
高岡市教育委員会６月定例会議事日程 

 

日時：令和４年６月 29日（水） 

場所：高岡市役所８階 803会議室 

 

日程第１ 前回会議録の承認（５月定例会） 

 

日程第２ 教育長報告 

 

日程第３ 報告第３号  臨時代理の報告について 

（高岡市議会６月定例会に提出する議案に対する意見について） 

 

日程第４ 議案第 17号 高岡市社会教育委員の委嘱について 

議案第 18号 高岡市図書館協議会委員の委嘱について 

議案第 19号 高岡市スポーツ推進審議会委員の委嘱について 

 

日程第５ その他 

 

 



教育長報告 

【学校教育課】 

・７月行事予定（資料№１） 

 

【生涯学習・スポーツ課】 

  ・７月行事予定（資料№２） 

 

 

日程第２ 



７ 月  主 要 行 事 予 定 表 
高岡市教育委員会 学校教育課（2022 年度） 

日 曜 全 体 関 係 
小 学 校・国吉義務教育学校(前期) 中 学 校 

国吉義務教育学校(後期) 

こまどり支援学校 

教育センター 

少年育成センター 

 

日 

 第１ 第２ 第３ 第４ 第５ 第６ 

1 金 

学校給食会物資購入委員会 ○外 五位 

 千鳥丘 

 ○外 成美 

 

 

○訪 下関 

 
○外 太田 

 

 ○期 芳野・牧野・戸出 

・中田・福岡 

・五位(7/1、4、5)  

 

１ 

2 土 
         

2 

3 日          3 

4 月 
14歳の挑戦（高岡西部・伏木)  ○訪 横田 

 

 ○も 下関 

 

   学級担任との情報交換会 
4 

 

5 

 

火 
学事研企画運営会研修会 

14歳の挑戦（牧野) 

      ○訪 戸出 ○適 体育活動 

 5 

6 水 

   ○避 万葉    ○期 国義義務 

 

教科書展示会終了 

6 

7 木 
    ○訪 二塚 

○創 野村 

 

 

  ○講 高岡西部 

 

 
7 

8 金 
小学校校長会 

 
○児 五位 

○も 千鳥丘 
○児 西条 

 

 ○避 二塚  ○児 戸出西部 

 

  
8 

9 土 
富山県中学校総合選手権大会 

(陸上) 

        
9 

10 日 
 

 

        
10 

11 月 

14歳の挑戦（福岡) 

14歳の挑戦（戸出) 

中学校長会 

○訪 国吉義務 

 

 ○児 能町 ○児 高陵 

 二塚 

野村 

○児 伏木 

○宿 牧野 
○児 南条 

 
○訪 国吉義務 

 
○適 保護者懇談会（～15） 

 11 

12 火 
   ○児 川原     ○適 体育活動 

 
12 

13 水 
    ○児 下関 

 
○児 太田 ○児 戸出東部 

 
○訪 芳野 

○講 戸出 

 
13 

14 木 
  ○も 西条 

○外 木津 
○外 川原 

○も 能町 

 ○児 牧野 

 

   
14 

15 金 

 ○児○避国吉義務 

○児 千鳥丘 

 福岡 

○児 博労 ○児 万葉  ○児 古府 

  
○も 南条 

○児 中田 

 

○避 国吉義務 

○講 南星 

 

 

15 

16 土 
富山県中学校総合選手権大会 

富山県吹奏楽コンクール 

        
16 

17 日          
17 

18 月 
海の日         

18 

19 火 
 ○保 千鳥丘 

 
○児 横田 

木津 

  ○保 牧野 

  

   

 19 

20 水 

 ○保 国吉 

五位 

福岡 

 

 

○保 横田 

博労 

西条 

木津 

 

○保 成美 

 川原 

 万葉 

 能町 

○保 高陵 

下関 

二塚 

野村 

○保 伏木 

 古府 

  

○保 南条 

 戸出東部 

 戸出西部 

 中田 

○講 芳野 

○保 国吉義務・高陵 

・高岡西部・南星 

・志貴野・伏木・牧野 

・戸出・中田 

・福岡・こまどり 

 

 

 

20 

21 木 
     ○保 太田 

 

   
21 

22 金 
1学期終業式 

 

  ○宿 川原 

 

    大掃除 

○適 終業式 
22 

23 土 
県民体育大会 

 

        
23 

24 日          
24 

25 月 

夏季休業開始(～8/25) 

 

 ○宿 木津 

 

  ○宿 伏木 

○宿 牧野 

 太田 

 ○修 こまどり  

○保 芳野(7/27予備日) 

 五位 

もの・ﾃﾞｻﾞ研修会① 

（9:00 ＺＩＢＡ） 

○適 質問教室 

25 

26 火 

   ○宿 万葉 

 

 ○宿 古府 

 
○外 戸出東部 

○宿 中田 

 

  若手教員研修会② 

（9:00 伏木コミュ） 26 

27 水 

定例教育委員会（仮） ○宿 五位 

 福岡 
○宿 横田 

 

   ○立 戸出東部 

 
○外 こまどり 

 

地域教材開発研究委 

（13:30芳野中） 27 

28 木 

ちゅ中教研夏季連合生徒協議会  ○宿 博労 

西条 

  

○宿 能町 

 
○宿 野村 

 

  ○外 こまどり イングリッシュセミナー実行委③ 

（9:00 伏木中） 

小中一貫教育推進委員会② 

（13:30伏木小 ） 

28 

29 金 
 ○宿 千鳥丘 

 

 ○外 万葉 

 

   

 

 ＳＳＷケース研修会 

（14：00守護町） 29 

30 土 
  

 

        
30 

31 日 
         

31 

○創 創立記念日（式） ○避 防災・避難訓練 ○保 保護者会 ○児 地区別児童会  ○期 期末考査  ○外 校外学習  ○も ものづくりデザイン科実習・見学（校外）○交 交流学習 

○訪 学校訪問研修会・要請訪問研修会 ○ス スポーツ大会・球技大会等 ○適  適応指導教室  ○講 講演会 ○修  修学旅行 ○宿集団宿泊学習（立山散策含む） ○立 立山登山 

                             

  第１区域  国吉  五位   千鳥丘  福岡        第４区域  定塚  平米    下関    二塚  野村 

   第２区域  横田  博労   西条   木津        第５区域  伏木  古府    牧野    太田 

第３区域  成美  川原   万葉   能町        第６区域  南条  戸出東部  戸出西部  中田 

       
 

資料№１ 



日 曜日

東洋通信スポーツセンター（高岡市民体育館）
17 日 ９:00～17:00 高岡市スポーツ少年団ソフトバレーボール大会

城光寺野球場・補助競技場
3・9・10 日 ８:00～ 第46回富山県下クラブ対抗軟式野球高岡市予選
16～18・
23・24

土～月（祝）・
土・日 ８:00～ 第67回中部日本都市対抗軟式野球大会高岡市予選

高岡市営長慶寺室内プール及びスポーツ・レクリエーションホーム
　土曜日９：00～17：00　小・中学生無料開放（大会等で使用の場合は除く）

スポーツコア（テニスコート）
2 土 ９:00～16:00 北陸３県庁テニス交流大会

2・10 土・日 ９:00～17:00 高岡市民体育大会（テニス競技　一般）
16・17 土・日 ９:00～17:00 富山県中学ソフトテニス選手権大会
18・24 月（祝）・日 ９:00～18:00 富山県民体育大会（ソフトテニス競技）

23 土 ９:00～17:00 ジュニアオープンソフトテニス大会
27 水 ９:00～18:00 富山県ジュニアソフトテニス選手権大会
31 日 ９:00～17:00 ビギナーズダブルス＆ミックスダブルステニス大会

スポーツコア（サッカー・ラグビー場）
9・10 土・日 ９:00～16:00 高岡市スポーツ少年団本部長旗争奪サッカー大会
16・17 土・日 ９:00～17:00 JFA U-12 サッカーリーグ 2022 富山
23・24 土・日 ９:00～17:00 高岡市サマーカップ少年サッカー大会
29～31 金～日 ９:00～17:00 バルセロナ　サッカーキャンプ（小学生）

スポーツコア（芝生広場）
9 土 ９:00～14:00 高円宮杯 JFA U-18 サッカーリーグ 2022 富山

16・17 土・日 ９:00～17:00 JFA U-12 サッカーリーグ 2022 富山
23・24 土・日 ９:00～17:00 高岡市サマーカップ少年サッカー大会

スポーツコア（多目的広場）
20 水 ８:30～11:30 ＶＩＴＡ　Ｇ.Ｇ大会
24 日 ９:00～17:00 富山県民体育大会（ゲートボール競技）
31 日 ９:00～15:00 富山県実年ソフトボール選手権大会

竹平記念体育館
3 日 ８:00～17:00 高岡市民体育大会（バスケットボール競技　小学）
10 日 ７:30～17:00 第20回ジャパンカップフレッシュテニス大会

16・17 土・日 ８:00～17:00 富山中学校総合選手権大会（バドミントン競技）
23・24 土・日 ８:00～17:00 富山県民体育大会（バドミントン競技）

31 日 ８:00～17:00 富山県社会人クラブかがやき杯オープンバドミントン大会

前田庭球場
10 日 9:00～14:00 高岡市民体育大会（ソフトテニス競技）
23 土 ９:00～17:00 ジュニアオープンソフトテニス大会

令和４年度　生涯学習・スポーツ課　令和４年７月主要行事予定（スポーツ関係）

行事日程
施設名

時間

資料№2－１



日 曜日

令和４年度　生涯学習・スポーツ課　令和４年７月主要行事予定（スポーツ関係）

行事日程
施設名

時間

資料№2－１

高岡西部総合公園（野球場）
2・3 土･日 ９:00～18:00 　ジュニアティーボール富山県大会

9・10・16・
17・21・24
～26・30・

31

　全国高等学校野球選手権富山大会　※予備日含む

高岡西部総合公園（多目的広場）
　野球場使用者と同様

高岡西部総合公園（室内多目的スペース）
　野球場使用者と同様

高岡武道館
3 日 ９:00～14:00 富山県柔道体重別選手権大会

高岡市営福岡グラウンド
10 日 ６:00～12:00 寿野球砺波地区リーグ戦

18・24 月・日 ９:00～18:00 南西リーグスポ少野球大会

高岡市ふくおか総合文化センター（アリーナ）
16・17 土・日 ８:00～17:00 富山県中学校総合選手権（卓球競技）

23 土 ８:00～17:00 富山県民体育大会（卓球競技　中学）
24 日 ８:00～17:00 富山県民体育大会（剣道競技）



日 曜日

生涯学習センター

ふくおか総合文化センター（Ｕホール）

30 土 ８:00～17:00
カントヤマ特別企画ファミリーサマーコンサート
ウィズ　ノントランクイロ

９・16・
23・30

土 14:00～15:30

大学連携講座　高岡法科大学公開講座
「国際情勢と法」　全４回
第１回(７月９日) 国際情勢と国際法 　講師 吉田　靖之
第２回(７月16日) 国際情勢と国際法　 講師 吉田　靖之
第３回(７月23日) 国際情勢と金融制裁 講師 八坂　徳明
第４回(７月30日) 国際情勢と憲法９条 講師 荒邦　啓介
開催場所：生涯学習センター５階　研修室501
定員　25名

令和４年度　生涯学習・スポーツ課　令和４年７月主要行事予定（文化関係）
施設名

時間 行事名

小中学生対象講座　能楽講座
講師：山﨑　健（仕舞・歌謡）
　　　上田　博（太鼓）
　　　瀬賀　尚義（笛）
開催場所：文化芸能館３階『能舞台』
定員　各15名

９・23・30 土 10:00～11:00

２・23 土 14:00～15:30

音楽講座　～歌って踊ってリフレッシュ～
第２回(７月２日)
第３回(７月23日)
講師：大村　禎子
　　　小橋　美沙
開催場所：生涯学習センター４階　スタジオ405
定員　10名
※全３回、第１回は６月18日（土）実施

７ 木 14:00～15:30

自主講座
古里の自然と文化
第２回「瑞龍寺天井画の植物」
講師：泉　治夫
開催場所：生涯学習センター５階　研修室503
定員　50名
※全２回、１回目は６月２日（木）実施

資料№2－２



報告第３号 

 

臨時代理の報告について 

 

 高岡市教育委員会教育長に対する事務委任等に関する規則（平成 17年高岡市

教育委員会規則第８号）第４条の規定に基づき、令和４年６月３日付けで下記

事項について臨時代理したので第６条第２項の規定により報告する。 

 

  令和４年６月 29日提出 

高岡市教育委員会教育長 近藤 智久 

 

記 

 

高岡市議会６月定例会に提出する議案に対する意見について 

・ 令和４年度高岡市一般会計補正予算（第２号） 

・ 工事請負契約の変更について 

（五位中学校区統合小学校校舎新築工事） 

・ 工事請負契約の変更について 

（五位中学校区統合小学校校舎新築電気設備工事） 

・ 工事請負契約の変更について 

（五位中学校区統合小学校新築機械設備工事） 

・ 工事請負契約の変更について 

（五位中学校区統合小学校体育館等新築工事） 

 

 

日程第３ 





















議案第 17号 

 

   高岡市社会教育委員の委嘱について 

 

高岡市社会教育委員を次のとおり委嘱する。 

 

  令和４年６月 29日提出 

 

                高岡市教育委員会教育長 近藤 智久 

   

氏 名 性別 所属団体等名称 

田中 洋史 男 高岡市ＰＴＡ連絡協議会会長 

（任期 令和４年６月29日から令和６年３月31日まで） 

日程第４-１ 



議案第 18号 

 

   高岡市図書館協議会委員の委嘱について 

 

 高岡市図書館協議会委員を次のとおり委嘱する。 

 

  令和４年６月 29日提出 

 

                               高岡市教育委員会教育長 近藤 智久 

 

氏 名 性別 所属団体等名称 

飛鳥 一枝 女 高岡おはなしの会会長 

今井 亜矢子 女 荒井学園高岡向陵高校校長 

河田 悦子 女 高岡市教育委員会元教育委員長 

川原 令子 女 戸出西部小学校元校長 

清水 康雄 男 富山県書店組合専務理事 

谷口 かよ子 女 人形劇団どんぐりコロコロ代表 

茂崎 裕介 男 高岡商工会議所青年部会長 

八坂 徳明 男 高岡法科大学法学部教授 

山下 加名 女 高岡市ＰＴＡ連絡協議会副会長 

山森 義人 男 高岡市学校図書館教育研究会会長 

（任期 令和４年８月１日から令和６年７月31日まで） 

 

日程第４-２ 



議案第 19号 

 

   高岡市スポーツ推進審議会委員の委嘱について 

 

高岡市スポーツ推進審議会委員を次のとおり委嘱する。 

 

  令和４年６月 29日提出 

 

                高岡市教育委員会教育長 近藤 智久 

 

氏 名 性別 所属団体等名称 

麻生 幸雄 男 高岡市体育振興会会長 

荒木 純 男 トナミ運輸バドミントン部監督 

加茂 雅章 男 高岡市中学校体育連盟会長 

神野 賢治 男 富山大学教育学部准教授 

越生 百合子 女 高岡市スポーツ推進委員協議会副会長 

島 尚之 男 高岡市スポーツ少年団本部長 

関 清嗣 男 高岡市体育協会副会長 

高野 真喜 女 高岡市ビーチボール連盟副会長 

橘 一代 女 高岡市陸上競技協会理事 

長濱 敏 男 高岡市体育振興会理事長 

沼田 和敏 男 高岡市小学校長会体育行事委員会委員長 

山崎 美恵子 女 ＮＰＯ法人遊・Ｕクラブ副会長 

（任期 令和４年７月１日から令和６年６月30日まで） 

日程第４-３ 



1 

 

定例教育委員会資料 

令和４年６月 29 日 

 

令和４年６月定例会での質問及び答弁の概要（教育委員会関係） 

○一般質問（一括方式） 日時 令和４年６月 13日（月）、14日（火）、15日（水） 

 

教育総務課 

 質問 答弁 質問方式 

１ 35 人学級への対応につ

いて 

(1)６月現在の市内小

学校の 35人学級への教

室の過不足状況は。 

（教育長） 

３月定例会でご報告した時点では、木津小学校や野村小学校にお

いて、35 人学級に対応するための教室数が不足すること、また、牧

野小学校や能町小学校においても、今後の社会動態の変化や特別支

援学級の開級等の状況によっては、教室数に不足が生じる可能性が

あることが見込まれていた。 

４月以降に改めて推計を行い、令和４年度の児童数及び学級数が

確定した状況で、令和６年度以降に木津小学校及び野村小学校にお

いて、必要教室数に対する確保教室数の余裕がなくなる状況となる

ことが分かった。 

また、牧野小学校では令和４年度から特別支援学級が３教室増え

たことにより教室の確保が必要となっている。能町小学校では現状

の推計では教室数の不足は見込まれないが、空き教室数に余裕がな

く、今後の状況変化によっては不足する可能性があると考えており、

状況を注視してまいりたい。 

一括 

２ (2)通学区域の見直し

や学校施設改修に関す

る方針を明文化できな

い理由は。（教育長） 

学校施設の整備については、子どもたちの学びの環境を確保する

ため、最低限の整備を行わなければならないが、地域ごとに環境や

状況が異なることから、一律の整備方針を定め、明文化することは

難しいと考える。 

普通教室を確保するための学校施設改修については、まずは転用

可能な教室を普通教室に改修して、教室を確保することとし、転用

可能な教室がない場合は、増築等も検討し、入学時の児童数の変動

に対応できるよう、少なくとも１教室分の余裕を持つことを基本と

したい。 

また、通学区域の見直しについては、地域ごとに環境や状況が異

なっている中で、地域住民の地縁を大きく変更することに繋がるも

のであることから、保護者や地域の意見を丁寧にお聞きしながら議

論を重ね、地域ごとに慎重に対応すべきであると考えている。 

一括 

３ (3)「今後 10 年を見据

えた高岡市における小

中学校の配置につい

て」を改定し、市内全

小・中学校の方針を定

めるべきと考えるが、

見解は。（教育長） 

現在、令和２年２月に策定した「今後 10年を見据えた高岡市にお

ける小中学校の配置について」に基づき、学校の再編統合を進めて

いるところであり、まずはこれを着実に進めて、再編後の学校の状

況を検証していくことも必要と考えている。 

一方で、今回の再編対象となっていない小中学校についても、児

童生徒数の推移や地域の状況などが変化してきていることから、今

回の再編統合に一定の目途がついた段階で、改めて地域の方々にご

意見を伺う機会を設けることについても検討してまいりたい。 

一括 

日程第５ 
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４ (4)35 人学級への対応

にかかる財政負担の

国・県への要望の現状

は。（教育長） 

国では、35 人学級導入に伴う教室不足を解消するための増築工事

や、教育内容や方法の多様化等に適合させるための内部改修工事に

対し、従来からの補助制度を活用し支援する方針を示している。 

これを受け、本市でも 35人学級への対応に必要な学校の増築や改

修工事に対しては、この国庫補助制度を活用することとしており、

現在、国の来年度予算編成に向けた調査に、本市で整備が必要と見

込まれる事業を報告しているところである。 

それと併せて、県に対しては、国に先駆け２年前倒しして 35人学

級を導入する方針を示されたことから、７月に予定している県への

高岡市の重点事業に関する要望などの機会を通して、35 人学級の対

応に係る施設整備への支援を要望してまいりたい。 

一括 

５ 空き校舎について 

(1)旧平米小学校の空

き校舎の活用につい

て、いつまでに検討を

終えるのか。（教育長） 

旧平米小学校の空き校舎も含め、学校の再編統合に係る学校施設

の取り扱いについては、市全体としてのまちづくりの視点も必要と

なることから、全庁的な協議を重ねることが必要であると考えてい

る。 

それに当たっては、議会はもとより、地元住民あるいは関係団体

などにも理解を得ながら、丁寧かつ慎重に進めるべき大きな課題で

あると考えており、一定程度の期間を要するものと考える。 

現時点において、いつまでに検討を終えるかということを示すこ

とについては、難しいと考えている。 

一括 

６ (2)空き校舎と跡地問

題の担当課は。決まっ

ていない場合はいつま

でに決めるのか。 

（教育長） 

空き校舎と跡地問題については、学校施設を管理している教育委

員会が関わっていくことは当然であるが、全庁的な課題として、常

に、市長部局とも連携し議論を進めている。 

状況によっては、ワーキンググループなどを設けることも念頭に

置きながら協議してまいりたい。 

一括 

７ (3)全庁的な協議を重

ねる上で、どの部署が

協議に携わると想定

し、誰が実務の責任者

となり、いつまでに協

議を終えるのか。 

（教育長） 

空き校舎の取扱いについては、財政運営の視点や財産処分、他の

行政需要、民間活用など、協議内容が多岐にわたることが想定され

るため、状況の推移に応じて、私が、未来政策部長や総務部長など

関係する部局長と共に協議を進めることになるものと考える。 

いつまでに協議を終えるのかというご質問については、取扱いに

関わる団体など相手方との調整もあることから、現時点でいつまで

にと申し上げることは難しいと考えている。 

一括 

８ (4)全庁的な協議の結

果について、議会への

報告は、いつごろを見

込んでいるのか。 

（教育長） 

検討するにあたっては、議会の皆様や住民の方々の理解を得なが

ら、丁寧かつ慎重でありながらも、一定のスピード感をもって進め

ていくことが大切であると考えている。 

議会の皆様方にも、検討状況を見極めながら、適切な時期に状況

などについて報告してまいりたい。 

一括 

９ (5)旧平米小学校の電

気料や水道料等は、現

在、どの予算費目から

支出しているのか。 

（教育長） 

 

 

閉校後も学校体育施設開放事業で電気や水道を利用するため、従

来からある小学校管理運営費の事業費の中で支出している。また、

不審者等が施設に出入りしないよう警備に係る費用やその他の施設

維持に係る費用等も合わせて、同様に支出している。 

一括 
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10 (6)空き校舎や跡地の

ための予算費目を新た

に設け、決算状況も個

別に明らかにし議会へ

報告すべきと考える

が、見解は。（教育長） 

旧平米小学校の維持管理に係る経費については、他の学校の運営

費も含めて、小学校管理運営費の事業費として、毎年の決算委員会

にてご報告していくこととなる。 

一括 

11 (7)空き校舎の利活用

の基本方針や、グラン

ドデザインを策定する

考えは。また、その策

定時期は。考えがない

のであれば、その理由

は。（教育長） 

今後、学校の再編統合が進むにつれて廃止となる学校が複数出て

くるが、施設規模、形状、構造、立地、老朽化の状況等、それぞれ

の学校の特性や実情が異なるため、統一的な方針を定めることは難

しいと考える。 

ただし、基本的な視点として、市の重要施策やまちづくりの方向

性との整合性、公共施設マネジメント、市の財政負担などの事項を

踏まえて、協議を進めなければならないものと考えている。 

一括 

12 (8)空き校舎を地域住

民に開放する考えは。

考えがないのであれ

ば、その理由は。（教育

長） 

学校体育施設開放事業で地域住民の皆さんが利用していた体育館

及びグラウンドについては、当面の間これまでどおり利用していた

だける状態になっている。  

ただ、校舎については、今後の取り扱いについて検討の最中であ

ることに加え、管理上の課題もあることから、現在のところ地域住

民の皆さんへ開放することは考えていない。 

一括 

13 高峰譲吉博士に関する

取り組みについて 

(1)高峰譲吉博士没後

100 年に向けての取り

組みは。（教育長） 

高岡市出身の偉人である高峰譲吉博士は、その半生をアメリカで

過ごし、1922 年７月 22 日にニューヨークで 67 歳の生涯を閉じてい

る。今年は、高峰博士の没後 100 年の節目の年にあたるため、本市

としては、記念事業を実施することとしている。 

記念事業は、高岡商工会議所やＮＰＯ法人高峰譲吉博士研究会な

どの関係団体と協力しながら取り組むこととしており、今後、具体

的な事業内容を決定していく予定である。また、今年度は、高岡市

立博物館においても特別展「没後 100 年高峰譲吉記念展」の開催が

予定されているため、互いに連携しながら高峰博士の功績を広く紹

介していきたいと考えている。 

一括 

14 (2)高峰譲吉博士ゆか

りの調度品を活用した

今後の取り組みは。 

（教育長） 

令和元年度に寄贈いただいたニューヨーク郊外にあった高峰譲吉

博士の別荘「松楓殿」の調度品等については、高岡商工ビル１階に

おいて再現展示している。また、旧石堤小学校で保管しているその

他の調度品についても、関係団体からの希望に応じて貸出しを行っ

ており、これまでも協力して展示会等を開催してきた。 

今年度は、高峰博士の没後 100 年を記念した事業を実施すること

としており、その事業の中でも調度品の活用を検討しているところ

である。今後も調度品の活用を通した高峰博士の偉大な功績の周知

と顕彰に努めてまいりたいと考えている。 

 

 

 

 

 

 

一括 
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15 市立学校の環境整備に

ついて 

(1)学校が再編統合さ

れる中、児童生徒数が

増加している学校の空

き教室数の状況は。 

（教育長） 

本市全体では児童生徒数は減少傾向にあるが、一方でこの 10年間

に増加傾向にある地域もあり、小学校では木津小学校、牧野小学校、

中学校では牧野中学校で児童生徒数が増加している。 

これらの学校における、令和４年度現在の転用可能な教室数につ

いては、木津小学校が１教室、牧野中学校が２教室、牧野小学校が

３教室となっている。 

また、今後児童生徒数が増加することが見込まれる学校の中には、

野村小学校のように普通教室の確保が必要な学校があるため、教育

環境に支障をきたさないよう、状況を注視してまいりたい。 

一括 

16 (2)市内小中学校の児

童生徒数の推移につい

て 

①児童生徒の想定数と

現状の違いによる、教

育将来構想への影響

は。（教育長） 

児童生徒数の変動により、普通教室の確保が必要となる場合があ

るため、毎年度将来推計を行いながら、引き続き計画的に対応する

こととしている。 

教室の整備には予算や時間が伴い、急な対応が難しいため、仮に

児童生徒数が推計を大きく上回った場合でも、教育環境に影響が出

ないように対応していくことが必要と考えている。 

一括 

17 ②児童生徒数は、転入

によりいつでも増加

し、教室が不足となる

可能性があることか

ら、早急に増改築の工

事に取り掛かるべきと

考えるが、見解は。 

（教育長） 

新規の住宅開発やその他の状況の変化により児童生徒数が増加し

た場合でも、基本的には、転用可能な特別教室を普通教室に改修し

て教室を確保することとしているが、そうした転用可能な教室がな

い場合は、増築等も検討することが必要と考えている。 

現在、国の来年度予算編成に向けた調査に、本市で整備が必要と

見込まれる事業を報告しているところであり、子どもたちが安心し

て学ぶことができる教育環境をしっかりと確保してまいりたい。 

一括 

18 教育環境整備について 

(1)文部科学省が定め

たＩＣＴ環境整備計画

の目標水準に対し、本

市の達成度は。 

（教育長） 

文部科学省が定めた「平成 30年度以降の学校におけるＩＣＴ環境

の整備方針」で掲げている目標水準のうち、学習用者コンピュータ、

指導者用コンピュータ、超高速インターネット及び無線ＬＡＮの整

備については、国のＧＩＧＡスクール構想の推進もあったため、令

和２年度中に目標を達成したところ。 

その他の目標水準のうち主なものとして、大型ディスプレイの各

普通教室１台、特別教室用として６台整備の目標についても、令和

２年度中に達成した。 

また、統合型校務支援システムの整備という目標については、今

年度中にシステムの構築・試験運用を行い、来年度から運用を開始

することとしている。ＩＣＴ支援員の配置については、４校に１人

配置が目標であるが、令和４年度現在では達成できていない状況で

ある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

一括 
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19 (2)ＩＣＴ支援員を配

置した目的とその成果

は。（教育長） 

ＩＣＴ支援員については、学校でＩＣＴを活用した学習活動を推

進するにあたり、授業でのＩＣＴ機器の操作指導や学習専用端末の

設定作業等を支援するため配置されるもので、本市では令和３年度

より４名を配置し、今年度は、支援体制を拡充させて７名を配置し

ている。 

ＩＣＴ支援員は、月５回程度各学校を訪問し、学習専用端末に生

じたトラブルへの対応やフィルタリング設定状況の確認など、主に

学習専用端末の設定作業の支援を行っており、児童生徒や教員がＩ

ＣＴ機器を活用するうえでの負担軽減につながっているものと考え

ている。 

一括 

20 学校再編について 

(1)学校再編の進捗状

況は。（教育長） 

学校の再編統合は、令和２年２月に策定した「今後 10年を見据え

た高岡市における小中学校の配置について」に基づいて６中学校区

において取り組むこととしている。 

直近の状況としては、本年４月に旧平米小学校と旧定塚小学校を

再編統合して高陵小学校が開校し、同月３日には開校式を実施した。 

また、五位中学校区と高岡西部中学校区では開設準備会を隔月の

ペースで開催し、令和６年４月の統合小学校の開校に向けて、校章、

校歌、通学手段等の協議を進めているところ。 

今後とも、方針（「今後 10 年を見据えた高岡市における小中学校

の配置について」）で示したスケジュールに基づき、着実に取り組み

を進めてまいりたい。 

一括 

21 (2)今後再編が計画さ

れている中田・伏木中

学校区について、具体

的な日程は。（教育長） 

伏木中学校区については、太田小学校、伏木小学校、古府小学校

の３小学校を再編統合し、伏木中学校との小中一貫教育を推進する

こととし、今後の児童生徒数の推移を考慮しつつ、現伏木中学校に

おいて、新小学校の校舎を併設し、遅くとも令和 10年４月の開設を

目途に準備を進めてまいりたい。 

また中田中学校区については、中田小学校と中田中学校とで小中

一貫教育を推進することとし、現中田小学校において、中田中学校

を移転併設し、令和９年度を目途に学校の整備に向けた準備に着手

してまいりたい。 

そのため、中田・伏木の両中学校区については、しかるべき時期

が来た段階で、地域住民や関係団体の皆様への説明など、理解を得

ながら丁寧に進めてまいりたい。 

一括 

22 (3)統合小学校を中学

校の敷地内に建設する

場合、学校行事の際な

どの駐車スペース確保

が心配であるとの声を

聞くが、対策は。 

（教育長） 

今回の学校の再編統合では、高陵中学校区、伏木中学校区におい

て、統合小学校の校舎を現中学校の敷地内に併設することになる。 

その場合には、教職員に加えて来校する保護者や関係者が増える

ことが想定され、駐車スペースの確保は必要と認識している。 

このため、今後、設計等を進めていく際には、統合小学校の規模

に応じた適切な駐車スペースを考慮し、開設準備会等の場で説明を

行うなど丁寧に進めてまいりたい。 

 

 

 

一括 
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23 インクルーシブな市へ

の取り組みについて 

インクルーシブ教育に

ついて 

小学校の特別支援学級

数及び児童数がこの 10

年間でそれぞれ増加し

ているが、この間の対

応状況と今後の対策に

ついての考えは。 

（教育長） 

これまで特別支援学級数の増加に伴い必要となる教室を確保する

ため、特別支援学級へ転用できる教室がない場合は、特別教室を内

部改修するなどして対応してきた。 

一方で、特別支援学級に就学する児童生徒数については、障害の

状態、教育上必要な支援の内容、保護者の意見等総合的な判断が必

要であるとともに、進級のタイミングで特別支援学級に入級する場

合もあり、必要となる特別支援学級数を予測しにくく、計画的な施

設整備を難しくしている。 

このため、余裕教室を確保しておくことで、急に特別支援学級が

必要となった場合でも、臨機に対応できる状況にしておくことが望

ましい。 

今後、特別支援学級が増加し、転用できる普通教室がない場合は、

まずは、転用可能な特別教室等の改修により対応し、そのような教

室がない学校については、増築等も検討することが必要と考える。 

一括 

 

 

学校教育課 

 質問 答弁 質問方式 

１ 新型コロナウイルス感

染症対策としてのマス

クの着用について 

児童生徒への対応は。 

（教育長） 

マスク着用は、引き続き学校における基本的な感染対策である。 

夏季を迎えるに当たり、今後熱中症のリスクが高まることから、

これまでも各学校には、屋外で身体的距離が確保できる場合や会話

をほとんど行わない場合、また体育の授業や部活動においては、マ

スク着用を引き続き希望する児童生徒にも十分に配慮しながら熱中

症防止を最優先として、マスクを外して活動するよう周知を図って

きたが、これを改めて徹底してまいりたい。 

今後も、感染対策を徹底しながらも、状況に応じた適切なマスク

の着用に十分留意し、児童生徒が安心・安全に活動できるよう努め

てまいる。 

一括 

２ 児童生徒の給食につい

て 

(1)食材や光熱費の値

上げによる、給食の

質・量の低下を防ぐべ

きでは。（教育長） 

学校給食にかかる経費については、保護者には、食材費を負担い

ただいており、その他光熱水費などの経費は、市が全額を負担して

いる。 

本市においては、昨今食材の値上げが続く中ではあるが、食材や

献立内容の見直し等により、児童生徒が必要な栄養や適切な量を摂

取できるよう努めているところである。 

一括 

３ (2)給食費の値上げを

行うべきではないと考

えるが、見解は。 

（教育長） 

本市の学校給食費については、ご理解をいただき、令和２年度よ

り、小学校は月額 5,000 円、中学校は月額 5,800 円に改定したとこ

ろであり、更なる値上げについては、慎重であるべきだと考えてい

る。 

 

 

 

一括 
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４ (3)小麦の原料高を考

慮し、コメの消費拡大

につながる米粉パンの

給食での使用を増やし

ては。（教育長） 

米粉パンは、米の消費拡大につながり、また、児童生徒にも好評

であることから、年に数回程度提供している。 

しかしながら、食パンやコッペパンに比べ、約 1.4 倍の価格であ

ることから、現段階においては、米粉パンの提供回数を増やすこと

については難しいと考えている。 

一括 

５ ヤングケアラーについ

て 

(1)ヤングケアラーを

把握するために小中義

務教育学校では、どの

ような取り組みを行っ

ているのか。（教育長） 

ヤングケアラーとは、「家族に代わり、幼いきょうだいの世話をし

ている」など、一般に、本来大人が担うと想定されている家事や家

族の世話などを日常的に行っている子どもを指すとされている。 

各学校では、学校生活に関するアンケートや個別面談、生活ノー

ト等を通して、児童生徒の些細な変化も見逃さないよう努めている。

ヤングケアラーをはじめとして、児童生徒に少しでも気になる点が

ある場合には、ケース会議を開催するなど校内で情報を共有し、児

童生徒が抱える問題の把握に努めているところである。 

一括 

６ (2)ヤングケアラーの

児童生徒に対しての対

応はどのように行われ

ているのか。（教育長） 

ヤングケアラーの児童生徒については、疑いのある児童生徒も含

め、スクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカー等の専門

家に加え、状況によっては、児童相談所や庁内関係課とも連携し、

チームでの支援を行っている。 

教育委員会としては、学校や外部機関、市の関係部局とも十分に

連携し、ヤングケアラーの児童生徒に対して、迅速かつ適切に対応

できるよう努めてまいりたい。 

一括 

７ 学校給食について 

(1)物価の高騰による

学校給食への影響は。 

（教育長） 

本市の学校給食においては、米・パンなどの主食と牛乳について

は、富山県学校給食会で一括調達しているところであるが、パンと

牛乳の単価が、昨年度に比べて上昇している。 

また、副食に使用する食材については、高岡市学校給食会で一括

調達しているが、それらの単価についても、昨年度に比べ上昇して

いるものが少なくない状況である。 

一括 

８ (2)物価高騰へ対応す

るのにどのような工夫

をされているのか。 

（教育長） 

児童生徒に栄養の偏りや不足等が生じることなく、必要な栄養を

摂取できるよう給食を提供することは、大切であると考えている。 

そのため、物価高騰の影響を極力抑えるよう、栄養価などを十分

考慮しながら、例えば、同じ食品群の中からより安価な食材を選定

し、献立内容を一部変更するなどして対応している。 

一括 

９ (3)更なる物価高騰に

よる給食費の値上げを

抑えるために、新型コ

ロナウイルス感染症対

応地方創生臨時交付金

を活用すべきと考える

が、見解は。（教育長） 

教育委員会としては、引き続き、高岡市学校給食会とも物価の推

移等の情報を共有しつつ、献立内容の工夫などによる対応をしてい

きたいと考えている。 

今後、更なる物価高騰が続くような場合には、子どもたちへ提供

する給食の質や量、また、保護者への経済的負担などの観点から検

討し、適切に対応してまいりたい。 

 

 

 

 

 

 

一括 
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10 小中義務教育学校での

水泳授業について 

(1)今後の水泳授業の

考え方は。（教育長） 

水泳は、水の中という特殊な環境での活動を通して、浮く、呼吸

する、進むなどの課題を達成することで、水に親しみ、運動する楽

しさや喜びを味わうことができる運動である。 

また、水難事故防止等、児童生徒の安全や生命の尊重にもつなが

る大切な指導であると考えている。 

そうしたことから、各学校においては、水泳の授業を年間指導計

画にしっかりと位置付けて実施しており、今後とも水泳の授業の指

導の充実に努めてまいる。 

一括 

11 (2)教員の負担軽減へ

の取り組みは。 

（教育長） 

水泳指導を行う際には、安全面からも子どもたち一人一人に目が

行きわたるよう、原則、複数の教員で行うこととしている。また、

多くの小学校では、教員の負担軽減を図りつつ、子どもたちがより

専門性の高い指導を受けることができるよう、市体育協会や市水泳

協会に講師を依頼し、派遣してもらっている。 

一括 

12 (3)本市の学校プール

のあり方は。（教育長） 
水泳は、健康の保持増進、体力の向上として、また、生涯にわた

る豊かなスポーツライフの実現のための基礎として、有効な運動の

一つでもあることから、今後も授業を行うことが大切であると捉え

ている。 

本市では、各小学校にプールを設置して、水泳の授業に活用して

いる。学校設置のプールは、子どもたちの体調、天候等をふまえた

急な日課の変更にも対応できる、教室との移動が短時間で済むこと

から、学習時間を十分に確保することができるなどの利点がある。 

学校設置以外のプールの利用ということについては、移動にかか

る時間や手段の確保、日課、また年間指導計画の調整や見直しに加

え、学校間での調整等の課題が考えられるが、今後、これらの課題

について、他県や他市の取組なども参考にしながら研究してまいり

たい。 

一括 

13 デジタル技術の活用に

ついて 

教育現場での活用につ

いて 

(1)児童・生徒の能力に

応じた学習や指導を実

現し、かつ学力向上を

図るためＡＩ(人工知

能)を積極的に活用す

べきと考えるが、見解

は。（教育長） 

本市では、昨年度より、市内全ての教員を対象に、一人一台端末

を用いて、ＡＩ（人工知能）による英語等の読み上げや翻訳、計算

問題の解答及び解説を、体験を通して学ぶことができる実践的な研

修会を、対面とオンラインとを併用して実施している。 

また、学習指導に当たっては、教員が直接指導し、子どもたちが

互いにかかわり合い、学び合う従来からの指導も大切であると考え

ており、そうした指導とＡＩを活用する場面とを効果的に使い分け

ることにより、児童生徒一人ひとりの能力に応じた学習活動を推進

し、学力の向上を図っていきたいと考えている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

一括 
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14 (2)ＩＣＴ（情報通信技

術）を活用し、家庭学

習や放課後学習、特別

支援教育にも利用でき

る「たかおか教育クラ

ウド」を構築してはと

考えるが、見解は。 

（教育長） 

本市では、教育用クラウドを利用し、子どもたちが学習専用端末

を用いて、家庭からでも自由に閲覧できる 10分程度の授業動画を集

めた「高岡教育アーカイブ」を整え、家庭学習や放課後学習に活用

できるようにしている。 

また、デジタルノートアプリケーションである OneNoteを用いて、

授業中、端末上で意見を交換したり、教員からの添削を受けたりし

ている。今後は、さらに、日本語指導が必要な児童生徒や、特別な

支援を必要とする児童生徒の学習指導へのＩＣＴの活用について

も、研究を進めていきたいと考えている。 

今後とも、ＩＣＴ技術を有効に活用しながら子どもたち一人一人

にとって、よりよい学びが実現できるよう取り組んでまいりたい。 

一括 

15 (3)ＩＣＴを活用する

ことで学校間の連携を

図り、教育をめぐる課

題解決を図ってはと考

えるが、見解は。 

（教育長） 

各学校では、遠隔会議システムを用いることで、コロナ禍であっ

ても小・中学校間の児童生徒の交流活動を進めることができた。ま

た、市内すべての中学校では、慶応義塾大学ＳＦＣ研究所の講師と

各学校をオンラインで結び、「論理コミュニケーション」の授業を実

施しているところである。 

このほか、教員研修会や各種会議を、対面とオンラインを組み合

わせたハイブリッドで実施するなど、勤務校に居ながらにして、研

修会などに参加することが可能となっている。 

ＩＣＴの活用をさらに進めることで、例えば、オンラインで結ば

れた複数の学校の教員同士が協力して一つの授業を展開したり、一

人の教員がオンラインで結ばれた複数の学校の児童生徒に授業を行

ったりすることも可能ではないかと考えられる。 

今後とも、ＩＣＴの活用を様々に工夫しながら、子どもたちにと

って、よりよい学びの場を提供できるように取り組んでまいりたい。 

一括 

16 地域運動部活動につい

て 

(1)休日の部活動の段

階的な地域移行が行わ

れるが、「高岡モデル」

の具体的内容は。 

（教育長） 

文部科学省では、令和５年度以降、休日の部活動を段階的に地域

移行するとしており、本市では、昨年度より、中学生にとってより

よい休日の部活動の環境構築を目指し、実践研究に取り組んでいる

ところである。 

昨年度は、高岡西部中学校を拠点校、国吉義務教育学校を協力校

とし、野球、バレーボール、バドミントン、ソフトテニスなど、12

競技を対象として地域運動部活動を行った。実施にあたっては、関

係競技団体の協力を得るとともに、希望する教員には兼職兼業によ

り指導者として登録できる仕組みを整え、必要な指導者を確保し、

計画通りに練習会を実施することができた。また、高岡市地域部活

動移行推進委員会を設置し、移行に向けたや体制整備に係る様々な

課題について、検討・協議を重ねてきた。 

今年度は、さらにソフトボールと相撲の２競技を加えた 14競技を

対象とし、市内すべての中学校から参加者を募る市内一斉展開型の

地域運動部活動を実施することとしている。またこのほかにも、企

業チームと連携し、生徒のスポーツの専門知識や技能を高める「地

域スポーツクラブ特別講座」や、地域部活動指導者を対象としたス

キル向上研修を実施することとしている。 

一括 
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17 (2)教員が不在となる

が、熱中症対策をどの

ように行うのか。 

（教育長） 

地域運動部活動を実施するにあたっては、熱中症の対応も含め、

生徒のけがや事故などに備えて、参加生徒には、保険加入をしても

らった上で活動を行っている。万が一事故などが起きた場合には、

地域部活動の指導者が保護者などとも連絡をとり、対応することと

している。 

加えて、今年度は、地域部活動指導者を対象としたスキル向上研

修において、熱中症対策に関する国の通知やガイドライン、環境省

が定めた熱中症予防運動指針について周知を図っていくこととして

おり、学校管理下外であっても、熱中症などの事故に対応できる体

制づくりに取り組んでまいりたい。 

一括 

18 特色ある教育の推進に

ついて 

(1)高岡市の教育にお

ける特徴は。（教育長） 

本市では、これまでも、小学校と中学校９年間の義務教育を一体

的に捉え、各中学校区において、目指す子ども像や教育活動を盛り

込んだグランドデザインの策定や、すべての教科で、小学校と中学

校で連続した切れ目のない学習となるよう９年間の指導内容や目標

をまとめた計画表の作成など、計画的で継続的な指導を目指す小中

一貫教育の推進を図ってきた 。 

また、郷土の伝統工芸を生かしたものづくり・デザイン科の授業

や、高岡御車山祭の５月１日を休日として位置付けた「高岡の歴史

文化に親しむ日」の親子活動や作品募集、さらには社会科の副読本

である「わたしたちの高岡市」や「高岡」において、高峰譲吉をは

じめとするふるさとの偉人紹介など、ふるさとへの愛着や誇りを育

む取り組みなど、高岡ならではの教育の取り組みを積極的に進めて

きたところである。 

さらに、平成 30年度から慶應義塾大学ＳＦＣ研究所と連携し、市

内すべての中学校・義務教育学校で取り組んでいる「論理コミュニ

ケーション」の授業は、生徒の論理的思考力の向上につながってお

り、各方面から、優れた取り組みとして評価を得ているところであ

る。 

今後とも、ふるさと高岡に愛着と誇りをもち、知・徳・体のバラ

ンスのとれた成長を図るとともに、子どもたちの将来に向けた夢や

希望が叶うよう、高岡ならではの特色ある教育を推進してまいりた

い。 

一括 

19 (2)社会見学や体験授

業の機会を増やして

は。（教育長） 

地域めぐりや企業見学、勤労生産体験やボランティア活動などの

校外での社会見学や体験授業は、子どもたちが豊かな自然や文化に

親しむとともに、直接、体験を通して、見聞を広め、直に触れて学

ぶことができる大切な機会である。 

本市においては、校外学習や宿泊学習・修学旅行のほか、小学校

では、図書館や消防署等の施設見学や地域探検など、中学校では、「社

会に学ぶ 14歳の挑戦」などを、児童生徒の発達段階を考慮し、教育

的効果が高まるよう、常に活動場所や活動内容の見直しを図りなが

ら実施をしている。感染症拡大防止のため、中止せざるを得なくな

った場合にも、オンラインを活用するなどして、地域の方や企業経

営者の方の講演会を実施するなど工夫し、社会に学ぶ機会を設けて

一括 
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いる。 

今後とも、社会見学や体験授業などの取組みの充実に努め、子ど

もたちが心豊かに、健やかに成長するよう取り組んでまいりたい。 

20 (3)児童生徒が理数科

目に、より興味を持つ

ような教育に取り組ん

では。（教育長） 

理科教育は、児童生徒が問題解決に興味をもち、論理的に考察し

表現する力の育成、自然の事物・現象についての問題を科学的に解

決していく力の育成を図る上で重要である。 

各学校では、例えば算数・数学では、習熟度に応じて課題を設け

ての個別学習や、少人数指導やティームティーチングによるきめ細

かな指導を行っている。また理科では、小学校高学年に教科指導に

高い専門性をもつ専科教員や大学生による観察・実験アシスタント

を配置しているほか、観察・実験に学習専用端末を使って資料を収

集し、データを整理し、デジタルノート上で教員の添削を受けなが

らレポートにまとめるなど、自然の事象への興味・関心を高めなが

ら、科学的思考力を育むよう取り組んでいる。 

今後とも、児童生徒が「できた」「わかった」という喜びを味わい

ながら、理数科目への興味・関心が高まるよう指導の一層の工夫・

改善に努めてまいりたい。 

一括 

21 (4)美術や音楽などア

ートに触れ感受性を育

む教育をさらに進めて

は。（教育長） 

美術や音楽など幅広くアートに触れる機会をもつことは、児童生

徒の情操を養い、豊かな感性を育む上で大変重要である。 

本市では、全国でも類を見ない取り組みである「ものづくり・デ

ザイン科」の授業をはじめ、市内の児童生徒の作品をはじめ、中学

校の美術科教員等の作品を展示する「クリエイティブ・たかおか」、

令和元年度から市内小学校において実施している障害のある方のア

ート作品を児童生徒が体験的に鑑賞する「アール・ブリュット巡回

展」など、多くの子どもが美術や工芸に触れる機会を設けてきたと

ころである。また、本年３月から５月に開催された「山本二三展」

では、市内すべての小学生にチケットを寄贈していただき、多くの

子どもたちが家族と共に訪れ、作品を鑑賞した。 

さらに、音楽に学び親しむ機会を設けるため、市内すべての小学

校４年生がオーケストラを鑑賞する「10歳のファーストコンサート」

を実施している。また、各中学校においても、合唱コンクールを実

施するなどしている。 

今後とも、子どもたちの感性を高め、創造性や感受性を育むこと

ができるよう努めてまいりたい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一括 
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22 教育現場について 

(1)教員の多忙化につ

いての認識と、その解

消のための取り組み

は。（教育長） 

教員の多忙化については、児童生徒と向き合う時間や教材研究、

自己研鑽などのための時間が不足し、教員がその使命と職責を十分

に全うできなくなる可能性があることから、解消すべき喫緊の課題

であると考えている。 

各学校では、実状に合わせて「とやま学校働き方改革推進プラン

2022」をもとに、管理職をはじめとする教職員の意識改革をはじめ、

ＩＣＴの活用や業務計画の見直しによる効率的・効果的な業務の推

進、週２回のノー部活動デーやスポーツエキスパート、部活動指導

員の配置など、部活動指導の負担軽減等に取り組んでいる。 

また、昨年度から国の計画に先駆けて、「高岡市地域部活動移行推

進検討会議」を設置し、中学校の土日の部活動の地域移行に向けた

実践研究を進めている。このほか、本市においては、校務の一層の

効率化を図るため、来年度から市内すべての学校に、校務支援シス

テムを導入できるよう準備を進めるなど、教員の多忙化の解消に向

け取り組んでいる。 

一括 

23 (2)時間外勤務が月 45

時間を超えている教員

数の推移は。（教育長） 

時間外勤務が月 45時間を超えている教員の数は、コロナ感染症拡

大に伴う全国一斉の臨時休業等の影響を受けた令和２年度を除き、

令和元年度と令和３年度の同じ月を比較したところ、市内全体とし

ては、減少傾向にある。 

一括 

24 (3)どのような理由で

時間外勤務が月 45時間

を超えているのか。 

（教育長） 

時間外勤務の主な要因は、小学校では、分掌業務、授業準備、研

修に係る業務等である。中学校では、部活動指導、分掌業務、授業

準備等である。 

一括 

25 (4)「スタディメイト」

「ＩＣＴ支援員」「部活

動指導員」などの近年

の配置状況と今後の増

員予定は。（教育長） 

特別な支援が必要な児童生徒に寄り添い指導を行う「スタディメ

イト」については、今年度１名増員し、小・中学校合わせて 43名を

配置している。デジタル教材の活用方法などについて支援を行うた

め昨年度から配置している「ＩＣＴ支援員」については、３名の増

員を図り７名とした。また、「部活動指導員」についても今年度１名

を増員し、希望する中学校それぞれに合わせて６名を配置している。 

今後とも、各校の実態を考慮しつつ、適切な配置や人材確保に努

めてまいる。 

一括 

26 (5)司書は、兼務ではな

く全て専任にすべきで

は。（教育長） 

学校司書については、現在、市内のすべての学校に配置している。

令和４年度の専任配置は 22校であり、令和３年度より１校増となっ

ている。 

今後とも、実態を考慮しながら、適切な配置や人材の確保に努め

てまいりたい。 

一括 

27 (6)熱中症防止等の観

点から、児童生徒は状

況に応じてマスクを外

すべきと考えるが、ど

のように指導をしてい

るのか。（教育長） 

これから、夏季を迎えるに当たり、運動時や高温・多湿といった

環境下でのマスクの着用については、熱中症のリスクが高くなる恐

れがある。各学校では、国のガイドライン等を参考に、屋外で身体

的距離が確保できる場合や会話をほとんど行わない場合、体育の授

業においては、マスクを外すこととしている。 

今後とも、児童生徒が状況に応じて適切にマスクを使用すること

ができるよう、指導してまいりたい。 

 

一括 
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28 (7)不登校の児童生徒

数の過去５年間の推移

は。また、学校に行き

づらいと感じている児

童生徒に対してどのよ

うに支援をしているの

か。（教育長） 

本市における不登校児童生徒の数は、国や県と同様に、過去５年

間、小、中学校共に増加の傾向にある。 

不登校や学校に行きづらいと感じている児童生徒に対しては、担

任に加え、教育相談担当の教員、スクールカウンセラーやスクール

ソーシャルワーカー等の専門家が関わり、チームとして本人や家族

の支援に当たっている。さらに、民間のフリースクールとの連携を

図ったり、オンライン授業を実施したりしている。 

加えて本市では、適応指導教室を設置し、本人の希望に応じて、

個別の学習指導や教育相談、体験活動等の機会を設け、社会的自立

に向け支援を行っている。 

一括 

29 (8)児童生徒に戦争や

平和について考えても

らうため、今後どのよ

うに平和教育に取り組

むのか。（教育長） 

各学校においては、従来から児童生徒の発達段階に応じ、人類に

とって、平和がいかに大切であるかを指導している。      

例えば、小学校６年生の社会科の学習においては、正しい国際理

解と世界平和のために努力することの大切さを学んでいる。また、

中学校の歴史分野では、第二次世界大戦の悲惨さから、過去の戦争

という不幸な事実を直視し、公民分野では、憲法の三大原則である

平和主義や今日の国際社会における我が国の役割について学習して

いる。 

さらに、国語科や道徳科をはじめとして、社会科以外の教科等に

おいても、戦争の悲惨さや世界の平和に関する教材文等を取り上げ

て学習を進めている。 

また、新型コロナウイルスの感染が全国的に拡大する以前には、

市内すべての中学校が、修学旅行で広島を訪れ、原爆資料館の見学

や被爆体験者の講話、平和公園でのセレモニーなど、創意工夫を凝

らした活動を通じて、戦争の悲惨さと平和の尊さを学んでいる。 

今後とも、平和に関する教育の推進に努めてまいりたい。 

一括 

30 市立学校の環境整備に

ついて 

市内小中学校の児童生

徒数の推移について 

①平成 30年の高岡市教

育将来構想検討会議で

示された将来の児童生

徒数の想定と、現状の

児童生徒数に大きく差

がある学校があるが、

その理由は。（教育長） 

平成 30年の高岡市教育将来構想検討会議において提示した児童生

徒の想定数は、同地域に居住する未就学児童などの実数をもとに、

平成 36年（令和６年）までを推計してお示ししたものである。 

推計値については、その都度見直しを行っており､当時の推計値と

最新の推計値を比較すると、令和６年度の時点で、中学校において

はほとんど差異がないものの、小学校では全体で約 100 人少なくな

っているが、一部には、当初の推定値よりも多くなっている学校も

見られる。 

一括 

31 ②近年、障がいの種別

ごとに置かれる特別支

援教室の増加が顕著で

あるが、対象となる児

童生徒数の推移と今後

の課題は。（教育長） 

本市における特別支援学級の在籍児童生徒数及び学級数は、共に、

年々増加傾向にある。とりわけ近年は、自閉症・情緒障害特別支援

学級の開設が多くなっている。また、開設数は少ないものの、肢体

不自由や病弱・身体虚弱、難聴等の障害種別の特別支援学級が開設

されるなど、多岐にわたるようになってきている。 

そうした中、一人一人の教育的ニーズに応じた指導を行うために

は、特別支援教育に必要な資質を備え、高い指導力を有する教員の

育成・確保が急務であるとともに、特別支援学級の新設に対応し、

一括 
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適時必要な教室を確保することも必要であると考えている。 

32 ③将来の児童生徒数の

想定にあたり、校区へ

の転入・転出者も考慮

すべきと考えるが、見

解は。（教育長） 

将来の児童生徒数を想定する場合においては、これまでも各校区

内の未就学児童の人数のみならず、転入出等、社会増減の傾向など

も加味して推計を行っている。 

ただ、社会増減の見込みについては不確定要素も多く、推計の難

しいところであるため、引き続き各地域の特性や状況の把握に努め、

随時推計値の見直しを図ってまいりたい。 

一括 

33 教育環境整備について 

(1)一人一台の情報端

末を活用して、子ども

たちの個々の特性や学

習定着度等に応じ、き

め細やかな指導をする

ことが求められてきた

が、本市の取組み状況

は。（教育長） 

各学校では、学習専用端末を活用し、教員が授業中に一人ひとり

の考えを把握しながら指導したり、子どもの学びを蓄積し、指導に

生かしたりするなど、子どもの学習状況を捉えながら、きめ細やか

な指導ができるよう実践を行っているところである。 

例えば、デジタルノートを活用して、子どもの考えに教員が即時

に添削をする、一人ひとりの考えを子ども同士が端末上で共有でき

るようにして話し合わせる、参考となる資料等を子どもがいつでも

見ることができるように、端末上で共有する、観察実験等の記録を、

個々に写真や動画で蓄積させ、評価に生かす、といった学習専用端

末を活用した授業づくりに取り組んでいる。 

今後とも、効果的な学習専用端末の活用についての研究をさらに

進め、子どもたち一人ひとりの特性や学習定着度に応じた指導の充

実に努めてまいる。 

一括 

34 (2)学校図書館にデジ

タルの良さを活かした

電子書籍が有効と考え

るが、今後の展望は。

（教育長） 

各学校では、読書や調べ活動、学校司書による読書指導、学級文

庫や学年共有の図書コーナーの設置などを通して、学校図書館を活

用し、読書習慣の定着と読書環境の整備に取り組んでいる。 

電子書籍については、「書籍の破損や損失がない」「保管場所が不

要である」などのデジタルならではのメリットが考えられる一方、

紙の本にも「特定のページをさっと開きやすい」「充電や端末が不要」

「手元に残り、また内容が記憶に残りやすい」などのよさがあると

されている。 

当面は紙の本の利用を続けながら、電子書籍についても、様々な

事例を参考にしながら、研究してまいりたい。 

一括 

35 (3)小中義務教育学校

において、ハザードマ

ップなどについて学ぶ

防災教育を推進するこ

とが重要と考えるが、

見解は。（教育長） 

高岡市立学校の立地状況は、沿岸地域、河川沿い、山間部等、そ

れぞれに特色があり、実態に応じた防災教育を実施する必要がある。 

沿岸地域にある太田小学校では、津波ハザードマップを基に、日

頃の備えや避難行動について学習するとともに、災害時の避難の仕

方や避難場所の確認を、校内だけにとどまらず、地域の方々や保育

園児に呼びかけるなどしている。また、中田中学校では、周囲に田

畑が広がる地区や山あいの地区など、住んでいる地域においてハザ

ードマップで想定される災害を踏まえ、避難場所や避難方法をお年

寄りに分かりやすく伝えるためのプレゼンテーションの作成に取り

組んだ。このほか、校区に庄川や小矢部川、千保川等が流れている

学校では、地域のハザードマップに示された洪水の影響を想定し、

屋上や上層階に避難する訓練を実施している。 

５月下旬には、市内全戸に新しいハザードマップが配布されたと

一括 
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ころであるが、今後ともハザードマップを有効に活用するなどして

児童生徒の防災意識を高め、適切な避難行動を主体的に判断できる

力を養うことができるよう努めてまいりたい。 

36 (4)平成 30 年度より小

学校において道徳が教

科化されて以降の子ど

もたちの変化やその学

習効果は。（教育長） 

小学校においては、平成 30年度に道徳が「特別の教科 道徳」と

して教科化され、「考え、議論する道徳」として質的な転換が図られ

ることとなった。各学校では、検定教科書を使用し、子どもたちが

本音で語り合い、よりよい生き方在り方について考えを深められる

ように工夫した授業づくりを行っている。 

学校からは「子どもたちは、教材の登場人物に自分を重ね、経験

をふまえながら自分の考えをもち、話合いの中でその考えを友達と

交流させるようになってきた。」また、「友達の多様な感じ方や考え

方を知り、自分を見つめ、新しく気付いたり自分の考えを深めたり

する姿が見られるようになってきている。」と聞いている。 

道徳教育は、学校の教育活動全体を通して行われるものであるが、

「特別の教科 道徳」はそうした道徳教育の要である。今後とも「特

別の教科 道徳」の時間の指導の充実を図り、本市の子どもたちの、

人としてよりよく生きようとする道徳性を養ってまいりたい。 

一括 

37 (5)小中学校で起きた

熱中症の事故事例など

をもとに、熱中症対策

を強化すべきと考える

が、見解は。（教育長） 

本市においては、これまでも国の通知や政府の熱中症予防サイト

の事例等を踏まえて、気温・湿度や暑さ指数が高い日などには、健

康観察の徹底やエアコンの活用、20分ごとの水分補給を行っている。

また、保健室や職員室に冷却用保冷剤やスポーツドリンクを常備す

るなど、不調を訴える児童生徒への対応に備えている。 

いよいよ夏季を迎えるにあたり、６月９日付けで各校に熱中症事

故等の防止について改めて通知し、学校における熱中症対策の事例

を具体的に示し、学校の実情に応じた適切な対応の徹底を図ったと

ころである。 

あわせて、感染症対策のためのマスクの着用についても、屋外で

身体的距離が確保できる場合や会話をほとんど行わない場合、また

体育の授業や部活動においては、マスク着用を引き続き希望する児

童生徒にも十分に配慮しながら熱中症防止を最優先として、マスク

を外して活動するよう周知した。 

今後も熱中症対策について状況に応じた適切な対応を行い、児童

生徒が安全・安心に活動できるよう努めてまいる。 

一括 

38 食とエネルギーの安全

保障について 

食料安全保障の強化に

ついて 

食育の推進に加え、コ

スト削減を図るため、

米飯学校給食のさらな

る拡大に向けた考え

は。（教育長） 

学校給食は教育の一環として位置づけてられており、給食を生き

た教材として活用している。特に、米飯給食においては、日本型食

生活の普及や食文化の継承を図るだけでなく、地産地消を推進し、

意義を学ぶ上でも必要な機会となっている。こうした観点からも、

米飯給食とパン給食のバランスを考え、本市の米飯給食は、現在、

一週間当たりの平均実施回数を 3.5回としている。 

主食は、富山県学校給食会で一括調達し、年度当初に契約した一

定の価格で提供されており、その単価は、パンよりも米飯の方が若

干高い。現段階において、米飯の提供は、一週間当たりの平均実施

回数 3.5回のままとしてまいりたい。 

一括 
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39 インクルーシブな市へ

の取り組みについて 

インクルーシブ教育に

ついて 

インクルーシブ教育に

対する見解は。 

（教育長） 

インクルーシブ教育は、障害のある子どもの能力や可能性を最大

限に引き出し、自立して社会に参加できるという考えの下、障害の

ある子どもと障害のない子どもが、可能な限り共に学ぶという教育

システムである。 

障害のある子どもたちの教育指導においては、例えば、視覚情報

の処理が苦手な児童生徒のために、黒板周りの掲示物の情報量を減

らしたり、理解の程度に応じて視覚的に分かりやすい教材や具体物

を使って指導したりするなど、個々の児童生徒の障害に応じた特別

な指導や支援が必要である。 

今後も、一人一人の児童生徒を大切にする特別支援教育の機能と、

障害のある児童生徒と障害のない児童生徒が、可能な限り共に学ぶ

ことができるインクルーシブ教育の機能とをバランスよく組み合わ

せながら、障害のある子どもたちの教育の充実に努めてまいる。 

一括 

 

生涯学習・スポーツ課 

 質問 答弁 質問形式 

１ 市民の満足度を向上さ

せるまちづくりについ

て 

アーバンスポーツを楽

しむための要望が多く

あることについて、受

け止めは。（教育長） 

近年、スケートボードをはじめ、３×３（スリーバイスリー）バ

スケットボールなどのアーバンスポーツは、若年層を中心に注目が

高まっている競技であると認識している。 

富山県においては、県内でのスケートボード人気の高まりを受け、

本年 10月に岩瀬スポーツ公園内にスケートボード専用コーナーを試

験的に設け、利用者へのアンケート調査を実施されると聞いている。 

本市としましても、その県の取組みを参考にさせていただくなど、

さらにアーバンスポーツに対する情報収集に努め、今後の対応につ

いて研究してまいりたい。 

一括 

２ 二上山のスポーツ・レ

ジャーへの利活用につ

いて 

(1)トレイルランニン

グコースとして利活用

されている現状がある

が、どのように認識し

ているのか。（教育長） 

二上山においては、近年、林道や登山道等の未舗装路を走る「ト

レイルランニング」の愛好者が増えてきていると認識しているとこ

ろであり、先月にも小規模なトレイルランニングイベントが開催さ

れたと聞いている。 

一括 

３ (2)９月に予定されて

いる「二上山トレイル

ランニング大会」につ

いて 

①本市としての支援策

は。（教育長） 

９月に初めての開催となる「二上山トレイルランニング大会」に

ついては、県内外から 300 人程度の参加者が集まる予定であると聞

いている。 

本市としてはこの大会を通じて、大会参加者やその関係者に、二

上山の豊かな自然を感じていただく好機になるものと考えており、

大会への後援をはじめ、市の所管施設等がコースの一部となってい

ることから、参加者が利用するトイレの提供や大会関連の資材置き

場として利用していただくなど、円滑な大会運営ができるよう主催

団体と調整を行っているところである。 

 

一括 



17 

 

４ ②参加者が満足して大

会を終えることができ

れば、二上山、ひいて

は本市の魅力発信に繋

がることから、大会当

日の運営について支援

すべきと考えるが、見

解は。（教育長） 

議員のご質問にあるとおり、大会当日の運営を円滑に行うことは、

大会参加者に満足してもらうための重要な要素の一つであるものと

認識しているところである。 

本市としては、大会開催当日の運営の支援について、今後どのよ

うな形の支援ができるかについて、主催団体と相談してまいりたい。 

一括 

５ 子育て世代が住みたく

なるまちを目指して

は。（教育長） 

市立公民館は、地域コミュニティの核として子どもから高齢者ま

で幅広く気軽に集える施設であり、公民館によっては、サークル活

動（民踊、書道、キッズダンス）や土曜学習、放課後子ども教室な

どで多くの子どもたちが利用している。 

また、コロナ禍で学校が臨時休校となっていた時期には、小中学

生を対象として、タブレット端末を用いた遠隔学習を一部の公民館

を開放して試験実施したところである。 

これからも、地域の拠点である身近な公民館に子どもたちが気軽

に訪れることができるよう、利用しやすい雰囲気づくりに努めてま

いりたい。 

一括 

６ 「非核」平和行政につ

いて 

(1)「日本非核宣言自治

体協議会」に加盟し、

「非核」平和行政の推

進を図っては。 

（教育長） 

本市ではこれまで、平和宣言都市として、原水爆禁止高岡協議会

の活動に対する支援や、市民団体の平和活動への対応などの取り組

みを通じ、また、平成 26年８月には、広島・長崎両市が国境を超え

て連帯し共に核兵器廃絶への道を切り開こうと呼びかけ、設立され

た「平和首長会議」に加盟するなど、積極的に平和行政を推進して

きている。 

ご提案の「日本非核宣言自治体協議会」の加盟については、設立

趣旨や活動内容などを勘案しながら判断してまいりたい。 

一括 

７ (2)政府に対し、「核兵

器禁止条約」への署

名・批准を求めては。 

（市長） 

核兵器禁止条約は昨年１月 22 日に発効し、現在の批准国は 61 か

国に到達している。このような中で、本市も参加している「平和首

長会議」では昨年 11月に核兵器廃絶に向けた取組の推進についての

要請文を日本政府に提出し、核兵器禁止条約の締結国となるよう要

請している。 

引き続き、平和な社会の実現に寄与していきたい。 

一括 

８ 第２期高岡市スポーツ

推進プランにおけるス

ポーツ施設の活用につ

いて 

(1)本市の社会体育施

設の今後の活用につい

ての見解は。（教育長） 

第２期高岡市スポーツ推進プランを策定するにあたっては、ポス

トコロナ・ウイズコロナ時代に対応した視点も含めながら、性別や

年代を問わず幅広く多くの市民が気軽にスポーツ活動に親しみ取組

む機会の創出や環境の充実などについて、学識経験者や関係団体等

のご意見を伺いながら、進めていくこととしている。 

今回新たに策定するプランに基づき、本市の社会体育施設が、幅

広く多くの市民にとって、気軽に利用でき、スポーツに親しむこと

のできる施設となるよう取組みを進めてまいりたい。 

 

 

 

 

一括 
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９ (2)スポーツ施設利用

料金の見直しについて

の見解は。（教育長） 

スポーツ施設については、施設の安全性の確保や利用しやすい環

境の整備を行いながら、将来にわたり提供していくことも市の重要

な役割であると考えている。 

令和元年 10 月には、「公共施設使用料の見直しに関するガイドラ

イン」に基づき、将来にわたって施設の管理・運営が行えるよう、

また、利用する人と利用しない人の負担の公平性を確保するため、

使用料の見直しを行ったところである。 

また、ガイドラインでは、定期的に使用料金を見直すものとされ

ており、今後のスポーツ施設の利用状況や社会情勢を踏まえながら、

適切な時期に見直しの判断をしてまいりたい。 

一括 

10 デジタル技術の活用に

ついて 

視覚障害者の読書環境

について 

(1)図書館における視

覚障害者等の読書環境

の整備状況は。 

（教育長） 

視覚障害のある方への読書環境の整備としては、録音図書、大活

字本、点字図書を収集し貸出に供している。 

また、録音図書を自宅へ郵送するサービスもあわせて行っている。 

一括 

11 (2)図書館で視覚障害

者や点字の読めない方

への支援策として、Ａ

Ｉを搭載した視覚支援

デバイスを導入しては

と考えるが、見解は。

（教育長） 

現在、中央図書館を中心に音声読み上げ機や拡大読書器などの視

覚支援デバイスを整備している。今後、タブレット端末等で直接再

生できるマルチメディア対応の録音図書の導入や、人工知能（ＡＩ）

を活用した視覚支援についても研究を進め、一人ひとりの障害や特

性に合った資料の提供ができるよう努めてまいりたい。 

一括 

 

文化財保護活用課 

 質問 答弁 質問方式 

１ 本市の歴史文化振興と

観光振興の連携につい

て 

本市における歴史文化

資産の保存と活用に向

けた取り組みは。 

（教育長） 

本市には、越中国府が置かれ、加賀前田家の統治や近代以降富山

県の近代産業の先進地として発展してきた、高岡の歴史を物語る史

跡や建造物や町並み、祭礼・年中行事などの歴史文化資産が多く残

されている。 

文化財の保存・活用については、瑞龍寺、勝興寺の修理などを行

うとともに、国立歴史民俗博物館らとの産学官連携による調査研究

のほか、歴史まちづくり計画に基づく景観整備や日本遺産ストーリ

ーのプロモーションなどの取り組みを進めてきた。一方、地域にお

いては歴史文化資産を核とした保存会やまちづくり協議会が組織さ

れているほか、清掃や観光ガイド等のボランティア活動が行われて

いる。 

現在、策定作業を進めている文化財保存活用地域計画では、所有

者、行政、各種団体や市民一人ひとりが文化財の保存・活用に一体

となって取り組む体制づくりを目指しているところ。 

引き続き歴史文化資産の保存・活用に向けた市民の主体的な取り

組みを支援していくとともに、今後、市民の皆様に高岡の歴史文化

一括 
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資産に対する理解を深めていく各種講座を行うなどして、市民が誇

りと愛着を持って歴史文化資産を地域の魅力として育て、活用する

まちづくりを今後も着実に進めてまいる。 

２ 日本遺産重点支援地域

の選定後の状況につい

て 

(1)昨年、104 ある日本

遺産のうち「加賀前田

家ゆかりの町民文化が

花咲くまち高岡―人、

技、心―」が重点支援

４地域の１つに選定さ

れたことにより、構成

文化財等への来場者数

に変化はみられたの

か。（教育長） 

昨年７月、日本遺産ストーリー「加賀前田家ゆかりの町民文化が

花咲くまち高岡―人、技、心―」が「認定継続」とされ、加えて本

市は「重点支援地域」として選定されたところ。 

日本遺産ストーリーを構成する文化財施設等への令和３年の来場

者数については、平成の大修理が完工した重要文化財勝興寺でコロ

ナ禍以前に比べ倍増しているものの、他の文化財施設等では、コロ

ナ禍の影響が顕著だった令和２年から横ばいの状況である。 

そうしたなか本市では、アフターコロナを見据え、高岡城跡リー

フレットや吉久まち歩きマップ等を順次整備し、本市が持つ歴史文

化資産の魅力を高めるコンテンツの充実を図ってきたところ。加え

て今年度は、日本遺産ストーリー紹介アニメーションの制作などを

予定しており、それらを効果的に活用しながら、「日本遺産のまち高

岡」の魅力発信をさらに推進し、構成文化財等への来場者数増につ

なげてまいる。 

一括 

３ (2)３月に文化庁が実

施した日本遺産周遊促

進モデル構築事業によ

るモニターツアーの成

果と課題は。（教育長） 

去る３月に、重点支援地域に選定された４地域において、文化庁

の主催により、日本遺産周遊促進モデル構築事業によるモニターツ

アーが実施された。 

本市では、１泊２日のものづくり観光コースに日本遺産ストーリ

ーのテイストを加え、日本遺産ストーリーの認知度向上と、高岡の

歴史文化を学ぶことで交流人口から関係人口へと転換が図られるこ

とを意識してツアーを構成した。 

なかでも、国宝瑞龍寺での住職の案内付き夜間特別拝観や金屋町

重要伝統的建造物群保存地区でのギャラリーの見学・工芸体験など

が特に充実していると評価され、特別感のある体験や地元の人との

交流を通して、来訪者の心に残る日本遺産の魅力を伝えることがで

きているとの意見をいただいた。しかしながら、更に日本遺産スト

ーリーに沿った「学び」の旅とするために、まだできる工夫がある

のではないかと感じているところ。 

本市としては、引き続き文化庁が実施する日本遺産モデル構築事

業の伴走支援を活用しながら、本市も参画する日本遺産推進協議会

において、（地域の観光資源に精通し地域と協同で観光地域づくりを

行う）登録ＤＭＯ等と連携して、これらの成果と課題を共有し、改

善に向けて取り組むことで、旅行商品として商品化へとつなげてま

いりたい。 

一括 

 


