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会議開始

午後３時 00 分（市民憲章朗唱）

委員長

只今から、黒部市教育委員会、４月定例会を開会いたします。
初めに、次第の２番「議事録の署名について」は、委員長の私が署名します。
次に、次第の３番、
「３月定例会の議事録」についてでありますが、議事録
は、事前に配布してありますので読み上げは省略いたします。訂正・質問等が
ございましたらお願いします。２ページから 10 ページまでです。
（質疑等なし）

委員長

教育長

ないようですので、記載のとおりとし、私が後ほど署名いたします。
次に、次第の４番、教育長報告をお願いします。
４月も半ばを過ぎまして、いよいよ新緑の美しい季節を迎えております。本
日は平成 27 年度、第１回の教育委員会であります。教育委員の皆様には今ほ
ども自己紹介致しましたが、今年も瀧澤部長をはじめ、事務局職員に対しまし
て温かな御指導、ご鞭撻を宜しくお願い申し上げます。４月に入りまして、教
育委員会事務局職員、嘱託職員の辞令、また、生涯学習やスポーツ文化の各種
委員会や市議会の委員に任命書、委嘱書を交付する機会がありますが、多くの
方々に支えられて、教育委員会が運営されていることに改めて感謝を申し上げ
ます。今年は新幹線開業記念、合併 10 周年記念として多くの事業が実施され
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ております。またこれからも計画されておりますが、来る４月 26 日には姉妹
都市根室市から合唱団をお招きしてコラーレで黒部市の合唱団と合同で合唱
会が予定されております。心から歓迎をし、更に相互理解を深める機会になれ
ばと思っております。それでは教育長報告をいたします。
まず、１番目の所管事務の状況報告であります。
(1) 小・中学校始業式（４月６日 各小中学校）
(2) 中学校入学式（４月７日 各中学校）
(3) 小学校入学式（４月８日 各小学校）
(4) 全国学力・学習状況調査（４月 21 日 各小中学校）
教育委員の皆様にはご多用の中、地元の小中学校の入学式に臨席いただき、
また、ご祝辞もいただきまして、誠にありがとうございました。小学校の入学
者数は 363 人で、昨年より５人多い状況でした。中学校は 371 人で昨年より 35
人尐ない状況です。新入学児童生徒合わせまして、小学校全体では 2,152 人で
去年より 21 人尐ないという状況、中学校全体では 1,157 人、去年より２人尐
ないという状況です。全体では昨年比 23 人の減でありまして、やはり、尐子
化の傾向にあるものと思っております。
次に４番目の全国学力・学習状況調査が本日実施されました。今回は、国語、
算数、数学に加えまして、理科も実施されました。平成 24 年度以来の３教科
の実施となっております。
次に２番目の出席した会議の概要報告であります。
(1) 黒部市小学校教育研究会総会（４月 13 日 三日市小学校）
(2) 黒部市中学校教育研究会総会（４月 13 日 鷹施中学校）
(3) 第１回市町村教育委員会教育長会議（４月 14 日 富山市）
(4) 小中学校長会議・小中学校長研修会（４月 15 日 宇奈月庁舎）
次に３番目の所管事務に関する問題・情報等（児童・生徒及び教職員の安全・
安心に関すること）であります。
(1) 児童生徒の交通事故等（なし）
(2) 教職員の事故等（２件）
(3) 不審者等
３月 31 日（火）前沢地内 午後１時過ぎ、農林整備課より、前沢パークタ
ウン東側の大谷川沿いで、クマらしき野生動物を目撃したとの情報が入りまし
た。通報後、黒部警察署員等がパトロールしたところ、目撃場所の近くでカモ
シカを発見したが、クマの痕跡は確認できなかったということであります。各
小・中学校に注意喚起のＦＡＸを送付し、必要に応じ安全確保のための対応を
とるよう指示いたしました。
(4) いじめ（３月分報告） 中学校で新規１件
このほか、資料には記載していませんが、インフルエンザがまた流行してお
りまして、今朝の状況では、市内全体で 22 人だったのですが、今日の日中に、
たかせ小学校の５年生、32 人のクラスのうち、７人がインフルエンザというこ
とで、急遽、明日から３日間の学級閉鎖をするということに決定しました。ま
た、市役所内でも十数人、職員がインフルエンザにかかっているようです。健
康には十分留意したいと思っております。報告は以上です。
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委員長

只今の教育長報告について、質問ありましたらお願いします。

委員長

インフルエンザの件ですが、全体で 22 名ということですが、小学校と中学
校の内訳を教えてください。

教育長

今朝現在で 22 人、たかせ小学校が今７人と申し上げましたけれども、２人
のところが７人になり、５人増えましたので全体では 27 人となります。小中
の内訳は後ほど報告いたします。

委員長

２番の出席した会議の概要報告の（３）の市町村教育委員会教育長会議とあ
りますが、教育委員会制度が変わって、県の教育長が新しくなられましたが、
そのことに関して何かありましたか。

教育長

４月に、県の教育長会議は年に３回ある予定であります。第１回、４月の会
議では、平成 27 年度の県の施策、特に重点事業の説明がありました。新教育
長の渋谷教育長からご挨拶がありまして、特別な話はありませんでしたが、現
在の教員の年齢構成に鑑みて、ミドルリーダーの育成、そのようなところに危
機感を持っておられるようでした。それから、委員長の質問とは違うのですが、
いろいろな事業の中で小学校の英語教育を睨んで、今年度から文科省で小学校
英語教育モデル事業を実施しております。非常勤の専科教員を市町村に１人ず
つ配置するもので、黒部市では中央小学校に配置されました。黒部市がこれま
で９年間続けてきた英会話教育と将来の英語教育、このあたりを平成 30 年度、
或いは 32 年度までにどういう方向にしていくかという整理が必要になってく
ると思われます。英会話教育という点では、黒部市が進んでいるわけですが、
国の制度が尐しずつ追いついてくる中で、どういう風に位置付けていくのかと
いうことが課題になってくるものと思っております。

委員長

中央小学校の先生に尐し聞いたのですが、モデル校になっていますので、中
学校との連携も研究するようお願いしました。また、文字を扱うのかというこ
とも、黒部市としては考えていかなければならないのかも知れません。

教育長

５、６年生ですと、３時間程度、３、４年生では、週１時間の授業が想定さ
れているということです。

委員長

黒部市では、中学校で週１時間の英会話科授業を持っています。そのあたり
のことを考えると、悩ましいことだと思いますが、今後、国の動向が、もう尐
しはっきりと見えてくると良いと思います。

事務局
(学校教育課長)

先ほどのインフルエンザの件ですが、小学校で 16 人、中学校で 11 人、合わ
せて 27 人となります。
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委員長

小学校と中学校との関連はありますか。

事務局
(学校教育課長)

中学校の 11 人は、全て高志野中学校です。小学校の内訳は生地で７人、た
かせで７人、三日市で２人、合わせて 16 人です。

委員長

生地小学校と高志野中学校が繋がっていますね。分かりました。
先ほどの教育長会議の話に戻りますが、県の教育委員会では、この先 10 年
は、退職する教員が増えるということであります。退職した人数をそのまま新
卒などの 20 代で採用すると、将来、同じことが繰り返されてしまいますので、
年齢をできるだけ広範囲にバランスよく考えて採用しなければならないとい
う話が出ているということです。その点については、黒部市も同じだと思いま
すがよろしくお願いします。

教育長

今後、そのあたりが配慮されていくものと思っております。

委員長

教育長報告について、他にありますでしょうか。

委員

卒業式に出席いたしましたが、卒業式に出席していない生徒、児童は、私が
出席した学校では、中学校で２名、小学校で１名いました。卒業式を欠席する
理由は様々なものがあると思いますが、ほかの学校の状況が分かりましたら教
えてください。

教育長

桜井中学校が１番多く、６名だったかと思います。校長先生が本番の卒業式
も合わせて４回されたということです。まず午後１時過ぎから、全員来ると言
うことで１回行いましたが、来なかった子供もいまして、３時か３時半ごろに
も行い、それでも来なかった子が１名いて、自宅まで卒業証書を持って行かれ
たということです。鷹施中学校は、欠席者がいたということは聞いていません
が確認させていただいて後ほど報告します。小学校では村椿小で１名いまし
た。

委員長

ほかに教育長報告について、何かご質問はありますでしょうか。
（質疑なし）

委員長

それでは、これで教育長報告を終わりにします。
次に、次第の５番、議案の審議に移ります。今定例会の議案は、４件です。
議案第 14 号 黒部市社会教育委員の委嘱について
議案第 15 号 黒部市中央公民館運営審議会委員の委嘱について
議案第 16 号 黒部市図書館協議会委員の任命について
議案第 17 号 黒部市美術館運営審議会委員の任命について
どの議案も４月の人事異動や選出元の各種団体の構成に変更があったこと
に伴うものですので、一括説明していただき、後ほど質問の時間を設けたいと
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思います。それではお願いします。
事務局
生涯学習課長が都合により欠席しておりますので、私から説明させていただ
(生涯学習課ジオ きます。議案第 14 号、黒部市社会教育委員の委嘱についてであります。黒部
パーク推進班長) 市社会教育委員に関する条例の規定に基づき委嘱するもので、それぞれの推薦
母体の委員の変更によるものであります。任期は前任者の残任期間となります
平成 27 年４月１日から平成 28 年３月 31 日まででございます。
・東 城 浩 一 様、黒部市中学校長会からの推薦
・本 島 悦 子 様、黒部市ＰＴＡ連絡協議会からの推薦
続きまして、議案第 15 号、黒部市立中央公民館運営審議会委員の委嘱につ
いて、黒部市立公民館条例の規定に基づき委嘱するもので３名の変更がありま
した。任期は前任者の残任期間となります。
・根 塚 俊 彦 様、黒部市自治振興会連絡協議会からの推薦
・佐々木 興志 様、黒部市公民館連絡協議会からの推薦
・岩 井 芳 生 様、黒部市小学校長会からの推薦
事務局
(図書館長)

次に、議案第 16 号、黒部市図書館協議会委員の任命についてであります。
黒部市図書館条例の規定に基づき委嘱するもので、２名の変更があり、任期は
前任者の残任期間となります。
・開 澤 結 城 様、黒部市ＰＴＡ連絡協議会からの推薦
・寺崎 真由美 様、黒部市中学校長会からの推薦

事務局
次に、議案第 17 号、黒部市美術館運営審議会委員の任命についてでありま
(生涯学習課ジオ す。こちらも、前議案同様の理由と任期となります。
パーク推進班長)
・若 松 基 様、富山県立近代美術館からの推薦
・舘 知 宏 様、黒部市ＰＴＡ連絡協議会からの推薦
以上でございます。
委員長

只今の議案４件について、質問がありましたらお願いします。
（質問なし）

委員長

委員
委員長

ご質問がないようでありますので採決いたします。議案第 14 号から第 17 号
まで、原案のとおり決することにご異議ありませんか。
（異議なし）
ご異議がないようでありますので、議案第 14 号から議案第 17 号まで、原案
のとおり決定いたします。
以上で、議案の審議につきましては、全て終了いたしました。
次に、次第の６番、報告に移りますが、こちらも、各種団体の構成や人事異
動に伴う委員の交替となります。
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１番の黒部市教育振興協議会委員の委嘱について
２番の黒部国際化教育推進協議会委員の委嘱について
３番の黒部市教育支援委員会委員の委嘱について
以上３件について担当課から一括して説明願います。
事務局
(学校教育課長)

委員長

初めに、報告（１）黒部市教育振興協議会委員の委嘱についてでございます。
昨年の４月から平成 28 年３月 31 日までの任期でございますので、前任者の残
任期間ということで、２名の方を委嘱するものでございます。
・草 野 敬 一 様、黒部市ＰＴＡ連絡協議会からの推薦
・川 上 勝 之 様、黒部市小学校長会長
なお、小学校長会長は、充職となっております。
次に、報告（２）黒部国際化教育推進協議会委員の委嘱についてでございま
す。こちらも残任期間でありまして、３名の方でございます。
・飯 田
渡 様、黒部市ＰＴＡ連絡協議会からの推薦
・高 岡 陽 一 様、富山県立桜井高等学校長
・川 上 勝 之 様、黒部市小学校長会長
校長先生お二方は充職でございます。
続きまして、報告（３）黒部市教育支援委員会委員の委嘱についてでござい
ます。４名の方に変更がありまして、すべて充職でございます。
・石 政 佳 恵 様、富山県立にいかわ総合支援学校長
・竹内 美登里 様、黒部市特別支援教育研究会会長
・舟 崎 弘 美 様、黒部市立さくら幼稚園長
・川 上 通 子 様、富山県立黒部学園指導課長
以上でございます。
以上３件の報告について質問ありましたらお願いします。
（質疑なし）

委員長
事務局
(学校教育課長)

次に報告の４番、
「黒部市学校評議員の委嘱」について説明願います。
報告の４番は、黒部市学校評議員の委嘱についてでございます。評議員は、
市内 14 の小中学校において、各種団体に働きかけながら人選を行っておりま
して、現時点では、全ての評議員が出揃っていませんが、現段階での情報とし
て報告いたしました。今後、残りの４小中学校から順次報告がある予定であり
まして、次回定例会に改めて報告させていただきます。なお、学校評議員の定
数は８人以内、任期は１年となっております。以上であります。

委員長

質問ありましたらお願いします。

委員

学校評議員の名簿の備考欄に出身団体の記載があればよいと思います。
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委員

事務局
(学校教育課長)
委員長

事務局
(学校教育課長)

委員長

飯田さんという方が荻生小学校から出ておられますが、先ほどの報告の２番
であった飯田さんと同じ方だと思いますが、年齢や住所が異なっています。
確認致します。それから、備考欄に出身団体を記載することにいたします。
それでは、次回は残りの４校についての報告と、その時には備考欄に出身団
体を入れるということでお願いします。
次に報告の５番、
「各課等の事業報告の経過と予定について」であります。
学校教育課から報告願います。
特に説明が必要なもののみ申し上げます。
・４月 22 日 前沢・三日市小学校統合準備委員会 第５回総務部会
今回の部会では、校名と校章を決定する予定で調整しております。また、４
月 28 日には第 11 回生活部会が開催され、
体操服が決定される予定であります。
両部会で校名、校章、体操服が決まれば、５月７日には準備委員会を開催い
たしまして決定の運びとしたいと考えています。そのうち、校名につきまして
は市議会の６月定例会に条例改正の議案を提出するということで進めており
ます。なお、校歌につきましてはその後のステップになるわけですが、校歌の
決定には準備期間が必要ということで、まず作詞家と作曲家のリストアップ作
業をさせていただきたいと考えております。
・５月 11 日 教育委員任命書交付式、教育委員会５月臨時会
去る３月 19 日に新たな黒部市教育委員として市議会の同意を得られました
川崎正美様の任命書交付式が市長室で行われます。その後、10 時 15 分から教
育委員会５月臨時会、組織委員会となりますが、黒部庁舎 301 会議室で開催し、
委員長及び職務代理者を選出する予定になっております。以上でございます。
学校教育課の説明、報告について質問ありましたらお願いします。
（質疑なし）

委員長

次に、生涯学習課からお願いします。

事務局
それでは説明いたします。
(生涯学習課ジオ ・４月１日～７月 26 日 北陸新幹線開業記念春の企画展、
「新川の文化財」展
パーク推進班長) お手元にパンフレットをお配りしておりますので、ご覧になっていただいて、
会場に足を運んでいただければと思います。
・４月２日 桜井高校海外研修市長報告会
桜井高校からは３月６日から 19 日にかけ、全部で 17 名（生徒 15 名、引率
教員２名）がメーコンを訪問しております。その報告会が２日に行われました。
・４月 15 日 黒部川扇状地フィールドミュージアム推進協議会総会
４月の所管替えで、ジオパーク関連が生涯学習課にきましたので、総会とそ
の後に事業が生涯学習課で行われます。
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・４月 17 日 立山黒部ジオパーク支援自治体会議総会
富山市から県東部９つの市町村長で構成している支援自治体会議でござい
ます。お手元のパンフレットがありますが立山黒部ジオパーク協会という組織
がありまして、この協会の会長は中尾哲雄さん、現在アイザックの最高顧問の
方になっていただいております。この協会の活動を９市町村で支援していこう
という会議でございます。
・４月 19 日 明日の稚児舞（国・無形民俗文化財）
委員の皆様はじめ多くの皆様がご覧になられたものと思っております。
・４月 23 日 黒部市芸術文化協会定期総会及び懇親会
・４月 24 日 姉妹都市交流事業 根室市訪問団表敬訪問
・４月 25 日 姉妹都市交流事業 根室市訪問団市内観光
・４月 26 日 姉妹都市交流事業 第 12 回名水の里第九コンサート
教育委員長をはじめ、教育委員の方には案内を早急に出させるよう確認いた
しますので、出席していただければと思っております。よろしくお願いします。
26 日夜には歓迎交流会、ホテルアクア黒部で予定しております。
・４月 27 日 姉妹都市交流事業 根室市訪問団見送り
一連の事業は完了ということであります。
・４月 25 日 「岩崎貴宏展」
お手元にパンフレットがございますが、栃木県小山市立車屋美術館と共同企
画でございまして、また皆様には足を運んでいただければと思います。
・４月 28 日 黒部市公民館連絡協議会総会
こちらは、委員長と教育長に出席をお願いしているところでございます。生
涯学習課からは以上です。
委員長

生涯学習課からの報告でした。質問ありましたらお願いします。
（質疑なし）

委員長
事務局
(スポーツ課長)

次にスポーツ課、よろしくお願いいたします。
ご説明いたします。
・４月 17 日 第 32 回カーター記念黒部名水マラソン参加申込締切
先日、申し込みを締め切りまして、その後、市内の中学生の受付も集計して
おりましたが、昨日まとまりました。現時点の速報値で 10,282 名の参加とい
うことになっております。振込みの連絡等で若干遅れてくる部分もありますの
で、微調整で尐し追加となりますが、当面の目標でありました１万人はクリア
したというところでございます。このことについて、前後予定事業もあります
ので、合わせて申し上げます。
・４月 20 日 第 32 回カーター記念黒部名水マラソン 第４回総務部会
この後にはそれぞれの部会を重ねまして、５月 23 日の前夜祭、24 日の大会
当日を迎える手順になっております。
・４月 17 日 第 10 回黒部市民体育大会 実行委員常任・専門合同委員会
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今年は例年の大会と１つ趣旨を加えまして、第 10 回大会であるということ
から６月 20 日に総合開会式、優勝杯返還式を行いましてこの同日にスティッ
クリング競技からスタートしようということで、例年よりも種目が１つ新たに
加わっているという中での 10 回大会を計画しております。
・４月 20 日以降 三陟ファンヨンジョ国際マラソン大会
瀧澤部長を団長としまして、市民ランナー３名、随行スポーツ課職員１名、
５名の派遣団ということで、昨日激励会を致しました。予定になりますが、23
日から 27 日まで現地へ派遣ということになりまして、25 日に実際に大会で走
っていただくことになります。27 日には帰国報告会も予定しているところでご
ざいます。スポーツ課からは以上です。
委員長

事務局
(スポーツ課長)
委員長

事務局
(図書館長)

委員長

スポーツ課からの報告でした。名水マラソンが１万人を超えたということで
すが、その中でフルマラソンは何名ですか。
目標の 5500 名を尐し上回った数と理解しております。
県の富山マラソンは目標 8000 人のところを 10 分くらいで、あっという間に
7,000 人の申し込みがあったそうです。
次に図書館からお願いします。
企画展等の実績などをご説明したいと思います。
・４月 10 日～５月 24 日 子どもと一緒に読みたい絵本展
子ども読書週間にちなんで絵本展を開催しております。それぞれテーマがあ
ってその中で選書をしました。
展示冊数が 270 冊ということになっております。
・４月 18 日～５月 31 日 日本の民話・世界の民話展（宇奈月館）
こちらにつきましても子ども読書週間にちなんで開催をしております。皆様
のお手元にチラシが２枚お配りしてありますので、また是非ご覧になっていた
だきたいと思います。展示冊数は 78 冊とＤＶＤ10 本をご用意しております。
続きまして土曜日の「よみきかせ会」の実績報告でございますが、３月は３
回開催しております。参加数は 28 名、１回平均９名となっております。これ
は４月 18 日現在の数字でございまして、４月 18 日までが 37 回、昨年の７月
から開催しております。参加者数はトータル 375 人、子どもが 235 人となって
おります。次にフェイスブックの状況ですが、４月 18 日現在、図書館に「い
いね」と反応していただいた方が、トータル 257 人、累積 2181 人となってお
ります。投稿数は４月が 20 件、累計 361 件、フェイスブックを見たよという
ところでは４月は 3429 件、累積 61672 件、投稿数に対して反応していただい
た、先ほどの「いいね」や「シェア」とかいろんな反応をしていただいた方が
４月に 353 件で累計 10742 件となっております。海外からのアクセスですが、
４月は尐なく、12 カ国でございました。前回、３月は 18 カ国だったのですが、
若干外国からのアクセスが下がったという状況です。以上でございます。
図書館の報告について質問ありますか。
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（質疑なし）
委員長
事務局
(学校給食ｾﾝﾀｰ所長)

委員長

最後に、学校給食センターからお願いします。
学校給食センターは食物アレルギーの対応、異物混入への対応など安全・安
心な給食の提供に努めているところであります。新川厚生センターの集団給食
施設の点検を４月６日に受けまして４月７日から１学期の給食を開始したと
ころでございます。あとは記載の通りであります。
学校給食センターからの報告について、質問ありましたらお願いします。
（質疑なし）

委員長
事務局
(学校教育班長)
委員長

事務局
(学校教育課長)

委員長

次に、報告の６番の「その他」で、何かありますでしょうか。
先ほどの卒業式の件ですが、鷹施中学校の卒業式では、欠席者ゼロというこ
とでした。また、平素から不登校の生徒はいないと報告を受けております。
以上で、報告のその他については、終了します。
次に次第の７番、その他連絡事項等について事務局からお願いします。
・５月臨時会は、５月 11 日（月）10 時 15 分から 黒部庁舎
・５月定例会は、５月 26 日（火）13 時 30 分から 宇奈月庁舎
・６月定例会は、６月 26 日（金）13 時 30 分から 宇奈月庁舎
只今、今後の日程について説明がありましたので確認します。
（略）
これで、本日の日程はすべて終了いたしました。以上で、本日の会議を閉会
します。みなさんお疲れ様でした。

終了時刻
傍聴者

午後３時 50 分
なし
議事録調製
学校教育課課長補佐庶務係長

平成 27 年４月 21 日
署名人 黒部市教育委員会委員長職務代理者 村田 聖士

10

神保 竜

