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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４年度南砺市教育委員会事務の点検・評価報告書(案)について 

 資料１別冊 

 

４ 報告事項 

 （１）令和４年度６・７月会議の要旨について           資料２ 

（２）令和４年度９月補正予算要求について            資料３ 

（３）中学生学習支援推進事業の申込み結果について        資料４ 

（４）南砺市いなみ国際木彫刻キャンプ２０２３開催について    資料５ 

（５）不登校児童生徒の出席扱いなどの判断について        資料６ 

（６）南砺市教育講演会代替え研修について            資料７ 

 

５ その他  

（１）教育委員県外研修について                 資料８ 

（２）全国中学校体育大会出場について              資料９当日配布 

（３）南砺市立図書館の８月事業について             資料 10 

 

６ 今後の日程 

 

次回教育委員会開催（予定）   月  日（  ）  ： 

 

終了時間    ：     



令和４年６月会議 個別質問答弁要旨（教育委員会関係） 

 

【令和４年６月１３日(月)】 

 

才川 昌一 議員 代表質問 

１．中学校の部活動について 

①提言に対しての対応について 

・部活動の拠点校化の市全体へのバランスの配慮 

・企業への働きかけ、指導者確保に向けた取組状況 

・特認校制度導入に向けた通学や周知 

・国や県の動向についての取組と課題 

父兄に対する周知状況、導入に向けた生徒への指導 

田中市長 拠点校化については、体育協会、スポーツ少年団本部、総合型地

域スポーツクラブに対し、順次説明をしています。今後各競技団体とスポ

ーツ少年団で活動できる地域等を協議していただいた後、これらの団体と

総合型スポーツクラブ、中学校校長会、教育委員会が打合せを行い、拠点

校案を決定します。拠点校案が幾つかの学校に集中することも考えられる

ことから、体育協会の皆さんと相談させていただきながら、生徒数や全体

的な地域のバランスを確認し、一部の中学校に偏ることがないよう、拠点

校を決定したいと考えています。 

  指導者確保に向けては、企業や事業所が学校に指導者を派遣する（仮称）

なんと！地域部活動応援企業事業を推進していきたいと考えています。ま

ずは南砺市役所から試験的に実施することも検討した上で、市商工会にも

協力をお願いしたいと考えており、これから具体的な協議を進めていきま

す。 

  特認校制度の基本的な考えですが、この制度は、部活動の拠点校化のた

めだけに導入するものではありません。自分の校区の学校に進学すること

を基本としながらも、特色ある学校を選んで、学びたいと願う全ての児童・

生徒のための制度です。特認校制度を利用し、区域外の学校に通学する場

合は、保護者の責任の下、自転車通学、市営バスやＪＲなどの公共交通機

関の利用、保護者の方の送迎等で対応していただくこととなります。この

ことについての保護者や地域の方への周知については、現在各学校の特色

を紹介するプロモーションビデオを作成しているところです。９月には動
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画サイト等で視聴できるようにし、特認校制度の概要についても説明をし

ます。10月上旬には募集案内を各家庭に配布し、募集期間を11月に設け、

12月に就学する学校を決定するという流れを考えています。 

  今後の課題としては、地域移行を進めていく上で指導者の確保が難しい

ことや、これまでの学校部活動と比較して金銭的な負担が大きくなる可能

性などがあります。提言の中でもうたわれていますが、今後国からの支援

も含め、検討していく必要があります。国のほうでは、部活動の地域移行

については議論が進み、状況が刻々と変化しています。日々新たな情報を

しっかり収集し、スポーツ庁、文化庁の動向を注視しながら、生徒が不利

益を被らないように柔軟に対応していきたいと考えています。 

  次に、今後のスケジュールと対応についてですが、父兄や生徒への対応

については、中学校入学説明会や４月の入部希望調査において、今後の部

活動の拠点校化により後輩が入部して来ない可能性があることを既に各

学校で説明しています。また、現在部活動に取り組んでいる生徒が不利益

を被らないよう、拠点校化の完全実施を令和８年度としています。現在市

教育委員会で計画しているスケジュールについては、関係団体、学校、保

護者、児童・生徒の意向も踏まえて設定したものです。 

  国や県の動向を踏まえ、保護者や生徒等の意見も十分に聞きながら慎重

に対応し、できる限り早く子供たちに充実した部活動の環境を整えていき

たいと考えています。 

 

２．スポーツ少年団への影響とその対応について 

①環境づくりについて 

②指導者のスペシャリストの育成について 

田中市長 スポーツ少年団への影響とその対応についてお答えいたします。 

  環境づくりについてでございます。 

  子供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、発達を遂げるとともに、目標

や夢を持って生活することができる社会を目指すことが重要であると考

えます。 

  現在中学校部活動の拠点校化を進めておりますが、スポーツ少年団につ

いては、小学校の時期は特定の種目に特化せず、多様な選択肢を用意する

ことが重要であることから、中学校の部活動のような拠点校化は考えてお
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りません。現在南砺市で展開されているスポーツ少年団活動は、一人一人

がいろいろなスポーツを選択できるように組織を運営されており、１年ご

とに何種類かのスポーツを体験することも可能です。また、同じスポーツ

を取り組みたい子供たちが、試合に勝つために活動することや、よりうま

くなりたいという目的を達成しようとする継続的な活動も可能です。 

  このように小学校段階の活動は、自分の願いに沿った種目に取り組んで、

自分の特性を考えるための大切な機会となっております。今後も各スポー

ツ団体関係者と意見交換及び協議を重ねていき、子供たちのスポーツに親

しむ環境づくりに向けた取組を充実していきたいと考えております。 

  次に、楽しく体を動かすことや遊び方を学ぶという目線で子供たちを指

導できる、指導者のスペシャリストの育成についてお答えいたします。 

  現在南砺市体育協会では、才川会長のご指導の下、幼児や小学生の運動

機会の充実を目的とした事業として、げんきっずアカデミー事業、わくわ

く運動プログラムなどが実施されております。また、総合型地域スポーツ

クラブの事業としては、幼児期や小学生を対象としたチャレンジスポーツ

教室が実施されています。生涯学習スポーツ課が所管する事業としては、

平成23年度から市内全保育園、認定こども園を巡回して運動遊びの指導を

行う、なんと元気っ子教室を毎年約70回ずつ実施しております。 

  市といたしましては、小学校の時期にふさわしいスポーツ環境を整備す

るために、専門性や資質、能力を有する指導者の育成が急務であると考え

ております。 

  そこで、総合型地域スポーツクラブが市民体力づくり教室開催事業を実

施して、子供たちのスポーツに楽しむ機会をと、今年度新規スポーツ推進

委託事業として立ち上げました。 

  また、指導者育成としては、運動指導のスキルを高める資格取得のスポ

ーツクラブ指導力向上支援事業も新規に開設いたしました。 

  今後も子供たちが楽しく体力づくりができるように、南砺市体育協会、

南砺市スポーツ少年団、総合型地域スポーツクラブ、競技団体の皆さんと

連携して、必要な事業に取り組んでまいります。 

 

齋藤 幸江 議員 個別質問（一問一答） 

４．南砺市の子供たちの英語教育、英語力の向上ついて 

 ①南砺市の中学生の英語力 
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・南砺市の中学生の英語力はどのような状況か。英語教育実施状況調査の結

果をどう受け止めているか。 

松本教育長 令和３年度における英語教育実施状況調査において、中学３年

生の英検３級以上の英語力を有する生徒の割合は、全国の平均の47％に対

し、南砺市は約40％と下回っています。 

  しかしながら、令和元年度に実施された中学３年生を対象とした全国学

力・学習状況調査の英語では、南砺市中学校の平均正答率が59％、全国平

均が56％と、３ポイント上回っています。 

  令和３年度の英語教育実施状況調査には、実は英語教師の主観による評

価も入っており、前回の学力・学習状況調査の結果で逆転現象があること、

考え合わせると、南砺市の中学生の英語力は、全国平均と遜色がないもの

と捉えています。 

  文部科学省が目標としている英検３級以上の英語力がある中学３年生

が50％以上、これを南砺市も目標として、平成28年度より継続的に南砺市

独自に英語検定の検定料を半額補助するという事業も実施してきている

ところです。 

  今後も、英語力向上に向けた日々の授業の充実、これに努めていきます。 

 

②南砺市の英語教育の機会均等について 

ア 南砺つばき学舎が英語教育に熱心に取り組んでいるが、教育委員会はどう 

評価しているのか。 

松本教育長 南砺つばき学舎では、文部科学省が定める英語の時間以外に、

学校裁量の時間を利用し、小学校１・２年の低学年から英語学習に積極的

に取り組んでいます。これは、南砺つばき学舎の学校運営の方針の中に外

国語活動の充実を掲げており、その方針に沿って特色ある取組として取り

組んでいるものです。 

  英語教育に力を入れた南砺つばき学舎の取組については、この学校運営

方針に基づいた特色ある活動を９年間の見通しの中で計画的、継続的に実

施、実践しているという点で評価しています。 

 

イ 南砺市の小・中学校の英語教育がどの学校も素晴らしいと言ってもらえるよう

に、平等な指導を望む。 

松本教育長 平成15年10月に、文部科学省から教育課程の指導の充実及び改
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善方策という答申が出されました。この中で、子供の実態を踏まえ、学習

指導要領に示していない内容も必要に応じ指導するなど、個性を生かし創

意工夫あふれる教育を一層充実させるという通達がありました。 

  このことは一般的には、「基準性の明確化」と呼ばれていますが、このこ

とによって、学習指導要領の捉え方が大きく変わりました。すなわち、平

成15年以前は、学習指導要領の内容以上の難しいことは教えてはいけない

という指導がなされていたのですが、平成15年以降は、学習指導要領の内

容は最低限絶対に教えなければならないものであって、それ以上の内容に

ついても、発展的に行うことが奨励されたわけです。 

  教育委員会としては、学習指導要領に基づいた最低限の学習が市内全小

中学校において確実に行われていること、まずこれが英語を含む全ての教

科領域においての機会均等であると捉えています。 

  さらに、それぞれの学校は、主体的に学校裁量の時間を利用するなどし

て、各地域のよさを生かすとか、それから保護者の要求というものも考え

ながら、子供にとってよりふさわしい教育を実践したり、特色ある学校運

営をしたりしており、これが教育の平等、機会均等でないかと捉えていま

す。 

  今後は、各学校が行っている特色ある活動を互いに紹介し合う場を設け

るなどして、それぞれの学校のよさが多くの学校に広がるよう、指導・助

言をしていきたいと思っています。 

  福光中部小学校では１・２年生に、南砺つばき学舎ほどではないですが、

英語の時間も取り入れたりしています。今後もそのように、各学校が主体

的に取り組みながら、良さを発揮できるように教育委員会は支援していき

たいと思っています。 

 

５．特別支援級の指導者の指導力について 

・特別支援学級担任、特別支援コーディネーターの特別支援の免許保有率は。 

・各学校の特別支援教育委員会の設置と開催状況は。 

・特別支援の免許状保有者が少ないならば、研修をするなどして指導力を上げ

ればどうか。 

村上教育部長 南砺市立学校における特別支援学級担任の特別支援学校教

諭免許状の保有率は約７％です。また、特別支援教育コーディネーターの

保有率は約13％で、全国と比較すると低い数値となっています。これは、
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富山県の教員の採用条件に当該免許状保有の規定がないことが一つの要

因と捉えています。 

  特別支援教育委員会は、南砺市内の全ての学校において確実に設置され、

委員会も定期的に開催されていることから、特別な支援が必要な児童生徒

の対応について、適切に協議されていると捉えています。 

  各学校では、特別支援学級においてもチーム担任制を実施し、ベテラン

の指導を若手教員が直接目の当たりにするなど、ＯＪＴによる日常的な研

修も行われています。 

  また、県教育委員会開催の研修への参加、南砺市教育センターからの指

導・支援などの機会を生かすなどして、資質の向上に取り組んでいます。 

  令和４年３月31日に行われた文部科学省の会議では、教員採用後10年以

内に特別支援教育を複数年経験することが望ましいという方策が示され

ています。このような国・県の特別支援教育に関わる専門性向上に向けた

取組にも注視しながら、市としましても資質向上に向けた取組を今後も進

めていきます。  

 

６．食材高騰による学校給食の状況と値上がり分は交付税措置を 

・各学校の給食費の現状について 

・食材の高騰について、どのように把握、対応しているのか 

・コロナ交付金対応で給食費の負担を軽減してはどうか 

村上教育部長 市内の小中義務教育学校の学校給食は、学校ごとに献立を考

えて、地元の食材をできるだけ購入していることから、保護者が負担する

給食費は学校ごとに異なっています。１食当たりの単価で比較しますと、

県内他市町村では富山市の小学校298円、中学校350円が最高ですが、南砺

市では小学校が285円から305円まで、中学校が345円から370円までとなり、

中学校では富山市を20円上回る学校もあります。現在、この学校間の違い

をなくそうと、毎日の献立の統一も含めて将来的にどのようにしていくか、

教育委員会と各学校の栄養教諭が連携しながら議論をしているところで

す。 

  次に、食材高騰の状況把握及び対応につきましては、各学校で児童生徒

に必要な栄養バランスを第一に献立を考えた上で、予算内でやりくりを工

夫しています。給食費は年度末に精算を行うということもあり、現時点に

おいて量を減らしたり質を落としたりするようなことはありません。 

-6-



  しかしながら、材料費の高騰が長期化するようであれば、年度末に保護

者の皆さまに大きな負担となる可能性があると認識しています。国の新型

コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金で給食費の負担を軽減す

ることについては、不足する費用について交付金対応を今後検討していき

たいと考えています。 

 

石川 弘 議員 個別質問（一問一答） 

３．外国につながる児童生徒への支援について 

①外国人児童生徒支援事業による現在の活動状況は 

村上教育部長 本年度の活動状況については、市単独の事業として４名の支

援員を配置しており、小学校４校、中学校１校で支援を行っています。 

  それに加え、県の事業により外国人相談員も３名配置し、小学校３校、

中学校２校で同様の支援を行っています。 

  このほかにも、今年度から新たに福野小学校に日本語指導教員１名が県

教育委員会から特別配置され、授業中の外国人児童に寄り添いながら、学

習の遅れが生じないよう指導に当たっています。当該教員は、週１回半日

ずつ、福光中部小学校と福光東部小学校でも勤務しており、同様の支援に

当たっています。 

②外国人幼保育園児への活動支援の状況は 

村上教育部長 現在、支援が必要な外国人幼保育園児は、南砺市内の保育園

などに14名在園しています。関係する国は、中国、フィリピン、ベトナム

などであり、うち２名が両親ともに外国人の家庭です。 

  現在、国や県による支援制度は無く、市独自の支援員の配置も行ってい

ません。保育園における当該園児とのコミュニケーションについては、ジ

ェスチャーやイラストなどを使って保育士が適切な対応を行うことで園

生活に順応しており、ほかの園児と同じように過ごすことができています。 

  このことから、外国人の幼保育園児の５歳までの幼児教育においては、

その目的が達成できている状況であると捉えています。 

③保護者との意思疎通の方法は？また、意思疎通が図られているのか、見解を

問う。 

村上教育部長 まず、保育園などでは対面で行う保護者とのふだんの意思疎

通については、ジェスチャーやイラスト、平仮名を使うなど、工夫しなが

ら対応をしています。 
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  また、込み入った話が多くなる個別懇談会の際には、南砺市友好交流協

会のボランティア通訳の方に同席をしていただくこともあります。また、

令和２年12月から導入した保育園ＩＣＴ支援システム「コドモン」を用い

ることで、外国につながる家庭にも分かりやすい写真つきのお知らせを発

信できるようになりました。保護者が利用している母国語の翻訳アプリを

使って、お知らせの内容を理解することができると好評の声をいただいて

います。 

  さらに、コドモンの保護者アプリは、英語とポルトガル語にも対応して

いることから、ほとんどの保護者とのコミュニケーションが可能になって

いることも、保護者の不安感の軽減につながっており、システム導入の成

果の一つとして捉えています。 

  次に、小中義務教育学校においては、市が配置している外国語支援員及

び県が配置している外国人相談員の業務には、対象児童生徒だけではなく、

その保護者に対する教育相談も含まれています。日本語の理解や読み書き

が困難な保護者に対しては、支援員と相談員が学校からのお便りなどを翻

訳して、保護者に配布をしています。また、保護者に寄り添った双方向の

支援にも心がけており、保護者懇談会などにおける通訳や学校との連絡な

ど、保護者と学校の意思疎通に重要な役割を果たしています。 

  保護者が抱える悩みや困り事に対して十分な支援ができるよう、今後も

引き続き丁寧な対応に努めていきたいと考えています。 

 

 

【令和４年６月１４日(火)】 

 

山田 清志 議員 個別質問（一問一答） 

１．部活動の拠点校化について 

①ア クラブチームの中体連大会への参加が検討されているが、富山県中体連

の計画は？ 

村上部長 去る６月３日に日本中学校体育連盟は、休日の中学校の部活動を

地域に移行する国の方針に伴って、都道府県の体育連盟への加盟など、一

定の条件の下で、地域のスポーツクラブ単位でも大会への出場を認めるこ

となどを決定いたしました。 

  これを受けて、今後、各都道府県の体育連盟において、大会運営の具体
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的な検討を進めていくことになります。 

  富山県中学校体育連盟では、この後、７月と10月に協議を重ね、来年の

２月に大会運営について正式決定する予定と聞いています。そのため、当

初は今年秋の新人戦から地域のスポーツクラブが参加可能という一部報

道もありましたが、今年度からの参加はできないものと認識をしています。 

  今後、検討についての経過を富山県中学校体育連盟に確認するなど、情

報の収集に努めていきたいと考えています。 

 

①イ 拠点校とクラブチームの育成を並行して進めるべきではないか？ 

・部活動拠点校化と、スポーツ少年団を進化させたクラブチ－ムの可能性を検

討されるべきでは。 

・16時45分にバトンを引き継げる民間指導者をどう確保するのか。 

・地域部活動応援制度の構想を現実に進められているのか。 

・連続した活動ができない競技については、拠点校に固執することなく、スポ少

に委ねるべき。専門競技を指導したい教員は、民間指導者として携わればよ

い。 

村上教育部長 来年度以降、中体連の大会にクラブチームが出場できるとい

う方針が示されました。そのため、部活動の拠点校化をする必要がないの

ではないかという考えの方もいますが、教育委員会としては、以下の２点

から、地域移行と拠点校化を並行して進めていこうと考えています。 

  １つ目は、拠点校化や地域移行を進めることで、指導者の配置や部員数

の確保を図り、地域部活動が行われていない日でも、学校生活の中で日常

的に充実した部活動が展開できる、そんな環境を準備したいと考えるから

です。 

  ２つ目は、家庭環境にかかわらず、全ての生徒に同じように充実した活

動ができる環境を整えたいからです。現在、今後の拠点校化とスポーツ少

年団を中心とした地域移行について、市体育協会と市スポーツ少年団及び

総合型地域スポーツクラブに説明会を行っています。その説明では、中学

部のスポーツ少年団には、拠点校に通わない子供も参加できる仕組みを考

えています。 

  今後、説明会の内容を踏まえ、これらの団体と校長会の代表者、教育委

員会で協議した後、各競技団体に説明し、実施に向けた環境を整えていき

ます。その中で、地域部活動が終了する16時45分から、できるだけ地域部
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活動が進められるよう準備を図りますが、指導者確保の点から、まずは教

員が地域指導者として続けて指導する場合も考えられます。 

  教育委員会としては、（仮称）南砺地域部活動応援企業、この事業を推

進することで、市内外の企業の協力を得ながら、指導者の確保を図りたい

と考えています。 

  部活動の地域移行は、南砺市だけではなく全国的な課題です。６月６日

にスポーツ庁に対して運動部活動の地域移行に関する検討会議提言も提

出されました。今後は、本提言にあるように、全国の好事例もまた参考に

しながら、よりよい地域移行を柔軟に進めていきたいと考えます。 

 

①ウ 吹奏楽部の拠点校化には、まず小学生が音楽に触れ合う環境を検討す

べき 

・地域移行も含めた部活動改革において文化庁の方針についての見解。 

・福野以外の地域からは吹奏楽の火が消えてしまうことを関係者は危惧してい

るが。 

村上教育部長 文化庁では、平成31年１月に提出された中央教育審議会答申

を踏まえて、令和５年度以降、休日の部活動の段階的な地域移行を図ると

しています。それを受けて、令和４年２月から現在まで３回にわたり、文

化部活動の地域移行に関する検討会議にて議論されており、今後７月に文

化庁に対して提言が提出される見込みです。 

  現在、南砺市では、生徒数が減少しているにもかかわらず、部活動の数

が昔とほとんど変わらないため、１つの部に在籍する部員数が少なく、充

実した活動が難しい文化部も一部に見られます。今後もこの傾向は続くと

考えられます。 

  南砺市内でも、関係者が協議を開始されていると聞いていますが、吹奏

楽部をはじめ、危惧されている文化部についても、提言を参考に、地域へ

の移行を検討していきたいと考えています。 

 

 

古軸 裕一 議員 個別質問（一問一答） 

２．不登校について 

①不登校生徒の推移や原因は 

・全国の傾向についてどのように認識しているか 
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・南砺市のこれまでの推移と今後の傾向について認識 

・原因の分析としてどのように把握しているか 

村上教育部長 文部科学省が実施した調査では、小中義務教育学校における

不登校児童生徒数は、平成25年度から８年連続で増加しています。不登校

児童生徒の割合を平成26年度と令和２年度で、南砺市と全国を比較すると、

南砺市の小学生は、平成26年度0.32％、令和２年度0.52％、全国の小学生

は、平成26年度0.4％、令和２年度1.0％です。 

  このことから、南砺市の小学生は、全国と比較すると、割合は約２分の

１、増え方は、全国が2.5倍であるのに対して南砺市は1.6倍と、低い値を

示しています。また、南砺市の中学生は、平成26年度2.21％、令和２年度

3.23％、全国の中学生は、平成26年度2.88％、令和２年度4.09％です。 

  このことから、南砺市の中学生は、全国と比較すると、割合では約４分

の３程度、増え方は、南砺市も全国も1.4倍のため、同じ傾向となっていま

す。 

  コロナ禍における状況については、令和３年度の調査結果が国から発表

されていないものの、南砺市の推移を見ると、コロナ禍以前と傾向は変わ

っていません。 

  南砺市における不登校の主な理由は、小学校では学校生活に不安を抱え

ているものや無気力に対し、中学校では人間関係や学校生活への不安や無

気力が理由となっています。 

  令和２年度の調査結果によると、不登校の理由が無気力・不安である割

合は、小学校では46.3％、中学校では47.1％であるのに比べ、学力不振は、

小学校では3.2％、中学校では6.5％となっています。 

  学力不振の割合に対して無気力・不安の割合が10倍近く大きいことから、

不登校を減らしていくためには、授業改善だけではなく、学校生活全般に

目を向け、一人一人が自分の存在を仲間や先生から認められ、毎日の目当

てを持って生きていけるような環境づくりをしていくことが何より大切

だと考えています。 

  教員が多くの目で児童生徒を見守り、生徒の変化を見逃さないよう、チ

ーム担任制を充実します。さらに、制定を進めている「子どもの権利条例」

の理念を意識した対応を教師や子供同士が行うなど、子供一人一人が自分

の存在を自覚できる学校となるよう努めていく必要もあります。 

  不登校の理由は、一人一人の児童生徒によって異なります。児童生徒に
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寄り添い、保護者と学校が共通認識を図りながら、今学期中、今年度中、

卒業までというように、短期・中長期的目標を設定して対応していきます。 

 

②直接調査への見解や不登校といじめ等との関係は 

・2020 年 12 月文科省調査における、生徒側と学校側の調査結果の開きに

対する見解について 

・南砺市において、不登校といじめ・先生のことに関係性はないのか 

村上教育部長 令和２年度児童生徒問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題

に関する調査は、学校を対象とした悉皆調査で、主な要因を１つ選択する

こととしています。それに対して、不登校児童生徒の実態把握に関する調

査は、不登校児童生徒本人を対象とした抽出調査で、当てはまる要因を複

数回答するものです。 

  調査結果の開きの要因について、既に文部科学省も、調査対象者数や調

査手法の違いによって差が出たと考えられるという見解を示しています。 

  しかしながら、学校に行きづらいと感じ始めたきっかけの一つに、学校

が認識しているより多くの児童生徒が先生との関係を感じているという

事実があることから、教員の子供への対応について、よりよいものになる

ように改善していく必要があります。 

  南砺市では、学期ごとに不登校調査といじめ調査を実施しています。そ

の結果から、南砺市においては、いじめが不登校の原因となっている事例

はないと認識しています。 

  今後もいじめと不登校や先生との関係性の有無について、真実を見逃さ

ないように、各学校で校長先生を中心に調査・分析を行っていきます。 

  これらの不登校児童生徒本人に対する直接の調査は、児童生徒にとって

心理的によくない影響を及ぼすことも考えられますので、調査の実施に当

たっては、慎重に行うよう心がけていきます。 

 

③保護者の「心のケア」と情報交換の場を 

・保護者への適切な助言、保護者同士が相談できる場所が大切と考えるが、

市の見解はどうか。 

村上教育部長 不登校児童生徒の保護者の今後を心配するお気持ちや落ち

込む気持ちなど、大変つらい状況であることは想像に難くないものです。

保護者に寄り添い、支援することは、とても大切であると認識しています。 
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  市では、不登校の児童生徒のみならず、その保護者、家族に対しても、

各学校の教職員が悩みや相談に対応しており、特に各学校や教育センター

に配置されているスクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカー

も、専門的な立場から保護者の悩みや思いを受け止め、適切な支援に努め

ています。 

  県内には、富山県総合教育センター、西部教育事務所などに設置されて

いる教育相談対応窓口や、ほかの市ではありますが、悩みを持つ保護者の

情報交換の場として活動している民間団体があります。その窓口や団体の

紹介、利用の仕方などを必要に応じて情報提供しており、保護者の心のケ

アについても、多様な相談者、相談機関を通して対応しています。 

  市としては、保護者同士が関われるような相談機関や組織は大切なもの

と認識しているものの、現時点では、市が運営しているものはありません。

先ほど述べたような専門的な知識を持つ職員や相談機関、民間団体との連

携を充実させることを、今後も継続していきたいと考えています。 

  今後、市内にも悩みを抱える保護者を支援する団体等が組織されたとき

には、積極的に連携、支援をしていきたいと考えています。 

 

④フリースクールに対する考え方と義務教育制度との連携は 

・フリースクールに対する考え方と義務教育制度との連携の方法について

見解を伺う。 

村上教育部長 市の基本的な考え方としては、義務教育期間の児童生徒につ

いては、全ての子供が小学校、中学校、義務教育学校に登校することがで

きるよう取り組むことが第一と考えます。 

しかしながら、何らかの理由で学校に登校できなくなった児童生徒にも、

しっかりと教育を受ける機会を設けることも必要です。 

  近年、県内でも社会的な自立や再登校を目指しながら、不登校の児童生

徒を支援する、いわゆるフリースクールが増えており、その必要性、重要

性についても認識をしています。 

  実際、南砺市においても、学校に登校できず、市外のフリースクールに

通う児童生徒の活動の様子を、校長、担任などが参観し、一定の要件を満

たしていることを確認して、学校への出席扱いとした事例もあります。 

  このように、市としては、学校とフリースクールとが密に連携を図り、

校長が認めた場合は学校への出席扱いとすることで、一人一人に応じた多
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様な学びの場を保障しています。 

  現在、南砺市内でも、フリースクールの機能も見込まれる学びの場を設

置する動きがあると聞いています。今後も市内外のフリースクールに関す

る情報については、必要に応じて保護者に提供して、フリースクールと学

校が連携しながら、不登校児童生徒の社会的な自立を目指した支援を図っ

ていきたいと考えています。 

 

⑤不登校とひきこもりの関係は 

・中学、高校卒業後、ひきこもりとなるケースはどれくらいあるのか。 

・社会復帰へのフォローとして福祉課との連携は必要と考えるが、見解を

伺う。 

村上教育部長 中学校または高校を卒業し、不登校からひきこもりになるケ

ースや割合について、国、県、市において調査データは確認できませんで

した。個人情報の取扱いや調査の難しさもあることから、はっきりしたデ

ータがないものと思われます。 

  しかしながら、関連する調査や有識者の見解などから判断すると、不登

校からそのままひきこもりになるケースがあるものと想定できます。 

  市としては、不登校との関連性に関わらず、ひきこもりに悩むご本人、

家族、関係者に対しては、積極的に解消に向けた協力をしていきたいと考

えています。 

  教育委員会としては、個人情報の取扱いに十分配慮しながら、福祉課に

必要な情報提供と支援・協力を行っていきます。一人でも多くの方が社会

的な自立ができるように、できる限り協力する体制をつくっていきます。 
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民生文教常任委員会 質疑要旨（教育委員会関係） 

 

【令和４年６月１６日(木)】 

（利賀地域義務教育学校設置事業） 

川原忠史委員 利賀地域義務教育学校の設置協議会の設立に向けての経緯、

要望が出されたということも含めてどのような流れか、教えていただきた

い。 

氏家教育総務課長 利賀地域においては、南砺市立学校のあり方検討委員会

の提言でも、令和７年度末までに義務教育学校化するということが謳われ

ています。一昨年、昨年もＰＴＡや地域に対し勉強会を開催しており、こ

ちらから出向いて説明をしていました。その上で、本年度の３月に利賀の

地域づくり協議会から利賀地域に義務教育学校を設置するよう要望書が

提出されたものです。市教委としても、提言書、要望書に基づき、利賀地

域義務教育学校協議会を設置して、利賀小中学校の義務教育学校化に向け

た準備を開始するものです。 

川原忠史委員 この協議会の構成と、それと設置期間について説明いただけ

れば。 

氏家教育総務課長 市教委としては令和６年４月の開校を目指しており、協

議会については、座長１名と委員18名の合計19名を予定しています。行政・

教育委員会側として教育長、小学校長会、中学校長会、利賀小中の校長、

保育園長、地域から地域づくり協議会、地域有識者、ＰＴＡ関係者、保育

園関係者、そして今回は山村留学の団体からも協議会に入っていただきた

いと考えているところです。 

川原忠史委員 先進地視察の30万円についてどう見ればいいのか。利賀とし

ての義務教育学校をどのような特徴で進めていこうとしているのか。そし

てこの先進地視察の経費についても、その目的に応じてその辺を視察に行

こうと考えておられるのか、使途について、今の段階でどのように考えて

おられるか伺いたい。 

氏家教育総務課長 視察については、現在関西方面へ委員10名ということで

想定をしています。また、当然ながら日帰りで行ける近隣の義務教育学校

の視察も予定しています。委員の皆さまに特色ある義務教育学校のカリキ

ュラムというものを実際に幾つも見ていただいて、利賀地域に設置する義

務教育学校をどのようなものにしていくかということを協議していただ
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きたいと考えています。 

川原忠史委員 関西への視察という考え方を示されましたが、特に特筆する

ような何か特別なものがあるのかどうかということを伺いたい。 

氏家教育総務課長 関西方面に利賀地域と立地条件が似通った山間僻地に

立地する義務教育学校が幾つかあります。また、関西方面ではありません

が、例えば長野県の南部には、山村留学を行っている義務教育学校もあり

ます。場所に関しては、これらの候補地を新しく委員になられた方と協議

しながら、予算の範囲内で決めていきたいと思っています。 

川原忠史委員 これから少子化が進む中での義務教育学校を本当によりよ

いものにしていくために、協議会の中で検討し、進めていただきたい。 

氏家教育総務課長 利賀地域からは、よりよい教育環境にするために、この

義務教育学校の要望書が出されていたものだと思っています。また、地域

の声に応えられるよう協議を重ねて、よりよい学校にしていきたいと思い

ます。 

  祐人委員 義務教育学校にすることは、小規模校のデメリットを解消す

るために必要なことかと思います。山村留学も今年２年目に入ったところ

ですが、今後の見通しについて考えありますでしょうか。 

氏家教育総務課長 山村留学については、昨年度始まったばかりの事業です。

今年度は、昨年度の10名から13名に参加者が増えました。最大16名まで受

け入れられるわけですが、今の段階では、この流れがなるべく継続できる

よう、工夫しながら進めていきたいと思っています。 

  祐人委員 この利賀地域の義務教育学校に限りませんが、特認校制度の

お話もあると思います。ほかの地域からも子供を呼び込むような考え方に

ついて何か思いはありますでしょうか。 

氏家教育総務課長 利賀地域については、やはり立地条件の関係から他の地

域から来ていただくことは難しいと思っています。そのために、山村留学

事業というものがありますが、利賀地域に希望して来たい方がおられれば、

教育委員会としても協力できるような体制で進めていきたいと思います。 

  祐人委員 制度的にどうなのか分かりませんけれども、南砺市内の子供

だけじゃなくて市外の子供が希望された場合、入学は可能でしょうか。 

氏家教育総務課長 市外から来られる場合は、当然ながら住所を移していた

だければ可能ですし、実際に県内から住所を移して山村留学生として通っ

ておられる方もおられます。 
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  祐人委員 住所を移してということになると、家族そろってという形に

なるのかもしれませんけれども、471号バイパスが開通すれば、送迎は今よ

りはるかによくなると思いますので、バイパスが早期に完成すればいいと

いう思いがあります。 

  それはそれとして、南砺つばき学舎ができたときには、英語教育に力を

入れるという想定がありました。この利賀地域の義務教育学校について、

何かそういった特別な教育目標というものは何か今想定しておられるの

でしょうか。 

氏家教育総務課長 現時点では、想定しているものはありません。それを協

議会の中で話し合って決めていきたいと思っています。 

  祐人委員 つばき学舎のように、やはりほかの学校とはひとつ違うとい

うことをしっかりと協議して詰めていっていただきたいと思います。 

川口正城委員 利賀ではアーパスの中で小学校、中学校が一緒に学習してお

られる。住民皆さんもそういう環境を非常に大切にしておられるのが分か

るのですが、その中において、それを義務教育学校にしようとするのは、

地域としてどういうこところで目指されるのか、その辺の基本的なところ

の構想があればお聞きしたいと思います。既に今の状況でも義務教育学校

のような教育をしておられる気がするのですがどうでしょうか。 

氏家教育総務課長 南砺市は地域と一体となった小中一貫教育というもの

を目指しています。この学校の教育目標などを協議会において地域と一体

となって決めていく。新たな学校にすることによって、それを起爆剤とし

てまたさらに高めていきたい。つまり、つばき学舎がいい例だと思います

けれども、利賀地域も義務教育学校にすることで、よりよい教育環境にし

ていきたいと考えているところです。 

川口正城委員 中央審議会、教育審議会の答申の中で問題になっているのが、

教育基本法、学校教育法の改正による義務教育の目的、目標規定の新設と

中学校進学、近年の教育内容の量的・質的充実への対応、それから児童・

生徒の発達の早期化等に関わる現象、そして中学校進学時の不登校、いじ

め等の急増など中１ギャップへの対応、最後は少子化等に伴う学校の社会

性機能の強化の必要性です。利賀はそういうことにはあまり関係ないと思

ったりしますが、何か必要があるのかよく分からなくて、明快な何かあれ

ばお聞きしたいなと思ったわけです。 

氏家教育総務課長 利賀は小さい学校であれども、小学校と中学校が隣同士
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に背景にあることで、管理上も不都合があるということもありますので、

当然校長先生が１人になることによって風通しがよくなって、子供たちに

とっても教育環境がよくなるということはあります。井口もそうでしたが、

もともと同じ校舎なので、言われたようなデメリットがこれまでもあった

のかどうかというのはありますが、いろいろな面でメリットはあるという

ふうに思います。 

川口正城委員 デメリットをどうだと探すよりも、デメリットをなくしてい

くためにあるというようなところで、強い気持ちを持って進めていっても

らいたいと思います。 

 

（新型コロナウイルス感染症対策物品購入） 

川口正城委員 新型コロナウイルス感染症抗原キットの購入費用というこ

とになりますが、これは小学校も中学校もありますが、積算には何か明快

な根拠はありますでしょうか。 

氏家教育総務課長 こちらとしても様々な検討はさせていただきましたが、

コロナの感染拡大状況というのは予測できないものですから、昨年配布さ

せていただいた数と同じ1,000個分を準備していただいたものです。  

ただ、昨年は1,000個１度に配布しましたが、今年度は小ロットのものを少

しずつ複数回に分けて購入するとか、使用期限の長いキットを購入するな

ど工夫して進めていきたいと考えているところです。 

川口正城委員 だんだん収束に向かっていいっているところですが、どのく

らいか分からないというのは当然です。これを購入して、どこかに保管し

てから各学校へ行くのか、今後どういう流れで使用されるか、その辺の手

順をお尋ねしたいと思います。 

氏家教育総務課長 こちらで購入したものについては、緊急的に使うケース

もあるかと思いますので、すぐに使えるように速やかに学校へお渡ししま

す。また、ある程度は教育総務課のほうにもストックはしておきたいと考

えています。 

 

（電気回転釜修繕工事） 

赤池伸彦委員 これは３台のうちの１台の部品が故障して、効率が悪くな

っているということは、何とか使えているということでしょうか。 

-18-



氏家教育総務課長 回転釜は１つの釜につき、２基のインバーターで底か

らの部分と回りからの部分の２か所で制御しています。その回りからの加

熱するインバーターが壊れて、底だけで温めている状況のため、調理の効

率が悪くなっているということです。 

赤池伸彦委員 ちなみに、インバーターだけではなくて、全部入れ替える

としたら幾らぐらいのものなのでしょうか。 

氏家教育総務課長 定価ベースで五、六百万円だと聞いています。回転釜

自体は丈夫なものですので、今回はインバーターだけを取り替えるという

ものです。 

赤池伸彦委員 結構高額なものだと認識させていただきました。調理され

る方が何かいらいらしながら、調理するといったことにならないように、

なるべく早く修理修繕していただきたいと思っています。 

川口正城委員 同じ時期に３台一度に入れているなら、ほかの２台も順次

壊れていくと思うのですが、それは壊れてから対処すべきものなのか、何

か予知してその前に変えるものなのか。その辺の判断基準というのはある

のでしょうか。 

氏家教育総務課長 今回の場合は、修理可能であるということ。修理部品

がまだメーカーにあるということですので修理をするものです。よくある

のは、修理部品そのものがなくなるという場合です。その場合はメーカー

から事前に連絡が来ることが多いですので、そういったときには考えてい

かなければならないと思います。 
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民生文教常任委員会 市政一般 質疑要旨（教育委員会関係） 

 

（コロナ禍における保育園、学校の行事開催の対応について） 

川口正城委員 南砺市のこの広い市域で状況も違う中、保育園や学校では

一律の対応で中止等しているのはいかがなものかと、議会報告会で保護者

の方からお聞きした。今後の考え方をぜひ柔軟にお願いしたいと思うがい

かがでしょうか。 

溝口こども課長 実際の状況としましては、市内一律の対応はしておりま

せん。それぞれの園の規模もありますし、コロナの感染状況というものも

園ごとに違います。実際、遠足を実施している園、先般からのコロナの状

況で秋の開催というふうに延期をした園もあります。そこは臨機応変に保

護者の方のご意向も聞きながら対応をしている状況です。 

氏家教育総務課長 学校においても、行事に関しては、もともと一律の対

応を求めていません。運動会、プール学習、修学旅行など、全て地域と学

校が、規模や立地条件などを考慮して決めるという対応を取っています。 
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令和４年７月会議 民生文教常任委員会 質疑要旨（教育委員会関係） 

 

【令和４年７月７日(木)】 

（給食費軽減対策事業負担金） 

齋藤幸江委員 各学校では、個人が幾ら給食費を払っているのか。そして

今回、市で負担される額というのは、どのくらいの額になるのか、算出

の根拠について教えていただきたい。 

氏家教育総務課長 給食費については、南砺市の場合、各学校で集金する

金額が違っています。１食当たりで小学校の場合、一番安い学校で１食

当たり 285 円、一番高い利賀小学校で 305 円となっています。中学校の

場合、一番安いのは４校あり、１食当たり 345 円、一番高い利賀中学校

が 370 円ということになっています。 

  今回の補正に当たっては、食材費が上昇しているということで、４

月、５月の実績を調査し、さらに今後の上昇率を加味し、５％と見込ん

で、積算をしています。 

齋藤幸江委員 この後、さらに高騰するというようなことがなければいい

と思いますが、その対応をどうされるのか。あわせて、給食費だけでな

く、ガス等の燃料費が上がったことについての影響が心配されるところ

です。そのあたりはどのようになっているのか、教えていただきたい。 

氏家教育総務課長 ５％の上昇率は、４月、５月の実績だけでなく、今後

の上昇率を見込んでいますので、できればその金額で対応したいと思っ

ていますが、今後も上昇が続くようであれば、再度補正予算を計上する

ということも考えていきたいと思います。 

  燃料費等につきましては、これは年間で予算を計上しておりますの

で、現時点で不足ということはありません。今後上昇が続けば、また補

正予算を計上させていただくこともあり得ると思っています。 

川口正城副委員長 学校給食全体でどのくらいの費用がかかるのかと思い

まして、いろいろ調べましたら、学校給食法第 11 条には、人件費や設備

費、修繕費、光熱水費は市が払う。食材料費については保護者が負担す

べきものですと書いてあります。ただし、食材費を必ず保護者が払わな

ければならないということではなく、市が一部を補助することも問題な

いと書いてあります。何が言いたいかというと、将来給食の無償化に向
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けての議論があるのかないのか。今現在の食材料高騰に合わせて、抜本

的なところも検討に入るべきではないかと思ったので、お尋ねします。 

氏家教育総務課長 今ほどの給食費につきましては、補正予算で積算した

資料によると２億 2,300 万円ほどになります、これだけの金額を、保護

者の方々が食材費として負担されているということです。現在のとこ

ろ、将来給食費を無償化するというようなことは考えてはいません。ま

ずは学校によって統一されていない給食費の統一に向けて、検討を進め

たいというところです。 

川口正城副委員長 給食費を無償にした市に対しては、子育て中の保護者

は非常に感謝しておられると声もいろいろ聞こえてきますので、従来ど

おりの考え方ではなく、いろんなことを考慮されて、無償化なのか、半

額にするのか、そういう検討もぜひお願いしたいと思います。 

氏家教育総務課長 様々な観点から、いろいろ検討をまた進めていきたい

と思っています。南砺市の学校給食は、自校給食ということで安心・安

全、そして、おいしい給食を提供しています。今後も保護者の負担を増

やすことなく、この体制を維持し、合わせて児童生徒の食育にも力を入

れていきたいと思っています。 

榊 祐人委員 食材費の１食当たりの単価で、利賀地域の学校が割高にな

るというのは、やっぱり食数が少ないために、食材を購入するに当たっ

て価格交渉が難しいせいなのか、その辺の理由というのは、何か把握し

ておられるでしょうか。 

氏家教育総務課長 今言われたことも、一部理由になるかと思いますし、

やはり、地元食材を購入することを優先しておりますので、地域間で少

し値段の差が出てくることが言えると思います。 

榊 祐人委員 やはり市内の学校で、通学する学校によって単価が違うと

いう点は、早急に見直していただきたいと思います。１食当たり、たか

が 20 円のことなのかもしれませんけれども、されど 20 円です。やはり

市内の子供たちは、同じレベルで負担するのが公平な立場だと思います

ので、高いところのほうを差額分補塡するようなことを早急に対応して

いただきたいと思います。 

氏家教育総務課長 地域間の違いを今後統一していくことによって、保護

者の負担に不公平が生まれるという見方もできますので、そのようなこ

とのないように検討を進めていきたいと思います。 
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（タブレット充電器） 

川口正城副委員長 高岡市の小中学校に状況を聞いたところによると、タ

ブレットは家で充電して学校へ持ってくるということになっており、タ

ブレットについている充電器を持っていけば２つも要らないという疑問

があります。南砺市の場合、タブレットに充電器はついておらず、箱の

中入れて充電するというような、その辺の違いをお聞きしたいと思うの

ですが、いかがでしょうか。 

氏家教育総務課長 南砺市では各学校に充電ステーションというようなボ

ックスが備えられており、その中に充電器もセットしてありますので、

充電するときはそこに戻して、一斉に充電するというスタイルです。 

川口正城副委員長 それを聞きますと、あまり使われていないのかなと思

ったりします。なぜかというと、自宅へ持って帰って、充電もせず、学

校で朝一番からタブレットを使うときには、充電不足で授業に間に合わ

ないのではないかと思ったりするものですから、その辺の運用はどんな

状況でしょうか。 

氏家教育総務課長 一日中タブレットを使うわけではありませんので、使

わない授業のときは、充電をするという運用をしています。自宅にタブ

レットを持ち帰るということにもなってきていますが、学校で使わない

ときは充電ステーションに入れておきますので、その間に充電されたも

のを家庭に持ち帰って使っているというような状況です。今はまだ、家

庭で充電ゼロになるまで使うというのは想定していません。 

川口正城副委員長 これから先にそういう状況が起きるので、充電器をそ

れぞれ配布しておこうということだろうと思います。南砺市では充電ス

テーションがあるということであれば、各人に充電器が必要になってく

るというようなことではないかと思うわけです。 

南砺市では、これから先、リモートの授業や宿題などどういうことを

見込んで、将来こういう形になるから充電器が必要だという考え方はあ

りますか。 

氏家教育総務課長 家庭にタブレットを持って帰るということが、少しず

つ増えている状況ですから、その頻度が増えていけば、バッテリーの問

題はこれから深刻になってくると思います。今回の場合は、コロナで学

級閉鎖などを余儀なくされた場合に、充電ステーションから充電器を取
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り外さなければならないというのは、学校側にも大変大きな負担となり

ますので、そういったことと今後のタブレットを使った家庭学習の充実

も含めて、充電器の購入を計上させていただいています。 

川口正城副委員長 保護者の方も、逆に先生方の対応が大変だということ

を心配するわけですけれども、家庭学習を充実させると、宿題をタブレ

ットに入れる作業などが先生方に発生するなど、何か準備を進められて

いるのかお尋ねしたいと思います。 

氏家教育総務課長 南砺市では、市で統一した学習用のソフトを購入時に

入れていますので、既に先生方は使い方も慣れておられますし、現状で

は、その辺はスムーズにいっていると思っています。 

川口正城副委員長 これから先、リモートや宿題とかというのも、南砺市

で当たり前の状況になると思うものですから、そのときにまたいろいろ

な問題がもし発生するとすれば、それにも速やかに対応していただきた

い。高岡市でも充電器を家へ持っていかないという子供もいるらしいで

す。ですから、そういう個別対応や対応もきちんと、不公平や不満がな

いようにお願いしたいと思います。 

氏家教育総務課長 タブレット端末につきましては、学習ツールとしての

側面もありますし、今はだんだん、コミュニケーションツールとしての

役割も果たしていると思います。コロナ対応も含めて有効に活用してい

きたいと思います。 
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■教育総務 課

予　算　費　目　　　　　　　補正予算要求内容（千円） 　  　　　　　  
補正額

（千円）
摘 要

事務局運営費

〇南砺利賀みらい留学事業に係る宿
泊施設利用料の過年度精算
　山村留学事業で通年利用するス
ターフォレスト利賀の令和３年度決
算による不足額について、施設利用
契約に基づく協議により、不足する
使用料について過年度精算するもの

1,772 1,772

外 国 語 指 導
助 手 事 業 費

〇外国語指導助手（ALT）新規来日
費用
　令和４年度の新任ALT２名にかか
る渡航、オリエンテーション費用と
してJET等へ支払する負担金を計上
するもの

1,170 1,170

教育センター
運 営 費

〇南砺市立学校ホームページサーバ
設定業務委託
　現在利用中の富山県総合教育セン
ターのサーバが本年度末で終了する
ことに伴い、保守管理が容易な市単
独サーバの設置およびデータ移行作
業に係る費用を計上するもの

6,424 6,424

小 学 校
教 育 振 興 費

〇「学びのアシスト推進事業」の活
動学生に係る移動支援
　富山県が実施する標記事業におい
て、市内小学校で活動する大学生に
ついて、最寄り駅から活動場所の小
学校までの交通費（タクシー利用料
金）を負担し、円滑な活動実施を図
ることができるよう支援するもの

299 299

（教育総務課 課）　計 9,665

令和4年度　教育委員会  9月補正予算要求概要
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■ 生涯学習スポーツ 課

予　算　費　目　　　　　　　補正予算要求内容（千円） 　  　　　　　  
補正額

（千円）
摘 要

○市営横町駐車場用地測量業務委託
　　借地契約の解除にあたり、土地
　所有者が２者であるため、測量し
　境界を確定するもの

442

○市営横町駐車場舗装打替え工事
　　借地契約の解除にあたり、舗装
　を修復するもの

10,733

○非常用予備発電機バッテリー修繕
　　定期点検で指摘されており、有
　効期限（R5.5）が到来する前に交
　換するもの

297

○しゃくなげホール照明修繕
　　現在9基の水銀灯が老朽化によ
　り不能となっており、また、コロ
　ナ禍での会議等の開催にあたり、
　当ホールの様な広いスペースの需
　要が高まっているが、利用者から
　「暗い」との声が多数寄せられて
　いるため、残りの水銀灯も含めて
　ＬＥＤ化するもの

3,328

〇城端東部体育館照明設備修繕工事
　  アリーナ照明が経年劣化により
　点灯しなくなり、器具の更新を行
　うもの。

1,747

〇旅川体育館照明設備修繕工事
    アリーナ照明が経年劣化により
　点灯しなくなり、器具の更新を行
　うもの。

2,019

プール管理費

〇城端温水プールプールシートカ
バー更新
　　プールシートカバー及び巻取器
　が経年劣化により破損し、保温に
　支障がでているため、更新を行う
　もの。

625 625

〇たいらクロスカントリー場ロー
ラースキーコース整備工事
　　ローラースキーコースとして整
　備し、夏場の利用促進及び地域活
　性化に繋げるなげるもの。

110,700

〇たいらクロスカントリー場ロー
ラースキーコース整備に伴う立木補
償費
　　コースの整備に伴い、支障とな
　る立木の補償費を計上。

400

（生涯学習スポーツ課）　計 130,291

111,100
その他施設維持

管理費

令和４年度　教育委員会 ９月補正予算要求概要

文化センター管
理費

11,175

福祉会館周辺施
設管理費

3,625

3,766
社会体育館管理

費
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■ こども 課

予　算　費　目　　　　　　　補正予算要求内容（千円） 　  　　　　　  
補正額

（千円）
摘 要

○児童遊具整備補助
　地域づくり協議会等が行う児童遊
具設置・修繕への補助について、当
初見込より申請件数が多いため増額
計上するもの

289

○子どもの居場所づくり促進事業
　地域づくり協議会等が行う子ども
の居場所づくり事業への補助につい
て、当初見込より申請件数が多いた
め増額計上するもの

30

母子家庭等就
業自立支援費

○自立支援教育訓練給付金
　ひとり親の就業を目指した主体的
な能力開発の取組を支援するもの

44 44

放 課 後 児 童
ク ラ ブ 費

○とやまっ子さんさん広場新型コロ
ナウイルス感染症拡大防止用品
　新型コロナウイルス感染症拡大防
止のための対策用品等購入に係る費
用を計上するもの

120 120

（こども課）　計 483

令和４年度　教育委員会   ９月補正予算要求概要

児 童 育 成 費 319
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■ 文化・世界遺産課

予　算　費　目　　　　　　　補正予算要求内容（千円） 　  　　　　　  
補正額

（千円）
摘 要

○相倉集落共同格納庫鉄筋コンク
リート柱補修工事

当該車庫の柱3本の足元でコンク
リートの浮き、主筋の錆が生じてお
り、早急な修理が必要なことから、
補修、錆止め等の処置を行うもの。

308

○菅沼集落展望広場駐車場舗装修繕
工事

案内棟前の普通車駐車部分におい
て、除雪機の展開等によりカラー舗
装が剥離し、大きくへこんだ状態で
あることから、修繕するもの。

498

○相倉民俗館展示モニター他購入

館内設置のガイダンス映像機器が経
年劣化により作動しなくなったこと
から、新たに購入設置するもの。

225

〇相倉集落茅場造成事業補助金（補
てん）

事業者である相倉財団が、例年市単
事業として、補助率3割・上限250千
円で支援されていたが、事業が国庫
補助事業に採択され、事業規模を拡
大した。市の補助率は2割となった
が、市補助額が300千円となったた
め、50千円を補てんし、引き続き支
援するもの。

50

（文化・世界遺産課）　計 1,081

1,081

令和４年度　教育委員会 ９月補正予算要求概要

世界遺産関係費
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1　日　時　　　 8月5日（金）・6日（土）・12日（金）・13日（土）

2　参加者

4　会　場

井波会場：地域包括ケアセンター　多目的研修室

校区別 人数 日程別 人数

城端 5 8月5日 2

平 0 8月13日 5

利賀 0 計 7 （延べ）

井波 5

南砺つばき 0

福野 1 日程別 人数 内訳

福光 1 8月5日 1

吉江 6 8月13日 1

18 計 2 （延べ）

日程別 人数

8月6日 2

8月12日 5

計 7 （延べ）

日程別 人数

8月6日 2

8月12日 6

計 8 （延べ）

（R3：40人）

【応募者】 【城端会場】

井波2

井波5

内訳

城端2

城端5

福野1

令和４年度南砺市中学生学習支援事業

各日　9時～12時

南砺市内中学3年生　18名　（延べ24名）

3　講　師 富山国際大学子ども育成学部学生　

城端会場：城端伝統芸能会館「じょうはな座」　練習室４・５

福野1

吉江6

【福野会場】

福野会場：福野体育館　会議室２

【井波会場】

【福光会場】

内訳

福光1・吉江1

内訳

福光会場：南砺市役所別館　大ホール
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南砺市いなみ国際木彫刻キャンプ２０２３ 開催について 

 

１ 名称   南砺市いなみ国際木彫刻キャンプ ２０２３ 

２ 期間   令和５年８月１８日（金）～８月３０日（水）までの１３日間 

３ 場所   南砺市 井波芸術の森公園 

４ 主催   南砺市いなみ国際木彫刻キャンプ実行委員会 

【構成団体】 

南砺市、南砺市教育委員会、富山県芸術文化協会、南砺市商工会、南砺

市観光協会、南砺市友好交流協会、地域づくり協議会井波連合会、日本

遺産推進協議会、井波美術協会、井波彫刻協同組合、北日本新聞社、Ｎ

ＨＫ富山放送局、北日本放送、富山テレビ放送、チューリップテレビ、

となみ衛星通信テレビ、富山エフエム放送、エフエムとなみ 

５ 共催   富山県 

６ 後援（予定） 文化庁、富山県教育委員会 

７ 趣旨   世界のさまざまな地域の民族・伝統・文化を象徴する木彫刻作品を野外で

公開制作し、来場者とのコミュニケーションを大切にし、国際理解と文化

交流を深め、さらに、当地域が木彫りの文化を世界に向けて発信する基地

となるよう進める。 

８ テーマ  「木彫りを通して世界をつなぐ」 

９ 招請対象彫刻家 

①海外彫刻家でこの開催趣旨に賛同する彫刻家（５大陸からの招請を見込

む） 

②国内彫刻家でこの開催趣旨に賛同する彫刻家  

10 招請人数 海外彫刻家８名程度    国県内彫刻家４名程度 

11 制作点数 １人１点を原則とし、定められた期間内に完成可能な作品 

12 その他  制作した作品及び刊行物等の権利は、主催者に帰属する。 

13 新たな取り組み 

 ・ 制作作品のテーマを設定（作品テーマ「希望」） 

 ・ 大学生（大学院）が作家として木彫刻作品を制作（チャレンジ枠） 

 ・ 地域で活動する団体、個人と連携した各種イベント、関連イベントの実施 
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８月定例教育委員会  

                

不登校児童生徒の出席扱い等の判断について 
 

１ はじめに 

令和元年 10 月 25 日に、文部科学省通知 698 号として「不登校児童生徒への支援の在り方について」
の通知が出され、不登校児童の出席扱い等の判断について、２のように示された。いずれの場合も、学校
⻑が判断することになっており、そのときには、それぞれに示された出席扱い等の要件を満たすことと示
された。 

２ 文部科学省通知 698 号（令和元年 10 月 25 日通知）「不登校児童生徒への支援の在り方について」

（通知本文の抜粋・別記１・別記２）より ※表での記載や下線の追記は山田 

 公的機関（適応指導教室
等）に通級した場合 

 ⺠間施設（フリースクー
ル）に通った場合 

自宅でＩＣＴ等を活用し
た学習活動を行った場合 

出席扱い
について 

 下記の要件を満たすとと
もに当該機関での相談や指
導が不登校児童生徒の社会
的な自立を目指すものであ
り、希望したときに円滑な学
校復帰が可能となるよう個
別支援等の適切な支援を実
施していると評価できる場
合、校⻑は出席扱いとでき
る。 
＜出席扱い等の要件＞ 
・保護者と学校との間に十分

な連携と協力あり 
・教育委員会等が設置する教

育支援センター等の公的
機関であること 

・当該機関に通所又は入所す 
 ることが前提 
 

 下記の要件を満たすとと
もに当該機関での相談や指
導が不登校児童生徒の社会
的な自立を目指すものであ
り、希望したときに円滑な学
校復帰が可能となるよう個
別支援等の適切な支援を実
施していると評価できる場
合、校⻑は出席扱いとでき
る。 
＜出席扱い等の要件＞ 
・保護者と学校との間に十分

な連携と協力あり 
・⺠間の施設でも、校⻑が教

育委員会と十分な連携を
とって児童生徒にとって
適切であると判断 

・当該施設に通所又は入所す
ることが前提 

 

 

 

 

 一定の要件を満たした上
で、自宅において教育委員
会や学校、学校外の公的機
関又は⺠間事業者が提供す
るＩＣＴ等を活用した学習
活動（別紙１参照）を行った
場合、校⻑は指導要録上出
席扱いとし、その成果を評
価に反映することができ
る。 
＜出席扱い等の要件＞ 
・保護者と学校との間に十

分な連携と協力あり 
・訪問等による対面指導

（学習指導や将来の自立
に向けた支援）が定期的
かつ継続的に行われる 

・学習活動が計画的な学習
プログラムであること 

・校⻑は定期的に報告を受
けるなどして、学習状況
を把握する 

・当該児童生徒が学校内外
で指導を受けられない場
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８月定例教育委員会  

                

 合であること 

評価につ
いて 

 学習の計画や内容がその学校の教育課程に照らし、適切と
判断される場合には、当該学習の評価を適切に行い、指導要
録に記入したり、通知表その他の方法により積極的に知らせ
るたりすることは意義が大きい。 
 評価の指導要録の記載については、必ずしも全ての教科・
観点について学習状況や評定を記載することは求めない。そ
の学習状況を文章記述するなど、次年度の指導に生かす適切
な記載に努める。 

評価に反映する場合は、
学校の教育課程に照らし、
適切と判断される場合であ
る。また、ＩＣＴの活用につ
いて保護者にも十分な説明
を行い、活用状況の把握に
ついて保護者の協力を得
る。 

指導要録
上の出席
日数の記
載 

 出席日数の内数として、出席扱いとした日数及び児童生徒
が通所又は入所した学校外の施設名を記入する。 

出席日数の内数として、
出席扱いとした日数及び児
童生徒が通所又は入所した
学校外の施設名を記入す
る。 
※出席扱いの換算について
は、学校や教育委員会が、例
えば対面指導の日数や学習
活動の時間等を基準とした
規定等を作成して判断 

３ 校長が出席扱いと判断した事例より 

不登校状態でいおう教室も行きたがらないＯさんとその家族は、「よってカフェ」のフリースクールを
気に入り、午後から毎日のように通い、入所申請も済ませた。Ｏさんの学校の校⻑先生は、「よってカフ
ェ」で学習しているＯさんの様子を参観し、「よってカフェ」の代表指導者の方と面談の上、学校と保護
者、教育センター職員、「よってカフェ」代表指導者が同席した支援会議の場でこれまでのＯさんの学習
の様子や今後の対応について共通理解し、校⻑が「出席扱い」と判断した。 

４ 現在の対応について 

  自宅でＩＣＴ等を活用した学習活動を行った場合、出席扱いの換算について、各学校や教育委員会で規
定等を作成して判断することになっている。県⻄部に限っていえば、各市町村とも明確な規定はまだない
状態であり、現在は各校の校⻑が必要なときに教育委員会に相談しながら判断している。 

＜１学期に見られた事例＞ 
・いおう教室通級生であるＨさんは、家から出ることができないので、いおう教室のＭ指導員は、毎週木

曜日にアウトリーチで対面指導をし、Ｈさんの調子のよいときに、算数のプリント学習を進めている。 
・いおう教室通級生であるＳさんは、最近調子が悪く、いおう教室には通えないが、家で調子のよいとき

に、タブレットを通して学校の算数の授業に参加している。 
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文部科学省通知 698 号（令和元年 10 月 25 日通知）「不登校児童生徒への支援の在り方について」 

別記２「不登校児童生徒が自宅においてＩＣＴ等を活用した学習活動を行った場合の指導要録上の出欠

の取扱いについて」の「別紙」より 

 
（別紙） 
指導要録上の出席扱いに係る積極的な対応の留意点 
 
１ ＩＣＴ等を活用した学習活動とは例えばどのようなものがありますか。 
○ 「ＩＣＴ等を活用した学習活動」には，インターネットのほか，郵送や電子メ- 
ル，ＦＡＸなどを活用して提供されるものも含まれ，例えば次のような例があり 
ます。 
・⺠間業者が提供するＩＣＴ教材を活用した学習 
・パソコンで個別学習できるシステムを活用した学習 
・教育支援センター作成のＩＣＴ教材を活用した学習 
・学校のプリントや通信教育を活用した学習 
・ＩＣＴ機器を活用し，在籍校の授業を自宅に配信して行う学習（同時双方向型 
授業配信やオンデマンド型授業配信） 
 
２ 在籍校の校⻑が，出席扱いについて有効・適切であると判断する場合の基準があ 
りますか。 
○ 一人一人の児童生徒の状況や学校，地域の実態が違うため，文部科学省から一律 
の基準を示すことはしていません。しかし，児童生徒の努力を学校として評価し， 
将来的な社会的自立に向けた進路選択を支援するという趣旨から，学校や教育委員 
会において一定の基準を作成しておくことは必要であると考えます。 
また，既に基準を作成している場合でも，それが古いものであれば，今の時代の 
状況にあったものになるよう見直すことも検討すべきです。 
 
３ 当該生徒が指導要録上の出席扱いになることにより，具体的にどんなメリットが 
ありますか。 
○ 不登校であることによる学習の遅れなどが，学校への復帰や卒業後の進路選択の 
妨げになっている場合もあることから，このような児童生徒に対し，学習等に対す 
る意欲やその成果を認め，適切に評価することは，自己肯定感を高め，学校への復 
帰や社会的自立を支援することにつながります。 
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４ 訪問等による対面指導は誰が行えばよいですか。 
○ 対面指導を行う者としては，在籍校の教員やスクールカウンセラー，スクールソ 
ーシャルワーカーなどの専門家のほか，教育支援センターの職員，教育委員会等に 
よる事前の指導・研修を受けたボランティアスタッフなども想定されます。 
 
５ 計画的な学習プログラムとはどのようなものですか。 
○ 学年や個々の学習の理解の程度に応じたものであり，在籍校の年間指導計画に準 
拠した形で⽉ごとや学期ごとなどある程度⻑期的な計画になっていることが望ま 
しいと考えています。⺠間業者が提供する教材を活用する場合などは，あらかじめ 
決められている学習プログラムを活用してもかまいません。 
 
６ 学習活動の評価はどのようにすればよいですか。 
○ 出席扱いとした場合，必ずその成果を評価に反映しなければならないわけではあ 
りませんが，すべての教科・観点について観点別学習状況及び評定を記載できない 
場合でも，たとえば自宅における学習状況を所見欄に文章記述するなど，学習の努 
力を認め，次年度以降の指導に生かすという観点から適切な記載がのぞまれます。 
また，⺠間業者が提供する教材やインターネット上の学習システムを活用する場 
合は，当該教材の学習履歴や学習時間，確認テストの結果などに基づいて評価を行 
うことも考えられます。 
 
７ 指導要録上の出席扱いと判断しなかった事例がありますか。 
○ 出席扱いと判断しなかったケースについては，教育委員会への聞き取りから，例 
えば次のような事例を把握しています。 
・学校が，家庭訪問等による対面指導を設定したが，家庭の協力が得られないこ 
とから，当該児童の状況や学習状況の様子が十分確認できなかった。 
・無料のインターネット学習プログラムを利用していたが，当該プログラムにお 
ける学習のねらいや内容が明確でなかった。 
 
８ 出席扱いと判断した場合に，留意すべき点はありますか。 
○ 自宅におけるＩＣＴ等を活用した学習活動を「出席扱い」とすることにより， 
不登校が必要な程度を超えて⻑期にわたることを助⻑しないよう留意する必要 
があります。家庭にひきこもりがちな期間が⻑期化しないよう，個々の児童生徒 
の状況を踏まえつつ学校外の公的機関や⺠間施設等での相談・指導を受けること 
ができるように段階的に調整していくことも大切だと考えます。 
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令和４年度 南砺市教育講演会代替え研修について 

 

主催：南砺市教育委員会  

南砺市小学校長会 

南砺市中学校長会 

主管：南砺市教育センター 

１ 目  的    

令和４年８月 10 日に行う予定だった南砺市教育講演会は研修を行うことで代替えと

する。そして、講師の佐藤敬子氏には令和５年度の南砺市教育講演会で講演をしていただ

く。そこで、代替え研修は、不登校等支援を必要としている児童や保護者への対応等、今

日的な課題に関わる YouTube 動画を視聴することで、日々の教育実践に生かすヒント

を得るとともに、令和５年度南砺市教育講演会での佐藤敬子氏の講演につながるようにす

る。 

 

２ 研修内容 

以下の２本の YouTube 動画を視聴して研修する。（２本で約４５分） 

 ・NITS 独立行政法人教職員支援機構の「校内研修シリーズ№79」動画 

  「コーチングのスキルと活用Ⅲ～不登校解決のためのリソースを探す～」 

 ・NITS 独立行政法人教職員支援機構の「校内研修シリーズ№80」動画 

  「コーチングのスキルと活用Ⅳ～円滑な保護者対応に生かす～」 

  ※ ２本とも、令和５年度の南砺市教育講演会講師である佐藤敬子氏の動画である。 

  ※ 視聴期間は、令和４年８月３日（水）～ ８月３１日（水）とする。 

    動画 URL https://www.nits.go.jp/materials/intramural/    QR コード 

 

３ 研修方法  各学校で決める。 

 

４ 受 講 者  南砺市内小・中・義務教育学校 教員悉皆 

 

５ そ の 他 

 ・個人研修の場合、YouTube 視聴後は、各自、下の QR コードか URL より振り返りを

入力し、送信する。送信されたものは、教育センターで集約し、講師の先生に知らせる

ことで、来年度の講演内容に生かしていただく。また、９月発行の教育センターだより

に集約した結果を載せ、共有する。 

  ※ 校内研修の場合は、この QR コードと URL からの入力・送信の必要はありません。 

 

 ＜振り返り用 URL とＱＲコード＞ 

   ・URL https://forms.office.com/r/ejzuM6W35c   ・QR コード 
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https://www.nits.go.jp/materials/intramural/
https://forms.office.com/r/ejzuM6W35c


令和４年度 南砺市教育委員 視察研修について(案) 

 

■目  的   先進的な取り組みを行う県外の教育施設等を視察し、その内容や課

題等について意見交換を行うことにより、南砺市の社会教育・学校教

育の課題について整理するとともに、南砺市の教育の充実について考

える。 

 

 

■期  間  令和４年１０月下旬～１１月上旬の一泊二日 

       ・別表一覧 

※訪問先との調整により変更する場合がある。 

 

■視 察 先   岐阜県、愛知県等で検討中 

 

■研修内容  (案) 

１．運動部活動の地域移行に係る先行事例 
       ２．地域部活動推進事業による実践研究における取組状況 

         ※ 岐阜県羽島市立竹鼻中学校、羽島市「はしまなごみスポーツク

ラブ」への視察 
３．公立図書館と学校図書館とのシステムの一元化による運営状況 

       ４．子ども読書活動推進計画の進捗状況等 
         ※①安城市立図書館 R3 年入替、学校 29 校 
          ②恵那市立図書館 平成 26 年導入、学校 22 校 

 

■そ の 他  ・県内外の新型コロナウイルスの感染状況によっては、研修を中止等

とする。 

      ・視察先について要望等がある場合は、８月１２日(金)までに、生涯

学習スポーツ課鵜野まで連絡ください。 

 

 

・別表一覧 

  南砺市教育委員 視察研修日程調査票 

月日 

曜日 

10/25-26 

(火)(水) 

10/26-27 

(水))(木) 

10/27-28 

(木)(金) 

10/28-29 

(金)(土) 

11/2-3 

(水)(木) 

都合の良い日に

〇を付けてくだ

さい。 
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令和４年度全国中学校体育大会 

出場報告及び激励会 

 

 
 
 

 

 
 

日 時  令和４年８月９日（火） 

午後６時～ 

会 場  南砺市役所別館３階  

大ホール 
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次   第 

 

１ 開会 

２ 教育長挨拶 

３ 出場選手紹介 

４ 各学校代表生徒からの抱負 

５ 激励の言葉 

６ 来賓紹介 

７ ナントくんワッペン贈呈 

８ 閉会 

（終了後、記念撮影を行います。） 



学校 競技 出場者 ふりがな

女子自由形
50ｍ

女子自由形
100ｍ

中嶋　優 なかしま　ゆう

女子200ｍ
個人メドレー

女子400ｍ
個人メドレー

中嶋　碧 なかしま　あお

大西　琴葉 おおにし　ことは

林　咲花 はやし　さきか

松長　桃子 まつなが　ももこ

牧　優花 まき　ゆうか

山本　優佳 やまもと　ゆうか

菊川　菜織子 きくかわ　なおこ

片山　鈴苗 かたやま　りな

荒井　理沙 あらい　りさ

矢嶋　穂乃香 やじま　ほのか 城端中計１１人

陸上競技 森田　陽斗 もりた　はると

卓球 南部　一騎 なんぶ　かずき

柔道 齋藤　美咲 さいとう　みさき 福野中計３人

福光中学校 陸上競技 渡辺　佑希 わたなべ　ゆうき 福光中計１人

東　倫愛 あずま　ともあ

荒井　結羽 あらい　ゆう

湯浅　由理子 ゆあさ　ゆりこ

上田　真緒 うえだ　まお

杉本　結衣 すぎもと　ゆい

山田　鳴依 やまだ　めい

浅野 桃子 あさの　ももこ

林　裕春 はやし　ゆうは 吉江中計８人

吉田　智哉 よしだ　ともや

長田　勝幸 ながた　かつゆき つばき計２人

合計２５人

令和４年度全国中学校体育大会 出場者名簿

種目

女子個人・女子団体

女子個人・女子団体

女子団体

共通男子四種競技

女子団体

共通男子1500ｍ

男子個人

女子44㎏級

福野中学校

女子100ｍ
背泳ぎ

水泳

南砺つばき学舎 バドミントン 男子ダブルス

吉江中学校 卓球

ソフトテニス

城端中学校



競技 会場 日程

水泳
宮城県利府町

セントラルスポーツ宮城Ｇ２１プール
８月１７日（水）

～８月２０日（土）

ソフトテニス
北海道旭川市

花咲スポーツ公園テニスコート
８月１９日（金）

～８月２１日（日）

陸上競技
福島県福島市

とうほう・みんなのスタジアム
８月１８日（木）

～８月２１日（日）

卓球
北海道苫小牧市

苫小牧市総合体育館
８月１９日（金）

～８月２２日（月）

柔道
福島県須賀川市
須賀川アリーナ

８月２２日（月）
～８月２５日（木）

バドミントン
青森県弘前市
青森県武道館

８月１９日（金）
～８月２２日（月）

競技会場・日程一覧
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