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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９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。
次第の３番、８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。
次第の４番、教育長報告をお願いします。

教育長

朝夕はめっきり涼しくなってきました。今日あたりは日中も肌寒いようであり
ます。９月に入りまして小中学校では運動会、体育大会が開催されましたが、委
員の皆様にはご多用の中、ご出席いただきありがとうございます。小中学校とも
雨を心配しておりましたけれども、ちょうど土曜日だけ天候に恵まれまして幸い
致しました。この後、学校では学校訪問、そして地域ではスポーツ大会、公民館
まつり等いろいろ実施されますので、委員の皆さんにもご臨席していただければ
と思っております。さて、この９月定例委員会で、この宇奈月庁舎で最後の定例
教育委員会となります。教育委員会事務局は来月 13 日に新しい庁舎で業務開始
ということで、現在引越し作業をしているところであります。また、10 月 10 日
にはコラーレで新市施行 10 周年式典や新しい庁舎で新庁舎完成記念式典が開催
されますが、委員の皆様にもご出席をお願いしたいと思っております。
それでは教育長報告を致します。
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１ 所管事務の状況報告について
(1)黒部市教育振興協議会（第 28 回、29 回）
（8 月 28 日・9 月 17 日 黒部庁舎）
平成 26 年度の教育委員会事務の点検評価の審議をいただきました。本日はそ
の審議に基づいて後ほど教育委員会議案として提案をしております。
２ 出席した会議等の概要報告について
(1)第１回黒部市総合教育会議
（８月 27 日 黒部庁舎）
(2)黒部市議会９月定例会
（９月１日～18 日 黒部庁舎）
(3)小中学校長研修会
（９月４日 三日市小学校）
(4)中学校体育大会激励巡回
（９月５日 各会場）
(5)第 70 回国民体育大会秋季大会黒部市出場監督・選手激励会
（９月 15 日市総合体育センター）
(6)小学校運動会激励巡回
（９月 12 日 各会場）
２番目の市議会９月定例会でございますが、教育委員会関係の質問、答弁要旨
については後程報告１で報告いたします。５番目の国民体育大会秋季大会黒部市
出場監督・選手激励会ですが、今回は監督が１名、選手 13 名が明日、９月 26
日から和歌山県で開催されます国体に参加するということでございます。
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)児童生徒の交通事故等
・８月 27 日（木） 午後６時頃 生地神区地内
中２男子生徒が自転車で帰宅途中、車道と歩道の境界に設置されたポールの根
元の金属の部分（折れて根元の金属の部分だけが残っていた）に左足の甲をぶつ
けた。市民病院の救急外来で左足の甲を 10 針縫った。翌日、父親が市役所建設
課へ出向き、市道で起きたこの事故について事情を説明した。
※校長研修会において、校区内の通学路等の安全確認をし、危険箇所を発見した
場合、すぐに対応するよう指示した。
(2)教職員の事故等（なし）
(3)不審者情報（なし）
(4)いじめ（８月報告分）
小学校はありません。中学校につきましては認知件数が１件、その内訳で新規
が１件、未解消が１件ということになっております。対応状況については記載の
とおりでございます。
（シューズへのいたずらで、本人と部活動の部員全員に面
接を行った。また、保護者に事実と面談の内容について説明するとともに、本人
をしっかり見守っていくことを伝えた。
）
教育長報告については以上です。
委員長
委員

只今の教育長報告について、何かご質問等ありましたらお願いします。
生地の子供の交通事故ですけれども、ポールの根元の金属が出ていたのです
か。これはどういうことですか。
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教育長

委員
教育長

高志野中学校前の市道を生地方面へ 100 メートルほど進んだ場所ですが、歩道
と車道がフラットになっており、カラー舗装で分離されている歩道です。その境
界にはポールが立っておりますが、ポール自体はプラスチックでありますが根元
の部分が 10 センチほどの金属で固定されています。除雪か何かの原因でそのプ
ラスチックのポールがとれ、根元の金属部分だけがむき出しの状態であったため
に、生徒が自転車で通過した際にペダルが引っかかったという事故であります。
現在はどのような状態となっていますか。
報告を受けたのち、現地を確認したところ、ポールがとれている箇所が２箇所
あり、そのうちの１箇所は根元の金具も全て無くなっていました。事故のあった
１箇所は、10 センチほど持ち上がっていて、応急的に三角ポールで囲ってあり
ましたが、２、３日後には撤去してありました。

委員

帰宅途中だから保険の対象になったのですか。

事務局
（教育班長）
委員長

はい。部活動の帰りでありましたので、保険の対象になります。
他にも通学経路の途中にそういうところが無いか、各学校にもチェックしても
らった方が良いと思います。他にご質問ありませんでしょうか。
（質疑なし）
次に議案の審議に移ります。議案第 20 号「黒部市教育委員会組織規則の一部
改正」について、事務局から説明願います。

事務局
議案第 20 号について説明します。これは黒部市役所の新庁舎完成に伴い、黒
（教育部長） 部市の行政組織の一部変更に伴うものであります。教育委員会の関係では、現在、
黒部庁舎のこども支援課に設置してあります、教育班が廃止されます。これまで
分庁舎方式をとっておりましたので、それぞれの庁舎に本体機能のない部署につ
いて班体制をとっていました。黒部庁舎には、産業経済班と教育班、宇奈月庁舎
には、市民生活班、都市建設班、上下水道班、会計班です。
施行期日は、新庁舎での業務開始日となります平成 27 年 10 月 13 日からとな
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。
（質疑なし）
特にないようですので、採決します。議案第 20 号について、原案のとおりご
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 20 号は、原案のとおり決しました。
次に、議案第 21 号「平成 27 年度黒部市教育委員会事務の点検・評価（平成
26 年度事業分）の作成」について、事務局から説明願います。

事務局
議案第 21 号について説明します。先の定例教育委員会におきまして、点検・
（教育部長） 評価については、黒部市教育振興協議会に審議をお願いするということで協議い
ただきましたが、去る８月 28 日及び９月 17 日の２回にわたり審議いただいたと
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ころでございます。その審議結果の概要を申し上げたいと思います。
・世界文化遺産（報告書 57Ｐ）
総合評価をしないということになっておりましたが、協議会で審議した結果、
予算規模は縮小してはいるものの、一定の必要性に応じて事業を実施しており、
評価すべきとされたところであり、結果的にはＢ評価とさせていただきました。
・奨学資金について（報告書 16Ｐ）
貧困家庭が増加、格差社会が進行している現状から、この事業はぜひ継続実施
してほしい。高校進学時の給付もやっている自治体は少ないが、ぜひ残して欲し
いとの意見。
・スタディメイト事業（報告書 26Ｐ）
特別な支援を要する児童生徒が増えてきており、非常に重要な事業である。学
校や保護者からも大変高い評価を受けており、ＡＡ評価でもよいのではないか、
今後も拡充していくべきとの意見。
・詩の道句集事業（報告書 54Ｐ）
この事業は、ずっとＢ評価が続いている。黒部をＰＲする観点からも大切な事
業であり、予算的な拡充も含めて抜本的に見直す必要があるのではないかとの意
見。課題として、詩を集約した冊子の作成があげられているが、
「いつ作るのか」
との意見。
・黒部名水マラソン（報告書 66Ｐ）
宿泊をもっと黒部でしていただきたいとの意見。委員のご意見は、黒部の宿泊
施設が空いているにもかかわらず他の都市で宿泊しているのではないかとのニ
ュアンスでありましたが、私どもといたしましては、黒部市内での宿泊が飽和状
態となり、キャパを超える部分で他の市町村に流れていっているものと認識して
おります。また、2000 年国体の時のように「民泊」を実施してはどうかという
意見もありました。民泊については、現在は保健所からの許可等の問題があり、
実施は厳しいというところでございます。
・その他の意見
全体を通じて３件のＢ評価を除き、ほとんどがＡとＡＡ評価となっており、目
標設定が甘いのではないかというご指摘も受けたところであります。評価につい
ては、全体を通じて大きな変更はありませんでした。以上でございます。
委員長

この点検・評価は、この後どのようなことにつながっていくのですか。

事務局
最終的には、議会への報告、広く一般に公開することになりますが、教育振興
（教育部長） 協議会や教育委員会議等でいただいたご意見を踏まえながら、次年度の予算要求
の根拠にもなりますし、事業の継続、拡充、改善していく際の判断材料として活
かされていくことになります。
委員長

わかりました。教育振興協議会からの意見等を踏まえながら、また、意見を反
映していくということだと思います。ＡＡだから、それで満足するということで
はなく、さらに改善を加え次に生かしていくことが大切だと思います。
それでは質問等なければ採決します。議案第 21 号について、原案のとおりご
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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 21 号は、原案のとおり決しました。
次に報告に移ります。
まず、１番「黒部市議会９月定例会一般質問・答弁要旨」について、事務局か
ら説明願います。
事務局
市議会９月定例会の一般質問の答弁要旨でございます。今定例会では２名の議
（教育部長） 員から質問がございました。代表質問では、会派新樹会の伊東議員、個人質問で
は山田議員であります。以下、質問項目についてご報告いたします。
＜代表質問 新樹会 伊東議員＞
１．人が育ち地域が活きる教育について
(1)３月議会でも学童保育について質問がありましたが、この問題は居場所では
なく、
「何時まで、誰と、どこにいるか」ではないのか。
(2)岩手中２年生の自殺を受けて文科省より再調査が実施されているが、その実
態をどのようにして精査していくのか。
(3)図書館のツイッターで「学校が死ぬほどつらい子は学校を休んで図書館へい
らっしゃい」とツイートされ、大きく報道されているが、このことに対する教育
長の感想は。
(4)全国学力・学習状況調査の結果が公表されたが、黒部市はどのように公表し
ていくのか。
(5)（市長に対して）
「教育大綱」の第１回総合教育会議が開催されたが、県の教
育大綱との整合性はどのように図っていくのか。
＜個人質問 山田議員＞
１．観光振興・新たな地域おこしへの支援について
(1)三日市の辻徳法寺所有の鉄仏「阿弥陀如来坐像」に関する近況情報は。
(2)観光振興の観点からの支援を含め、改めて市としての関わりは。
以上、大項目で２つ、中項目で７つでありました。答弁の要旨は記載のとおり
でございます。
委員長

質問などありましたらお願いします。
（質問なし）
それでは次に２番の「黒部市吉田科学館プラネタリウム機器等更新工事請負契
約の締結について、事務局から説明願います。

事務局
(生涯学習課長)

９月定例会の最終日に追加議案として提出したものでございます。工事概要
は、契約金額２億 2356 万円、契約の相手方は、コニカミノルタプラネタリウム
株式会社、工期は、契約締結の日の翌日から平成 28 年 3 月 25 日までとなります。
工事目的につきましては、昭和 61 年に開館したプラネタリウム機器等を更新
するものでありまして、工事概要は、光学式のものをオーバーホールし、光源を
ＬＥＤ化、照度を２倍にするものであります。なお、ＬＥＤ化により、消費電力
は６分の１に軽減されます。もう１つはデジタルプラネタリウム機器の設置であ
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りまして、これは、コンピューターで天体の映像を作り、プロジェクターでドー
ムスクリーンに映し出す仕組みとなっています。銀河や宇宙の様々な星雲星座を
美しい天体、黒部市の美しい風景などを投影することが可能になります。併せて、
操作部や音響、照明、専用座席の更新も予定しております。以上でございます。
委員長

質問等ございませんか。

委員

市議会の最終日に提案されておりますが、事前に議会の委員会等で話は出てい
るものなのでしょうか。それとも最終日の９月 18 日に突然に議案として出され
るものなのですか。

事務局
(生涯学習課長)

１億 5000 万円以上の契約につきましては、仮契約を行って議会の承認を得る
必要があります。ここで、仮契約に至る経過を説明します。６月 18 日に検討委
員会を設置いたしました。１回目の委員会を７月 13 日に開催し、今後の運用方
針、機器等の仕様について検討いたしました。２回目の検討委員会を７月 21 日
に開催し、仕様書、選定方法、運用方法について検討されたところでございます。
８月３日～５日にかけて先進地視察、具体的には東京、神奈川、国立天文台、平
塚博物館の天文台、プラネタリウムを見学いたしました。その後、８月 10 日に
正式な仕様書を確定したところでございます。８月 20 日にプロポーザルの通知
を３社に出したところでございます。これにつきましては、今回の契約者であり
ますコニカミノルタプラネタリウム、五藤光学、公益財団法人日本科学技術振興
財団にプロポーザルの通知を出したところでございます。８月 31 日にプロポー
ザルの提出期限ということで、意思表示の確認をしました。その結果、コニカミ
ノルタと五藤光学の２社からプロポーザルの申し出がありました。日本科学技術
振興財団については辞退届が出ました。９月６日に吉田科学館に於いてこの２社
のプロポーザルの選考委員会を開きました。同日にコニカミノルタに決定したと
ころでございますが、もちろんこの時期については９月の当初の議案には載せら
れなかったものですから、９月 18 日に提出したということでございます。以上
でございます。

事務局
９月 18 日、最終日の提案ということで、議会からも当初から提出できなかっ
（教育部長） たのかというご指摘がございましたが、提案後、全議員が集まる全員協議会で説
明をしました。その後、総務文教委員会に議案を付託審議されまして、最終的に
は本会議で議決されたということでございます。
委員

ありがとうございました。

委員長

念願の更新がようやくできるということです。観覧席も良くなるようです。

委員

確かにイスの更新は、重要だと思います。

委員長

イスについては、皆さんにとっても不評だったと思います。デジタル化された
設備や光学式プラネタリウムも大変期待できるものだと思います。工期はどれぐ
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らいなのですか。また、工事期間中は閉館しなければいけないのですか。
事務局
工事内容は、プラネタリウムを撤去し、分解して本社へ持って行き、そこでオ
（教育部長） ーバーホールすることになります。工事期間は、12 月から３月 25 日までですが、
機械を動かしたり操作の訓練、練習をしなければいけないこともあり、４月中旪
までは、プラネタリウムは見られないことになります。ただし、ゴールデンウィ
ークには稼動させたいと考えています。その間に座席や床の改修をしていくこと
になっております。
委員長

他に質問はありますでしょうか。
（質問なし）
次に、３番の「平成 28 年度 保育所・こども園・幼稚園の入所受付」につい
て事務局から説明願います。

事務局
平成 28 年度中におけます幼稚園、こども園、保育所等に入園を希望される方
（教育班長） の入所受付を開始するというものでございます。申込用紙の書類配布を 10 月 14
日から始めまして、受付期間は 10 月 26 日（月）から 11 月 10 日（火）にしてお
ります。新規入園、入所希望者向けに集中受付日を設けまして、こども支援課の
職員が各園等へ出向き、受付対応をすることとしております。さくら幼稚園につ
きましては 10 月 29 日（木）に集中受付日を設定しております。なお、幼稚園等
の入園受付につきましては、市の 10 月の広報やホームページ、10 月 9 日から２
週間程度ケーブルテレビにおきまして、周知するという予定になっております。
以上です。
委員長

事務局
(学校教育課長)

質問がありましたらお願いします。
（質問なし）
次に、４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。
＜経過事業＞
・８月 27 日 第１回黒部市総合教育会議（黒部庁舎）
・８月 28 日、９月 17 日 第 28 回、第 29 回黒部市教育振興協議会（黒部庁舎）
平成 26 年度事業の「教育委員会事務の点検評価」の審議が行われました。点
検評価については先程、部長が説明したとおりであります。
・９月１日～18 日 黒部市議会９月定例会（黒庁議場）
委員長には本会議に出席していただいております。
・９月１日 始業式（小学校、中学校、幼稚園、こども園）
・９月５日 中学校体育大会
・９月 12 日 小学校運動会
各校で好天に恵まれ行われました。
・９月７日 職員出前講座「学校再編（中学校統合について）
」
（宇奈月小学校）
＜予定事業＞
・９月 26 日 幼稚園・こども園運動会
・９月 28 日～10 月２日 社会に学ぶ 14 歳の挑戦
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・９月 29 日、30 日 職員出前講座「学校再編（中学校統合について）
」
生地小、石田小でそれぞれ実施されます。
・10 月１日～10 日 姉妹都市交流事業 メーコンからの研修生受け入れ
受入人数は、高校生９名、引率３名の計 12 名であります。受入学生は、昨年
黒部の中学生がメーコン市を訪問した際にホストファミリーとなっていただい
たご家庭のお子さんであります。黒部市には 10 月３日から８日までの５泊６日
の日程で滞在されます。学生は市内のホストファミリー８家庭に４泊ホームステ
イされ、最終日には山本家に１泊される予定となっております。10 月３日には
ホストファミリーとの対面式、10 月７日には市長表敬訪問が予定されています。
市内滞在中は桜井高校や高志野中学校の訪問、黒部峡谷の探勝、ＹＫＫの見学な
どが予定されています。
・10 月 15 日 富山県市町村教育委員会連合会第２回研修会（滑川市）
のちほど委員の皆様の出欠を確認させていただきますので、よろしくお願いし
ます。予定されている内容は以下のとおりです。
13：40～14：10 講演：滑川市立博物館 学芸員 近藤浩二氏
演題：ホタルイカのまち滑川～誕生とそのあゆみ～
14：20～16：00 施設視察（スポーツ・健康の森公園、子ども図書館、
旧宮崎酒造）
・10 月 20 日、22 日、27 日、28 日 学校訪問研修
前沢小、荻生小、三日市小、さくら幼、鷹施中でそれぞれ開催されます。
・10 月 21 日、14 時～ 桜井中学校新築工事安全祈願
・10 月 23 日、14 時～ 小学校音楽会（コラーレ）
学校教育課からは以上でございます。
委員長

事務局
(生涯学習課長)

質問ありませんか。
（質問なし）
次に、生涯学習課からお願いします。
＜経過事業＞
・８月 28 日 立山黒部ジオパーク「日本ジオパーク」認定１周年記念講演
自然公園財団 阿部専務理事をお迎えし、富山国際会議場で開催されました。
・９月６日 第３回黒部市吉田科学館プラネタリウム機器等更新検討委員会
プラネタリウム更新機器が決定いたしました。
・９月 12 日 あこや～のＤＥ出会っちゃおうＹＯ!!
参加者は、男子 19 名、女子 15 名。終了後に実施しましたアンケート結果につ
いて、簡単に説明させていただきます。
（33 名中 31 名回答）
「このイベントに参
加しての感想をお聞かせ下さい」という設問では、
「よかった」が 20 名、
「普通」
が 11 名、
「悪かった」がゼロでございました。
「今日知り合った異性の方と後日
連絡を取り合いますか」という質問では「とる」が 21 名、
「とらない」が３名、
「迷っている」が７名でございました。また、
「当館主催の出会いのイベントに
また参加したいですか」という質問には「参加したい」が 27 名、
「参加したくな
い」が１名、
「微妙」が３名という回答でした。
＜予定事業＞
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・９月 26 日 第４回歴史講座「黒部峡谷の雪」
講師：立山カルデラ砂防博物館 学芸課長 飯田 肇氏 （歴史民俗資料館）
飯田さんが調査のため、立山周辺に入山しておりましたが、昨日からの雨で下
山できないという連絡が今朝ございまして、急遽、立山カルデラ砂防博物館の白
石学芸員が講師となり、演題「北アルプス高山地帯に生息するツキノワグマにつ
いて」と題した講演となります。
・９月 26 日 黒部市ＰＴＡ連絡協議会「親学び講座」研修会（中央公民館）
・10 月 17 日 地区公民館まつり（内山）
・10 月 24 日、25 日 地区公民館まつり（石田、三日市、荻生、若栗、東布施）
東布施地区については旧東布施小学校で 25 日のみの開催となります。
・10 月 20 日～23 日 秋のさわやか運動
市内４中学校、あいの風黒部駅など７箇所で 23 日までの４日間行われます。
・10 月 27 日～29 日 日本ジオパーク霧島大会（鹿児島県霧島市）
生涯学習課からは以上でございます。
委員長

質問がありましたらお願いします。

委員

さわやか運動とありますが、どのような事業なのですか。

事務局
(生涯学習課長)

朝の通勤通学の時間帯に、市内公共施設、主要駅、４中学校に出向きまして、
「おはようございます」と声掛け運動をするものであります。

委員長

あいの風の黒部駅でやっているものですか。

事務局
(生涯学習課長)
委員

生地駅、黒部駅、石田駅、東三日市駅で実施しています。

事務局
(生涯学習課長)
委員長

現在のところ実施していません。

委員長
事務局
(スポーツ課長)

新黒部駅は無いのですか。

新幹線の駅で実施するのも面白いかもしれません。東京から来てびっくりする
と思います。
他になければ、次にスポーツ課からお願いします。
＜経過事業＞
・８月 29 日、30 日 第 18 回黒部カップミニバスケットボール大会（総合体育
センター）
・９月 11 日 市内小学生サッカー選手海外派遣激励会
中央小学校のサッカースポーツ少年団に在籍の小学校６年生と３年生の男子
児童でありまして、それぞれ別のルートですが、様々な大会の優秀選手に輝きま
して、サッカーの本場ヨーロッパへの招待ならびに派遣されることが決まりまし
て、これに対して市長を表敬訪問されたということでございます。
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・９月 12 日、13 日 北陸新幹線開業記念事業 2015－2016 シーズン
富山グラウジーズプレシーズンゲーム （総合体育センター）
bj リーグが 10 月２日から本戦開始となりますが、これに先立ちましてプレシ
ーズンマッチが行われました。北陸新幹線沿線の４チームが黒部に集まっていた
だき、シーズン前のゲームを行ったところでございます。
・９月 15 日 第 70 回国民体育大会秋季大会黒部市出場監督・選手激励会
今回の激励会につきましては、陸上、バレーボール、レスリング、自転車、ソ
フトボール、アーチェリー、空手道、以上７競技 14 名の監督、選手を激励した
ところでございます。
＜予定事業＞
・10 月４日 秋季区民体育大会
大変集中した開催日でございます。こちらに記載してある地区が一同におこな
いますが、その１週前、９月 27 日に地区の祭礼の関係もありまして、三日市が
１週早く、明後日開催されます。
・10 月 10 日 黒部市新市施行 10 周年記念・黒部市体育協会設立 60 周年・黒部
市総合体育センター開館 20 年記念 平成 27 年度スポーツ講演会
今回の講師は、広島東洋カープ、阪神タイガースで活躍されまして、プロ野球
選手としてはフルイニング出場の世界記録を持っておられます金本知憲さんを
招いた講演会を予定しております。
・10 月 12 日 黒部市新市施行 10 周年記念 エブリバディスポーツデイ 2015（総
合体育センター）
例年の恒例の行事内容に加えまして、さらに小さなお子さんにもスポーツにふ
れあってもらおうということで、今回はアンパンマン体操も新規で企画をしてお
ります。
・10 月 17 日～19 日 姉妹都市スポーツ交流事業（ソフトテニス競技）
今回は根室を訪問する年です。今回の団長については、木島信秋市議会議長に
お願いして、交流を重ねてくることにしています。
・黒部市新市施行 10 周年記念・黒部市体育協会設立 60 周年記念 第 10 回市民
体育大会陸上（大運動会） （宮野運動公園陸上競技場）
予定については以上でございますが、来年の名水マラソンの日程について報告
させていただきます。先の定例教育委員会では、例年どおりの第４日曜の５月
22 日を予定としている旨説明していたかと思います。しかしながら、伊勢志摩
サミットの開催日等々も決まってまいりまして、いろいろなところの諸事情も鑑
みて、関係機関と改めまして協議したところ、１週間後の５月 29 日、第５日曜
日ということで最終・変更決定したところであります。併せて、今までと変わっ
ているところとしましては、車椅子種目の数年ぶりに復活することも決まってお
ります。それから、今般 32 回大会の写真集を制作いたしまして、各種協力団体
に配布したところであります。大会写真集につきましては、事前準備から大会当
日のコース上の様子、ゴールの様子、各ボランティアの皆さんの活動、活躍いた
だいている様子を掲載しております。スポーツ課からは以上でございます。
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委員長

質問等ありましたらお願いします。
（質問なし）
次に、図書館からお願いします。

事務局
＜経過事業＞
（図書館長） ・９月１日～30 日 ９月おすすめ「秋の夜長に親しむ音楽」
（図書館）
80 冊の本を展示しています。
・９月１日～30 日 ９月おすすめ「長新太のえほん特集」
（宇奈月館）
40 冊の本を展示しています。
・９月５日～10 月 18 日「スローエイジング～老化減速って何？～」展（図書館）
200 冊の本を展示しています。
・９月５日～10 月 25 日 「黒部の山の本」展（宇奈月館）
103 冊の本を展示しています。
＜予定事業＞
・９月 27 日 講演会「これからのスローエイジングと彩りのある健康生活」
（図書館）
明後日、高桜内科医院の高桜院長を講師に 14 時から２階学習室で開催する予
定としております。ポスターは公共施設、公民館、体育施設、パークゴルフ場、
商業施設など高齢者向けの施設に配布、掲示しております。
スポーツ課からも話がありましたが、９月 27 日は、いろいろなイベントがご
ざいまして、黒部フェア、認知症フェア、三日市区民体育大会が重なっておりま
して、参加数が非常に気になるところでございます。ぜひ皆様のご参加をお願い
したいと思っております。
・10 月３日 「あかちゃんタイム」スタート （Ｈ28 年３月 30 日まで宇奈月館）
全国的にもお子様連れのお母さん達、お父さん達がほかの人に気兼ねなく利用
できるように、ということで、話し声や騒いだりするかもしれませんが、皆さん
ご理解ください、という趣旨の貼紙をして、施行期間半年ほど取り組んでみたい
と考えております。周囲の方々のご理解を得られれば、定着させていきたいと考
えております。
・10 月 29 日 図書館協議会視察（新潟市）
新潟市立図書館を視察する予定としております。こちらの図書館は規模的には
かなり大きいのですが、民間委託やボランティアとの協働で運営されている事例
でありまして、参考になるものがあれば勉強してまいりたいと考えております。
フェイスブックの実績ですが、９月 18 日現在、海外からのアクセスが 11 カ国、
投稿数が累計 516、見た人の数ですが、９万 559 人、それに対して反応した方、
「いいね」や「シェア」は、１万 5534 人となっております。それから土曜日の
よみきかせ会、９月 24 日現在、９月 19 日でちょうど 60 回目を迎えております。
参加者数が累計で 621 人、子供の数が 352 人、１日あたりの参加者数の平均が
10 人となっております。事業の説明は以上でございますが、９月９日以降、図
書館正面入口前の駐車場が、暫定的に使用可能となっております。利便性は工事
前と変わらないようにしたつもりですので、是非ご利用下さい。図書館からは以
上でございます。
委員長

質問ありますでしょうか。
（質問なし）
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最後に学校給食センターからお願いします。
事務局
(学校給食ｾﾝﾀｰ所長)

＜経過事業＞
・９月１日 ２学期学校給食開始（小中学校）
・９月２日 ２学期学校給食開始（幼稚園）
＜予定事業＞
・９月 28 日～10 月２日 社会に学ぶ 14 歳の挑戦受け入れ（給食センター）
鷹施中３名、桜井中から１名の合計４名を受け入れる予定となっております。
・10 月 23 日 富山県学校給食研究協議会（富山県総合教育センター）
市内小中学校の栄養教諭、給食主任など 10 名が参加される予定となっており
ます。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。
（質問なし）
次に５番、
「その他」について事務局からお願いします。

事務局
(学校教育課長)

お手元に、桜井小学校の校歌の第１稿の資料を配布させていただいておりま
す。前回、教育委員の皆さんや前沢・三日市小学校統合準備委員会の委員の皆様
からご意見を頂戴したところであります。
その後、作詞をお願いしている上田さんと打ち合わせをいたしました。その結果、
これらの意見を踏まえ、改めてフレーズや語調等を整理し、基本的な校歌のイメ
ージとすることで了解をえたところであります。これをもとに作曲家の間部さん
と打ち合わせをしながら、年内には完成ということで、お願いしております。文
言が変わったり、繰り返しのフレーズなど、変更の可能性はありますが、これを
基本として進めるということとしております。
次に、例年実施しております教育委員会の行政視察についてであります。年末
には黒部庁舎跡地の利活用の方向性が明らかにされる予定となっておりますの
で、今年度の喫緊の課題としましては、図書館を含む複合施設の有り様ではない
かと考えております。昨年度も石川県の図書館を視察されているようなのです
が、市長も先般、塩尻の図書館を視察されたとのことでありまして、第２回の総
合教育会議の前まで、11 月中でございますが、視察の日程調整をさせていただ
きたいと思います。以上です。

委員長

平日の何日間ということになるのですか。それから、視察先はこれからという
ことでしょうか。

事務局
(学校教育課長)

日程的には１泊２日を想定しております。視察先は、市長との情報共有の意味
で塩尻の図書館がよいのではないかと考えております。

委員長
事務局
(学校教育課長)

塩尻の図書館は、施設的にはどういったところなのですか。
複合施設ということであります。黒部庁舎跡地の利活用について、複合施設と
いう答申を受けた中で、市長が見られたところも教育委員の皆様に見ていただい
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たうえで、11 月に予定しております総合教育会議に臨めればという思いであり
ます。後日、委員の皆様との日程調整をさせていただきたいと思います。
委員長

分かりました。最後に「その他事務連絡等」についてお願いします。

事務局
(学校教育課長)

次回以降の定例会の日程の確認をお願いしたいと思います。先月の定例会で内
定しておりました、次回の 10 月定例会は 10 月 28 日、13 時半から、会場は市役
所新庁舎 203 会議室でございます。
次に、11 月定例会の日程でございますが、第２回の総合教育会議の市長日程
や地場産学校給食の日の関係で 11 月 26 日、13 時半から開催したいと考えてお
りますが、委員のご都合はいかがでしょうか。また、市長日程の都合となります
が、翌日の 27 日、14 時から第２回総合教育会議ということで進めさせていただ
ければと思っております。
なお、27 日の総合教育会議の前には、地場産学校給食の日が予定されており
まして、12 時から開始ですが、市長、教育長、教育委員も招待される予定であ
りますので、その後、総合教育会議という流れでお願いしたいと思います。

委員長

わかりました。今後の日程について、特に問題がないようですので、確認しま
す。
○教育委員会 10 月定例会
日時：10 月 28 日（水）午後１時 30 分／会場：市役所新庁舎 203 会議室
○教育委員会 11 月定例会
日時：11 月 26 日（木）午後１時 30 分／会場：市役所新庁舎 202 会議室
○第２回黒部市総合教育会議
日時：11 月 27 日（金）午後２時 00 分／会場：市役所新庁舎 203 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。

事務局
(学校教育課長)

追加でありますが、11 月の定例教育委員会の後、総合教育会議の内容につい
て役割分担等について打ち合わせをしたいと思います。例年、次年度予算要望を
兼ねた意見交換を行っておりますのでよろしくお願いいたします。

委員長

わかりました。それでは、他になければ本日の会議を終了いたします。

終了時刻

午後２時 45 分

傍聴人

なし
議事録調製
学校教育課課長補佐庶務係長

平成 27 年 10 月 28 日
署名人 黒部市教育委員会委員長 村田 聖士
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