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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 ６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。

委員長

次に、次第の３番「議事録」についてであります。５月定例会の議事録です
が、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

梅雤空にあじさいの色が美しく映える頃になりました。１学期の学校訪問が
６月２日から 10 日にかけて実施されましたが、委員の皆様にはご多用の中、
各校へ出席いただき、ありがとうございました。また、委員長には６月の定例
市議会への対応ありがとうございました。それでは教育長報告を致します。
１ 所管事務の状況報告について
(1)第１回黒部市社会教育委員会 （５月 28 日 宇奈月庁舎）
委員 12 人のうち新委員２人について委嘱書の交付をいたしました。委員長
は高本一恵さん、職務代理は小柳勇人さんでございます。会議の内容ですが、
平成 27 年度教育の方針の説明、同じく平成 27 年度の社会教育、体育、図書館
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関係予算の説明をしたところでございます。
２ 出席した会議の概要報告について
(1)富山県市町村教育委員会連合会定期総会及び研修会 （６月１日 富山市）
(2)黒部市議会６月定例会 （６月５日～23 日 黒部庁舎）
(1)についてでありますが、全国市町村教育委員会連合会表彰を富山県で５
人の方が受けておられます。そのうち１名が中山前教育長ということで、表彰
状の伝達を受けました。それから研修会においては、文部科学省の課長補佐の
佐藤さんから、今後の社会教育行政の方向性という演題で講演があったところ
でございます。次に(2)の黒部市議会６月定例会ですが、会期は記載の通りで
すが、そのうち一般質問が６月 12 日と 15 日にございました。総務文教委員会
につきましては６月 18 日の午後に開催されました。
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
・５月 20 日（水）午前 10 時 20 分頃
大休憩中、グラウンドで小１男子児童４人が鬼ごっこをしていた際に、鬼か
ら逃げるために２人が同時に滑り台の上に駆け上がったため、故意ではないが
１人が押し出される形で転落。救急車で市民病院へ搬送し、精密検査を受けた
が異常はなかった。
・６月３日（水） 午前７時 55 分頃 犬山地区
自転車で登校中の中２男子生徒が、交差点を右折する際に、自転車の右後部
が、右から徐行しながら交差点に入ろうとしていた車の右前部に接触した。自
転車の左のペダルに左膝上部内側をぶつけ打撲したが、運転手に「大丈夫か」
と聞かれ、
「大丈夫だ」と答え登校。保健室で手当てを受けたが事故には触れ
ておらず、警察からの問合せにより、学校は事故について知ることとなった。
・６月 13 日（土） 午後１時 30 分頃 植木地区（中央小学校横交差点近く）
中１男子生徒が市中学校選手権大会（卓球競技）終了後、会場の桜井中学校
から顧問引率のもと自転車で学校へ戻る途中、中央小学校横交差点を渡った
後、道路横の側溝に自転車ごと頭から転落。市民病院救急外来で診察した結果、
頭部に異常はないが下唇を２針、顎を３針縫った。また、前歯３本に損傷が見
られたので、朝日歯科医院で固定するなどの緊急処置を行った。
・６月 18 日（木） 午後６時 10 分頃 岡地区(宮腰工業所付近の石田交差点近く)
自転車で下校中の中１男子生徒が、道路左側を直進中、右側によろけ、後方
から来た車と接触し転倒した。そのとき、右膝と右肘をぶつけた。運転手に「大
丈夫か」と聞かれ、
「大丈夫だ」と答え帰宅。翌日、保健室で養護教諭に右膝
の手当の際に車と接触したことを話した。
※校長研修会において、
「自転車運転者講習制度」導入に関する読売新聞の記
事(6/1 付)を提示しながら、自転車の右折の仕方を含め、自転車の乗り方の指
導の徹底を指示した。
(2)教職員の事故等
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・５月 20 日（水）午前７時 30 分頃 東布施地区中陣地内 指定速度違反
出勤時､女性教諭が 40 ㎞制限のところ 20 ㎞オーバーで取締を受けた。
・５月 23 日（土）午後５時 30 分頃 入善町上野（上野東交差点）
女性教諭が買い物をした帰宅途中、前方の交差点に車が止まっていたので、
ブレーキを踏んだが足が滑り、再度踏んだが間に合わず、停車中の車に追突。
双方の車のバンパーが損傷し、入善警察署に連絡し現場検証が行われた。
・５月 30 日（土）午前８時 30 分頃 石川県津幡町 国道８号線（金沢方面車線）
男性教諭が金沢へ向かう際、車の右側面が相手の車の左側面に接触し、その
後、信号で一時停止している車に後ろから追突。双方の車の側面やバンパーが
損傷したが、けがはなかった。
・６月 16 日（火）午後５時５分頃 魚津市印田（魚津ｲﾝﾀｰﾁｪﾝｼﾞの出口付近）
男性教諭が富山市からの出張の帰り、魚津インターチェンジのゲートを過ぎ
た駐車場出入り口付近で追突事故を起こした。速度は 10 ㎞前後だったが、20
ｍ程前に赤信号で車が一時停止をしていたため、ブレーキを踏んだが機能せ
ず、前の車に追突した。双方の車のバンパーが損傷したが、けがはなかった。
※校長研修会において、事故防止のための安全運転の徹底と交通事犯（飲酒運
転・酒気帯び運転・速度違反等）の防止について、また、ゆとりをもって出勤、
出張するように声がけを継続していくよう指導した。
(3)不審者等
・６月 21 日（日） 午後２時頃 入善町内書店
書店内の児童図書コーナーに若い男性がおり、被害女児の母親が不審に思い
観察していたところ、小中学生が通るたびに、足を見つめて後をつけていた。
当該女児の後にもついてきたため、店内で女児と母親は男性から距離をおい
た。しばらくして、狭い通路で本を選んでいた女児の背後に男性が立ち、後ろ
から臀部を女児に押しつけてきた。母親が女児を男性から引き離すと、男性は
足早に離れていった。
※市教育センターより、各小中学校にＦＡＸにて注意喚起した。
(4)いじめ（５月報告分）
中学校での認知件数が１件ありました。
教育長報告は以上であります。
委員長

教育長報告について、私からいくつか質問させていただきます。児童生徒の
事故がたくさんありますが、１つ目は、学校内での事故が発生してから教職員
が確認するまでの時間や救急車が来るまでの時間などは、確認されているので
しょうか。学校内で事故が発生した場合の連絡体制について教えてください。

事務局
(学校教育班長)

大休憩中の事故でありますが、事故直後に子供から教職員へ連絡がありまし
た。その後、校長判断で救急車を呼んだということであります。
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委員長

事故が起きてから、対応までのスピードが大切だと思いますので確認しまし
た。次に、６月３日と 18 日の交通事故ですが、生徒が事故にあったことを先
生に伝えていないようです。事故にあったとしても軽傷の場合は、生徒自身が
積極的に言いたくないということもあると思いますが、学校のルールとして
は、どのようになっているのですか。

事務局
(学校教育班長)

統一したルールはありませんが、このようなケースは、私が現場にいたとき
も経験があります。子供が加害者に対して「大丈夫です。
」と言った場合に、
結果的にはひき逃げのような状況になってしまいます。登校後に生徒から聞い
たとしても、結局は相手が分からず仕舞いということもあります。今回の２件
は同じ学校で起きており、１件目の際には、事故にあった場合は必ず学校に知
らせるよう指導しておりましたが、再度同じようなことがあったということで
あります。学校では、自転車通学の生徒だけでなく、徒歩の生徒も含め、全校
集会において指導し、保護者にも注意喚起したところでございます。夏休み前
でもありますので、７月の校長研修会において全校長に対し話す予定です。

委員長

恐らく故意に隠していることは無いと思いますが、報告の義務という認識が
無いのだろうと思います。

事務局
(学校教育班長)

車にぶつかった場合、自分に過失があるという思いから、生徒によっては、
言いづらいと思う子もいるようです。

委員長

後遺症など、後々、大きな問題にならないとも限りません。何かあったとき
に、会社の場合は通勤中の事故は労災になることもありますし、通学中の事故
は、たとえ小さな事故でも学校でしっかりと把握すべきだと思います。危ない
道や飛び出しやすい道などを認識しなければいけませんので、生徒の皆さんに
も通学時の事故とか怪我とか被害については、報告してほしいと思います。次
に６月 13 日の件ですが、何故こんな道路横の側溝に自転車ごと頭から転落し
たのか、顧問引率の先生がいる中で、何があったのか気になります。

事務局
(学校教育班長)

１年生男子でありますが、入学後２～３ヶ月という時期でもあり、自転車が
体の大きさに合っていないことが考えられます。また、自転車数十台が１列に
なって行くため、前の自転車がスピードを緩めた際に、後続の自転車が不安定
になることもあります。交差点では顧問が指導しており、教師が車２台で挟ん
で引率していたのですが、事故が起こってしまいました。

委員長

最後に、いじめの報告では対応状況が書いてありますが、これは学校が対応
策を協議し、母親に結果を連絡したということですね。本人は学校には言わな
いで欲しいと希望しているが、母親が先生に相談したということですね。

事務局
(学校教育班長)

そのとおりです。
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委員長

了解しました。私からの質問は以上です。何か他にありますか。
（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「黒部市教育振興協議会委員の委嘱」について、事務局から説
明をお願いします。

事務局
(学校教育課長)

１番目の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。教育の振
興に関する施策の管理、それから執行状況について点検・評価を行い、施策を
総合的かつ計画的に推進するために設置されている委員会でございます。今
回、黒部市自治振興会連絡協議会におきまして異動があり、昨年度の委員であ
りました大布施自治振興会長の松原さんから、愛本自治振興会長の内橋さんに
変更になったことによる委嘱でございます。委嘱書は既に交付済みでございま
すが、遡って報告させていただきました。

委員長

何か質問等ありますでしょうか。
（質疑なし）
次に、報告の２番の「平成 28 年度国・県に対する重要要望事業」について
事務局から説明をお願いします。

事務局
(教育部長)

平成 28 年度の国、県に対する要望でございます。教育委員会からは３件に
ついて要望するものであります。県に対しては来週、６月 29 日、月曜日に実
施の予定です。
まず１つ目ですが「立山・黒部地域の世界文化遺産登録について」でありま
す。昨年に引き続き、知事政策局と県教育委員会に要望していきたいと思って
おります。内容は、立山・黒部地域は山岳信仰、砂防、電源開発などの施設が
大変貴重な価値を持っていることから、文化庁におきましても平成 20 年の９
月、世界遺産暫定一覧表候補の文化遺産カテゴリーⅡに位置づけられておりま
す。白岩堰堤砂防施設は重要文化財に指定されており、また、日本唯一の氷河
の存在やラムサール条約湿地の認定、さらには昨年、日本ジオパークに認定さ
れまして、他には例をみない貴重な遺産として価値を高めてきているところで
ございます。世界文化遺産登録は住民全ての願いであり、また、世界ジオパー
クの認定に向けた取り組みも進んでおります。砂防・山岳信仰・発電の背景に
ある山岳地域の価値を確立させて、魅力ある地域づくりの推進やふるさとへの
誇り、愛着を進めるジオパークの活動にも格段のご配慮をお願いしたいという
ことで、要望するものでございます。
次に、２つ目の要望事業として「桜井中学校の建設事業」について、昨年に
引き続き促進要望でございます。県に対しては教育委員会の教育企画課、国は
文部科学省へ要望したいと考えております。桜井中学校は、校舎が昭和 35 年、
体育館が昭和 38 年に建設されており、既に 50 年以上が経過しております。老
朽化が著しく、早急に改築しようということであります。８月に入札、９月に
は着工の予定で準備を進めております。また、桜井中学校は平成 32 年までに
宇奈月中学校との統合を目指しており、統合校としての整備も求められており
ます。事業概要ですが、施設の規模は、校舎が鉄筋３階建、7,086 ㎡、体育館
は、鉄筋鉄骨３階建、約 3,307 ㎡でございます。建築期間は、校舎が平成 27
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年９月から平成 29 年７月、大体２ヵ年近くかかる見込みです。体育館が平成
30 年２月から平成 31 年７月、またグラウンドなどの外構工事が平成 30 年から
平成 32 年 3 月を予定しております。現在のグラウンドに校舎を建てまして、
校舎が建った後、既存の校舎を壊しましてそこに体育館を建てるという手順で
進めるため、５年間の長期に渡っての整備ということになります。
３つ目の要望は、小学校の「空調設備設置工事」についてということで、新
規要望でございます。要望先は、県教育委員会教育企画課、国は文部科学省で
ございます。内容ですが、近年夏季においては、記録的な猛暑が続いており、
教室内では 30 度を超す日も常態化してきているところであります。熱中症予
防として、また、快適な学習環境の確保のため、市内９小学校の普通教室、特
別教室などへ空調設備を設置し、子供達が安全で安心して学習できるよう教室
内の環境整備が必要となってきていると考えております。このため、平成 27
年度には市の単独予算で９小学校の空調設備工事の実施設計について発注し
ているところでございます。そのような状況の中、平成 27 年度は国の予算不
足のため、全国的に空調設備整備の事業採択の見込みが立たないという状況に
なってきております。黒部市では現在実施設計を行っておりますが、平成 28
年度と平成 29 年度、２ヵ年に渡りまして、空調設備の整備を図ってまいりた
いと考えており、県からも国に働きかけていただきたいという趣旨で要望する
ものでございます。以上、要望事項は３件でございます。
委員長

質問等ありましたらお願いいたします。
（質疑なし）
無いようですので、次に報告の３番「黒部市議会６月定例会で可決された条
例議案」について、事務局から説明をお願いします。

事務局
(学校教育課長)

議案第 53 号、54 号の２件について、関連がありますので、まとめて説明さ
せていただきます。黒部市立学校設置条例の一部改正でありますが、前沢小学
校、三日市小学校統合に伴う校名の変更による条例改正であります。改正内容
は記載の通り、校名を桜井小学校にするというものであります。議案第 54 号
につきましては、黒部市立小中学校グラウンド夜間照明施設条例の一部改正で
あり、議案第 53 号の校名変更に伴う条例改正であります。前沢小学校の部分
につきましては、旧黒部市立前沢小学校グラウンド夜間照明施設に改めるもの
でございます。以上でございます。

事務局
(生涯学習課長)

続きまして、議案第 55 号について説明いたします。黒部市文化財保護条例
の一部改正でありますが、改正理由は、教育委員会事務局組織の変更に伴う改
正でありまして、
「生涯学習スポーツ課」から「生涯学習課」に改める内容で
ございます。以上でございます。

委員長

質問ありましたらお願いします。
（質疑なし）
無いようですので、次に、報告の４番の「黒部市議会６月定例会一般質問・
答弁要旨」について、事務局から説明お願いします。
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事務局
(教育部長)

教育委員会関連の一般質問では、代表質問が２人、個人質問が５人、計７人
の議員から質問があり、大項目では、９項目、中項目といたしまして 22 項目
の質問を受けております。質問要旨について申し上げます。
＜代表質問、日本共産党 橋本議員＞
１．平和憲法と安保法制について
（１）衆議院憲法審査会での戦争法案に対する判断について
（２）憲法が平和憲法と言われるわけについて
＜代表質問、新樹会 伊東議員＞
１．人が育ち地域がいきる教育について
（１）平成 25 年度の全国学力・学習状況調査の平均正答率が学校間にばらつ
きがあるが、課題解決のための方策と 26 年度の状況について
（２）学校評議員制度が学校運営にどういかされているのかについて
（３）学校運営協議会制度、コミュニティスクールについて、黒部市で検討し
たことはあるのか
（４）現在の教育長の任期満了後の教育委員会組織についての考えと新制度へ
の移行に向けた取組について
（５）本市のふるさと教育の特徴をどのようにいかしていくか
（６）黒部名水マラソンについて、県外参加者に対するＰＲについて
＜個人質問 高野議員＞
１．子ども達の生きる力を伸ばす対策について
（１）
「14 歳の挑戦」に働く親の姿を見せる機会を持てないか
（２）学校教育における食育の取組について
（３）新幹線を利用し、国会議事堂等を見学するなど、子ども達の体験ツアー
のような事業ができないか
＜個人質問 川上議員＞
１．ジオパーク認定により「名水の里」発信の再強化を
（１）ジオパーク推進班の今後の取組について
（２）日本黒部学会、黒部川扇状地研究所、黒部市水資源対策協議会、名水会
等団体の活動状況、庁舎内での担当部署が異なることによる課題について
（３）
「名水の里黒部」は、インパクトが弱いのではないか。豊富でおいしい
水としての新たな取組も必要ではないか
（４）今年の８月 28 日、安曇野で全国名水サミットが開催されるが、ジオパ
ーク認定を受けた今、黒部市での開催に取り組んではどうか
２．美術品の管理について
（１）市所有の美術品の累計額と美術品として貴重と思われる作品について
（２）美術品としての取扱基準は何か、台帳整理や整理票の添付、台帳と実物
のチェックは定期的に実施されているのか
（３）展示保管施設の施錠、セキュリティ、防災面、湿度、温度、防虫管理な
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どの状況について
（４）所蔵品の企画展や庁舎内での展示について
＜個人質問 成川議員＞
１．東京オリンピック・パラリンピック合宿誘致について
（１）立候補というアクションを起こしていただきたい、現在の進捗状況につ
いて
＜個人質問 川本議員＞
１．健康寿命を延ばすための施策について
（１）
「市民ひとり１スポーツ」取組の成果と課題は
＜個人質問 村井議員＞
１．女性特有のガンを守るための取り組みについて
（１）学校教育の中で、子宮頸ガンを防ぐ効果的な指導や教育が行えないか。
以上であります。なお、答弁は記載の通りでございますので、省略したいと
思います。
委員長

答弁要旨について質問などありましたらお願いします。
（質疑なし）
無いようですので、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。はじめに学校教育課から報告願います。

事務局

経過事業から説明いたします。
(学校教育課長) ・６月１日 富山県市町村教育委員会連合会理事会・総会・研修会（富山市）
・６月２日～10 日 学校訪問
各学校の教育目標実現のため、県東部教育事務所、市教育委員会の指導方針
に即して指導・助言するために行われております学校訪問研修でございます
が、石田小学校、中央小学校、石田こども園、生地こども園、三日市小学校、
桜井中学校、村椿小学校、宇奈月小学校、高志野中学校で行われました。残り
の学校につきましては、10 月、11 月に予定されております。
・６月 11 日 小中学校長研修会
・６月 18 日 小中学校教頭会研修会
次に予定事業であります。
・６月 29 日 平成 28 年度国・県に対する重要要望活動
内容は、先ほど教育部長から説明があった通りでございます。
・７月１日 平成 27 年度永年勤続教職員等表彰式（勤続 20 年、30 年）
勤続 20 年は２名、勤続 30 年は 14 名の方が対象となっておられます。
・７月 24 日 終業式（幼稚園、小学校、中学校）
・７月 24 日 教育委員会議（７月定例会）
・市内視察
１番最後の黒部国際化教育推進協議会が未定となっておりましたが、７月 16
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日（木）に決定いたしましたので、訂正をお願いしたいと思います。
学校教育課からは、以上でございます。
委員長

質問等ありましたらお願いします。
（質疑なし）
次に、生涯学習課からお願します。

事務局

まず、経過事業から説明いたします。
(生涯学習課長) ・５月 28 日 第１回社会教育委員会
平成 27 年度の予算編成方針、予算概要や主な事業について報告致しました。
・５月 30 日 松桜閣園遊会
参加されました委員さんには、暑い中、お疲れ様でした。
・５月 30 日～７月 26 日 春の企画展「新川の文化財（後期）民俗芸能と伝統
行事」
（歴史民俗資料館）
・６月６日～７日 第３回芸術文化際（コラーレ）
・６月 13 日 ジオ＆みずはくツアー
黒部川扇状地一円にて来年の３月にかけて７回予定されており、詳細は、お
手元のパンフレットに記載してございます。
・６月 16 日～19 日 夏のさわやか運動
市内４中学校、
あいの風黒部駅など８ヶ所で 565 名の参加者で行われました。
次に予定事業であります。
・６月 27 日 青尐年育成黒部市民会議総会（コラーレ）
・７月８日 黒部市ＰＴＡ連絡協議会との懇談会（宇奈月中学校）
・７月 18 日 くろべ女性団体連絡協議会結成 10 周年記念講演会（コラーレ）
講師にタレントの西川ヘレンさんをお迎えします。パンフレットと招待券が届
いておりますので、配布させていただきました。チケットは、コラーレ、メル
シーにて販売しております。また、教育委員会の生涯学習課にもあります。
以上です。
委員長

質問等ありましたらお願いします。

委員

水の尐年団には、どれくらいの学校から何人が参加されましたか。

教育長

市内一円を対象に公募により団員を募集し、人数は 21 名で、去年も一緒で
した。参加者のあった学校は、５校か６校だったかと思います。

委員

水の尐年団は、大変良い経験ができる活動だと思っていますが、スポーツ尐
年団などがあって、参加したくてもできないお子さんもいると思います。

教育長

今年は、数年ぶりに常願寺川も調査するそうです。

委員長

ほかに無いようですので、次にスポーツ課からお願いします。
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事務局

経過事業から説明させていただきます。
(スポーツ課長) ・６月２日 第 68 回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）
各競技協会を対象とするものでありまして、当日は各競技協会代表者に強化
費を授与したところであります。
・６月 20 日 第 10 回黒部市民体育大会
優勝旗、優勝杯返還式を挙行いたしまして、引続き第 10 回の記念競技とし
てスティックリング大会を開催いたしました。各地区からは男子・女子・混合
の３チームを結成していただきまして、市内全地区、11 地区トーナメント戦と
して、競技を開催いたしました。結果につきましては、優勝・田家地区、２位・
荻生、３位・村椿、４位・生地、５位・石田となっております。
次に予定事業について説明いたします。
・７月５日及び 12 日 第 10 回黒部市民体育大会
２日間にわたり、13 競技、15 種別を実施いたします。それぞれの競技にお
いて、２ブロック制で順位を競うこととなります。
・７月 15 日 第 68 回富山県民体育大会黒部市選手団激励壮行会(総合体育ｾﾝﾀｰ)
当日は富山県民体育大会出場選手代表者にお集まりいただきまして、市長、
市議会議長をはじめとする関係者により激励するものであります。
・７月 25 日～26 日 富山県民体育大会中心会期
今申し上げました 15 日の激励壮行会、25 日、26 日の激励巡回につきまして
は、今後、教育委員長さん、教育委員さんのもとにご案内させていただく予定
でありますので、よろしくお願いいたします。
・７月 19 日 カターレ富山市町村サンクスデー「黒部市の日」
（魚津市）
ＳＣ相模原との対戦カードとなっており、小学生以下は無料で観戦いただく
ことができます。また、黒部市民あるいは在勤の方についてはチケットの特別
割引を実施します。これらの案内は、小中学校にチラシを配布するほか、市報
くろべ７月号、来週末からのみらーれテレビ、ラジオミューなどで周知してい
く予定であります。以上でございます。
委員長

質問がありましたらお願いします。

委員長

15 日の激励壮行会は例年通り夜ですか。

事務局

後日ご案内いたしますが、例年通り、午後７時からの予定となっております。

(スポーツ課長)

委員長
事務局
(図書館長)

無ければ次に図書館からお願いします。
それでは、経過事業からご説明いたします。
・６月２日 黒部で子育て応援企画「笑顔で子育て」展
本の展示冊数は 200 冊でございます。また、関連イベントとして、７月５日、
９時半から 10 時半まで岩井恵澄さんの講演会、その後に子育てに関する相談
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会というイベントを企画しております。
・６月 10 日～７月 16 日 企画展「北陸新幹線沿線の旅」
（宇奈月館）
本の展示冊数は 60 冊程度展示しております。関連イベントとして、７月４
日土曜日、プラレールで遊ぼうということで、プラレールを持ち込んで皆さん
で遊んでもらうという企画を考えております。
毎週土曜日のよみきかせ会の実績報告でございますが、６月 23 日現在、47
回開催し、参加者合計 489 名、うちお子様が 279 名でございます。１回あたり
の平均参加数が 10 名となっております。今年度も新たに高校生のよみきかせ
ボランティアを募集しようと、本日、桜井高校へ依頼をしてまいりました。
次にフェイスブック関連の報告でございます。今までの累計で投稿数が 403
件、フェイスブックを閲覧した人が 71,373 名、投稿に対して、
「いいね」や「シ
ェア」をしていただいた方が 13,013 名となっております。それから海外から
のアクセスが今回は９カ国となっております。
予定事業につきましては記載のとおりでございます。以上です。
委員長

質問が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。

事務局

経過事業につきまして
(学校給食ｾﾝﾀｰ所長) ・５月 27 日 黒部市学校給食会
平成 27 年度の予算を決定していただいたところでございます。
・６月 10 日、12 日、17 日、18 日、25 日 給食試食会
食習慣の形成には家庭での食生活が大きく影響するということから、小学校
１年生の保護者を対象に栄養教諭が食事の栄養バランスについて話をすると
いうもので、６月には５日間開催いたしました。
・６月 15 日～19 日 学校給食調査
今後の献立の参考にするためのアンケート調査として実施しております。
次に予定事業であります。
・７月 13 日 黒部地場産学校給食の日（幼稚園、小中学校）
地場産品 40％を使用した給食を提供したいと考えております。メニューは厚
揚げのみそ汁、名水ポークを使った豚肉のスタミナ炒め、即席漬けなどを予定
しております。
・７月 23 日 １学期学校給食終了（幼稚園、小学校）
・７月 24 日 １学期学校給食終了（中学校）
以上でございます。
委員

宇奈月小学校も 12 日にあったような気がするのですが。

事務局

只今、確認いたします。
(学校給食ｾﾝﾀｰ所長) （確認後、宇奈月小学校での給食試食会が 12 日に実施したことを報告）
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委員長

こちらの報告は、学校給食センターの括りなので、宇奈月の自校式の給食は
入らないのだと思います。

事務局

学校教育課として報告すべきところでした。学校給食センターの報告として
(学校給食ｾﾝﾀｰ所長) は、宇奈月の小学校と中学校は対象にはなっていません。
委員長

他に質問ありますでしょうか。

委員

先ほどの部活動後の事故についてですが、市の選手権では、自転車を使って
移動しますが、側溝に落ちたのが１年生ということで、自転車技術が未熟な生
徒が初めての道を走ることになり、しかも１列になって、前の自転車との間隔
を上手にとっていかなければいけないなど、技術的にも難しいことだと思いま
す。生徒の体格は様々ですし、道路状況もあります。引率の際には、これまで
以上にしっかりと意識していただかなくてはいけないと思います。それから、
市の選手権の場合、送迎バスなどはあるのでしょうか。

事務局
(学校教育班長)

新川地区大会など他市への移動の際は、バスを使用することもありますが、
市内の場合はバスでの送迎はしておりません。

委員

分かりました。せっかく楽しみにしているスポーツ大会なので、そのような
配慮も必要だと思いました。

委員長

自転車で１年生の足が着いていないケースがよくあります。サドルが高いの
か、自転車自体が大きいのか解かりませんが、きちんと足が着くような確認、
指導も必要だと思います。

委員

車体点検や自転車教室など、入学後の１年生を対象に、自転車通学や部活で
使用する生徒に対しては実施していると思いますが、これから夏休みなので、
練習試合に行くことも多くなりますので、気をつけていただきたいと思いま
す。

委員長

では、５番の（６）のその他については特に無いですね。次に次第の大きな
６番、
「その他事務連絡等」について事務局からお願いします。

事務局

今後の日程について、説明いたします。次回の７月定例会は７月 24 日金曜
(学校教育課長) 日の１時半から宇奈月庁舎の第３会議室で開催いたします。定例会終了後には
市内施設の視察を予定しております。視察は、14 時 40 分から地域観光ギャラ
リーの展示空間、吉田科学館などの視察を予定しています。次に、８月の定例
教育委員会、第１回総合教育会議でございますが、改正地方教育行政法に基づ
きまして、市長が招集する総合教育会議の第１回会議に合わせて定例教育委員
会を開催したいと考えております。市長日程、委員長の日程、委員の皆さんに
も事前にご案内させていただきましたが、８月 27 日に８月定例会と黒部市総
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合教育会議を開催したいと思います。場所は、いずれも黒部庁舎 301 会議室と
いうことで予定しております。市長が招集することから、市当局の職員も出席
する予定であります。以上でございます。
委員長

只今、事務局から今後の日程について説明がありましたので、最後に確認し
ます。
・教育委員会７月定例会
７月 24 日（金）午後１時 30 分 宇奈月庁舎第３会議室
終了後に視察
・教育委員会８月定例会
８月 27 日（木）午後１時 30 分 黒部庁舎 301 会議室
・第 1 回黒部市総合教育会議
８月 27 日（木）午後３時 00 分 黒部庁舎 301 会議室
ということで、皆さん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。本日の会議を閉会します。

傍聴者

なし

議事録調製
学校教育課課長補佐庶務係長
平成 27 年７月 24 日
署名人 黒部市教育委員会委員長 村田 聖士
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神保 竜

