
 1 / 7 
 

会 議 録 

１会議名 第１回 南砺市社会教育委員会 

２議  題 ・委嘱状交付 

・協議事項 

（１）南砺市成人式について 

・報告事項 

（１）南砺市教育委員会の組織及び主な業務について 

（２）令和４年度南砺市教育委員会重点施策について  

（３）令和４年度教育委員会当初・補正予算概要について 

（４）生涯学習（前期）事業内容について 

（５）スポーツ関係事業内容について 

（６）常陸宮賜杯第 73 回中部日本スキー大会・第 73 回全国高等学校スキー大会の

開催について 

（７）令和５年度指定管理者更新について 

（８）公共施設再編計画について（現在の状況） 

（９）南砺市子どもの権利条例づくり事業の進捗状況について 

（10）中学校部活動改革の進捗状況について 

・その他 

当面の主な行事予定について 

３開催日時 令和４年６月 21 日（火）午後２時００分から午後３時３５分 

４開催場所 南砺市役所別館 ３階 大ホール 

５会議出席者 南砺市社会教育委員 出席 12 人/全 14 人 

委 員：武田和一(委員長)、岩井透(副委員長)、中川昇、横山一乃、越山穂

高、山下博美、藤井一哉、松嶋裕治、今川浩美、橋本正俊、齊藤優

華、秀永ゆかり 

事務局：教育長、教育委員会教育部長、生涯学習スポーツ課長、高校総体ス

キー推進室長、教育総務課長、こども課長、生涯学習スポーツ課生

涯学習係長、生涯学習スポーツ課スポーツ係長、生涯学習スポーツ

課生涯学習係主査 

６欠席者 委員：久恵健治、杉下悦子 

７傍聴者 無し 

８議事内容 ・開会       鵜野生涯学習スポーツ課長 

・委嘱状交付    あらかじめ配布してある委嘱状をもって交付 

・開会あいさつ   武田委員長 

          コロナが発生してから、もう３年が経つ。その間、い

ろいろな行事が中止になり、今年度からやっと、徐々

に行事も行われるようになった。大変心苦しい時期が
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あったと思うが、ようやく活動がしやすい時期が来た

と思う。より一層皆様におかれては、ご協力いただき

たいと思う。本日は、協議事項や報告事項があるので、

皆様の率直な意見を聞かせていただきたい。 

・進行       武田委員長 

・協議事項 

（１）南砺市成人式について説明 

事務局：（資料１に沿って説明） 

 

●質疑応答 

委 員：令和５年の 20 歳になる方の人数は。 

事務局：まだ確定してないが、400 人あまりになる。 

 委員長：成人式名称については、なるべく子供たちのアンケート結果に沿

ったものにしたらいいと思う。 

・報告事項 

（１）南砺市教育委員会の組織及び主な業務について説明 

事務局：（資料２に沿って説明）   

 

（２）令和４年度南砺市教育委員会重点施策について説明 

事務局：（資料３に沿って説明） 

 

（３）令和４年度教育委員会当初・補正予算概要について 

事務局：（資料４に沿って説明） 

 

（４）生涯学習（前期）事業内容について 

事務局：（資料５に沿って説明） 

 

（５）スポーツ関係事業内容について 

 事務局：（資料６に沿って説明） 

 

（６）常陸宮賜杯第 73 回中部日本スキー大会・第 73 回全国高等学校スキー

大会の開催について 

 事務局：（資料７に沿って説明） 

 

●質疑応答 

委 員：事業所・企業向けスポーツ指導者派遣について、４月から現在利

用している企業数および利用者数、６月以降の申し込み状況を教

えてほしい。 
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事務局：まだ実施団体等はない。広報等で宣伝しているが、今後、企業回

り等をし、チャレンジデーの代替え事業として、また、コロナ禍

での運動不足解消に向けて、PR していきたい。 

委 員：企業側も働き方改革が進められている中で、勤務時間中は難しく、

休日や勤務時間外の活動の派遣となるというのは、啓発がなかな

か難しいと思う。その反面、利用いただければ非常に期待が持て

ると思う。 

事務局：確かに、勤務時間中は難しいという企業もあるかと思うので、仕

事終わりの夕方を中心に、時短勤務があれば、その時間帯に取り

組んでいただけるように、各地域スポーツクラブのスポーツ推進

員等の協力をいただき、PR して参りたい。 

委員長：コロナ禍で行事をする側・参加する側のいろんな考え方もあり、

難しい部分もあるが、事業の説明をし、推進できるよう頑張って

ほしい。ちなみに、スポーツクラブ会員の半額助成は。 

事務局：現在集計中だが、前年度並みとなっている。スポーツクラブで、

キャンペーンをしているところもあるので、一緒に PR していきた

い。企業回りのときに、一緒にスポーツクラブ会員の半額キャン

ペーンも呼びかけたい。 

 

（７）令和５年度指定管理者更新について 

 事務局：（資料８に沿って説明） 

 

（８）公共施設再編計画について（現在の状況） 

 事務局：（資料９に沿って説明） 

 

（９）南砺市子どもの権利条例づくり事業の進捗状況について 

 事務局：（資料１０に沿って説明） 

 

●質疑応答 

 委員長：１回目の配布は、どこへ配布されたのか。 

事務局：資料にある対象者（小・中学校職員、保育園職員、南砺市 PTA 連

絡協議会、地域づくり協議会、南砺市市議会議員、南砺市教育委

員会教育委員、南砺市児童クラブ連合会、南砺市民生委員・児童

委員、南砺市主任児童委員、南砺市児童館児童厚生員、南砺市放

課後児童クラブ児童支援員、人権擁護委員）の皆さんに、郵送等

でお送りして意見募集をした。 

委員長：各団体に意見募集して、1400 名中 200 件の回答は、少ない印象。 

副委員長：権利・主張・責任というところに引っかかって回答されている方
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が多いように見受けられる。間違った方向で歩き出すと、修正が難

しくなり、物事が進まなくなるため、正しい方向に導いていただき

たい。 

事務局：第１回の意見募集の意見を見ていると、今おっしゃられたように、

子どもの権利に対しての誤解が多数見受けられるので、今後も

様々な機会を捉えて、経緯について正しく理解していただけるよ

う取り組んでいかなければならない。また、市内の小・中学校で

は、PTA と学校の協力により周知の場をいただいている。地域の皆

さんにも、周知を進めていきたい。 

委 員：言葉は人によって解釈が違うので、言葉一つ一つについて、共有

できるチラシ等で、優しく伝わることが１番いいが、そこが難し

いところであると思う。 

委 員：誰のために制定するのか、勿論子どものためにするのだが、例え

ば小学生がこの文章を読んで、どこまで理解できるのか、子ども

向けの文章の言い表し方も工夫したらいいのでは。 

事務局：子ども達の年齢幅も広いので、これ以外に子どもの年齢に合わせ

たガイドブックを作成し、例えば、学校でも道徳の授業に教材と

しても活用してもらえるよう取り組みたい。 

委 員：普段は、０～５歳の子ども達と関わっており、権利とか義務とか

という言葉は、子ども達にはなかなか通じないが、子ども達には、

「一人一人の命が大事。大人も子供も命あるもの全部大事なのだ

から、自分が大事にされて嬉しいように、お友達を大事にして大

切にしようね。」と日々の保育の中で取り組んでいる。難しい言葉

でたくさん書いてあるが、突き詰めると「一人一人の命を大切に

しよう」ということだと思う。若いお母様の中には、自分の子ど

もを自分の所有物のように思ってしまう方もいる。子ども達にも

そうだが、大人にも、子どもをみんなで育てようというメッセー

ジも含めて取り組んでほしい。 

事務局：小さい子ども達には、言葉では伝わりにくい。関わる公立・私立

の保育士に研修を受けてもらう環境を整える。 
 

（10）中学校部活動改革の進捗状況について 

 事務局：（資料１１に沿って説明） 

 

●質疑応答 

委員長：クラブというのは、スポーツクラブの運営なのか、独自の民間の

クラブチームを作るということなのか。 

事務局：提案しているクラブというのは、スポーツ少年団を中心とした活
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動のことである。 

委 員：モデル校・モデル種目を決定していくとのことであるが、具体的

に競技名や学校名で今言えるものはあるのか。 

事務局：昨年度からモデル事業を進めており、昨年度は、ソフトテニスは

城端中学校、バトミントンは南砺つばき学舎、なぎなたは福野中

学校、ソフトボールは吉江中学校、今年度は更に２種目追加し、

卓球は福光地域、剣道は井波中学校ということで現在進めている。 

委 員：実際やってきて出来そうなのか。 

事務局：昨年度は、部活動指導の延長という形で活動していただいたが、

今年度からは、来年度の地域部活動を見据えた体制で活動してい

ただいている。モデル事業なので、秋には一度全ての団体から、

現在の状態や問題点を聞き取りし、来年度の開始に向けて進めて

いく予定である。 

委 員：学校現場のことはわかりにくいので、中学校の現場からも何か教

えていただければと思う。 

委 員：国からの大きな流れが出来つつある中で、南砺市教育委員会は先

駆けて取り組んでおり、校長会としてもこの取り組みを何とか実

現したいという思いである。ただ課題はいろいろあるので、その

一つ一つを検討しながら、子ども達にとって不利益にならないよ

うにしていきたいと思う。 

委 員：自分のしたい部活を選択できるのか。地元の中学校にある部活に

なる可能性があるのではないか。 

委 員：したいことができるようにという点については、先ほどの子ども

の権利条例にも繋がると思った。いろいろな課題を解決できるよ

うな仕組み作りは重要だと思う。子どもの権利条例に係る意見募

集にもある、「南砺市にどのような取り組みが必要か教えてくださ

い」という内容にいろいろな回答が集まれば、参考になるのでは

と考えさせられた。 

委 員：提案されているスポーツ少年団に主にお願いするということにな

ると、小学生と中学生の部活を合同で行っているところはあるの

か。 

事務局：スポーツ少年団は各地域で活動しており、少年団によっては、い

くつか合同で活動しているところもある。支部単位だと、人が減

って試合ができないというところもあるので、今の提案では、送

迎等もあるため地域ごとに少年団は残るが、南砺市全体で、それ

ぞれの種目の少年団の活動をと考えている。 

委 員：拠点校の対象者は、中学生だけなのか。 

事務局：拠点校はあくまで中学校の部活動なので、中学生のみだが、地域
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部活動になると、現在提案しているのは、スポーツ少年団なので、

小学生も中学生も登録して、できるときは一緒に練習したり、別々

に練習したりすることもあるかと思う。地域部活動は、一つの組

織の中で、今後活動していただきたい。 

教育長：小学生は、いろいろな経験をいろいろな地域でしてもらえればと

思っている。中学生は、拠点校のあるところとなる。ただし、拠

点校のある中学生が必ずその部活をしなければならないというこ

とではないし、別の中学校に行っていても、夕方以降はスポーツ

少年団の練習に行くということも認めてもいいと思う。 

委 員：拠点校と地域部活動の違いが分かりにくい。 

委員長：小学生のときは、地域のスポーツ少年団に所属していたが、地元

の中学校が拠点校でない場合は、拠点校である中学校へ行くこと

になる。しかし、先ほど話があったように、子どもの送迎ができ

ないという場合に問題も出てくることになる。 

委 員：スポーツ少年団と部活動は別物と考えればよいか。 

委 員：スポーツ少年団は「クラブ活動」となる。クラブは、一極集中で

はなくて、違う学校からでも行ける。いろいろなところから集ま

って大会に出るという形になる。中学校は一つの学校に種目を集

合して、部活動という形で行う。クラブは、小学生から中学生ま

でをクラブが運営して、試合に出るという形となる。拠点の中学

校の部活とクラブとは全く別の話となる。 

委 員：出られる試合も決まっているのか。 

事務局：今はまだ決まっていない。検討中である。 

委 員：大会出場のためには、それぞれの地域のスポーツ少年団では人数

が揃わず、一緒にしているところが既にある。指導者同士で話を

し、そのようにしたとのこと。もう始まっている状態である。中

学校の部活に関しても、現在市が提案していることは非常に頭の

痛いことではあるが、進めていかなければいけないことだと思う。

父兄や子ども達には、辛い選択をしてもらうことになるが、少し

でも痒い所に手が届くという進め方で、あと約１年半で何とかや

り遂げてもらいたい。子どもの権利条例に関しては、市では権利

条例を策定し、地域では子ども達を優しく温かく見守る姿があれ

ば上手くいくのではないかと思う。 

 

・その他 

当面の主な行事予定について 

事務局：（資料１２に沿って説明） 
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・閉会のあいさつ  松本教育長 

          委員の皆様には、お忙しい中、お集まりいただき、た

くさんご意見いただきありがとうございます。昨年度

産まれた子どもは 220 人である。それだけしか産まれ

ていない。その中で、好きな部活動を選ばせてあげた

いが、なかなか難しい。では、学校を一つにしたらど

うかというと、みんな通学だけで部活動をする時間も

無くなる。そう考えたとき、今、部活動改革は、単な

る部活動だけの話ではなく、南砺市の文化・芸術・生

涯スポーツが今後どう持続可能にできるかという瀬戸

際ではないかと思っている。子どもの権利条例につい

ても、自分の権利があるように、周りの子どもにも権

利があり、我慢しなければならないことも出てくると

いうことを考えることも大事だと思う。いいアイデア

があればまた教えていただきたい。今後ともよろしく

お願いします。 

 


