
なんとっ子健康応援商品券支給事業実施要綱の制定について 
 
１ 制定改廃の趣旨 
  新型コロナウイルス感染症による臨時休校や登園の自粛等に伴う子育て世帯の経

済的負担を緩和するとともに、子どもの健康を保持することを目的として制定するも

の。 

 
２ 制定改廃の主な内容 
  令和２年４月１日現在、南砺市に住所を有する０歳から１７歳までの市民に対して

「なんと共通商品券」１万円分を１回限り交付する。 

 
〔対 象 者〕令和２年４月１日現在、 

南砺市に住所を有する０歳から１７歳までの市民 
〔給 付 額〕対象者１人につき１万円  
〔対 象 者 数〕６，３８４人 
〔申 請 等〕対象者は、改めての申請を要しない 

 
３ 施行期日  
  令和２年４月１日 

 

４ 予算措置 
  ４月臨時会 
 
 【歳入】 
  一般財源     ６７，３８７千円 
 【歳出】 

需用費（案内用コピー用紙、宛名ラベル等）    ２２０千円 
       役務費（簡易書留郵送代＠460 円×6,384 人）  ２，９３７千円 

委託費（封筒封入、封緘作業＠61 円×6,384 人）  ３９０千円 
       扶助費（商品券＠10,000 円×6,384 人） ６３，８４０千円   
  合計      ６７，３８７千円 
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南砺市告示第  号 

 

南砺市なんとっ子健康応援商品券支給事業実施要綱を次のように定める。 

 

  令和２年４月  日 

 

                      南砺市長  田 中 幹 夫 

 

南砺市なんとっ子健康応援商品券支給事業実施要綱 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、南砺市補助金等交付規則（平成１６年南砺市規則第３６号）第

２０条の規定に基づき、教育委員会が実施するなんとっ子健康応援商品券支給事業

（以下「事業」という。）の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。 

（事業の実施） 

第２条 市長は、新型コロナウイルス感染症による臨時休校や登園の自粛等に伴う子

育て世帯の経済的負担を緩和するとともに、子どもの健康を保持することを目的と

して、事業を実施するものとする。 

 （対象者） 

第３条 対象者は、令和２年４月１日現在、南砺市に住所を有する０歳から１７歳ま

での市民とする。 

 （実施期間） 

第４条 事業を実施する期間は、令和２年４月２日から令和３年４月１日までの間と

する。 

（事業の内容） 

第５条 市長は、対象者１人に対して、新型コロナウイルス感染症の影響で厳しい状

況におかれている市内の商工事業者を支援し、市内での消費行動を喚起するため、

市内の約５００店舗等で使用できる「なんと共通商品券」１万円分を１回限り交付

する。 

（その他） 

第６条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に

定める。 

附 則 

この告示は、令和２年４月１日から施行する。 
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【南砺市なんとっ子健康応援商品券支給事業 実施状況】 

  

 

○対象者数 南砺市に住所を有する０歳から１７歳までの市民 ６，３７９人 

  ※転出等のため、５減 

 

 

○交付 日 役務費（簡易書留郵送代＠414 円×6,379 人）  2,640,906 円 

≪内訳≫ 

令和２年４月２４日（金） ５，０００件 

  令和２年４月２８日（火）   ５００件 

  令和２年５月 ８日（金）   ８７９件 

  合計    ６，３７９件 

※定形内 50g 以内（＠94 円）＋簡易書留（320 円）＝414 円 

 

 

○交付 額 扶助費（商品券＠10,000 円×6,379 人） 63,790,000 円 
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南砺市なんとっ子健やか未来応援事業実施要綱の制定について 
 
１ 制定改廃の趣旨 
  新型コロナウイルス感染症による子育て世帯の経済的負担を緩和するとともに、子ど

もたちに健やかな未来を育んでもらうことを目的として制定するもの。 

 
２ 制定改廃の主な内容 
  令和２年４月２日から令和３年４月１日までの出生者及び平成１４年４月２日から

令和３年４月１日生まれで令和２年４月２日から令和３年４月１日までに転入した転

入者に対して「なんと共通商品券」１万円分を１回限り交付する。 

 
〔対 象 者〕令和２年４月２日から令和３年４月１日までの出生者 

平成１４年４月２日から令和３年４月１日生まれで 

令和２年４月２日から令和３年４月１日までに転入した転入者 

※令和３年度中に市民となった者 
〔給 付 額〕対象者１人につき１万円  
〔対 象 者 数〕３２０名（見込み） 
〔申 請 等〕対象者は、改めての申請を要しない 

 
３ 施行期日  
  令和２年４月１日 

 
４ 予算措置 
  ５月臨時会 
 
 【歳入】 
  一般財源     ３，３６８千円 
 【歳出】 

需用費（案内用コピー用紙、宛名ラベル等）    ２０千円 
       役務費（簡易書留郵送代＠460 円×320 人）   １４８千円 
       扶助費（商品券＠10,000 円×320 人）  ３，２００千円   
  合計      ３，３６８千円 
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南砺市告示第  号 

 

南砺市なんとっ子健やか未来応援事業実施要綱を次のように定める。 

 

  令和２年５月  日 

 

                      南砺市長  田 中 幹 夫 

 

南砺市なんとっ子健やか未来応援事業実施要綱 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、南砺市補助金等交付規則（平成１６年南砺市規則第３６号）第

２０条の規定に基づき、教育委員会が実施するなんとっ子健やか未来応援事業（以

下「事業」という。）の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。 

（事業の実施） 

第２条 市長は、新型コロナウイルス感染症による子育て世帯の経済的負担を緩和す

るとともに、子どもたちに健やかな未来を育んでもらうことを目的として、事業を

実施するものとする。 

 （対象者） 

第３条 対象者は、令和２年４月２日から令和３年４月１日までの出生者及び平成１

４年４月２日から令和３年４月１日生まれで令和２年４月２日から令和３年４月１

日までに転入した転入者とする。 

 （実施期間） 

第４条 事業を実施する期間は、令和２年４月２日から令和３年４月１日までの間と

する。 

（事業の内容） 

第５条 市長は、対象者１人に対して、売上げの減少などで苦境に立たされている地

元の商店街・事業所を応援するため、市内の約５００店舗等で使用できる「なんと

共通商品券」１万円を１回限り交付する。 

（その他） 

第６条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に

定める。 

附 則 

この告示は、令和２年４月１日から施行する。 

-5-



【南砺市なんとっ子健やか未来応援事業 実施状況】 

  

 

○対象者数 令和２年４月２日から令和３年４月１日までの出生者。 

平成１４年４月２日から令和３年４月１日生まれで、令和２年４月２日か

ら令和３年４月１日までに転入した転入者。 

※令和３年度中に市民となった者 ３２０名（見込み） 

 

 

○交付 日 役務費（簡易書留郵送代＠414 円×158 人） 65,412 円 

≪内訳≫ 

令和２年６月２日（火） ２５件（令和２年４月分） 

令和２年７月１３日（月） ２８件（令和２年５月分） 

令和２年７月３１日（金） ３０件（令和２年６月分） 

令和２年８月２６日（水） ３０件（令和２年７月分） 

令和２年９月２８日（月） ２７件（令和２年８月分） 

令和２年１０月２７日（火） １８件（令和２年９月分） 

  合計      １５８件 

※定形内 50g 以内（＠94 円）＋簡易書留（320 円）＝414 円 

 

 

○交付 額 扶助費（商品券＠10,000 円×158 人） 1,580,000 円 
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大学生等就学支援事業実施要綱の制定について 
 
 
１ 制定改廃の趣旨 
  新型コロナウイルス感染症による大学生等の経済的負担を緩和するとともに、就

学を支援することを目的として制定するもの。 

 
２ 制定改廃の主な内容 
  対象者１人に対して、経済的負担が大きくなっている学生の就学を支援するため、

現金５万円を１回限り交付する。 

 
〔対 象 者〕次に掲げる要件をいずれも満たしている者 

（１）平成１４年４月１日までに生まれた者 

（２）県内または県外の大学、短期大学、高等専門学校、専門学校、 

大学院、予備校に在籍している者。 

（３）令和２年１０月１日現在、学生本人または保護者のいずれかが 

南砺市に住所を有していること。 

〔給 付 額〕 対象者１人につき５万円  
〔対 象 者 数〕 ８５０人 
〔申 請 等〕令和２年１１月１日から令和３年３月１０日までの期間に申請が必要 

 
３ 施行期日  
  令和２年１１月１日 

 
４ 予算措置 
  10 月補正予算（10 月 14 日臨時会） 
  ・需用費（コピー用紙代） 10 千円 
  ・役務費（通信運搬費）  72 千円 
  ・扶助費       42,500 千円  
    計        42,582 千円 
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南砺市告示第   号 

 

南砺市大学生等就学支援事業実施要綱を次のように定める。 

 

  令和２年１１月  日 

 

                      南砺市長  田 中 幹 夫 

 

南砺市大学生等就学支援事業実施要綱 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、南砺市補助金等交付規則（平成１６年南砺市規則第３６号）第

２０条の規定に基づき、教育委員会が実施する大学生等就学支援事業（以下「事業」

という。）の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。 

（事業の実施） 

第２条 市長は、新型コロナウイルス感染症による大学生等の経済的負担を緩和する

とともに、就学を支援することを目的として、事業を実施するものとする。 

 （対象者） 

第３条 対象者は、次に掲げる要件をいずれも満たしている者とする。 

（１）平成１４年４月１日までに生まれた者 

（２）県内または県外の大学、短期大学、高等専門学校、専門学校、大学院、予備

校に在籍している者。 

（３）令和２年１０月１日現在、学生本人または保護者のいずれかが南砺市に住所

を有していること。 

 （実施期間） 

第４条 事業を実施する期間は、令和２年１１月１日から令和３年３月３１日までの

間とする。 

（事業の内容） 

第５条 市長は、対象者１人に対して、経済的負担が大きくなっている学生の就学を

支援するため、現金５万円を１回限り交付する。 

（その他） 

第６条 この要綱に定めるもののほか、交付金の交付に関し必要な事項は、市長が別

に定める。 

附 則 

この告示は、令和２年１１月１日から施行する。 

-8-



-9-



-10-



-11-



南砺市ひとり親家庭支援のためのなんと共通商品券支給事業実施要綱の 

制定について 

 

１ 制定改廃の趣旨 

  新型コロナウイルス感染症の影響を受けるひとり親家庭医療費助成制度受給世帯

の支援を目的に、児童１人あたり２万円分のなんと共通商品券を支給するための要

綱を制定するもの。 

 

２ 制定改廃の主な内容 

  基準日（令和２年４月２７日）時点で市内に在住し、かつ、ひとり親家庭等医療

費助成制度を受けている世帯に対して、該当世帯に属する児童一人あたり２万円分

のなんと共通商品券を支給するもの。  

〔対象世帯数〕 ２１３世帯 

〔対象児童数〕 ３０８人（０歳～高校３年生） 

〔支 給 方 法〕 簡易書留で送付 

 

３ 施行期日 

  令和２年５月１５日 

 

４ 予算措置 

  ５月補正予算（５月１５日臨時議会） 

  ・役務費（通信運搬費） ９８千円 

  ・扶助費     ６，１６０千円 

   計       ６，２５８千円 
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南砺市告示第＊＊＊号 

 

南砺市ひとり親家庭支援のためのなんと共通商品券支給事業実施要綱を次のよ

うに定める。 

 

令和２年１１月１６日 

 

南砺市長 田 中 幹 夫 

 

南砺市ひとり親家庭支援のためのなんと共通商品券支給事業実施要綱 

 

（目的） 

第１条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症の拡大に伴う臨時休校、登園自粛

等により就業環境、養育児童の生活環境、世帯収入等への影響が懸念される、ひ

とり親家庭への支援を目的とする、なんと共通商品券支給事業の実施に関し、必

要な事項を定めるものとする。 

（支給対象者） 

第２条 なんと共通商品券の支給対象者（以下「支給対象者」という。）は、令和

２年４月２７日現在で市内に住所を有し、かつ、ひとり親家庭等医療費助成制度

の受給資格を有する世帯（以下「対象世帯」という。）に属するひとり親又は養

育者とする。 

（商品券の額） 

第３条 市長は、支給対象者に対し、対象世帯に属する児童１人当たり２万円分の

なんと共通商品券を支給する。 

（支給の方法） 

第４条 支給対象者に対する商品券の送付は、簡易書留による郵送方式を原則と

する。 

２ 郵送方式によることができない場合は、窓口での支給も可能とする。この場合

において、市長は、支給対象者に対し公的身分証明書の提示を求め、本人確認を

行った上で支給するものとする。 

（その他） 

第５条 この要綱に定めるもののほか、なんと共通商品券の支給に関し必要な事
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項は、市長が別に定める。 

 

附 則 

この要綱は、令和２年５月１５日から施行する。 
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【南砺市ひとり親家庭支援のためのなんと共通商品券支給事業実施状況】 

 

 

○対象件数  ひとり親家庭等医療費助成制度受給世帯    213世帯 

 

 

○支 給 日  令和2年5月18日(月) ※簡易書留 

 

      ＜郵送内訳＞ 

       定形外簡易書留（100g以内）＠460円×196件 90,160円 

          〃   （150g以内）＠530円× 16件  8,480円 

          〃   （250g以内）＠570円× 1件   570円 

       役務費               213件 99,210円 

 

 

 ○支 給 額  扶助費（なんと共通商品券購入費用）   6,160,000円 

 

       ＜支給額内訳＞ 

        対象世帯に属する児童308人×＠20,000円＝6,160,000円 
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南砺市ひとり親家庭応援事業実施要綱の制定について 

 

１ 制定改廃の趣旨 

  新型コロナウイルス感染症拡大に伴い、経済的負担の影響を大きく受けるひとり

親家庭を支援するため、県と共同でお米券を交付するもの。 

 

２ 制定改廃の主な内容 

  基準日（令和2年4月30日）時点で市内に在住し、かつ、ひとり親家庭等医療費助

成制度を受けている世帯に対して、お米券20枚（8,800円分のお米と引換可能）を交

付するもの。  

〔対象世帯数〕 ひとり親家庭等医療費助成受給世帯     213世帯 … ① 

県事業対象 （児童扶養手当受給世帯   185世帯）… ② 

市単独事業分（  ① － ②       28世帯） 

〔交 付 方 法〕 簡易書留で郵送 

 

３ 施行期日 

  令和２年５月１９日 

 

４ 予算措置 

  ５月専決 

 

【歳入】 

  富山県ひとり親家庭応援事業補助金           1,628,000円 

  （お米券購入@8,000＋事務費@800）×185世帯分 

【歳出】 

職員手当等（時間外手当）                 45,000円 

  需用費（消耗品費）                     17,900円 

  役務費（簡易書留郵送代） @460円×213世帯           97,980円 

  扶助費（お米券購入）     @10,000円×213世帯        2,130,000円 

 合   計                      2,290,880円 
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南砺市告示第＊＊＊号 

 

南砺市ひとり親家庭応援事業実施要綱を次のように定める。 

 

令和２年１１月１６日 

 

南砺市長 田 中 幹 夫 

 

南砺市ひとり親家庭応援事業実施要綱 

 

（目的） 

第１条 この要綱は、ひとり親家庭応援事業実施要領（令和２年５月１９日付け子

第１９９号富山県厚生部長通知）に基づき、新型コロナウイルス感染症の拡大に

伴い、経済的負担の影響を大きく受けるひとり親家庭を支援するため、ひとり親

家庭医療費助成制度の受給者に対し、臨時かつ特別の給付措置として実施する、

ひとり親家庭応援事業に関し、必要な事項を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に

定めるところによる。 

（１）お米券 総合食料品小売店等において１枚で４４０円分の米と引換が可能

な券をいう。 

（２）支援対象者 令和２年４月３０日現在で市内に住所を有し、かつ、ひとり親

家庭医療費助成制度の受給資格を有する世帯のひとり親又は養育者をいう。 

 （支援対象者に対する支援方法等） 

第３条 市は、支援対象者に対し、お米券を交付する。 

２ 前項の規定により支援対象者に対して交付するお米券は２０枚とする。 

（交付開始日及び交付期間） 

第４条 支援対象者に対するお米券の交付開始日は、市長が別に定める日とする。 

２ 送付期間は、やむを得ない場合を除き、前項の規定により定められた交付開始

日から令和２年９月末日までとする。 

（交付の方式） 

第５条 支援対象者に対するお米券の交付は、次に掲げる方式のいずれかにより
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行う。 

（１）郵送方式 支援対象者に対し郵送する方式 

（２）窓口受領方式 窓口でお米券を交付する方式 

２ 市長は、窓口受領方式による交付を行う場合は、必要に応じて、公的身分証明

書の写し等を提出させ、又は提示させること等により、本人確認を行うものとす

る 。 

（代理による受領） 

第６条 代理により窓口受領方式による受領を行うことができる者は、当該支援

対象者の指定した者であると認められる者その他市長が別に定める方法により

適当と認める者とする。 

（ひとり親家庭応援事業に関する周知） 

第７条 市長は、ひとり親家庭応援事業の実施に当たり、支援対象者の要件、交付

方法、交付開始日等の事業の概要について、広報その他の方法による住民への周

知を行うものとする。 

（受給権の譲渡又は担保の禁止） 

第８条 お米券を受領する権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。 

（その他） 

第９条 この要綱に定めるもののほか、ひとり親家庭応援事業の実施に関し必要

な事項は、市長が別に定める。 

 

附 則 

この要綱は、令和２年５月１９日から施行する。 
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【南砺市ひとり親家庭応援事業実施状況】 
 

 

○対象件数  ひとり親家庭等医療費助成制度受給世帯    213世帯 

 

 

○交 付 日  令和２年６月３日(水) ※簡易書留 

役務費（簡易書留郵送代）          85,284円 

 

      ＜郵送内訳＞ 

       定形内簡易書留（50g以内）＠414円 ×206件 85,284円 

                         （※窓口交付7件） 

 

 

 ○支 給 額  扶助費（お米券購入費用）        2,130,000円 

 

       ＜支給額内訳＞ 

        対象世帯213世帯×＠10,000円      2,130,000円 
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■教育総務課

予　算　費　目
補正額

（千円）
摘 要

事 務 局 運 営 費

〇南砺つばき学舎開校準備品購入
　令和３年４月に開校する南砺つばき学舎の開
校準備費伴う校章旗及び開校式準備品を購入す
るもの。

587 587

複合教育施設維
持 費

〇アーパス空調設備設置工事
　現在、利賀小・中学校の職員室及び調理室に
は、空調設備（冷房）が未設置である。新型コ
ロナウイルス感染症対策として、臨時休業時の
代替え授業の事務や給食調理に対応できるよう
設置するもの。

7,578 7,578

〇中学校向けデジタル教科書サーバ構築業務委
託
　指導者用デジタル教科書は、年数回の更新作
業が必要であり、端末台数が増えると、端末毎
の作業量が増えるため、市役所内のセンター
サーバを運用することにより、サーバでの一括
作業による作業量の軽減およびインターネット
を介したデジタル教科書の利用の影響を受けな
いことから、サーバ運用を行うもの。

971

〇校務支援システム義務教育学校用設定変更業
務委託
　義務教育学校「南砺つばき学舎」が開校する
ため、成績表や指導要録などの帳票に義務教育
学校用を追加するため変更設定を行うもの。

1,419

〇モバイルルーター購入
　コロナ禍による臨時休業時のオンライン授業
や家庭でのインターネットを利用した家庭学習
を実施するにあたり、インターネット環境がな
い家庭に対応できるよう貸出し用の機器を準備
するもの。

169

小 学 校 管 理 費

〇井口小学校閉校式準備品購入
　令和３年４月より南砺つばき学舎が開校する
ため、現井口小学校の閉校式に伴う準備品を購
入するもの。

164 164

〇井波小学校グラウンド整備工事
　降雨後の水はけが悪く、授業に支障が出てい
る井波小学校のグラウンド整備について、暗渠
排水管の敷設や表層工、付帯設備等の整備を行
うもの。

116,600

〇小学校手洗い水栓改修工事
　新型コロナウイルス感染症対策のため、手洗
い水栓を手回し式水栓から自動水栓又はレバー
式に交換して感染防止に努めるもの。（自動水
栓：9校・336箇所、レバー式水栓：1校・33箇
所）

23,320

令和２年度　教育委員会１２月補正予算要求概要

　　　　　　　補正予算要求内容（千円） 　  　　　　　  

2,559

139,920

教育センター運営費

小学校施設整備費
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〇小学校指導者用パソコンソフト使用料
　授業を円滑に進めるため、児童生徒用パソコ
ンに導入されているソフトと同様のソフト（オ
フィス３６５）を指導者用パソコンに導入する
もの。

740

〇小学校指導者用パソコン購入
　児童生徒1人１台端末を整備しているが、教
師が教材を提示・配布・回収ための指導者用端
末がないため、これらの機器を十分に活用でき
ないことから購入するもの。また、学校の新型
コロナウイルス感染症による臨時休業時に児童
生徒とのオンライン授業に活用するため１６０
台購入するもの。

26,524

〇小学校用マイク機能付きウェブカメラ購入
　学校の臨時休業時等に備えて、オンライン学
習等で学校と児童生徒がやり取りを円滑に行う
ため各校１個ずつ購入するもの。（主として大
型モニターの電子黒板に設置）

297

〇スターフォレスト利賀給湯設備更新工事
　山村留学定住事業にて１年間の長期山村留学
生を受け入れるにあたり、入浴等により湯量が
不足する見込みであることから、老朽化してい
る電気温水器の給湯器をボイラー式の温水器に
更新し、湯量の不足に備えるもの。

7,350

〇井口単独調理場（第２期）工事
　Ｒ２～Ｒ３の継続工事として（仮称）井口地
域義務教育学校整備（第１期）工事を発注済み
であるが、国の補正予算にてＲ３年度工事分の
内示があったため、補助対象分の工事費を補正
するもの。

55,484

中 学 校 管 理 費

〇井口中学校閉校式準備品購入
　令和３年４月より南砺つばき学舎が開校する
ため、現井口小学校の閉校式に伴う準備品を購
入するもの。

164 164

〇吉江中学校グラウンド整備工事
　降雨後の水はけが悪く、授業に支障が出てい
る吉江学校のグラウンド整備について、暗渠排
水管の敷設や表層工、付帯設備等の整備を行う
もの。

145,200

〇中学校手洗い水栓改修工事
　新型コロナウイルス感染症対策のため、手洗
い水栓を手回し式水栓から自動水栓に交換して
感染防止に努めるもの。（自動水栓：7校・271
箇所）

18,810

〇中学校指導者用教科書、指導書、デジタル教
科書
　令和３年４月より中学校の教科書が改定され
る。次年度の授業開始に間に合うように購入す
るもの。

19,872

小学校教育振興費 27,561

62,834小学校施設管理費

中学校施設整備費 164,010
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〇中学校指導者用パソコンソフト使用料
　授業を円滑に進めるため、児童生徒用パソコ
ンに導入されているソフトと同様のソフト（オ
フィス３６５）を指導者用パソコンに導入する
もの。

550

〇中学校指導者用パソコン購入
　児童生徒1人１台端末を整備しているが、教
師が教材を提示・配布・回収するための指導者
用端末がないため、これらの機器を十分に活用
できないことから購入するもの。また、学校の
新型コロナウイルス感染症による臨時休業時に
児童生徒とのオンライン授業に活用するため１
１９台購入するもの。

19,727

〇中学校授業支援ソフト使用料
　生徒１人１台のタブレットＰＣを学習目的に
応じたソフトウエアを利用し、効率よく有効に
活用するため導入するもの。

6,457

〇中学校用マイク機能付きウェブカメラ購入
　学校の臨時休業時等に備えて、オンライン学
習等で学校と児童生徒がやり取りを円滑に行う
ため各校１個ずつ購入するもの。（主として大
型モニターの電子黒板に設置）

264

中学校施設管理
費

〇中学校トイレ改修工事
　和式トイレの比率が高い中学校３校（城端中
37台、福光中34台、吉江中33台）について、ト
イレ環境の改善のために洋式トイレに改修する
もの。

72,325 72,325

（教育総務課）　計 524,572

中学校教育振興費 46,870
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■生涯学習スポーツ課

予　算　費　目
補正額

（千円）
摘 要

城端伝統芸能
会 館 管 理 費

城端伝統芸能会館緞帳取替工事 1,243 1,243

福野体育館会議室ほかエアコン更新
工事設計業務委託

1,254

城南屋内グラウンドトレーニング室
ほかエアコン更新工事設計業務委託

877

福野体育館会議室ほかエアコン更新
工事

26,400

城南屋内グラウンドトレーニング室
ほかエアコン更新工事

12,540

城南スタジアム駐車場側溝改修工事
測量設計業務委託

300

城南スタジアム駐車場側溝改修工事 5,272

（生涯学習スポーツ課）　計 47,886

令和２年度　教育委員会  １２月補正予算要求概要

　　　　　　　補正予算要求内容（千円） 　  　　　　　  

社会教育施設
管 理 費

41,071

グ ラ ウ ン ド
管 理 費

5,572
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■こども課

予　算　費　目
補正額

（千円）
摘 要

児 童 セ ン
ター・児童
館管理運営

費

児童館において、新型コロナウイルス感
染拡大を防止する観点から、施設内で児
童が使う頻度の高い水道について自動水
栓化を実施するもの

1,848 1,848

放課後児童
ク ラ ブ 費

放課後児童クラブにおいて、新型コロナ
ウイルス感染拡大を防止する観点から、
施設内で児童が使う頻度の高い水道につ
いて自動水栓化を実施するもの

451 451

子育て支援
センター費

コロナ禍における孤独に陥りやすい子育
て家庭の不安解消のため、妊娠・出産か
らの切れ目ない支援の充実を目的とし
て、南砺市子育て支援アプリシステムの
構築に取り組むもの

7,520 7,520

公立保育園における新型コロナウイルス感
染症予防物品等の購入に係るもの 3,500

公立保育園において、新型コロナウイル
ス感染拡大を防止する観点から、玄関や
トイレ等の水道について自動水栓化を実
施するもの

11,451

私立保育園・認定こども園における新型
コロナウイルス感染症予防物品等の購入
に係るもの

900

市内私立保育園保育業務委託料
市外保育園保育業務委託料

△3,689
1700

市内私立認定こども園施設型給付費
市外認定こども園施設型給付費

26,511
△53

（こども課）　計 50,139

令和２年度　教育委員会　12月補正予算要求概要

　　　　　　　補正予算要求内容（千円） 　  　　　　　  

保 育 園 費

施 設 型 給 付
等　支　援　費

25,369

14,951
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令和２年９月定例会 代表質問答弁要旨（教育委員会関係） 

 

【令和２年９月７日(月)】 

山田 清志 議員 個別質問（一問一答） 

１．学校教育の課題 

①特認校制度、将来の学校のあり方について、あらためて市の考えを問う。 

村上教育部長 南砺市教育委員会ではこれまで、平成28年３月に策定された

第２次南砺市公共施設再編計画に明記されている「小・中学校は８地域そ

れぞれに維持する」という30年後の再編方針に基づき、学校の大規模改修

や小中一貫校の設置を進めてきました。 

今後、児童・生徒数の減少が予想される中で、複式学級の編成を避けな

がら、市内の児童・生徒が特色ある教育カリキュラムを選択できる特認校

制度は、必要であると考えています。 

  ６月定例会に上程しました南砺市立学校設置条例の一部改正について

は、特認校制度の市民への周知が十分図られていないことや、学校の在り

方は、中長期的な観点からもう少し時間をかけて丁寧に議論をすべきでは

ないかというご指摘をいただきました。特認校制度及び将来の学校の在り

方については、６月定例会以降、教育委員会でも協議を重ねながら、教育

委員の皆様の意見を踏まえて整理をしているところです。 

  今後は、議会からの提言を受けた南砺市立学校のあり方検討委員会を設

置し、市教委が提案する８中学校区に義務教育学校を設置するという方向

性は変えないものの、議会のご指摘を踏まえた案を示しながら、有識者や

学校関係者、保護者の代表などのご意見を伺い、令和３年１月までには、

将来の学校の在り方に対する考え方をまとめる予定にしています。 

  しかしながら、25年から30年後の教育環境は、人口の推移だけでなく、

ＩＣＴの発達などにより大きく変化している可能性があります。現時点で、

数十年後の学校の在り方を決定するのではなく、方向性として示しながら、

多様な不確実性に対応できる考えをまとめていきたいと考えています。 

 

②チーム担任制。小規模学校においての課題を問う。 

※チーム担任制について、改善の必要のある事項は、修正を加えていく事も肝要

ではないか。見解を問う。 

村上教育部長 チーム担任制では、１人の教員が１つの学級を受け持つ従来

令和 2 年 11 月 16 日（月） 

第 6 回教育委 員会提 出  
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の形式から、複数の教員がチームになって、図工や音楽などの教科や朝の

会などで、２学年あるいは２学級合同の学習指導を行うことにより、それ

ぞれの教員のよさを生かすとともに、多様な目で児童・生徒の状況を受け

止め、よりよい指導や一人一人の支援に当たることが可能となります。 

  実施に当たっては、昨年度から様々な工夫、準備をしてきましたが、現

時点では、新型コロナウイルス感染症対策などで、当初の予定どおりに実

施できる状況ではありません。しかしながら、各学校長を中心に、教師の

同僚性を高める方向性を大切にしながら、現状で可能な実施内容を検討し

て、柔軟に修正を加えながら取り組んでいます。 

  チーム担任制の改善については、各学校に任せるだけではなく、11月に

は、各学校からチーム担任制の取組の内容や成果、課題を出してもらい、

各学校の教務主任が出席して、情報を共有して改善を検討する研修会を実

施します。議員ご指摘のとおり、改善の必要がある事項は柔軟に修正を行

い、子供たちのために制度の改善を重ねていきたいと考えています。 

 

竹田 秀人 議員 個別質問（一問一答） 

１．子育て支援について 

①子育て支援センター利用者減少による活動内容が危惧されるが、今後の子育て

家庭に寄り添った支援の取り組みは。 

田中市長 子育て支援センターを中心とした、新たな支えあいのネットワー

クづくりに取り組むこととしました。 

全ての保護者とのＳＮＳを活用したネットワークを構築し、保健センタ

ーと協力して母子健康手帳の交付時から、子育ての困りごと、悩みごとに

対応し、解決できる環境を整備したいと考えています。コロナ禍において

これまで以上に育児不安が増大している状況の中、自宅にいながらでも気

軽に相談できる体制づくりが急務であり、国の地方創生臨時交付金を有効

活用し、来年度からの運用開始を目指します。 

このネットワーク構築に向け、こども課と子育て支援センター及び保健

センターの職員１１人で構成するプロジェクトチームを作り、子育て情報

の発信や保護者同士の交流、保護者と相談窓口職員との１対１の相談がで

きる子育て支援アプリの検討や、子育て支援センターのあり方について協

議を重ねているところです。 
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②男性の育児休業取得率推移と育休取得に向けた取り組みについて 

田中市長 厚生労働省の雇用均等基本調査における男性の育児休業取得率

は、全国で7.48％となっています。南砺市の男性による育児休業取得率は

把握できていない状況です。 

市では平成29年度からこれまでに、子育てと仕事を両立できる職場環境

の整備に積極的に取り組む30事業所を応援企業に認定し、市全体で子育て

を応援する意識の醸成を図り、子育てしやすいまちづくりを進めていると

ころです。 

今年度はさらに、この応援企業の認定を目指す事業所への専門家派遣事

業に取り組み、事業所における制度の普及啓発や各種子育て支援の取り組

み実践を呼び掛け、それらの取り組みを広く広報していくことで、父親を

はじめ企業・事業所、地域社会に対して男性の育児参加に関する前向きな

機運の醸成につなげたいと考えています。 

具体的には、「子育て応援環境づくり等アドバイザー」としてキャリア

コンサルタント・産業カウンセラー、社会保険労務士・ワークライフバラ

ンスコンサルタント等の資格を有する専門家２名を、３事業所に対して３

回程度の派遣を通して、課題の抽出、活用できる制度等の洗い出し、環境

改善という過程を経ながら、子育てしやすい職場環境づくりに寄与するよ

う進めてまいります。 

 

石川 弘 議員 個別質問（一問一答） 

１．子どもの権利擁護 

①児童虐待への対応について 

ア．市が把握している児童虐待件数及び内容を問う。 

村上教育部長 市が把握している昨年度の児童虐待の件数は、こども課と女

性・こども相談室で受けた相談の件数と警察や児童相談所からの通告によ

る件数を含めた29件です。面前ＤＶを含む心理的虐待の割合が最も高く、

以下、ネグレクト（育児放棄）、身体的虐待の順になっています。 

イ．乳幼児健康診査未受診者等への安全確認の実施状況を問う。 

村上教育部長 乳幼児健康診査の未受診者に対しては、保健センターの地区

担当保健師が未受診者の保護者へ連絡し、受診を促していますし、受診が

困難な場合は、自宅訪問による確認を行っています。また、保育園等に通

園している乳幼児については、園での様子を確認するなど、個別具体的な
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状況把握により対応し、すべての子どもの安全を確認しています。 

ウ．児童虐待防止対策の抜本的強化に係る市の取り組みを問う。 

村上教育部長 市の取組として、昨年から南砺市児童虐待防止・対応マニュ

アルの作成に着手し、今年８月に完成したところです。今後、保育園や小

中学校、南砺市民生委員児童委員協議会、市民への情報提供と協力依頼を

行っていく予定です。 

また、要保護児童や特定妊婦等の適切な保護・支援を図るために設置し

ている南砺市要保護児童対策地域協議会の実務者会議には、昨年度から明

橋政策参与にも出席をいただいています。明橋氏の豊富な経験に基づく専

門的立場からの指導・助言を受け、個々の困難事例における関係機関の相

互認識を高め、より良い対応技術の向上や地域でのサポートにつながって

います。 

 

②子どもの権利条例について 

ア．子どもの権利条約フォーラム 2020 を南砺市で開催するに至った経緯を問う。 

田中市長 子どもに関する施策を展開していくにあたり、明橋政策参与から、

子どもの権利条約に基づく「南砺市子どもの権利条例」の制定を提案され

たことを受け、南砺市が進める「子どもを育てたい」「子どもが育ちたい」

まちづくりの推進に資するものであると判断し、今後３か年をかけて条例

づくりに取り組むこととしました。 

11月の子どもの権利条約フォーラム2020in南砺の開催は、南砺市子ども

の権利条例制定に向けて、「子どもの権利」について多くの方々に触れ、

知って、考えていただく大きな契機とすべく、南砺市での開催を誘致した

ものであり、コロナ禍の中ではありますが、広く市民の皆さんの参加を得

て、意義のある開催にしたいと考えています。 

イ．子どもの参加者募集とその意図、役割を問う。 

田中市長 2009年に富山市で開催された全国フォーラムでは、県内の小中学

校や高校から参加した約40名の子ども実行委員が３つの分科会を担当し

「いじめをなくそう」「おとなへの不満」「学校・家庭のこと」をテーマ

に子どもならではの視点で率直な意見を取りまとめるなど、大きな成果が

あったとお聞きをしております。 

今回も子ども自らが参加することで、子どもたちにとって最もよいこと

を自ら考え、その意見を表明し、参加できることは、子どもの権利条約の
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原則にのっとったものであり、条例制定に向けて、大人にとっても子ども

の多様な意見に耳を傾ける契機になるものと考えております。 

ウ．フォーラムに参加しない市民、市全体への浸透が肝要だが、今後どのように進

めるのか。 

田中市長 市では、11月のフォーラムの開催にあたり、今後２回のプレイベ

ントを予定しています。 

第１回プレイベントは、市内で子育て支援や教育に携わる保育士、教員、

関係機関等の約70名を対象に開催します。また、第２回は、10月３日に、

保護者の方々を対象として開催します。 

それぞれ「子どもにとって良い社会とは」、「子どもにとって良い環境

とは」をテーマに子どもの権利条約の考え方に触れて、知って学ぶ機会と

なるよう企画しており、保育園や小中学校、地域社会や家庭内で「子ども

の権利」について考え、話し合う契機にしてもらえたらと考えています。 

 また、フォーラム開催後もアフターイベントを予定しているほか、条例

の制定に向けては、子ども、保護者、地域社会、子育て支援・教育機関な

ど、様々な立場からの市民の意見を取り入れるため、条例制定作業への参

加協力を呼び掛けます。多様な意見を反映したうえで、すべての子どもが

心豊かに成長できるまちづくりを実現するための、市の基本姿勢を示す条

例の制定を目指したいと考えています。 

 
【令和２年９月８日(火)】 

蓮沼 晃一 議員 個別質問（一問一答） 

３．ＧＩＧＡスクール構想への対応と取り組みについて 

①タブレット端末配置スケジュール及び各校ネットワーク整備事業の内容とスケジュ

ールについて 

村上教育部長 タブレット端末の購入については、８月１７日に入札を終え

て、納入業者が決定しました。現在納入業者と随意契約で仮契約を締結し、

本定例会に財産の取得についての議案を提出しています。今後、本契約を

行い、１２月２５日までに児童・生徒用3,371台の納入を終える予定です。 

  ネットワーク整備事業については、タブレット端末を１人１台配置する

ことにより、大容量の通信環境が必要となることから、小・中学校のネッ

トワークの通信速度を100メガから１ギガに増強して、10倍の通信速度と

なるようにします。また、校内のほとんどの教室と体育館で無線ＬＡＮが
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使用可能となるよう整備をします。 

  なお、順次整備している各校のネットワーク整備業務が完了後に、タブ

レット端末にあわせたネットワークの設定が必要となることから、ＧＩＧ

Ａスクール構想に対応した本格的な運用が可能となるのは、早い学校でも

令和３年１月末となる予定です。 

 

②本市におけるＧＩＧＡスクール構想導入の目的と独自の具体的な活用は 

※市としてどのような目的で、どのような独自の活用法を考えているのか。教職員

の意見も参考にしているのか。 

村上教育部長 文部科学省はＧＩＧＡスクール構想の目的として、１人１台

端末と高速大容量の通信ネットワークを一体的に整備することで、特別な

支援を必要とする子供を含めた多様な子供たちを誰一人取り残すことな

く、公正に個別最適化され、資質・能力が一層確実に育成できる教育ＩＣ

Ｔ環境を実現する。また、これまでの我が国の教育実践と最先端のベスト

ミックスを図ることにより、教師、児童・生徒の力を最大限に引き出すと

しています。これを受けて、本市では、個に応じた学習と学び合いの充実

の２つの視点で推進していきます。 

  １つ目の個に応じた学習では、一人一人が自分の興味・関心に沿った調

査活動、その子らしさを発揮する表現活動を授業の中で取り入れます。１

人１台端末を活用し、児童・生徒の進度に応じたドリル学習なども取り入

れ、一人一人に合った学習を展開することで、資質・能力の育成につなげ

ていきます。 

  ２つ目の学び合いの充実では、互いの考えや意見を交流することで、思

考力、判断力、表現力の育成につなげていきます。これまでの児童・生徒

の挙手による発表方法とは異なり、１人１台端末を活用することで、全員

の意見を瞬時に把握することが可能となり、学び合いの時間を十分に確保

することが可能になるため、より深い学び合いが展開されるものと期待し

ていす。 

  タブレット端末を有効に活用するために、先般８月４日に市内小・中学

校の校長会から推薦を受けた教員５名と教育委員会の指導主事などで構

成するＧＩＧＡスクール構想に伴う学習支援ソフト導入検討委員会を設

置しました。実際に学習支援ソフト使用する先生方の意見を参考にして導

入していく予定です。また、小規模校同士で実施している遠隔協働学習に

-30-



ついても、市外の学校との交流なども行っていきたいとの構想もあります。 

  このような活動を通し、自分が住んでいる地域だけでなく、ほかの地域

と比較することで、ふるさと南砺を誇りに思う子供たちを育てていきたい

と考えています。 

 

③ＧＩＧＡスクール構想を実効性のあるものにするため、少人数学級やサポートスタッ

フの充実、そして教員の働き方改革（負担軽減）につながっていく体制づくりの検

討を 

 村上教育部長 ＧＩＧＡスクール構想を実効性のあるものにするために、

今年度から南砺市の小・中学校で運用を開始しているチーム担任制は、大

きな効果があると考えています。 

  教員によっては情報機器の取扱いに不慣れな場合もありますが、取扱い

に堪能な教員とチームを組んで、互いのよさを生かしながら指導すること

で、子供たちには質の高い指導をすることができます。また、南砺市では

子供たちの学習や学校生活をサポートするスタッフとして、スタディメイ

ト、なんとっ子まなびサポーターを小・中学校で合計６８名配置していま

す。これは他市に比べ充実した数であり、ＧＩＧＡスクール構想のねらい

の一つである個別最適化された学習、つまり一人一人の興味・関心に応じ

た学習やその子らしさを発揮できる表現活動などに今後も十分対応でき

ると考えています。 

  今回導入予定のタブレット端末には、アンケートの配布や集計、課題の

提出状況を簡単に管理できるなど、校務に役立つソフトも入っており、教

員の働き方改革の推進にも役立つものと考えています。 

  市の教育センターでは、１人１台端末が児童・生徒の質の高い学びを保

障し、教員の負担軽減につながるよう、文部科学省が発信している先進校

の様子の映像をまとめたデータを全小・中学校に配布しました。また、来

年度からは、今年度まで遠隔協働学習の実施校のみで実施してきた遠隔協

働学習の研究会を、全小・中学校を対象とした１人１台端末に対応した研

修会に発展させて実施し、導入後の活用推進のためのサポートをしていき

たいと考えています。 

 

④ＧＩＧＡスクール構想を活用して、本市の今後の教育はどのように変わっていくの

か、どのように変えていくのか。 
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松本教育長 ＧＩＧＡスクール構想で１人１台端末が導入されても、教育の

目的そのものは変わりません。第２次南砺市教育振興基本計画にも掲げて

いる学習への興味・関心の深まり、学習内容の定着、友達の考えや思いな

どの理解、それらが一層深まっていくことを期待しています。  
  これまでも学習者である子供が中心の学びとなるよう各教員が努力し

てきましたが、１人１台端末が導入されることで、多様な子供たちを誰一

人取り残すことなく、一人一人に確実に質の高い学びを保障する環境が整

います。  
  例えば、ドリル学習では、直接的な効果として、それぞれ自分のペース

で自分の学力に合った内容の学習をすることができます。また。全体で学

習する場合には、自分の考えを画面上で書いたり、消したり、また、写真

や映像を用いることで表現できたり、各自が考えをしっかりつくる時間が

短縮できます。そして、その分子供同士の学び合いに十分時間をかけ、分

かり合うことができるのです。考えの違いや仲間のよさを理解する機会が

増えることになるのです。そして、一人一人が日常的にタブレット端末を

用いることで、鉛筆や辞書と同じように必要に応じて端末を使いこなし、

仲間と学び合える、そんな子供が育つことを期待しています。  
  さらに、今後条件が整えば、タブレット端末を家庭に持ち帰ることで、

家庭学習が充実し、学びを深めることができたり、病気や不登校等で学校

に行きたくても行けない子供たちの学びの保障もできたりと、これまで以

上に学びの幅を広げられる可能性もあると考えています。  
  もちろんこれらのことは機器が整っただけでできることではありませ

ん。それらを使いこなす教員の力量が大いに関わってくるものと考えてい

ます。そのためのサポート方法や内容についても、今後ＧＩＧＡスクール

構想に伴う学習支援ソフト導入検討委員会など、学校と連携を密にしなが

ら調査と検討を重ね、教師の力量形成につなげていきます。  
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総務文教常任委員会 質疑要旨（教育委員会関係） 

 

【令和２年９月１１日(金)】 

○【継続審査】議案第７２号 南砺市立学校設置条例の一部改正について 

山田清志委員 昨日の学校あり方特別委員会での報告内容について異論は

ないのですが、来年４月から井口の学校へ子供を通わせたいと思っておら

れた保護者から今朝の新聞を見られて、一体どうなっているのかという問

合せをいただいています。こうなったのも６月定例会の開会の前に住民説

明会をされて、南砺市全域から子供たちが通えるという説明をされたこと。

９月定例会の前においても、ＴＳＴで令和の教育改革という番組で井口義

務教育学校の紹介をされたこと。審議中であったにもかかわらず、そうい

った誤解を招くような報道が繰り返されたことが、今回のような問合せに

つながったのではないかと思いました。見解をお聞きします。 

村上教育部長 委員がおっしゃったことは事実でして、私たちもそのことに

ついては反省をしています。手続的に不十分であったということを十分反

省して、そして結果的にご迷惑をおかけすることになった保護者の皆様、

また児童生徒の皆様に対しては、今後、問合せやご意見をいただいたとき

に、丁寧に対応していきたいと思っています。 

才川昌一委員 昨日の特別委員会で、教育委員会から特認校並びに義務教育

学校の今後の在り方について新たに提案を受けました。議会として、特別

委員会でもそのことを了承させていただいたこと、地域の皆さんがしっか

りと協議をなされて積み上げられたということを受けて、教育委員会が全

会一致で方向づけをされたことも含めて、この議案については可決すべき

ではないかと、改めて思っているところです。 

  特に特認校について、２年間の猶予ができたということですので、この

間に何をどんなふうにどこまでしていくのかということをしっかりと教

育委員会の中でも協議をされて、地域の皆さんに何がいいのかということ

をしっかりとアピールする機会をつくっていただくよう、努力をさらにし

ていただきたいと思っています。 

 今回井口の地域の皆さんは強い思い入れがあっただろうと思いますの

で、それらをしっかりとクリアをしていただくように努力もしていただき

たいと思います。 

榊 祐人委員 井口で義務教育学校が来年度からスタートするということ
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です。ほかの地域でも義務教育学校にしてほしいという地域住民の声を議

会報告会でもお聞きしておりますので、井口義務教育学校を成功させて、

またほかの地域でも検討していただくように申し添えたいと思います。 

 

○議案第８９号 令和２年度南砺市一般会計補正予算について 

（なんとの宝お祝い事業） 

山田清志委員 なんとの宝お祝い事業について、まずご説明ください。 

溝口こども課長 南砺の宝である新生児の誕生を祝福し、産まれてきてくれ

てありがとうの気持ちを伝える事業として、令和３年度から取り組みたい

と考えています。 

  内容は、商品券が５万円、そのほか２万円相当の木製品を贈呈するもの

を考えています。現在実施している出生祝い金制度は、第１子３万5,000円

から始まり第５子の50万円と高額な一時金を支給するものとなっていま

す。これまでの事業効果を勘案し、なんとの宝お祝い事業として見直して、

赤ちゃんの時期から木育を取り入れ、全ての新生児に対して一律に等しく

お祝いする事業としたいと考えています。 

山田清志委員 新年度から新生児に２万円相当の木製品をお渡しされると

いうことで、直近の説明の中では、林政課所管の森林環境譲与税を活用し

ていくという説明もいただいているが、それも含めて、木育という考え方

の全体像をご説明ください。 

溝口こども課長 一般的に木育というと、子どもから大人までを対象とし、

木材や木製品との触れ合いを通じて、木材への親しみや理解を深め、木材

のよさや利用の意義を学んでもらうものであると理解をしています。 

  南砺市の木育の全体像については、今現在、林政課のほうで今年度末ま

でに策定予定の森林経営管理実施計画の中で位置づけられるものと考え

ています。 

山田清志委員 出生祝い金の来年度からの減額見直しと木製品贈呈につい

て、たくさんの議員の方からも意見が出ている中で、今回はどのような木

製品を渡すのか選定する委員会の謝礼として予算が上がっている。これを

認めることは、来年４月から木製品を新生児にお渡しするということを決

めることにつながるのか、その１点確認させていただきたい。  
溝口こども課長 これまで総合戦略事業で少子化対策の目玉事業として取

り組んできた出生祝い金であるが、人口減少に歯止めをかけるには至って
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いないという状況にあります。 

  また、国による幼児教育・保育の無償化により市の出生祝い金を上回る

経済的負担の軽減が図られているという情勢の変化があります。 

  このことを踏まえ、南砺市のこれからの子育て支援体制の見直しを行い、

妊娠期に始まり、乳幼児期、学童期、それから中高生にわたる子育て期に

おいて切れ目のない、誰一人取り残さない、安心して子育てができる支援

体制にシフトしていきたいと考えているものです。 

  昨年度末をもって終了を予定していた出生祝い金制度は、議会からのご

意見を踏まえ、市民への一定の周知期間を設けるため、今年度延長して実

施しているものと理解しており、早急に制度の変更予定について市民にお

知らせする必要があると考えています。 

  今回の委員謝礼についてお認めいただければ、出生祝い金制度を今後は

なんとの宝お祝い事業に変更して、木育の考え方を取り入れた祝い品の贈

呈、それから祝い金の贈呈の２本立てによる制度となることを、広く市民

に周知していきたいと考えています。 

山田清志委員 木製品をゼロ歳児にあげることの効果、あるいは木製品を含

めた木育の全体像の考え方、また、出生祝い金の金額の見直し決定、具体

的な金額まで、今回の補正予算の中でまとめて了解いただきたいという申

出があったわけですが、この件について議員間討議を提案します。  
蓮沼晃一委員長 ただいまより山田清志委員の申出につきまして、なんとの

宝お祝い事業についての議員間討議をしたいと思います。 

榊 祐人委員 出生から成人までにかけて木育をいろいろと進めていくこ

とによって、南砺の森林の環境などに理解を深めるという木育の観点から

すれば、新生児に木製品を贈るだけでいいのかどうか、その辺は議論が残

るところです。  
補正予算に上がっているのは、選定委員会の委員謝礼ということである

が、むしろお祝い品を選ぶ委員会ではなく、木育全体を議論する委員会と

してやっていただくのであれば認められるが、出生祝い品を選ぶだけの委

員会であれば賛同できないというのが私の意見です。  
竹田秀人委員 これは出産を応援する一つの政策ですから、経済的な面は少

しは必要でないかなと思っています。  
ただ、唐突に木育だという話が出てきたのはちょっと分かりにくい部分

がありますので、今回補正の委員会で全体的に木育の部分を含めて検討さ
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れる委員会として進めていただけたらと思います。  
才川昌一委員 今回提案の中身は２つある。木育に対する市の施策をどんな

ふうに進めていくかという全体像をしっかりと示していかなければなら

ないと思います。  
  もう１つは、出生祝い金に対する考え方をしっかりと整理していかなけ

ればならない。南砺市では、２人目、３人目を生んでいただくことの後押

しをする、どうしようかなと迷っておられるときに、背中をしっかりと推

すというのが一時金の大きな方向ではなかったかと思います。 

  これを、一律に５万円だけにするという考え方を、今変えるということ

ですので、これまで進めてきた３世代同居とか、第３子、４子を推奨して

いくという考え方をどんなふうに整理していくか。この出生祝い金そのも

のの考え方をそうじゃない方向に転換するということの議論はまだまだ

尽くされていないのではないか。 

この２点をしっかりと我々議会としても議論するべきだというふうに

思います。 

村上教育部長 議員間討議でありましたことについて、少し整理をさせてい

ただきたいと思います。 

  まず、結論から申し上げますと、５万円の商品券と２万円相当の木製品

という提案については、改めて新年度予算審査の中で議会の皆様に審査を

いただきたいと思います。 

  今回は、その来年に向けての木育事業の中の一つのお祝い品贈呈の準備

をするために、この木製品の選定のみをあらかじめさせていただきたいと

いうふうに思います。 

  それから、木育事業の全体計画はブランド戦略部林政課のほうで作成を

するわけですが、こども課、教育委員会ではこのお祝い事業だけではなく、

木育の全体計画の中で教育委員会が担う役割についても新年度予算の際

には整理をしてまたご説明をしていきたいと思っています。 

  議会の皆様方の関心の高い出生祝い金の金額等につきましては、また改

めてご相談をさせていただきたいと思っています。 

榊 祐人委員 各委員が木育というものに対して全く理解していないとい

うわけではなく、逆に木育はしっかりとやっていただきたいという思いか

ら、森林環境譲与税の担当課の林政課だけではなくて、教育委員会もしっ

かり取り組んでいただきたいということでこの議員間討議があったもの
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と思っています。そのことをしっかりと踏まえて、今後の対応をしていた

だきたいと思います。 

（保育園ＩＣＴ支援システム導入事業） 

山田清志委員 事業費の大半を占める整備について、公立12園の無線ＬＡＮ

のほか、タブレット及びＰＣの数についてご報告いただきたい。 

溝口こども課長 無線ＬＡＮは公立12園の玄関や職員室、各教室の環境の整

備を行うもの、また、機器整備は事務室用のＰＣ18台、タブレットは全部

で124台、またＱＲコードリーダー12台を予定しています。 

山田清志委員 システム使用料について今回は206万3,000円上がっていま

すが、これは年間の利用なのか、月割りということであれば来年以降もっ

とたくさんかかるのか伺いたい。 

もう一点、この導入されるアプリは、保護者とか関係者以外の方が閲覧

なりアクセスするおそれがないのか伺います。 

溝口こども課長 今回計上したものは11月からの５か月分のシステム利用

料です。次年度以降については12か月分で495万円になる予定です。 

  また、保護者向けアプリということで、保護者のみ閲覧できる仕組みで

す。保護者がアプリをダウンロードした後、園児ごとのＩＤとパスワード

を園から各保護者へ配付します。保護者はそれを入力してログインする仕

組みとなります。 

  それから、保護者がログインの状態から、さらに父親や祖父母を招待す

るということもでき、それ以外の方は閲覧できない仕組みです。 

山田清志委員 このアプリが入ることによって、今後保育園からの連絡事項

であるとか、個々の連絡帳であるとか、そういうものがどんなふうに変わ

っていくんでしょうか。 

溝口こども課長 保護者への情報提供の機能として、大きく分けて３つあり

ます。 

  まず、１つとしては、お知らせ配信機能ということで、このコロナ禍で

の課題でありました緊急連絡体制を整備するものとして一斉メール配信

が可能となります。 

  あと、従来紙ベースで配布しておりました園便り、給食便りなどのＰＤ

Ｆ配信、それから日常の園での子どもたちの活動の様子も写真とコメント

で随時配信、これは園全体でも配信できますし、クラス単位や個人単位で

も配信できるものです。 
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  ２つ目として、連絡帳機能です。これは園や家庭での様子をお互いに伝

える連絡帳の電子化を行うものです。 

  例えば、おばあちゃんが迎えに来られているお子さんであっても、お母

さんは残業していても家に帰る前にスマホでチェックして明日の持ち物

などを確認できるといった利点があります。 

  次に３つ目として、欠席、遅刻などの連絡機能です。保護者はスマホか

ら時間を気にせず、例えば夜中に発熱したときでも、そのときにすぐに夜

中であっても欠席連絡が可能となります。園側でその情報を確認したかど

うかということも、保護者のほうで分かるシステムになっています。 

園のほうでは朝の忙しい時間に電話応対する時間が削減され、園にとっ

ても、保護者にとっても大きく利便性が高まるシステムとなっています。 

山田清志委員 年間のある程度のコストはかかるわけですが、今聞く限りは、

かなり各ご家庭の方にとっても非常に希望が持てる楽しいアプリだと思

いますので、あとは使い方の技術をしっかりと保育園の先生方に身につけ

ていただき、十分に活用できるようにサポートいただきたいと思います。 

畠中伸一委員 この年間495万円は財務上、施策経費になるのか、それとも義

務的経費になっていくのか聞かせてください。 

山田財政課長 統計上では普通の施策経費になっており、義務的経費にはな

っていません。  
畠中伸一委員 世の中に保育のシステムというのは多分幾つかあった中か

ら、コストと性能、能力から一つ選ばれたと思うんですけれども、そこら

辺はどういう手順を踏んで選ばれたのか、ご報告願います。 

溝口こども課長 今回南砺市で導入しようとしているシステムは、全国シェ

アが一番であるということ、他社との機能を比べたときに、南砺市として

も活用していきたい機能が多くあるものです。  
  また、保育士は機械に不慣れな職員であっても使いやすいものであると

ころが選定した理由です。  
使っていただく保育園の職員の意見というものが一番重要であるとい

うふうに考えておりますので、これまでに何回も保育園長に集まっていた

だき、業者のデモも数回していただき、いろいろ比較した上で決定をさせ

ていただいたものです。  
畠中伸一委員 決定する手順としては、こども課が主体的に決められたとい

うことでいいですか。行政の組織の中にシステムに詳しいセクションがあ
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ります。ぜひそういうところにもご相談されて決めていただきたい。 

川森総合政策部長 システムを選定するときに一番重要なのは、使う側だと

思います。そういう意味では、複数のシステムを複数の業者のデモを行っ

て、現場で使う保育士が中心になって意見を取りまとめました。もちろん

お金の要る話しですので、常に財政協議はしています。使用する側が一番

使用しやすい、そして南砺市の予算の中で購入できるシステムを選んだと

いうことになります。  
 

（とやまの子供ネット対策フォローアップ事業） 

山田清志委員 この事業は、どのような講師の方を招かれて、どのような授

業をされるのか聞かせてください。 

氏家教育総務課長 県が実施する補助事業で、今年度は上平小学校が希望を

して実施するものです。事業内容としては、５、６年生を対象にした学校

ネットルールづくり講習会の開催と、１年から６年生の全校児童と教職員

に加えて保護者も対象にして実際に学校ネットルールを作っていくとい

う２つを計画しています。講師としては、金沢大学から准教授をお招きし、

専門的な知見から助言をいただくことにしています。 

山田清志委員 ネットトラブルの取組というのは年々重要度が増していま

す。この事業のみならず、いろいろな学校でもある程度取り組んでおられ

ると思っていますが、現在の小中学校でのネットに対してのトラブルの状

況、あるいはそれをどのように学校の中で、いろいろなルールづくり、そ

んなものを生かしながら対策を取っておられるのか伺いたい。 

氏家教育総務課長 今年度、春からの事例を幾つか紹介いたしますと、県の

ネットパトロールから誹謗中傷、そして肖像権の侵害の疑いなどへの不適

切な書き込みとして情報提供のあったケースがあります。また、１学期の

いじめ調査で、発覚したＳＮＳトラブルなども数件ありました。いずれも

深刻なトラブルやいじめには発展していません。また、これとは別に教師

へ直接相談するなどで、ＳＮＳでのトラブルがいじめにつながったという、

認知した事案も２例ございます。これも継続的な指導、見守りにより解消

に向かっているというところです。近年スマホ等の普及率も上がっていま

して、市教委としても、このネットを介した人間関係のトラブルは増加傾

向にあるという認識をしています。 

山田清志委員 今言われたように、各学校によって、こういった問題はどこ
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にもある話です。今までも対策は取っていると思いますが、今回の上平小

学校の事例を参考に、今後市が同様の取組を市内各校に広げていく考えが

あるのか伺います。 

氏家教育総務課長 今回のとやまの子供ネット対策フォローアップ事業と

は別に、国県のほうで小中学校の児童生徒、保護者、教員を対象としたネ

ットトラブル防止等研修会への講師派遣事業というものを行っています。  

今年度は、コロナ禍の影響で、現在まで利賀中学校のみで実施したところ

ですが、これまでも年間２～３校が実施をしていますので、現在、実施さ

れているこれらの補助事業を、積極的に活用してもらえるよう、各学校へ

周知を図っていきたいと考えています。 

山田清志委員 これまでＳＮＳ関係の講習会や勉強会は、ＰＴＡの講習会、

講演会なども含めて、毎年のように行われているわけですが、これからの

講習会というのは、警察官や情報サービス会社の方ばかりではなく、コミ

ュニケーションの専門家や心理学の先生の方から、どうやって伝えれば子

供に分かってもらえるのかということを教えてほしい。しかし、そういう

先生というのは講習費用が高い。小さな学校では、ＰＴＡの年間の予算で

はとても賄えないという中で、例えば行政としてそういった声を拾って、

ＳＮＳのトラブル対策として、今後そういったコミュニケーションの専門

家あるいは心理学の先生を招くような、講演会とか講習会をしてもらえな

いかという声を聞いてきました。 

氏家教育総務課長 先ほどからこちらで申し上げていた２つの補助事業は

保護者、ＰＴＡ、教員、そしてやはり児童生徒に直接講演をする事業にな

ります。特にフォローアップ事業については、児童生徒自身がルールづく

りをやっていくという事業ですので、この事業を活用して、学校とＰＴＡ

が連携して、トラブルに関するこれらの事業を学びの機会として積極的に

活用していきたいと思っています。 

 

（修学旅行キャンセル料支給事業） 

山田清志委員 修学旅行のキャンセルについては、各市町村によって対応が

まちまちですが、他市ではほとんど修学旅行も中止して代替旅行も行わな

いような中で、南砺市においては各学校の判断に任せるとなっています。

私の地元の学校は、結局バスに切り替えて２泊３日で広島に行くことにな

り、保護者の中でも大きな議論があったったという話を聞いています。市
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内ほかの学校については、修学旅行はキャンセルになりましたが、代替旅

行としてどのような傾向が見られるか報告いただきたいと思います。 

氏家教育総務課長 今年度、修学旅行を予定していた中学校は、利賀中学校

を除いた７校です。うち６校はもともと企画していた旅行は中止として、

行き先を県内または近県として、日程を１泊または日帰りで、代替の旅行

を実施する予定としています。先ほど言われた残り１校につきましては、

当初の関西方面から行き先を広島・岡山方面に変更して２泊３日の行程で

実施する予定です。 

山田清志委員 県外に出られる学校があるということで、恐らく参加も任意

になるのだろうと思っていますし、決定のいきさつにおいて反対される保

護者の方もおられた中で、できることなら全部の生徒が参加されて、楽し

い思い出をつくってほしいと思っています。 

学校へは、例えば保護者の反対で参加できなかった生徒、あるいは行き

先で感染症に感染して帰ってくることがないとも言えない中で、修学旅行

の代替旅行の終わった後のフォローについて、目を配っていただいて、い

じめ等の事例が起きないようしっかりとした対応をお願いしておきます。 

氏家教育総務課長 これまでも校長会などを通じて、感染者も被害者である

という理解の下、決して差別やいじめ、偏見などがないように、人権意識

の高揚について依頼をしてきています。各学校でも引き続き指導を徹底し

てもらいたいと思っています。 

 

（新型コロナウイルス感染症対策事業） 

長井久美子委員 図書館費ですが、コロナのためのオゾン除菌脱臭装置の購

入でありますが、今の場合は図書館のために全体で数で購入されておりま

すが、この７月にもほかの部署で買っておられるが、どういう効果あるの

でしょうか。 

鵜野教育部次長 今回、図書館をはじめ社会教育施設、体育施設にも導入さ

せていただきましたけれども、図書館のほうにつきましてはオゾン除菌脱

臭装置ということで、コロナの発生する前から、いろいろな感染症の対策

で一応使われていた機械のほうを今回導入させていただきます。 

  例えば、東京の消防庁の救急車の中とか、昨年度のワールドカップでの

選手の控室とかいうことで、いろいろな感染症対策のために除菌をする脱

臭装置のほうを採用させていただきまして、導入のほうを予定しておりま
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す。 

 

（コロナ禍による教室等自粛要請協力金） 

山田清志委員 社会体育館管理費、そしてプール管理費も含めてであります

が、福光スポーツクラブ、城端温水プール、ふくみつプールの自粛要請協

力金という形で計上されていることについてまとめて伺いますけれども、

３施設のほかに、昨日の民生の中にも井波のラフォーレプールも含めて、

プールが３つ、スポーツクラブが１つあったんだというふうに思っており

ますが、この３月の分の自粛要請協力金ということですが、小中学生向け

の教室の自粛を要請されています教育委員会が、３月に要請されたときの

要請期間はいつまでの期間だったものでしょうか。 

鵜野教育部次長 ２月28日付で、３月２日から３月24日までの、生徒児童の

施設利用及び活動の休止の自粛のほうをお願いしたところでございます。 

山田清志委員 実際は６月の中旬、施設によっては６月いっぱいまで自粛期

間が続いたわけであります。今回は３月のみの協力金ということで計上さ

れておりますが、４月から６月の分に関してはどうされるのかお伺いしま

す。 

鵜野教育部次長  まず国の持続化給付金などの助成制度を活用してもらう

ように案内をしております。 
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総務文教常任委員会 市政一般 質疑要旨（教育委員会関係） 

 

【令和２年９月１１日(金)】 

（受益者負担の適正化に基づく現在の現状について） 

山田清志委員 公共施設の利用に関する受益者負担の適正化の件について、

確認をしたいと思っております。 

  これまでも何度もお聞きしておるスポーツクラブとのなかなか話がま

とまらないというところでありますが、特にどういった点が要になってま

とまらないのか、それが10月までに克服できるようなそういった予定があ

るのかないのか、その辺お聞かせください。 

鵜野教育部次長 スポーツクラブのほうの協議については、担当課のほうで

報告、連絡させていただきたいと思います。 

  受益者負担の適正化に係る料金改定について、今年に入りまして、６月

下旬、７月１回、そして８月上旬、そして９月上旬で今９月上旬、今週の

頭まで３回一応回ってきました。 

  協議の争点の一つといたしましては、施設利用料金の統一、各施設が相

互利用できるという点、そして二つといたしましては、スポーツクラブと

会員からの施設利用の徴収及びクラブ主催の施設利用の適用等について

の協議について今年度に入りまして、３回行っております。随時、もう１

回、２回適切に協議をしまして、進めてまいりたいと思っております。 

山田清志委員 スポーツクラブからの提案の中にもあるように、いわゆる一

本化というか、指定管理一本化という点については争点になっていないん

ですか。 

鵜野教育部次長 今回につきましては、あくまで受益者負担適正化に係る料

金改定ということで協議のほうを行っております。 

山田清志委員 その点だけが解決すれば、住民説明会なりパブリックコメン

トに入っていけるという、そういった認識なんですか。 

鵜野教育部次長 そのように考えております。 

山田清志委員 期間はまだしばらくあるわけでありますから、その辺しっか

りと期間を詰めて協議を行っていただきたいと思っております。 

  あくまでもスケジュールありきではなくて、しっかりと指定管理者との

話しなり、合意なり、最終的にそれが市民の恩恵になるものかどうなのか、

その辺まとめられた上でスケジュールを進められたい。  
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（井口保育園の駐車場及び延長保育料が加算される場合の対応について）  

長井久美子委員 議会報告会に来場された方から、井口保育園の駐車場につ

いて、今、学校の工事中で足りないということでありました。その件につ

いてどうでしょうか。 

溝口こども長 隣の学校のほうで工事中ということで、保育園のほうの駐車

スペースも限られている状況です。保育園のほうで緊急的に子どもに何か

あった場合に、病院のほうに行くための車両ということで職員の車両が止

められている状況もありましたが、それを１台に減らして、保護者の駐車

スペースを確保するということで指示をさせていただいたところです。 

長井久美子委員 それに伴い、迎えに来たら車を止めるところがなくて何分

のことで 100 円の延長保育料がかかってしまったという話しがありました。

そんな杓子定規なことはないとは思ったんですけれども、その点について

はいかがでしょうか。 

溝口こども長 延長保育料が加算される場合の対応については、これまでも

柔軟に対応するよう指示をしているところですが、今回、保護者の方に不

快な思いをさせてしまったことは大変申し訳なく思っております。 

  改めて昨日園長会がありましたので、再度臨機応変な対応を指示したと

ころです。また、保護者の方にも特別な事情があった場合は、気兼ねなく

園のほうに伝えていただけるようお願いをしました。 

  今後も保護者目線に立ち、保護者の方との良好な関係づくりを図りなが

ら、園運営を行ってまいりたいと考えています。 
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決算特別委員会 総務文教常任委員会所管部分 

質疑要旨（教育委員会関係） 

 

【令和２年９月２９日(火)】 

（なんと！やさしい子育て応援企業認定制度）  

山田清志委員 平成 29 年から始まった制度で 15 件、11 件、４件と毎年新た

に認定される応援企業の件数が伸び悩んでいるようにあるが、これについ

ての原因はどのようにお考えか。 

溝口こども長 初年度は育児休業等の制度が充実している大きい企業を中

心の認定となり、平成30年度は福祉系の事業所についても対象を拡大して

募集をかけたが、令和元年度は伸び悩んでいる状況です。募集する際には

認定企業の取組内容も参考にしていただけるように、募集のチラシと一緒

に同封し案内して、認定企業が増えるよう事業を進めているところである。 

山田清志委員 子どもを産み育てやすくする社会を目指す上において、こう

いった企業側、働く受入れ側の対応というのは非常に重要である。多くの

企業がある中で 30 件だけの認定で危惧している。 

溝口こども長 今年度は、これまで調査票の点数で、もう少し取組を進めて

いただければ認定されるような事業所に対して、子育て応援環境づくり等

アドバイザー派遣ということで、例えばキャリアコンサルタントや社会保

険労務士といった資格を持った方を派遣させていただいて、企業の中での

取組の強化を図っていただくことに取り組んでいるところです。 

山田清志委員 認定される企業というのにどんなメリット、インセンティブ

があるのか。 

溝口こども長 メリットは３点ある。まず１点目は、市のホームページや広

報紙等でその取組の内容を紹介し、広く周知をするということで、その企

業にとってイメージアップにつながります。２点目としては、このなん

と！やさしい子育て応援企業のロゴマークを贈呈し、自社のホームページ

やチラシ、求人広告等に使用していただけるというもの。３点目としては、

南砺市の建設工事入札参加資格審査の評価項目の一つとしています。 

山田清志委員 こういった社会的に必要性のある理念を地道に訴えていく

しかないというふうに思ったときに、本当に商工会とかブランド戦略部な

どとタイアップしながら、もうちょっと広いスタンスで力強く推進をして

いかなければいけないと思うわけであるが、お考えをいただきたいと思う。 
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溝口こども長 商工会とのタイアップについては、チラシの配布について商

工会のご協力をいただいています。商工会からも直接お声かけしていただ

いていることで受け止め方も違うのではないかと思っています。 

  子育てという面で商工会の女性部のほうからの声かけや、砺波青年会議

所からの声かけというところも取組をさせていただいているところです。 

また、商工課のほうで開設している「なんとジョブ」との連携としてサ

イトでの紹介、南砺で暮らしません課で担当しているイクボス宣言事業と

も情報を共有し足並みをそろえて取組をしていくということで、本年度ワ

ーク・ライフ・バランスの推進という面からも事業を行う予定であると聞

いているので、こども課も一緒に協力しながら、市全体で子育てを応援す

る意識の醸成が広がるように取り組んでいきたいと考えています。 

山田清志委員 出生祝い金も含め、ソフト的な社会の在り方も含め、どうや

って南砺市で子どもを産み育てやすい地域にしていくかということを真

剣に議論していく中で、この子育て応援企業というのは、産む側のニーズ

からすれば非常に重要な観点である。これが３年目にも関わらず、早くも

４件と伸びが非常に鈍化している点は、十分に危惧するべきだと思うので、

今後の令和２年度以降の対応について、十分に努力していただきたい 

溝口こども長 この施策については、保護者のニーズ調査でもやはり一番求

められている項目であるので、さらに気を引き締めて取り組んでいきたい

と考えています。 

（地域児童健全育成推進活動事業補助金） 

榊 祐人委員 補助金の出ている３件の活動の内容について、教えていただ

きたい。 

溝口こども課長 まず福野地域児童クラブに対しては14万300円、福野の植

物園のほうで魚のつかみどりの活動に対する補助です。 

  次に、城端地域児童クラブに対しては12万9,200円、これも城端地域のほ

うで魚のつかみどりの活動に対する補助です。 

  最後に、荒木母親クラブに対して8,500円。これは３月に小学生の卒業を

祝う会を企画しておられたが、コロナの関係で事業自体は中止にされ、準

備に係った経費に対して補助をしたものです。 

榊 祐人委員 子どもの健全育成という観点から、もっともっと多くの団体

に活用していただくようにしっかりとＰＲをしていただきたいと思うし、

金額の大小を言わないが、市内全域に行き渡るように努力をしていただき
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たい。 

溝口こども課長 この補助金は、市児童クラブ連合会に対する活動補助金、

連合会に加入している児童クラブ等への活動活性化事業補助金、そしてい

わゆる母親クラブの活動補助金ということで、３つの項目がある。 

  これまで29年度までは市から市児童クラブ連合会へ一括して補助金を

支出し、連合会のほうから各地域の児童クラブへ補助金を出していました

が、市の補助金等の在り方の検討から、補助金については市から直接各団

体へ補助を行うという形に、平成30年度から移行しています。 

  そういう経緯もあり、まだ地域のほうに周知が足りない面もあるので、

今いただいた意見をしっかり受け止め、周知に努めていきたいと思います。 

（子育て支援センター事業） 

榊 祐人委員 ８館のうち１館が業務委託というような形になっていると

思う。正規職員が７人分で 4,700 万円かかっているが、業務委託をしたと

ころには委託費が 330 万円ということで、単純比較はできないが、ほぼ半

額で委託をしているように見える。 

  市の直営とか業務委託ということで、業務そのものはそんなに大差はな

いと思うが、委託費が異様に安過ぎるんじゃないかと懸念するわけである

が、受託者から何かおっしゃっておられないだろうか。 

溝口こども課長 今のところ受託者から金額を上げてほしいという要望は

聞いていない。元年度は329万2,000円の実績であったが、これは３月にコ

ロナの関係で１か月休所をしており、当初契約は385万であり、通常であれ

ばそれだけの実績が上がる予定でした。 

榊 祐人委員 市の職員の定員適正化計画の上では、こういう子育て支援セ

ンターも８館のうち随時業務委託に向けて流れていくのか。それとも現状

をそれなりに維持していかれるのか、その辺の考え方を教えていただきた

い。 

溝口こども課長 現在子育て支援センターのあり方というものを、今年度庁

内でのプロジェクトチームを立ち上げて検討しているところです。子育て

支援センターは、未就園前の子育て支援の重要な位置づけというふうに捉

えており、どのような体制がよいのか、ニーズも的確に捉えながら、市全

体の子育て支援体制を考えていきたい。業務委託については受託者側の意

向ということも勘案しながら、十分検討を進めていきたいと考えています。 

榊 祐人委員 南砺が子育てですごく恵まれた環境にあるんだということ
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をしっかりとアピールして、しっかりと政策を考えていただきたい。 

（病児・病後児保育事業） 

長井久美子委員 頂いた資料で、病後児保育のほうは利用実績ゼロが散見さ

れる。これはどんなに少数でも大変必要なものであって、困ったときに預

けるところがあるということを市民の方にもっと周知する方法があるん

じゃないかなというふうに思っているが、いかがでしょうか。 

溝口こども課長 病後児保育については、あまり利用が多くないという現状

です。看護師を配置している大規模園のみで実施していますが、ほかの病

後児保育をやっていない園のお子さんであっても、まだ普通の教室に入っ

て活動することに不安がある回復期にあるお子さんについては、病後児保

育実施園のほうでお預かりできる体制になっています。 

  そういうことがまだ保護者の方に知られていない面もあるのではない

かと反省しており、今後はしっかりと周知していきたいと考えています。 

長井久美子委員 入園時に保護者の方に届くような、そういう取組をぜひや

っていただきたいと思います。病児保育についてでも、一層の周知につい

て力を入れていっていただきたいと要望します。 

溝口こども課長 周知については、通常だと毎年２月に入園案内を、新たな

入園のご家庭に配布しています。また、インフルエンザが流行るなど感染

症等が多い時期には、園だよりであったり、保育料の通知等と一緒に再度

案内するなど機会を捉えて実施していきたいと考えています。 

（利賀地域短期山村留学事業） 

山田清志委員 元年度については従来の夏キャンプに加えて、初めて冬キャ

ンプも実施されました。この事業の成果について伺いたい。 

氏家教育総務課長 利賀地域短期山村留学は、平成29年から開始して、昨年

度が３年目でした。回数を重ねるごとに泊数を増やし、昨年度は冬季のキ

ャンプを実施したところです。これまでたくさんの子供たちに参加をして

いただき、長期留学に向けて成果も上がっていると考えています。 

山田清志委員 頂いた資料の中で、特にこのアンケートを興味深く読ませて

いただきました。参加児童のアンケートは100％集まっていて、それは、か

なり楽しかっただろうということが伝わってくる回答ですが、来年度の長

期留学にどうつながるのかということについては、保護者の方の思いを参

考にさせてもらわなければならないと思います。そんな中で、保護者から

の回答率が夏については25人中13人で回答率52％、冬に至っては33％、こ
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れだけしか集まっていないアンケートの結果をもって、正確な事業評価は

できているのでしょうか。 

氏家教育総務課長 児童参加者のアンケートについては、留学中に直接その

場で書いていただくという方式です。保護者については留学終了後に地元

に帰られるときに書類一式をお渡しして、返信用の封筒を入れてアンケー

トを返信していただくという形になっています。言われるとおり、特に近

年、アンケートの回収率が落ちてきている状況です。短期留学に参加して

いただける全ての人が長期留学に来ていただけるとは考えにくいので、そ

の中で少しでも興味のある方、参加したいという意思のある方から回答を

いただいていると考えています。回答をいただいた内容の半数程度につい

ては、長期留学に興味があるという内容ですので、それが長期留学につな

がっていくと考えているところです。 

山田清志委員 短期に参加された児童が必ずしも長期につながるわけでは

ないという話がありました。短期留学だけでも年間900万円ぐらいお金を

かけています。これまでも何度も予算委員会の中でもお話ししていました

が、決して都会の子供の楽しい夏休みの思い出づくりをさせてあげるため

にお金を出しているわけではなく、長期留学の計画の中で、最終的には利

賀への移住も含めた長期的な視野に立った事業です。900万円もお金をか

けて非常に楽しかった、良かったというような成果をいただいていながら、

保護者の方からは５割、３割しかアンケートの成果もいただけない。成果

品として我々は今後の施策において、何を基準に判断すればいいのかと思

うぐらいに寂しい話です。どうにかしてもらえないのでしょうか。 

氏家教育総務課長 短期留学に参加した人の、もちろん全てが長期留学に興

味を持っていただければありがたいのですが、やはりそこまで興味を持っ

ていただけるかというところについては、現実的には難しい部分もあると

思っています。アンケートについては、保護者に手間をかけて回答を書い

ていただくような書類ではなく、ネットから回答フォームを使ったりして、

もう少し簡単に回答をしていただけるようなことも工夫しながら、成果に

つなげていきたいと思っています。 

山田清志委員 今回、参加させた理由の中には、参加費用にメリットがあっ

たからというような回答が結構ありました。そんな方も含めて、これだけ

のたくさんのお金を負担している事業ですから、保護者の方からアンケー

トぐらいは、必ず頂くぐらいのことをしていただきたい思うわけです。事
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業が長くなり、毎年やるのが当たり前みたいになってきていますが、来年

から長期留学も始まることも含めて、保護者の方の声は、私たちが唯一知

る重要なツールですので、しっかりと強い思いで求めていただきたいと思

いますが、いかがでしょうか。 

氏家教育総務課長 委員が言われましたとおり、アンケートについてもしっ

かりと強く求めていきたいというように思っていますし、来年度から長期

留学が始まるということで、短期留学の内容であるとか、募集方法なども

少し変わってくる部分もあると思います。これまでの反省も生かしながら、

これからも長期留学を継続していけるように、短期留学も続けていきたい

と思っています。 

 

（小・中学校ＩＣＴサポート業務委託費） 

竹田秀人委員 教育センター運営費の委託料、小・中学校ＩＣＴサポート業

務委託費370万の業務内容についてまずお伺いします。 

氏家教育総務課長 こちらは小規模校で行っている遠隔協働学習において、

システムの機器の事前設定、操作支援、授業での支援などをサポートとす

るという内容のものです。 

竹田秀人委員 これは何人の方で、何社での内容か。 

氏家教育総務課長 委託は１社で、昨年度は162回出ていただきました。 

竹田秀人委員 調べてみましたら、28年度が529万で、ずっと少しずつ下がっ

てきていました。令和元年度はちょっとまた上がりましたが、この内容は

どういうふうに見ればいいのですか。 

氏家教育総務課長 遠隔協働学習が始まった当初は、当然教員の方も機器の

操作に慣れていなかったということなのですが、年を重ねるごとに、教員

がなるべくサポートを受けなくても授業ができるよう、遠隔協働学習の日

常化ということを一つのテーマにしています。そういった面で少し、開始

当初よりは金額が下がってきているということです。 

竹田秀人委員 ＩＣＴ事業については、これからだんだんとタブレットも入

ってきます。そしてまた電子黒板なども入ってくることで、先生方もそう

いう業務について慣れていただくようにしなければいけないのですが、先

生方の研修はやっておられるのか。 

氏家教育総務課長 例年操作説明会は実施させていただいています。今年度

はコロナ禍で、今のところはまだ実施していない状況です。 
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竹田秀人委員 遠隔学習にしても、小規模校だけだということだが、これか

ら小規模校に限らず遠隔学習の拡大は考えていないでしょうか。 

氏家教育総務課長 遠隔協働学習については専用のシステムで運用してい

ます。今後タブレットが１人１台配布されても、そういったシステムは小

規模校しか入っていないので、全く同じことは当然できないかもしれませ

んが、簡易的には可能ではないかと考えているので、小規模校だけでなく

て、中規模校や他市の学校とのやりとりも視野に入ってくるかと考えてい

ます。 

竹田秀人委員 先生の研修も含めて、スタディメイトさんなどもおられるの

で、それらの方々と協力してやっていただけたらと思います。 

氏家教育総務課長 １人１台タブレットが入ると、学校での学習スタイルも

少しずつ変わってくると思うので、そういった面も含めて、こういったＩ

ＣＴ機器が効率よく使われるようにしていきたいと思います 

 

（学校施設個別施設計画策定支援業務委託） 

才川昌一委員 南砺市立学校個別施設計画策定支援業務委託並びにそれに

係る業務委託、小学校費と中学校費が２項目上がっており、概要版の資料

を頂いていますが、この４項目についての内容の確認をさせてほしい。 

氏家教育総務課長 小学校と中学校は、全く業務内容は同じです。南砺市立

学校に係る学校施設の長寿命化や大規模改修に関わる費用の試算と時期

の想定、そして学校施設の維持管理に関する総合的な計画が、策定支援業

務ということです。もう一つの個別計画策定に係る業務委託に関しては、

文部科学省が示す計画策定に係る手引きの中で、建物基本情報の整理、構

造軀体の健全性の把握、軀体以外の劣化状況について、事前調査した上で

計画策定をしなさいということを謳っていますので、それに基づいて、係

る業務委託を出したということになります。 

才川委員 ということであれば、係る業務委託は事前調査で、現況を調査し

て、その後に個別計画の策定をなされた。将来の学校の在り方に向けて、

2045年まで学校の施設改修に向けてなされたという報告が、成果品として

出ているということかと思います。この成果品はいつ納品ですか。 

氏家教育総務課長 納品は令和２年３月です。 

才川委員 何を言いたいかというと、こういう計画が、それぞれの部署で何

年度につくられており、どんなようなものかという総括をどこの部署が見
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ているのかということ。 

川森総合政策部長 この報告書については、確認をしていません。 

才川委員 令和２年に公共施設再編の改訂に向ける提言書が２月ぐらいに

出ています。この計画を進めるのに。学校の数を入れるという提言が出て

きていました。片方では、教育委員会で2045年までの学校の施設の計画を

つくり上げてきて、令和元年に報告書が上がってきている。提言はこっち

でつくられて、将来の学校の施設の方向を考えた計画を、こっちでつくっ

ている。これはやはりある程度一元化して方向づくりをしないと、市民の

皆さんに戸惑いが起こるんじゃないかと。改めて、どんなふうに認識して

おられるのか。どの部が総括するのか答弁していただきたい。 

村上教育部長 今審査をいただいている計画については、南砺市の市内の学

校で、例えば長寿命化改修を実施するときに、国の補助金を受ける一つの

要件になっているということで、今後の南砺市の学校の整備のことを考え

ると、必ず実施しなければならない計画です。一方、今後かかる経費など

もこの成果品、報告書には出ているわけで、市役所内の関係部署でその成

果を共有するということは、大事なことだと思っています。 

  計画の策定については、議決事件になるものがありますので、本来は計

画策定予定とその概要について、議会に事前にご報告をして、判断をいた

だくという手続が必要であったかと思っています。ただ、この計画は、今

までにも何回かやっていることからその流れで事務的に処理をしたとい

うところがありますので、総務部、総合政策部、関係課長についても、私

どもがこれをやっているという認識がなかったものと思います。ただ、こ

の内容から見ると、成果については共有すべきものであったと思っていま

す。 

川森総合政策部長 今ほどの案件とは別ですけど、我々当局側は、月に１回

部長と三役で庁議というものをやっています。それには議会の皆さんに全

協でご報告申し上げるものの案件の最終確認と、そのほかに庁舎の中で起

こり得る重大な案件について情報共有をして意見を述べ合いして進んで

いくというような流れで、総合政策部のほうで管轄をして進めているとい

う状況です。今回はそこに上がっておらず、皆が情報共有できていなかっ

たというのも事実です。 

上口総務部長 今、再編計画等の見直し作業を進めています。その中におい

て、この計画の概要版では、再編計画の見直しに合わせてこの計画も見直
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すということになっているので、そういった点において整合性を図ってい

けばいいと思います。 

才川委員 総務部長から、見直していけばいいという話が出ましたが、ここ

に至るまでの経過の中で、市民の皆さんがどれだけ戸惑ってきたか。これ

はやはり行政の内部でしっかりと協議がなされていなかったから、こうい

うことになりました。各種計画は、各部で勝手につくり上げて、その方向

に向かっているということだけでいいのか。改めて行政の内部でしっかり

と協議していただいて、全体をどんなふうに把握して方向づくりして考え

ていかなければならないということを改めて申し上げたいと思います。直

していけばいいという安直な言い方で、物事が進むと思っているところに、

今回の間違いが出てきたのでないかと、改めて指摘したいと思います。 

川森総合政策部長 今年総合計画も見直してきた中でも、今回は概念とアク

ションプランと２つの構成で、そこに書いていないものは、各計画の中で

しっかりと押さえていくんだということになっています。今回の場合も、

その計画の中の一つになってくるのか思います。そういう意味では、役所

全体がしっかり情報共有して、総合計画を進めていく上でも、しっかり把

握していくべきだと思いますので、この後は、計画策定に当たってのプロ

セスと最終的な成果は、みんなで共有していくということで、しっかりと

整えていきたいと思います。今回は申し訳ありませんでした。 

 

（小学校ＩＣＴ機器購入事業） 

長井委員 小学校９校分で、電子黒板19台、デスクトップパソコン19台、マ

イクロソフトオフィス19台、タブレット型パソコン30台、そしてタブレッ

ト保管庫１台となっています。保管庫の使い方ですが、一回一回保管庫に

入れるものなのでしょうか。 

氏家教育総務課長 このタブレット保管庫というのは、タブレット型パソコ

ン30台が収納できるもので、この保管庫に入れることで、一括して充電も

できます。 

長井委員 タブレット30台は、１クラス分ということなのでしょうか。 

氏家教育総務課長 昨年度は、福光南部小学校がプログラミングのモデル校

になったので、全て福光南部小学校に入れさせていただいています。 

長井委員 電子黒板の19台も全て福光南部小学校のものなのですか。 

氏家教育総務課長 電子黒板については、各小学校に配備をさせていただい
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ています。 

長井委員 では、この19台は、ほかの学校にも行くということで、タブレッ

ト型パソコンのみ福光南部小学校分ということでよろしいのですか。 

氏家教育総務課長 そのとおりです。電子黒板は、一番多い福野小学校で４

台。各学校に１台から４台配備をしています。 

 

（部活動指導員配置事業） 

山田清志委員 部活動指導員については、前年の５校５名から今回13人に増

やされたわけですが、各校への配置状況についてはいかがですか。 

氏家教育総務課長 ８中学校のうち７校に対して13名の部活動指導員を配

置しています。 

山田清志委員 当初予算の439万3,000円対して、決算が266万6,800円という

要因は何だったのでしょうか。 

氏家教育総務課長 様々な要因があると思いますが、部活動指導員の方もい

ろいろな仕事をしておられます。人によっては、多い方は190時間以上入っ

てこられる方もおられますが、少ない方で55時間ぐらいです。あと部活動

指導員の難しいところは、教員がその部活動に参加していると、部活動指

導員としての時間数にカウントされないということですので、たとえ部活

動指導員の方がその場で指導をしていても、教員がそこにいた場合に、カ

ウントされないというようなこともあります。学校には部活動指導員を有

効に活用してほしいと言っていますが、難しい部分もあります。 

山田清志委員 今の話は今後の課題として非常に重要な課題だと思ってい

ます。無償で働くような状態になっているようでは、あまりにも申し訳な

い。スポーツエキスパートについては58名の予定で、55名に謝礼を払った

ということですが、そのスポーツエキスパートに比べたら、この部活動指

導員というのは非常に集めるのも大変で、困難な条件だろうと思います。

令和２年度については15名という形で予算を計上してありますが、現状は

いかがなのでしょうか。 

氏家教育総務課長 令和２年度については、予算では15名ですが、勤務時間

が上限まで達しないということで、少しシェアさせていただいて、予算要

求よりも多い人数、現在17名を配置しているところです。 

山田清志委員 各学校の部活動によって、専門の先生がいらっしゃるかどう

かということもあって、需要はそれぞれだと思っていますが、実際のとこ
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ろ、そういった部活動指導員を求められている部活動というのは幾つある

のか。 

氏家教育総務課長 今は各学校の希望どおりに配置ができていると思って

います。各学校においても、適任者がおられないとなかなか上げてこられ

ないので、その辺も難しいところかと思います。 

山田清志委員 市の方針として今後も８中学校区に学校を残していくとい

うことですが、働き方改革の問題がある中、民間の部活動指導員を毎年の

ように人数も増やしてきているという状況で、予算を満たしていないとい

う決算だったわけです。今後も続けていくのかも含め、学校の形を残して

いく中において、一般の方々の部活動指導員への考え方、そしてまた当局

としてどのように募集して、しっかりとした謝礼を払って、ちゃんとした

指導をお願いしようと考えておられるのでしょうか。 

氏家教育総務課長 13の部活動の顧問16名の方に、県からアンケートを実施

しています。16名中15名が配置したことで何らかの効果があったと回答を

しています。部活動指導員の配置は、やはり働き方改革においても非常に

効果的ですし、文科省のほうからは部活動の指導を地域に移行していくと

いうような話もある。こちらとしては、やはりそういった方向性を今後も

進めていきたいと考えているところです。 

 

（地域ぐるみ心の教育推進事業） 

才川委員 指導ボランティアの方々のおかげでいろいろしていただいてい

ると見ているのですが、生徒さんが指導ボランティアを受けられてどんな

ふうに変わっていっているのか。現況を聞かせてほしい。 

氏家教育総務課長 昨年度については、指導ボランティアが166か所で、ボラ

ンティアは398名でした。これは前年度より中学２年生の生徒さんの人数

が少し増えたということで、それに合わせてボランティアの人数も増えて

いるといったところです。生徒にはアンケートを毎年していますが、目標

を持って取り組むことができたかということについては、98.3％の生徒さ

んが十分にできた、大体できたと回答していますし、自分の生き方を考え

る機会になったかということに対しても、とてもよい機会になった、まあ

まあよい機会になったという生徒さんが96.8％という高い数字の手応え

を感じています。 

才川委員 気になるのは、指導ボランティアの方々の動向はどうなのかとい
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うこと。そしてまた参加した子供さんがどんなふうに変わっていったかと

いうこと、そのことによって事業をしっかりと推進していくということが

必要なのかということを、しっかりと認識していただいて、報告書にして

いただくべきだと、そんなことを思って質問している。 

氏家教育総務課長 指導ボランティアの方からも、ご意見はいただいていて、

非常に前向きな意見が多いというのは、こちらも感じています。そういっ

た方々の協力もいただきながら、この事業を進められたらと思います。ま

た、生徒にとっても非常に成果が上がっていますので、これからも続けて

いかなければならないと思っています。少し生徒数が減少する見込みです

が、それに合わせて充実した内容をまた考えていきたいと思います。 

才川委員 この事業は地域に密着している活動の一環です。学校がふるさと

教育を進めていく中で、いろいろな授業をやっておられるということは認

識していますが、地域の皆さんが子供としっかりと関わっていくという体

制が南砺市にはあるという方向づくりが、子供たちにとって、南砺市のす

ばらしさを認識できるようになるのではないでしょうか。そういう意味で

言えば、この事業は大きく推進していくべきだと思っていますので、事業

の拡充に向けて努力をしていただきたい。 

氏家教育総務課長 この事業は、ふるさと教育とも大きな関係があります。

ふるさと教育にも教育委員会としては強く力を注いでいるところですの

で、こちらの地域ぐるみ心の教育推進事業とも連携をしながら進めていき

たいと考えています。 

 

蓮沼部会長 それでは次に進む。 

  教育費の社会教育費と保健体育費についてである。なお、文化財保護費

から美術館費まで及び社会教育施設管理費の芸術文化施設管理費は除く。 

  主要施策報告書の158ページから179ページである。 

  委員各位から質疑を求める。 

 

(図書館費 パソコン更新及びシステム改修事業) 

竹田委員 この事業の内容について伺う。 

鵜野教育部次長 図書館のサービスで使用しているパソコンのＷｉｎｄｏ

ｗｓ７からＷｉｎｄｏｗｓ10へパソコン更新とシステム改修で、台数につ

いては、職員の窓口用パソコンが19台、利用者用の情報コーナー用パソコ

-56-



ンは、従来パソコンからタブレットに変更して９台、利用者用の図書館検

索のタッチパネルのものが６台が事業内容であります。 

竹田委員 Ｗｉｎｄｏｗｓの関係でそのシステム改修という理解でよろし

いのか。 

鵜野教育部次長 はい。 

竹田委員 図書館の利用者の減少が見られる。図書館というのはやはり地域

の中でも非常に大事な施設だと思っている。 

  今年も本来、中央の10周年記念かとは思うが、図書館の位置づけについ

て、これから利用者が減っていくということを鑑みながら、今後の図書館

の位置づけについて少し考えを伺う。 

鵜野教育部次長 図書館の利用の減少は、過去５年を見ると、27年を100とす

ると令和元年は87と落ちているし、住民１人当たりの貸出し冊数は減って

いるが、南砺市を県内で見ると、舟橋村を除けば、県内市町村では、１人

当たりの貸出し数についてはトップの数字である。このように、市民の方

に本を読んでもらえる体制を十分に保っていきたいと考えている。 

竹田委員 確かに利用者は減ってきているんだが、本の収蔵量というのは少

しずつ増えて、いろいろな種類が、どこに偏ることなく全体的に増えてき

ているが、何を基準にして増やしておられるのか教えてほしい。 

鵜野教育部次長 昨年度の図書の購入については8,493冊と、あとＤＶＤ・Ｃ

Ｄについては166点購入している。しかしながら、除籍数については7,474

冊で、その辺は加味しながら本の購入を行っている。 

  本の購入については、中央図書館長と各館の司書さんが週に１回集まっ

て、全国発行の図書館流通センターという全国紙の中の発行される新刊の

案内等を加味しながら、各館それぞれの特徴に合った本を新刊として購入

をしている。 

  また、今回７月の全協でもお話ししたように、図書館の資料、パーコー

ドを統一したので、なんとぐるっと巡回本とか、保育園では、なんと未来

文庫など小さい子供さんからお年寄りまで読めるような体制のほうを、今

工夫して行っている。 

竹田委員 冒頭にも言ったけれど、本とか新聞とかいうのは非常に大事なツ

ールなので、南砺市は貸出し数がいいほうだよという話かもしれないが、

さらにまた良くなるようにいろいろな施設の拡充に努めてもらいたいと

思う。よろしくお願いする。 
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鵜野教育部次長 皆さんの意見を聞きながら、ますます皆さんに使いやすい

図書館を目指していきたいと思っている。 

 

(国体事業費) 

山田（清）委員 国体が成功裏に終わったことについては、改めて申し上げ

ることでもないわけだが、かけられた費用の総額を報告いただきたいと思

う。ハードの面とソフトの面に分けてお願いする。 

鵜野教育部次長 国体における投資額総額ということで、中部日本等の大会

等も含めて、平成29年からたいらスキー場及びたいらクロスカントリース

キー場のコースなど会場整備を含めての委託工事、備品等については４億

5,000万余りで、大会準備の運営費、国体の開催とかそれについては１億

1,000万余りである。 

山田（清）委員 公共施設の再編の議論の中で、たいらスキー場、たいらク

ロスカントリー場ともに大きな予算をかけて施設整備を行ってこられた

わけである。当面はこれからも営業していかれるわけであるが、当然この

センターハウスであるとか、そういったお客さんが使われるものに関して

は非常に設備も良くなって、それによって入込みのお客さんも増えればい

いなというふうに思っている。 

  そんな中で、今回の国体を一過性に終わらせずに、今後もそういった大

会コースを必要とするような大きな大会を誘致していくべきだという話

は何度も申し上げている。今後のそういった大会の計画について、決まっ

ているものがあればご報告いただきたいと思う。 

鵜野教育部次長 たいらスキー場及びたいらクロスカントリースキー場は、

国体開催後も富山県のスキー競技大会の拠点として行っている。中部日本

大会とか、全日本スキーフリースタイル関係も過去にもやっているので、

そういう競技の開催も見込まれます。 

  スキー競技全体の振興や選手の競技向上も期待できる中で、京都府の国

体は毎年行っており、今年も行いたいと案内が来ているなど、多くの全国

クラスの大会を誘致するように、いろいろな関係方面に声をかけていきた

いなと思っている。 

山田（清）委員 ぜひ積極的に動いていただきたいと思っている。国体も実

際開催をできる県なんていうのは十幾つしかないわけであって、ほとんど

の都道府県から選手は出てくるけど、大会の出来る県は極わずかである。
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積極的に誘致活動を行っていただき、インターハイとか国体とか中部日本

大会とか、せっかく整備したコースを十分に活用できるような大会を間髪

入れずとってこれるように、その辺しっかりと担当課としてお願いしたい

というふうに思っている。 

鵜野教育部次長 特に今ほど話あったインターハイについては、何年後にと

いう話はあるので進めていきたいと思っている。 
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資料　８


