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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７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。６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・質問等がございま
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

先日 21 日に北陸地方が梅雨明けしたということであります。これから大変暑
い日が続きますけれども、皆様には熱中症等、体調管理を十分にお願いしたいと
思います。また、本日、幼稚園、小学校、中学校においては１学期の終業式を迎
えました。明日から 38 日間という夏季休業を迎えるわけですが、休み中の子ど
も達への事故防止等については、先の校長研修会におきまして、徹底した指導を
お願いしたところでございます。子どもたちにとって事故の無い楽しい夏休みに
なることを願っているところでございます。それでは、教育長報告を致します。
１ 所管事務の状況報告
(1)平成 27 年度青尐年育成黒部市民会議総会 （６月 27 日 コラーレ）
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・平成 26 年度、27 年度の事業報告と事業予定について審議。
(2)平成 27 年度第１回黒部市スポーツ推進審議会（７月９日 黒部庁舎）
・平成 27 年度の事業予定と今年度、今後のスポーツ行政の基礎資料とするため
の運動とスポーツに関するアンケート調査の実施について説明。
２ 出席した会議の概要報告
(1)平成 28 年度国・県に対する重要要望活動 （６月 29 日 富山市）
・市全体では 33 件。うち教育委員会関係では３件。
（桜井中学校の建設、小学校
のエアコン設置、世界文化遺産）
(2)平成 27 年度永年勤続教職員等表彰式 （７月１日 宇奈月庁舎）
・20 年勤続２人、30 年勤続 14 人。
(3)第 65 回社会を明るくする運動黒部市大会 （７月４日 市民会館）
・今年度は桜井中学校区が担当校区。校区内の保育所、小学校、中学校から意見
発表、合唱、踊りなどが披露された。
(4)黒部市民体育大会激励巡回 （７月５日 各会場）
・７月 12 日にも開催。今年度は６月 20 日に１回目、７月５日が２回目、７月
12 日が３回目。10 月 18 日が陸上競技の予定。７月 12 日までの途中成績は、後
程、担当課長から報告。
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
・７月１日（水）午後６時 25 分頃 宇奈月町浦山地内（コメリ近く）
小４男子児童が友人宅からキックボードに乗って帰宅する途中、見通しの悪い
Ｔ字路で車にはねられ、路上に転倒。救急車で市民病院に搬送。診察の結果、両
肘、後頭部、背中の擦過傷と診断される。
・７月３日（金） 午後４時 40 分頃 中新地内（あいの風とやま鉄道踏切から
200ｍほど山側へ行った所）
中１男子生徒が自転車で下校中、左足をペダルから踏み外し、前のめりに田ん
ぼへ転落し、左腕の肘に擦り傷を負う。交通課による現場検証が行われた。
(2)教職員の事故等
・なし
※法定速度の遵守等、事故防止のための安全運転の徹底について、特に、夏季
休業中は出張の機会が多くなるため、ゆとりをもって出勤、出張するよう、校
長研修会において依頼した。併せて、お盆は飲酒の機会が多くなるため、飲酒・
酒気帯び運転等の交通事犯の防止について指導するよう依頼した。
(3)不審者情報
・６月 23 日（火） 午後４時 40 分頃 金屋地内（中央児童センター近く）
帰宅途中の小３女子児童が、自転車に乗った中高生ぐらいの若い男に、脇道に
誘われ卑猥な言葉をかけられた。中央児童センターの職員が警察に連絡し、事実
確認が行われた。
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※市教育センターより、各小中学校にＦＡＸにて注意喚起した。また、学校教育
課長が現地を確認するとともに、大布施地区自治振興会長に連絡を取り、振興会
としての対応について確認した。
(4)いじめ（６月報告分）
小学校では認知件数が２件、そのうち未解消が１件。対応状況は、保護者か
らの訴えによるもので、実態把握後、加害児童への指導、被害児童宅への家庭
訪問、加害児童保護者への事実報告と今後の対応について協議、全教職員で見
守りを継続。
中学校で認知件数が４件、そのうち未解消が２件。対応状況は、未解消２件
ともシューズへのいたずらで、いたずらをした者は特定されていない。再発防
止のため、シューズの管理、教職員による巡視を行っている。
私からの報告は以上でございます。
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

シューズへのいたずらというのは、同じ子に２件ということですか。

事務局
別々です。１件はシューズがゴミ箱から見つかったということです。もう１件
（学校教育班長） はシューズにペンでいたずら書きをされたものです。２件目については、同じ子
に２回ありました。２回を１件としてカウントしています。
委員

分かりました。悪質ですね。

委員長

件数の確認ですが、認知件数が４件で、うち新規が３件、継続が１件で４件。
未解消が２件、残りの２件は解消したということですね。

教育長

そのとおりです。

委員長

分かりました。他にありますか。

委員

キックボードとは、どういうものですか。

委員長

前後に小さいタイヤがついていて、スケートボードにハンドルがついているよ
うなもので、足をのせて、蹴ってこぐ乗り物です。

委員

キックボードで事故が起きていますが、キックボードの普及率はわかります
か。公園などの広場で、キックボードを使用している大人は見たことがあります
が、子供はどのような感じでしょうか。

事務局
（学校教育班長）
委員

学校としては、調査したことはありません。
道路は乗ってもよいのでしょうか。
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事務局
（学校教育班長）
委員

公道では、乗ってはいけないと思います。
よく広場やコンビニの駐車場で遊んでいる子は見ますが、遊びに行くときに自
転車代わりにしている子もいるようです。

委員長

流行した時期には、みんな乗っていましたけど、最近は、あまり見なくなった
と思います。他に質問など無いでしょうか。
（質疑なし）
次に移ります。

委員長

次第の５の議案でありますが、審議に移ります前に、委員の皆様にお諮りいた
します。
議案第 19 号につきましては、市町村教育委員会が議決した後、その結果を富
山県教育委員会に報告することとなりますが、採択の期限は、根拠法令となりま
す「義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律施行令第 13 条」の規
定により、８月 31 日までとされております。
富山県教育委員会では、この期限までに各市町村の採択結果を集約し、公開す
ることとなっており、他の市町村の採択への影響、採択の公正を期するため、県
内全市町村の採択結果が出揃った後に、初めて公開されることとなっておりま
す。したがって、それまでの間は、市町村の採択結果は非公開の取扱いとなりま
す。
そこでお諮りします。地方教育行政の組織及び運営に関する法律第 13 条第６
項に「教育委員会の会議は、公開する。ただし、人事に関する事件その他の事件
について、委員長又は委員の発議により、出席委員の３分の２以上の多数で議決
したときは、これを公開しないことができる。
」と規定されております。この議
案については、本規定のその他の事件に該当する案件として、非公開とすること
にご異議ありませんか。

委員

（異議なし）

委員長

ご異議なしと認めます。よって、本議案の審議につきましては、非公開とする
ことに決しました。なお、本日は、傍聴者がおりませんので、議案の審議に移り
ます。
「議案第 19 号 平成 28 年度使用黒部市中学校用教科用図書の採択」につ
いて、事務局より説明願います。
（以下、議案第 19 号の審議については、非公開のため未掲載）
（質疑応答等終了後、採決以降掲載）

委員長
委員
委員長

それでは、採決します。議案第 19 号について、原案にご異議ありませんか。
（異議なし）
ご異議なしでありますので、議案第 19 号は、原案のとおり決しました。
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委員長

次に、次第の６番、報告に移ります。まず「各課等事業報告（経過・予定）
」
でありますが、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)

＜経過事業＞
・７月６日 前沢・三日市小学校統合準備委員会第 14 回生活部会（三日市小）
いろいろと統合準備委員会で協議されてまいりまして、生活部会については今
回最終となったところでございます。統合準備委員会としましては、８月には校
歌の歌詞について、ある程度見えてくる予定です。現在、作詞をお願いしており
ます上田先生からは、近々、歌詞を見ていただけないかということをお聞きして
おりまして、８月にはある程度の方向性が見えてくるものと思っております。い
ずれ、委員の皆様にもお見せしたいと思っております。歌詞のあとは、作曲とい
うことになりますが、年内には校歌が出来上がるものと思っております。
・７月 10 日 平成 28 年度全国中学校体育大会・第 46 回全日本中学校バレーボ
ール選手権大会実行委員会設立総会（総合体育センター）
教育委員会事務局からは、私と魚谷スポーツ課長が出席しております。平成
28 年８月 19 日から 22 日の４日間、魚津市ありそドーム、黒部市総合体育セン
ター、入善町総合体育館の３会場でバレーボール競技が行われる予定です。準決
勝、決勝と開会式、閉会式はメイン会場の黒部市総合体育センターで行われるこ
とになっております。
・７月 16 日 黒部国際化教育推進協議会（市教育センター）
８月に予定しておりますサマーキャンプの実施、姉妹都市メーコンからの研修
生の受け入れ、英会話科など、国際化教育の今後の進め方について協議されたと
ころでございます。
・７月 24 日 終業式（幼稚園、小学校、中学校）
本日、各幼稚園、小中学校で終業式が行われたところでございます。
＜予定事業＞
・７月 27 日 桜井高等学校教育振興会総会（桜井高校）
委員長と教育長が出席される予定となっております。
・８月４日 黒部市学校保健会全体研修会（宇奈月小学校）
教育長が出席し、激励の言葉を述べる予定になっております。
・８月 19 日～21 日 英語サマーキャンプ（あこや～の）
市内小学校５、６年生が 47 名、中学校１年生が６名、合わせて 53 名が参加す
ることになっております。
・８月 27 日 教育委員会議 ８月定例会
第１回黒部市総合教育会議 （黒部庁舎 301 会議室）
総合教育会議につきましては、後ほど説明したいと思います。
・８月 28 日 第 28 回黒部市教育振興協議会 （黒部庁舎 301 会議室）
年３回開催しておりまして、８月と９月には平成 26 年度の教育委員会事務の
点検・評価を実施することとしております。来年の２月には教育の方針について
協議していただく予定となっております。以上でございます。
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委員長
委員長

委員
事務局
(教育部長)

委員長

事務局
(生涯学習課長)

質問ありましたらお願いします。
英語サマーキャンプに行ったことが無いのですが、どのような形で参加するこ
とになるのですか。
昨年、参加しましたが、最終日の発表の時がよろしいと思います。
委員さん方には、最終日（８月 21 日の午後）の発表会にお出でいただくのが
良いと思います。サマーキャンプの成果として、英語での寸劇を披露する場面で
ありまして、ご案内の際には、スケジュールも合わせてお知らせしております。
分かりました。他にありませんでしょうか。
（質疑なし）
無ければ次に、生涯学習課からお願いします。
＜経過事業＞
・６月 27 日 平成 27 年度青尐年育成黒部市民会議総会（コラーレ）
総会後、薬物依存者の回復施設の富山ダルクの入所者の方々から、薬物依存症
の恐ろしさについての講演会が行われました。
・７月７日 第 10 回芸術祭第１回運営委員会（三日市公民館）
開催期間を 11 月 12 日（木）～17 日（火）までの開催期間が決定され、表彰
式、講評については 11 月 14 日（土）に行われることが決定しました。
・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）
タレントの西川ヘレンさんをお迎えした講演会が、入場者約 700 名のもと、盛
大に開催されました。
資料記載の経過事業については以上ですが、追加項目がございます。お手元に
パンフレットを配布いたしましたが、７月 22 日に日本黒部学会の総会が行われ
まして、ジオパーク記念としました冊子を作成したところでございます。
こちらにつきましては、市報くろべを編集したものでございます。経過事業に
つきましては以上でございます。
＜予定事業＞
・７月 26 日 黒部川・水のコンサート＆フェスティバル（黒部川公園）
お手元にパンフレットを配布させていただきました。
・７月 31 日 第 11 回特別展「黒部峡谷探検 吉沢庄作と冠松次郎展」開会式
（11 月８日まで、歴史民俗資料館）
31 日には９時半から開会式が行われます。お手元にはパンフレットと招待券
を配布させていただきました。
・７月 31 日 中陣のニブ流し（中陣地区）
・８月７日 尾山の七夕流し（尾山地区）
主な予定事業は以上です。

委員長

質問等ありましたらお願いします。
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委員

７月８日の市ＰＴＡ連絡協議会との懇談会の内容について、お願いします。

事務局
(学校教育課長)

小中学校の再編についての質問が多かった状況であります。昨年度、たかせ小
学校が開校しましたが、東布施と田家の両地区で協議をされた内容や経過を踏ま
えて、現在、前沢と三日市が協議しておりますが、説明の時期や内容等にいろい
ろと行き違い、なかなか協議が前に進まなかったという意見もあり、
「同時期に
両地区に説明会を開催していただきたい」というご指摘をいただいております。
それから統合したことによって、
「通学経路の安全について、どのような対策を
考えているのか」というようなこともご質問いただいております。

事務局
(教育部長)

補足しますが、今回の懇談会では、５年後となります中学校の統合についての
説明会として、各校下を対象とした「職員出前講座」を実施する予定であり、各
ＰＴＡ会長の皆さんに照会をかけたところであります。今後、８月以降となりま
すが、順次、日程調整しながら実施してまいりたいと思います。

事務局
(生涯学習課長)

この他、土曜授業、土曜学習についての質問もございました。
「県下の一部の
自治体が実施しているが、黒部市ではどうか」という質問であります。黒部市と
しては、現在は予定していない旨、回答をしたところでございます。

事務局
(教育部長)

また、ハード的なものとして、桜井中学校建設のスケジュール、高志野中学校
体育館が 11 月に完成する件、小学校のエアコン整備について説明したほか、通
学経路の安全対策についての意見交換もありました。

委員長
委員

事務局
(生涯学習課長)
委員長
事務局
(ｽﾎﾟｰﾂ課長)

ありがとうございました。他にありますでしょうか。
黒部市美術館についてですが、現在、美術館では、
「恋スル工芸展」が開催さ
れています。後日、美術館運営協議会でも協議いただければよいと思いますが、
児童生徒が、美術館に足を運びやすくなるように、美術館が中心となった企画や
イベントがあればよいと思います。今のイベントも若手作家の工芸展ですので、
若い子たちが見る機会になればと思っています。市内の美術館ですが、なかなか
訪れる機会もありませんので、もう尐し工夫できればよいと思っています。
運営委員会には、担当職員も出席しておりますので、伝えておきます。
他にないようですので、次にスポーツ課からお願いします。
＜経過事業＞
・７月５日、12 日 第 10 回黒部市民体育大会 （市内一円）
15 種別（野球・ソフトボール女子・テニス・柔道・バドミントン・ビーチボ
ール･卓球・水泳・ソフトボール男子・ソフトテニス・バレーボール男女・相撲・
パークゴルフ・フットサル）の競技を開催しております。第１節スティックリン
グから今回の第３節までの各競技の成績一覧です。現時点での中間順位は、石田
地区、田家地区が同点１位、３位が三日市、４位が大布施地区となっておりまし
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て、この成績をもって、最終の第４節を迎えるということになります。市民体育
大会については以上です。
・７月 09 日 第１回スポーツ推進審議会（黒部庁舎 302 会議室）
・７月 15 日 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）
・７月 19 日 カターレ富山市町村サンクスデー｢黒部市の日｣(魚津桃山運動公園)
中央サッカースポーツ尐年団にエスコートキッズをお願いしたほか、黒部市内
のカターレファンの方々にも足を運んでいただいたところでございます。
＜予定事業＞
・７月 25 日 第 68 回富山県民体育大会中心会期（～26 日）
（県内一円）
・７月 26 日 第 68 回富山県民体育大会ビーチボール競技開始式(総合体育ｾﾝﾀｰ)
応援巡回を予定しております。
・７月 28 日 第 32 回カーター記念黒部名水マラソン第５回実行委員会(黒部庁舎)
来年度の開催の第 33 回大会の開催日、種目について協議、決定していく予定
であります。
・７月 31 日 北信越中学校総合競技大会黒部市選手激励壮行会（黒部庁舎）
こちらの出席欄には現時点では教育長のみの出席となっておりますが、各委員
さんにはお手元にこの激励会のご案内をさせていただきました。来週には、スポ
ーツ課が出欠の確認をさせていただく予定です。
・８月 14 日 内山・愛本地区体育大会 （内山・愛本地区）
・８月 15 日 音沢地区体育大会 （音沢地区）
・８月 16 日 浦山鶏野神社相撲大会 （鶏野神社）
・８月 21 日～23 日 第 36 回北信越国民体育大会
バレーボール競技（8/21～8/23）
（総合体育センター）
アーチェリー競技（8/22～8/23）
（中ノ口緑地公園）
以上でございます。
委員長
委員

事務局
(生涯学習課長)
委員長

質問等ありましたらお願いします。
７月 31 日の北信越中学校総合競技大会黒部市選手激励壮行会と生涯学習課の
歴史民俗資料館の特別展の開会式と日が重なりますが、時間は大丈夫ですか。
開会式は９時半から予定しております。
他に何かありますでしょうか。
（質疑なし）
ないようでしたら、次に図書館からお願いします。

事務局
館長の都合により代理で出席しております。
(図書館：係長) ＜経過事業＞
・７月１日～31 日 ７月おすすめ「ミッフィー60 さいおめでとう」
（宇奈月館）
・７月４日 鉄道模型であそぼう （宇奈月館）
たくさんの鉄道模型を使い、組み立てたり動かしたりして、自由に遊んでもら
っています。69 名の参加者がありました。
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・７月５日 子育て講演会、相談会 （図書館）
講師は岩井恵澄さんであります。演題は「子育ての楽しさをお福わけしましょ
う」ということで、参加者は講演会については 51 名、その後行われました相談
会は３人来られました。
・７月 18 日～８月 30 日 夏休み自由研究特集 （図書館）
夏休みの宿題に役立つ自由研究のヒントの本と課題図書を展示、貸出してお
り、自由研究の参考になる本、黒部で約 300 冊、宇奈月で 110 冊展示、貸出して
おります。
＜予定事業＞
・７月 26 日 直観読みブックマーカー ～本を読まない読書会～（宇奈月館）
お手元のチラシを配布しましたが、これは何かと申しますと、おのおのが２、
３冊ほど本を持ち寄り、自分の本でないものをグループで交換し、その本がどう
いうものなのか、ぱらぱらとめくり、自分がいいな、と思った部分をしおりに書
いてそれを発表し、
「どうしてそこがいいと思ったの？」と聞く、そういう読書
会です。
・８月１日～30 日
８月おすすめ「作って食べて楽しむ！夏休みごはん」
（図書館）
８月おすすめ「きかんしゃトーマス 70 周年」
（宇奈月館）
・８月 13 日、30 日 上映会「日本の昔ばなし」
（宇奈月館）
土曜のよみきかせ会「すまいる・スマイル」
７月４日 ６名、７月 11 日 10 名、７月 18 日 ４名の参加でありました。
７月、フェイスブックについては「いいね！」が 278 件、累計 2,997 件、アクセ
ス数が 1,352 件、累計が 16,373 件となっております。以上であります。
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(学校 ＜経過事業＞
給食ｾﾝﾀｰ所長) ・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 40％を使用した給食の提供を行っております。
・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）
＜予定事業＞
記載の通りでございますが、夏休み期間中を中心に研修会を開催して、資質向
上に努めたいということでございます。以上でございます。
委員長

事務局
(学校教育課長)

質問等ありましたらお願いします。
（質疑なし）
それでは次に報告の２番、
「その他」について、事務局からお願いします。
資料はございませんが、市議会９月定例会が９月１日（火）から 18 日（金）
まで開会されます。委員長には本会議への出席をお願いしたいと思います。詳細
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な日程が分かり次第、連絡させていただきたいと思います。以上でございます。
委員長
事務局
(学校教育課長)

次に次第の７番、
「その他事務連絡等」について事務局からお願いします。
次回以降の定例会の日程を確認させていただきます。先月の定例会で内定して
おりましたが、次回の８月定例会は８月 27 日（木）13 時半から、会場は黒部庁
舎 301 会議室となります。定例会終了後同じ会場で、15 時から第１回黒部市総
合教育会議が市長の招集により開催される予定でございます。総合教育会議につ
きましては、この定例会が終わったあと、尐し時間を頂いて、打ち合わせを予定
しております。その後、
「地域観光ギャラリー」
「吉田科学館」の視察を予定して
おりますのでよろしくお願いいたします。
次に９月定例会の日程でございますけれども、９月 25 日（金）13 時半からい
かがでしょうか。

委員長

皆さん大丈夫ですか。
（異議なし）

事務局
(学校教育課長)

９月 25 日、13 時半から宇奈月庁舎の第３会議室でお願いします。なお、８月
定例会は黒部庁舎、９月定例会は宇奈月庁舎、10 月からは新庁舎になります。

委員長

最後に今後の日程について確認します。
＜教育委員会８月定例会＞
・日時：８月 27 日（木）午後１時 30 分 ・会場：黒部庁舎３０１会議室
また、定例会終了後、同じ会場で午後３時から「第１回黒部市総合教育会議」
を予定しております。総合教育会議につきましては、このあと、本日の定例会終
了後、尐し打ち合わせの時間をとらせていただきます。
＜教育委員会９月定例会＞
・日時：９月 25 日（金）午後１時 30 分 ・会場：宇奈月庁舎第３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。
以上で本日の会議は閉会いたしますが、引続き、総合教育会議について、打ち
合わせを行いたいと思いますので、よろしくお願いします。

終了時刻

午後２時 35 分

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８月 27 日
署名人 黒部市教育委員会委員長 村田 聖士
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