
令和元年度 第９回教育委員会 次第 

日 時 令和２年３月１２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２年度南砺市教育委員会重点施策（案）について 資料１ 

（２） 令和２年度南砺市立小中学校式始業式・入学式の日程について（案）追加資料 

（３） 南砺市立保育園卒園式について（案）追加資料 

（４） 第２次南砺市教育振興基本計画（案）について 資料２ 

（５） 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３ 

 （６） 第２次南砺市スポーツ推進計画（案）について 資料４ 

 （７） 規則・要綱の制定について（案件は《別紙》一覧）資料５ 

４ 報告事項 

（１） 令和２年度全国学力・学習状況調査の実施について 資料６ 

（２） 「とやま・なんと国体 2020」の開催報告について 資料７ 

（３） 五箇山合掌造り集落保存整備基準の改訂について 資料８ 

（４） 南砺市視聴覚ライブラリーの開設について 資料９ 

（５） これからの南砺市立図書館について 資料１０ 

（６） 南砺市立福野図書館「いきいき長生きコーナー」について 資料１１ 

５ その他 

（１） 南砺市立図書館の３月の事業について 資料１２ 

６ 今後の日程 

臨時教育委員会開催（予定）   月  日（  ）  ： 

次回教育委員会開催（予定）   月  日（  ）  ： 

終了時間    ：     





《別紙》 

規則・要綱の制定案件 

教育総務課 

  １．南砺市立学校の教育職員の勤務時間の上限に関する規則の制定について 

  ２．南砺市教育団体育成費補助金交付要綱の制定について 

  ３．英語検定料補助金交付要綱の制定について 

生涯学習スポーツ課 

  １．南砺市体育協会運営事業補助金交付要綱の制定について 

  ２．南砺市総合型地域スポーツクラブ育成事業補助金交付要綱の制定について 

  ３．南砺市総合型地域スポーツクラブ連絡協議会事業補助金交付要綱の制定について 

  ４．南砺市スポーツ推進委員協議会事業補助金交付要綱の制定について 

  ５．南砺市スポーツ推進委員ユニフォーム整備事業補助金交付要綱の制定について 

  ６．南砺市スポーツ振興事業補助金交付要綱の制定について 

こども課 

  １．南砺市高校生子育て応援助成金交付要綱の制定について 

  ２．南砺市子どもの居場所づくり促進事業補助金交付要綱の制定について 

  ３．南砺市子育て応援環境づくり等アドバイザー派遣事業実施要綱の制定について 

４．南砺市子育て応援入学卒業祝い支給要綱の制定について



令和２年度南砺市立小中学校の始業式・入学式の日程について（案）

◎始業式  ４月６日（月）

◎入学式  ４月７日（火）

・感染拡大防止に配慮し、出席者の人数や式典の内容を精選するなど、開催方式

を工夫することとする。

※今後の小中学校等の対応について

市の新型コロナウイルス感染症対策の基準として、イベント等の自粛を３月２５

日（水）までとしたことから、３月２６日（木）以降の、南砺市内小中学校等の対

応を次のとおりとする。

・各学校が必要に応じて登校日を設けることを可とする（離任式は行わない）。

・中学校の部活動の再開を可とする（土日は除く）。

・スポーツ少年団、地域スポーツクラブなどの活動自粛要請を解く。

・いずれにおいても、十分に感染症防止対策（分散登校など）を講じたうえで実

施すること。

・新型コロナウイルスの国内・県内における感染状況により、対応を再検討する

こともある。

差し替え後
追加資料　１



南砺市立保育園卒園式について（案） 

１ 趣旨  

『子どもの命を最優先に考え、感染の予防・拡散のリスクを防ぐ』ための対応とする。 

２ 卒園式の考え方 

卒園式の規模を縮小し、時間短縮となるような内容で実施する。 

３ 出席者 

①来賓は、なしとする。 

  ※保育園は、小中学校とは違い抵抗力の弱い乳児等を預かっている施設のため 

②卒園児と年中児（４歳児）、保護者は各家庭２名までとする。 

４ 式の流れ 

①式のあいさつは、保育園長のみとする。 

②卒園証書は、一人一人に渡す。 

 ③歌について 国歌は演奏のみとし、卒園児の歌は１曲とする。 

 ④お別れの言葉は一人ずつ話すのはやめ、数人で同じ言葉を一斉に話すなどして、できる

限り短くする。 

  ※歌ったり話したりする時は児童との距離を離し、一方向を向いて歌うなど、それぞれ

の保育園で工夫して行う。 

５ その他 

① 37.5℃以上の発熱、咳や鼻水など風邪症状のある人は出席しない。 

② 全員マスクを着用する。年長児は卒園証書をもらいに行くときだけマスクをはずす。 

③ 卒園児の見送りは、離れた所から見送り、タッチなどしない。 

④ 式終了後の写真撮影や、担任とのお別れの挨拶などは、長く時間をとらず、保育園の

実情に応じて細心の注意を払って行い、すみやかに解散していただくようにする。 

追加資料2 
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基本理念（教育目標） 

南砺市教育委員会重点施策 

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６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、自他共に生かす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、未来へ向けて多様性を認め合える人づく

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。 

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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４ 子どもが健やかに育つ環境の充実 
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 

⑬ キャリア教育の推進
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（２）確かな学力の育成 

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 
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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 

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 
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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 

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 
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④ 児童虐待の早期発見や早期対応の実施 

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 



第２次南砺市教育振興基本計画（案）第２次南砺市教育振興基本計画（案）

令和２年３月 

南 砺 市 
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第１章 計画の策定にあたって 

１ 計画策定の趣旨 

本市は、散居村の田園風景が広がる平野部と、美しい自然に恵まれた山間部をもち、

世界遺産に登録されている五箇山合掌造り集落をはじめ、特色ある伝統文化や芸術等を

守り育ててきました。この地には、命が芽吹く春、さわやかな風が吹き抜ける夏、実り

と哀愁の調べが彩る秋、雪景色の中にも温もりを感じられる冬など、四季折々の装いも

特徴的で、人と自然が調和しながら暮らす悠久の時間が流れています。また、古くから

脈々と受け継がれ、信仰心に根差した「つつましやかで他を思いやる心」「おかげさま

の心」がずっと息づいており、本市の誇るべき財産となっています。 

これらの財産である「豊かな自然」、「歴史」、「伝統」、「文化」、「思いやりや感謝の心」

などの「南砺の風土」を教育に取り入れ、確実に次世代に伝えていくことにより、郷土

の未来を想い、社会の発展に貢献する人材を育てていくことが、今の私達の重要な責務

です。 

平成１８年１２月に全面改訂された「教育基本法」では、新しい時代の教育の基本理

念として、人格の形成や個人の尊厳といった、これまでの教育理念に加え、自律心や道

徳心、公共の精神、伝統と文化の尊重等に関する規定が新たに設けられ、合わせて、 

平成２０年７月に、国として初めて「教育振興基本計画」が策定されました。平成３０

年６月には、「第３期教育振興基本計画」が、閣議決定され現在に至っています。 

本市では、平成２７年３月に「南砺市教育振興基本計画」を策定し、「未来を切り拓

く南砺市の人づくり」を基本理念に掲げて、様々な施策を基に教育の推進に、取り組ん

できました。しかし、グローバル化や情報化がさらに進展するなど、子どもたちを取り

巻く環境は、大きく変化しています。また、少子高齢化や社会環境の変化も指摘される

中で、子どもたちの学力や学習意欲、いじめなどの規範意識や社会性、家庭や地域の教

育力などが、新たな課題を生じさせています。 

これらの課題を克服し、本市の教育をさらに充実・発展させていくため、そして「こ

れからも南砺市で学び続けたい」と、思える教育環境づくりに取り組むために、第２次

南砺市教育振興基本計画を策定します。 
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２ 計画の位置付け 

第２次南砺市教育振興基本計画は、教育基本法第１７条第２項の規定に基づき、教育

の振興のための基本施策や施策の目指す方向を、今後の取り組むべき全体像、体系を明

らかにしたうえで定めるものです。 

計画の策定に当たっては、国の第３期教育振興基本計画及び新富山県教育振興基本計

画を参考にし、市の第２次総合計画との整合性を図りながら、市の教育振興に係るさま

ざまな課題に対し、柔軟かつ迅速に対応していきます。 

３ 計画の期間 

令和２年度から令和６年度までの５年間の計画とします。 

４ 計画の実効性の確保 

この計画の推進にあたっては、計画（Plan）、実行（Do）、評価（Check）、改善（Action）

のＰＤＣＡサイクルによる、マネジメントシステムにより計画の実効性を確保していき

ます。 

地方教育行政の組織及び運営に関する法律第２６条に基づき、「教育委員会の事務の

点検及び評価」を実施し、これを議会に提出するとともに、南砺市ホームページに掲載

します。 
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１ 学校教育の現状と課題 

近年の少子高齢化に伴い、本市の児童生徒数は

による状況の違いはありますが、学級編制や部活動にも影響が出始めているところがあり

ます。特に、山間部の学校や小規模校については、近年、複式学級の編制となることが続

いているため、子どもたちには多様な考えに触れることができる環境づくりに着手し、進

めているところです。 

また、教員の多忙化が問題視されて

の大量退職に伴う年齢構成の偏り

本市は、それぞれの地域に固有の歴史があり、風土も多様性に富んでいます。地域の豊

かな自然や多様な文化、地域に根ざした伝統行事、景観等は、そこに住む人たちが誇りを

もって受け継いできました。豊かな心を育む土壌が出来ている中で、児童生徒にとって

より魅力ある学校教育を行うため

２ 生涯学習の現状と課題

多様化する市民の価値観や嗜好、ライフスタイルに合

ては、専門的かつ多岐にわたる内容が求められています。

人生１００年時代とも言われる中で、市民が心豊かで生きが

子どもから大人まで、一人ひとりがそれぞれのライフステージに応じて、自主的、主体的

に活動できるように、多様な学習ニーズに応えられる体制づくりが必要

R1

児童（小学生） 2,151 

生徒（中学生） 1,218 
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第２章 南砺市の教育を取り巻く現状と課題

近年の少子高齢化に伴い、本市の児童生徒数は、減少の一途をたどっています。地域間

違いはありますが、学級編制や部活動にも影響が出始めているところがあり

山間部の学校や小規模校については、近年、複式学級の編制となることが続

いているため、子どもたちには多様な考えに触れることができる環境づくりに着手し、進

視されており、その対策が急務であると同時に、

偏りなどから、教員の質の確保が課題となっています。

資料：R1 年度は学校基本調査（文部科学省）

資料：R2 年度以降は住民基本台帳(令和元年５月１日現在

それぞれの地域に固有の歴史があり、風土も多様性に富んでいます。地域の豊

かな自然や多様な文化、地域に根ざした伝統行事、景観等は、そこに住む人たちが誇りを

もって受け継いできました。豊かな心を育む土壌が出来ている中で、児童生徒にとって

より魅力ある学校教育を行うための施策を、進めていく必要があります。 

多様化する市民の価値観や嗜好、ライフスタイルに合わせて、各種生涯学習講座におい

専門的かつ多岐にわたる内容が求められています。

人生１００年時代とも言われる中で、市民が心豊かで生きがいのある人生を送り、また、

子どもから大人まで、一人ひとりがそれぞれのライフステージに応じて、自主的、主体的

に活動できるように、多様な学習ニーズに応えられる体制づくりが必要です。

R2 R3 R4 R5

2,111 2,054 2,041 1,962 

1,214 1,180 1,115 1,094 

児童生徒数の見通し

南砺市の教育を取り巻く現状と課題

減少の一途をたどっています。地域間

違いはありますが、学級編制や部活動にも影響が出始めているところがあり

山間部の学校や小規模校については、近年、複式学級の編制となることが続

いているため、子どもたちには多様な考えに触れることができる環境づくりに着手し、進

、団塊の世代

、教員の質の確保が課題となっています。

令和元年５月１日現在) 

それぞれの地域に固有の歴史があり、風土も多様性に富んでいます。地域の豊

かな自然や多様な文化、地域に根ざした伝統行事、景観等は、そこに住む人たちが誇りを

もって受け継いできました。豊かな心を育む土壌が出来ている中で、児童生徒にとって、

せて、各種生涯学習講座におい

いのある人生を送り、また、

子どもから大人まで、一人ひとりがそれぞれのライフステージに応じて、自主的、主体的

です。

R6

1,930 

1,038 
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また、学んだ成果を地域社会へ還元し、生  

きがいを持って社会・地域に貢献できるような

体制づくりとさらなる指導者の育成に繋げ、地

域の教育力の向上を図ることが大切です。 

そのためにも、老朽化する社会教育施設の

建物や設備を計画的に改修し、生涯学習活動

の増進を図れるよう整備していく必要があり

ます。 

３ 生涯スポーツの現状と課題 

市民が各ライフステージにおいて、スポーツに親しみ、心身ともに健康で生きがいのあ

る生活が営むことができるよう、様々なスポーツ教室やスポーツイベントを開催していま

す。 

今後もそれぞれの目的や関心、適性などに応じた、スポーツに取り組みやすい環境づく

りを進めていくことが重要です。 

また、全国や世界の檜舞台で活躍するトッ

プアスリートの育成を目指し、市体育協会や

加盟競技団体等を支援し、指導者の育成を図

り、競技力の向上に努める必要があります。 

スポーツ活動の拠点となる社会体育施設を

安全・快適に利用できるよう、適切な管理運

営に努めるとともに、必要な修繕を計画的に

行う必要があります。 

４ 子ども・子育て支援の現状と課題  

幼児期は、生涯にわたる人格形成の基礎を培う大事な時期であり、保育園、認定こども

園、家庭及び地域の連携のもと、子どもが感性豊かで健やかに成長し、安全・安心な環境

の中で幼児教育・保育を提供できるよう努めていく必要があります。 

近年の社会情勢の変化に伴い、少子化が進行している中で、保護者の就労率が一層向上

しており、幼児教育・保育施設に求められて

いる役割が大きくなっています。適切な提供

量（受入れ枠）の確保、及びサービスの充実

と質の向上を図ることが必要です。 

核家族化や地域のつながりの希薄化により、

子育てにおける孤立感や不安感を感じないよ

うに、子育て支援センターなどの機能を充実

させるとともに、地域や企業など社会全体で

子どもと家庭を支援する環境づくりや家庭に

おける養育機能の向上のための支援が重要と 

緑の里講座

スポーツ推進委員による出前指導(PTA 親子活動) 

保育園での活動の様子

- 4 -



なっています。また、男女が共同して子育てを担う意識の醸成や環境の充実に努め、子育

てと仕事の両立を支援していく必要があります。

配慮が必要な子どもと家庭に対しては、家庭環境や障害などに関わらず、健やかに育つ

環境の充実に努めていく必要があります。

５ 文化芸術の活動の現状と課題 

豊かな人間形成やうるおいある生活の実現を目指すため、市民の自発的な芸術文化活動

に対して、活動の場や発表会の充実、各種文化芸術活動団体への支援、指導者の育成など

を進める必要があります。特に次世代を担う子どもたちが、芸術文化に親しむ機会を提供

することが大切です。 

また、本市には、演劇、音楽、木彫刻を核

とした国際文化芸術事業が身近にあり、市民

は、気軽に参加できます。同時にこれらの文

化活動は、それぞれの地域の魅力の中心を形

成しています。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」のさらなる発

展を目指し、今後ともこうした文化芸術事業

を支援していく必要があります。 

６ 文化財の現状と課題 

郷土の長い歴史の中で培われ、守られてきた文化財は、地域の宝であり、市民自らが誇

りと元気を持ち続けるためになくてはならないものです。 

しかし近年、少子高齢化、生活様式の変化や価値観の多様化により、地域の連帯感が薄

れ、特色ある歴史や文化の継承が困難となりつつあります。文化財の調査・研究は、その

価値を知るために重要であり、また、保存と

活用によって広く地域に再認識、再評価され

るよう進めていかねばなりません。 

今後は、市域全体で五箇山合掌造り集落の

世界文化遺産をはじめ、伝統文化に対する理

解を深めるとともに、城端曳山祭や福野夜高

祭ほか、伝統芸能等の継承に努め、大切な文

化財を未来に受け継いでいくための支援が必

要となります。 
世界遺産 20th フォーラム

獅子舞競演会
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１ 基本理念（教育目標）
　本市では、次のことを教育目標として掲げます。

２ ５年間の重点目標
　令和２年度から次のことを重点目標として取り組みます。

３ 計画の体系
　教育目標の実現のため、本市教育の目指すべき方向を、次の６つの基本目標とし、それぞれの
基本施策に基づき推進します。

重点目標基本理念 基本目標 基本施策

1

自他を尊重し、思いやりと助け合う心の育成

確かな学力の育成

1

2

3 健やかな体の育成

4 学校教育を支える環境の整備

豊かな人間性
を育む学校教
育の充実

全
て
の
人
が
心
豊
か
に
暮
ら
す
教
育
環
境
の
充
実

未
来
を
切
り
拓
く
南
砺
の
人
づ
く
り

市民スポーツの推進

2 競技スポーツの振興

1 生涯学習活動の推進

2 青少年健全育成活動への支援

3 社会教育施設の整備・充実

生きがいある
暮らしのため
の生涯学習の
推進

2

3 健やかな心と
体を育む生涯
スポーツの推
進

1

3

第３章　計画の目標

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

文化ホール・美術館などの事業の充実

1 世界遺産マスタープランの推進

子どもが健や
かに育つ環境
の充実

4

6 文化財の保
存・活用と伝
統文化の継承

5 魅力ある文化
芸術活動の振
興

スポーツ施設の効率的な運営と整備

1 未来を開く子育ち支援

2

2 文化財展示・収蔵施設の機能充実

3 文化・歴史遺産の保存と活用

子育てを担う家庭への支援

3

1 文化芸術創造プランの推進

4 配慮が必要な子どもと家庭への支援

2 文化芸術活動への支援

3

地域や企業における子どもと家庭への支援
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基本目標１ 豊かな人間性を育む

近年、豊かな心の育成が求められている背景には、人と関わることが煩わしいと思うよう

な時代の変容から、規範意識が低下し、他人を思いやる心、生命を尊重する心が希薄になり、

複雑で多岐にわたる問題行動が多発していることが挙げられます。本市においても、従来か

ら危惧していることに加え、ＳＮＳ問題などが新たに加わり、いじめや不登校の増加につな

がる要因の一つとなっています。自ら考えて行動し、互いを理解して

ことが必要です。 

社会がどのように変容をしようとも、

え、ふるさと教育等を通して培う「自他を尊重し、他を思いやる心」、自立の基礎となる「確

かな学力」を養い、笑顔と元気があふれる「健やかな体」をバランスよく育成して、未来へ

羽ばたく子どもたちを育んでいくことが大切です。

学校教育においては、目指す子ども像を

とっ子」とし、ＥＳＤ(※1)の考えも踏まえて

調和のとれた教育を推進します。そして、家庭・学

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、

教育を目指します。 

（１）自他を尊重し、思いやりと助け合う

【現状と課題】 

・ 南砺市が脈々と受け継いできたことや、より良い未来のために現在取り組んでいること

について学ぶ、「ふるさと学習」を全小中学校で行っています。

・ いじめや不登校等の問題行動の解決のために、

スクールソーシャルワーカー(※

や保護者の相談活動を行っています。

・ いじめ防止、いじめ早期発見のため、「いじめ防止対策推進法」の施行に併せて

の基本理念に則って策定した「

わせて、より実態に沿うよう改定し

・ いじめの認知件数の年次推移では、小学校は近年、全国及び県平均を下回っているもの

第４章

を育む学校教育の充実 

近年、豊かな心の育成が求められている背景には、人と関わることが煩わしいと思うよう

規範意識が低下し、他人を思いやる心、生命を尊重する心が希薄になり、

複雑で多岐にわたる問題行動が多発していることが挙げられます。本市においても、従来か

ＳＮＳ問題などが新たに加わり、いじめや不登校の増加につな

がる要因の一つとなっています。自ら考えて行動し、互いを理解して、認め合う心を育てる

変容をしようとも、安全・安心に過ごすことができる学校教育環境を整

え、ふるさと教育等を通して培う「自他を尊重し、他を思いやる心」、自立の基礎となる「確

かな学力」を養い、笑顔と元気があふれる「健やかな体」をバランスよく育成して、未来へ

羽ばたく子どもたちを育んでいくことが大切です。

目指す子ども像を、「ふるさとを誇りに思い、未来を切り拓く

の考えも踏まえて、「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。そして、家庭・学校・地域が果たす役割を明確にし、共に

一人ひとりの個性や能力を伸ばし、自他共に生かすことができる

思いやりと助け合う心の育成 

南砺市が脈々と受け継いできたことや、より良い未来のために現在取り組んでいること

「ふるさと学習」を全小中学校で行っています。

いじめや不登校等の問題行動の解決のために、教職員とともにスクールカウンセラーや

※2)及び、適応指導員(※3)等が専門的な知識を生かして子ども

や保護者の相談活動を行っています。

早期発見のため、「いじめ防止対策推進法」の施行に併せて

「南砺市いじめ防止基本方針」を見直し、変化する社会に合

改定しました。 

いじめの認知件数の年次推移では、小学校は近年、全国及び県平均を下回っているもの

第４章 計画における基本目標 

近年、豊かな心の育成が求められている背景には、人と関わることが煩わしいと思うよう

規範意識が低下し、他人を思いやる心、生命を尊重する心が希薄になり、

複雑で多岐にわたる問題行動が多発していることが挙げられます。本市においても、従来か

ＳＮＳ問題などが新たに加わり、いじめや不登校の増加につな

認め合う心を育てる

に過ごすことができる学校教育環境を整

え、ふるさと教育等を通して培う「自他を尊重し、他を思いやる心」、自立の基礎となる「確

かな学力」を養い、笑顔と元気があふれる「健やかな体」をバランスよく育成して、未来へ

未来を切り拓く なん

育むために、知・徳・体の

校・地域が果たす役割を明確にし、共に

生かすことができる

南砺市が脈々と受け継いできたことや、より良い未来のために現在取り組んでいること

スクールカウンセラーや

等が専門的な知識を生かして子ども

早期発見のため、「いじめ防止対策推進法」の施行に併せて、市独自

変化する社会に合

いじめの認知件数の年次推移では、小学校は近年、全国及び県平均を下回っているもの

- 7 -



の、中学校では、平成２９年度以外は全国・県平均を上回る年が続いています。引き続き

いじめの未然防止に向けた早急な対策が必要です。 

・ 不登校児童生徒の年次推移では、小学校は全国及び県平均を下回っており、中学校では

平成２６年度以降全国平均を下回っています。しかし、昨今、ＳＮＳ(※4)等の急速な普及

の影響から、より不安定な思春期を迎える子どもたちへの、早期の適切な支援が以前より

も増して必要になっています。 

【取組みの基本的方向】 

・ 将来、地元を支える活力につながる、「ふるさと学習」を推進することで、ふるさとを知

り、ふるさとに学び、ふるさとに誇りをもち、ふるさとを愛し、ふるさとの未来を自分た

ちでつくりあげていく意識の醸成と、主体的に行動ができる児童生徒を育んでいきます。 

・ 多様な社会の中で生きる子どもたちが、社会に出てからも柔軟に対応できるように、学

業以外の文化的な刺激に触れ、心身の発達を促すスポーツ活動に取組み、非認知能力(※5)

の向上にも心がけます。 

・ 南砺市いじめ防止基本方針に基づき、家庭、学校、地域、市が連携し、いじめの防止等

H26 H27 H28 H29 H30

市 11.8 12.0 5.1 3.9 9.4

県 8.8 9.3 9.1 8.9 15.7

国 18.8 23.3 36.8 49.0 66.0 

0.0 
10.0 
20.0 
30.0 
40.0 
50.0 
60.0 
70.0 

小学校 いじめの年次推移
(1,000人当たりの認知件数)

H26 H27 H28 H29 H30

市 17.7 31.5 35.6 12.9 35.9 

県 11.7 14.2 13.6 13.1 16.8 

国 15.8 17.8 21.7 25.0 29.8 

0.0 
5.0 

10.0 
15.0 
20.0 
25.0 
30.0 
35.0 
40.0 

中学校 いじめの年次推移
(1,000人当たりの認知件数)

H26 H27 H28 H29 H30

市 3.2 2.1 2.1 3.5 3.6 

県 3.9 3.8 3.7 5.4 6.6 

国 4.0 4.3 4.7 5.5 7.0 

0.0 
1.0 
2.0 
3.0 
4.0 
5.0 
6.0 
7.0 
8.0 

小学校 不登校児童の年次推移
(1,000人当たりの人数)

H26 H27 H28 H29 H30
市 22.1 16.5 22.4 21.7 28.5 

県 19.7 20.5 21.3 22.8 28.7 

国 28.8 29.5 31.4 33.8 36.5 

0.0 
5.0 

10.0 
15.0 
20.0 
25.0 
30.0 
35.0 
40.0 

中学校 不登校生徒の年次推移
(1,000人当たりの人数)
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（未然防止・早期発見・早期対応）の対策に取り組みます。 

・ 児童生徒が互いのよさや人との違いを認め、共に高まり合う仲間づくりを行い、自信や

夢をもって学校生活を送ることができるよう、いじめやネットトラブル等に関する実態把

握に努め、対策を講じるとともに、家庭や学校、地域の教育力を高めるために、積極的な

働きかけをします。 

・ 児童生徒が心身ともに健やかに成長できるよう、スクールカウンセラーやスクールソー

シャルワーカー、適応指導員等の活用により、教育相談体制の一層の充実を図ります。 

・ 読書活動を充実させ、読書への興味・関心を高めるとともに、市立図書館とも連携して

読書の習慣化を図ります。 

・ キャリア教育(※6)を充実させ、働くことの意義を学ぶとともに、将来の生き方について

理解を深めます。 

【主な取組み】 

① ふるさと学習の推進 

・ ふるさとへの誇りと愛着をもち、郷土のためにできることを考え、地域行事にも積極

的に参加するように促します。 

・ 「ふるさと教育推進事業」での取組みをはじめ、全教育活動をとおして、受け継がれ

てきた歴史や文化、郷土芸能、特産物を学び、それらを築き支えてきた先人たちの生き

方を知るとともに、現在の南砺市の仕組みや特徴等について理解を深めます。 

② いじめの根絶 

・ ＳＮＳとの向き合い方をはじめ、よりよい友達づくりのために、「携帯電話等の利用に

関する意識アンケート」を実施します。 

・ 「なんとっ子 家庭教育１０か条」の普及とともに、家庭やＰＴＡとの連携を図りな

がら、スマートフォンなどの利用における情報モラル教育の充実を図り、ネットいじめ

やネットトラブルを防止できるように取り組みます。 

・ 「いじめ早期発見・早期対応のためのアンケート」を実施し、結果を分析するととも

に、未解決の指導中の案件については、その後の追跡調査を行います。 

・ 小・中学校の生徒指導が円滑に行われるために、「いじめ防止連携シート」を活用し、

指導の一貫性を図ります。 

・ 南砺市いじめ問題対策連絡会議を定期開催し、関係機関と連携を図っていきます。 

・ よりよい学校や学級集団を確立するために、望ましい人間関係を形成する学級活動や

規範意識を高める道徳教育、学年枠を取り除いた清掃活動等を重点的に取り組みます。 

・ 児童生徒同士のつながり、教職員と児童生徒との良好な関係づくりに努め、自己有用

感の高まりにつなげます。 

③ 特別な支援を必要とする児童生徒への支援 

・ 早期支援コーディネーター(※7)を配置し、小学校就学前からの情報提供や相談会の実

施等をとおして、きめ細やかな支援を行います。 

・ 実態を踏まえた助言や解決に向けた援助を行うため、市教育センターにスクールソー

シャルワーカーを配置します。また、県が全中学校区に配置しているスクールソーシャ
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ルワーカーとも連携をとりながら巡回訪問を行い、学校と家庭をつなぐ役割を担います。 

・ 不登校児童生徒のやる気や自信を育み、よりよい社会性を身に付けて、一日も早く学

校へ戻ることができるよう、適応指導教室「いおう教室」における指導の充実や、アウ

トリーチ(※8)の積極的な活用を図ります。また、児童生徒や保護者のニーズに合わせて、

適応指導教室の適正な配置等の計画を推進します。 

・ 発達障がいや学習障がい等から、学習内容の定着が困難な児童を支援するため、スタ

ディメイト（特別支援教育支援員）を配置し、自力で解決できるように、個に応じた支

援を行います。 

・ 問題行動等の未然防止と早期発見に努めるために、適応指導員を配置し、自己肯定感

をもち、安心して学校生活を送ることができるよう支援します。 

・ 帰国・外国人児童生徒の就学が近年増加傾向にあるため、言葉や文化の違いの壁によ

って学習の機会を奪わないために、言葉を含め、日本の文化や生活習慣への理解が得ら

れるように、関係機関と連携をとりながら支援します。 

・ 児童生徒の多様性が広がる中で、教員間の共通認識を図り、多様な考え方を認めるこ

とができる教員を育成します。 

④ 読書活動の奨励 

・ 継続的な蔵書の入れ替えや市立図書館との連携、朝読書活動の継続、アウトメディア

デー等の実施、学校図書館司書助手の配置等、よい本と出合う機会を増やします。 

⑤ キャリア教育の推進 

・ 小学校では、児童の経験を踏まえながら、

発達段階に応じて、自己と他者や集団とのか

かわりを深めながら、進路に夢や希望を持た

せることを各教科の中で育んでいきます。中

学校では、各学年の発達に応じた学習活動を

展開して、興味・関心等に基づく勤労観や職

業観を形成していきます。また、小学校から

高等学校まで、キャリア形成が連続性、継続

性をもって展開されるように、キャリア教育

の充実を図ります。 
社会に学ぶ「１４歳の挑戦」
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【参考指標（数値目標）】 

自己有用感の熟成 

内容（指標） 
実績値 

（令和元年度） 

目標値 

（令和６年度） 

自分にはよいところ

があると回答した児

童生徒の割合 

小学生 ８０．０％ 小学生 ９０．０％

中学生 ７８．２％ 中学生 ９０．０％

参考：全国学力・学習状況調査（文部科学省）

ふるさと教育の推進 

内容（指標） 
実績値 

（令和元年度） 

目標値 

（令和６年度） 

今までに受けた授業

や課外活動で地域学

習や地域の人と関わ

ったりする機会があ

ったと答えた児童生

徒の割合 

小学校 ７７．１％ 小学校 ９０．０％

中学校 ８６．９％ 中学校 ９０．０％

参考：全国学力・学習状況調査（文部科学省）

※1 ＥＳＤ(Education for Sustainable Development):「持続可能な開発のための教育」。ＳＤＧｓ

(Sustainable Development Goals)を達成するための「人を育てる教育」。 

※2 スクールソーシャルワーカー：家庭等の環境に働きかけ、よりよい教育環境づくりのためにネッ

トワークを築き、子どもの抱える問題の解決を支援する専門職。 

※3 適応指導員：児童生徒が学習や集団生活になじめるように援助し、ゆくゆくは学級に戻らせるこ 

とを目的として配置した指導員。 

※4 ＳＮＳ(Social Networking Service)：人と人とのつながりを促進・サポートするコミュニティ 

型の Web サイト。 

※5 非認知能力：意欲、協調性、粘り強さ、忍耐力、計画性、自制心、創造性、コミュニケーション

能力といった、測定できない個人の特性による能力。

※6 キャリア教育：働くことに関してのみではなく、キャリア（経験）を生かして現在や将来を見据

えることを目的として行う教育。 

※7 早期支援コーディネーター：早期（幼稚園・保育園）からの教育相談・支援体制の構築を促進す 

る専門的スタッフ。 

※8アウトリーチ：家庭など対象者の居るところに出向いて支援につながるように働きかけること。 
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（２）確かな学力の育成 

【現状と課題】 

・ 本市における令和元年度小中学生全国学力・学習状況調査の平均正答率は、中学校では、

全ての教科で全国・県の平均正答率を上回っています。小学校では、全教科で全国の平均

正答率を上回っているものの、算数や理科では県の平均正答率をやや下回っています。今

後も学力向上に向けた対策を、持続して行う必要があります。 

・ 家庭学習の時間については、小中学校ともに全国及び県と比較して１日当りの学習時間

が少ない傾向にあります。子どもたちが確かな学力を身に付けるために、小学校からの家

庭学習の定着は重要であり、家庭学習の大切さについて保護者とともに考え、連携して取

り組む体制づくりを推進することが大切です。 

全国学力・学習状況調査結果の平均正答率 単位：％

国語A 国語B 算数A 算数B 理科 国語A 国語B 数学A 数学B
H31理科

R 1英語

南砺市 75 56 63 52 62 79 65 71 53 理科　72

富山県 74 58 66 55 64 78 63 70 51 理科　70

全   国 71 55 64 52 60 76 61 66 47 理科　66

南砺市 英語　59

富山県 英語　57

全   国 英語　56

※Ａは「知識」に関する問題、Bは「活用」に関する問題 　　　資料：全国学力・学習状況調査（文部科学省）

※令和元年度の学力調査は国語、算数、数学のA「知識」B「活用」別に行っていません。

       は全国・県平均より上回っているもの

       は全国・県平均より下回っているもの

60

小学校６年 中学校３年

平成３０年度

令和元年度

67 70 79 69

68 69 76 65

64 67 73

学校の授業時間以外に、普段（月～金曜日）、１日当たりどれくらいの時間、勉強をしますか。

単位：％

3時間以上
2時間以
上、3時間よ
り少ない

1時間以
上、2時間よ
り少ない

30分以上、
1時間より少
ない

30分より少
ない

全くしない

南砺市 4.5 10.5 47.1 30.0 6.8 0.8

富山県 6.4 15.8 44.0 26.2 6.4 1.1

全   国 12.4 16.9 36.8 24.1 7.6 2.3

南砺市 4.2 18.4 45.1 23.1 7.6 1.6

富山県 4.7 20.2 40.7 21.8 9.0 3.6

全   国 9.9 25.6 34.3 17.2 8.4 4.4

参考：全国学力・学習状況調査(文部科学省）

令和元年度
小学校

令和元年度
中学校
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【取組みの基本的方向】 

・ 「小１プロブレム(※1)」、「中１ギャップ(※2)」を克服し、安心して学校生活を送ることが

できるように、幼・保小連携や小中連携、学校間連携を推進します。また、スタディ・メ

イトや適応指導員を引き続き配置し、個に応じた教育支援を行い、教育の機会均等を図り

ます。 

・ 全国学力・学習状況調査の結果等を分析して、児童生徒の実態を把握し、学力向上に向

けた学習指導を充実します。 

・ 児童生徒が、分かる授業を目指した授業改善に取り組むとともに、家庭学習も含めた学

習習慣の定着を図り、基礎的・基本的な学力を確実に身に付けるよう努めます。 

【主な取組み】 

① 小中一貫教育の推進 

・ 井口地域において、義務教育学校を開校し、他校区においても９年間を見通した教育

活動を展開する、小中一貫教育(※3)を開始します。 

・ 兼務発令による小中学校教員の授業交流を促進し、同一校区内の小中一貫教育を実施しま

す。 

・ 授業の質的向上・均一化を図るため、複数教員による多学級の合同指導体制を構築す

るなど、多様な指導方法を探っていきます。 

② 少子化に対応した活力ある学校づくり 

・ 小規模校における複式学級への対応のため、市単独で臨任講師を配置します。 

・ 令和３年度に井口地域において、義務教育学校を開校するのに合わせて、小規模特認

校制度(※4)を開始します。 

・ 利賀地域における山村留学を推進し、夏季・冬季の短期留学から長期留学への移行を

目指します。 

・ 小規模校においてＩＣＴ機器を活用した、遠隔協働学習の日常化を目指します。 

③ 情報活用能力の向上 

・ ＩＣＴ教育(※5)を推進するために、学習への興味・関心や思考の深まり、学習内容の

定着、他者理解といった教育効果を上げるために、日常的にＩＣＴ機器を活用し、効果

的に授業に取り入れます。

④ 幼・保小連携事業の推進 

・ 小学校の行事への招待や、半日入学での交流会の実施を継続するとともに、双方の指

導方針を理解するために、継続的に園児と児童、保育士と教員の相互交流を行います。 

・ 早期支援コーディネーターの配置を継続し、保護者、教員や保育士に寄り添いながら

スムーズな就学となるよう取り組みます。また、入学時のスタートカリキュラム(※6)を協

力して立案したり、子どもへのよりよい関わり方について意見交換したりします。 

⑤ 確かな学力の育成 

・ 「とやま型学力向上プログラム（Ⅱ期）」に基づいた授業改善（課題の提示やまとめの

工夫、話合いスキルの段階的・効果的な指導）に取り組みます。 

・ 学習内容が家庭学習へとつながる授業スタイル（展開方法、板書構成、ノートのとり
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方）を例示し、周知します。 

・ 児童生徒のつまずきを解消するため、「なんとっ子まなびサポーター」を配置して国語

科や算数科、数学科、英語科の学習内容の定着を図るようサポートします。 

・ 令和２年度から小学校の外国語活動が教科となることから、外国語指導助手（ＡＬＴ）

を増員配置し、小・中学校における指導を充実します。 

・ 小学校では、発達段階や各学校の実情に応じたプログラミング教育(※7)、中学校で 

は、主に「技術」分野でのプログラミング教育を充実するよう取り組みます。 

⑥ 教員の資質・指導力の向上 

・ 小学校教員を対象に、中学校の英語科の教員を講師にした外国語活動研修会を実施し、

指導法を交流し合う場とするとともに、指導力が向上するよう努めます。 

・ 市学校教育研究大会や学力向上研修会、若手教員研修会、採用６年目までの教員が自

主的に学ぶ「なんとヤングティーチャー（ＮＹＴ）道場」等を実施します。 

【参考指標（数値目標）】 

学力向上の推進 

内容（指標） 
実績値 

（令和元年度） 

目標値 

（令和６年度） 

授業では課題の解決

に向けて、自分で考

え、自分から取り組ん

でいたと回答した児

童生徒の割合 

小学生 ７７．１％ 小学生 ８０．０％

中学生 ７９．８％ 中学生 ８０．０％

自宅において自分で

計画を立てて勉強し

ていると回答した児

童生徒の割合 

小学生 ６５．５％ 小学生 ８０．０％

中学生 ５１．１％ 中学生 ７０．０％

話し合う活動を通じて

自分の考えを深めたり

広げたりすることがで

きていると回答した児

童生徒の割合 

小学生 ７１．６％ 小学生 ８５．０％

中学生 ７６．１％ 中学生 ８５．０％

※1 小１プロブレム：小学校に入学したばかりの１年生が、学校生活になじめない状態が続くこと。 

※2 中１ギャップ：中学校への進学時に学習や生活の変化になじめず、問題行動となって表れること。 

※3 小中一貫教育：義務教育９年間を通じた教育課程を編成し、系統的な学びの場をつくり出す教育。 

※4 小規模特認校制度：従来の通学区域を残したままで特定の学校について通学区域に関係なく当該

市町村内のどこからでも選択を認めるもので学校選択制の一つ。 

※5 ＩＣＴ教育(Information and Communication Technology)：情報通信技術を活用した教育。 

※6 スタートカリキュラム：小学校就学後の環境の変化に順応するために順序立てて計画した学習内

容。 

※7 プログラミング教育：コンピュータに意図した処理を行うように指示することができるというこ

とを体験させながら、論理的に考えていく力(プログラミング思考)を育成する教育。 

資料：令和元年度全国学力・学習状況調査(文部科学省) 
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（３）健やかな体の育成 

【現状と課題】

・ 生活環境の変化により、体力・運動能力の低下が懸念されるとともに、食生活やゲーム・

ＳＮＳの過度の使用による睡眠障害や、心の不安等の生活習慣の乱れが心配されます。日

常生活における運動、睡眠の不足や食事及び心の健康を、いかに改善させるのかが課題と

なっています。 

【取組みの基本的方向】 

・ 健やかな学校生活を送るとともに、生涯にわたって、健康的な生活習慣を身に付けるこ

とができるように、家庭・地域や、及び関係機関が一体となって子どもたちの運動の習慣

化や規則正しい生活習慣の育成を図ります。 

・ 健やかな心身の成長と望ましい食習慣を身に付けるために、食を大切にする心を育む食

育を推進します。 

【主な取組み】 

①  体力・運動能力の向上や部活動の支援 

・ 授業だけでなく、みんなでチャレンジ３０１５(※1)（小学校）、部活動（中学校）を通

して運動量を確保して、体力つくりを行います。 

・ 小中学校の教員で組織する「南砺市体力つくり委員会」において、「体の動かし方や

こつが分かる」、「運動の日常化につながる」体育の授業を工夫します。 

・ 中学校へ部活動指導員やスポーツエキスパートを配置し、部活動を支援します。 

・ 望ましい部活動環境を整えるため、生徒数が減少する中で、生徒にとってどのような

形態の部活動が望ましいのか、生徒や保護者、地域及び関係団体との協議を進めます。 

児童生徒の体力・運動能力の状況

握力
（㎏）

上体起こし
（回）

長座体前屈
（㎝）

反復横とび
（点）

20ｍｼｬﾄﾙﾗﾝ
（回）

50m走
（秒）

立ち幅とび
（㎝）

ﾎﾞｰﾙ投げ
（ｍ）

南砺市 16.62 19.53 32.35 45.47 57.38 9.80 156.56 23.29

富山県 16.54 19.75 33.08 43.91 55.04 9.51 154.68 22.54

全   国 16.37 19.80 33.24 41.74 50.32 9.42 151.45 21.61

南砺市 16.44 19.27 37.96 44.39 52.12 9.99 154.48 15.39

富山県 16.39 19.15 37.80 43.02 45.99 9.62 151.56 14.85

全   国 16.09 18.95 37.62 40.14 40.79 9.64 145.68 13.61

南砺市 29.15 25.32 43.24 52.35 87.28 8.26 199.69 20.96

富山県 28.82 26.29 43.93 52.24 84.63 8.11 198.79 20.77

全   国 28.65 26.96 43.50 51.91 83.53 8.02 195.03 20.40

南砺市 24.16 23.59 46.29 47.85 62.71 8.88 177.61 13.43

富山県 23.46 22.91 46.61 47.61 59.25 8.89 172.75 13.13

全   国 23.79 23.69 46.32 47.28 58.31 8.81 169.90 12.96

は全国・県平均より上回っているもの

は全国・県平均より下回っているもの

資料：令和元年度全国体力・運動能力、運動習慣等調査（文部科学省)

小学校５年
（男子）

小学校５年
（女子）

中学校２年
（男子）

中学校２年
（女子）
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②  生活習慣改善の支援 

・ とやまゲンキッズ作戦(※2)を通じた、児童生徒の睡眠時間やゲームなどの使用時間を

検証し、より良い生活習慣となるよう努めます。 

スマートフォン（携帯電話を含む）を所持している児童・生徒の割合 

資料：令和元年度南砺市の各学校における調査集計結果 

スマートフォン（携帯電話を含む）を所持している児童生徒が、普段（月～金曜日）１日当たりの

利用する時間別の割合 

資料：令和元年度南砺市の各学校における調査集計結果
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２年
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１年

中
学

校
小

学
校

自分の物
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所持していない

0% 10% 20% 30% 40% 50%

４時間以上

３時間～４時間

２時間～３時間

１時間～２時間

３０分～１時間

３０分未満
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③  望ましい食習慣の形成 

・ 給食だよりをはじめとする、学校からの啓発活動をとおして、保護者に家庭でのバラ

ンスのとれた食事や、よりよい食習慣を形成する大切さを促し、偏食等の食に関する問

題を改善します。 

・ 栄養教諭・学校栄養職員と協力し、地場産

食材を生かした「なんとハートフルランチ」

「なんと世界遺産給食」「なんと自然給食もの

がたり(※3)」の取組みを推進します。 

④  安全・安心な給食の提供 

・ 児童・生徒の食育・情操教育の向上のため

に、自校調理方式を継続します。 

・ 多様化する食物アレルギーに対して、家庭

や関係機関とも連携を図りながら、事故防止 

に努めます。 

・ 異物混入マニュアルを基に、食材管理や作業管理などを徹底し、異物混入事故の防止

に努めます。 

【参考指標（数値目標）】 

望ましい生活習慣の

形成 

内容（指標） 
実績値 

（令和元年度） 

目標値 

（令和６年度） 

朝食を毎日食べてい

る児童生徒の割合 

小学校 ９７．４％

中学校 ９６．３％ 

小学校１００．０％

中学校１００．０％

週に１日以上運動す

る児童生徒の割合 

小学校 ８９．１％

中学校 ８３．２％ 

小学校 ９５．０％

中学校 ９５．０％

資料：令和元年度全国学力・学習状況調査票（文部科学省）

新スポーツテスト（令和元年度実施）

※1 みんなでチャレンジ３０１５：小学生が点数化された各種の運動にチャレンジし、立山登山にな

ぞらえて設定された目標点（３０１５点）を目指す取組み 

※2 とやまゲンキッズ作戦：健康づくりノートによるアンケートを通じて、生活の見直しを実施し、

正しい生活習慣が身につくようにする取組み 

※3 なんと自然給食ものがたり：オーガニックを含む南砺市産の自然農産物を給食に提供する取組み

なんと世界遺産給食
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（４）学校教育を支える環境の整備 

【現状と課題】

・ 教育の情報化を進めているところですが、今後は、教育の質の向上を図るために、学校

教育に関連する様々な場面での、ＩＣＴ機器の活用を効果的かつ円滑に進める必要があり

ます。 

・ 学校施設は、多くの児童生徒等が一日の大半を過ごす学習、生活等の場であり、安全で

豊かな教育環境を確保することが必要不可欠です。老朽化した校舎に関しては、バリアフ

リー化も含めて、計画的に改修を行う必要があります。

・ 教員の多忙化により、児童生徒と向き合う時間や心のゆとりが確保しにくくなってきてい

ます。多忙化の解消を含め、より良い教育を受けさせるために、様々な環境整備を進める必

要があります。 

ＩＣＴ機器を使った遠隔協働学習 井波中学校 長寿命化改修 

【取組みの基本的方向】 

・ 教育の情報化を推進し、教科指導におけるＩＣＴ機器の活用を推進するため、ＩＣＴ機

器を計画的に導入します。 

・ 安全・安心な環境の下で教育を受ける必要があることから、学校及び通学路の防犯対策

を一層推進します。

・ 学校施設については、老朽化している学校の質的向上や教育環境に配慮した長寿命化も

併せて検討し、総合的な改修計画を企画・立案し、推進します。 

・ 学校で起きる諸問題を、自ら解決に導く能力を高めるために、教育委員会にスクールア

ドバイザー(※1)を配置して、必要に応じて支援します。

・ 教員が児童生徒と向き合える環境を整えるとともに、教育力の向上を図り教材研究等の

時間を確保するため、従来の型にとらわれず柔軟な発想のもと、働き方改革を推進します。 

【主な取組み】 

① ＩＣＴの活用 

・ 学校間で子ども同士が、教え合い学び合う、双方向で分かりやすい授業が日常的にで

きることを目指すために、タブレット端末等をはじめとする、ＩＣＴ機器を計画的に導

入します。 
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・ 遠隔協働学習はもとより、全小中学校における通常の授業においても、ＩＣＴ機器を

活用して、より一層わかりやすい授業を行います。 

② 通学路の安全対策 

・ 関係団体と共に、通学路安全プログラムに基づく点検を実施し、通学路の安全対策を

図ります。 

・ スクールガードリーダーや各校区の学校安全パトロール隊との連携を密にし、登下校

時の防犯対策及び安全対策を図ります。 

③ 学校図書館の充実 

・ 子どもたちが足を運びたくなるような学校図書館を目指して、環境整備を行います。

・ 蔵書の入れ替えを行い、図書の貸し出しが活発化することで、学校図書館を児童生徒

の情報発信の拠点とします。

④ 施設整備 

・ 学校トイレの洋式化を推進し、ユニバーサルデザイン(※2)を実現するとともに、家庭

環境に近づけることで、抵抗なく快適に使えるようにします。

・ 障がいの有無に関係なく、ユニバーサルデザインを心がけ、施設面の配慮を実施する

ことで、やさしく快適な教育環境づくりを推進します。

・ 学校における防犯教育を実施するとともに、子どもと教職員が安心して過ごせるよう、

防犯カメラ等の設置による施設面の充実を図ります。 

・ 小・中学校のグラウンドの整備について、緊急性の高い箇所から計画的に着手します。

・ 小・中学校の照明をＬＥＤ照明に切替えるなど、省エネルギー化及び管理費の軽減を

図ります。 

⑤ 教員の働き方改革 

・ 教員の負担軽減や授業の質的向上を目指すために、多学級合同指導体制（チーム担任

制）(※3)に取り組みます。 

・ 校務支援システムの活用及び研修会を行い、教職員の校務の効率化を図ります。 

・ 教員の校務や学校の教育活動をサポートする、多彩な支援員の配置を継続します。 

・ 「南砺市中学校部活動ガイドライン」に沿って、適切な部活動が実施されることを目

指します。 

⑥ 教育の機会均等 

・ 経済的理由により就学が困難な児童生徒の保護者に、新１年生入学準備金の前倒し支

給や、学用品、給食費等の援助を行います。 

・ 特別支援学級に通う児童生徒の給食費や、学用品購入費等を助成し、保護者の経済的

負担を軽減するとともに、特別支援教育の普及や奨励に努め、一人ひとりの教育的ニー

ズに応じた教育を実現します。 

・ 経済的理由により進学を断念することなく安心して学べるよう、大学・短期大学生等

に対し、無利子奨学金を貸与し入学支援を行います。
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【参考指標（数値目標）】 

教育のＩＣＴ化に向

けた環境整備の推進 

内容（指標） 
実績値 

（平成３０年度） 

目標値 

（令和６年度） 

電子黒板整備率 

（１校あたり普通教

室各１台、特別教室用

６台） 

３２．１％  １００．０％ 

資料：教育のＩＣＴ化に向けた環境整備５か年計画（文部科学省） 

トイレ洋式化の推進 

内容（指標） 
実績値 

（平成３０年度） 

目標値 

（令和６年度） 

小中学校トイレ洋式

化率 
７５．０％  ８７．０％ 

※1 スクールアドバイザー：児童生徒との直接的なカウンセリング等は行わず、豊富な知識と専門的

な見地から学校運営や生徒指導上の問題について教職員へアドバイスを行い、早期解決に導く。 

※2 ユニバーサルデザイン：すべての人にとって使いやすいように意図して作られたデザイン。 

※3 多学級合同指導体制(チーム担任制)：従来の「１学級１担任制」を見直し、複数の教員が学年全

体や２つの学年を支援・指導する体制。 
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基本目標２ 生きがいある暮らしのための生涯学習の推進 

多様な学習ニーズに応えるサービスの充実を一層進めるとともに、社会教育施設を情報の

発信源や、学びの拠点として有効に活用することで、誰もが生涯を通して学び続けることの

できる学習環境の実現を図ります。 

持続可能なまちづくり ＳＤＧｓへの取組み

市民誰もが生涯にわたり、公平に幅広い学習習慣を身につけるための環境を整備し、生

涯学習の機会を促進する。

（１）生涯学習活動の推進 

【現状と課題】

・ 誰もが学び続けられる機会と環境を提供するため、各種講座・講演会を開催しています。 

・ 各種講座・講演会の参加者は、年齢層に偏りがあるので、今後は幅広い年齢層に支持さ

れるような企画も必要です。 

・ 小規模多機能自治への移行に伴い、これまで公民館で行われていた生涯学習活動は、地

域づくり協議会へ引き継がれました。各地区交流センターは、地域の生涯学習の拠点であ

り、子どもから高齢者まで、住民の幅広い交流の場として重要な役割を果たしています。 

・ 郷土への愛着を一層深めるため、児童生徒向けの企画が求められています。 

・ 本市の図書館は、現在は中央館と４地域館、３サービスコーナーがあり、市内どの図書

館でも資料(本と雑誌)の貸出・返却・予約ができるネットワークサービスを行っています。 

今後は、公共施設再編を視野に入れながら、図書館サービスのあり方と、方向性を考え

ていく必要があります。 

地域づくり協議会

ワイワイ学園（田植え体験）

市民大学講演会
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【取組みの基本的方向】 

・ 情報提供や各種研修の場を設けることにより、３１の地域づくり協議会の特色を活かし

た、魅力ある活動を自主的に企画できるよう支援していきます。 

・ アンケート調査等を参考に、市民のニーズに合った講師・内容等を検討します。 

・ 優れた知識や技能をもつ市民講師の発掘・紹介に努めます。 

・ ふるさとへの誇りと愛着を深めるため、児童生徒向けの事業を実施します。 

・ 誰でも気軽に利用できる図書館となるため、自主事業の充実、広報・啓発活動、ニーズ

に応じた選書に取り組みます。また、学校等と連携し、子どもの読書活動を推進します。 

・ 地域提言実現検討会議の意見も参考にしながら、教育部内や図書館協議会で図書館のあ

り方を検討します。 

【主な取組み】 

① 地域づくり協議会の生涯学習活動の支援

・ プログラムを立案する上で、必要な情報の提供や収集を支援します。

・ 研修や情報交換などを通して、生涯学習部門職員の資質向上を図り、自ら企画・立案・

実践できる人材を育て、生涯学習活動を充実させます。

② 講座・講演会の開設・開催

・ 年間を通して市民大学講座、緑の里講座を開設します。 

・ 年２回の市民大学講演会を開催します。 

・ 講座や講演会の企画に際しては、若者にも支持されるプログラムを増やしていきます。 

・ 各種団体と連携を図り、市民講師を発掘・紹介します。 

・ 放課後子ども教室、親学び講座等、児童・生徒・保護者向けの事業活動を支援します。 

③ 図書館サービスの充実

・ 利用者の調査研究に役立つ参考資料・郷土資料の収集に努めます。 

・ 市内どの図書館でも、レファレンスサービス(※1)を提供するため、レファレンス記録

のデータベース化と共有化に取り組みます。 

・ 子どもの自主的な読書活動の推進を図るため、保育園・認定こども園・小中学校と連

中央図書館

サービスカウンター業務 
中学校への移動図書館 
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携し、読書に親しむ機会の充実に努めます。 

・ 砺波視聴覚教育協議会で設置していた、｢視聴覚ライブラリー｣を中央図書館が引き継

ぎ、ＤＶＤ教材の充実を図るとともに、学校教育や社会教育の場で多くの団体に利用し

ても らえるよう広報活動に努めます。 

・ 仕事・子育て・介護等で日中の来館が難しい人、高齢者や移動に障害をもつ人、図書

館から遠い地域に住む人など、来館しにくい利用者へのサービスのひとつとして、電子

図書館の導入に取り組みます。 

【参考指標（数値目標）】 

生涯学習の充実 

内容（指標） 
実績値 

（平成３０年度） 

目標値 

（令和６年度） 

生涯学習活動を行っ

ている市民の割合（個

人での活動を含む） 

２０．４％  ２５．０％ 

各種講座参加者の割

合（※2）
１８．１％ ２０．０％ 

図書館入館者の割合

（※2）
５４５．６％ ５５３．６％ 

一人当たり図書貸出

冊数 
７．０冊／人 ７．２冊／人 

※1 レファレンスサービス：図書館利用者から寄せられた質問に対し、図書館員が参考となる資料を

検索・提供・回答することを目的としたサービス。｢調べもの(調べ方)支援サービス｣とも言う。 

※2 年度末の南砺市人口に対する割合を示す。

（２）青少年健全育成活動への支援 

【現状と課題】

・ 子どもが被害者となる事故が多発しており、青少年の規範意識や社会性、安全性の低下

が指摘されています。また近年は、インターネットや携帯電話などの情報機器の普及など

により、子ども・若者を取り巻く環境が大きく変化し、時として健全な育成の阻害要因と

なっています。家庭、学校、地域が連携して青少年健全育成活動の活性化や、青少年の安

全で安心な環境づくりの整備がより重要となっています。 

【取組みの基本的方向】 

・ 限りない可能性をもった青少年が、明るく健康でたくましく成長していくことを願い、

各支部や青少年育成団体と連携の下に、青少年育成市民活動を展開し、地域の力で郷土愛

を育んでいきます。 
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【主な取組み】 

① 地域に密着した活動の実施 

・ 各支部において、学校、ＰＴＡ、地域の諸団体と連携し、市内各地でイベント、子ど

もの安全を守る活動、夏季休暇中などに街頭巡回活動を実施したり、さわやかあいさつ

運動や青少年健全育成講演会の開催、「家庭の日」に関する作品の募集なども行ったり、

地域に密着した活動を行っています。 

・ 主な活動：「とやま県民家庭の日」作品コンクール募集・応募（全体事業）、夏休み子

ども居場所づくり事業、「２１世紀を担う利賀青少年の集い」、サマーキャ

ンプ交流会、青少年育成講演会、青少年健全育成標語の募集、「子ども１１

０番の家」ウォークラリー、善行表彰式等 

【参考指標（数値目標）】 

青少年健全育成の 

充実 

内容（指標） 
実績値 

（平成３０年度） 

目標値 

（令和６年度） 

街頭巡回指導回数 

（８支部計） 
１６２回  １８０回 

青少年育成講演会 

開催回数 
３回  ４回 

（３）社会教育施設の整備・充実 

【現状と課題】

・ 建物や設備の老朽化が進んでいることから、順次必要な改修を行い、学習環境の改善に

努め、活動拠点として市民の生涯学習活動の増進を図ります。

青少年育成南砺市民会議

福光支部あいさつ運動

青少年育成南砺市民会議

城端支部啓発看板の設置
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【取組みの基本的方向】 

・ 社会教育施設は、順次計画的に大規模改修、機械設備の更新などを実施します。 

【主な取組み】 

① 大規模改修・設備更新の実施

・ 社会教育施設で老朽化の著しい施設や機械設備の改修を実施します。 

② 指定管理者による運営・管理 

・ 各施設の適正な維持管理の遂行と修繕計画を、指定管理者と協議しながら作成します。 

・ 指定管理者は、市民の意見をアンケート等で把握し、利用者ニーズに対応した管理運

営を実施していきます。 

【参考指標（数値目標）】 

社会教育施設の活

用・整備・機能の充実

内容（指標） 
実績値 

（平成３０年度） 

目標値 

（令和６年度） 

社会教育施設の来館

率（１０施設 ※1） 
３５６．３％ ３８０．０％ 

モニタリングの評価

Ａの施設数（※2）
１館 ３館 

※1 １０施設：福光福祉会館、福光青少年センター、松村記念会館、城端陶芸工房、福野産業文化会

館、城端勤労青少年ホーム、井波総合文化センター、福野文化創造センター、喜知屋、城端伝統

芸能会館（年度末の南砺市人口に対する割合を示す。） 

※2 モニタリング：Ａ評価・・・高いレベルで管理されている 

Ｂ評価・・・期待するレベルをクリアしている 

Ｃ評価・・・期待するレベルに到達していない（改善勧告等） 

井波総合文化センター

視聴覚室

城端伝統芸能会館

ホール

福野文化創造センター

アートスペース
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基本目標３ 健やかな心と体を育む生涯スポーツの推進 

市民誰もが、生涯にわたり心身ともに健康で文化的な生活を営むことができるよう、それ

ぞれのライフステージに合わせた、スポーツ活動の推進と環境整備を行います。また、各種

スポーツ団体とも連携しながら、日常的にスポーツに親しむ機会の充実を図ります。 

持続可能なまちづくり ＳＤＧｓへの取組み

市民誰もが、生涯にわたって自主的にスポーツに親しみ、健康の増進にも繋がるよう、気

軽にスポーツに取り組める環境を整備し、スポーツへの参加機会を拡充する。

（１）市民スポーツの推進 

【現状と課題】

・ 子どもの体力が昭和６０年頃に比べ低い水準であることから、子どもへの運動習慣の確

立と体力向上への取組みが必要です。 

・ 市民の週１回のスポーツ実施率が４０％前後で停滞しており、特に３０代から５０代に

かけての働き盛り世代におけるスポーツ実施率が低い傾向にあることから、スポーツ未実

施者への働きかけが必要です。 

【取組みの基本的方向】 

・ スポーツ好きな子どもを育成します。 

・ スポーツを「する」「みる」「ささえる」スポーツ参画人口の拡大を図ります。 

・ 各種スポーツ大会やスポーツ教室の開催など、スポーツをする機会を拡充します。 

【主な取組み】 

① 市民スポーツの振興 

なんと元気っ子教室 スポレクデーin なんと
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小椋久美子 バドミントン教室南砺市スポーツ少年団 入団式

・ 「なんと元気っ子教室」を開催し、幼児期からスポーツに親しむ習慣や意欲を養成し、

体力の向上に取り組みます。 

・ 各ライフステージにおける、目的や関心、適性に応じてスポーツに参画できるよう、

各種スポーツ大会やスポーツ教室等の開設に取り組みます。 

② 総合型地域スポーツクラブの活動支援

・ 多様化する市民のスポーツニーズに応えられるよう、総合型地域スポーツクラブの活

動を支援します。 

・ 総合型地域スポーツクラブ相互の協力関係を強化し、連携事業の実施による市民スポ

ーツの推進を図ります。 

・ 総合型地域スポーツクラブが、市民のスポーツ環境や地域コミュニティの創造の場と

して、より一層活用されるよう、その役割や価値、効果等について市民へ積極的に働き

かけます。 

③ 地域スポーツ活動への指導・助言

・ スポーツ推進委員による助言やニュースポーツの普及指導を行い、地域スポーツの振

興を図ります。 

【参考指標（数値目標）】 

スポーツを行う市民

の増加 

内容（指標） 
実績値 

（平成３０年度） 

目標値 

（令和６年度） 

スポーツを行ってい

る市民の割合 
４０．３％ ５０．０％ 

※ 市民意識調査による成人の週１回以上の運動やスポーツの実施状況

（２）競技スポーツの振興 

【現状と課題】

・ ジュニア層からの指導・育成が実を結び、毎年全国大会で活躍する選手を輩出していま

すが、今後も競技力の維持・向上を図るため、市体育協会や競技団体との連携を強化して

選手の強化や指導者の育成に努める必要があります。 
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国民体育大会 出場選手・監督 壮行式

【取組みの基本的方向】 

・ 市体育協会及び加盟競技団体等の活動や取組みを支援します。 

・ 組織的・計画的に選手を育成する指導体制の充実を図ります。 

・ トップアスリートに触れる機会を設け、競技者の意欲喚起に繋げます。 

・ 市出身アスリートを市民総ぐるみで応援する気運の醸成を図ります。 

【主な取組み】 

① 南砺市体育協会の活動支援

・ 競技スポーツの普及や振興、競技力の向上を図る上で要となる、市体育協会の取組み

を支援します。 

・ 小学校との情報共有も図りながら、スポーツ少年団や地域のクラブチームの活動を支

援し、ジュニア層から将来のトップアスリート育成に取り組みます。 

② 選手育成・指導体制の充実

・ 一貫した指導理念のもと、スポーツ団体が連携し、組織的・体系的に選手を育成・指

導する体制づくりを進めるとともに、研修会等を通じ、スポーツ指導者の育成や資質向

上に取り組みます。 

・ トップアスリートを講師に迎え、強化練習会や講演会などを開催し、競技力の向上や

スポーツに対する意欲の向上を図ります。 

③ アスリートを応援する機運の醸成

・ 国民体育大会や全国高等学校総合体育大会、 

全国中学校体育大会へ県を代表して出場する 

市出身選手・監督の壮行式を行うなど、市全 

体で応援する気運の醸成に取り組みます。 

【参考指標（数値目標）】 

競技力の向上に

向けた取組みの

効果 

内容（指標） 
実績値 

（平成３０年度） 

目標値 

（令和６年度） 

全国大会等の出場選

手における市出身選

手の割合 

高校総体 ７．９％ 

国民体育大会 ９．６％ 

１０．０％ 

１８．０％ 
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（３）スポーツ施設の効率的な運営と整備 

【現状と課題】

・ 主要な社会体育施設は、指定管理者制度により管理運営を行っています。今後も指定管

理者との連携を密にしながら、適切で効率的な施設の運営管理に努めるとともに、施設の

利便性や安全性を高め、利用の促進を図る必要があります。 

【取組みの基本的方向】 

・ 安全で快適に施設を使用できるよう、指定管理者との連携を密にし、適切な管理・運営

を行います。 

・ 社会体育施設の大半は築２０年以上経過しており、将来の施設の適性配置にも考慮しな

がら計画的に改修を行い、次世代へ引き継ぐ拠点施設の長寿命化を図ります。 

【主な取組み】 

① 指定管理者による適切な管理・運営の実施

・ 施設利用者へのアンケートを行い、利用者のニーズを反映した運営・管理を行います。 

・ 指定管理者と協議しながら、施設の修繕計画を作成し、計画的に施設の修繕を行います。 

② 効率的な体育施設の活用

・ 学校体育施設の開放と合わせ、体育施設の効率的な活用を図ります。 

・ 市民が様々なスポーツに気軽に親しめるよう、体育施設利用の利便性の向上を図ります。 

【参考指標（数値目標）】 

施設利用の充実 

内容（指標） 
実績値 

（平成３０年度） 

目標値 

（令和６年度） 

スポーツ施設利用 

延べ人数 
５６万人 ５８万人 

井波社会体育館 福光総合グラウンド
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基本目標４ 子どもが健やかに育つ環境の充実

子どもたちの豊かな心や感性を育むための

くりを推進します。そして、子どもたちが自ら

をもち、能力や可能性を伸ばす魅力ある幼児教育・保育を目指します。

近年の社会経済の変化に伴い保護者の就労率が向上しており、

礎を培う幼児教育・保育の重要性を踏まえて、

教育・保育施設」という。）における提供量

の向上を図ることが必要です。 

また、子育てと仕事を両立できる環境の整備が

保護者が望む子どもの数が叶えられないなどの現状があり、働きながら子育てしやすい雇用

や労働環境の整備とともに、地域社会において、子どもの成長を支え、

環境づくりが必要となっています。

すべての子どもが家庭環境や障害などに関わらず、かけがえのない存在として健やかに育

つ環境づくりを目指します。 

持続可能なまちづくり ＳＤＧｓへの取組み

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、また、幼児教育・保育施設

質の向上を図ります。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、

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

（１）未来をひらく子育ち支援

【現状と課題】

・ 幼児教育・保育施設は、保育所保育指針、幼保連携型認定こども園教育・保育要領等の

運動会風景

子どもが健やかに育つ環境の充実

子どもたちの豊かな心や感性を育むための、安全で安心に過ごせる幼児教育・保育環境づ

します。そして、子どもたちが自ら育った、地域の風土や自然などに愛着と誇り

能力や可能性を伸ばす魅力ある幼児教育・保育を目指します。

に伴い保護者の就労率が向上しており、生涯にわたる人格形成の基

礎を培う幼児教育・保育の重要性を踏まえて、保育園、認定こども園、幼稚園（以下「

における提供量（受入れ枠）の確保及びサービスの充実、その質

また、子育てと仕事を両立できる環境の整備が、必ずしも十分でないことが問題となって、

子どもの数が叶えられないなどの現状があり、働きながら子育てしやすい雇用

地域社会において、子どもの成長を支え、保護者

が必要となっています。

すべての子どもが家庭環境や障害などに関わらず、かけがえのない存在として健やかに育

ＳＤＧｓへの取組み

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

幼児教育・保育施設下における提供量の確保及びサービスの充実とその

。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、

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。

（１）未来をひらく子育ち支援(※1)

幼児教育・保育施設は、保育所保育指針、幼保連携型認定こども園教育・保育要領等の

生活発表会の様子

に過ごせる幼児教育・保育環境づ

地域の風土や自然などに愛着と誇り

生涯にわたる人格形成の基

保育園、認定こども園、幼稚園（以下「幼児

の確保及びサービスの充実、その質

必ずしも十分でないことが問題となって、

子どもの数が叶えられないなどの現状があり、働きながら子育てしやすい雇用

保護者の成長を促す

すべての子どもが家庭環境や障害などに関わらず、かけがえのない存在として健やかに育

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

における提供量の確保及びサービスの充実とその

。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、すべての子

支援体制の充実に取り組みます。

幼児教育・保育施設は、保育所保育指針、幼保連携型認定こども園教育・保育要領等の

生活発表会の様子

- 30 -



示すところに従い、園児が充実した生活を展開できるカリキュラム（全体的な計画等）を

編成することが必要となっています。また、その計画が円滑に実施できているかを検証、

評価して改善を図り、組織的かつ計画的に幼児教育・保育の質の向上を図る必要がありま

す。

・ 全国的に保育士等が不足となっている状況にありますが、子どもの育ちのために必要な

職員を確保していく必要があります。子どもや保護者を支援するための保育士等の研修を、

経験の浅い職員や臨時職員を含めて計画的に実施し、質の高い保育の確保に努めていく必

要があります。

・ 保育士等の働き方を見直し、より適正な職場の環境整備を図る必要があります。

・ 今後、市立保育園の管理職の対象となる年齢層の職員が、少なくなることなどから、管

理職への登用のあり方等について、検討していくことが必要となっています。 

・ 市立保育園の管理・運営への民間活力の導入や、保育園のあり方等については、調査・

研究を継続し、今後の行財政改革や定員適正化等の状況をみながら検討していきます。 

【取組みの基本的方向】 

・ 本市の「保育理念」である、子どもの育ちや保護者の子育てを支援し、地域の保育環境

づくりを推進します。また、本市の「保育目標」に基づいた「はじける笑顔がいっぱいで

豊かな人間性をもった子どもたち」を育てます。

・ 保育所保育指針の「育みたい資質・能力」の３つの柱である「知識」、「思考力」、「学び

に向かう姿勢」を培う中で、子どもの主体的な遊びや自然体験活動等を積極的に取り入れ、

継続していくことで、非認知能力が育まれ、自己肯定感の高い子どもを育てていきます。

・ 保育士等の職員の確保と研修・自己研鑽による資質の向上を図り、子どもの学び・遊ぶ

意欲を支える環境づくりに努めるなど、質の高い幼児教育・保育を提供します。

・ 就学前の子どもたちの「育ち」と「学び」をつなげていくために、幼・保・小の連携を

図り、小学校教育の基盤となる幼児教育・保育の充実に向けた取組みを推進します。

【主な取組み】 

① 幼児教育・保育のカリキュラムの充実 

・ 本市の「保育目標」を達成するために、子どもの発達の特性を踏まえたカリキュラム

（全体的な計画等）を編成し、計画性をもった適切な保育を行います。

・ 子どもたちがふるさとへの誇りと愛着をもち、自己肯定感の高い子どもを育てていく

ために、日常的に豊かな遊びを通した幼児教育・保育の実施とともに、自然体験活動、

地域住民とふれあう活動等を積極的に取り入れていきます。

・ 子どもの運動能力の向上に努めるとともに、親子が一緒になって行う運動遊び体験等

を通じて親子のふれあう時間を増やします。

・ 幼児教育・保育施設での非認知能力を身に付けるための保育内容を、保護者にも理解

してもらう機会をつくることや、情報を提供することにより、保育者や保護者が同じ価

値観に立ち一緒になって子育てをする意識の浸透に努めます。

・ 子ども一人ひとりの幼児期の特性を踏まえながら、幼児教育・保育内容の工夫を行い、
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「子どもの最善の利益」の確保に努めます。

② 職員の人材確保と資質の向上 

・ 保育士等の人材の確保では、保育士の新規採用や退職者の再任用継続勤務の推進、ハ

ローワークへの募集登録、職員のネットワークによる保育士等の掘り起こしや処遇の改

善等により、確実な確保に努めます。

・ 職員が児童一人ひとりと関わる時間を増やすため、事務作業の効率化や、雇用形態・勤務

形態の見直しに取組むなどの働き方を推進します。 

・ 幼児教育・保育の専門的な知見や豊富な実践経験を有し、教育・保育内容や指導方法、

環境の改善等について、指導・助言を行うアドバイザーを担当課に配置し、計画的に幼

児教育・保育施設の訪問を実施して職員の資質の向上を図ります。

③ 幼・保・小の連携 

・ 各小学校区において、日常的に園児と児童、互いの教職員が連携し幼児教育・保育の

様子や授業内容を参観し、子どもの姿を把握して子どもへのよりよい関わり方等につい

て意見交換を行います。また、小学校就学時の具体的な姿「幼児期の終わりまでに育っ

てほしい１０の姿」を互いに共有し、就学前の教育・保育と小学校教育の円滑な接続を

図ります。 

【参考指標（数値目標）】 

保育研修等の充実 

内容（指標） 
実績値 

（平成３０年度） 

目標値 

（令和６年度） 

全国研修への参加 

県内研修への参加 

９人  

１２９人  

１２人  

１５０人  

※1 子育ち支援：まず子どもの育ちを中心に据えて、そのためにはどういう社会をつくっていくのか。

どういう条件整備をすればいいのかを考えていくことです。 

子育て支援：子どもを育てる側、親・大人への支援を意味しています。 

（２）子育てを担う家庭への支援 

【現状と課題】

・ 近年の社会経済の変化に伴い、保護者、特に母親の就労率が向上し、９０％前後となっ

ています。また、子どもがまだ小さいため保育園等を利用していない家庭の半数以上が１・

２歳までには、子どもを預けることを希望しています。このため、生涯にわたる人格形成

の基礎を培う幼児教育・保育の重要性を踏まえて、幼児教育・保育施設における提供量（受

入れ枠）を確保すること、及び、サービスの充実を図ることが必要となっています。

・ 子育て中の保護者の交流の場や、子育てに関する相談・情報を提供する子育て支援セン

ター、一時的な預かり等の支援をする、ファミリー・サポート・センターなどの機能を充

実させ、支援を推進していく必要があります。 

・ 母親への育児負担が依然大きい状況であり、男女がともに子育てを担うことができるよ
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う、男女の育児に関する意識の醸成が必要です。 

・ 家庭の子育て力の低下が懸念されており、祖父母世代の適切なサポートなどを得ながら

保護者の子育て力が向上するよう取り組む必要があります。 

・ 子どもを産み育てやすい環境づくりのため、子どもをもつ保護者にとって負担が大きい

保育料や医療費などの、経済的負担の支援内容を検討し、子育て家庭への支援の一層の充

実に努めます。

・ 子どもの身近な遊び場の充実を図るため、児童館における遊びの提供や天候・曜日に関

係なく利用できる遊び場を確保する必要があります。

【取組みの基本的方向】 

・ 「第２期子ども・子育て支援事業計画」に基づき、保育園・認定こども園等における幼

児教育・保育の提供量（受入れ枠）を確保し、待機児童を出さないように努めます。また、

多様化している子育て支援サービスの充実を図ります。

・ 乳幼児期は家庭における子どもとの愛着形成が大事な時期であることから、家庭の子育

て力が向上するよう支援の充実を図ります。

・ 子育て支援センターや放課後児童クラブ、ファミリー・サポート・センターの機能を充

実させ、顔の見えるつながりを形成することで、新たな支え合いのネットワークづくりに

より、保護者の負担感や不安感を軽減し、家庭の子育て力を支援します。

また、男女共同での子育て環境の実現や祖父母世代への支援の充実に取り組みます。

・ 保護者が望む数の子どもを、安心して産み育てられる環境づくりを進めるため、子育て

家庭への経済的支援や、助成の拡充を検討していきます。 

【主な取組み】 

① 多様化する働き方やニーズに対応した幼児教育・保育サービスの充実 

・ 保育園・認定こども園等における幼児教育・保育の提供量（受入れ枠）を確保すると

ともに、待機児童が発生しないよう努めます。

・ 教育・保育サービス内容の充実を図ります。

② 安心できる相談体制と子育て情報の発信の充実 

・ 子育て支援センターの保育士や保健師による健康・発達相談、女性・こども相談室の

家庭児童相談員による、子育てに関する相談会等を開催します。

・ 保護者が日頃から気軽に相談できるよう、地域の住民との連携を図るとともに、子育

て支援センター職員等の研修を充実させ資質の向上に努めます。

・ 子育て支援センターやファミリー・サポート・センターの情報を積極的に発信し、支

援を必要とする保護者への情報提供に努めます。 

③ 子育てを支援する環境の充実 

・ 子育て支援センターの一部を土・日曜日も開所し、未就園児とその保護者に他の親子

との交流の場を提供するとともに、支援が必要な家庭を掘り起こし、子育て対象家庭へ

の子育て支援センター等の周知及び利用を積極的に進めます。

・ 父親が喜びを感じながら育児に積極的に参加できるよう、イクメン応援事業の拡充や
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父親ハンドブックの発行等により父親

・ 祖父母への子育て講座の開催や

支援を図ります。

・ 放課後児童クラブのニーズ量の把握に努め

ども教室との連携により内容の充実に努めます。

・ 児童館や放課後児童クラブでは、引き続き施設職員の資質向上に努め

常的に保護者と接する機会を生かして

の充実に努めます。 

④ 子育て家庭への経済的負担の軽減

・ 保育園・認定こども園等に入園している

免を実施します。０歳～２歳児は、今までも

無償化、多子軽減、三世代同居軽減等による経済的支援を

・ 子どもの成長過程において、医療費は経済的負担が大きい要因の１つであるため、０

歳から中学生までの医療費保険適用分全額助成を行い、保護者の負担軽減と子どもたち

の健康保持・福祉の増進に努めます

【参考指標（数値目標）】 

子育て家庭への支援

の充実 

内容（指標）

就労しながら無理な

く子育てできると感

じる市民の割合

（３）地域や企業における子どもと家庭への支援

【現状と課題】

・ 子どもと子育て家庭を地域社会全体で支える機能が

います。地域住民や様々な関係者とともに協働し、

える、地域づくりを推進することが必要です。

イクメン応援事業

により父親への子育て支援を進めます。

祖父母への子育て講座の開催や、祖父母手帳の作成等により家庭の子育て力向上への

放課後児童クラブのニーズ量の把握に努め、提供量の確保を図るとともに、放課後子

内容の充実に努めます。

児童館や放課後児童クラブでは、引き続き施設職員の資質向上に努めるとともに

常的に保護者と接する機会を生かして、子育てや子どもの発達等に関する相談

子育て家庭への経済的負担の軽減

認定こども園等に入園している、３歳～５歳児の保育料無償化

します。０歳～２歳児は、今までも市が行ってきた第３子以降の児童の保育料

多子軽減、三世代同居軽減等による経済的支援を引き続き図っていきます

子どもの成長過程において、医療費は経済的負担が大きい要因の１つであるため、０

歳から中学生までの医療費保険適用分全額助成を行い、保護者の負担軽減と子どもたち

の健康保持・福祉の増進に努めます。

内容（指標）
実績値 

（平成３０年度） 

目標値

（令和６年度）

就労しながら無理な

く子育てできると感

じる市民の割合

   ６２．６％ ７０．０％

（３）地域や企業における子どもと家庭への支援

子どもと子育て家庭を地域社会全体で支える機能が、失われつつあることが懸念されて

います。地域住民や様々な関係者とともに協働し、安心して子育てができる養育環境を整

地域づくりを推進することが必要です。

放課後児童クラブ

祖父母手帳の作成等により家庭の子育て力向上への

提供量の確保を図るとともに、放課後子

るとともに、日

に関する相談への対応

３歳～５歳児の保育料無償化や副食費の減

第３子以降の児童の保育料

っていきます。

子どもの成長過程において、医療費は経済的負担が大きい要因の１つであるため、０

歳から中学生までの医療費保険適用分全額助成を行い、保護者の負担軽減と子どもたち

目標値

（令和６年度）

７０．０％

失われつつあることが懸念されて

できる養育環境を整
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・ 子育てと仕事の両立を支援するため、社会全体でワーク・ライフ・バランスの実現を目

指し、企業や働く者、行政等の関係者が果たすべき役割について一人ひとりが理解を深め

る必要があります。また、「なんと！やさしい子育て応援企業認定制度」を継続し、子育て

に理解があり職場環境の整備に積極的に取り組む企業を、さらに増やしていくことが必要

です。 

【取組みの基本的方向】 

・ 地域自らが主体的に課題解決に取り組む、小規模多機能自治において、子どもと子育て

家庭を支え、地域社会における子どもの養育機能の再構築を支援します。 

・ 子育てと仕事の両立が実現できる環境の整備を積極的に進めます。 

【主な取組み】 

① 小規模多機能自治における子育て支援の充実に向けての支援 

・ 地区の交流センター等において、地域の実情に応じた子どもの居場所づくりを支援す

るとともに、地域における児童育成の質の向上のため、交流センター等を定期的に巡回

し指導・助言を行う人員の配置をするなど、子どもの安全と安心な環境確保に努めます。 

・ 保護者と地域が互いに子育て力を高め合い、地域全体で子どもを育てる意識の醸成に

努めます。 

・ 子育て家庭と地域の交流の促進が図られ、顔の見える関係づくりを構築し、身近で気

軽に子育ての相談ができる環境づくりを支援します。 

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 

・ 講演会の実施やパンフレット作成等による周知・広報を

実施します。 

・ 関係部署や関係機関との連携により効果的な啓発活動を

実施します。 

③ 企業における子育てと仕事の両立への取組み促進 

・ 子育てと仕事を両立するために必要な支援のニーズ把握に

努めます。 

とやまっ子さんさん広場推進事業

なんと！やさしい子育て応援
認定企業ロゴマーク
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・ 子育てと仕事が両立でき、職場環境の整備に積極的に取り組む企業の認定制度や表彰制

度等を通じて、企業における取組みの促進及び意識の醸成を図ります。 

・ 関係部署と連携し、イクボスの育成に努めます。 

【参考指標（数値目標）】 

子どもの居場所の 

充実 

内容（指標） 
実績値 

（平成３０年度） 

目標値 

（令和６年度） 

地域主体の学童保育

実施数（とやまっ子さ

んさん広場・地区交流

センター等） 

５カ所  １１カ所  

子育てと仕事の両立 

内容（指標） 
実績値 

（平成３０年度） 

目標値 

（令和６年度） 

なんと！やさしい子

育て応援企業認定数 
２６事業所  ５０事業所  

（４）配慮が必要な子どもと家庭への支援 

【現状と課題】

・ 子どもや子育て家庭を取り巻く状況は大きく変化しています。そのような中で孤独な子

育てに陥ったり、親育ちが不十分なまま子育てをすることで、子育ての不安や負担が増大

し、児童虐待につながりやすい状況となっています。 

・ 発達に気がかりのある子どもを養育する保護者は、戸惑いや不安、悩み等の様々な思い

を抱えています。その思いに寄り添いながら、子どもの気がかりな行動についての理解を

深める支援を行っていくことが必要です。 

・ 発達障がい児や発達に気がかりのある子どもの保護者は、医学的な助言や子どもの特性

に応じた訓練の場を求めています。しかし、市内で対応できるところが不足しており、市

外の専門医療機関や児童発達支援センター等は予約待ちの状況です。身近な地域で迅速な

助言等が受けられよう支援体制の強化が求められています。 

・ 子どもの貧困問題は、子どもの生活や成長に様々な影響を及ぼすとされています。子ど

もの現在や将来が、その生まれ育った環境に左右されることがないよう、対策を講じる必

要があります。また、貧困の状況に陥りやすい、ひとり親家庭への支援も引き続き行って

いく必要があります。 

【取組みの基本的方向】 

・ 子育ての不安や悩み等を気軽に安心して、相談できる体制の充実を図ります。相談全般

からより専門的な対応や必要な調査、訪問等による継続的なソーシャルワークの機能を担

う、拠点づくりに努めます。 
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・ 児童虐待の防止対策では、早期発見・早期対応、保護、支援、アフターケアまで、切れ

目のない支援体制の一層の充実を図ります。 

・ 発達に気がかりのある子どもと家庭に関わる関係機関が、連携を密にして適時適切な関

わりを行い、より良い発達を遂げるよう一人ひとりに合ったきめ細かな支援に努めます。 

・ 子どもの貧困の連鎖を断ち切るため、子どもへの学習支援や保護者の生活・就労支援、

各種給付等の経済的支援を行います。 

【主な取組み】 

① 子どもと家庭への総合的な支援（拠点づくり） 

・ 福祉、保健・医療、教育等の関係機関と連携しながら、子どもの妊娠期から社会的自

立に至るまでの包括的・継続的な支援に取り組みます。また、必要な人員配置を行い、

その資質向上に努めます。 

・ 女性・こども相談室をはじめ、保健センター、子育て支援センター、保育園、認定こ

ども園、小中学校、児童館、放課後児童クラブ等、子どもと子育て家庭が関わるすべて

の機関において、相談しやすい体制を確保し、適切に対応できるよう連携強化を図りま

す。 

・ 子どもや子育て家庭、地域社会に対し、相談窓口について、わかりやすい周知に努め

ます。 

② 児童虐待対策の強化 

・ 子どもの人権や児童虐待防止について、ポ

スターやパンフレット等の配布のほか、あら

ゆる機会を捉え市民全体への意識啓発活動

を推進します。 

・ 要保護児童対策地域協議会における関係機

関の連携、情報共有の場を確保し、児童虐待

の早期発見・早期対応を行います。 

③ 児童発達支援の充実 

・ 心身の成長や発達に気がかりのある子どもの保護者を対象とした教室や相談会を行い、

保護者の気づきを促し、早期発見・早期療育に繋がるよう支援します。また、保護者の

気持ちに寄り添い、不安軽減を図るよう切れ目のない支援に努めます。 

・ 保育園・認定こども園における保育士等の専門性を高める研修を行い、個々の子ども

の発達に応じた、適切な支援を行う体制の充実に努めます。 

④ 子どもの貧困対策の推進 

・ 多様かつ複合的な問題を抱え、社会的孤立に陥りがちな家庭に対し、確実に支援が届

くための地域ネットワーク形成を行います。 

・ 教育機会の均等な提供のため、ひとり親家庭や生活困窮者世帯等の子どもへの学習支

援を実施します。 

・ 地域主体による学童保育「とやまっ子さんさん広場」や「こども食堂」等の子どもの

居場所づくりを支援するとともに、家庭への経済的支援や保護者の就労支援の実施によ

児童相談所全国共通ダイヤル「いちはやく」
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る自立に向けた取組みを推進します。 

【参考指標（数値目標）】 

児童発達支援の充実 

内容（指標） 
実績値 

（平成３０年度） 

目標値 

（令和６年度） 

障がい児保育研修の

開催回数と受講した

保育士数 

７回 

１９２人 

１０回 

３００人 

保育園・認定こども園

巡回訪問延べ回数と

支援児童実人数 

５５回 

３８８人 

６０回 

４００人 
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基本目標５ 魅力ある文化芸術活動の振興 

 市民一人ひとりが多様な文化芸術活動に自発的に参加し、地域の発展における文化芸術の

重要性を再確認し、創造の喜びに浸ることができる環境づくりを進めます。    

持続可能なまちづくり ＳＤＧｓへの取組み 

南砺市独自の多様な文化芸術と教育が連携をとる事で、子どもの頃から本物の良さに触

れ、文化の伝承・発信や地域を誇りに思う心の醸成を行います。 

世界に発信する芸術活動が産業振興、地域活性化につながるよう、新たな文化芸術の創

造を目指します。 

（１）文化芸術創造プランの推進 

【現状と課題】

・ 南砺市にはＳＣＯＴサマーシーズン、スキヤキ・ミーツ・ザ・ワールド、いなみ国際木

彫刻キャンプなどの優れた国際芸術文化事業があり、市民が自由に参加できます。これら

の事業は、それぞれの地域の魅力の中心を形成しています。 

・ 平成２４年３月には、文化庁長官表彰文化芸術創造都市部門を受賞しました。 

・ 市民生活のうるおいを高めるためには、今後とも文化芸術事業を支援していく必要があ

ります。 

SCOT サマーシーズン

【取組みの基本的方向】

・ 個々の地域性を超え、世界に視野を向けた理念で実践されている演劇や音楽などの芸術

を手掛かりとして、「文化芸術創造」の一体化を醸成する事業を実践していきます。

・ 文化芸術活動の交流促進による資質向上を図ります。

・ 毎年夏に利賀で開催される舞台芸術の祭典「ＳＣＯＴサマーシーズン」では、市民一人

ひとりが質の高い芸術文化に触れることで、地域の力で郷土愛を育む活動を推進します。

スキヤキ・ミーツ・ザ・ワールドSCOT サマーシーズン
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【主な取組み】 

① 南砺市文化芸術振興実施計画 

・ 地域との連携により「南砺市文化芸術振興実施計画」を作成し、その推進と啓発普及

を進めます。 

② ＴＯＧＡ国際芸術村構想 

・ 利賀は世界的な演劇の聖地としてアジアの拠点となっています。ＴＯＧＡアジアアー

ツセンター支援委員会と共に、官民一体となった取り組みを実現し、舞台芸術環境の機

能継続を図ります。

③ スキヤキ・ミーツ・ザ・ワールド 

・ 文化、情報の発信を続けるワールドミュージックフェスティバルは、２０２０年で３

０年目を迎えます。異文化交流を通した新たな音楽文化を創造する、市民参加型フェス

ティバル（スキヤキイズム）として全国に広がるよう支援します。 

④ 南砺市いなみ国際木彫刻キャンプ 

・ ２０１９年で８回目（４年毎）を迎え、「木 

彫りを通して世界をつなぐ」をテーマに、井波 

芸術の森公園を会場として開催されました。開 

催地である井波は、２０１８年に「宮大工の鑿 

一丁から生まれた木彫刻美術館・井波」として 

日本遺産にも認定されました。 

世界の彫刻家たちが集う機会を通して、井

波から国際交流の輪を広げます。 

【参考指標（数値目標）】 

文化芸術活動の充実 

内容（指標） 
実績値 

（平成３０年度） 

目標値 

（令和６年度） 

積極的に文化活動を 

行っている市民の割合
１４．０％ １７．０％

資料：平成 30 年度南砺市市民意識調査

（２）文化芸術活動への支援 

【現状と課題】

・ 豊かな人間形成やうるおいのある生活の実現を目指すため、市民の自発的な文化芸術活

動に対して、活動の場や発表会の充実、各種文化芸術活動団体への支援、指導者の育成な

どを進める必要があります。 

・ 特に次代を担う子どもたちが、文化芸術に親しむことが大切であることから、文化ホー

ル・美術館などの事業を充実するとともに、活動への参加を促すよう働きかけていく必要

があります。 

いなみ国際木彫刻キャンプ 
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【取組みの基本的方向】 

・ 南砺市らしい魅力ある地域資源を発掘し、さらにその価値を高め、新しい魅力の創造に

繋げるなど、ふるさとの誇りと愛着を抱きながら魅力ある地域づくりを進めます。 

・ 貴重な伝統文化を南砺市民が再認識し、その発信、継承、発展のため支援します。 

・ 文化芸術団体の活動支援や、市内伝統文化の魅力を発信するための情報提供を推進します。 

・ 文化芸術活動を担う人材の育成を行います。 

【主な取組み】 

① 美術活動の推進 

・ 市美術展の充実を図ると共に、子どもたちが参加する「アートで遊ぼう」事業を拡充

するなど、文化芸術の関心を高めていきます。 

・ 美術館をはじめ、各地域で開催される子どもたちへの芸術活動プログラム、ワークシ

ョップへの参加を促進します。 

② 各地域の文化協会や団体支援 

・ 高齢化、多様化が進む中、各地域の文化協会や団体の自発的な活動を支援します。 

【参考指標（数値目標）】 

芸術活動 

内容（指標） 
実績値 

（平成３０年度） 

目標値 

（令和６年度） 

市美術展出品者数 ３０６人  ４００人 

アートで遊ぼう 

参加者数 
５７人 ８０人 

（３）文化ホール・美術館などの事業の充実 

【現状と課題】

・ 文化ホール主催事業や美術館企画展などの充実が望まれています。 

・ 少子高齢化の進展は、地域の文化団体の会員の高齢化にも及び、文化芸術活動の停滞に

つながる恐れがあります。また、次代を担う子どもたちが、文化芸術に親しむことが大切

南砺市美術展 アートで遊ぼう
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であることから、文化ホール・美術館などの事業を充実するなど、市民が文化芸術活動に

参加しやすい環境を整えていく必要があります。 

指  標 単位 H28 H29 H30 

文化ホール等利用者数 人 147,209 129,835 135,812

美術館入館者数 人 20,500 21,486 20,137

【取組みの基本的方向】 

・ 各文化ホールや美術館が主催する自主事業・企画展については、指定管理者と調整しな

がら各施設の特徴を生かした事業を展開し、入場者の増加を図るよう促していきます。 

・ 美術館ではジャンルにとらわれない企画展、また本市らしい常設展を展開していきます。 

・ 市民が多彩な文化芸術活動を行える場を提供します。 

【主な取組み】 

① 美術館での鑑賞の機会 

・ 本市ならではの美術館の魅力を伝える鑑賞の機会を提供し、より多くの入館者増に努

めます。 

② 文化芸術活動の推進 

・ ３館の文化ホール自主事業については、実施日が重ならないよう連絡調整を行います。

また使用料や利用料の割引などの様々な策を講じ、利用者を減らさないよう努力します。 

・ 文化団体を支援し文化芸術活動の交流促進を図ります。 

【参考指標（数値目標）】 

事業の充実 

内容（指標） 
実績値 

（平成３０年度） 

目標値 

（令和６年度） 

美術館入館者数 ２０,１３７人 ２１，５００人 

美術館の企画展文化ホール自主事業
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基本目標６ 文化財の保存・活用と伝統文化の継承 

市内に伝わる多様な文化財や伝統文化が、地域の宝としてあらゆる世代に認識されるとと

もに、後世に永く保存・継承されることを目指します。 

持続可能なまちづくり ＳＤＧｓへの取組み 

  南砺市が有する多くの文化財と教育が連携をとる事で、子どもの頃から本物の良さに触れ、

郷土愛の醸成を図ります。 

世界遺産集落の維持、保存に努めます。また伝統芸能の継承等により、誰もが郷土への誇り

をもち、地域の絆をより深めます。         

（１）世界遺産マスタープランの推進 

【現状と課題】

・ 地域コミュニティが崩壊しつつある現代において、世界遺産「五箇山の合掌造り集落」

は自然と歴史の中に暮らす住民によって受け継がれ、ますます貴重なものとなっています。 

平成２４年に策定した世界遺産マスタープランに基づき、アクションプラン（実施計画）

を定めて着実に実行し、世界遺産集落で暮らしやすく、同時に世界遺産の価値を高める環

境整備を進める必要があります。

また、屋根の葺替えに使う茅（コガヤ）の増産に引き続き取り組む必要がありますが、

そのための人員確保等が課題となっています。

これからは、市民全体で世界遺産への理解を深め世界遺産を守っていく姿勢が必要です。

五箇山年間茅必要量

資料：世界遺産マスタープラン

【取組みの基本的方向】 

・ 世界遺産を所有することは、人類の遺産を守ることで世界に対して責任を果たすという

ことです。この地域に生まれたことを誇りとし、魅力に引き寄せられる人々と共に、世界

遺産集落の保存・活用に取り組み、その希少価値を発信します。 

相倉集落 7,644 束

菅沼集落 4,396 束

その他 19,014 束

合 計 31,054 束

合掌造り家屋の茅葺き作業
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・ 世界遺産マスタープランを着実に実行します。 

・ 世界遺産サポーターの確保を目指します。 

・ 茅※１（コガヤ）の自給率向上を目指し、増産に取り組みます。 

【主な取組み】 

① 世界遺産の保存 

・ 世界遺産マスタープランのアクションプラン（実施計画）を作成し、実行します。 

・ 世界遺産保存のため、民間企業や個人等からの支援を今後も引き続き拡大していきます。 

・ 茅場造成への助成を行います。 

② 小中学校への啓発活動 

・ 市内の小中学校へ世界遺産への理解を深める啓発活動として、資料を配布し、出前講

座を実施します。 

【参考指標（数値目標）】 

茅の自給率向上 

内容（指標） 
実績値 

（平成３０年度） 

目標値 

（令和６年度） 

コガヤ年間生産量 １２，０００束 １５，０００束 

外部支援者の拡充 

内容（指標） 
実績値 

（平成３０年度） 

目標値 

（令和６年度） 

世界遺産サポーター １００人 １５０人 

※1 茅：平・上平地域の屋根の葺き替えには、従来コガヤ（小茅＝カリヤス）が用いられており、コ

ガヤの使用が史跡（世界遺産）の真正性を維持する上で不可欠となります。

（２）文化財展示・収蔵施設の機能充実 

【現状と課題】

・ 市内には、考古資料、古文書などの歴史資料、民具などの民俗資料が多数保存されてい

ます。埋蔵文化財センター本館は、市内主要遺跡から出土した土器や石器の展示だけでは

なく、火起こし、勾玉づくりなどの歴史体験学習の場としても利用されています。城端曳

山会館は、平成２８年にユネスコ無形文化遺産に登録された重要無形民俗文化財「城端神

明宮祭の曳山行事」について、曳山本体の展示やガイダンス映像等で紹介しています。し

かしながら、これらの施設の存在が市内に浸透しておらず、利用者の居住地域、年代に偏

りがあります。すべての年代、特に小中学校の多くの児童生徒に施設を利用してもらうた

め、施設の周知や広報活動の実施が必要となります。併せて文化財の活用のために欠かせ
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ない調査・研究など、体制の充実も求められます。

     文化財展示・収蔵施設 

【取組みの基本的方向】 

・ 本市の歴史や特色を広く紹介していくために、文化財の保存と維持管理に努めます。 

・ 埋蔵文化財センター、城端曳山会館の機能充実を進めます。 

・ 施設利用促進のため、広報、ホームページでの周知を図ります。 

・ 文化財の活用に向け、調査・研究、データの蓄積を進めます。 

【主な取組み】 

① 企画展、シンポジウム等の実施 

・ 時流に合わせた展示会やシンポジウムを開催し、市民が文化財への理解を深める機会

を提供します。 

② 小中学校への周知活動 

・ 未来を担う子どもたちが郷土に愛情を持ち、理解を深めるよう、市内の小中学校へ文

化財施設の見学、体験学習への参加を働きかけていきます。 

【参考指標（数値目標）】 

文化財などの展示を

見学に訪れた人数 

内容（指標） 
実績値 

（平成３０年度） 

目標値 

（令和６年度） 

埋蔵文化財センター

入館者数 
１，４６６人 ２,０００人 

城端曳山会館入館者数 ６，２３４人 １２，０００人 

（３）文化・歴史遺産の保存と活用 

【現状と課題】

・ 市内には県下自治体最多の２４０件を超える多種多様に富む国・県・市の指定文化財があ

施 設 名 用 途

埋蔵文化財センター本館 埋蔵文化財展示

〃   高瀬分館 埋蔵文化財収蔵

〃   福光分館
埋蔵文化財収蔵

及び調査事務所

城端曳山会館 曳山等展示

福野保管庫 民俗文化財収蔵
埋蔵文化財センター
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るほか、未指定の文化財、古文書などの歴史資料、埋蔵文化財など多数の文化・歴史遺産が

存在します。

長い歴史の中で守り伝えられてきた文化財は、本市あるいは地域の歴史や文化を正しく理

解する上で欠かせないものであり、市民共有の財産として世代を超えて保存・継承していく

ことが求められます。

南砺市の指定文化財数

【取組みの基本的方向】 

・ 市民が誇りと元気を持ち続けるために、城端曳山祭や福野夜高祭、五箇山民謡「こきり

こ」「麦屋節」などの伝統芸能や、獅子舞等各地区に伝承されている祭礼行事など、歴史と

土地が育んできた特色ある本市の文化・歴史遺産の保存に努めます。 

・ 地域の文化遺産を活用することで、郷土への理解と愛着を深めます。 

・ 建造物等文化財の公開を促進するとともに、地域に資するための積極的な活用を図ります。 

・ 歴史資料・埋蔵文化財の調査・研究と保存を行います。 

【主な取組み】 

① 文化財の保存と活用 

・ 指定文化財の維持・保存を着実に行い、また、そのための支援を行います。 

・ 国登録文化財制度(※1)を利用し、指定以外の貴重な建造物の保存・活用を図ります。 

② 伝統芸能保存団体の育成 

・ 各地域の獅子舞、庵唄など、伝統芸能保存団体の活動及び後継者の育成を支援します。 

【参考指標（数値目標）】 

国登録制度の文化財

建造物の保存 

内容（指標） 
実績値 

（平成３０年度） 

目標値 

（令和６年度） 

登録有形文化財件数 １４件 ２５件 

※1 国登録文化財制度：50 年を経過した歴史的建造物のうち、一定の評価を得たものを文化財として

国（文化庁）が登録し、緩やかな規制の下に保存・活用を図る制度。 

指定区分 件数

国指定 １３

県指定 ２８

市指定 ２００

国選定・選択 ４

国登録（建造物） １４

文化財の現地研修（立野ヶ原の監的壕）
令和元年７月現在

- 46 -



何歳であっても。健
康で、安心して満
足に暮らせるように
する

　世界のすべての人たちが幸せになるために、２０３０年までに日本だけではなく、世界のみん

なで取り組んでいく１７の目標のことです。

　南砺市は２０１９年７月に「ＳＤＧｓ未来都市」に選定されました。地域と関わりながら、全

ての人が心豊かに暮らすことができるように取り組みます。

　第２次南砺市教育振興基本計画を進めていく中で、基本目標ごとに関連しているＳＤＧｓのア

イコンを表示しています。

　本計画内にある、取組みや支援はＳＤＧｓの目標へとつながります。森林を育て守ることが海

を豊かにすると言われるように、一つの取組みがいくつもの目標に多面的にアプローチしていき

ます。

　ＳＤＧｓの１７の目標のアイコンとその内容は次のとおりです。

Sustainable Development Goals

「ＳＤＧｓ － 持続可能な開発目標 －」

だれもが平等に質の高
い教育を受けられるよう
にし、だれもが生涯にわ
たってあらゆる機会に
学習できるようにする

ジェンダーが平等で
ある（すべての人が
性を理由に差別され
ない）ようにし、女性
や女の子の権利を守
る

水と衛生的な環境
を管理して、だれも
が利用可能な環境
を確保する

世界中の、あらゆ
る形の貧困を終わ
らせる

飢餓をなくし、生きるた
めに必要な食料を安定
して手に入れることので
きる権利を保障し、栄養
不良をなくし、持続可能
な農業を進める

持続可能な方法で
生産し、消費する

価格が安く、安定
的に発電でき、持
続可能なエネル
ギーをすべての人
が使えるようにする

持続可能な開発のた
め、平和でみんなが参
加できる社会をつくり、
すべての人が法律に基
づいた手続きを利用・実
行できる仕組みをつくる

みんなが参加できる
経済の成長を進め、
すべての人が働きが
いのある仕事をでき
るようにする

目標を達成するため
に必要な行動や方法
を強化し、持続可能
な開発に向けて世界
の国々が協力する

災害に強いインフラをつ
くり、みんなが参加でき
る持続可能な経済発展
を進め、新しい技術を生
み出しやすくする

国内および国家間
の不平等を是正す
る

気候変動や、その
影響を軽減するた
めに、すぐに行動を
起こす

持続可能な開発の
ために、海や海洋
資源を守り、持続
可能な形で利用す
る

陸の生態系を守り、再
生し、持続可能な方法
で利用する。森林を管
理し、土地の劣化を止
め、再生させ、生物多様
性が失われることを防ぐ

まちや住んでいる場
所を、だれもが受け
入れられ、安全で災
害に強く、持続可能な
場所にする
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なんとっ子すくすくプラン 

（第２期南砺市子ども・子育て支援事業計画） 

（案） 

2020（令和２）年３月 

富山県 南砺市 

資料　３





教育・保育のニーズ量の見込みは、家庭類型（潜在）別児童数に各事業の予測利用

率（希望率を精査した率）を乗じて算出します。その結果、本市に居住する就学前児

童の教育・保育のニーズ量の見込みは以下のとおりです。

■

認定区分 

2020 
年度 

①量の見込み 

②
確
保
方
策

教育・保育施設

確認を受けない幼稚園

地域型保育事業

認可外保育施設

市外施設を利用

乖離（②－①） 

2021 
年度 

①量の見込み 

②
確
保
方
策

教育・保育施設

確認を受けない幼稚園

地域型保育事業

認可外保育施設

市外施設を利用

乖離（②－①） 

2022 
年度 

①量の見込み 

②
確
保
方
策

教育・保育施設

確認を受けない幼稚園

地域型保育事業

認可外保育施設

市外施設を利用

乖離（②－①） 

2023 
年度 

①量の見込み 

②
確
保
方
策

教育・保育施設

確認を受けない幼稚園

地域型保育事業

認可外保育施設

市外施設を利用

乖離（②－①） 

2024 
年度 

①量の見込み 

②
確
保
方
策

教育・保育施設

確認を受けない幼稚園

地域型保育事業

認可外保育施設

市外施設を利用

乖離（②－①） 

77

教育・保育のニーズ量の見込みは、家庭類型（潜在）別児童数に各事業の予測利用

率（希望率を精査した率）を乗じて算出します。その結果、本市に居住する就学前児

童の教育・保育のニーズ量の見込みは以下のとおりです。

教育・保育の量の見込みと確保方策 

１号 ２号 
３号 

０歳 １･２歳 計

50 930 155 520

60 1,000 160 530

幼稚園 - - - -

0 0 9 9

0 5 0 5

0 5 5 5

10 80 19 29

50 910 155 510

60 1,000 160 530

幼稚園 - - - -

0 0 9 9

0 5 0 5

0 5 5 5

10 100 19 39

50 890 155 500

60 1,000 160 530

幼稚園 - - - -

0 0 9 9

0 5 0 5

0 5 5 5

10 120 19 49

50 870 155 490

60 1,000 160 530

幼稚園 - - - -

0 0 9 9

0 5 0 5

0 5 5 5

10 140 19 59

50 850 155 480

60 1,000 160 530

幼稚園 - - - -

0 0 9 9

0 5 0 5

0 5 5 5

10 160 19 69

教育・保育のニーズ量の見込みは、家庭類型（潜在）別児童数に各事業の予測利用

率（希望率を精査した率）を乗じて算出します。その結果、本市に居住する就学前児

単位：人 

合計 
計

675 1,655

690 1,750

- -

18 18

5 10

10 15

48 138

665 1,625

690 1,750

- -

18 18

5 10

10 15

58 168

655 1,595

690 1,750

- -

18 18

5 10

10 15

68 198

645 1,565

690 1,750

- -

18 18

5 10

10 15

78 228

635 1,535

690 1,750

- -

18 18

5 10

10 15

88 258
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実施年度 

2020～2024年度 

○私立の幼保連携型認定こども園は、今後も幼保連携型認定こど
も園として、公立の保育所型認定こども園は、保育所型認定こ
ども園として幼稚園

○就学前児童数は減少していますが、認定こども園の需要が高く
入園児数は
込みによる

■

推計値 2020

①量の見込み 

１号認定 

２号認定 

②確保の状況 

幼稚園 

認定こども園 

乖離（②－①） 

② 保育施設（認定こども園、認可保育所）

認定こども園は、幼保連携型・幼稚園型・保育所型・地方裁量型の４類型あり、い

ずれも県の認可・認定を受けた施設です。

認可保育所は、保護者の就労や親族の介護などで、家庭で保育ができない保護者に

代わって保育する施設で、児童福祉法に基づいて県の認可を受けた児童福祉施設です。

○市内の保育施設には、認可保育所（公立１１園、私立１園）と認定こども園（公立

育所型１園、私立：幼保連携型

○就学前児童数が減少していること等から、２号認定の人数が減少してい

就業率の向上等により低年齢児の年度途中からの入園が増加していることにより、３号

認定（０・１・２歳）特に０歳児の入園児

実績値 

①利用者数 

２号認定 

３号認定 

０歳

１・２歳

確保方策 

現状と課題 

81

確保の内容 

私立の幼保連携型認定こども園は、今後も幼保連携型認定こど
も園として、公立の保育所型認定こども園は、保育所型認定こ
ども園として幼稚園部分を維持していきます。 

○就学前児童数は減少していますが、認定こども園の需要が高く
入園児数は年々増加してきている傾向にあるため、
込みによる提供量を確保していきます。

教育施設の量の見込みと確保の状況 

2020年度 2021年度 2022年度 2023年度

120 120 120 120

50 50 50 50

70 70 70 70

135 135 135 135

- - - -

135 135 135 135

15 15 15 15

保育施設（認定こども園、認可保育所）

認定こども園は、幼保連携型・幼稚園型・保育所型・地方裁量型の４類型あり、い

ずれも県の認可・認定を受けた施設です。

認可保育所は、保護者の就労や親族の介護などで、家庭で保育ができない保護者に

代わって保育する施設で、児童福祉法に基づいて県の認可を受けた児童福祉施設です。

○市内の保育施設には、認可保育所（公立１１園、私立１園）と認定こども園（公立

：幼保連携型２園）があります。 

就学前児童数が減少していること等から、２号認定の人数が減少しています

低年齢児の年度途中からの入園が増加していることにより、３号

特に０歳児の入園児数が増加しています。 

■ 保育施設の利用状況の推移 
単位

2015年度 2016年度 2017年度 2018年度

1,528 1,551 1,506 1,548

938 940 909

587 611 597

113 121 129

474 490 468

私立の幼保連携型認定こども園は、今後も幼保連携型認定こど
も園として、公立の保育所型認定こども園は、保育所型認定こ

○就学前児童数は減少していますが、認定こども園の需要が高く
一定量の見

単位：人 

2024年度

120

50

70

135

-

135

15

認定こども園は、幼保連携型・幼稚園型・保育所型・地方裁量型の４類型あり、い

認可保育所は、保護者の就労や親族の介護などで、家庭で保育ができない保護者に

代わって保育する施設で、児童福祉法に基づいて県の認可を受けた児童福祉施設です。

○市内の保育施設には、認可保育所（公立１１園、私立１園）と認定こども園（公立：保

ますが、女性の

低年齢児の年度途中からの入園が増加していることにより、３号

：人      

年度

1,548

889

659

156

503

-2-



②提供量 

認定こども園 

認可保育所 

乖離（②－①） 

実施年度 

2020～2024年度 

○今後も認可保育所・認定こども園の計１５園で事業を実施しま
す。

○０歳児は、
からの入園が増加していることにより、
ます。

○１・２
歳児、３歳以上児は、
り、

■ 保育施設の量の見込みと確保の状況

推計値 2020

①量の見込み 

２号認定 

３号認定 

０歳

１・２歳

②確保の状況 

認定こども園 

認可保育所 

乖離（②－①） 

③ 認定こども園 

認定こども園は、幼保連携型・幼稚園型・保育所型・地方裁量型の４類型あり、い

ずれも県の認可・認定を受けた施設です。

○市内の教育施設には、私立の幼保連携型認定こども園（福野青葉幼稚園、福光青葉幼稚

園）、公立の保育所型認定こども園（井波にじいろ保育園）があります。

○市全体としては、就学前児童数は減少しているが、認定こども園の需要が高くなってき

ており、入園児数が総じて

確保方策 

現状と課題 

82

1,750 1,690 1,705 1,720

210 210 210

1,540 1,480 1,495 1,510

222 139 199

確保の内容 

○今後も認可保育所・認定こども園の計１５園で事業を実施しま

０歳児は、出生児数が減少見込みとなっていますが、年度途中
からの入園が増加していることにより、一定数を確保していき
ます。

・２歳児は、年度途中からの入園が若干あります
歳児、３歳以上児は、就学前児童数が減少している
ゆるやかな減少を見込んだ数としています。

保育施設の量の見込みと確保の状況

2020年度 2021年度 2022年度 2023年度

1,515 1,485 1,455 1,425

855 835 815 795

660 650 640 630

150 150 150 150

510 500 490 480

1,615 1,615 1,615 1,615

255 255 255 255

1,360 1,360 1,360 1,360

100 130 160 190

認定こども園は、幼保連携型・幼稚園型・保育所型・地方裁量型の４類型あり、い

ずれも県の認可・認定を受けた施設です。

○市内の教育施設には、私立の幼保連携型認定こども園（福野青葉幼稚園、福光青葉幼稚

園）、公立の保育所型認定こども園（井波にじいろ保育園）があります。

市全体としては、就学前児童数は減少しているが、認定こども園の需要が高くなってき

総じて増加している傾向にあります。 

1,720

210

1,510

172

○今後も認可保育所・認定こども園の計１５園で事業を実施しま

すが、年度途中
一定数を確保していき

若干ありますが、１・２
いること等によ

単位：人 

2024年度

1,395

775

620

150

470

1,615

255

1,360

220

認定こども園は、幼保連携型・幼稚園型・保育所型・地方裁量型の４類型あり、い

○市内の教育施設には、私立の幼保連携型認定こども園（福野青葉幼稚園、福光青葉幼稚

市全体としては、就学前児童数は減少しているが、認定こども園の需要が高くなってき
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第２次 南砺市スポーツ推進計画（案） 

～生涯スポーツ社会の実現に向けて～

令和２年度 － 令和１１年度

令 和 ２ 年 ４ 月 

南 砺 市 教 育 委 員 会 
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第 Ⅰ 章 計画の概要

１ 策定の趣旨

本市では、平成 19 年に「南砺市スポーツ振興計画（計画期間：平成 19 年度～平成 28 年度）」

を策定しました。策定から５年が経過した平成 23 年度末に、前期の進捗状況や南砺市総合計

画等との整合性を図りながら、「南砺市スポーツ推進計画後期計画（計画期間：平成 24 年度～

平成 28 年度）」を策定しました。さらにこの後期計画が終了した平成 28 年度末には、今後の

指針となる計画が必要となることから、「南砺市スポーツ推進計画後期計画・改訂版（計画期

間：平成 29 年度～平成 31 年度）」を策定しました。

 時間の経過とともに、計画期間において社会や人々の価値観は大きく変化し、スポーツを取

り巻く新たな課題が顕在化しています。本市のスポーツに関する施策は、それに対応したもの

へと見直さなければなりません。特に、本市の人口減少・少子高齢化が将来に与える影響や課

題には、各分野からの対応が求められています。

本市は少子高齢化が進み、平成 26 年 10 月 1 日の高齢化率(※1)34％に対し、令和元年 10 月

1 日現在の高齢化率は 38％に迫る勢いで、今後も上昇すると考えられています。このような少

子高齢化が進む社会では、社会全体の活力の醸成と医療費・扶助費(※2)の抑制につながる「健

康寿命(※3)の延伸」が求められています。中でも、運動やスポーツは、心身の両面にわたる健

康の保持増進とともに、スポーツ活動を通して人と人、地域と地域の交流を促し、深い絆と結

の精神に満ちた活力ある地域を醸成するものとして期待されています。

しかしながら、次代を担う子どもの体力は、低下傾向に歯止めがかかっていると言われてい

ますが、依然として低い水準となっており、運動習慣の二極化の傾向がみられます。運動する・

規則正しい生活を送るという習慣が身に付かなければ、肥満傾向が強くなったり、高血圧や高

脂血症等の生活習慣病につながったりする恐れがあります。子どもの健全育成(※4)の機会の一

つであるスポーツ少年団や運動部活動では、少子化の影響で子どものニーズに応えることが難

しい状況がみられます。また、本市の成人者、特に 20 歳代～50 歳代の運動やスポーツの実施

率が低い状況です。60 歳代以降は運動やスポーツの実施率が高くなっていますが、働き世代

や子育て世代の方（特に女性）は、生活の中に運動やスポーツを位置づけることが難しい状況

にあると言えます。

平成 23 年に『スポーツ基本法』が策定されて以来、年齢や性別、障害の有無等を問わず、

国民の誰もが関心、適性等に応じてスポーツに参画することができる環境を整備することは、

これまで以上に国・地方公共団体、スポーツ関係団体の重要な責務となっています。スポーツ

を「する」「みる」「ささえる」といった様々な参画方法で、自然とスポーツを楽しみ、そし

て、スポーツを通じて健康になったり、毎日をいきいきと過ごせるようになったりできるよう

に、活動を充足させることが求められています。

以上のことから、本市では、各ライフステージにおいて市民の誰もが今まで以上に気軽にス

ポーツに親しみ続けられるよう、引き続き、「生涯スポーツ社会の実現」に取り組むためにこ

の計画を策定します。

※1 高齢化率：65 歳以上の高齢者が人口に占める割合 

※2 扶助費名：児童・高齢者・障害者・生活困窮者等に対して自治体が行う支援に要する経費 

※3 健康寿命：健康上の問題で日常生活が制限されることなく健康で活動的に暮らせる期間 

※4 健全育成：心身ともに健やかに育成すること 
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２ 計画の性格

(１) この計画は、市民の誰もが生涯にわたってスポーツに親しむことができる「生涯スポー

ツ社会」を実現するための施策の基本的な方向性を示すものです。

(２) この計画は、「スポーツ立国戦略」及び「スポーツ基本法」に基づくとともに、国及び

県のスポーツ推進計画を踏まえ、総合的な施策を推進するものです。

(３) この計画は、今後 10 年先を見据えた本市のスポーツ推進の方向性を示すものであり、

施策の展開にあたっては、「第 2 次南砺市総合計画」や「南砺市教育振興基本計画」等の

各関連計画との整合性を図るとともに、市内外のスポーツ関係機関・団体等と連携を図り

ながら、一体的な取組みを推進するものです。

 【概念図】

３ 計画の期間

この計画は、第２次南砺市総合計画と一体となって施策を展開するために、令和 2 年度から

令和 11 年度までの 10 年間を計画期間とします。

計画実施から 5 年で点検・評価を行い、第２次南砺市総合計画や南砺市教育振興基本計画と

の整合性を図るとともに、進捗状況を確かめます。

  なお、当該期間中に社会情勢や進捗状況等により、本計画の見直しが必要となった場合は、

適宣対応します。

南 砺 市国

○スポーツ立国戦略

（平成 22 年）

○スポーツ基本法

（平成 23 年）

○スポーツ推進計画

（平成 24～33 年度）

第 2 次南砺市総合計画

（令和 2～11 年度）

富山県

○元気とやま

スポーツプラン

（平成 24～33 年度）

第 2 次 南砺市

スポーツ推進計画

（令和 2～11 年度）

【関連計画】

○南砺市教育振興基本

計画

（令和 2～6 年度）

○第 2 次南砺市公共 

施設再編計画

（平成 28～57 年度）

等
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第 Ⅱ 章 計画の基本理念と体系

１ 基本理念

生涯スポーツ社会では、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、適性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こと

を目指します。

この社会の実現に向けて、本市では年齢や性別、障害の有無等に関わらず、「南砺市民一人

ひとりの豊かなスポーツライフの充実」を基本理念として、各施策に取り組みます。

２ 生涯スポーツ社会の具体的な姿

○ 子どもたちがスポーツを楽しみ、夢を育むことができる社会

子どもたちが、学校や身近な地域の中でスポーツを楽しんだり、スポーツに挑戦した

りすることで、心身の健全な発育・発達をとげるとともに、目標や夢をもって生活する

ことができる。また、生涯にわたってスポーツに親しんでいく基礎を培うことができる。

○ 市民の誰もが手軽にスポーツができる社会

各ライフステージで、市民が、それぞれの目的や能力、適性、関心、ライフスタイル

等に応じ、身近なスポーツ施設で、いつでも手軽にスポーツを行うことができる。

○ 明るいコミュニティが育まれる社会

日常のスポーツ活動や様々なスポーツ教室・大会・イベント等への参加を通じて、人々

との交流・交歓が活発に行われ、明るいコミュニティが形成される。

○ 勝利の栄光・感動を分かち合うことのできる社会

チャンピオン志向の競技者が、自らの能力を最大限に伸ばし、全国や世界の檜舞台で

活躍することによって、競技の栄光を勝ち取るとともに、市民に感動と活力を与え、子

どもたちの夢と希望を育むことができる。

○ 多彩なスポーツ文化を享受することができる社会

「質の高いスポーツを行う」「スポーツを観て楽しむ」「スポーツをサポートする」等、

スポーツへの多様な関わりによって、スポーツのもつ多彩な文化的機能を享受すること

ができる。

目 標  生涯スポーツ社会の実現

基本理念 ～南砺市民一人ひとりの豊かなスポーツライフの充実～
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３ 生涯スポーツ社会の具体的な姿とスポーツ推進の方向性

心豊かで創造的なまちづくり

乳幼児期 児童期 青年期 壮年期 老年期

生 涯 ス ポ ー ツ 社 会

運動・スポーツ

創造的で元気なまち

「さきがけて 緑の里から 世界へ」の南砺市

市民一人ひとりの価値観・ライフスタイル

地域の身近な施設・学校で 豊かな自然の中で

楽しさ 

爽快さ 

健 康 

生きがい

人・自然 

との共生 

自己開発 

自己実現

感 動 

あこがれ 

手軽に 

スポーツ 

子どもの 

健全育成 

多彩な文化

の享受 

勝利の 

栄光・感動

明るい 

コミュニティ 

豊かなスポーツライフ 

スポーツ文化の享受
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４ 計画の体系

目   標 生 涯 ス ポ ー ツ 社 会 の 実 現

基 本 理 念 南砺市民一人ひとりの豊かなスポーツライフの充実

－基 本 施 策－ －施 策 目 標 と 具 体 的 施 策－

次代を担う子どもたちの

健全育成 

～幼児期から学齢期に 

おける運動機会の充実～ 

・子どもたちの健全育成と生涯にわたりスポーツに親しもう

とする心情や態度の醸成のために、学校と地域において、す

べての子どもがスポーツに親しむことができる環境を整備しま

す。こうした取組みを通して、運動の習慣化を図り、良好な生活

習慣の確立と子どもの体力向上を目指します。 

(1) 幼児期から運動に親しむ習慣づくり 

(2) 学校における運動に関する活動の充実 

(3) 家庭を取り込んだ運動習慣づくり

市民の運動機会の充実 

～市民のスポーツ 

実施率の向上～

・各ライフステージで、市民がそれぞれの興味・関心等に応じて、

スポーツを「する」「みる」「支える（育てる）」活動に参画できるよう

にします。 

・様々な参画方法で自然とスポーツを楽しみ、スポーツ実施率

を高めます。そしてスポーツを通じて健康になったり、毎日

をいきいきと過ごしたりできるように、環境を整備します。 

・多様化する市民のスポーツ活動がより充実するために、その主な

活動場所となる総合型地域スポーツクラブの育成に努めます。 

(1) ライフステージに応じたスポーツ活動の推進とスポーツ

実施率の向上 

(2) 総合型地域スポーツクラブの充実 

チャンピオンスポーツ 

の推進

～全国や世界の舞台で 

活躍できる選手の育成と 

指導者の確保～

・チャンピオンスポーツを推進するとともに、ジュニア期からの選手

発掘・育成・強化の体制を整備します。 

・それぞれのスポーツ活動を支える人材や母体となる団体を育成

し、それらが効果的に活用できる体制を整備します。 

(1) 南砺市体育協会と連携した事業の展開 

(2) 競技力の向上につながる支援と「スポーツ教室」の開催 

(3) 指導者の確保と育成 

スポーツ施設の効率的な

運営・整備と活用 

～地域で支える 

スポーツの拠点づくり～

・市民が様々なスポーツに気軽に親しめるよう、体育施設の効率

的な活用を図ります。合わせて利便性、安全性を向上させ、利用

促進を図ります。 

(1) 社会体育施設や学校体育施設の有効活用 

(2) 指定管理者による適切な管理・運営 
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第 Ⅲ 章 スポーツ推進の具体的方策

子どもたちの健全育成と生涯にわたりスポーツに親しもうとする心情や態度の醸成のため

に、小中学生だけでなく、保育園や認定こども園に通う園児を含めた地域の全ての子どもが、

運動・スポーツに親しむことができる環境を整備します。

こうした取組みの結果として、子どもの体力向上と運動の習慣化等の良好な生活習慣の確

立を目指します。

１ 子どもの体力・運動能力、運動習慣等の全国的な傾向

国は、全国体力・運動能力調査、運動習慣

等調査から、「子どもの体力は、平成 13年か
ら約 10年間にわたり概ね低下傾向に歯止め
がかかっているものの、体力水準の高かった

昭和 60年頃と比較すると基礎的運動能力は
依然低い状況にある」としています。また、

同調査の結果から「積極的にスポーツをする

子どもとそうでない子どもの二極化が、小学

校の早い段階からその傾向が認められ、中学

校では３割を超える女子生徒がスポーツをほ

ぼしないという状況にある」としています。

体力と生活習慣の関係については、「毎日決

められた時間に朝食や夕食を食べている子どもや、決められた時刻に就寝する子どもの体力

が高い傾向にある」と報告しています。

これらの状況から、国は、子どもの体力の向上や運動習慣をはじめとする望ましい生活習

慣の形成には、学校と家庭、地域が一体となって子どもに対する支援を行うとともに、幼児

期からの積極的な取組みを推進することが必要であると述べています。

２ 本市の子どもの体力・運動能力と運動・スポーツの実施状況

児童及び生徒の体力・運動能力調査について、令和元年度の調査種目別の「平均測定値」

（表１）を見ると、多くの項目で全国平均・県平均をともに上回っています。ただし、これ

らの数値は年度によって変動することが考えられるため、「平均合計得点」（図１）と「50m
走」（図２）について、５年間の推移を分析しました。その結果、本市の傾向として、小学生、

中学生ともに「平均合計得点」は、全国平均を上回っていることが多いことが分かりました。

一方で、「50m走」は、全国・県を下回っていることが多く、本市の大きな課題と言えます。

施策目標

現状と課題

基本施策１  次代を担う子どもたちの健全育成

～幼児期から学齢期における運動機会の充実～

元気に運動する園児たち
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児童及び生徒の体力・運動能力調査 調査種目別の「平均測定値」（令和元年度）  

<資料>全国体力・運動能力、運動習慣等調査（文部科学省）及び南砺市児童生徒体力・運動能力調査 

※    は全国・県平均より上回っているもの、    は全国・県平均より下回っているもの 

※全国平均、県平均、南砺市平均は、いずれも 2019 年度の数値を利用 

握力 

（㎏） 

上体起こし 

（回） 

長座 

体前屈 

（㎝） 

反復 

横とび 

（点） 

20ｍ 

ｼｬﾄﾙﾗﾝ 

（回） 

50m 走 

（秒） 

立ち幅とび 

（㎝） 

ﾎﾞｰﾙ投げ 

（ｍ） 

体力 

合計点 

小

５

男

南砺市 16.62 19.53 32.35 45.47 57.38 9.80 156.56 23.29 54.89 

富山県 16.54 19.75 33.08 43.91 55.04 9.51 154.68 22.54 54.68 

全  国 16.37 19.80 33.24 41.74 50.32 9.42 151.45 21.61 53.61 

小

５

女

南砺市 16.44 19.27 37.96 44.39 52.12 9.99 154.48 15.39 58.85 

富山県 16.39 19.15 37.80 43.02 45.99 9.62 151.56 14.85 57.89 

全  国 16.09 18.95 37.62 40.14 40.79 9.64 145.68 13.61 55.59 

中

２

男

南砺市 29.15 25.32 43.24 52.35 87.28 8.26 199.69 20.96 41.81 

富山県 28.82 26.29 43.93 52.24 84.63 8.11 198.79 20.77 41.86 

全  国 28.65 26.96 43.50 51.91 83.53 8.02 195.03 20.40 41.69 

中

２

女

南砺市 24.16 23.59 46.29 47.85 62.71 8.88 177.61 13.43 51.98 

富山県 23.46 22.91 46.61 47.61 59.25 8.89 172.75 13.13 50.20 

全  国 23.79 23.69 46.32 47.28 58.31 8.81 169.90 12.96 50.22 

児童及び生徒の体力・運動能力調査「平均合計得点」の推移 

<資料>全国および県：全国体力・運動能力調査（文部科学省）、南砺：南砺市児童生徒体力・運動能力調査 

図１ 

南砺
県

全国

53.00

54.00

55.00

56.00

H27 H28 H29 H30 R1

(点)
小学５年・男子 

南砺

県

全国

55.00

56.00

57.00

58.00

59.00

H27 H28 H29 H30 R1

(点)
小学５年・女子 

南砺

県

全国

41.00

42.00

43.00

44.00

H27 H28 H29 H30 R1

(点)
中学２年・男子 

南砺県

全国

48.00
49.00
50.00
51.00
52.00
53.00
54.00

H27 H28 H29 H30 R1

(点)
中学２年・女子 

表１ 
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また、児童生徒体力・運動能力調査の運動習慣等に関する近年の調査から、週１日以上運

動やスポーツに取り組む児童及び生徒の割合（体育の授業は含まない）は、小学校・中学校

ともに男子の割合が高くなっており、小学生は、男女間にさほど大きな差が見られないのに

対し、中学生は男女間に差があり、女子の数値が約 10%低くなっています（図３）。

児童生徒の体力・運動能力調査 「５０ｍ走」の推移 

資料：全国体力・運動能力調査（文部科学省）及び南砺市児童生徒体力・運動能力調査（南砺市） 

市内児童・生徒のスポーツの実施状況の推移 
（週１日以上運動やスポーツに取り組む児童・生徒の割合） 

資料：全国体力・運動能力調査（文部科学省）及び南砺市児童生徒体力・運動能力調査（南砺市）

中学１～３年生 小学５・６年生 

88.6%
90.3% 92.3% 92.0%

90.4%

84.7%
87.3%

84.9% 86.4%
89.9%

75.0%

80.0%

85.0%

90.0%

95.0%

H27 H28 H29 H30 R1

男子

女子

89.6%
94.6%

90.5% 90.4% 89.1%

80.8%
82.3%

83.0%

77.5%

80.9%

75.0%

80.0%

85.0%

90.0%

95.0%

H27 H28 H29 H30 R1

男子

女子

図２ 

図３ 

南砺

9.80

県

9.51

全国

9.42

9.30

9.40

9.50

9.60

9.70

9.80

H27 H28 H29 H30 R1(秒)

小学５年・男子 

南砺

9.99

県

9.62
全国

9.64

9.50

9.60

9.70

9.80

9.90

10.00

H27 H28 H29 H30 R1(秒)

小学５年・女子 

南砺

8.26 

県

8.11 

全国

8.02

7.90

8.00

8.10

8.20

8.30

H27 H28 H29 H30 R1(秒)

中学２年・男子 

南砺

8.88
県

8.89

全国

8.81 

8.70

8.80

8.90

9.00

9.10

H27 H28 H29 H30 R1(秒)

中学２年・女子 
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なんと元気っ子教室

小学生女子児童は、運動実施率は男子とほぼ同じですが、１週間の運動時間（体育の授業

は含まない）が１時間に満たない児童の割合が約 50%となっており、男子児童との開きがあ
ります（図４）。これは、週１日以上運動やスポーツには取り組むけれど、その時間が短い児

童が多いことを表しています。中学生となり運動部活動に入る生徒は、１時間以上練習する

機会が増えるため、男女ともに小学生の時より運動時間１時間未満の生徒の率は下がります。

これらのことから、小学生の時にたっぷりと長い時間をかけて運動する楽しさを経験する

ことや運動部活動に所属しない女子生徒の運動時間を確保することが必要と考えられます。

今後、これらの課題を克服しなければ、ほとんどスポーツをしないという女子児童や女子生

徒が増え、ますます二極化が進むと予想されます。

全国的には、体力の低下傾向に歯止めがかかっていると言われていますが、本市において

は、決して楽観視できる状況とは言えず、体力の維持そして向上を目指さなければなりませ

ん。そのためには、学校、家庭、地域、各スポーツ団体等が一体となって、幼児期から運動

やスポーツに親しみながら、積極的に体を動かす習慣づくりが重要となります。

３ 幼児への取組み

本市では、平成 20年度から市内の保育園・
認定こども園で、親子運動遊び教室等を行って

います。

平成 23年度から事業名を「なんと元気っ子教
室」として、現在はＮＰＯ法人格を有する市内

の総合型地域スポーツクラブの指導者、或いは

派遣スポーツ主事を派遣し、運動やスポーツに

親しむための基盤づくりに努めています。

今後も、本市では幼児への取組みを継続する

とともに、小学校低学年期の子どもたちを対象

にした体を動かす機会の充実につながるような

取組みを一層充実していく必要があります。

１週間の運動時間が１時間未満の市内児童・生徒の割合の推移 

資料：全国体力・運動能力調査（文部科学省）及び南砺市児童生徒体力・運動能力調査（南砺市）

小学５・６年生 

33.7% 34.4% 32.6% 32.3% 34.3%

49.2% 54.3% 49.3% 51.9%
47.3%

10.0%
20.0%
30.0%
40.0%
50.0%
60.0%

H27 H28 H29 H30 R1

女子

男子 22.0%
17.5% 18.1% 20.4% 19.2%

39.2%
36.6% 37.5% 38.4% 35.1%

10.0%
20.0%
30.0%
40.0%
50.0%
60.0%

H27 H28 H29 H30 R1

女子

男子

中学１～３年生 

図４ 
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４ 学校での取組み

学校の体育に関する活動は、生涯にわたる

豊かなスポーツライフの基礎になるものです。

また、日常生活で体を動かす機会が減少する

中、その重要性はこれまで以上に高まってい

ます。

本市では、主に体育(保健体育)科の授業等
を通して、体力の向上と運動好きな子どもの

育成に努めています。また各校では、H31年
春にリニューアルされた「みんなでチャレン

ジ 3015」や「チャレンジランキング」等を
関連させた体力に関するアクションプラン

（目標指標）を設けて、児童生徒の体力の向

上に取り組んでいます。さらに、市内各校の体力の向上に関する取組みを共有し、市で一体

となって推進するために「南砺市体力つくり委員会」を設置しています。

５ 小学生のスポーツ少年団及び中学校の運動部活動の状況

本市小学生のスポーツ少年団への加入率は、３割以上を維持し、２割に満たない県を大きく上

回っています。また、本市中学生の運動部活動への加入率は、近年８割近くを維持しているもの

の、少子化に伴う児童生徒数の減少が、団員や部員の減少等につながっています。特にチー

ム競技において、活動に支障をきたしています。運動部活動では、生徒数の減少が教員数の

減少につながり、運動部活動の種類に制限が生じたり、部活動顧問が指導経験のない競技を

担当したり、生徒のニーズに十分に対応できていない状況と言えます。さらに、単独校だけ

では運動部活動を継続することが困難な場合も出てきています（図５）。

このため、スポーツを通じた子どもの健全育成という観点から、児童生徒の多様なニーズ

に応え、活動に参加する機会を充実させるような柔軟な対応が求められます。

市内小学生スポーツ少年団加入状況 

31.2%
32.8% 33.5% 33.4% 33.3%

18.4% 18.2%
18.0% 17.5% 17.7%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

30.0%

35.0%

40.0%

H27 H28 H29 H30 R1

南砺市

富山県

88.4% 89.7% 89.7% 87.9% 88.6%

63.0% 62.9% 64.3% 66.2% 67.8%

76.2% 76.2% 77.0% 77.5% 78.8%

50.0%

60.0%

70.0%

80.0%

90.0%

100.0%

H27 H28 H29 H30 R1

男子

全体

女子

市内中学生の運動部活動加入状況 

資料：南砺市児童生徒体力・運動能力調査（南砺市）資料：富山県の体育・スポーツ（富山県）

図５ 

学校での取組み
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１ 幼児期から運動に親しむ習慣づくり

（１）幼児期からの取組みの推進

子どもの運動遊び等を通して、積極的にスポーツに親しむ習慣や意欲を養い、体力の向

上を図ります。

①保育園・認定こども園において、幼児期の運動指標を踏まえた「体を動かした遊び」が

取り組まれるよう、「なんと元気っ子教室」を継続するとともに、幼児期の運動に関する

情報の収集と提供に努めます。

②幼児期、小学校低学年期に有効な運動プログラム等の情報を関係団体に紹介し、幼児や

低学年期の子どもを対象とした「スポーツ体験教室」や「親子スポーツ教室」等の計画

的・継続的な開催を支援します。

（２）地域におけるスポーツ活動の充実

地域全体が連携・協働して、子どもが自分のニーズに応じて運動やスポーツを選択でき

るよう、地域のスポーツ環境の充実に努めます。

①子どものスポーツ活動を行うスポーツ団体に対して、本市の子どもたちの体力の現状等

を伝えるとともに、子どもの体力の向上と運動習慣や睡眠時間の確保、朝食の摂取等の

望ましい生活習慣の形成を含めた健全育成に努めるように働きかけます。

②PTA 親子活動や「放課後子ども教室」「放課後児童クラブ」で運動やスポーツに関する
活動が取り入れられるよう、種目例等を示しながら各関係団体に働きかけます。

③市スポーツ推進委員協議会等と連携し、運動習慣が身に付いていない子どもやスポーツ

が苦手な子どもが、運動に親しむきっかけとなるようなスポーツ・レクリエーション種

目の普及に努めます。

④スポーツ少年団や中学校運動部活動にはない種目を総合型地域スポーツクラブや体育協

会の競技団体が連携してプログラム等を開設するよう、働きかけます。

⑤スポーツ少年団において、子どもの多様なスポーツ機会の確保という観点から、「合同実

施」、「シーズン制」等による複数種目実施等、スポーツの楽しさをより多面的に伝える

柔軟な対応や取組みを支援します。

２ 学校における運動に関する活動の充実

（１）業間運動の充実（小学校）

学校での体力つくり計画と連携を図り、各校の体力の向上に関する取組みを共有し、体

育科の授業等だけでなく、体力の向上と運動好きな子どもの育成に努めます。

①各学校で設定するアクションプランの中に「短距離走」の強化を取り入れ、継続的な取

組みを行います。

具体的施策 
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②「短距離走」を市内の子どもたち共通の課題ととらえ、業間運動に積極的に取り入れま

す。

③業間運動では各校の取組みを尊重する一方で、『１・２年生は 80m、３～６年生は 100m
を走る』という共通理解のもと、実践を行います。

（２）運動部活動の活性化（中学校）

生徒の多様なニーズに応えられるよう、地域のスポーツ人材や環境の活用等によって、

運動部活動の活性化に努めます。

①県の「スポーツエキスパート活用推進事業」、「中学・高校運動部スーパーコーチ派遣事

業」等を活用して、優れたスポーツ指導者を派遣し、運動部活動を支援します

②進行している少子化に向けて、今後の部活動の在り方について協議します。

③市中学校体育連盟において、市体育協会、総合型地域スポーツクラブ等との一層の連携

を図り、強化事業の開催等、生徒の運動部活動がより活発となるような取組みを支援し

ます。

（３）地域との連携

学校と地域が協力・連携を図り、学校の運動に関する活動の充実に努めます。

①スポーツ団体や大学、企業との連携、「とやま元気っ子スポーツライフサポート事業（※

１）」を活用して地域のスポーツ指導者を小学校の体育や中学校の保健体育の授業に派遣

する等、各学校で地域人材の活用が図れるよう、体制の整備に努めます。

②学校において、障がいのある児童・生徒の運動に関する活動では、当該児童・生徒の教

育的ニーズに応じた適切な支援のもと実態に応じた配慮を行います。合わせて障がいの

有無に関わらず、ともに体を動かす喜びを味わい交流が深まるような取組みを支援しま

す。また、地域のスポーツ指導者等との連携を図った取組みを支援します。

３ 家庭を取り込んだ運動習慣づくり

（１）「なんと元気っ子教室」での親子運動教室の実施

   乳幼児を対象に運動遊びの実技指導を行い、運動の楽しさを味わうことができるように

するだけでなく、その保護者を対象に運動遊びの実技指導・講演等を行い、乳幼児期にお

ける運動遊びの重要性を感じられるようにします。

  ①県の「とやま元気っ子スポーツライフサポート事業」を活用して、運動を楽しむ子ども

の育成と運動習慣の定着を図ります。

②市内保育園１２園、市内認定こども園２園において、一年に１回は「親子運動教室」を

実施し、親子で気軽に運動に親しめる素地をつくります。

③育園・認定こども園、家庭において、乳幼児期の運動指標を踏まえた「体を動かした遊

び」が日常的に実施されるよう、保育教諭・保育士を対象とする研修の機会を設けると
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ともに、家庭や保護者等への普及・啓発に努めます。

（２）PTA親子活動等での運動教室の実施
   乳幼児を対象にした運動教室をより効果的なものにし、子どもたちが運動・スポーツの

楽しさを味わったり、その保護者が運動遊びの大切さを改めて理解したりできるように、

小学校の PTA親子活動等で運動教室を行い、生涯にわたって運動に親しむ態度や習慣を身
に付ける機会にします。

①市内にある９つの小学校において、各校１コマ以上はPTA親子活動で運動教室を実施し、
家族で運動に親しんだり、スポーツの楽しさに触れたりできる機会にします。

②保護者に「子どもの体力の現状」や「体力の重要性」「外遊びや運動・スポーツの重要性」

等について情報を提供し、体力の向上や運動の習慣化に対する保護者の理解と協力を得

るための啓発活動に努めます。

③小学校の体育科の授業等において、就学前の幼児の実態を踏まえた運動遊びが実施され

るよう、保育教諭・保育士を対象とした研修に小学校教諭も参加できる機会を設け、切

れ目のない運動習慣化への取組みに努めます。

指 標 名 現況（令和元年度） 目標値（令和6年度）

平均合計得点

体力・運動能力調査による市児童生徒の

「平均合計得点」

小5男子 ５４.９点
小5女子 ５８.９点
中2男子 ４１.８点
中2女子 ５２.０点

小5男子 ５６.０点
小5女子 ５９.０点
中2男子 ４３.５点
中2女子 ５３.０点

５０ｍ走タイム

体力・運動能力調査［５０ｍ走］による

市児童生徒の「平均値（タイム）」

小5男子 ９.８０秒
小5女子 ９.９９秒
中2男子 ８.２６秒
中2女子 ８.８８秒

小5男子 ９.４０秒
小5女子 ９.５５秒
中2男子 ８.００秒
中2女子 ８.７５秒

週１・２日以上運動する児童生徒の割合

体力・運動能力調査「運動に関する調査」

による市児童・生徒のスポーツ実施状況

小5男子 ９０.４％
小5女子 ８９.９％
中2男子 ８９.１％
中2女子 ８０.９％

小5男子 ９３.０％
小5女子 ９１.０％
中2男子 ９５.０％
中2女子 ８５.０％

親子運動教室の実施園・実施校の割合

保育園・認定こども園の「元気っ子教室」

や小学校の「PTA親子教室」における親
子で行う運動教室の実施状況

(保育園・認定こども園 14 園) 
５園で７教室

(小学校 9 校) 
３校で３教室

保育園・認定こども園全14園
小学校    全９校

施策目標達成のために参考とする指標
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各ライフステージで市民の誰もがそれぞれの興味・関心、適性等に応じて、スポーツを「す

る」「みる」「支える（育てる）」活動に参画し、主体的にスポーツに親しむことができる環境

を整備します。

１ 南砺市の人口動向と少子高齢化の進行

「南砺市人口ビジョン」（H27）によると、「本市の総人口は 1950 年の約 81,000 人をピー

クに減少が続いており、何も対策を講じなかった場合の人口は、2040 年には現在の人口の６

割程度（34,859 人）、2060 年には４割程度（23,554 人）まで減少する」と予想されています。

また、年齢３区分別人口では、

年少人口（0～14 歳）、生産人口

（15～64 歳）は減少し、一方で、

老年人口（65 歳以上）は増加を

続け、今後も少子高齢化が進む

としています（図６）。

本市のように、少子高齢化に

伴って人口が減少する社会では、

「健康寿命の延伸」が社会全体

の活力につながることから、「次

代を担う子どもたちの健全育成」

と「高齢者の健康保持と生きがいのある暮らしづくり」が重要とされ、運動やスポーツに期

待が寄せられています。

このため、市民が生涯にわたり身近な地域で運動やスポーツに親しむことができるように、

引き続き環境づくりに取り組む必要があります。

２ 市民のスポーツの実施状況

本市の成人の週１回以上のスポーツ

実施率は、令和元年度の調査では 40.3 
％でした。これは、H24 に改定した後

期計画の目標であったスポーツ実施率

30％を上回っており、成人の約４割が

日頃から運動やスポーツ（ウォーキン

グを含む）に取り組んでいることを示

しています（図７）。

基本施策２  市民の運動機会の充実

～市民のスポーツ実施率の向上～

施策目標 

現状と課題 

28.5 31.1 
36.2 38.9 41.4 43.9 

10
15
20
25
30
35
40
45

0

10,000

20,000

30,000

H17 H22 H27 H32 H42 H52

市の階層別人口及び高齢化率の推移

年少人口 生産人口 老年人口 高齢化率

（人）

（％）

資料：南砺市人口ビジョン(H27)

38.1%
35.6%

38.0%

39.5%

40.0%

40.3%

30.0%

35.0%

40.0%

45.0%

H26 H27 H28 H29 H30 R1

成人のスポーツ実施状況（南砺市）
週１回以上運動やスポーツを行っている市民の割合

資料：南砺市総合計画市民意識調査報告書

図６ 

図７ 
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しかし、H29 に再度改定した後期計画

改訂版の目標である「スポーツ実施率 50 
%」には、残念ながらまだまだ及びません。

この割合は、県の 39.2％（H29）よりは

上回っているものの、全国の 55.1％（R1）
を大きく下回っています（図８）。

年齢層別にみると、10 歳代の実施率が最も高

く、20 歳代から 50 歳代の働き盛り世代や子育

て世代の実施率が低くなっています。60 歳以降

は、年齢が上がると高くなっています（図９）。

南砺市全体のスポーツ実施率を上げるために

は、20～59 歳の成人が運動・スポーツを行う習

慣をもつことが必要です。そのためには、運動

をする目的と運動をしない理由を分析し、実態

を把握することが求められます（図 10・11）。

南砺

南砺

39.5%県

全国

全国

51.1%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

H16 H19 H23 H26 H29
資料：南砺市総合計画市民意識調査報告書

成人の運動・スポーツ実施状況の比較 

65.0%

33.3% 35.0%
36.4%

33.5%

41.5%

49.5%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

70.0%
年代別の運動・スポーツの実施状況

資料：南砺市総合計画市民意識調査報告書(R1 年度)
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1.8%
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7.6%
8.0%
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31.3%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0%

その他

自己の記録や能力を向上させるため

心身の鍛錬や訓練のため

家族の触れ合いや友人・仲間との親睦のため

美容や肥満解消のため

運動不足を感じるから

楽しみやストレス解消・気分転換のため

健康維持・体力の増進のため

4.4%
1.1%

3.8%
5.7%

7.1%
8.2%
9.2%

11.1%
14.1%

17.3%
39.7%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0%

その他

指導者がいないから

体が弱いから

身近に場所や施設がないから

仲間がいないから

他にやりたいことがあるから

お金がかかるから

年を取って体力に自信がないから

運動が好きでない、または苦手だから

特に理由はない

仕事が忙しく時間がとれないから

資料：南砺市総合計画市民意識調査報告書(R1 年度)

資料：南砺市総合計画市民意識調査報告書(R1 年度)

運動・スポーツをする目的

運動・スポーツをしない理由

図８ 

図９ 

図 10 

図 11 
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運動やスポーツをしない理由（複数選択可）では、「忙しくて時間がとれない」が最も多く、

30 歳代で 52.7%、40 歳代で 43.4%、50 歳代では 45.5%の市民が挙げています。特に 30 歳代

は、家事や育児、仕事に時間がとられる年齢層であると考えられ、この年齢層に照準を合わ

せたスポーツへの参加の機会づくりが求められます。

３ スポーツを「みる」「支える（育てる）」機会

本市では、各種競技団体と連携し、トップ

レベルの競技者が集う大会を開催し、みるス

ポーツの機会づくりに努めています。また、

県内には、本拠地をおくプロスポーツチーム

が５つあり、各地で国内トップレベルの試合

をみる機会が増えています。

プロスポーツチームの試合に限らず、会場

での観戦や応援を通して、トップレベルの競

技者によるプレーを肌で感じることは、その

スポーツ本来の魅力と迫力に触れることにつ

ながります。とりわけ青少年にとっては、夢や目標を抱くきっかけとなるもので、その競技

の普及、競技力の向上に大きく寄与するものです。さらに、このような大会の開催にあたっ

ては、スポーツボランティア等が活躍する機会にもなります。スポーツを「みる」だけでな

く、「支える」ことも同時に行われています。

東京 2020 オリンピック・パラリンピックの開催等を契機に、「みるスポーツ」「支える（育

てる）スポーツ」の充足を図り、市民一人ひとりのスポーツライフの創造に努めていく必要

があります。

４ スポーツを通じた交流事業

本市では、合併前から各地域が国内外の様々な

都市と姉妹提携を結び、交流を深めてきました。

東京 2020 オリンピック・パラリンピックの開催

に伴い、「スポーツを通じた交流」が注目されて

います。そんな中、国や世代、性別、障がいの有

無等を超えたスポーツを通じた交流は、スポーツ

に親しむきっかけとなるとともに、相互理解を促

し、地域の活性化につながると期待されています。

また、豊かな自然や歴史・文化等、南砺の魅力を発信するために、スポーツと観光を組み

合わせたスポーツツーリズム(※2)の促進、市内に３つあるスキー場や県内唯一の常設クロス

カントリーコース等の市特有のスポーツ資源、特にアウトドアスポーツに関する資源を活か

した取組みは、運動やスポーツに親しむ入口を広めるものです。さらに、交流人口の拡大、

市内への定住にもつながることが期待されます。

※2 スポーツツーリズム：スポーツイベントの参加者と開催地周辺の観光とを融合させた取組み

第 38 回全日本スキー選手権大会

フリースタイル競技 モーグル競技

スポーツ少年団（福光－常滑）交流事業
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５ 南砺市内の総合型地域スポーツクラブ

本市には、８つの総合型地域スポーツクラブが設立されています。

クラブ名 設立年月 拠点施設（指：指定管理者）

NPO 法人 ふくのスポーツクラブ H10.11 福野体育館（指）

NPO 法人 福光スポーツクラブ H15. 5 福光体育館（指）

NPO 法人 アイウェーブ H15. 6 井波社会体育館（指）

NPO 法人 クラブＪｏｙ H16. 3 城南屋内グラウンド（指）

たいらスポーツクラブ H17. 3 春光荘体育館

利賀スポーツクラブ H17. 3 アーパス

いのくちスポーツクラブ H17. 3 井口中学校体育館

五箇山スポーツクラブ H18. 2 上平小学校体育館

６ 総合型地域スポーツクラブの現状

本市の総合型地域スポーツクラブの会員数は、近年減少傾向にあります。H27 年までは１

万人を超えていましたが、H30 年は 9,134 人となっています。市民の総合型地域スポーツク

ラブ加入率は 17.9％（H31.3.1 現在）となり、後期計画改訂版で掲げた目標値「20.0%」に

は届いていません（図 12）。

総合型地域スポーツクラブ設立から 10 年以上が経過した現在、地域の人口の減少が進み、

特に山間部の総合型地域スポーツクラブにおいて、会員数の減少が顕著となっています。こ

総合型地域スポーツクラブとは・・・

市民の「誰もが」「身近な公共スポーツ施設で」「それぞれのライフスタイル（目的、能力、

好み）に応じて」スポーツに親しむことができるよう、「環境」･「人」･「プログラム」を

統合して運営される組織が「総合型地域スポーツクラブ」です。

「総合型地域スポーツクラブ」は、「コミュニティスポーツの推進」はもちろんのこと、

「競技力向上」や「子どもたちの育成」にも大きな役割を担っており、「生涯スポーツ社会」

の実現に向けて大きな期待が寄せられています。

また、スポーツ活動の推進役だけでなく、「地域活動」や「地域交流」「ボランティア活動」

の主体となる「新しい公共」を担う組織としても活躍が期待され、地域社会の再生や地域活

性化の大きな基盤となっています。

総合型地域スポーツクラブは、地域住民が主体的に運営する地域住民のためのスポーツク

ラブで、次のような特徴があります。

○ 複数の種目が用意されている。（多種目）

○ 子どもから高齢者、初心者からトップレベルの選手まで、地域の誰もが、年齢や興味

関心、技術・技能レベルに応じて「いつまでも」活動できる。（多世代、一貫指導）

○ 拠点となるスポーツ施設があり、定期的・継続的な活動が可能である。（拠点施設）

○ 質の高い指導者のもと、個々のスポーツニーズに応じた指導が行われる。

○ 地域住民が主体的に運営する。（自主運営、受益者負担）
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れにより、会費や受講料等での

運営が難しくなり、事業の縮小、

クラブスタッフや指導者の減少、

さらには地域におけるスポーツ

活動の停滞といった負の連鎖が

危惧されます。

全国でも、総合型地域スポー

ツクラブの自主性・主体性を示

す重要な要素である「自己財源

率」が 50％以下のクラブは半数

以上を占めており（54.5％）、財

政基盤が弱いクラブが多い傾向

にあります。

合わせて「活動年数」が 10 年

以下のクラブが 89.5%、「会員数」

が 200 人以下の小規模クラブが

51.5%となっており、現段階では

発展途上にあるクラブが大半を占

めている状況です。

住民のニーズに基づきながら、総合型

地域スポーツクラブの活動を充実させる

ためには、市からの基盤強化を図る支援

とともに、各総合型地域スポーツクラブ

が自己財源の確保、指導者及びスタッフ

の育成等に取り組むことが重要です。

また、国や県が発信する総合型地域ス

ポーツクラブに関する情報等に基づきな

がら、人口規模や高齢化、過疎化等、各

地域の実情に応じた望ましいクラブの在

り方や支援策について、今後も市と市内の総合型地域スポーツクラブが、ともに検討するこ

とが必要となります。

７ 総合型地域スポーツクラブの地域スポーツ活動への貢献

 本市では、次代を担う子どもたちの運動習慣の形成及び体力の向上に向けて、市内の全保

育園で「なんと元気っ子教室」を開催しています。教室では、NPO 法人格を有する総合型地

域スポーツクラブから指導者を派遣することで、より充実した取組みが展開されています。

また、総合型地域スポーツクラブの指導者が実際に指導する様子を参観し、保育士等が楽し

く体を動かすための方法を学ぶ機会となっています。

ヨガ教室

19.3%

18.5% 18.5%

17.9%

17.0%

17.5%

18.0%

18.5%

19.0%

19.5%

20.0%

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

H27 H28 H29 H30

総合型地域スポーツクラブ会員数および加入率

クラブＪｏy たいら 五箇山

利賀 アイウェーブ いのくち

ふくの 福光 加入率

9,134 人
9,579 人9,664 人

10,257 人

(人)

図 12 
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高齢者の生きがいと健康づくりに関する事業においても、総合型地域スポーツクラブが有

する人材やプログラム等が活用されています。また、多くの総合型地域スポーツクラブが、

地域のスポーツ活動や健康づくりに関して、その相談窓口となっています。

８ 「総合型地域スポーツクラブ育成プラン２０１８」

H25 に策定された「総合型地域スポーツクラブ育成プラン 2013」（公益財団法人日本体育

協会）では、［スポーツを核とした豊かな地域コミュニティの創造］を総合型地域スポーツク

ラブ育成の基本理念としています。これを踏まえて、H30.4.1 に「総合型地域スポーツクラ

ブ育成プラン 2018」（公益財団法人日本スポーツ協会）が新たに改定されました。このプラ

ンでも、「スポーツの推進」と「地域づくり」において相乗効果・好循環を生じさせるため、

そしてスポーツそのものの価値や意義をさらに高めるために、総合型地域スポーツクラブに

期待される役割が示されています。

［基本方針］①活動の在り方について

        ⇒ 遍く人々が差別なくスポーツの恩恵に浴する

［基本方針］②クラブ組織の在り方について

        ⇒ 住民の連携・協働によって地域の絆を培い、地域社会の発展に寄与する

 ［基本方針］③活動財源の確保について

        ⇒ スポーツ文化を豊かに享受する場を各地域に創出・提供する

本市のように少子高齢化が進行するコミュニティにとって、活力ある地域を維持すること

は重要な課題です。総合型地域スポーツクラブが「スポーツを核とした豊かな地域コミュニ

ティの創造」という基本理念に則り、「スポーツの推進」と「地域づくり」という役割を果た

すために、総合型クラブの育成や支援に取り組む必要があります。

１ ライフステージに応じたスポーツ活動の推進とスポーツ実施率の向上

（１）気軽にスポーツに参加できる機会の創出

各ライフステージで、気軽にスポーツに参加できる機会の充実を図ります。これらが、

日頃運動やスポーツをしない人、運動が苦手な人に対する参加のきっかけとなるように努

めます。また、働き盛り世代・子育て世代のスポーツニーズに対応し、スポーツ推進施策

を展開するように努めます。

①各スポーツに関する調査等から、各ライフステージに応じたスポーツ活動の実態を把握

することに努め、ライフステージに応じた活動を推進する方策を検討します。

②健康志向が高まる中、誰でも気軽に取り組める「ウォーキング」の推進に努めます。ま

た、各スポーツ団体と連携し、「ほっと あっと なんと体操」等の「軽体操」「健康体操」

の推進に努めます。

具体的施策 
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③スポーツ実施率の低い 30～50 歳代の働き盛りの世代が、運動やスポーツに親しむことが

できるように努めます。親子や三世代で参加できる機会の充実や、仕事等の合間に行え

る運動を啓発する等、日常生活に運動を位置づけ、スポーツに親しむきっかけとなるよ

うに取り組みます。

④子育て世代の市民がスポーツを楽しむために、託児サービスがあるスポーツ教室を開催

したり、子どもと一緒に楽しめるプログラムを提供したり、子育て期であってもスポー

ツ活動に参加できるように取り組みます。

⑤高齢者が健康で生きがいをもって過ごすために、家庭等で手軽に継続できる運動の提供、

身近な地域交流センター等での健康教室の開催等、関係機関や団体との連携に努めます。

⑥関係機関や団体と連携し、スポーツと観光を組み合わせた「スポーツツーリズム」を取

り入れ、野外活動やアウトドアスポーツの推進に努めます。

⑦障がいをもった方のスポーツ施設や指導者に対するニーズの把握に努めます。また、障

がいの有無に関わらず、一緒に運動やスポーツを楽しめる機会づくりに努めます。

（２）スポーツを通じた交流事業の推進

国や世代、性別、障がいの有無等を超えた交流によって相互理解が促されるスポーツを

通じた交流事業を推進します。

①関係機関や団体と連携し、スポーツを通じた交流活動が拡大するよう努めます。

②関係機関や団体と連携し、障がい者スポーツへの理解を図るとともに、障がいのある人

もない人も一緒にスポーツ教室や大会等に参加できる機会の充実に努め、相互理解と交

流を促します。

③県外の学生等のスポーツ合宿の誘致、市の立地やスポーツ資源を活かしたスポーツイベ

ントの開催等を通じて、スポーツツーリズムの促進に努めます。

（３）スポーツ情報の効果的な提供

市民の主体的なスポーツを「する・みる・支える（育てる）」活動につながるスポーツに

関する情報を収集し、積極的な情報の発信に努めます。

①市民のスポーツへの関心・興味を高めるため、「広報なんと」やインターネット、ケーブ

ルテレビ等の媒体を介して、スポーツに関する情報を広く市民にお知らせします。

②家庭でもできるような軽運動、誰でも簡単にできるようなニュースポーツ等、南砺市ス

ポーツ推進委員協議会と連携して広く市民に紹介します。

③「指導者の情報」や「研修会」「スポーツ医・科学」等、スポーツに携わる方の資質の向

上に関する情報を収集・整理し、広く市民に提供します。

（４）スポーツ活動を支える組織の充実・交流・連携・協働と指導者の育成

市民の多様なスポーツニーズに対応し、本市のスポーツ推進施策を効果的・効率的に展
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開していくため、行政組織間やスポーツ団体間との交流・連携・協働を推進します。

①本市のスポーツ推進の母体となるスポーツ関係団体の充実が図れるように、その活動の

支援に努めます。

②本市のスポーツ推進のために各スポーツ関係団体が連携・協働した取組みを支援します。

また、体制の整備につながるような意見交換の場を設けるように努めます。

③市民の多様なスポーツニーズに対応できるコミュニティスポーツ指導者（市スポーツ推

進委員）の資質が向上するよう、研修の充実に努めます。育成にあたっては、地域にお

けるスポーツ大会やイベント等の企画・立案・運営、総合型地域スポーツクラブの育成・

発展にも、主体的に関わることができるように努めます。

④各種団体と密接に連携・協力しながら、市スポーツ推進委員がより主体的に活動するた

めに、委員の委嘱にあたっては、「熱意・能力がある」「地域において効果的な連絡調整

を行うことができる」だけでなく、性別や年齢のバランスも配慮します。

⑤アウトドアスポーツや野外活動、ランニングやウォーキングに関する指導者の確保や育

成に努めます。

２ 総合型地域スポーツクラブの充実

（１）活動基盤の強化

総合型地域スポーツクラブの自主性・主体性のある活動が行われるよう、活動基盤の強

化に努めます。

①各総合型地域スポーツクラブによる自立に向けた取組みを支援するとともに、活動及び

組織の在り方、活動財源の確保等に関する指導・助言に努めます。

②各総合型地域スポーツクラブと連携し、国や県が発信する情報等を踏まえ、各地域の実

情に応じた望ましい総合型地域スポーツクラブの在り方や支援策の検討に努めます。

③市から施設管理を委託された総合型地域スポーツクラブを対象に、市民に親しまれ、有

効利用される施設を目指した管理運営に関する研修会を開催する等、市民サービスの向

上に努めます。

④各総合型地域スポーツクラブが自立に向けて安定的に充実・発展していくために、クラ

ブ理念の検証、自立に向けた目標や計画を策定し、これらが「PDCA サイクル」によっ

て取り組まれるように働きかけます。

⑤各総合型地域スポーツクラブにおいて、多くの地域住民が「自分の地域のクラブ」とい

う帰属意識を生じさせられるように、「住民が参画する運営体制の整備」を働きかけます。

⑥各総合型地域スポーツクラブにおいて、クラブ会員以外の当該地域住民とも一体となり、

スポーツを通じた地域の諸課題の解決に資する「地域に根ざした事業の展開」に努める

ように働きかけます。

⑦各総合型地域スポーツクラブにおいて、地域の各種機関・団体と相互扶助の関係を築く

「他団体との連携」に努めるように働きかけます。
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⑧各総合型地域スポーツクラブにおいて、自主的・主体的な活動の基盤となる「安定的で

持続可能な財源の確保」に努めるように働きかけます。

⑨国や公益財団法人日本スポーツ協会等が行う各種支援事業に関する情報の収集と提供に

努めます。

（２）地域ぐるみの取組み

総合型地域スポーツクラブが住民のスポーツ環境や地域コミュニティの創造の場として

定着するよう、地域が一体となって取り組むように働きかけます。

①総合型地域スポーツクラブの役割や価値、効果等について市民への周知に努めます。

②各総合型地域スポーツクラブにおいて、住民をはじめ、地域のスポーツ団体、学校、行

政等が連携し、一体となって活動する取組みを支援します。

③各総合型地域スポーツクラブにおいて、県総合型地域スポーツクラブ連絡協議会との連

携を強化し、クラブ連携事業等を活用した取組みを支援します。

④南砺市総合型地域スポーツクラブ連絡協議会が中核となって、合同事業や合同研修会を

開設し、より広域的に活動するよう支援します。

（３）市内スポーツ施設の利便性の向上

総合型地域スポーツクラブが管理・運営する社会体育施設について、市内スポーツクラ

ブへの加入者の利便性が向上するよう、環境を整備します。

①学校体育施設の開放と合わせて、社会体育施設のより効率的な活用を図ります。

②市民が様々なスポーツに気軽に親しめるように、市内スポーツ施設の利便性の向上を図

るように努めます。

指 標 名 現況（令和元年度） 目標値（令和6年度）

週１回以上スポーツを行っている市民の割合

「南砺市総合計画市民意識調査」による成

人の運動やスポーツの実施状況

４０.３％ ５０.０％

総合型地域スポーツクラブ加入率

年度内市内総合型クラブの総会員数

市 人 口

１７.９％

（※H31.3.1）
１７.２％

（※R1.10.1）

１８.０％

施策目標達成のために参考とする指標
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チャンピオンスポーツを推進するとともに、ジュニア期から選手を発掘・育成・強化する

ための体制を整備します。また、多様化する市民のスポーツ活動をより充実させるために、

それぞれのスポーツ活動を支える人材や母体となる団体を育成し、効果的に活用できる体制

を整備します。

１ 競技力の現状

国民体育大会（国体）及び全国高校総体（インターハイ）に代表選手として出場する本市選手

の数は、多少の増減が見られるものの、ほぼ横ばいの状態です。本県選手団に占める本市選手の

割合は、冬季大会において高く、本市の大きな特徴と言えます（図 13）。

 本市では、市体育協会への補助金交付を通じて、

各競技団体とスポーツ少年団等の活動を支援して

います。また、全国大会及び北信越等のブロック

大会に出場する個人または団体に対して、交付基

準に基づいて大会出場への助成を行っています。

これらを通して、競技スポーツの推進と競技力の

向上に努めています。

全国大会等への出場、さらに本市選手の上位入

賞は、市民に夢や感動、そして地域に活力を与え

ます。市民に元気を与え、市民のスポーツへの興

味・関心を一層高めるため、今後も競技スポーツ

を推進し、競技力が向上する体制づくりに努めて

いくことが必要です。

基本施策３  チャンピオンスポーツの推進

～全国や世界の舞台で活躍できる選手の育成と指導者の確保～

施策目標 

現状と課題 

南砺市選手壮行会

南砺市選手の全国大会（国体・全国高校総体）出場者の割合の推移

64.6%
52.7% 51.9%

41.8%
51.9%

10.1% 6.3% 5.8% 6.0% 5.0%

16.8%
12.0% 12.4% 9.6% 11.1%

0.0%
10.0%
20.0%
30.0%
40.0%
50.0%
60.0%
70.0%

H27 H28 H29 H30 R1

55.2% 56.7% 58.6%
53.3%

58.3%

5.7% 6.0% 7.0% 6.1% 4.7%

8.5% 9.1% 8.9% 7.9% 6.3%

0.0%
10.0%
20.0%
30.0%
40.0%
50.0%
60.0%
70.0%

H27 H28 H29 H30 R1

国民体育大会 全国高校総体 

冬

冬

夏
夏

全体
全体

図 13 
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“NANTOから世界へ！”
ジュニアアスリート育成事業

２ 南砺市体育協会の現状

平成 17年に市体育協会が設立されて以降、市体育協会は、組織的で計画的な「競技スポー
ツの推進」「選手の発掘・強化」「スポーツ関係団体の育成」に努めています。平成 31年度に
は、①チャンピオンスポーツの推進、②次代を担うジュニア層の育成、③スポーツ人口の拡

大及びコミュニティスポーツの推進の３つを基本目標とし、事業を進めています。

「チャンピオンスポーツの推進」については、平成 17 年から南砺市民体育大会を毎年開催
しています。3,000人を超える市民が参加するこの大会を通して、市民への競技スポーツの普
及・推進を図っています。この他、「競技力強化事業」「特別強化育成事業」「競技スポーツ振

興事業」等を通して、市体育協会に加盟する各競技団体による選手等の競技力向上や強化に

関する事業を支援しながら、スポーツ関係団体の育成に努めています。

「次代を担うジュニア層の育成」については、

「スポーツ少年団育成費」等を通して、スポー

ツに親しむ子どもたちの育成に努め、体力、運

動能力を多角的に伸ばしています。そして、生

涯スポーツや競技力向上につなげたいと考えて

います。特に「ジュニアアスリート育成事業」は、

平成 26年度から開始し“NANTOから世界へ！”
を合い言葉に、市内小学５・６年生のジュニア

アスリートを育成しています。体力測定や発達

段階にあったトレーニングを実施する他、スポー

ツと栄養、けがの予防、メンタルトレーニング

等の医・科学に関する内容を年間 18回の中で
実施し、未来のアスリート育成に努めています。

また、幼児期からの運動に親しむ習慣づくりに重点を置いて、「わくわく運動プログラム」を

実施しています。“遊んで動いて楽しもう！”をキャッチフレーズに、年少児から小学１年生

までの親子を対象としており、親と子が一緒になって運動遊びを体験しています。親も一緒

に参加することで、家庭でも運動をする機会が増えると考えられ、子どもたちの運動習慣づ

くりに大きな役割を果たしています。

「スポーツ人口の拡大及びコミュニティスポーツの推進」については、「スポーツ講演会」「体

協だより発行」「市スポーツ教室の共催」等を通して、気軽にスポーツに親しむことのできる

環境づくりを目指し、スポーツで市民の心豊かな交流を図り、健康で明るいコミュニティづ

くりを推進しています。

市民の元気と地域の活力を醸成する選手の育成には、体系的・継続的な取組みが必要です。

その中核となる市体育協会は重要な役割を担っています。

３ スポーツ指導者の育成

本市では、スポーツに携わる指導者の育成や資質の向上に努め、指導者に研修会や講習会

への参加を呼びかけています。
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また本市では、南砺市総合型地域スポーツ

クラブ連絡協議会の「指導者育成事業」を支

援しています。この事業は、幼児期の運動指

導に関する実技研修会、次代を担う子どもの

体力・運動能力の向上を目的とするコーディ

ネーショントレーニング、高齢者の運動指導

に関する講習会等を開催しています。

市民のスポーツ活動の充実には、活動を企

画・運営する人材や、地域の実態や住民のニーズに応じて指導できる人材が欠かせません。

そのため、どのようなタイプの指導者がどの程度必要なのかということを把握することが必

要です。

４ スポーツ指導者の活用

本市では、スポーツ指導者に関して、各地域の総合型地域スポーツクラブに問い合わされ

ることが多く、クラブでは、できる限り要望と指導者とのマッチングに努めています。

市民のスポーツ活動と指導者とのマッチングをより充実させるためには、スポーツ活動の

コーディネーター役である市スポーツ推進委員が指導者に関する情報を共有し、必要に応じ

て活用できる体制を整備する必要があります。

１ 南砺市体育協会と連携した事業の展開

（１）市体育協会を中心とする競技スポーツの推進

競技スポーツの普及と競技力の向上の面で要となる市体育協会の活動や取組みを支援し

ます。

①体育協会の役割を明確にし、各競技団体や協会員の共通理解のもとにその役割を果たす

ため、組織の充実等に関する取組みを支援します。

②市体育協会が中心となって体系的で継続的な強化・普及策が推進されるように、指導・

助言します。

③市体育協会が各総合型地域スポーツクラブや市中学校体育連盟等のスポーツ団体と連携

した強化・普及策を展開するために、連絡や調整に協力します。

【体育協会の役割】

○競技力の維持・向上          ○スポーツの普及・振興

○体系的・継続的な強化・普及の推進   ○指導者の養成・確保、資質の向上

○スポーツ少年団の健全育成活動の充実  ○各種体育大会の充実

具体的施策

指導者育成事業

-25-



（２）一貫指導体制による強化施策の推進

ジュニア期から個人の特性や発育・発達段階に応じて関係者が一貫した指導理念に基づ

き、組織的・計画的に選手を育成する体制を推進します。

①市体育協会等と連携し、素質があるジュニア選手の早期発掘と育成に努めます。

②競技力の向上を目指した一貫指導が、スポーツ少年団や中学校体育連盟（運動部活動）、

総合型地域スポーツクラブ等においても受けられる環境の整備に努めます。

（３）他のスポーツ団体との連携と医・科学を活用した競技力向上策

他のスポーツ団体と連携し、より効率的・体系的な競技力向上策の推進を図るとともに、

スポーツ医・科学の積極的な活用に努めます。

１１①市体育協会と市スポーツ少年団、市中学校体育連盟（運動部活動）、総合型地域スポーツ

クラブ等が情報交換を行い、連携して競技力向上に努めるよう支援します。

②指導者講習会や各種研修会、講演会、医・科学トレーニングに関する研修会等に、各ス

ポーツ団体からの積極的な参加を働きかけます。

③県の競技力向上の中核拠点施設である富山県総合体育センター、大学、専門研究機関等

と連携し、情報の収集と提供に努めます。

２ 競技力の向上につながる支援と「スポーツ教室」の開催

（１）トップアスリート（※）等を招聘した「スポーツ教室」の開催

東京 2020オリンピック機運創出事業で培ってきたノウハウを生かして、トップアスリー
ト等を講師に招聘した実技指導教室の開催に取り組みます。

※ トップアスリート：各競技リーグ、全国や世界の舞台で活躍する選手や団体を指す。

①国や県の事業等を活用し、オリンピックメダリスト（オリンピアン）、県内に本拠地をお

くプロスポーツチームのトップアスリート等を招聘し、トップレベルの競技者から直に

指導を受けたり、間近で技術を見たりできる教室を開催します。

②競技力の向上等につながる機会を創出するだけでなく、市民に夢や希望を与え、スポー

ツ活動のすそ野を広げます。

（２）市民総ぐるみで応援する機運の醸成

市民や地域に活力をもたらす市在住アスリートを、市民総ぐるみで応援する機運の醸成

に努めます。

①壮行会の開催、旅費の一部補助（激励金）等を通して、県の代表として上位ブロック大

会や全国大会等に出場する選手やチームを応援します。

②壮行会の開催等の情報を報道機関に提供し、各広報媒体を介して市在住選手を市全体で

応援する機運の醸成に努めます。
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（３）トップアスリートに触れる大会の誘致・開催支援

トップアスリートが集う大会の開催に取り組み、トップアスリートと本市の子どもたち

が交流（技術や人柄）できるようにします。また、本市のスポーツ振興と子どもたちのス

ポーツに対する意欲の向上や競技力の向上を図ります。

①際の大会を通して、トップレベルの競技者の技術を間近で見られる機会づくりに努めま

す。

②市内や県内で開催されるトップレベルの競技者による大会等の開催について、各スポー

ツ団体と連携し、市民に向けて積極的な情報提供に努めます。

③県内プロスポーツチームが行う地域貢献活動等を積極的に活用します。

３ 指導者の確保と育成

（１）地域のスポーツ指導者の育成と活用の促進

子どもや高齢者、障がい者等、それぞれの発育・発達段階や健康状態等に応じて指導で

きるスポーツ指導者の育成と活用に努めます。

①市体育協会や総合型地域スポーツクラブ等のスポーツ団体において、指導者の育成に関

する計画的・継続的な取組みを働きかけます。

②各指導者の育成や資質の向上のため、各スポーツ団体と連携し、市内外で行われる研修

会や講習会への参加を促します。

（２）子どもの健全育成や競技力向上を担う人材の育成と活用

 個人の特性や発育・発達段階に応じて、適切な指導ができる人材の育成や確保に努めま

す。そのような人材が、チームや地域の枠を越えて活用されるよう働きかけます。

①子どものスポーツ活動に携わる団体に対して、子どもの可能性や多様性に配慮しながら、

子どもの健全な育成に努める指導者の育成や資質向上への取組みを呼びかけます。

②ベテラン指導者からのノウハウの継承や、県外の優秀な指導者から指導助言を得る機会

を設ける等、各スポーツ団体における若手指導者の育成に関する取組みを推奨します。

③各指導者の育成や資質の向上のため、各スポーツ団体と連携し、市内外で行われる研修

会や講習会への参加を促します。

（３）多様なスポーツ活動を称える顕彰制度の活用

 全国大会等で活躍した選手等だけでなく、地域においてスポーツの普及や指導、スポー

ツボランティア活動等に地道に取り組んでいる方や団体を広く顕彰します。

①各スポーツ団体と連携し、長年にわたり市のスポーツ振興を支えてこられた指導者や団体

等の把握に努めるとともに、県や市、体育協会等の各スポーツ団体の顕彰制度を用いて積

極的に顕彰するように努めます。
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指 標 名 現況（令和元年度） 目標値（令和6年度）

全国大会等の南砺市出場選手の割合

国体及び高校総体の南砺市出場選手数

県 選 手 数

［国民体育大会］ 

冬 季 ５１.９％
夏 季  ５.０％
県全体 １１.１％

［高校総体］ 

冬 季 ５８.３％
夏 季  ４.７％
県全体  ６.３％

［国民体育大会］ 

冬 季 ５５.０％
夏 季  ６.５％
県全体 １８.０％

［高校総体］ 

冬 季 ６０.０％
夏 季  ７.５％
県全体 １０.０％

激励金交付者数

全国大会及びブロック大会出場に対す

る激励金の交付者数（のべ人数）

４６５人

（※H30）
４８０人

トップアスリート等の活用回数

市内で開催されたトップアスリート等

による教室や大会の開催回数（年間）

教室開催 １回

大会開催 １回

教室開催 ２回

大会開催 ３回

施策目標達成のために参考とする指標
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住民が主体的、積極的にスポーツ施設を活用できるように、地域のスポーツ環境を整備し、

その拠点となる社会体育施設や学校体育施設等のスポーツ施設の有効活用を図ります。合わ

せて、総合型地域スポーツクラブの育成に努めます。

１ 社会体育施設の利用状況

本市の社会体育施設は、年間を通じて多くの

市民や競技者等に利用されています（図 14）。

本市では、指定管理者制度を導入して施設の

維持・管理と利用の促進に努め、現在、社会体

育施設 41施設のうち 37施設で指定管理者制度
を導入しています。

これにより、指定管理者の裁量で管理・運営

が実施され、市民サービスの向上に繋がってい

ます。また、指定管理者によって、日常的にス

ポーツ教室等のソフト事業が展開され、市民の

スポーツ活動の拠点となっています。

  施設利用の内訳を見てみると、体育館とグラウンド（特に屋内グラウンド）の利用者が多

く、全体の約８割を占めています（図 15、16）。また、その他体育施設でも、各競技の愛好家

や競技者を中心に多くの方が利用されています。近年は、プールの利用者が増加傾向にあり、

さらに活用が進むように環境を整えていくことが求められています。

※その他体育施設：テニスコート、クライミングセンター、たいらクロスカントリー場、
クレー射撃場、ゲートボール場、ターゲットバードゴルフ場、野営場

基本施策４  スポーツ施設の効率的な運営・整備と活用

～地域で支えるスポーツ拠点づくり～

施策目標 

現状と課題 

563,554 

588,284 
582,797 

565,059 

550,000

560,000

570,000

580,000

590,000

600,000

H27 H28 H29 H30

南砺市社会体育施設の利用状況

351,901 

376,915 372,938 

343,647 

300,000

320,000

340,000

360,000

380,000

400,000

H27 H28 H29 H30

体育館年間利用者数

99,190 

96,247 
89,982 

グラウンド

95,401 

プール

71,310 77,361 
81,260 84,814 

41,153 37,761 38,617 

その他

41,197 

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

H27 H28 H29 H30

グラウンド・プール・その他体育施設 
年間利用者数 

(人)

(人)

図 14 

図 15 

(人)

図 16 

-29-



その一方で、本市が行った「公共施設サービスに関する市民アンケート調査」（H27）では、
「社会体育施設が他の公共施設と比べて利用頻度が低い傾向にあり、利用者が一部の市民に

偏っている現状が考えられる」と報告されています（図 17）。

本市の社会体育施設が、市民や競技者等からさらに活用されるように整備するだけでなく、

より多くの市民に利用していただけるような工夫が必要と言えます。

２ 学校体育施設の利用状況

 本市では、小・中学校 17校のうち、ほぼ
全ての学校体育施設を開放し、概ね年間 9万
人が利用しています（図 18）。

学校体育施設は児童生徒のみならず、市民

の最も身近なスポーツ施設として有効活用と

利用の促進が求められ、第２次南砺市公共施

設再編計画（H28）では、学校体育施設の活
用を推進しています。

このために、利用者の多様化するニーズに

応えられるように必要に応じて管理・運営体

制を見直すとともに、年齢や性別、障がい等

の有無に関わらず、すべての市民が快適で安

全に利用できるよう、施設・設備の整備が求

められます。

97,617 

105,163 

94,100 

88,685 

80,000

85,000

90,000

95,000

100,000

105,000

110,000

H27 H28 H29 H30

学校体育施設開放事業の利用状況

(人)

12.6% 22.0%

8.9%

25.3%

20.7%

17.9%

8.8%

9.6%

35.2%

82.9%

56.7%

60.6%

68.3%

81.8%

82.5%

25.7%

その他体育施設

グラウンド

温水プール

室内競技場

野球場

テニス場

体育館

市 内 社 会 体 育 施 設 の 利 用 頻 度

よく利用する（月１回以上) たまに利用する（年に数回)
あまり利用しない（年に１回以下) 一度も利用したことがない

資料：公共施設サービスに関する市民アンケート調査（南砺市・H27）

図 17 

図 18 
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１ 社会体育施設や学校体育施設の有効活用

（１）社会体育施設の機能の充実

市民の誰もが快適に安心してスポーツに親しむことができるよう、社会体育施設の機能

の充実に努めます。

①公共施設再編計画により、今後、施設の大規模な改修は限られた対象施設のみとなる見

通しです。緊急に修繕が必要となるものは、適宜、計画を見直しながら修繕を進めます。

②大規模な修繕を行う時には、バリアフリー化、育児室や授乳室、談話室等、ユニバーサ

ルデザイン化を進め、地域コミュニティの核となる機能の充実を図ります。

③第２次南砺市公共施設再編計画（H28）に基づき、利用実態等に応じて施設を整備しま
す。

（２）学校体育施設の利用促進

住民の最も身近なスポーツ活動の場や住民の交流を生むコミュニティスペースとして、

住民の主体的で積極的な施設利用を働きかけます。

①グラウンドの整備は緊急性の高い箇所から順次着手し、計画的な整備に努めます。

②児童・生徒のみならず、地域住民の誰もが楽しく安全にスポーツに親しめる環境を目指

し、設備及び備品の計画的な整備に努めます。

③住民のニーズに応えられるよう管理・運営体制を整えて施設の有効利用を促進します。

２ 指定管理者による適切な管理・運営

（１）管理・運営体制の改善

利用者が気軽に利用しやすい施設となるよう、管理・運営の改善に努めます。指定管理

者による効率的な施設の維持管理を進め、利用促進を図ります。

①民間の活力を最大限に活かしながら、合理的かつ地域や施設の特性に応じた管理・運営

に努めます。

②各施設の適正な維持管理の遂行と計画的な施設の修繕を、指定管理者と協議しながら実

施します。

③指定管理者は、市民の意見をアンケート等で把握し、利用者ニーズに対応した管理・運

営を実施します。また、教室やイベント等を実施し、施設の利用促進に努めます。

④条例に定めた施設利用料や照明料等に基づき、受益者負担の原則による公平で安定した

運営に努めます。

具体的施策 
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（２）スポーツにおける安全の確保

市民の安全なスポーツ推進を目指し、スポーツ医・科学の活用に努めます。また、市民

が安心してスポーツを行うための環境を整備し、スポーツによって生じる事故・外傷・障

害等の防止や軽減を図ります。

①スポーツ医・科学における県の中枢機関である県総合体育センターや専門研究機関等と

連携しながら、スポーツ医・科学に関する情報の収集に努めます。

②市民の安全で効率的なスポーツの実施につなげるよう、収集した情報を広く市民に伝え

るように努めます。

③すべての住民が楽しく安全にスポーツに親しめる環境を作り出すため、バリアフリー化

や耐震化等の公共スポーツ施設等の安全確保に努めます。

④スポーツ指導者、クラブマネジャー、イベント主催者、施設管理者を対象としたスポー

ツ事故の予防や事故発生時の応急処置、法的責任等を学習する機会を設けることや、ス

ポーツ事故・外傷・障害等を未然に防止するための取組みを促します。また、スポーツ

障害保険の加入を奨励します。

指 標 名 現況（令和元年度） 目標値（令和6年度）

スポーツ施設利用者数

市内社会体育施設および学校体育施設

の利用者数（年間のべ人数）

［社会体育施設］ 

体育館   343,647人
グラウンド   95,401人
プール       84,814人
その他体育施設

41,197人
計 565,059人

［学校体育施設］ 

88,685人
（※ともにH30）

［社会体育施設］ 

体育館      354,000人
グラウンド   97,000人
プール      86,000人
その他体育施設

43,000人
計 580,000人

［学校体育施設］ 

100,000人

施策目標達成のために参考とする指標
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第 Ⅳ 章 重点施策

１ 学校や地域における子どものスポーツ機会を充実させ、市を挙げて次代を担う子ど

もたちの健全育成に努めます。

・運動好きな子どもの育成と体力向上の取組みを推進します。

・幼児期から体を動かす運動遊びを通して、子どもの運動の習慣化に努めます。

・地域の人材や環境を活用して学校における体育に関する活動の充実に努めます。

・家庭を取り込んだ運動習慣づくりに努めます。

２ 市民が主体的にスポーツに親しむことができる環境の充実に努めます。

・年齢や性別、職業等を踏まえたスポーツ活動の実態やニーズの把握に努め、ライ

フステージに応じたスポーツ活動を推進する方策に活用します。

・２０２０年東京オリンピック・パラリンピックの開催等を契機に、交流や観戦、

応援の機会づくりに努め、市民の多様なスポーツ活動の充足につなげます。

・いつでも、誰でも運動できる環境づくりに努めます。

・市民が主体的に参画する総合型地域スポーツクラブの育成に努め、地域のスポー

ツ拠点づくりに努めます。

３ 市体育協会と連携し、競技スポーツを推進するとともに、ジュニア期からの選手の

育成・強化に努めます。

・トップアスリート等を活用した「スポーツ教室」の開催に努め、子どものスポー

ツへの関心を高め、競技力の向上を図ります。

計画期間において重点的に取り組む施策

-33-



資  料



施策目標達成のために参考とする指標

指標名 現況（令和元年度） 目標値（令和 6 年度）

平均合計得点

体力・運動能力調査による市児童生徒の

「平均合計得点」

小5男子 ５４.９点

小5女子 ５８.９点

中2男子 ４１.８点

中2女子 ５２.０点

小5男子 ５６.０点

小5女子 ５９.０点

中2男子 ４３.５点

中2女子 ５３.０点

５０ｍ走タイム

体力・運動能力調査［５０ｍ走］による市

児童生徒の「平均値（タイム）」

小5男子 ９.８０秒

小5女子 ９.９９秒

中2男子 ８.２６秒

中2女子 ８.８８秒

小5男子 ９.４０秒

小5女子 ９.５５秒

中2男子 ８.００秒

中2女子 ８.７５秒

週１・２日以上運動する児童生徒の割合

体力・運動能力調査「運動に関する調査」

による市児童・生徒のスポーツ実施状況

小5男子 ９０.４％

小5女子 ８９.９％

中2男子 ８９.１％

中2女子 ８０.９％

小5男子 ９３.０％

小5女子 ９１.０％

中2男子 ９５.０％

中2女子 ８５.０％

親子運動教室の実施園・実施校の割合

保育園・認定こども園の「元気っ子教室」

や小学校の「PTA親子教室」における親子

で行う運動教室の実施状況

(保育園・認定こども園 14 園) 
５園で７教室

(小学校 9 校) 
３校で３教室

保育園・認定こども園全14園
小学校    全９校

指標名 現況（令和元年度） 目標値（令和 6 年度）

週１回以上スポーツを行っている市民の割合

「南砺市総合計画市民意識調査」による成

人の運動やスポーツの実施状況

４０.３％ ５０.０％

総合型地域スポーツクラブ加入率

年度内市内総合型クラブの総会員数

市 人 口

１７.９％

（※H31.3.1）
１７.２％

（※R1.10.1）

１８.０％

基本施策２  市民の運動機会の充実

～市民のスポーツ実施率の向上～

基本施策１  次代を担う子どもたちの健全育成

～幼児期から学齢期における運動機会の充実～
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指標名 現況（令和元年度） 目標値（令和 6 年度）

全国大会等の南砺市出場選手の割合

国体及び高校総体の南砺市出場選手数

県 選 手 数

［国民体育大会］ 

冬 季 ５１.９％

夏 季  ５.０％

県全体 １１.１％

［高校総体］ 

冬 季 ５８.３％

夏 季  ４.７％

県全体  ６.３％

［国民体育大会］ 

冬 季 ５５.０％

夏 季  ６.５％

県全体 １８.０％

［高校総体］ 

冬 季 ６０.０％

夏 季  ７.５％

県全体 １０.０％

激励金交付者数

全国大会及びブロック大会出場に対する

激励金の交付者数（のべ人数）

４６５人

（※H30）
４８０人

トップアスリート等の活用回数

市内で開催されたトップアスリート等に

よる教室や大会の開催回数（年間）

教室開催 １回

大会開催 １回

教室開催 ２回

大会開催 ３回

指標名 現況（令和元年度） 目標値（令和 6 年度）

スポーツ施設利用者数

市内社会体育施設および学校体育施設の

利用者数（年間のべ人数）

［社会体育施設］ 

体育館   343,647人
グラウンド   95,401人
プール       84,814人
その他体育施設

41,197人
計 565,059人

［学校体育施設］ 

88,685人
（※ともにH30）

［社会体育施設］ 

体育館      354,000人
グラウンド   97,000人
プール      86,000人
その他体育施設

43,000人
計 580,000人

［学校体育施設］ 

100,000人

基本施策４  スポーツ施設の効率的な運営・整備と活用

～地域で支えるスポーツ拠点づくり～

基本施策３  チャンピオンスポーツの推進

～全国や世界の舞台で活躍できる選手の育成と指導者の確保～
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第２次 南砺市スポーツ推進計画 策定経緯

日  時 議 題 等

令和 元 年 ７月３０日
第１回南砺市スポーツ推進審議会

第２次南砺市スポーツ推進計画の策定について

令和 元 年１０月２１日
市教育委員会

第２次南砺市スポーツ推進計画の検討

令和 元 年１１月 ５日
第２回南砺市スポーツ推進審議会

第２次南砺市スポーツ推進計画の検討

令和 ２年 １月  日
「第２次南砺市スポーツ推進計画」のパブリックコメント

の実施

令和 ２年 ２月  日
第３回南砺市スポーツ推進審議会

第２次南砺市スポーツ推進計画について

令和 ２年 ３月  日
市教育委員会

第２次南砺市スポーツ推進計画について

令和 ２年 ３月  日
第２次南砺市スポーツ推進計画策定・印刷・公表

南砺市議会へ報告

「南砺市スポーツ推進審議会」委員名簿

会長 才川 昌一   副会長 赤池 伸彦   （男性８名  女性４名  計１２名）

氏 名 役  職  等

１ 才川 昌一 南砺市体育協会 会長 

２ 赤池 伸彦 南砺市スポーツ推進委員協議会 会長 

３ 永山  惠 南砺市スポーツ少年団 本部長 

４ 山瀬 悦朗 南砺市総合型地域スポーツクラブ連絡協議会 会長 

５ 梨谷 一男 南砺市中学校体育連盟 会長 

６ 窪  辰夫 南砺市生涯学習連絡協議会 監事、福野東部地区振興会 生涯学習リーダー

７ 山田  誠 南砺市小学校長会 会長 

８ 廣原 弘子 南砺市陸上競技協会 副会長、富山県陸上競技協会 理事 

９ 水戸 明美 南砺市スポーツ推進委員協議会 理事長 

10 廣瀬 典子 NPO 法人アイウェーブ 事務局長 

11 井口 一彦 南砺市地域包括医療ケア部 健康課長 

12 中川加夜子 南砺市保育士会 会長 
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