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会議開始

午後１時 30 分（市民憲章朗唱）

委員長

只今から、黒部市教育委員会 ５月定例会を開会します。
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「議事録」についてであります。今回は、４月定例会、４
月臨時会、５月臨時会の３件です。事前配布してありますので読み上げは省略
いたします。訂正・質問等ございましたらお願いします。
（質疑なし）
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。

教育長

新緑が目にまぶしいさわやかな季節となっております。川崎委員さんは初め
ての定例教育委員会だと思いますが、よろしくお願いします。
一昨日、24 日でありますけれども、黒部市の本年度のスポーツイベントの最
も大きな事業として取り組んできておりました第 32 回カーター記念黒部名水
マラソンを開催致しました。約１万人のランナーと 2,800 人のスタッフやボラ
ンティアの方々、そして多くの市民の皆さんの沿道からの応援とご協力によっ
て、盛大に開催することができました。暑い中でありましたが、大きな事故も
なく無事終えることができました。皆様のご協力に感謝を申し上げたいと思い
ます。この件につきましては、また後ほど詳しく報告をさせていただきたいと
思います。それでは教育長報告、18 ページでございます。
１ 所管事務の状況報告について
(1)第 10 回黒部市小学校連合体育大会（５月 15 日 宮野運動公園陸上競技場）
(2)黒部市奨学生審査委員会（５月 19 日 宇奈月庁舎）
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(3)第 32 回カーター記念黒部名水マラソン（５月 24 日 市総合体育ｾﾝﾀｰ）
１番目の小学校連合体育大会について、小学校５年生、６年生、735 人の参
加で開催をされております。当日は晴天でありましたが、30 度近くの暑い中で
の大会でありました。記録もいくつかでていたところでございます。
２番目の奨学生ですが、大学生への貸付と高校生に対する給付がありまし
て、貸付につきましては、14 名が申請したところ、予算の枠もありまして、12
名の決定ということでございます。貸付額は年間 48 万円でございます。それ
から高校生に対する給付ですが、12 名の申請のところ予算の枠もありまして、
８名ということです。給付の額につきましては年間 12 万円です。
２ 出席した会議の概要報告について
(1)第３回黒部市立前沢・三日市小学校統合準備委員会
（５月７日 三日市小学校）
(2)魚津地区教育センター協議会総会
（５月８日 入善町まちなか交流施設うるおい館）
(3)第１回管内市町村教育委員会教育長会議（５月 14 日 富山市）
(4)富山県市町村教育長会総会（５月 15 日 富山市）
１番目の前沢・三日市小学校統合準備委員会でございますが、いくつか決
定された中で、大きなものは校名でありましたが、漢字の「桜井小学校」と
決まりました。この後、市議会６月定例会に条例を提出しながら決定をして
いきたいと思います。また、校名が決まったことで、今後は、校歌などにつ
いても作成していくことになります。
３ 所管事務に関する問題・情報等について（児童・生徒及び教職員の安全・
安心に関すること）
(1) 児童生徒の事故等
・４月 25 日（土） 植木地内 午後５時 40 分頃
自転車で帰宅途中の中１男子生徒が、交差点を直進した際、交差点に入って
きた自動車に接触し、田んぼに落ちる。右腕と左膝に擦り傷あり。精密検査の
結果は異常なし。互いの前方不注意による交差点進入が原因。
・５月 11 日（月） 生地地内 午後５時頃
自転車で帰宅途中の小４男子児童が交差点に進入する際、一時停止を怠り、
その時、右から来た車に気付き、慌ててブレーキをかけたが間に合わず、車の
左後方車輪部分に衝突。両膝の打撲と膝下の擦り傷あり。精密検査の結果は異
常なし。車の前方不注意と本児が交差点での一時停止と左右確認を怠ったこと
が原因。
※富山県の過去５年間の人身事故の月別発生数が５月が一番多いという
読売新聞の記事を提示し、交通安全指導の徹底を図るよう、また、自転車の乗
り方の指導を一層ていねいに行うように、校長研修会で注意喚起した。
(2) 教職員の事故等（なし）
(3) 不審者等
・５月２日（土） 生地地内（生地灯台付近の堤防沿い海側）午後５時頃
中３女子と中２女子が海際で話をしていると、30 代後半から 50 代前半と思
われる男２人が「車があるからカラオケに行こう」
「メールアドレスを交換しよ
う」などと話しかけてきた。断り続けたら去っていった。
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※教育センターより、各小中学校にＦＡＸにて不審者情報を流し注意喚起
した。
(4)いじめ（４月報告分）
・いじめについては、ありませんでした。
・記載のものについては、以上でありますが、この会議資料送付後に児童生徒
の休憩時間中の事故が１件、教職員の交通事故等が２件ございましたが、いず
れも重大なものではございませんので、来月の教育長報告の中に記載させてい
ただきたいと思っております。以上でございます。
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

２番目の３、４あたりの教育長会議の内容についてお願いします。

教育長

まず、第１回管内市町村教育委員会教育長会議についてであります。県内に
は東部と西部に教育事務所がありまして、この黒部市の管内といいますと、東
部の事務所になりまして、４市４町１村、富山市、滑川市、魚津市、黒部市、
立山町、上市町、入善町、朝日町、舟橋村を所管しております。この事務所が
年間３回ほど会議を開いております。
東部教育事務所には指導課と管理課という２つの部署がありまして、指導課
からは、平成 27 年度の管内の教育の指導方針、教職員の研修計画などについ
て説明がありました。それから管理課からは、平成 26 年度末の管内の教職員
の異動状況、平成 27 年度の学級編成基準や教職員の配置基準、そういったこ
との説明がございました。次に、富山県市町村教育長会総会でございますが、
県内に 15 市町村ありますが、15 市町村の教育長で組織されております。年間
２、３回開催されておりますが、今回は上市町だけが欠席でございましたが、
平成 26 年度の事業報告、決算報告、それから平成 27 年度の予算、事業計画、
そういったことが審議されております。平成 27 年度の教育長の名簿は別添で
お付けした通りであります。以上、ご質問の２つの会議について説明いたしま
した。

委員長

ありがとうございました。他に質問等ございますか。
（質疑なし）無ければ
次に、次第の５番、報告に移ります。まず、１番の「黒部市学校評議員の委嘱
について」であります。これは、前回定例会では４校が未報告でしたが、全て
出揃いましたので改めての報告となります。事務局から説明願います。

事務局
(学校教育課長)

これにつきましては市内 14 の小中学校において、自治振興会、各種団体に
働きかけながら人選が行われているものであります。前回定例会で報告させて
いただきましたが、今ほど委員長が言われました通り４小中学校がまだ決まっ
ていない状況でございましたので、今回改めて出させていただいたものです。
前回、備考欄に役職・推薦団体等を記載するようご指摘がございましたで、
今回そのようにあげさせていただきました。すみませんが訂正をお願いしま
す。79 番目の評議員さんの備考欄でございますが、宇奈月小学校となっており
ますが、三日市小学校の誤りでございます。訂正をお願いいたします。以上で
ございます。
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委員長

質問ありましたらお願いします。
（質疑なし）
次に報告の２番、各課等の事業報告の経過と予定についてであります。はじ
めに学校教育課から報告願います。

事務局
(学校教育課長)

特に説明しておく必要のあると思われるものだけ説明させていただきます。
・４月 26 日 教育委員会議（４月臨時会）
・５月７日 第３回前沢・三日市小学校統合準備委員会
前沢・三日市小学校の統合後の校名について、準備委員会から教育委員会に
一任という形になりましたので、急遽お集まりいただいて、教育委員会として
桜井小学校と決めさせていただきました。それをもって、５月７日に開催され
ました前沢・三日市統合準備委員会に報告をさせていただき、準備委員会にお
いて承認されております。このほか、準備委員会では、アンケート結果に基づ
いて体操服のデザインも決定されております。また、三日市小学校の校章を桜
井小学校の校章とすることも合わせて決定されております。校歌につきまして
は、歌詞は両地区がイメージできる表現とする、特徴は明るく元気なメロディ
ーとするということで、作詞家、作曲家の検討は教育委員会に一任されたとこ
ろでございます。教育委員会としましては、準備委員会の意向を踏まえまして、
作詞家、作曲家について検討したところでございます。その結果、作詞につき
ましては、さくら幼稚園の園歌の制定に関わっていただきました上田洋一さん
にお願いすることといたしました。市内在住で黒部市施設管理公社の理事長、
富山県の歌人連盟会長をされている方であります。作曲につきましては富山県
音楽協会の会員でいらっしゃいます間部栄司さんに内諾を得ているところで
あります。年内には校歌を制定できるよう進めて参りたいと考えております。
お手元にはそのお二方のプロフィールを配布しておりますので、参照いただけ
ればと思います。
・５月 12 日 桜井中学校新築事業実施設計説明会（周辺住民対象）
20 名の参加をいただきました。周辺の環境整備について質問が多く寄せられ
たところでございます。
・５月 19 日、黒部市奨学生審査委員会
審査の結果、大学生向け貸付 12 人、高校生向け給付８人を決定したところ
でございます。
予定事業でございますが、６月 11 日 小中学校長研修会（荻生小学校）
、26
日には、教育委員会６月定例会を予定しております。６月２日から始まります
学校訪問、５日からの市議会６月定例会については後程その他の項目で報告さ
せていただきます。以上です。

委員長

桜井中学校の説明会では、結構意見があったということでしたが、もし参考
までにどのようなご意見があったのか聞かせていただければと思います。

事務局
(学校教育課長)

主に周辺の環境整備ということで、工事車両の進入路を整備するにあたって
の安全確保や環境整備などが主な内容であります。

委員長

元々あまり広くない歩道、道路ですよね。日中のトラックなどの出入りに対
して尐し気にされているということですね。
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事務局
(学校教育課長)

はい。このほか、道路の拡幅や、その場合の地権者との協議の必要性、それ
から宮野山の方向に走っております市道の歩道整備が必要なのではないかな
どの周辺整備についての要望、意見が多く出されました。
また、今回の説明会には教育委員会だけでは答弁しきれない部分もございま
して、都市建設部の建設課、産業経済部の農林整備課、企画政策課の公共交通
の担当も同席して質問に答えられるような体勢で臨んだところであります。

委員長

ありがとうございました。特に質問が無ければ、次に、生涯学習課からお願
いします。

事務局
(生涯学習課長)

経過事業の方から説明させていただきます。
・４月 23 日 黒部市芸術文化協会定期総会及び懇親会
総会では、会長の交替があり、前会長の大野久芳さんが退任されまして、新
会長に前教育長の中山慶一さんがご就任されました。
・４月 24 日～27 日 姉妹都市 根室市合唱団と黒部市の第九を歌うメンバー
との交流会
根室市の合唱団については 63 名の団員でございました。
・５月１日 「新・黒部川物語」贈呈
株式会社すがの印刷の菅野寛二社長が北陸新幹線開業記念と立山黒部ジオ
パーク認定を記念して出版したものです。これにつきましては 100 冊寄贈され
ました。
・５月８日 黒部市ＰＴＡ連絡協議会総会
総会では会長の交替が行われ、本島会長から新たに草野会長に替わられたと
ころであります。草野会長は、宇奈月中学校の校下の代表であります。
・５月 10 日 くろべ女性団体連絡協議会総会
会長は、引続き牧野和子さんが再任されたところでございます。
予定事業に移りたいと思います。
・５月 28 日 第１回社会教育委員会
・５月 30 日 松桜閣園遊会
10 時半から予定しております。教育委員の皆さんには招待状が届いていると
思いますので、よろしくお願いいたします。
・６月６日 第３回芸術文化祭（～７日）
・６月 16 日 夏のさわやか運動（～19 日）
あいの風黒部駅他７ヶ所での、さわやか運動を行う予定であります。
・６月 21 日 愛本姫社まつり
２時 30 分より行う予定としておりますので、宜しくお願いいたします。
以上でございます。

委員長

事務局
(生涯学習課長)
委員長

６月６日の芸術文化祭の案内が来ていましたが、何か式に出席とかではあり
ませんよね。
開会式などの式典等はございません。
次に、スポーツ課からお願いします。
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事務局
(スポーツ課長)

それではスポーツ課の経過事業からご報告いたします。
・４月 23 日 三陟ファンヨンジョ国際マラソン大会（～27 日）
黒部市からの選手団派遣ということで、瀧澤教育部長を団長と致しまして、
市民ランナー３名と随行１名、合計５名の方の派遣を行いました。ランナーの
方は全員無事現地での完走をされたという報告を受けております。
・４月 27 日 第 32 回カーター記念黒部名水マラソン 第４回競技運営部会
・４月 30 日 第 32 回カーター記念黒部名水マラソン 第４回医療救護部会
・５月 12 日 第 32 回カーター記念黒部名水マラソン 第４回実行委員会
・５月 23 日 第 32 回カーター記念黒部名水マラソン 前夜祭
・５月 24 日 第 32 回カーター記念黒部名水マラソン
いろいろな諸準備のための部会、委員会を開催しながら、23 日には前夜祭、
24 日には大会本番を終えたところでございます。教育委員の皆さんにはそれぞ
れ前夜祭、大会当日にご来場いただきまして、誠にありがとうございました。
23 日の前夜祭につきましては、ホテルアクア黒部で行いまして、大会役員、
ゲストランナー等 183 名をお迎えして前夜祭を行ったところでございます。24
日、マラソン当日でありますが、配布いたしました大会速報に基づいて概略を
報告させていただきます。大会当日は、気温が高くなるという予報でありまし
て、その点については危惧しておりましたが、当日は９時現在で気温が 23.5
度、12 時現在で 26 度という状態の中での大会運営でありました。参加者数は
実数として 9,518 名が受付をされております。ゲストにつきましては、高橋尚
子さんにハイタッチをしながらコースを回っていただき、ランナーを励まして
いただきました。また、寺澤さんは５キロの部を走られまして 33 分 57 秒とい
うタイムでございました。また、招待選手の川内優輝さん、野尻あずささん、
中村萌乃さんは、出場されたそれぞれのジャンルの中で優勝されております。
先ほど気象条件のところで触れましたが、気になります救急搬送ですが、救急
車で市民病院に搬送したのは８名の方でございました。内訳は選手６名、スタ
ッフ１名、観客が１名で、うち１人の方は入院されましたが、選手６名と観客
１名の７名の方は当日のうちにご自宅に帰られたということで報告を受けて
おります。次に各種目別のエントリー数、受付者数、完走者数でございます。
エントリー数はこれまで皆さんに報告しておりました 10,485 名ということで
エントリーされておりましたが、実際に前日、或いは当日に受付をなされた皆
さんは、9,518 名、率にして 91％の受付率でございました。このうち無事完走
されたのは合計で8,888 名、
率にして完走率が93％という数字が出ております。
成績でございますが、今大会におきましては 10 種目のうち黒部市の中から入
賞された方は５人いらっしゃいます。種目別に申し上げますと、マラソン女子
７位の佐々木さん、５ｋｍ中学男子３位の金田さん、同じく５ｋｍ中学男子の
７位、中嶋さん、３ｋｍ小学男子、３位の山本さん、３ｋｍ小学女子８位の出
村さん、以上５名の方が黒部市民としての入賞者でありました。経過事業は以
上であります。
この後の予定事業でございますが、
・６月２日 富山県民体育大会黒部市選手団結団式（総合体育センター）
・６月 20 日 第 10 回黒部市民体育大会
オープニングセレモニーを皮切りに開会いたしまして、例年の黒部市民体育
大会としましては、14 競技 16 種別で行っておりましたが、今回は黒部市制 10
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周年・黒部市体育協会設立 60 周年を記念致しまして、６月 20 日にスティック
リングという新しい競技を加えまして、開催するということになっておりま
す。例年ですと７月中の２回、２つの日曜日、10 月の陸上競技ということで、
三日間で終わるところでありますが、今回については６月に総合優勝杯返還
式、それからスティックリングの開催を加えて合計４日間で開催するというこ
とになっております。この皮切りが６月 20 日土曜日ということで予定をして
おります。主な予定事業としましては以上であります。
委員長

ありがとうございました。特にマラソンについてのいろいろなご意見や課題
については、これからということですかね。反省ではないですけど、来年に向
けての見直す点などは特にありませんか。

事務局
(スポーツ課長)

いろいろなところからご意見はいただいております。そのあたりをまとめあ
げるのはこれからということであります。

委員長

この数字だけ見ると、マラソンの陸連男子の受付率が低く目に付きますが、
このことに関して特に何かありますか。

事務局
(スポーツ課長)
委員

だいたい例年通りの数値だと聞いております。
エントリーはしているが、参加できない人がおられるということですね。

事務局
(スポーツ課長)

これは推測になりますが、５月の開催ということでエントリーがいわゆる年
度で言うと、前年度のうちにエントリーされて４月以降に大会となると、勤務
環境ですとかいろいろな事情の変化がある中での参加となりますので、そうい
ったことが要因の一つになっていることも考えられます。

事務局
(教育部長)

昨年の 12 月からエントリーは始まっていますので、相当前からエントリー
されているというのも１つの要因だと思います。また、ランネットなどの評判
を見ましても大会運営については高評価を頂いております。

委員長

事務局
(図書館長)

他に質問はありますか。
（質疑なし）
それでは次に、図書館からお願いします。
それでは 24 ページをお願いします。
まず、経過事業の方でございますが、定例的な会ばかりでございます。
・5 月 23 日 映写会「日本の昔ばなし」
（宇奈月館）
これにつきましては午前 10 時からと午後２時からの２回開催しております。
午前は大人 15 名、子供 18 名、合計 33 名の参加、午後２時からは大人 10 名、
子供 11 名、合計 21 名ということで合わせて 54 名の参加をいただいていると
ころでございます。日本昔ばなしのＤＶＤの上映ということで、午前、午後い
ずれも８種類のＤＶＤを流しております。
・５月２日 土曜よみきかせ会（９日、16 日、23 日、30 日）
去年７月からの新しい取組として、ボランティアによる「よみきかせ会」を
開催しております。その実績報告を致します。昨年７月の第１回から今月 16
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日までに 42 回開催しております。参加者数は累計 453 名、うち、子供 260 名
となっております。１日あたりの平均参加者数は 11 名で、ボランティアの方
は一般が９名と高校生７名で活動しております。また、経過事業には記載して
おりませんが、昨年７月から開設しておりますフェイスブックの状況でござい
ますが、５月 21 日現在で図書館からの投稿数は、累計で 383 件でございます。
フェイスブックを閲覧した人は、累計 65,223 名でございます。これに対し「い
いね」や「シェア」をするという反応が 11,938 名となっております。海外か
らのアクセスでは、最近尐なくなっておりまして、６カ国でございます。内訳
はアメリカ、オーストラリア、カンボジア、イギリス、ベトナム、インドネシ
アとなっております。次に、図書館の利用状況ですが、平成 25 年度と平成 26
年度の比較について速報値が出ております。貸出人数は、26 年度は 25 年度に
比べてマイナス 650 名、２％の減でございます。貸出冊数は、マイナス 3,215
冊、２％の減でございます。それから貸出の他に学習室を利用される方もおら
れますが、入館者数でございます。トータルでマイナス 10,901 名、10％の減
となっております。全ての比較で減尐傾向となっておりますが、要因としては、
やはり図書館前の橋の架替工事の影響が大きいものと思っております。利用者
の皆さんには不便をおかけしているところでございますが、今年の７月からは
駐車場や道路が利用可能になることを都市計画課から伺っております。以上で
ございます。
委員長

事務局
(学校給食ｾﾝﾀｰ所長)

委員長

事務局
(学校教育課長)

ありがとうございます。質問ありましたらお願いします。
（質疑なし）
最後に、学校給食センターからお願いします。
学校給食センターの主な事業と致しまして、
・５月 11 日 黒部市学校給食会監査
・５月 22 日 富山県学校給食共同調理場連絡協議会定期総会
県内の 11 ヶ所の共同調理場の総会ということで開催されております。
今後の予定と致しましては
・５月 27 日 黒部市学校給食会
・５月 29 日、６月 5 日、市内栄養士研修会
・６月 10 日 給食試食会
１年生の保護者に来ていただいて、ランチルームで試食をしていただく給食
試食会を開催いたします。
・６月 15 日～19 日 学校給食調査（全学校対象）
以上でございます。
ありがとうございました。質問ありましたらお願いします。
（質疑なし）
次に報告の３番、
「その他」について、事務局からお願いします。
平成 27 年度 学校訪問日程表をご覧いただきたいと思います。東部教育事
務所では各学校教育目標実現のため、県及び市教育委員会の指導方針に則して
学校運営や教育指導などに関して指導を助言して当面する課題解明を図るこ
としております。そのために学校訪問研修を行っております。平成 27 年度の
予定につきましては、記載の通りでございますが、能澤教育長、瀧澤部長、尾
村班長、私、御囲が同席する予定となっております。なお、教育委員の皆様に
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は、公開授業も予定されているようですので、ご都合がよろしければご覧いた
だければと思っております。ほとんどの学校で公開授業が２限目から４限目に
かけて行われる予定になっており、９時 20 分頃においでになれば、授業をご
覧いただけるものと思っております。ただし、６月 10 日の宇奈月小学校は、
午後に予定されておりまして、１時 20 分過ぎあたりにおいでいただければと
思っております。現時点で詳細なスケジュールが来ていないのは、村椿小学校
と高志野中学校でございます。６月の学校訪問については以上であります。
続いて、６月定例会の日程であります。６月５日から 23 日までの会期で行
われます。教育委員長には本会議が予定されている６月５日、12 日、15 日、
23 日の４日間の出席をお願い致します。市議会での教育委員会関連と致しまし
ては、前沢・三日市小学校の統合後の校名が条例改正案として提案される予定
であります。また、後ほど説明がありますが、生涯学習課から補正予算が一件
提案されております。以上でございます。
委員長

只今、学校訪問と市議会の６月定例会の話がありましたが、何かご質問など
ありますか。

委員

学校訪問についての案内はこれだけですか。

事務局
(学校教育班長)
委員

学習指導案があります。

事務局
(学校教育班長)
委員

学校でお渡しすると聞いております。

事務局
(学校教育班長)
委員

おおよそ同じ時間です。９時 20 分から９時半頃です。

事務局
(学校教育課長)
委員長

幼稚園やこども園も書いてありますが、詳細が決まっていないそうです。

事務局
(生涯学習課長)

６月補正予算の概要について、当日配布資料をご覧下さい。簡単に概要を説
明させていただきます。文化庁所管の地域の文化遺産次世代継承事業に国の無
形民俗文化財である明日の稚児舞が採択されました。これにつきましては明日
の稚児舞の衣装の新調等を行うものでございます。国の予算は 42 万円、市で
20 万円、地元負担で 29 万 5 千円余りの、計 91 万 5 千円の事業費で行う予定で
す。以上でございます。

委員長

それでは最後に、次第の６番、
「その他連絡事項等」について事務局からお
願い致します。

学校に行けば置いてあるのですよね。

小学校は基本的に９時 20 分頃、中学校も一緒ですか。

分かりました。

分かればお願いします。それでは、次に６月補正予算についてお願いします。
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事務局
(学校教育課長)

教育委員会６月定例会の開催日の確認ですが、26 日、１時半からの予定です。
次に、教育委員会７月定例会の日程調整でございます。７月 24 日、金曜日、
または 28 日、火曜日でいかがでしょうか。
（日程調整）

事務局
(学校教育課長)

委員

それでは、24 日、金曜日ということで進めさせていただきたいと思います。
なお、当日の定例会終了後、市内の施設等の見学も行いたいと思っております。
今回は、地域観光ギャラリーの２階の部分の展示空間をご覧頂ければというよ
うな提案もあがっております。
是非お願いします。

事務局
(学校教育課長)

それでは、７月は、会議終了後に市内視察ということで、そのほかにも視察
できるところがあればお知らせしたいと思います。開会時間は、現在のところ
１時半とさせていただきまして、視察場所の内容に合わせて、３時頃となる場
合もありますのであらかじめご了承ください。

委員長

最後に、今後の日程について確認します。
・６月定例会は、６月２６日（金）午後１時 30 分から、宇奈月庁舎
・７月定例会は、７月２４日（金）午後１時 30 分から、宇奈月庁舎
７月定例会後は、市内施設等の見学をするということで日程の確保をお願い
いたします。本日の日程は全て終了いたしました。以上で、本日の会議を閉会
します。

終了時刻

午後２時 30 分

傍聴者

なし

会議録調製
学校教育課課長補佐庶務係長
平成 27 年５月 26 日
署名人 黒部市教育委員会委員長 村田 聖士
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