついているのかどうか、伺いたいと

思います。 
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武田教育部参事 会計年度任用職員制度になりますので、現在、働いておられ

る方の来年度の希望を取らせていただいており、正職員と同様の働き方で早

朝・延長勤務もやっていただくことをお願いしています。来年度は、長時間

勤務の方も多くおられますので、必要な人数は確保できるのではないかと思

っています。 

山田清志委員 ぜひしっかりと確保できるようにお願いしたいと思っています。

保育士を目指す方がいらっしゃるが、なかなか南砺市の公立保育園が採用で

きないというのは、どんなところに問題があると考えておられるのか伺いた

いと思います。 

武田教育部参事 学生の方の進路としては、やっぱり全国的に今保育士不足と

いうことで、県外の待遇のいいところに行かれる方がおられる。また近年は、

国で保育士の処遇改善に、特に取り組まれているということで、私立の保育

園等に保育実習に行かれたときに、就職の内定をもらってこられるという学

生が、最近大変増えてきているということを聞いています。今後、南砺市で

も学校に足を運んで、周知等をしながら、学生を集めたいと考えています。 

山田清志委員 公立の保育園というのは、インターンを受け入れるということ

はできるんですか。 

武田教育部参事 保育実習につきましては、南砺市でも保育園へ保育実習に来

られる方が、毎年数名おられます。 

山田清志委員 保育士を希望する方を競争して取り合っておるような現状があ

る中で、いろんな方面から、何とか若い保育士さんを獲得するような、そん

な知恵を絞ってやっていただきたい。 

武田教育部参事 若い保育士につきましても、また南砺市では、自己アピール

枠の採用もしていますので、対象年齢の拡大や採用時期を早くすることも検

討しながら、いろんな方法で保育士の確保に努めていきたいと思っていま

す。 

（児童福祉施設管理費 東部げんきっ子クラブの移設改修工事）

山田清志委員 東部げんきっ子クラブの移設改修工事について、当初予算が

2,250万円のものが1,525万5,000円という大きな減額となっておりますが、

工事内容の変更があったんでしょうか。 

武田教育部参事 この工事につきましては、当初予算のときに電気設備工事の

中で冷暖房機器設備の設置により、電気の容量が増えるということを見込み、
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高圧受電設備、電源設備、キュービクルの増設費を計上しておりましたが、

今年度福光東部小学校のエアコン整備工事が行われるということがあり、小

学校の工事の中に入れていただいています。 

  また、東部げんきっ子クラブで利用予定の多目的教室のエアコンの設置に

つきましても、小学校の学習等で利用するということも並行してあることか

ら、これも福光東部小学校のエアコン整備工事の中に入れていただいたこと

により、工事費が減額になっています。 

山田清志委員 東部小学校のエアコン整備工事のほうに費用が移ったというこ

とであれば、小学校のエアコン整備工事のほうの金額の変更はなかったんで

すか。 

武田教育部参事 キュービクルにつきましては、最終的には増設ではなくて、

既存のトランスに接続するためのキュービクルの改造費等、開閉機器取付け

によりまして対応できたということで、大きな金額にならずに小学校のエア

コン整備工事の予算内でおさまったと聞いています。

（小学校就学援助費・中学校就学援助費） 

山田清志委員 特別支援教育の対象としているのは、どのような児童生徒か。 

氏家教育総務課長 特別支援教育就学奨励費については、特別支援学級に進学

する者、または障害などをお持ちで、小中学校に進学する児童生徒の保護者

に対して、学校生活に必要な経費の一部を補助する制度です。 

山田清志委員 この制度は、進級とか進学により発生する学用品などの購入補

助に対する奨励費だと聞いているが、確定される際の要件、基準についてご

説明いただきたい。 

氏家教育総務課長 教育総務課に配置されている早期支援コーディネーターが

保育園などに訪問し、対象者を事前に推計しています。今回は、その推計と

実際に該当された方の人数との差額を減額させていただいたところです。 

山田清志委員 準要保護児童生徒の就学援助費は、経済的に厳しい家庭の子供

の進級、進学に対して発生する学用品などの購入補助への援助だと聞いてい

るが、この事業に該当する認定のルールはどのようになっているのか。 

氏家教育総務課長 事前に全児童生徒の保護者、また、新年度当初に入学する

対象の保護者の方にご案内をしています。主に所得が要件になっています。 

山田清志委員 交付の金額というのはどのように決まっているのか。 

氏家教育総務課長 要綱で定めていて、例えば学校給食費、通学費、学用品の
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購入費、修学旅行など、項目ごとに細かく金額が定められています。また、

所得によっても交付する金額が変わってくる制度になっています。 

山田清志委員 当初の予算から前倒し 18 人の想定が 26 人に増えたというのが

実態だと思うが、申請者が進学するに当たり、学用品を買いそろえた金額が

ばらばらということでよろしいか。 

氏家教育総務課長 今言われたことももちろん影響してきますし、国が示した

単価が少し上がった項目があるということや、前倒しだけではない人数が増

加した部分もがありますので、全体の計算で増額になっているということで

す。 

山田清志委員 例えば同じ学校に通う一般の生徒で経済的に厳しい家庭の子供

と特別支援学級に通う子供は、両方とも別々の事業で支援の対象となるが、

進級するに当たって経済的な負担というか、かかるお金に差があるのか。 

氏家教育総務課長 特別支援教育就学奨励費につきましては、特殊事情を鑑み、

支援するということですので、その辺りで少々違いがあるとは考えています。 

山田清志委員 準要保護児童生徒の就学援助費は申請主義ということだが、ど

んな事業でも家庭の状況が厳しい家庭というのは、案内を見ている余裕もな

いくらいに忙殺されておられる。全ての児童生徒の保護者に案内が行く中で、

必要とされる方が確実に申請をされる働きかけをどのようにしておられるか

を伺いたい。 

氏家教育総務課長 対象となる保護者については、ご案内を差し上げているわ

けですが、いろいろな方法を考えながら周知をしていきたいと思っています。

また、新年度に入ってから申請されても、要件が満たされれば補助を受ける

ことが可能ですので、こういった面もまたアピールしていきたいと思います。 

（適応指導教室運営費） 

才川昌一委員 いおう教室の利用日数が少なくなったという話だが、現状はど

のような状況であり、その動態はどんな認識でおられるか。 

氏家教育総務課長 令和元年度いおう教室に登録している人数につきましては、

平成 30 年と比較して、中学校では同数の６名、小学校では、平成 30 年は０

人だったのですが、令和元年度は３人に増加をしているところです。人数は

年によってばらつきがある状況ですが、増える傾向にあるとは認識していま

す。 

才川昌一委員 将来的にも適応教室は、開設していかなければならない。全体
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的な動向は聞いたが、適応教室に来ていただくべき利用者の把握はどんなふ

うな認識でおられるか。 

氏家教育総務課長 南砺市全体の不登校人数ということになるのですが、地域

ごとにつきましては、プライバシーがありますので控えさせていただきます。

平成 30 年度の数字になりますが、市全体として、小学校が６人、中学校が

35 人となっています。 

才川昌一委員 これからも増えていくことを懸念するが、今、福光にある教室

だけではなく、ほかの地域でも受け皿を行政として考えていただくべきでは

ないか。今後の考え方について聞かせていただきたい。 

氏家教育総務課長 現在、いおう教室は福光の社会福祉会館の別館において運

営をしています。来年度に向けて、教育振興基本計画を策定してきたところ

ですが、策定委員会においても同様のご意見がありました。教育振興基本計

画の中でも、適正な配置計画を推進したいとしています。今後は、保護者や

児童生徒のニーズを見ながら、学校とも協議を行いまして、ほかの地域にも

必要かどうか検討していきたいと考えています。 

（事務局運営費） 

長井久美子委員 Ｕターンして帰ってきてほしいという思いを込めて 10 人分

見積もったが、３人で終わったため不用額が 280 万円出ている。希望がなか

ったといえばそうだが、ＰＲの努力はされたのか。 

氏家教育総務課長 この事業は、南砺市の奨学金をお借りされている方が対象

ですので全員把握しています。対象者に対しては年３回、こういう制度をご

利用してくださいという案内を差し上げています。その中で、申請者は今年

度３名だったということです。 

長井久美子委員 令和２年度は減額しているようだが、このことを契機に、地

元へ帰ってきていただきたいという思いがある中で、何か工夫ができないか

考えておられるのか。 

氏家教育総務課長 令和２年度については、この事業の新規の募集は中止する

としているところです。これまでにこの事業に申請された予算を来年度以降

は要求していくことになります。 

（体育団体育成費） 

山田清志委員 五箇山スポーツクラブというのは、上平地域のみを指すクラブ
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でよろしかったですか。 

桜野生涯学習スポーツ課長 そのとおりでございます。 

山田清志委員 五箇山スポーツクラブですが、説明の中では事務局員の確保が

できなくて、人件費分を減額であす。155万円から59万円と大きく減額され

ていますが、ほかの補助金の使途として、教室の開催経費や施設の利用料と

かが含まれますが、事務局員は確保できなかったが、施設を利用して教室は

開校できたというような認識ですか。 

桜野生涯学習スポーツ課長 事務局員は確保できませんでしたが、事務局を上

平行政センターの職員でしていただいたということですので、残りの金額に

ついては教室分と考えてもらいます。 

山田清志委員 人件費96万円というのは、昨年に次いで２年連続の減額となっ

ております。そんな中で、担当者がなかなか見つからない状況が続いている

と思いますが、行政センターの職員がいたからクラブ運営がうまくなされた

ということですが、行政センターから市民センターへの中で、令和２年度は

難しいなという部分もありますが、その辺の人員確保について、今現在どの

ような状況ですか。 

桜野生涯学習スポーツ課長 現在、上平行政センターから地域づくり協議会へ

相談をして、人員確保に努めているところでございます。 

山田清志委員 上平のほうの地域づくり協議会が立ち上がるということですか

ら、そこの方の力を借りながら、しっかりとクラブ活動としては続けていた

だきたいと思います。 

もう１件、利賀クラブについても伺いますが、教室の開催数の減少に伴っ

て154万円から65万円に減額と説明を受けておりますが、こちらは、事務局

人件費というのは支払いできて、人は確保できたけれども、教室は思うよう

に開催できなかったということでよろしいですか。 

桜野生涯学習スポーツ課長 教室が幾つかのうちの１つ、バドミントン教室の

ほうが指導者不足ということで中止と、それに伴いまして、人件費のほうも

その分減額ということになっております。 

山田清志委員 人件費も減ったし、教室開催費も減ったということで80万円の

減額という形でしょうか。 

  そういうことであれば、利賀のほうも事業の規模とすれば縮小した１年間

であったというわけであります。当然その地域の住民、特に高齢者とか子供

たちにとってスポーツクラブが果たす役割は非常に大きいわけでありますか
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ら、その教室なり、規模なりが縮小していくことは大変心配されます。その

中で、高齢者とかの健康福祉については、地域づくり協議会とかがサポート

していただいていると思いますけれども、子供のスポーツ少年団とか、そん

なものにスポーツクラブの規模の縮小が直結するんではないかなというふう

に心配しておりますけれども、スポーツ少年団に対しての影響は出ていない

のか、確認させてください。 

桜野生涯学習スポーツ課長 スポーツ少年団に関しましては、利賀のスポーツ

少年団は１団11人の規模でやっております。そういった団員が減少していく

中、スポーツ少年団の在り方について、少年団本部の役員の中でも検討、協

議されていると伺っております。これにつきましては、少年団本部で主体的

に取り組んでいただく重要な課題でありますので、市としてもその取組につ

いては、支援できることがありましたら支えていきたいなというふうに思っ

ております。 

山田清志委員 旧町部のスポーツクラブも最近はいろいろな教室を共同開催し

たり、ほかの地域の方にも門戸を広げたりという形で、いろいろ工夫しなが

らやっておられます。平、五箇山スポーツクラブ、利賀スポーツクラブにお

いても、人員の確保が難しいのもあると思いますが、いろいろな企画、教室

をそれぞれが企画するというのは大変難しい状況だと思いますから、今言わ

れたスポーツ少年団も含めてでありますが、そういった連携とか、協力とか、

いろいろなものを行政側からもしっかりアドバイスしながら何とか今までど

おり、あるいは以上の活動を確保できるようにしっかりと指導してあげてほ

しいなというふうに思います。 

桜野生涯学習スポーツ課長 それぞれの地域でスポーツ振興が衰退しないよう

に、市としてでも相談に乗っていきたいなというふうに思っております。 
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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２年３月１３日(金)】 

竹田秀人委員 新型コロナの件ですが、今、小・中学校の、山田委員がさっき

指定管理の話しましたが、民間のクラブ活動がやりたいけれども、する場所

がない。ある市では、もう進めておるところもあると。 

  やはりみなさんは、４月とか春頃になれば、大会とかが入ってくるという

ことで、それに合わせて、どこかでまとめて体を動かしたり、練習をしたい

んだが、なかなかそういう場所がないということで、非常に四苦八苦してお

られるということです。 

  今後10日間は延長したというような話ですが、本当に、これから子供たち

の体を動かす場所をどういうふうにお考えなのか。なかなか厳しいところか

もしれませんが、お考えをお伺いしたいと思います。 

桜野生涯学習スポーツ課長 子供たちのスポーツの場ということですが、集団

で活動するスポーツ少年団、スポーツクラブ等の活動に関しては、自粛を要

請をしているというところですが、学習時間以外の放課後とか土日の関係で、

個人的にスポーツ施設を使いたいということは、別に駄目とは言っておりま

せん。 

松本教育長 大変子供たちにも、保護者にも、大変不自由で苦しい生活を毎日

送らせているなと思っております。 

  それで、今のところ、教育委員会としては、もしこのまま何もなければで

すが、国からの要請は春休みまでと。それから今、市では25日まで10日間延

長したということで、もしこのまま何もなければ、26日から、今のいろんな

スポーツ少年団なんかもできるし、必要に応じては部活もできるし、それか

ら登校日もできるような形で進めたいと思っております。 

  今問題は、19日にまず、国が言っていた10日間が過ぎるときに、国から新

たな要請が出たり、何か発病したりすれば別なんですが、そうでない限りは、

26日をめどにいろんな活動を、健康に気をつけながらそれぞれ取り組んでも

らうようにしていきたいと思っております。 

竹田秀人委員 先ほど、桜野さんの話だと、個人的ならいいよという話をちょ

っとされましたけれども、本当に個人的で、何かグループでとか、そういう

のはやっぱり駄目なんですね。 

桜野生涯学習スポーツ課長 学校のほうも、集団で活動することで臨時休校を
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取っておるところで、スポーツ少年団とかだけが集団で活動するのは、ちょ

っとご遠慮、自粛してほしいということで要請をかけています。ただ、保護

者の了承の下、元気なところで、スポーツ施設を利用するのであれば、大丈

夫ですよということは伝えてあります。 

竹田秀人委員 確認ですけれども、保護者とか、管理する人がおれば大丈夫な

んですか。 

桜野生涯学習スポーツ課長 もちろん小学生の場合は、夜間、保護者同伴とい

うことが原則でありますので、保護者了解の下、集団でなければという。集

団であれば、部活と同じことになってしまいますので、そちらのほうはご理

解をしていただきたいなというふうに思っております。
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予算特別委員会総務文教部会 質疑要旨（教育委員会関係）

【令和２年３月１３日(金)】 

○議案第１号 令和２年度南砺市一般会計予算の所管部分 

（児童育成費） 

◆子どもの権利条例づくり事業について 

山田清志委員 子どもの権利条例づくり事業142万5,000円ということでありま

すが、この条例づくり事業を実施するに至った経緯からお願いいたします。 

武田教育部参事 近年、児童虐待等で子供の命が失われる痛ましい事件が発生

するなど、深刻な状況がありますし、また、いじめ、体罰などもあります。

この世の中の全て子どもが大人と同様に一人の人間としての人権を認められ

ることが大切であると考えており、本市が進めております子どもを育てたい、

子どもが育ちたいまちづくりの推進のために、子どもの権利について、大人

だけでなく、児童・生徒も含めた市民の皆様にご理解いただくことが必要で

あると考えています。 

山田清志委員 この条例は、南砺市は先行して作ろうとしている条例なのか、

あるいは全国的に既に例がある条例であるのか伺います。 

武田教育部参事 全国的に制定されています。県内でも射水市、魚津市の２市

で制定されています。 

山田清志委員 今回の予算の大半は、子どもの権利条約全国フォーラムの開催

事業費ということですが、このフォーラムはどんなことなのか。 

武田教育部参事 このフォーラムについては、毎年全国のどこかで行われてお

り、次年度、南砺市でこの子ども権利条約全国フォーラムを開催したいと思

っています。期日等は、11月14、15日、福野文化創造センターヘリオスで開

催するものです。 

  この子どもの権利条約全国フォーラムについては、実行委員会を設置をさ

れ、現在協議をされています。14日は基調講演、シンポジウム、また、15日

に分科会を設けながら、両日、南砺市をＰＲする南砺ブースを設置し、南砺

の活動、魅力を伝える場も作っていきたいと考えています。 

山田清志委員 大勢の方が入られる全国大会でありますから、開催されればい

いと思いますが、講師の方は決まっているんですか。 

武田教育部参事 講師については、子どもの権利について造詣の深い方を選定

されています。 
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山田清志委員 もう一つ、この３回の講演会というものを計画されておられま

すが、どのような対象者を考えておられるのか、その講師というのはどうい

った方を見込んでおられるのかについてお願いいたします。 

武田教育部参事 対象者については、大人だけでなく、児童・生徒という方た

ちも対象にしながら、市民へ周知、啓発していきたいというふうに思ってお

ります。 

  例えば、社会教育団体や学校関係者、ＰＴＡ、保育園等の保護者、子育て

をしている世帯の方、学生などを幅広く巻き込んで工夫しながら進めてまい

りたいと考えています。講師は、全国的に子どもの権利について造詣の深い

大学の先生等を考えています。 

山田清志委員 この条例の制定というのはいつごろを予定しておられるのか、

あるいは、この制定した後にはどのような事業展開といいますか、市として

計画を立てておられるのか伺います。 

武田教育部参事 条例の制定については、行政だけで策定するのではなく、児

童・生徒を含んだ市民の方、幅広い方々と協働してつくり上げたいと考えて

おり、県内の策定市においても、３年程度をかけて策定をされています。ま

た、南砺市でも、まちづくり基本条例の策定の際には３年間という期間をか

けて策定していますので、拙速にならないように、しっかりと時間をかけ皆

さんに周知、理解をいただきながら進めたいと考えています。 

山田清志委員 ３年とかいう複数年をかけて作っていかれるということであり

ます。この講習会の動員とか、人を集めるのは大変難しいかなというふうに

思っておりますが、その辺は工夫されて、ぜひ通り一遍な講習会にならずに、

しっかりと工夫を凝らしたメンバーでの講習会になるようにお願いをしてお

きます。 

武田教育部参事 今後、広く理解を深めるためにも、しっかりとした周知、啓

発の場を設けながら進めてまいりたいと思います。 

（こども妊産婦医療費給付金） 

◆三人っ子政策から子育て応援制度への政策転換について 

山田清志委員 こども妊産婦医療費給付金の中で、子育て応援制度の高校生医

療費給付金121万円については、三人っ子というのを主眼に置いた施策から、

今回の子育て応援制度への改正については、経済的に厳しい家庭に支援して

いくというふうに変えられました。私が思うには、これまで三人っ子政策と
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いうことで、３人目が産まれてもその子たちが高校生行く頃には、定期券、

医療費、そういったものは南砺市が見ますよというような、親たちにとって

みれば、そういった施策が南砺市の施策なんだと思って出産された方も中に

はいらっしゃるんじゃないかと思います。今回こんなふうに切り替えられて、

その部分について、担当課としてどう思っておられるか伺います。 

武田教育部参事 今年度までは総合戦略事業で三人っ子政策をやってきたわけ

であります。高校生の医療費の助成等もその中に入っており、将来的な支援

を期待されていた方には申し訳ないのですが、感じておりますのは経済的な

支援を必要とするレベルの世帯にしっかりとしていく必要があるという思い

から、今回制度を見直して実施したいと考えているものです。 

山田清志委員 経済的に厳しい家庭を支援していかなければいけないことはよ

く分かるわけでありますが、三人っ子政策によって高校生になったら医療費

は無料になるんだという思いで出産されたご家庭は少なからずいらっしゃる

と思うんです。その方について十分に検討された上で、こういった政策転換

になったのかということをお伺いします。 

村上教育部長 今回のいろいろな事業の見直しの背景にあるのが、昨年の10月

に始まりました国の幼児教育・保育の無償化というものがあります。随分手

厚い支援になっており、広く行き渡るということを踏まえて、あえて南砺市

のいろいろな子育て関係の事業については、低所得者を支給対象にしていこ

うと見直したわけです。 

  その時々で必要な支援策を見直していくという形でフォローしていけばい

いのではないかと思っています。 

山田清志委員 いずれにしてもこの後行政として、その政策はなくなったが今

はこんな政策がありますというものを、しっかり用意しておくべきだろうと

思っています。 

経済的に厳しいと言われる家庭でという話がありました。年収360万円未

満の世帯を想定しているとのことですが、両親の所得と祖父母の部分も含む

のか。 

武田教育部参事 今回の対象は両親の所得です。 

山田清志委員 これまで、まずは高校生において、その経済的な理由で医療に

かかれなかったというようなことが報告されているのか、確認させてくださ

い。 

武田教育部参事 そういうケースを耳にしたことはございません。 
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山田清志委員 やはりいろんなものを削って、子供の医療費に充てておられる

んだろうなというふうに考えたときに、こういった形でしっかりと経済的に

厳しいご家庭に関しては給付活動といいますか、支援のほうをこれからも続

けていただきたいということをお願いして終わります。 

（子育て支援センター費） 

◆子育て支援センターの閉鎖について 

才川昌一委員 子育て支援センターの閉鎖されるところがあるということで、

その理由というのはどんなことなのですか。 

武田教育部参事 近年の少子化によりまして、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いる上に、特にゼロ、１歳児の乳幼児につい

ては、母親の育児休暇明けから保育園等へ途中入園する児童が増え、年々、

利用者が減少し１日の平均利用親子数は２組を切るセンターが出てきました。

やはり支援センターは多くの保護者の方に来ていただいて、つながりを持つ

ことが大事だというふうに考えています。最近は１対１のつながりもなかな

か取れない状況があり効果が低くなってきていることなどから、閉鎖をした

いと考えているものです。 

才川昌一委員 今後この支援センターの在り方をどんなふうに考えていくの

か。 

武田教育部参事 閉鎖はしますが、地域内に子育てセンターがありますので、

まずは他のセンターを利用していただきたいと考えています。 

また、今まで利用されていた方には、サービスの低下につながらないよう

に、ＳＮＳ等を活用したシステムを構築することにより、保護者同士のネッ

トワークづくりをしながら、妊娠期からの仲間づくりや、安心して相談でき

る体制の充実による子育ての不安解消などにつなげ、これからもよりよいサ

ービスの水準を維持できるように努めてまいりたいと考えています。 

才川昌一委員 保育園との在り方ということとやはりリンクして考えていかな

ければならないのではないかと思います。 

  保育園に入園されるお子さんの動向というのも、親御さんが働かれるタイ

ミングが随分と多くなってきていることを思ったら、保育園の在り方と支援

センターの在り方ということは、ある意味リンクして施設運営をしていかな

ければならないと思うのですが、いかがでしょうか。 

武田教育部参事 保育園と子育て支援センターはやはり連携していく必要があ
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ると思っています。今年度まで子育て支援センター長はこども課長が兼務し

ていましたが、次年度以降は、保育園と支援センターの連携を強化するため、

保育園長が兼務して横のつながりをしっかりと持てるように見直したいと思

っています。 

才川昌一委員 もう一つは、南砺市立保育園の待機児童というのはいないとい

うふうにお聞きしていますが、これから０歳児や１歳児のお子さんの受け入

れを希望される方がだんだんと多くなり、保育士の確保が随分と難しいこと

になったときに、私立の保育園との連携ということが大事なことになるので

はないかと思います。南砺市立の保育園と、私立保育園との連携をしっかり

としていただき、待機児童のない地域だということをアピールできるような

市の運営ということをしっかりしていただきたいと思います。 

武田教育部参事 公立と私立の連携という話がございました。昨年10月に、来

年度の新入園児を受け付けする際にも、各保護者に説明していますが、公立

の保育園と私立の保育園、認定こども園の希望というのがありますので、お

互いの施設間の利用調整もさせていただきながら、また、保護者の希望もし

っかりと確認をしながら、待機児童がないように努めてきています。今後も

そのように努めていきたいと思っています。 

◆土日開催の子育て交流サロン等について 

長井久美子委員 子育て支援センターの件について、今回、子育て支援センタ

ーの休所があり、そして子育て交流サロンの土日の開催、そして、祖父母の

育児参加も推進するというふうに説明を受けましたが、具体的にはどんな様

子になるんでしょうか。 

武田教育部参事 子育て交流サロンについては、いろんな戦略事業の中で、市

内の公立支援センター２カ所を土曜、日曜に開設しています。来年度以降も

２カ所の開設は考えていますが、現場の運用を考えながら、しっかりとニー

ズに応えながら進めていきたいと思っています。 

  また、今までイクメン応援事業をやっていましたが、事業名を変え「子育

て・親育ち応援事業」ということで、もうすぐお父さん、お母さんになられ

る方、もうなっておられる方、そして、家族で子どもを見ていくということ

も大事であり、おじいちゃん、おばあちゃんを含めた家族での育児というも

のをより理解していただきながら、進めていただけるような講座を実施して

いきたいと思います。 

長井久美子委員 若い人と同居、あるいは昼間だけお孫さんを預かっている私
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どものような年齢の方から聞きますと、今は全然ママとの話が合わないので

困るという話も聞こえますので、やはりぜひそんなことを率先して、一人一

人の子供に対して同じ取り扱いができるような、そういう場がぜひ必要だと

思いますので、続けてください。よろしくお願いします。 

武田教育部参事 昔と今はそういう子育てのやり方も少し変わってきていると

いうことはありますので、やはりお互いに理解をしてやっていくというのが

大事だというふうに思っています。そういうことを思いながら努めてまいり

たいと思います。 

（事務局運営費） 

◆長期山村留学事業開設準備業務委託料について 

竹田秀人委員 長期山村留学事業開設の準備業務委託料として、1,547万円上

がっている。今回、この委員会に提供していただいている資料について、説

明してください。 

氏家教育総務課長 長期山村留学の受け入れ開始は、令和３年４月を予定して

います。募集対象は小学校２年生から中学校３年生、募集人数は10名程度、

留学方式は１カ月間30日のうち約20日間を生活拠点とするセンターに滞在し、

残りの10日間を民家のほうでホームステイすることを１年間続けていきます。

受入れ民家は５軒程度を想定しているところです。運営方法としては、施設

の管理、留学生の生活指導面をそれぞれ委託業務します。地域の魅力をこれ

までどおり伝えて、長期留学をこれからも続けていくために夏休みと冬休み

の短期キャンプは継続して行います。 

  スケジュールについては、令和２年度第１四半期に、業務委託契約を締結

し、長期山村留学の準備を開始します。第２四半期は、夏休みの短期留学キ

ャンプ、そして、第３四半期には冬休みの短期キャンプを行います。第２四

半期から第３四半期にかけまして、長期留学の募集を開始します。そして、

応募のあった方について、体験留学や現地見学会を行い、第４四半期には、

最終的に面接などを行って留学生の決定をします。あわせて拠点施設の改修

も行いたいと考えています。 

  予算については、長期山村留学の開設準備として、1,547万1,000円、そし

て、短期留学キャンプの予算として、686万円を見込んでいます。令和３年度

以降については、類似団体の兵庫県の神河町の予算を参考までに、載せさせ

ていただいています。長期山村留学の開設準備の内訳については、募集に対
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する支援の業務、事業実施体制の整備、関係団体、地域住民との調整、拠点

施設の運営計画の策定、その他長期留学生を受け入れに関する全体的なコン

サルティングを委託内容として予定しているところです。 

竹田秀人委員 今年は募集に対して1,500万円かかる。いよいよ来年からスター

トして、概算で3,000万円ほどかかるという話になっている。来年には再来

年の新しい子たちを募集するということは、来年3,000万円の上に1,500万円

またかかるのか。 

氏家教育総務課長 この経費に関しては、令和２年度のみですので、令和３年

度以降は神河町で言えば、この3,000万円余りの予算の中で、募集も全て行

っていくことになります。 

竹田秀人委員 この事業は定住事業ということになっており、非常にハードル

の高い事業である。定住を目指しているということで、今までと違い、どの

ような事業を考えておられるか。 

氏家教育総務課長 定住に向けてということになりますと、長期留学を受け入

れること自体が、将来的には定住に結びつくと考えています。留学するとい

うことは、利賀の子であると地元として扱っていただいて、地域と一緒にな

って盛り上げていくことによって、最終的には定住にも結びつくと考えてい

ます。 

竹田秀人委員 資料に出ていた兵庫県の神河町も10年やられたのだが、最終的

にはその小学校は閉校になってしまった。単に利賀の子だというのではなく、

いろいろ企画していかないと残念ながらこういうことになる。予算かけたけ

ど、利賀の子だと思っていたけれど上手くいかなかったというわけにはいか

ないので、しっかり事業を考えていただきたい。 

村上教育部長 山村留学に来た子供、もしくはその家族に、定住をしていただ

くということも期待しているのですが、非常にハードルの高いことだと思っ

ています。しかし、人の流れが生まれるということが、一つの移住定住に向

けてのきっかけになると思います。利賀を知ってもらう。利賀に来てもらう。

利賀で過ごしてもらう。これがいろいろな企画になると思います。育てる会

が山村留学を手掛けているところでは、支援員の若い方が地域に移住された

という事例もあります。そんなに簡単なものではないのですが、いろいろな

きっかけを作って、ただ単に子供というだけではなく、人の動きの中で、移

住・定住を推進していきたいという考えは持っています。 

竹田秀人委員 利賀の皆さんの長い間の計画であったということですから、何
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とかこの定住を進め、ぜひ、特に利賀の地区に子供たちが帰ってくるという

長いスパンじゃなく、やはり親御さんともしっかり話をして進めてもらいた

い。 

村上教育部長 この山村留学事業は、行政の予算だけではなく、地元の方の熱

意が一番大切になります。利賀では以前も山村留学をしておられましたが、

中断された経緯もあります。しかし、今回は利賀の方の熱意も十分あります

し、センターで20日間宿泊することで、負担も軽減しながら熱意に十分応え

て実績を上げていきたいと思っています。 

◆利賀地域短期山村留学事業業務委託料について

山田清志委員 予算特別委員会の中で、短期留学事業の参加人数は、初年度は

参加人数が13名で、うち市内参加者が５名ということだったが、昨年の答弁

では、参加者18人、首都圏から10名というような数字でいただいている。30

年度については、35名という話でだったが、昨年の答弁では33人と、どうし

て２年も続けて参加者の人数が食い違うのか、説明いただきたい。 

村上教育部長 29年度は参加者が13名と申し上げていましたが、18名で、その

うち市内参加者が５名です。30年度は35名で、市内参加者は２名、今年の夏

は25名で市内参加者はいません。冬のキャンプは24名で、そのうち市内参加

者は３名ということになります。 

山田清志委員 短期留学の予算について、29年度は４泊５日で389万9,000円、

30年度は５泊６日と１泊増えて471万2,000円、そして今年度は、さらに１泊

延長して６泊７日とし、また冬の活動３泊４日も加えて、予算947万4,000円

と大幅に予算が増えてきた。しかし、新年度予算が686万円と今度は減額に転

じた理由を伺いたい。 

氏家教育総務課長 長期山村留学の業務につきましては、短期と同様に公益財

団法人育てる会への委託を予定しています。来年度は育てる会の担当者が利

賀地域に長期滞在をして、準備業務を行うことになっていますので、短期キ

ャンプを企画するための事前調査、定住推進協議会に出席する費用など共通

する経費が不用になったということです。また、昨年度までは短期山村留学

の業務委託に含んでいた長期に関するコンサルティングの費用についても、

長期山村留学の業務で行うことになったことから、金額は減額となったもの

です。 

山田清志委員 予算特別委員会の中で、新年度に募集と並行して、現地見学会
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や１泊２日の体験留学が予定されていました。昨年３月の答弁では、今年度

の秋に育てる会の事業として、１泊２日の研修会というのを企画されていま

したが、これは実施されましたでしょうか。 

氏家教育総務課長 この事業につきましては、育てる会が実施する文科省の基

金を活用した事業ですが、昨年は要件が変わったということで実施できなか

ったと聞いています。ただし、来年はこの事業により、２泊３日の夏休み自

然体験活動を、短期留学とは別に行いたいということで、市内外から多くの

参加者を募り、幅広い年齢層にも山村のよさを知ってもらう機会にしたいと

考えているところです。 

山田清志委員 再来年から開始する長期留学生の確保について、手応えがある

のかを一番心配している。見解をお願いしたい。 

氏家教育総務課長 全国的にも長期の山村留学は一定のニーズはあると聞いて

います。そして、これまで３年間短期留学を積み重ねてきている中で、利賀

地域が将来の長期山村留学のフィールドとして十分認知されてきていると思

っています。このことから、育てる会からは、10名程度の留学生を確保する

ことは十分可能であるというご意見をいただいているところです。また、地

元でも必要なホームステイ先の準備を進めている状況ですので、受入れも可

能であると考えています。 

才川昌一委員 利賀の地域が賑わうことが一番の目標ではなくて、定住事業を

謳っているので、目的はどこなのかということを認識していただき、また、

どこかへ丸投げするようなことなく、行政がしっかりとそれに関わっていた

だかなければならない。これが南砺市の大きな方向づくりの一つになってい

くと言えるような事業にしていただきたいと思うので、この１年でしっかり

と準備をかけていただきたい。 

村上教育部長 この事業によって、利賀の子供たちの教育効果を高めること、

それから、利賀の活性化ということ、そして、もともとこの事業をやり始め

た目的が移住・定住ということですので、この３本柱の成果を上げていくこ

とができるよう、事業開始に向けて準備を進めたいと思っています。 

（小学校施設管理費） 

◆（仮称）井口地域義務教育学校新築工事について 

山田清志委員 令和３年４月に開校する井口の義務教育学校に向けての新築工

事について、この定例会で、井口義務教育学校に対する議案提出がどうして
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できなかったのか、説明をいただきたい。 

氏家教育総務課長 こちらとしましては、この井口地域義務教育学校の整備の

ための予算を今回提出させていただき、その他、協議会のほうでも協議を進

めておりますので、それらの準備が整った次の段階で、条例改正の上程を行

いたいと考えたものです。 

山田清志委員 条例改正はいつ出されるのか、そしてまた、出すまでに時間を

要しておるということでありますが、あと、まだ何が検討課題として残って

おるのか伺います。 

氏家教育総務課長 現在、井口地域小中一貫校設置協議会で協議を重ねてきて

います。次回の協議では、学習カリキュラムや、保育所との連携などを議題

として考えていくということになっています。 

村上教育部長 開校が来年の４月ということで、特認校としての募集も始めた

いと思っております。教育委員会としては、今度の令和２年６月の定例会に

南砺市立学校設置条例の一部改正を提出させていただきたいと思っていま

す。 

山田清志委員 先の定例会において、財源の件で、井口小学校が既に耐震工事

を終えているため、国庫補助事業が採択されないが、あきらめていないとい

う答弁を６月にいただいている。６月以降の交渉結果を含め、この国庫事業

に対する状況について説明をいただきたい。 

氏家教育総務課長 令和２年度予算として、中学校渡り部分廊下の解体と新築

部分の基礎工事等を見込んでおり、その工事費として１億3,570万円、工事

管理委託料に987万8,000円、そして、確認申請の委託料に30万円を計上して

いるところです。その歳入としまして、解体や給食調理場に関する部分の補

助金583万9,000円、そして、起債１億3,220万円を見込んでいます。６月に

答弁しましたとおり、新築部分の補助金について、県に補助採択の要件がな

いかとお願いをしていたところですが、やはり同一敷地内の新築は補助事業

の要件を満たさないということでした。 

山田清志委員 現在の井口小学校は築50年、中学校は築38年で、市内の学校が

次々と長寿命化工事を終えていく中、最後に残った学校である。耐震工事は

終わっているが、長寿命化工事は終わっていない。耐震化工事と長寿命化工

事の違いが、児童・生徒に与える影響はどういうものなのか、ご説明いただ

きたい。 

氏家教育総務課長 井口中学校の部分は、平成13年の耐震診断によりまして、
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建築基準法における基準値のほうを上回っていますので、耐震化の必要はあ

りません。しかしながら、建築後38年を経過しておりまして、様々な部分で

修繕が必要な箇所が多くあります。 

耐震化というのは、地震のときに倒壊しないために改修するということで

すので、例えば経年劣化したコンクリートの補修は行いません。長寿命化改

修は、学校自体の老朽化を防ぐということで、長期にわたり児童の安全のた

めに安全・安心な学校を運営していくために必要となるものですし、また、

時代に合わせた学習環境をそれによって整えるということにもなります。井

口中学校につきましては、38年経過していますので、長寿命化には該当しま

せんが、今回総合メニューの大規模改修ということで、それより有利な補助

金で改修させていただくことになっています。 

山田清志委員 将来の学校の在り方というのは、市民が大きな関心を寄せてお

り、様々な意見がある。市長が８地域全てに学校を残すという考え方を示さ

れたり、部活動の拠点校構想も計画されているが、そもそも子供たちにとっ

て地域にとって学校はどうあるべきなのか、その根本的な議論を議会として

は市民の前で一度もやっていない。井口の義務教育学校は、平等に良い環境

中で勉強してほしいので、今の工事の問題と学校の在り方は切り離して判断

したい。学校の在り方は、市民の前で正式にいろいろな角度から議論する場

を設けていくべきだ。 

村上教育部長 学校の在り方につきましては、今年度、教育委員会として、８

中学校区に学校を残し義務教育学校化していくという方針を出しました。し

かし、公共施設再編計画の検討の中では、具体的な施設をどこに残すか、ど

の機能をどう複合化させるかということを、令和２年度中に整理をするとい

う説明があったと思います。 

  教育委員会の方針について、まだまだ市民の皆様にご説明をして、ご意見

を聞く機会を設けなければいけないと思っていますので、これが決まった路

線ということではなく、説明を尽くし、ご意見を聞いていきたいと思ってい

ます。 

才川昌一委員 教育長や市長は、８つの地域にそれぞれ学校を残すという方針

を示されているが、今の時点では、公共施設の再編も絡んだ話として、しっ

かりと議論していくことが、これからの学校の在り方の一番大事なところで

はないかと思う。議会としてはそれを公の場で議論する場が今までなかった

というのは落ち度があった。これから６月に提案されるとすれば、この委員
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会だけでは広い議論の場がつくれないので、ぜひとも、井口の学校のことも

絡めながら、将来の学校の在り方を、広く議論をする場を議会としてつくっ

ていただくことを改めて委員長に提案を申し上げ、ぜひともこの機会に将来

の学校の在り方検討に向けた特別委員会の設置を求めたいと思うが、いかが

か。 

蓮沼晃一部会長 才川委員より、学校の在り方ついて、もっと議論を含めてい

かなければならないという話があった。特別委員会の設置について、各委員

の同意を求めたいと思うがいかがか。 

  異議なしという各委員からの同意をいただいたので、当委員会とすれば、

特別委員会の設置を委員会として議会運営委員会に、議長に一任をさせてい

ただきたい。 

榊 祐人委員 一般質問で、理想的な１クラスの児童数の答弁があり、１クラ

ス20人ぐらいがよいというだったが、今回の井口の義務教育学校は１学年13

人で20人と比べたら、あまりにも少なくないか。20人が一番理想的な人数だ

ったら13人はどのレベルか。 

松本謙一教育長 13人はもっといいです。公的な学校としてみたときに、20人

クラスということは13人も含みます。逆に世界的に見て、30人40人は信じら

れないと言われており、例えば、今、吉江中学校と福光中学が合併すると、

２クラスずつが３クラスになって教室の人数が増えます。別々にあることで

20から30人の学級ができています。だから、今の学校はちょうどいい。ただ、

13人クラスということを上限にするようなことは、公的には考えられえない

ということで、普通は大体20人クラスがいいと言われています。 

榊 祐人委員 学校の在り方というものをしっかりと議論していきたいと思う

が、公共施設再編という立場を一部では持たなくてはいけないので、適正な

規模というものをしっかりと考えていただきたと思っている。 

村上教育部長 教育委員会としても、公共施設再編の観点に立って、学校の整

備を進めていきたいと思います。 

  井口については、あまりにも減築の面積が少な過ぎるというご意見もあり

ましたが、もともと１クラスしかない小学校と中学校を合わせても、なかな

か面積の縮小は難しい。それともともと小さい教室ですから、今と同じもの

を作っても減らないということがある中で、300㎡をひねり出したというこ

とです。 
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  また、この規模の学校で体育館が２つ必要かという話も聞いています。一

方の体育館は社会体育館としての役割も果たしておりますし、学校の体育館

としては１つでいいのですが、耐用年数があって、使える間は今の形で使わ

せていただきたいと思います。 

  それから、施設の複合化については、令和２年度どの施設を残すかという

中で、学校施設と複合化をすることにふさわしい施設というものを検討して

いく必要があると思います。例えば、児童館、放課後児童クラブ、図書館な

ど学校施設との複合化が望ましい施設もありますので、それは井口の中だけ

で考えるのか、南砺市全体で考えるのか、２つの視点があると思いますが、

公共施設再編計画を改定していく中で、学校施設の複合化は十分意識してい

きたいと思っています。 

才川昌一委員 今回の改修のハードの部分だけを、議案として提出された中に

おいて、50年たった学校にいつまでも子供たちを入れておくのはいかがなも

のかというのは、誰もが認識することであり、そのために改修するというこ

とは同意をするところだ。しかしながら、どんな学校をつくるかということ

は、教育委員会もまだまだ考えられるということなので、議会としてもしっ

かり関与させていただき、そしてまた、南砺市全体の将来の学校の在り方と

いうことも併せて議論をさせていただきたいと思っている。 

  井口のこの学校については、地域の皆さんと子供たちを育てていく、そん

な学校づくりを目指しているということを思ったときに、地域の方々がどん

なふうに関与していけるのかを考慮した学校づくりが必要になる。工事の予

算についてでは、誰もが賛同するところだが、その方向について議論をして

もらい、地域のためにこの学校がどんな立ち位置であるのかという先進事例

を作り、これから先のほかの学校の在り方というものを考えていくときの方

向づくりのモデルとなるような学校にするべきである。ぜひともそんな方向

で考えていただきたい。 

（小学校管理費） 

◆校務助手報酬等について 

榊 祐人委員 校務助手は９校で11人ということだが、複数おられる学校があ

るのか。補正予算でも減額をされているが、必要数に応じた配置ができてい

るのか。 

氏家教育総務課長 複数おられる学校があります。今年度退職される方がおら
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れますので、令和２年度は人数が増えているという部分もございまあります。

現在、募集をかけているところです。 

榊 祐人委員 定年退職された再任用の方を積極的に採用しておられるような

状況だと思うが、この先、校務助手のなり手の方がおられるのか非常に不安

だ。 

氏家教育総務課長 再任用の方もおられるのですが、再任用から退職されると

いう方もおられます。やはり正規職員は補充しないということですので、臨

時職員で対応していくということです。また、学校によっては、シルバーに

委託をしているという学校もあります。 

（小学校給食費） 

◆給食調理等業務委託料について 

榊 祐人委員 学校給食では、外部委託が１校増えて４校になる。職員適正化

計画の下に、給食調理員の方についても新規の採用をせず、退職補充をしな

いという方針だが、この先も、外部委託という形で学校給食は成り立ってい

くのか。 

氏家教育総務課長 職員の定員適正化計画により、正規職員の調理員、校務助

手は、退職があっても不補充ということですので、不足する分は臨時職員で

雇用しているという状況です。そういった求人は社会全体で競合しています

ので、臨時調理員に関しても応募が少ない状況です。安全で安心できる給食

を安定して提供するために、給食調理を委託するということにしたわけです。

今まで、給食調理を委託してきた中で、特に問題はありませんし、今後も委

託するという方向で進んでいくと思っています。 

榊 祐人委員 外部委託をしても安全・安心な給食を提供できるというのは非

常にありがたいことだが、一方で、外部委託先がないということが今後懸念

される。また、調理員を確保できないという委託業者もおられると聞いてい

る。この先外部委託を続けられるのか懸念されるところだが、その辺はどう

か。 

氏家教育総務課長 先日、来年度以降の委託契約のプロポーザルを実施しまし

た。そのプロポーザルの中で新規の学校については、複数の業者から応募が

ありました。どの業者のプレゼンにおきましても、他の施設でも調理業務を

請け負っているので、万が一人手が足りない場合でも調整してやりくりでき

るという説明を受けています。その上で契約を結んでおりますので、今のと
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ころ大丈夫という認識です。 

榊 祐人委員 小規模校ばかりになっても学校をその地域に残していくという

ことは、ここでも問題になってくると思う。ある程度の規模の学校に集約を

していったほうが、自校調理を続けられることにつながらないか。 

氏家教育総務課長 私どもも将来的にそういったことは気にしていまして、委

託業者と交渉の中で小規模校についての聞き取りをしています。その中では、

小規模校であっても、将来的にやりたいという業者もたくさんありました。 

榊 祐人委員 学校の在り方の検討の中でまた、議論したいと思うが、とにか

く、外部委託に頼らざるを得ない状況の中、引き続き、安心・安全な給食を

提供できるよう対応をしていただきたい。 

氏家教育総務課長 安全・安心ということは、給食に限らず、学校では大変重

要なことですので、しっかりと進めていきたいと思っています。 

（中学校施設整備費） 

◆中学校防犯カメラ設置工事 

山田清志委員 これまで中学校に未設置であった吉江、福光、城端中学校に設

置するということで、これで中学校は全部設置が完了すると思っているが、

小学校、保育園も併せて全てこれで完了になるのか伺いたい。 

氏家教育総務課長 常時防犯カメラの設置については、残っていたのは城端、

福光、吉江中学校でしたので、これをもって全ての小・中学校、保育園に設

置したということになります。 

山田清志委員 平成30年度当初予算のときの説明では、残りの小学校は上平と

いうことになっており、31年度に計上するという説明を受けた。今年度の予

算には計上されていない。今ほど全て完了ということだったが、これは補正

で対応されたということでよろしいか。 

氏家教育総務課長 平成30年度に計上したものについては、敷地内への進入な

どを監視するために、校門等の入り口に設置する単独の防犯カメラで、常時

監視型のカメラとはまた別のものです。上平小学校は、そこまで人の往来が

激しくないということで、設置は見送らせていただきました。 

校舎への直接の出入口を職員室から常に監視できる常時監視型のカメラに

つきましては、全て設置が完了するということです。 

山田清志委員 監視カメラというのは、当然、抑止力が一番の目的であって、

防犯カメラ作動中と看板をよく見るが、そういったものを学校の校舎内に立
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てるのもいかがかと思う。監視カメラがあることを抑止力として周知するこ

とについての考え方を伺いたい。 

氏家教育総務課長 防犯カメラは、常に外部から訪問者を確認するため、夜間

や休日も作動しており、常時記録をしています。防犯カメラの付近には、必

ず防犯カメラ作動中のプレートを設置しています。このことにより、不審者

からの心理的な抑止力に役立っていると思っています。また、あってはいけ

ないことですが、不測の事態が発生した場合には、カメラなどの映像を警察

の捜査へ提出することも可能となっています。最近は防犯カメラにより事件

が解決するという報道もよく見ますので、そういったことが知られることに

より、抑止力はさらに高まっていると感じています。 

（教育センター運営費） 

◆スクールソーシャルワーカー報酬等について 

畠中伸一委員 アウトリーチ指導員について、活動内容やどのような情報収集

をされているのか、聞かせてほしい。 

氏家教育総務課長 アウトリーチ指導員という名前の人はおられないのですが、

不登校でなどの問題に対して、スクールソーシャルワーカーや適応指導員な

どの人が、家庭へ直接出向いて、いろいろな話を聞いたりして、解決に向け

てやっていくことをアウトリーチ指導と呼んでいます。 

畠中伸一委員 不登校になっている全ての対象者に、アウトリーチという手法

を取られておられるのか。 

氏家教育総務課長 該当の方には、学校の中でどうやって対応していけばいい

かというケース会議を逐一実施します。その中でアウトリーチということは

基本的なことだと思いますので、多くは実施をされていると思います。ただ、

ケースバイケースありますので、必ずアウトリーチが有効であるかどうかと

いうのは、該当する個々のケースによって異なっていると思います。 

畠中伸一委員 当然継続されるというふうに思うが、最後に成果と今後の取組

について聞かせてほしい。 

氏家教育総務課長 不登校の問題については、増加傾向にありますが、今、進

めている小中一貫教育も中１ギャップによる不登校を防ぐたという意味もあ

ります。もちろん学校でのきめ細かい配慮も必要ですし、不登校をなくせる

ように、関係者みんなで協力してやっていきたいと思います。 
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（保健体育費 プール管理費について） 

山田清志委員 城端温水プールと福光プールの指定管理料が一定するわけであ

りますけれども、昨今の新型コロナウイルスの問題で、小・中学校の休校が

今続いております。 

  教育部からは、スポーツ少年団でありますとか、部活動への活動の自粛が

要請されておるところであります。生涯学習スポーツ課のほうからは、児

童・生徒を集めた民間のスポーツクラブなどにも休止の要請文というのは出

ております。クラブチームというのは、スポーツ少年団とは違いまして、生

徒からの月謝で運営をされておるわけであります。今月分はこれをいただく

ことができない。それでも専属のコーチがいらっしゃいますから、給料の支

払いというのは当然発生するわけであります。今回、プールの指定管理料が

計上されておりますけれども、この指定管理料の算定に当たっては、そこを

利用するクラブの事業収入が勘案されたものだと思うわけであります。 

  あるいは、生徒が呼べない。収入がないという状態で３月を終えるんじゃ

ないかなというふうに思うわけであります。 

  このコロナによる自粛がいつまで続くか分かりませんが、この決められた

指定管理料でいいのか、それとも今後こういったことの収束を見定めてから、

補正予算等で手当てされる用意があるのか、その辺を伺いたいと思います。 

桜野生涯学習スポーツ課長 コロナウイルスで収束が見えないという中、活動

を自粛しておりますスイングスクールなど、影響を受けている補償などの対

応におつきましては、現時点で国や県の動向、その後の見通しもつかない部

分がありまして、市としての方針はただいま検討中であります。 

  また、スイングクラブのほか、市内の市の施設、民間の施設など、現在状

況を確認しているところでもあり、その上で今後の方針を決定していくもの

と考えます。

山田清志委員 今回のコロナウイルスの影響で、影響を受けていらっしゃる団

体、業界というのは多岐にわたるわけでありますけれども、商工会関係のほ

うなんかは、商工会を中心にまとめられて国への要望を出しておられたりと

か、利子補 といいますか、そういった運転資金の補給とか、そんな形で力

点を置いて要請されておりますが、子供たちをそもそも集められない、開い

ておるけれどもお客さんが来ないという業界と違って、最初から閉じてしま

っておるわけでありますから、月々の月謝というのは決まっておって、それ

をもとに、指定管理料も決められておって、１カ月、２カ月全く無収入が続
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くようであれば、当然経営がそのまま倒れてしまう場合があるわけでありま

す。かといって商工会とかそういった団体で、救済措置が求められるもので

もないものですから、子供関係の団体、そして、市が関与しておる施設のも

のについては、何とか今後、検討いただいて、しかるべき対応を取っていた

だきたいということを申し上げておきます。

桜野生涯学習スポーツ課長 ほかの施設のほうも状況を把握して、今後どうし

ていくか、検討してまいります。 

（教育費の保健体育費ライブラリーについて） 

長井久美子委員 前からありましたライブラリーが、今度なくなって、南砺市

に移行されたというふうにお聞きしましたが、それの概要を聞かせてくださ

い。 

桜野生涯学習スポーツ課長 視聴覚ライブラリー事業、55万8,000円の予算を

つけております。南砺市と砺波市こちら共同で設置しておりました砺波視聴

覚教育協議会が今月をもって解散いたします。そういうことから、団体貸出

し用のＤＶＤ450本あったわけなのですが、そのＤＶＤ231本を南砺市が引き

継ぎまして、中央図書館に市聴覚ライブラリーを新設する予定でございま

す。 

  このＤＶＤのほかにもビデオの機材とか、スクリーンとかも入っておりま

す。これは学校教育、社会教育の場で役立つ視聴覚教材を順次購入しまして、

各種団体の利用促進を図るものであります。 

長井久美子委員 これは児童だけでなくて、いろんな場面で貸していただける

わけでありますよね。 

桜野生涯学習スポーツ課長 学校だけではありませんので、児童クラブ、高齢

者の方々、そして、地域づくり協議会の中でいろいろと活用していただけれ

ばと思っております。 
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