
令和元年度 第８回教育委員会 次第 

日 時 令和２年２月６日（木） 

午後２時００分～ 

会 場 井波庁舎３０１会議室 

１ 教育長の報告 

２ 前回の議事録の承認 

３ 協議事項 

（１） 令和元年度３月補正予算要求概要について 資料１ 

（２） 南砺市保育園条例の一部改正について 資料２ 

（３） 南砺市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める 

    条例の一部改正について 資料３ 

 （４） 南砺市放課後児童クラブ事業実施要綱の一部改正について 資料４ 

 （５） 第２次南砺市教育振興基本計画（案）について 資料５別冊 

 （６） 第２期南砺市子ども・子育て支援事業計画（案）について 資料６別冊 

 （７） 令和２年度からの「南砺の子育て支援」について 資料７ 

 （８） 教育長の服務に関する承認事項について 資料８ 

４ 報告事項 

（１） 令和元年度１２月定例会一般質問の要旨について 資料９ 

（２） 新入学児童生徒学用品費等(入学準備金)の前倒し支給について 資料１０ 

（３） 令和元年度南砺市成人式の出席状況について 資料１１ 

（４） 第７５回国民体育大会冬季大会南砺市壮行式について 資料１２ 

（５） 令和２年度南砺市教育センター研修事業計画(案)について 資料１３ 

（６） 山村留学定住事業「雪国の自然と暮らし体験キャンプ」について 資料１４ 

                                  当日配付 

５ その他 

（１） 令和元年度卒業式、令和２年度入学式について 資料１５ 

（２） 第１６回南砺市社会教育推進大会について 資料１６ 

（３） 令和元年度全国体力・運動能力等調査 南砺市の結果について 資料１７ 

（４） 南砺市立図書館の２月の事業について 資料１８ 

６ 今後の日程 

次回教育委員会開催（予定）   月  日（  ）  ： 

会議終了　　　：　　　



■教育総務課

予　算　費　目
補正額
（千円）

摘要

事務局運営費 Ｕターン就職奨学資金支援金 △ 2,885 △ 2,855

教育センター
運 営 費

教職員用パソコン更新業務委託 △ 21,723 △ 21,723

適応指導教室
運 営 費

適応指導員の勤務実績による △ 1,002 △ 1,002

小 学 校
施設整備費

南砺市立学校施設個別計画策定支
援業務委託

△ 5,117 △ 5,117

社会保険新規加入者の増加による 910

児童用図書購入（福野小学校） 100

小 学 校
就学援助費

単価及び対象者数の増加による 85 85

小 学 校
施設管理費

委託業務及び工事請負契約の請負
差金による

△ 90,000 △ 90,000

中学校管理費
校務助手の異動及び勤務実績によ
る

△ 2,524 △ 2,524

中 学 校
施設整備費

南砺市立学校施設個別計画策定支
援業務委託

△ 5,173 △ 5,173

中 学 校
教育振興費

臨時職員の勤務実績による △ 1,404 △ 1,404

（教育総務課）　計 △ 128,703

令和元年度　教育委員会   ３月補正予算要求概要

補正予算要求内容 　  　　　　　  

小 学 校
教育振興費

1,010
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■生涯学習スポーツ課

予　算　費　目
補正額
（千円）

摘要

井波総合文化
センター費

指定管理料（修繕料・燃料費）の
精算

710 710

福野文化創造
センター費

指定管理料（修繕料・燃料費）の
精算

1,590 1,590

その他社会教
育施設維持費

指定管理料（修繕料）の精算
・福野産業文化会館
・城端勤労青少年ホーム

590
20

610

城端伝統芸能
会館管理費

入札請負差額による工事請負費の
減額
・ホールプロジェクターほか更新
工事
・ホール音響機器更新工事

△600

△1,500

△ 2,100

社会教育施設
管 理 費

入札請負差額による委託料の減額
・福光体育館耐震改修工事設計業
務委託
・福野文化創造センター空調用冷
却塔更新工事設計業務委託
・福野文化創造センター屋上防水
等修繕工事設計監理業務委託
・福野文化創造センター消防用設
備等改修工事設計業務委託
・平若者センター春光荘瓦屋根葺
替工事設計業務委託
入札請負差額による工事請負費の
減額
・福野文化創造センター空調用冷
却塔更新ほか工事
・福野文化創造センター屋上防水
等修繕工事
・城南スタジアムバックネット裏
スタンド防水修繕工事

△12,400

△700

△700

△400

△600

△4,900

△4,200

△800

△ 24,700

体 育 団 体
育 成 費

事業内容精査による減額
・五箇山スポーツクラブ補助金
・利賀スポーツクラブ補助金

△960
△800

△ 1,760

生涯スポーツ
推 進 費

福野Ｂ＆Ｇ海洋センター車両購入
・車両購入にかかる手数料
・車両購入にかかる保険料
・購入車両代

140
96
737

973

補正予算要求内容 　  　　　　　  
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予　算　費　目
補正額
（千円）

摘要

社会体育館
管 理 費

指定管理料（修繕料）の精算
・城端西部体育館等指定管理料
・井波社会体育館等指定管理料
・福光体育館等指定管理料
・福光里山体育館等指定管理料
・福光里山体育館等指定管理料
設計精査による工事請負費の減額
・福光東部体育館外構改修工事

160
60
90
580
180

△1,300

△ 230

プール管理費

指定管理料（燃料費・修繕料）の
精算
・城端温水プール指定管理料（燃
料費）
・福光プール等指定管理料（修繕
　料）

840

970

1,810

その他施設
維 持 費

桂湖ボート場レーン未設置による
委託料の減額
・桂湖ボート場レーン設置・撤去
業務委託

△2,151 △ 2,151

（ 生涯学習スポーツ課）　計 △ 25,248

■中央図書館

予　算　費　目
補正額
（千円）

摘要

図書館管理運営
費

臨時職員賃金の実績見込みによる減
額

△ 1,573 △ 1,573

（中央図書館）　計 △ 1,573

補正予算要求内容 　  　　　　　  

補正予算要求内容 　  　　　　　  

-3-



■こども課

予　算　費　目
補正額
（千円）

摘要

ひとり親家庭
医療費給付費

医療費給付費の実績見込みに基づ
く減額

△1,920

こども妊産婦
医療費給付費

医療費助成審査支払手数料の単価
及び件数の実績見込みに基づく減
額

△964

児童扶養手当
給 付 費

児童扶養手当給付費の実績見込み
に基づく減額

△10,972

児 童 手 当
給 付 費

児童手当給付費の実績見込みに基
づく減額

△1,080

子育て支援
センター費

社会保険負担金の実績見込みに基
づく減額
賃金の実績見込みに基づく減額
消耗品費の実績見込みに基づく減
額
事業費の減額分及び国の補助基準
額の増額分の充当による事業費支
弁人件費の増額

△520
△398
△279

2,877

1,680

給与費重複費
（子育て支援
センター費）

子育て支援センター費の事業費支
弁人件費充当分の減額

△2,877

保 育 園 費

臨時職員賃金の実績見込みに基づ
く減額
平成30年度子ども・子育て支援交
付金の確定による返還金

△30,169

1,868
△28,301

施設型給付等
支 援 費

私立保育園等への保育業務委託料
の公定価格の改定及び実績見込み
に基づく増額
私立認定こども園等への給付費の公
定価格の改定及び実績見込みに基づ
く増額
平成30年度子どものための教育・保
育給付費国庫負担金の確定による返
還金

1,329

1,688

173

3,190

児童福祉施設
管 理 費

入札請負差額による委託料の減額
　福野児童センター「アルカス」
大規模修繕工事
　実施設計業務委託
入札請負差額による工事請負費の
減額
　東部げんきっ子クラブ移設にか
かる改修工事

△678

△7,245

△ 7,923

（こども課）　計 △ 49,167

補正予算要求内容 　  　　　　　  
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南砺市保育園条例の一部改正について

１ 制定改廃の趣旨

  今年度の充足率及び来年度の入園見込み児童数を勘案し、城端さくら保育園、平み

どり保育園、福光東部かがやき保育園の定員を改正する 

２ 制定改廃の主な内容

 城端さくら保育園、平みどり保育園、福光東部かがやき保育園の定員を減員する

３ 施行期日

  令和２年４月１日
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南砺市保育園条例新旧対照表

現行 改正案 備考

別表第1(第4条関係) 別表第1(第4条関係) 

名称 位置 定員

南砺市立城端さくら保

育園

南砺市理休240番地 265人

南砺市立平みどり保育

園

南砺市下梨2580番地 40人

（略） （略） （略）

南砺市立福光東部かが

やき保育園

南砺市荒木1305番地1 220人

名称 位置 定員

南砺市立城端さくら保

育園

南砺市理休240番地 200人

南砺市立平みどり保育

園

南砺市下梨2580番地 30人

（略） （略） （略）

南砺市立福光東部かが

やき保育園

南砺市荒木1305番地1 160人

定員の改正

-
6
-



南砺市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に

関する基準を定める条例の一部改正について

１ 制定改廃の趣旨

（１）  放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準の一部を改正する省

令（平成 31 年厚生労働省令第 50号）により、同様の基準内容に改正を行う

もの

（２）  地方分権一括法による「従うべき基準」の参酌化（令和２年４月施行予定）

に伴い、附則第 2条の職員に関する経過措置（平成 32 年 3月 31 日まで）の

延長を行うもの

２ 制定改廃の主な内容

（１）  第 10 条第 3項中「都道府県知事が行う研修」を「都道府県知事又は地方自

治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 252 条の 19 第 1 項の指定都市が行う研修」

に改正する。

（２）  附則第 2条中の経過措置を、当分の間とすることに改正する。

３ 施行期日

  令和２年４月１日
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南砺市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例新旧対照表

現行 改正案 備考

(職員) (職員) 

第10条 放課後児童健全育成事業者は、放課後児童健全育
成事業所ごとに、放課後児童支援員を置かなければなら

ない。

第10条 放課後児童健全育成事業者は、放課後児童健全育
成事業所ごとに、放課後児童支援員を置かなければなら

ない。

2 （略） 2 （略）

3 放課後児童支援員は、次の各号のいずれかに該当する
者であって、都道府県知事が行う研修を修了したもので

なければならない。

3 放課後児童支援員は、次の各号のいずれかに該当する
者であって、都道府県知事又は地方自治法(昭和22年法
律第67号)第252条の19第1項の指定都市の長が行う研
修を修了したものでなければならない。

基準省令の改正

に伴う改正

(1)～(10) （略） (1) ～(10) （略）

4・5 （略） 4・5 （略）

附 則 附 則

(職員に関する経過措置) (職員に関する経過措置) 

第2条 この条例の施行の日から平成32年3月31日までの
間、第10条第3項の規定の適用については、同項中「修
了したもの」とあるのは「修了したもの(平成32年3月3
1日までに修了することを予定している者を含む。)」と
する。

第2条 この条例の施行の日から当分の間、第10条第3項の
規定の適用については、同項中「修了したもの」とある

のは「修了したもの(修了することを予定している者を
含む。)」とする。

基準省令の参酌

による経過措置

期間の延長

2 （略） 2 （略）

-
8
-



南砺市放課後児童クラブ事業実施要綱の一部改正について

１ 制定改廃の趣旨

東部げんきっ子クラブの移設による位置の変更するもの及び字句等所要の改正を

行うもの

２ 制定改廃の主な内容

 東部げんきっ子クラブの位置を「南砺市荒木 456 番地（福光東部小学校内）」に変

更する。 

その他、別記様式の字句等所要の改正を行う。

３ 施行期日

  令和２年４月１日
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南砺市放課後児童クラブ事業実施要綱新旧対照表

現行 改正案 備考

(放課後児童クラブの名称、位置及び定員) (放課後児童クラブの名称、位置及び定員) 

第3条 条例第5条第5項に規定する放課後児童健全育成事
業所(以下「放課後児童クラブ」という。)の名称、位置
及び定員は、次のとおりとする。

第3条 条例第5条第5項に規定する放課後児童健全育成事
業所(以下「放課後児童クラブ」という。)の名称、位置
及び定員は、次のとおりとする。

東部げんきっ子

クラブの位置変

更

名称 位置 定員

さくらっこクラブ南砺市城端1582番地1(城端児童
館「さくらっこ」内) 

各放課

後児童

クラブ

おおむ

ね40人

井波子どもホーム南砺市山見1365番地(井波児童
館「きぼりっこ」内) 

アルカスクラブ 南砺市二日町435番地1(福野児
童センター「アルカス」内) 

アルカスのびのび

ひろば

南砺市苗島4799番地(福野B＆G
海洋センター内) 

きっずらんどクラ

ブ

南砺市福光1269番地1(福光児童
館「きっずらんど」内) 

福光中部っ子クラ

ブ

南砺市法林寺1番地(福光中部小
学校内) 

福光東部っ子クラ

ブ

南砺市荒木456番地(福光東部小
学校内) 

東部げんきっ子ク

ラブ

南砺市荒木574番地

名称 位置 定員

さくらっこクラブ南砺市城端1582番地1(城端児童
館「さくらっこ」内) 

各放課

後児童

クラブ

おおむ

ね40人

井波子どもホーム南砺市山見1365番地(井波児童
館「きぼりっこ」内) 

アルカスクラブ 南砺市二日町435番地1(福野児
童センター「アルカス」内) 

アルカスのびのび

ひろば

南砺市苗島4799番地(福野B＆G
海洋センター内) 

きっずらんどクラ

ブ

南砺市福光1269番地1(福光児童
館「きっずらんど」内) 

福光中部っ子クラ

ブ

南砺市法林寺1番地(福光中部小
学校内) 

福光東部っ子クラ

ブ

南砺市荒木456番地(福光東部小
学校内) 

東部げんきっ子ク

ラブ

南砺市荒木456番地(福光東部小
学校内)

-
1
0
-



福光南部っ子クラ

ブ

南砺市小坂708番地(福光南部小
学校内) 

福光南部っ子クラ

ブ

南砺市小坂708番地(福光南部小
学校内) 

(利用の申込み) (利用の申込み) 

第6条 事業を利用しようとする児童の保護者は、放課後
児童クラブ登録申込書(別記様式)により利用しようとす
る放課後児童クラブに申し込まなければならない。

第6条 事業を利用しようとする児童の保護者は、放課後
児童クラブ利用申込書(別記様式)により利用しようとす
る放課後児童クラブに申し込まなければならない。

別記様式の名称

変更

別記様式(第6条関係) 別記様式(第6条関係) 様式の改正

（別紙） （別紙）

-
1
1
-



（現行） 

別記様式（第6条関係） 

    年度 放課後児童クラブ登録申込書 

  年  月  日 

（宛先）南砺市長 

申込者（保護者）

住 所  〒         

南砺市                 

氏 名

自宅電話番号       -      -       

次のとおり     年度南砺市放課後児童クラブの登録を申し込みます（利用したいクラブに○を付けてく

ださい。）。 

＊さくらっこクラブ  ＊井波子どもホーム  ＊アルカスクラブ  ＊アルカスのびのびひろば 

＊福光中部っ子クラブ  ＊きっずらんどクラブ  ＊福光東部っ子クラブ  ＊東部げんきっ子クラブ 

＊福光南部っ子クラブ 

（ふりがな） 性別 男 ・ 女 生年月日 年   月   日 

児童名 【          小学校   年 】（新年度の学年を記入） 

家 族 構 成 

（家族に病気等

の方がいる場合

は、その旨を備

考に記入） 

※新年度以降の

の状況（見込）で

ご記入ください。 

続柄 氏 名 年齢 
勤務先 又は
学校名（新年度の学年） 

備考（病気等の状況） 

緊急時の連絡先 

１〔氏名            （続柄      ）電話                       〕 

２〔氏名            （続柄      ）電話                       〕 

３〔氏名            （続柄      ）電話                       〕 

※勤務先名の入った保険証の写し又は就労証明書、自営業等従事申立書等を添付してください。 

     （用紙は、各放課後児童クラブにあります。 ） 

誓 約 事 項 

１．通所途上の児童保護については、保護者が責任を持ちます。 

２．利用中に建物又は備付物件等を故意に滅失したときは、損害額を賠償します。 

３．管理運営上支障をきたすと認められ、利用の制限を受けた場合は、利用させないことに同意します。 

４．家庭状況が変わった場合は、速やかに申し出ます。 

保護者氏名                      
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（改正案） 

別記様式（第6条関係） 

    年度 放課後児童クラブ利用申込書 

  年  月  日 

（宛先）南砺市長 

申込者（保護者）

住 所  〒         

南砺市                 

氏 名

自宅電話番号       -      -       

次のとおり     年度南砺市放課後児童クラブの利用を申し込みます（利用したいクラブに○を付けてく

ださい。）。 

＊さくらっこクラブ  ＊井波子どもホーム  ＊アルカスクラブ  ＊アルカスのびのびひろば 

＊福光中部っ子クラブ  ＊きっずらんどクラブ  ＊福光東部っ子クラブ  ＊東部げんきっ子クラブ 

＊福光南部っ子クラブ 

（ふりがな） 性別 男 ・ 女 生年月日 年   月   日 

児童名 【          小学校   年 】（新年度の学年を記入） 

家 族 構 成 

（家族に病気等

の方がいる場合

は、その旨を備

考に記入） 

※新年度以降の

の状況（見込）で

ご記入ください。 

続柄 氏 名 年齢 
勤務先 又は
学校名（新年度の学年） 

備考（病気等の状況） 

緊急時の連絡先 

１〔氏名            （続柄      ）電話                       〕 

２〔氏名            （続柄      ）電話                       〕 

３〔氏名            （続柄      ）電話                       〕 

※就労証明書、児童を保育できない理由書等を添付してください。 

     （用紙は、各放課後児童クラブにあります。 ） 

誓 約 事 項 

１．通所途上の児童保護については、保護者が責任を持ちます。 

２．利用中に建物又は備付物件等を故意に滅失したときは、損害額を賠償します。 

３．管理運営上支障をきたすと認められ、利用の制限を受けた場合は、利用させないことに同意します。 

４．家庭状況が変わった場合は、速やかに申し出ます。 

保護者氏名                      
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妊娠 出産

ＳＮＳ等を活用した

保護者同士のネットワークづくり

妊娠期からの仲間づく

安心できる相談体制の充実

わかりやすい子育て情報の発信

新規

ワーク・ライフ・バランスの推進

家庭内の子育て力の向上を支援

児童虐待防止対策の強化   母子保健事業や地域資源（人材）との

強化

見
直
し

（仮称）なんとの宝 
   お祝い事業 
祝品（木製品）等の贈呈

新規

こ
れ
ま
で

令
和
２
年
度
か
ら

【戦略】
出生祝い金

経済的支援を成長に合わせて
必要な時期に継続的な支援を

子育て支援センター

「切れ目のない支援
「誰一人取り残さない

①

②

③

⑤

令和元年 10月～

乳児期 幼児期 学童期

ＳＮＳ等を活用した

保護者同士のネットワークづくり

妊娠期からの仲間づくりを支援し、子育ての孤立防止と不安解消につなげます

安心できる相談体制の充実

わかりやすい子育て情報の発信

ワーク・ライフ・バランスの推進 企業や社会全体の取組みとして、安心して子育てができる環境整備を推進します

父母の子育て力・祖父母のサポート力向上に取り組みます

母子保健事業や地域資源（人材）との連携強化を進めます 

見
直
し

充
実

保育料無償化 
・3～5 歳児 
平均的家庭で 60 万円
軽減（3年間） 

・住民税非課税世帯 
0～2 歳児も対象

【戦略】ひとり親家庭入学祝い金
【戦略】南砺の三人っ子政策

高校生通学定期券補助
高校生医療費助成

子育て応援制度
（ひとり親家庭・低所得者世帯）

高校生通学定期券補助・医療費助成

入学卒業祝い金

拡充

保育園 

経済的支援を成長に合わせて
必要な時期に継続的な支援を

充
実

未来をひらく 
子育ち支援 
保護者と共に 
非認知能力を育みます

強化 居場所づくり事業
保護者と共に地域の子育て
高めます

保育園を中心に
した子育ち支援

子育て支援センター

支援（個々の成長段階）」    住み続けることで
取り残さない支援（全体）」    手厚い子育て支援を誰も

①’
③

④

⇒

中高生

につなげます

企業や社会全体の取組みとして、安心して子育てができる環境整備を推進します

充
実

【戦略】ひとり親家庭入学祝い金
【戦略】南砺の三人っ子政策

高校生通学定期券補助
高校生医療費助成

子育て応援制度
（ひとり親家庭・低所得者世帯）

高校生通学定期券補助・医療費助成

入学卒業祝い金

児童館・放課後児童クラブ
とやまっ子さんさん広場

居場所づくり事業
地域の子育て力を 新規

手厚い子育て支援を誰もが実感できる
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月　日 曜日 時　間 内　　　容 開催場所

1 火

水

学会活動

※表記学会活動について実施される研究会等

※上記日程については年休対応とする。

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、ESDコンソーシアムのESDコーディネーター
・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。

R2.2月4日
～5日

AM・PM
2019年度SDGｓ達成の担い手育成
（ESD)推進事業」事後評価会

静岡大学
(会場：ホテルアソシア静岡）

-15-
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令和元年１２月定例会 代表質問答弁要旨（教育委員会関係） 

【令和元年１２月９日(月)】 

山田 勉 議員 代表質問（一括） 

４．議決事件とする次期計画の策定について 

・「南砺市教育振興基本計画」の策定に向けての協議の経緯と、現在の計画と

比べての改定内容 

田中市長 両計画ともに、令和２年３月末で５年間の計画期間が終了するこ

とから、これまで計画に基づいて実施してきた施策と事務事業の成果を検

証し、外部有識者による会議で、令和２年度からの次期計画を策定してい

ます。 

  これまでに教育振興基本計画策定委員会を２回、子ども・子育て会議を

３回開催しました。会議では、今後の教育に関する貴重な意見を多数いた

だき、それぞれの計画の中で反映させています。 

  第２次教育振興基本計画の概要については、基本理念である「未来を切

り拓く南砺の人づくり」は、現計画を踏襲し、新たに５年間の重点目標と

して、「全ての人が心豊かに暮らす教育環境の充実」を掲げています。ま

た、ＳＤＧｓの「誰一人取り残さない」という理念をもとに、対象を幼児

から高齢者まで、そして教育を教える側から教えられる側、双方の立場に

沿った内容としています。 

  学校教育では、基本施策の１番目を「自他を尊重し、思いやりと助け合

う心の育成」とし、豊かな心の育成が最も大切であることを一層強調しま

した。また、学校施設だけではなく通学路の安全安心対策をさらに進める

とともに、ゲームやＳＮＳなどによる生活習慣への悪影響を防止すること

や、教員の多忙化への対応などを新たに盛り込みました。 

  生涯学習の推進では、小規模多機能自治の導入に伴う地域づくり協議会

への生涯学習活動支援への内容を盛り込み、スポーツの推進では、特に幼

児期からスポーツに親しむ習慣づくりや、体力の向上を重点施策として掲

げています。 

  子ども・子育て支援では、未来の人づくりが大切であることから、コミ

ュニケーション能力など、数値ではかることのできない非認知能力が育ま

れ、自分の価値や存在意義を実感できる自己肯定感の高い子供の育成を掲

げました。また、家庭の子育て支援、社会全体で子育てを支える環境づく

-16-
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2 

り、児童の発達や子供の貧困支援対策の推進に重点を置いております。 

  文化振興では、南砺でしか存在できない独自の文化「小さな世界文化都

市」といった新たな観点から、さらなる発展を目指し、今後とも文化芸術

事業を支援していく必要があるとしました。文化財の保存、活用では、あ

らゆる世代が文化財に親しみ、その価値を認識し、後世に継承していける

ような文化財収蔵・展示施設の市民への周知、展示内容の充実を図る点を

盛り込んでいます。 

 第２期南砺市子ども・子育て支援事業計画については、さきに実施した

ニーズ調査の結果などによる、教育・保育や地域子ども・子育て支援事業

の提供量の見込みやその提供体制の内容を盛り込み、乳幼児期の教育・保

育及び地域の子ども支援事業に加えて、過去からの次世代育成支援推進法

に基づく関連施策についても推進する計画としております。 

  子どもが育つ環境づくりで重視すべき考え方は変わりないことから、基

本理念である「子どもたちの明るい未来をともに築き 子育ての喜びや夢

を分かちあう まちづくり」は、変更していません。 

  第２期計画は、子供の育ちを中心に捉えた「子育ち」「家庭」「地域・

企業」「要配慮」の視点をもとに、４つの基本目標を柱としております。 

  「子育ち」では、未来の人づくりのために非認知能力を高める教育の充

実や、保育園訪問による教育力の向上、「家庭」では、妊娠・出産から子

育てへの切れ目のない支援、「地域・企業」では、地域社会や企業と連携

した子育て支援、「要配慮」では、子供の貧困支援など、一人も取り残さ

ず健やかに育つ環境づくりを盛り込んだ内容となっております。

  次期計画の５年間で、令和６年度までの効果的かつ実効性のある施策を

推進してまいります。 
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3 

令和元年１２月定例会 個別質問答弁要旨（教育委員会関係） 

【令和元年１２月９日(月)】 

中島 洋三 議員 個別質問（一問一答） 

１．とやま・なんと国体 2020 について 

①シャトルバスの運行について、市民への周知や県外からの来場者への対応は

どのようにするのか。 

村上教育部長 競技会場になるたいらスキー場と、たいらクロスカントリ

ーコースの駐車場は、選手、役員などの専用駐車場となることから、一般

来場者の駐車場が確保できないため、市役所城端庁舎、城端中学校周辺及

び平行政センターなどの駐車場から、無料シャトルバスを運行いたします。 

  城端庁舎からは、各会場へ午前６時 30 分から 15 分間隔で、平行政セ

ンターからも、30 分間隔でシャトルバスを運行いたします。城端駅からの

来場者につきましては、世界遺産バスを利用していただくよう周知したい

と考えております。 

  また、来場された方がジャイアントスラロームとクロスカントリーの

両方の競技を観戦できるよう、両会場を結ぶ会場間シャトルバスを午前７

時 30 分から 20 分間隔で運行いたします。 

  各会場への来場方法の周知につきましては、国体観戦ガイドブックや

ホームページなどに掲載することとし、来場者が混乱することなく、スム

ーズに会場に行けるよう、競技開催当日の案内も含めて、交通輸送体制を

しっかり整えてまいります。 

②雪不足や豪雪の場合の対応はどのようにするのか。

村上教育部長 雪不足となった場合には、競技役員を中心として、各種団

体等にも協力を呼びかけ、コース整備を行います。また、スキー場に雪を

運搬して整備する必要がある場合には、関係機関と協議し、大会が開催で

きるよう最大限の努力をしていきたいと考えております。 

  一方、豪雪になった場合には、圧雪車をフルに稼働させ、選手が万全

の体制で競技に臨めるようコースの整備を行います。また、選手、関係者

が安全に会場に到着できるよう、道路除雪についても、富山県や除雪関係

者と協力して、体制を整えたいと考えております。 
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長井 久美子 議員 個別質問（一問一答） 

１．高齢者の生きがいづくりの場としての図書館の利用について 

①図書館の利用で高齢者の生きがいの場をつくることについて 

ア）高齢者の社会参加促進のために、図書館だからできるボランティア活動等に 

参加してもらう方策はないか 

村上教育部長 市内にある図書館５館の利用者のうち、平成30年度に１回以 

上本を借りた60歳以上の方の割合は、全体の約３割でその割合は年々少しず 

つ増加しています。また、貸出冊数は平成30年度末で約12万冊あり、高齢者 

にとって身近な施設として日常的に図書館が利用をされております。

現在、高齢者によるボランティア活動としては、本の読み聞かせや花壇の 

手入れをしていただいております。図書館側がボランティア活動をお願いし 

たい業務としては、返却された本を元の場所に戻す配架作業がありますが、 

本が重いことや細かい文字を読む必要があることから、高齢者の作業として 

は不向きな面もあるのが現状です。

今後は、高齢者の方に限らず利用者の皆さんがどのようなボランティア活 

動に興味を持っておられるのか、何をしていただけるのかについて、図書館 

を利用する方にアンケートをとるなど情報を収集し、今後の図書館事業のあ 

り方の参考にしたいと考えています。 

イ）認知症予防のために、高齢者向けの読書会等を図書館活動として取りくんで

はどうか 

村上教育部長 高齢者の方を対象とした事業として福野図書館では現在、高 

齢者いきいきサロンへの出前おはなし会や、手遊びを行っています。また、 

本好きの方たちが月１回集まって、県立図書館から借りたテキストを読んで

感想を語り合う読書会活動も、40年以上にわたって行われいます。 

 現在、認知症予防に特化した図書館事業は行っていませんが、来年１月に 

には認知症予防にも関係の深い脳トレや、回想法などの本や資料を集めたコ 

ーナーの設置を予定しています。 

「認知症予防におすすめ図書館利用術」という著書の中では、本を探すこ 

とで脳の力を高めることや、読み聞かせで脳を刺激するなど、図書館事業に 

よる認知症予防が紹介されています。今後は地域包括ケア課の事業とも連携 

して、生活に身近な図書館で、高齢者がどのような活動ができるのか、ど 

のような効果があるのかなどについて、他市の事例を収集しながら検討して 
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いきたいと考えています。 

【令和元年１２月１０日(火)】 

山田 清志 議員 個別質問（一問一答） 

１．義務教育学校と学校の再編について 

②方針検討委員会からは、学校の大幅再編の根拠が出されているが対応策は

あるのか 

松本教育長 学校数削減の方向性については、将来的に各地区の小・中学校

を義務教育学校に移行することで面積を半減することが可能になると考

えています。行財政改革を進めながら、各地域に学校を存続させることを

明確にすることで、各地域の活力を維持することにつなげたいと考えてい

ます。 

  今後、児童・生徒数が減少することで、複式学級及び単級の学級の増加

が進み、授業では多様な意見や考え方に触れる機会が減少します。また、

部活動でも選択肢が減少し、１つの学校での団体競技の存続がますます困

難になっていくことが予想されます。 

  そこで、来年度から、児童・生徒数の減少にも対応できるように、他の

学級や学年の児童・生徒の多様な考え方に触れ、考えを広げたり深めたり

することができる他学級合同授業などの教育改革を行います。

  また、部活動では今年度中に、南砺市中学校部活動のあり方検討委員会

を設置し、合同部活動や部活動の拠点校設置など、質の高い活動を確保で

きる体制を整えられるよう、来年度から具体的な協議に着手します。

③部活動の拠点校とはどのような学校か 

松本教育長 現在、市内中学校の生徒数の減少により、部活動の部員数も

減少しています。秋の砺波地区新人大会には、人数不足のため出場でき

なかった部もありました。 

  今後、さらなる生徒数の減少が見込まれ、充実した部活動を行うこと

がさらに難しくなってきます。そのため、拠点となる多様な部を各学校

にバランスよく配置することで人数を確保し、多様な生徒のニーズに応

えていきたいと考えています。 

  実現に向けては、部活動についての地域ごとの実態が異なることや、

現在の部員数や将来的な部員数を見込んで配置する必要があること等、
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多くの課題があります。そのため、今年度中に南砺市中学校部活動のあ

り方検討委員会を立ち上げ、来年度より学校関係者、体育協会、スポー

ツ少年団、保護者等、多くの方々と協議を重ねながら具体的な協議に着

手していきたいと考えております。 

④義務教育学校における各学年の募集定員と定員を超えた際の調整方法 

松本教育長 本年６月６日に開催した井口地域小中一貫校設置協議会では、

１年の定員を 13 名とすることを決定しました。令和３年４月の開校時の

井口地域外からの募集予定人数は、12 月１日現在の児童・生徒数より算

出し、１年生は３人、２年生は５人、３年生は４人、４年生は４人、５

年生は７人、６年生は４人、７年生は１人、８年生は８人、９年生は 11

人の、合計 47 名となります。 

  定員を上回った際の選考方法は、現在は未定です。他の自治体では抽

せんの方法が多く採用されていますが、市内の学校や地域のご意見もお

聞きしながら、今後詰めていきたいと思います。 

  また、他校の学級編制に影響が見込まれる事態になった場合の調整に

ついては、特認校制度を導入する以上、原則として入学を希望する児童・

生徒及び保護者の意思を尊重する方向で今後検討を行います。 

⑤義務教育学校の特色ある教育カリキュラムとはどのようなものか 

校区の撤廃はふるさと教育にどんな影響を与えるか 

松本教育長 井口地域小中一貫校設置協議会において、特色ある教育とし

て６つの大枠（外国語教育の充実、ＩＣＴの活用、表現力の育成、部活

動の推進、地域への愛着、地域との連携）を決定しました。

  具体的なカリキュラムは、今後、小・中学校の学校関係者にて詳細を

詰めていきますが、外国語教育の充実やＩＣＴの活用については、外国

語教育は、ＩＣＴを活用した学習などを小学校の１年生から実施します。

  部活動の推進については、小学校課程から希望者による部活動への参

加を認め、一貫した指導体制を形成します。

  地域への愛着については、なんと学として地域の本物に出会う教育を

実施するなど、特色ある教育カリキュラムを、令和２年６月ごろをめど

に作成していきたいと考えています。

  ふるさと教育は、南砺市全域にあるふるさと教育の題材を活用して、
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児童・生徒が関わりながら学ぶという学習です。義務教育学校を含んだ

全校区において、小中９年間の一貫教育を生かした系統的なふるさと教

育に取り組んでいきます。例えば、小学校中学年まででは各校区内の事

柄について学び、高学年では学んだ知識を生かした提言もできるように

発展させます。そして、中学校では、校区外にも目を向けて、市内全域

を対象として見聞を広め、南砺市全体をふるさとと捉えて、未来につい

て考えることができるようにするなど、体系的にふるさと教育を展開し

ていきます。

  ご指摘の義務教育学校や校区がなくなった場合、校区の撤廃により、

他の校区に住む子供の考えも一緒になって考えることができます。それ

らを生かしていくことで、一層広い視野に立つ、深まりのあるふるさと

教育ができると考えております。

⑥新年度予算に計画されている義務教育学校の増改築費用は時期尚早なので

はないか 

松本教育長 （仮称）井口義務教育学校については、第２次南砺市公共施設

再編計画の「８地域それぞれに維持」「大規模改修時には減築」という方

針に従い、平成29年度から井口地域小中一貫校設置協議会を設置し、これ

まで時間をかけて準備を進めてきているものです。 

  開校する義務教育学校の校舎については、現在の井口小学校の校舎は建

築してから50年を超え、校舎の大規模改修が必要となる時期に達していま

す。校舎全体を新築すると多額な費用が必要となることから、建築37年で

比較的新しい井口中学校校舎を大規模改修しながら、不足する教室を補い、

特色ある教育の実施に向けて、一部を新築していきたいと考えています。 

  現在、（仮称）井口地域義務教育学校整備事業計画業務委託を年度内の

工期として発注しています。小・中学校関係者との協議は年内をめどに完

了し、今後、図面作成及び設計積算に移っていきます。来年度には、中学

校校舎の一部解体及び新校舎の基礎工事等を予定しています。 

  新築部分の工事期間については、施工規模と工事工程により、当初の１

年から２年へと変更になりました。開校予定である令和３年４月にはまだ

工事中ですが、（仮称）井口地域義務教育学校については、南砺市の教育

の先導となる義務教育学校となるよう、計画どおり進めていきたいと考え

ています。 
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中段 晴伸 議員 個別質問（一問一答） 

１．保育園の給食調理業務について 

①調理員における正規職員の割合について 

保育園の給食調理業務に関して、正規職員が少ないという現状についての考

えは 

村上教育部長 保育園における調理員の割合は、小・中学校と同様に、栄養

管理や食育の推進などの観点から、大変重要であると考えています。 

  現在は、南砺市定員適正化計画の方針から、調理員などの技能労務職が

退職しても、新規採用による正規職員の人員補充はせず、業務に必要な職

員は、臨時職員を採用して対応しています。 

  その結果、保育園の調理員に正規職員が占める割合は年々低くなってお

ります。給食調理業務に携わる市の職員の構成につきましては、小・中学

校では給食調理業務の民間委託を進めてきたため、正規職員が21人、臨時

職員が７人で、９校の業務を行っており、正規職員の割合は75％となって

います。 

  一方、民間委託をしていない保育園12園におきましては、正規職員は再

任用職員１人を含め20人、臨時職員は常勤８時間換算で34人、正規職員の

割合は37％となっていることから、小・中学校と保育園を比較しますと、

正規職員と臨時職員のバランスには偏りがあると認識をしています。

②調理員の人事について 

保育園の正規職員増加のためにも、保育園、小中学校全体で調理員の人事

を行うことも一つの方法ではないか 

齊藤副市長 正規職員の調理員の配置につきましては、16年前の合併時には

一部小・中学校と保育園で人事異動がありましたが、近年は人事異動は行

っておりません。 

  保育園の正規職員を増やす方法として、小・中学校と保育園間で人事異

動を行う場合には、小・中学校の正規職員が保育園に異動するかわりに、

保育園の臨時職員を小・中学校に異動することになります。 

  しかし、小・中学校の調理業務と保育園の調理業務とでは、議員のご質

問にもあったように、０歳児からの受け入れによる離乳食の提供や、アレ

ルギー食への対応など、業務内容に大きな違いがあります。 
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  また、小・中学校では、夏季休業等の長期休業中は仕事が休みになるた

め、臨時職員の場合はその間収入がなくなるなどの課題もあります。 

  今後、小・中学校と保育園間の人事異動については、臨時調理員の働き

方に対する希望を確認しながら検討してまいりたいと考えています。 

③民間委託のタイミングについて 

給食調理業務の民間委託を導入していくタイミングは、いつ頃から開始する考

えか 

齊藤副市長 現在は、公立保育園12園において、給食調理業務は全て市直営

で行っています。 

  年々正規職員が少なくなる中にあって、臨時職員の高齢化も進んでおり、

新たに臨時調理員を募集しても、なかなか応募がない状況となっています。 

  今後も、毎年、正規職員の退職者が出てまいります。まずは、小・中学

校と保育園間の人事異動を行いながら、中規模の小・中学校の給食調理業

務の民間委託を進め、その後、保育園調理業務の民間委託の移行について

も検討を始めたいというふうに考えています。 

２．幼児教育・保育の無償化について 

国の幼児教育・保育の無償化に関して、新たな施策や考えは 

田中市長 本市では、本年10月に開始をされた国の幼児教育・保育の無償化

の前から、既に保育料軽減事業として、第３子以降無料、多子同時入園の

第２子半額、三世代同居30％軽減などの手厚い対応を実施してきました。 

  無償化が開始されてからも、無償化の対象外となった０歳から２歳児に

対して、市の予算で引き続き保育料軽減事業を実施しています。 

  また、給食の副食費については、無償化の対象となった３歳から５歳児

をもあわせて、保育料軽減事業と同様の軽減を実施するなど、国を上回る

独自事業により、子育て家庭への経済的支援を行っています。 

  さらに、現在策定を進めております第２期南砺市子ども・子育て支援事

業計画では、子どもの主体的な遊びや自然体験活動を取り入れ、コミュニ

ケーション能力などの数値でははかることのできない非認知能力を育み、

自分の価値や存在意義を実感できる自己肯定感が高い子供を育てていく

ための教育・保育の質の向上を目指しております。 

  また、保護者の皆さんの新たな支え合いネットワークづくりにより、保
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護者の不安感等を解消し、家庭の子育て力を支援することなどを盛り込ん

でおります。 

  今まで実施してきた経済的支援に加えて、これらの子育て支援のソフト

事業面からの充実を図ることにより、さらに子育てしやすい環境づくりに

努めていきたいと考えております。 
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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１２月１３日(金)】 

（義務教育学校について） 

山田清志委員 令和３年に開校される義務教育学校は予定どおり開校され

ればいいと思っていますが、増改築の予算については、公共施設のあり

方が３月までに示されないのであれば、３月に予算案を出されてもそれ

を判断するすべは私にはありません。このことについて、教育委員会の

ほうからもう一回答弁いただきたい。 

氏家教育総務課長 教育委員会としましては、平成 29 年から協議会を立ち

上げ、時間をかけて、井口地域での義務教育学校について準備を進めて

きています。このことについては、第２次公共施設再編計画の８地域に

学校を残すということに基づいて、これまで準備をしてきておりますの

で、現段階では計画どおり進めさせていただきたいというところです。 

山田清志委員 あくまでも現計画である８地域に学校は残すという前提で

教育委員会は予定どおり動いているということですが、今の改訂委員会

の中で、それと異なる意見が出てきていたり、それでも財源は足りない

という新しい指標が出てきたり、本当に８地域でいいのかという議論が

今始まったところだと思っています。３月までの間に閉会中の審査も十

分できるわけですから、必要であれば、しっかりと私たちにもお伝えい

ただいて、議論する時間をいただきたいと思います。 

氏家教育総務課長 今言われましたことは、もちろん重々感じております

ので、こちらとしても努力していきたいと思っています。 

榊祐人委員 今ほどのことに関連して、現在、増改築に向けて設計業務を

発注しておられると思うのですが、その進捗の状況を少し説明していた

だきたいと思います。 

氏家教育総務課長 今は、業者、教育委員会、それと学校の現場の先生と

何度も協議しまして、教室の配置などを詰めているところであり、実施

設計の中で、金額や面積を減らすべく努力をしているところです。年内

に協議は大体終え、年明けぐらいから積算に移っていくという作業を現

在行っているところです。 

榊祐人委員 井口の学校の増改築は、概算で 16 億という数字が出ています

が、世の情勢からいくと人件費は上がっています。資材費もどんどん上
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がっているという状況で、16 億では済まないのではないかという予測が

立つわけです。今、設計を進めておられるのは、それでいいのかもしれ

ませんが、公共施設再編計画の改定作業の中で、将来、井口の小・中学

校が残るかどうか分からないとしたら、今のこの増改築が本当に必要な

のかどうかという根本に関わってくる問題です。現在の井口小学校は耐

用年数が来ているという話ですが、中学校はまだ耐用年数が少しあると

すれば、現在の中学校を改装して、義務教育学校を開校するということ

はあり得ないのでしょうか。 

村上教育部長 井口は、もともと単級の学校ですので、中学校に小学校部

分を入れるということはスペース的に難しいと判断して、今の計画を立

てています。 

榊祐人委員 片方で小・中学校を減らす、もう片方で８地域に残したい、

相入れないことを一生懸命議論しているわけで、それを議会に判断しろ

と言われても困るし、それぞれの地域の市民の意見をしっかりと酌み取

って議論をしていただきたいと思います。とにかく、義務教育学校に反

対しているわけではないですが、南砺市の将来を考えたときに、本当に

今の議論の進め方が正しいのかどうか非常に疑問であって、その辺をし

っかりと整理して、進めていっていただきたいと思います。 

村上教育部長 先ほどからの委員さんがおっしゃることは、そのとおりだ

と思っています。私どもも行革の観点を持ちながらも、地域のこと、教

育のこと、いろいろなことを全部考え合わせた上で、方向性を本会議で

答弁させていただいたところです。議会の皆様からのご意見もいろいろ

伺っていますので、先日も市長政策部行革・施設管理課と今後のことに

ついてと打ち合わせをしています。皆様のご理解をいただけるように進

めていきたいと思っていますので、よろしくお願いいたします。 

才川昌一委員 いろいろと懸念するところがあるということですので、検

討委員会等で話をされることももちろん大事ですし、井口地域でお話し

されることももちろん大事です。それぞれのところで話をいろいろやっ

たじゃなくて、最後の議論の終結するところはやっぱり議会ですので、

どんなタイミングで、どんなふうに資料や考え方を提示されるのか、そ

こが一番心配なところだというのが我々議会側の思いです。進め方をし

っかり練っていただいて、議会と議論をさせていただくタイミングを把

握していただきたいと、改めて申し入れさせていただきたい。 
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令和元年度　新入学児童生徒学用品費等（入学準備金　R2.1月支給済）

単価（円） 認定数（人） 支出額（円）

　新小学校１年生 50,600 26 1,315,600

　新中学校１年生 57,400 17 975,800

資料 10



令和２年南砺市成人式　地域別成人者数一覧（決定）

城　端 利　賀 井　波 井　口 福　野 福　光 計

男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女

39 33 8 8 3 4 41 34 5 10 64 73 93 96 253 258

34 32 7 6 3 4 36 27 4 8 47 59 71 81 202 217

87.2% 97.0% 87.5% 75.0% 100.0% 100.0% 87.8% 79.4% 80.0% 80.0% 73.4% 80.8% 76.3% 84.4% 79.8% 84.1%

男 女 男 女

201 207 68.4% 79.6%

区     分
平・上平

72 16 7

対象成人者総数

75 15 137 189 511

出
席
者
数

出席者数

66 13 7 63 12 106 152 419

出席率
91.7% 81.3% 100.0% 84.0% 82.0%80.0% 77.4% 80.4%

408 82.6%

前年出席者数

令和２年１月１２日（日）開催

前年出席率

-
2
9
-

資
料
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南砺市壮行式

日 時  令和２年１月２７日（月） 

午後５時３０分～ 

会 場  富山県民会館５階 ５０３会議室 
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役　職 種　目 所属 氏　名
1 副団長 本部 武田　慎一
2 副団長 本部 岡村　俊一
3 総務 本部 長田　一政
4 総務 本部 井渕　信雄
5 コーチ ｼﾞｬｲｱﾝﾄｽﾗﾛｰﾑ 藤野　彰史
6 コーチ ｼﾞｬｲｱﾝﾄｽﾗﾛｰﾑ 山下　義裕
7 コーチ ｼﾞｬｲｱﾝﾄｽﾗﾛｰﾑ 小林　雄太
8 コーチ ｸﾛｽｶﾝﾄﾘｰ 長田　政哉
9 コーチ ｸﾛｽｶﾝﾄﾘｰ 嶋田　裕樹
10 コーチ ｸﾛｽｶﾝﾄﾘｰ 塚原　平馬
11 コーチ ｸﾛｽｶﾝﾄﾘｰ 中島　拓哉
12 コーチ ｸﾛｽｶﾝﾄﾘｰ 島田　正叡
13 コーチ ｸﾛｽｶﾝﾄﾘｰ 竹原　義之
【選手】

種　目 種　別 所　属 氏　名
14 ｼﾞｬｲｱﾝﾄｽﾗﾛｰﾑ 成年男子Ａ 京都産業大学 和田　望武
15 ｼﾞｬｲｱﾝﾄｽﾗﾛｰﾑ 成年男子Ａ 志貴野高等学校(講) 坂次　大和
16 ｼﾞｬｲｱﾝﾄｽﾗﾛｰﾑ 成年男子Ａ 愛知工業大学 溝口　雄平
17 ｼﾞｬｲｱﾝﾄｽﾗﾛｰﾑ 成年男子Ｃ 南砺市役所 水口　雄太
18 ｼﾞｬｲｱﾝﾄｽﾗﾛｰﾑ 少年男子 富山第一高等学校 石田　悠真
19 ｼﾞｬｲｱﾝﾄｽﾗﾛｰﾑ 少年男子 砺波工業高等学校 石井　　要
20 ｼﾞｬｲｱﾝﾄｽﾗﾛｰﾑ 少年男子 砺波工業高等学校 齋藤　優磨
21 ｼﾞｬｲｱﾝﾄｽﾗﾛｰﾑ 少年女子 城端中学校 山田　呼夏
22 ｸﾛｽｶﾝﾄﾘｰ 成年男子Ａ 早稲田大学 山下　陽暉
23 ｸﾛｽｶﾝﾄﾘｰ 成年男子Ａ ㈱長田組 宇田　彬人
24 ｸﾛｽｶﾝﾄﾘｰ 成年男子Ａ ㈱長田組 清水　康平
25 ｸﾛｽｶﾝﾄﾘｰ 成年男子Ｂ 南砺平高等学校(教) 藤田　紘基
26 ｸﾛｽｶﾝﾄﾘｰ 成年男子Ｂ ㈱松井製材所 松原　　賢
27 ｸﾛｽｶﾝﾄﾘｰ 成年男子Ｃ お食事処「坂出」 高田　哲親
28 ｸﾛｽｶﾝﾄﾘｰ 成年女子Ａ 日本大学 林　明日香
29 ｸﾛｽｶﾝﾄﾘｰ 成年女子Ａ 関西学院大学 中井　柊花
30 ｸﾛｽｶﾝﾄﾘｰ 少年男子 南砺平高等学校 山﨑　大翔
31 ｸﾛｽｶﾝﾄﾘｰ 少年男子 南砺平高等学校 高田　道希
32 ｸﾛｽｶﾝﾄﾘｰ 少年男子 南砺平高等学校 竹原　敦也
33 ｸﾛｽｶﾝﾄﾘｰ 少年男子 南砺平高等学校 若林　拓哉
34 ｸﾛｽｶﾝﾄﾘｰ 少年男子 南砺平高等学校 荒木　鷹人
35 ｸﾛｽｶﾝﾄﾘｰ 少年女子 平中学校 宮崎　美樹
36 ｸﾛｽｶﾝﾄﾘｰ 少年女子 南砺平高等学校 稲塚　麻衣
37 ｸﾛｽｶﾝﾄﾘｰ 少年女子 南砺平高等学校 真井樹里愛

第75回国民体育大会冬季大会スキー競技会(とやま・なんと国体2020)

役員・コーチ・選手名簿
【役員・コーチ】

役員４名、コーチ９名、選手２４名、合計３７名
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令和２年度 南砺市教育センター研修事業計画（案） 

令和２年１月22日現在 

南砺市教育センター 

※ 番号 事 業 名 対象 実施日時 内    容 

301
１ 学力向上研修会 市内小中学校

教務主任又

は研究主任、

希望者 

５月26日（火）

午後 

授業の見方を鍛える 

講師：南砺市教育長 松本 謙一 

会場：南砺市立福光東部小学校

30３
２ 学校図書館研修会 市内学校司書助手

市内保認教職員

市内図書館職員、

希望者 

５月28日(木) 

14:30～16:40 
子供たちの読書活動を推進する学校図書

館の充実に向けて 

講師：富山市学校司書  

佐藤 千雅子 先生 

会場：南砺市立井口小学校（図書室） 

 ３ スタディ・メイト等研

修会 

スタディ・メイト

適応指導員 

６月23日(火) 

 14:00～15:30 

※小教研部会

別研修会の

日に実施

特別な支援を必要とする子供の理解と対

応の仕方 

講師：南砺市教育委員会  

スクールアドバイザー 田中 一昭 先生

会場：南砺市地域包括ケアセンター

30３
４ 通級指導教室担当者研

修会 

通級指導教

室担当者、 

希望者 

８月 個々に応じた通級指導の在り方と運営方

法について（未定） 

講師： 

会場：砺波市内 

30３
５ ふるさと学習研修会 市内小中学校

初任勤務者、

希望者

７月27日(月) 

13:30～16:30 

歴史文化施設めぐり（井口地域） 

講師：見学場所担当者 

見学場所：いのくち椿館、円筒分水槽、

赤祖父湖、井口城址等

303 
６ コミュニケーション教

育研修会 

市内保認・ 

小中学校 

教職員等 

７月28日（火）

９:00～12:00 

内容 ワークショップ 

講師：劇作家・演出家 青年団主宰 

 平田 オリザ 先生 

会場：南砺市地域包括ケアセンター

30３
７

(協) 

特別支援教育研修会 
【砺波地区教セ協業】 

担当：砺波市 

地区小中学校

教職員等 

７月29日(水) 

14:00～16:30

演題 未定（発達障害）

講師：富山大学 保健管理センター 

准教授 西村 優紀美 先生 

会場：庄川生涯学習センター

301 
８ 

(協) 

資質能力向上研修会 

【砺波地区教セ協業】 

担当：小矢部市 

地区保認幼・

小中学校 

教職員等 

７月31日(金) 

 13:30～16:30 

自己肯定感を高める児童生徒への働きか

け（仮） 

講師：富山大学大学院教職実践開発研究科 

 准教授 石津 憲一郎 先生 

会場：小矢部市総合保健福祉センター

30３
９ 

(準) 

学力向上研修会 

【砺波市・小矢部市と共催】

担当：小矢部市 

地区小中学校

教職員等 

８月５日(水) 

13:30～16:30

新学習指導要領が目指すもの  

～新しい教科書が目指すもの～（仮） 

講師：富山県学力向上推進チーム 

教育専門員 

会場：小矢部市総合保健福祉センター

協業研修 準協業研修 市内教職員悉皆研修 

赤字：未定 
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301
10 南砺市教育講演会 市内小中学校

【教職員悉皆】

８月６日(木) 

13:30～16:30

演題 未定 

講師：南砺市教育長 松本 謙一

会場：井波総合文化センター メモリアホール

301 
11 

(協)

道徳教育研修会 

【砺波地区教セ協業】 

担当：南砺市 

地区小中学校

教職員等 

８月７日(金) 

13:30～16:30

道徳科の授業と評価の在り方（仮） 

講師：畿央大学   

教授 島 恒生 先生 

会場：南砺市地域包括ケアセンター 

白表紙

研修

12 理科教育講座（自然観

察）中級コース１日 

【県総セと南砺市との連携事業

小矢部市・砺波市と共催】

地区小中学校

教職員 

８月20日（木）

９:30～16:30

理科教育講座（自然観察）中級コース１日

講師：県総合教育センター 科学情報部 

会場：南砺市内 

301
13 

(準) 

実技指導法研修会（歌唱）

【砺波市・小矢部市と共催】

担当：砺波市 

地区保認幼 

教職員 

小中学校 

教職員等

8月24日(月) 

14:00～16:30 

歌唱指導・声づくり 

講師：富山県授業力向上アドバイザー 

宮﨑 新悟 先生 

会場：未定

301
14 

(準) 

外国語活動・外国語科

研修会 

【砺波市・小矢部市と共催】

担当：南砺市 

地区小学校・

中学校英語 

教職員等 

※南砺市につ

いては、小学校

教員と中学校

英語科教員は

悉皆 

８月28日(金) 

13:30～16:30

小中学校９か年を見通した外国語教育 Part2（仮）

講師：文部科学省 視学官 

 直山 木綿子 先生 

会場：南砺市地域包括ケアセンター

301

15 ステップアップ研修 

～先輩に学ぶ若手教員

研修会～ 

市内 

７～９年次

教員

６～11月 

（希望日） 

先輩教員にアドバイスを受けながら、１単

元分の授業づくりに取り組む  

講師：市内の先輩教員 

会場：市内小・中学校

301
16 学力向上プログラム研

修会（拠点校研修） 

【市教育委員会共催】

市内小中学校

教職員等

 講師：富山国際大学 准教授 松山 友之先生

   西部教育事務所 （主任）指導主事

会場：福光東部小学校

301 市内小中学校

教職員等

講師： 

会場：吉江中学校

※
17 国内長期研修 推薦 

３か月以内
福光中部小 笹谷 和生 教諭 

福野中   津田 昌明 教諭

※
18 国内短期研修 推薦 

最高２泊３日まで 市内小中学校15名

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

 「ステップアップ研修」「国内長期・短期研修」は、研修内容に応じて301～303のいずれかを報告書に明記する。 
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性別 学年 年齢 住所 性別 学年 年齢 住所

1 女 3 9 京都府 14 男 4 10 東京都

2 女 3 9 京都府 15 男 4 10 東京都

3 男 2 8 東京都 16 男 2 8 東京都

4 男 4 9 埼玉県 17 女 2 7 東京都

5 女 2 8 埼玉県 18 男 5 11 南砺市

6 男 3 9 神奈川県 19 男 5 11 南砺市

7 男 3 8 埼玉県 20 男 5 11 南砺市

8 女 2 7 千葉県 21 男 4 10 愛知県

9 男 4 10 東京都

10 男 4 9 東京都

11 男 2 7 東京都

【集計：地域別】（）は2019夏

12 女 2 8 東京都 東京都 10（13）

13 男 4 10 東京都 神奈川県 1（3）

【集計：学年・男女別】
埼玉県 3（0）

学年 男 女 合計 リピーター 千葉県 1（2）

2 3 4 7 1 愛知県 1(3)

3 2 2 4 京都府 2(1)

4 7 0 7 6 南砺市 3(0)

5 3 0 3 計 21

6 0 0 0

18 7 21

2019 冬　参加者名簿

※アンダーラインは過去の利賀地域でのキャンプに参加した
ことがある者。
※申込者２３名中２名がインフルエンザ罹患により直前キャン
セルとなった。



「利賀
と が

の冬 雪国の自然と山村の暮らし体験
たいけん

キャンプ
き ゃ ん ぷ

」 

アンケート 

参加者２５名 回答２５名 回答率１００％ 

Ｑ１．南砺
なんと

市
し

利賀村
とがむら

を知
し

っていましたか？   ① はい ８   ② いいえ １３ 

Ｑ２．参加
さんか

する前
まえ

、キャンプの何
なに

が楽しそうでしたか？ 

① 雪あそび 18  ② 農家
のうか

での暮らし体験 9 ③ スキー・かんじき 8   ④ 竹のはし作り 4 

⑤ かまくら作り 11 ⑥ 山の料理 （ジビエ） 2  ⑦ みんなで泊
と

まること 8 ⑧ 山の自然
しぜん

 4 

⑨ そのほか  3（ 友達作り                                  ）  

Ｑ３．参加
さんか

して楽
たの

しかったことは何
なに

ですか？ 

① 雪あそび １７ ② 農家
のうか

での暮らし体験 １３ ③ スキー・かんじき ４  ④ 竹のはし作り １１  

⑤ かまくら作り １３ ⑥ 山の料理（ジビエ）５  ⑦ みんなで泊
と

まること ８ ⑧ 山の自然
しぜん

 ８ 

⑨そのほか ３（ 友達が沢山できた                       ） 

Ｑ４．キャンプは長
なが

かったですか？ 

①   ちょうどいい ９  ② もう少し長くてもいい ９    ③ もう少し短くてもいい ３ 

Ｑ５．利賀村
とがむら

で同
おな

じようなキャンプや体験
たいけん

学習
がくしゅう

があれば、また参加
さんか

したいですか？   

①   参加したい １４  ② 考
かんが

えてみる  ７      ③ 参加しない  

Ｑ６．利賀村
とがむら

のような山の村で、半年
はんとし

や一年間、親
おや

からはなれて暮
く

らす山村
さんそん

留学
りゅうがく

に参加
さんか

してみたいですか？ 

①  参加したい ５  ② 少し関心
かんしん

がある ６ ③ 参加したくない ６ ④ わからない・まよう ４ 

Ｑ７．「わからない・まよう」と答えた人にお聞きします。どのような体験
たいけん

ができると参加
さんか

したいですか？ 

（自由
じゆう

に書
か

いてください）帰りたくなったら帰れるキャンプ 冬の時期に来たい

Ｑ８．そのほか、キャンプの感想
かんそう

を自由
じゆう

に書
か

いてください。 

   たとえば：農家でもっといろんな体験をしたい、星空かんさつをしたい、自由時間をもっとほしい など 

  もっと雪遊びがしたい ２、 ジビエが美味しかった 、自由時間がもっと欲しい ３ 、農家でもっと体

験したい ６ 、動物の観察がしたい ２ 、餅つきが楽しかった、ご飯の時間をもう少し欲しい、

 女子だけのキャンプがしたい 



2019利賀の冬 雪国の自然と山村の暮らし体験キャンプ保護者アンケート【集計結果】 

参加者 21人     回答者 7人  回答率 33％ 

Ｑ１．南砺市利賀村をご存じでしたか？   ①はい5人 ②いいえ 2人 

Ｑ２．今回のキャンプを何の情報で知りましたか？ 

① インターネット 0人 ②チラシ 2人  ③口コミ 0人  ④育てる会 4人  ⑤その他 1人（学校からのチラシ） 

Ｑ３．お子さまのキャンプに参加した感想についてお知らせ下さい。 

①とても満足している 2人   

・かまくら作りが楽しかった。 

・普段食べないジビエ料理（熊、鹿、イノシシ）がおいしかった 

・農家での暮らし体験で教わった事を楽しそうに話している 

・箸作りも楽しかったようでまた挑戦して作ってみると言っている 

②ほぼ満足している 5人    

・雪遊びや地元のお宅での生活体験など楽しかった 

・普段食べないジビエ料理（熊、鹿、イノシシ）がおいしく、とても印象に残っているようです。 

・猟師さんのお話や、山村留学のビデオの内容が良かった 

・農家訪問がとても楽しかったようで、鹿の骨で作ったネックレスが宝物になりました。 

・豪雪が体験できなかったのは残念ですが、雪遊びも出来て良かった。 

・スキーが出来なかった事が残念だった。 

・夏に知り合った「こいなみさん」に会えてよかった 

③やや不満である 0人   

④とても不満である 0人  

⑤その他 0人 

Ｑ４．活動に参加させてみてよかったと思われることはどんな点ですか。 

・家族や友達以外の人とあまり接することが無いので、初めて会った子供たちと友達になれてとてもよかった。 

・いつもとは違う雪国、山村での暮らしに触れ刺激になった。息子は「今年の夏も参加したい、友達と約束した」と申して

おります。 

・「恥ずかしがり屋な性格で、他の子となじめているか、楽しく過ごせているのか」と心配していた４日間でしたが、本人に



尋ねたところ、「楽しかった。また行きたい」と言っていたので、参加させて良かったと思いました。 

・普段体験できないことができて良かったです。自分より下の子のお世話もできたみたいで成長できたのがうれしいで

す。協調性が身についた。また参加したいと言っていました。 

・ゲーム以外の興味があまり無かったが、また自分で箸作りをしたいと言っていました。自分で全て準備し、キャンプ中も

天気や気温、活動内容を考えながら服装などを決める事ができた。 

・家とは違う環境の中で生活することができてよかった。こちらは雪がほとんど降らない地域なので、雪の体験ができて

いろんなことが学べたようです。 

・普段学校の後、ルームや習い事など家で過ごす時間がほぼ無い毎日で忙しい小学生。外遊びを思いっきりやりきる、

自然とふれ合う、人と協力するなど、こちらにいるとなかなかやれない体験、経験ができてよかったです。 

Ｑ５．活動内容、指導方法、その他ご要望がありましたらご記入下さい。 

・活動内容、指導について満足しております。またブログで活動の様子を見る事ができてよかったです。 

・山の暮らしなど知らない事をたくさん教えてもらってすごくためになったとおもいます。 

・今回冬の体験だったのでぜひ、夏の利賀も体験させたいと思っています。今年度の案内、募集が決まり次第、資料等

頂きたいです。また４月から年長になる弟がいます。姉弟で参加させたいのですが、小学生からでないと参加できませ

んか？兄弟ならOK等検討して頂きたいです。二人で参加できるとうれしいです。 

・疲れたようですが本人は楽しかったと言っていました。愛知からだと参加手段がないので、これから続けて参加できる

かはわかりません。そこだけが残念です。 

・次回のキャンプのパンフレットを郵送して欲しいです。 

・普段できない貴重な体験（初午作り、農家での暮らし体験での繭玉作り、餅つき）をさせていただき、感謝の気持ちでい

っぱいです。また普段なかなか口にできない鹿肉カレー、猪汁、熊汁等も特に都会の子たちはびっくりだったのではな

いかとおもいます。スタッフの方々のお人柄も良かったです。 

Ｑ６．今回のキャンプに申込みされたのはどうのような理由、目的からですか？ 当てはまるもの全てに○印を付けて下さい。 

①友だちに誘われたから 1人  ②活動内容が良さそうだったから 5人   ③費用面でよかったから 5人 

④活動場所に魅力を感じるから 1人   ⑤育てる会や指導員に進められたから 1人    

⑥活動日数が子どもに最適だと思ったから 3人   ⑦似たような活動に参加経験があったから 0人   

⑧生きもの・草花に関心があるから 0人   ⑨山村の暮らしに関心があるから 2人    

⑩将来山村留学を考えているから 0人   ⑪自然環境（山・水・空気など）に関心があるから 3人  ⑫その他 1人 

（ 同年代の子供たちと衣食住を共にし、コミュニケーション能力を高めてほしいと思ったから）

Ｑ７．今後、利賀地域にて、長期（1年間）の山村留学制度が実施された場合、参加を考えますか。 

①参加したい 0人  ②内容による 3人（ex.金額による）  ③分からない 3人  ④長期は検討していない 1人 



南砺市立小中学校 令和元年度卒業式 出席者 
【小学校】令和２年３月１７日（火） 

開式時刻 学 校 名 市代表出席者（祝辞） 卒業生数 備考 

９：３０ 

城端小学校 林職務代理者 ８１人

上平小学校 教育部長 １４人

井波小学校 市長 ７１人

福野小学校 副市長 ９１人

福光中部小学校 高坂委員 ５６人

福光東部小学校 水上委員 ４６人

１０：００ 

井口小学校 竹部委員 ５人

利賀小学校 市長政策部長 ３人

福光南部小学校 教育長 ２３人

                              ※卒業生数は R2.1.31 現在 

【中学校】令和２年３月１２日（木） 

開式時刻 学 校 名 市代表出席者（祝辞） 卒業生数 備考 

 ９：３０ 福光中学校 高坂委員 ６３人

１０：００ 

城端中学校 市長 ６４人

平中学校 林委員 １４人

利賀中学校 水上委員 ４人

井波中学校 竹部委員 ６２人

井口中学校 教育部長 ９人

福野中学校 副市長 １１５人

吉江中学校 教育長 ６４人

                              ※卒業生数は R2.1.31 現在 
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南砺市立小中学校 令和２年度入学式 出席者 

期日 令和２年４月７日（火） 

開式時刻 学 校 名 市代表出席者（祝辞代読） 新入生数 備考 

９：００ 

利賀小学校 教育部長 ２人
終了後利賀

中学校へ 

井口小学校 高坂委員 ８人
終了後井口

中学校へ 

９：３０ 

上平小学校 林職務代理者 １０人
終了後平中

学校へ 

福野小学校 竹部委員 １１３人

１０：００ 

城端小学校 水上委員 ４９人

井波小学校 市長政策部長 ４８人

福光中部小学校 副市長 ５７人

福光南部小学校 市長 ２１人

福光東部小学校 教育長 ３７人

１０：３０ 
井口中学校 高坂委員 ７人

井口小学校

から 

利賀中学校 教育部長 ３人
利賀小学校

から 

１１：００ 平中学校 林職務代理者 １４人
上平小学校

から 

１４：００ 

城端中学校 教育長 ８３人

井波中学校 水上委員 ６９人

福野中学校 副市長 ９０人

福光中学校 竹部委員 ６５人

吉江中学校 市長 ５８人

                             ※新入学生数は R2.1.31 現在 
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第 16 回（令和元年度）南砺市社会教育推進大会開催要項 

１ 趣 旨

  南砺市の社会教育関係者及び社会教育に関心の深い市民が一堂に会し、新しい時代

の社会教育を考える。また、社会教育推進大会を契機に自ら学ぶ機会と意識のさらな

る醸成に努める。

２ 主 催

  南砺市教育委員会

３ 日 時

  令和２年２月 23 日（日） 13：30～16：00 

４ 会 場

  福野文化創造センター

５ 日 程

13：00  受付・開場

13：30  開会挨拶  南砺市教育長

13：35  令和元年度 南砺市教育委員会表彰式     （30 分）

       ・来賓挨拶  南砺市長・南砺市議会議長・県議会議員

14：05  社会教育実践発表  青少年育成南砺市民会議 （20 分）

14：25  休憩 （5 分）

14：30  記念講演                   （90 分）

・講 師  吉川 美代子 氏（キャスター／アナウンサー）

       ・演 題 「安心して暮らすための地域コミュニケーション」

16：00  閉会挨拶  社会教育委員長

終了

６ その他

  南砺市生涯学習講座の作品展・活動報告を同時開催 

  ２月 22 日（土）・23 日（日）10：00～16：30  アートスペース 

７ 予算措置

  １０－４－２－１ 社会教育推進費にて措置

需用費

生花、事務用品

講師・引率者昼食（800 円×２人）

〃  お茶（100 円×２人）

発表者弁当等（500 円×20 人）

展示用品等

25,000 円

1,600 円

200 円

10,000 円

25,000 円

役務費
大会案内

展示用クリーニング代

48,400 円

9,900 円
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令和元年度南砺市教育委員会表彰式

社会教育実践発表 14:05

記念講演 14:30～16:00

演題 「安心して暮

地域コミュニケーション

講師 吉川 美代子

主催 南砺市教育委員会【お問い合わせ

１９５４年神奈川県横浜市生まれ。早稲田大学卒業後
女性ニュースキャスターとなり、「JNN ニュース
当。その後、「みのもんたの朝ズバ！」など
TBSアナウンススクールの校長として多くのアナウンサーを
年 TBS を定年退職し、フリーアナウンサーとして
としては、「ゴゴスマ」（TBS 系）「バイキング
多くの講演会講師を務め、京都産業大学現代社会学部

「なんと

「ねん

「世界

お気軽にお立ち

寄りください♪ 

令和元年度 南砺市生涯学習講座

２２日（土） ・２３

市民大学講座やいなみ国際木彫刻

市民大学講座  

子供体験活動

年度南砺市教育委員会表彰式 13:35～14:00

14:05～14:25 青少年育成南砺市民会議

16:00

暮らすための 

コミュニケーション」

美代子 氏 キャスター／アナウンサー

せ先】南砺市教育委員会 生涯学習スポーツ課

早稲田大学卒業後、１９７７年に TBS にアナウンサーとして
ニュース＆スポーツ」「JNN ニュースコープ」「JNN ニュースの
など情報番組のコメンテーターを務める。また、２００１
くのアナウンサーを育て、教え子は各地の放送局で活躍

フリーアナウンサーとして各局のバラエティー番組やトーク番組にも出演
バイキング」（フジテレビ系）、「全力！脱力タイムズ」（フジテレビ

京都産業大学現代社会学部の客員教授となるなど活躍の場を広

なんと陶芸講座」「いなみ木彫りの講座」  

ねん土と友だち」 

世界に１つだけの器を作ってみよう！」など

南砺市生涯学習講座活動展示

２３日（日） アートスペース にて 

１０：００～１６：３０ 

国際木彫刻キャンプ 2019 のパネル展示も行います

入場無料 

14:00

アナウンサー

0763-23-2013

にアナウンサーとして入社。TBS 初の
ニュースの森」などを担
２００１年から１３年間、
活躍している。２０１４
演。レギュラー番組

フジテレビ）など。また、数
広げている。

など

います！ 

申込不要
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１　調査日　　2019年４月～６月

２　実施校　　南砺市内　小学校　９校（南砺市小学５年生　男子200名　女子187名　計387名）
　　　　　中学校　８校（南砺市中学２年生　男子219名　女子191名　計410名）

３　体力・運動能力調査の結果 

身長 体重 握力 上体起こし 長座体前屈 反復横跳び 持久走 20mｼｬﾄﾙﾗﾝ 50m走 立ち幅跳び ボール投げ

（cm） （kg） （kg） （回） （cm） （点） （秒） （回） （秒） （cm） （ｍ）

南砺市 139.05 34.49 16.62 19.53 32.35 45.47 57.38 9.80 156.56 23.29 54.89
富山県 139.47 34.80 16.54 19.75 33.08 43.91 55.04 9.51 154.68 22.54 54.68

全国(公立） 138.92 34.37 16.37 19.80 33.24 41.74 50.32 9.42 151.45 21.61 53.61
県平均との差 -0.4 -0.3 0.1 -0.2 -0.7 1.6 2.3 -0.3 1.9 0.8 0.2
全国平均との差 0.1 0.1 0.3 -0.3 -0.9 3.7 7.1 -0.4 5.1 1.7 1.3

種目 身長 体重 握力 上体起こし 長座体前屈 反復横跳び 持久走 20mｼｬﾄﾙﾗﾝ 50m走 立ち幅跳び ボール投げ 体力合計点

南砺市 140.67 34.00 16.44 19.27 37.96 44.39 52.12 9.99 154.48 15.39 58.85
富山県 140.81 34.64 16.39 19.15 37.80 43.02 45.99 9.62 151.56 14.85 57.89

全国(公立） 140.12 34.11 16.09 18.95 37.62 40.14 40.79 9.64 145.68 13.61 55.59
県平均との差 -0.1 -0.6 0.1 0.1 0.2 1.4 6.1 -0.4 2.9 0.5 1.0
全国平均との差 0.5 -0.1 0.4 0.3 0.3 4.3 11.3 -0.4 8.8 1.8 3.3

身長 体重 握力 上体起こし 長座体前屈 反復横跳び 持久走 20mｼｬﾄﾙﾗﾝ 50m走 立ち幅跳び ボール投げ

（cm） （kg） （kg） （回） （cm） （点） （秒） （回） （秒） （cm） （ｍ）

南砺市 161.65 49.98 29.15 25.32 43.24 52.35 386.79 87.28 8.26 199.69 20.96 41.81
富山県 160.84 49.67 28.82 26.29 43.93 52.24 403.60 84.63 8.11 198.79 20.77 41.86

全国(公立） 160.00 48.84 28.65 26.96 43.50 51.91 398.98 83.53 8.02 195.03 20.40 41.69
県平均との差 0.8 0.3 0.3 -1.0 -0.7 0.1 16.8 2.7 0.2 0.9 0.2 0.0
全国平均との差 1.7 1.1 0.5 -1.6 -0.3 0.4 12.2 3.8 -0.2 4.7 0.6 0.1

種目 身長 体重 握力 上体起こし 長座体前屈 反復横跳び 持久走 20mｼｬﾄﾙﾗﾝ 50m走 立ち幅跳び ボール投げ 体力合計点

南砺市 155.62 47.43 24.16 23.59 46.29 47.85 279.67 62.71 8.88 177.61 13.43 51.98
富山県 155.32 47.16 23.46 22.91 46.61 47.61 294.68 59.25 8.89 172.75 13.13 50.20

全国(公立） 154.86 46.82 23.79 23.69 46.32 47.28 289.82 58.31 8.81 169.90 12.96 50.22
県平均との差 0.3 0.3 0.7 0.7 -0.3 0.2 15.0 3.5 0.0 4.9 0.3 1.8
全国平均との差 0.8 0.6 0.4 -0.1 0.0 0.6 10.2 4.4 -0.1 7.7 0.5 1.8

～＋0.9 ＋1.0～ は、南砺市が県や全国より上回ったものを表す。 ～-0.9 -1.0～ は、南砺市が県や全国より下回ったものを表す。

中
２
女
子

令和元年度　全国体力・運動能力等調査　南砺市の結果　（R1.12月）

※　データ出典【「2019年度全国体力・運動能力、運動習慣等調査結果」（スポーツ庁　R1．12 .23公表）】　 差については、小数第２位で四捨五入

小
５
男
子

種　目 体力合計点
R1

富山県の
順位

小
５
女
子

種　目 体力合計点
R1

富山県の
順位

中
２
男
子

・小学５年生男子は、総合的には（体力合計点では）県平均よりやや優れ、全国平均より優れている。優れている体力の要素は、走力（全身持久力）、瞬発力、敏しょう性である。課題は、柔軟性、走力（スピード）、筋持久力である。

・小学５年生女子は、総合的には（体力合計点では）全国・県平均より優れている。・中学２年生男子は、総合的には（体力合計点では）全国・県平均よりやや優れている。優れている体力の要素は、走力（全身持久力）、瞬発力である。

課題は、筋持久力、柔軟性、走力（スピード）である。

・中学２年生女子は、総合的には（体力合計点では）全国・県平均より優れている。優れている体力の要素は、走力（全身持久力）、瞬発力である。課題は、柔軟性、走力（スピード）、筋持久力である。

・小中学生共通の課題は、走力（スピード）、柔軟性、筋持久力である。小中学生全体として、走力（スピード）や柔軟性、筋持久力を鍛える運動の工夫に努めたい。

富

山

２６

位

富

山

２４

位

富

山

９位

富

山

８位
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期　　日 曜 時間 会議・行事 会　　場

2月7日 金 10:00 令和元年度第３回管内教育委員会教育長会議
高岡総合庁舎
分館３階会議室

2月7日 金 14:30 時事通信社インタビュー 教育長室

2月10日 月 10:00 第２回南砺市社会教育委員会
井波庁舎
301会議室

2月10日 月 14:00 第１０回南砺市小中学校長合同研修会
井波庁舎
多目的ホール

2月10日 月 16:30 教育実践論文表彰式 多目的ホール

2月11日 火 12:00 金沢・南砺ゆかりの集い 金沢東急ホテル

2月12日 水 9:00 小中学校給食調理業務委託業者選考委員会
福野庁舎
301会議室

2月13日 木 9:00 砺波衛星通信テレビ　面談 教育長室

2月15日 土 13:30 とやま・なんとスキー国体全国代表者会議
富山県民会館
８階バンケットホール

2月16日 日 15:00 第７５回国民体育大会冬季スキー競技会開始式 福野体育館

2月17日 月 11:00 スポーツ庁長官昼食会、競技観戦 平地域

2月19日 水 16:00 第７５回国民体育大会大会スキー競技表彰式 じょうはな座

2月20日 木 10:00 第２回南砺市教育センター運営委員会 202会議室

2月22日 土 9:00 南砺市保育士会研究部会報告会 福光東部かがやき保育園

2月22日 土 13:00 未来の教員のための合同合宿 能登青少年交流の家

2月22日 土 8:00
令和元年度教育事業
「未来の教員のための合同合宿」

能登青少年交流の家

2月23日 日 13:30 第１６回南砺市社会教育推進大会 福野文化創造センター

2月25日 火 9:00 定例庁議 庁議室

2月25日 火 10:30 SDGｓ未来都市推進本部会議 庁議室

2月25日 火 11:00 記者会見事前レク 庁議室

2月25日 火 13:30 第２回市町村教育委員会教育長会議
県庁
４階大会議室

2月26日 水 10:00 西部教育事務所市教委訪問
井波庁舎
301会議室

2月27日 木 9:30 議会　全員協議会
福光庁舎
全員協議会室

2月28日 金 10:00 第４回井口地域小中一貫校設置協議会
井波庁舎
３階多目的ホール

南砺市教育委員会　会議・行事予定（２月上旬～３月末まで）
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期　　日 曜 時間 会議・行事 会　　場

3月3日 火 14:00 第１０回小学校長会研修会 福野小学校

3月4日 水 15:00 砺波視聴覚教育協議会総会 砺波市役所庄川支所

3月5日 木 9:30 議会　本会議
福光庁舎
議場

3月6日 金 9:30 議会　本会議
福光庁舎
議場

3月10日 火 18:00 第３回南砺市利賀地域山村留学定住推進協議会 利賀行政センター

3月12日 木 10:00 中学校卒業式 市内中学校

3月13日 金 9:00 議会　総務文教常任委員会
福光庁舎
委員会室

3月14日 土 0:00 生活総合理事会(3/14から3/15) 東京

3月15日 日 0:00 生活総合理事会(3/14から3/15) 東京

3月17日 火 9:30 小学校卒業式 市内小学校

3月17日 火 16:00 第５回公募選考委員会
福野庁舎
302会議室

3月18日 水 13:30 議会　全員協議会
福光庁舎
全員協議会室

3月19日 木 15:30 議会　本会議
福光庁舎
議場
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