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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 10 月定例会を開会します。初めに、次第の２番
「会議録の署名について」は、委員長の私が署名します。
次第の３番、９月定例会の議事録ですが、読み上げは省略いたします。訂正等
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

芸術・文化・スポーツの秋、市内では様々な行事、大会、イベント等が開催さ
れております。委員各位におかれましても、多くの催しにご出席いただいており
ますことに感謝を申し上げます。さて、本日の定例教育委員会から、この新庁舎
での開催となります。今後の定例教育委員会につきましては、この交流棟２階が
主に会場になるかと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。それでは
４番目の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)黒部市教育支援委員会実態調査
（10 月 16 日 各施設）
(２)学校訪問研修
（10 月 2 日[前沢小]、22 日[三日市小・さくら幼]、
27 日[荻生小]、28 日[鷹施中]）
２ 出席した会議等の概要報告について
(１) 幼稚園運動会巡回
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(9 月 26 日 さくら幼稚園)

(２) 黒部市ＰＴＡ連絡協議会「親学び講座」研修会 (9 月 26 日 中央公民館)
(３) 青尐年のための科学の祭典
(9 月 27 日 吉田科学館)
(４) 区民体育大会激励巡回
(9 月 27 日[三日市]、10 月 4 日[各地区])
(５) 予算要望に係る校長会との懇談
(10 月 1 日 宇奈月庁舎)
(６) 姉妹都市交流研修事業ﾎｽﾄﾌｧﾐﾘｰ対面式
(10 月 3 日 ﾎﾃﾙｱｸｱ黒部)
(７)エブリバディ・スポーツデイ
(10 月 12 日 黒部市総合体育センター)
(８)富山県市町村教育委員会連合会第２回研修会
(10 月 15 日 滑川市)
(９)市民体育大会陸上大運動会
(10 月 18 日 宮野運動公園陸上競技場)
(10)黒部市小学校音楽会
(10 月 23 日 国際文化センター)
(11)公民館まつり巡回
(10 月 17・24・25 日 各公民館)
(12)黒部市いじめ問題対策会議
(10 月 26 日 黒部市役所)
まず、(３) 青尐年のための科学の祭典について、県内で４箇所を毎年持ち回
りで開催しております。吉田科学館での開催は４年ぶりとなります。次に(６) 姉
妹都市交流研修事業ホストファミリー対面式ですが、メーコン・ビブ郡の高校生
の一行が10月３日から10月８日の日程で黒部に滞在しました。
一行は引率３人、
高校生が９人で、総勢 12 人でございました。その中で初日の３日にホテルアク
ア黒部で、ホストファミリーとの対面式を行いました。ホストファミリーは、主
に昨年メーコンを訪問した黒部の子どもたちのご家庭ということでございます。
次に(９) 市民体育大会陸上大運動会が 10 月 18 日に開催されました。成績と総
合成績については、後程別途報告致します。次に(11) 公民館まつりでございま
すが、内山、三日市、若栗、荻生、東布施、石田の６地区で開催され、今後、そ
の他の地区でも開催される予定となっております。次に(12) 黒部市いじめ問題
対策会議についてですが、10 月 26 日に開催したところでありまして、平成 27
年の上期での認知案件についての報告などを中心に情報共有と意見交換をした
ところでございます。
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
・10 月 13 日（火）午後 1 時 20 分頃
給食後の昼休みに、６年男子児童が５年男子児童２名と６年男子児童５名で校
舎内で鬼ごっこをしていた。本人は鬼から逃げるため、３階の階段スペースを覆
っている落下防止のための手すりから近くの手すりに飛び移ろうとして、足を踏
み外し、約４ｍ下の階段途中に足から落下。尻もちをついて２階踊り場へ落ちた。
救急車で市民病院へ搬送し、診断の結果、右足の甲の骨にひびが入っていた。
※全校集会及び学級指導等で全児童への安全指導を徹底するよう指示した。ま
た、事故の重大性に鑑み、校長を呼び、再度事故について確認するとともに、こ
のような事故が二度とないよう指導の徹底を図るよう指示した。
(2)教職員の事故等
・９月 28 日（月）午前７時 21 分頃 魚津市仏田地内
出勤途中の女性教諭が 40ｋｍ制限を 19ｋｍオーバーで取り締まりを受ける。
※安全運転の励行について繰り返し指導し、余裕をもって出勤・出張するよう呼
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び掛けるように校長研修会で指示した。
(3)不審者情報
・10 月 1 日（木）午後３時 50 分頃 金屋地内（中央児童センター付近）
低学年女子児童２名が帰宅途中に、道路にいた白髪で高齢の男に挨拶をしたと
ころ、おもしろい顔をしながらついてきた。走って逃げると尐し追いかけてきた
が、その後、戻っていった。
・10 月 18 日（日）午後４時 30 分ごろ クマ目撃 山田地内（阿古屋野橋近く）
市道田家新山田線から成獣とみられるクマ１頭が目撃される。黒部警察署と市
鳥獣被害対策実施隊員及び市職員が現場付近をパトロールするとともに、パトカ
ーの広報により周辺住民へ注意喚起した。
※早急に対応が必要と思われる当該学校の教頭に電話で連絡し、安全メールを配
信するとともに、全小中学校にはＦＡＸで注意喚起した。
(4)いじめ（９月報告分）
小学校で認知件数が３件、その内訳を申し上げますと、新規が３件、うち２件
は継続して指導しており、問題の未然防止に努めています。中学校はございませ
んでした。
欄外に記載しておりますが、上記の外に、小学校で６月にいじめとして認知さ
れて以降、新たに認知されることはなかったが、依然未解消として扱っている事
案が１件あります。被害児童に対しては継続して観察し、加害児童に対しては継
続して指導しているという状況でございます。いじめに関連して、今日新聞等で
ご覧になられたと思いますが、全国の県ベースの、平成 26 年度の発生状況が新
聞で報告がございました。富山県の状況は新聞情報等でございますが、黒部市は
17 件の認知件数でございました。県についても前に報告したと思いますが、一
旦 26 年度分について報告したのですが、岩手県の自殺事件をきっかけに文科省
から再調査の通知がありました。再調査の結果、当初 14 件だったものが 17 件と
なり、３件増えたというような状況でございます。本日の新聞で報道されました
が、後ほど詳細について報告させていただきます。
委員長

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。
私からひとつ質問いたします。事故報告の中で、階段から４ｍも落下した事故
があったようですが、状況を詳しく教えてください。

事務局
(学校教育班長)

事務局におきましても、連絡を受けた時点では詳しい状況が分かりませんでし
たので、現場へ行って確認いたしました。現場の状況は、階段ホールが、吹き抜
けになっておりまして、最上階の３階のホールは、吹き抜け部分を囲むように落
下防止の柵（手すり）が設置してあります。手すりから吹き抜け側は、階段が下
まで続いていく空間ということになりますが、鬼ごっこをしていて、追いかけら
れた児童が手すりによじ登って、吹き抜けの空間を飛び越えて 90 度向こう側の
手すりに飛び移ろうとしたということでした。ところが向こう側の手すりに上手
くつかまることができずに吹き抜けの空間に落下したということです。
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委員

手すりの高さ的には安全なものなのでしょうか。

事務局
(学校教育班長)
委員

普通は、故意によじ登ろうとしない限り乗り越えられない高さの手すりです。

事務局
(学校教育班長)
委員長

３階です。

事務局
(学校教育班長)
教育長

屋上の手すりのようなものです。

何階だったのですか。

「故意に落ちようとしなければ」というのはどの程度でしょうか。

最上階だからこそ、手すりがあるわけでして、２階であれば階段の手すりが続
いているだけで、飛び越えるという状況にはなりません。

委員長

状況は理解できました。ありがとうございました。

教育長

写真がありますので、後ほどご覧いただきたいと思います。

委員

でも、よくこの程度の怪我で済みましたね。普通は頭が重いから大事に至るこ
ともあると思います。

教育長

頭や腰から落ちたということになれば大変なことになるところでした。これを
踏まえまして、校長を呼びまして事情をもう１度聞いて、きちんと指導するよう
に、私からも徹底したところです。

委員

その児童は、音楽会のときに太鼓をたたいていた子ではありませんか。

事務局
(学校教育班長)
委員長

そうです。
松葉杖をついていた子ですね。元気よく太鼓をたたいていました。
学校内での鬼ごっこというのはよくあることなのですか。

事務局
(学校教育班長)

冬場になりますと、どうしても屋内で遊ぶことが多くなります。小学校ではよ
く、校内での遊び方として、不意の衝突事故もありますし、なるべく廊下は走ら
ないように指導はしております。

委員長

それでは次に、協議に移ります。
今回は、11 月 27 日に予定しております第２回総合教育会議で協議する「黒部
市教育大綱」についてであります。事務局から説明願います。

事務局
(学校教育課長)

去る８月 27 日に第１回の総合教育会議を開催しまして、教育大綱の策定イメ
ージとスケジュールなどについて承認いただいたところであります。来る 11 月
27 日の 14 時から予定しております第２回の総合教育会議に於いては、今回お示
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ししております教育大綱案をお示しするところであります。19 ページの「１.大
綱の策定について」は、基本的には黒部市の教育、学術及び文化の振興に関する
総合的な施策についての方針を定め、教育行政にかかる実状に即したものとして
おります。
「２.大綱の位置づけ」については、
「黒部市総合振興計画」と「黒部
市教育の方針」との中間的な位置づけとしております。
「３.大綱の対象期間」に
ついては、総合振興計画の策定時期との兼ね合いがありますので、最初の期間は
平成 27 年から平成 29 年の３ヵ年とし、対象期間は第２次の総合振興計画にあわ
せたいと考えております。ただし、総合振興計画の策定のタイミングをみながら、
場合によっては１年遅れになる可能性もあります。
「４.大綱の理念及び体系図」
につきましては、
「未来（あす）の黒部を育む「人」づくり」として、黒部市の
教育の方針との整合性を図った大綱としたいと考えております。基本方針は教育
方針の３本柱を引用しております。基本施策は、人づくりをキーワードとして５
つの施策を教育の方針から引用しながら組み立てております。以上です。
委員長

大綱については協議ということであります。内容については、
、11 月 27 日の
総合教育会議で議論をすることになると思いますが、その時にどのようなことを
言うか、ということも含めて協議いただければと思います。前回の１回目、いろ
いろ意見を頂いて、期間や人づくりというキーワードも入っており、基本的には
良くなってきていると思います。

委員

基本理念と基本方針に「人づくり」という共通した言葉があり、全体的に分か
りやすくなったと思います。意見としては、黒部市は、いろんな意味で理科の分
野が良かったと思いますが、理科や科学分野の要素がどこかに見えるように表記
されていればよいと思います。この大綱の中でどこかに入っているとは思います
が、黒部市には吉田科学館もありますし、ジオパークも注目されておりますので、
理科や科学、自然への興味・関心を高めるための言葉があればよいと思いました。

委員長

教育の方針では基本的には全ての事柄が網羅されているとは思いますが、大綱
の中でわかるようにということだと思います。

教育長

もう１度検討してみたいと思いますが、理科や科学については、基本施策の中
に「青尐年の健全育成」とあるのですが、例えば吉田科学館のプラネタリウムの
入れ替えや水の尐年団などは、いわゆる生涯学習の分野で捉えております。科学
館の設置理由の中では、子ども達に楽しみながら科学を学んでもらおうというコ
ンセプトでありまして、学校教育の中で入れるよりも、生涯学習分野の中で表現
する方がインパクトがあるように思います。尐しそのあたりのことも含めて検討
してみたいと思います。

委員長

確認ですが、次回の総合教育会議では、大綱の中身について協議していくとい
うことでよろしいですね。

事務局
(学校教育課長)

次回で大綱を決定するということではなく、市長も交えた中で今回のご意見も
踏まえたうえで総合教育会議に臨むということです。
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委員長

ということは、今日の協議は、総合教育会議で発言した方がいいということで
すか。それとも、今日の意見を盛り込んだ大綱案で出されるのでしょうか。

教育長

具体的にはこのままでよいと思います。今日の話も含めて、総合教育会議で協
議いただければと思います。

委員長

今日は、教育委員会としての課題の洗い出しということになりますね。

委員

大綱は、基本理念がすべての大綱ということになるのですか。

事務局
(学校教育課長)

委員長

基本理念だけでなく、構成としまして、１.大綱の策定、２.大綱の位置づけ、
３.大綱の対象期間、４.大綱の理念及び体系図、５.基本施策の具体的内容の５
つをもって大綱とするという整理をしております。
中身がすべて大綱だと思えばよろしいかと思います。

委員

位置づけの部分で、総合振興計画と教育の方針の間に大綱とありますが、どう
いう意味なのでしょうか。

事務局
(学校教育課長)

まず、教育委員会も含めた黒部市全体の最上位計画として「黒部市総合振興計
画」があります。また、教育委員会では、総合振興計画の範囲内で「黒部市教育
の方針」というものを策定しておりますが、今回、策定が義務付けられました大
綱は、市長と教育委員会で策定するということもあり、総合振興計画と教育の方
針との双方の整合性を図られることが望ましいということで、中間的な位置づけ
にしようということでございます。

委員
事務局
(学校教育課長)

委員

教育の方針と大体全部同じと考えてよいですか。
基本施策というものは新たに頭出しておりますけれども、そこにぶら下がって
いる、例えば基本施策①の「家庭・地域教育を通じた人づくり」というのは今回
初めてお示ししたものでございまして、下にぶら下がっている「１.家庭」
、
「２.
地域」というものは教育の方針と全く同じ内容であります。教育の方針ではこの
項目の下に詳細な文言がついているということでございまして、ここには詳細な
部分までは盛り込まずに表題の項目のみということでございます。
新たに大綱として出てきたのは基本理念の部分ですか。

事務局
(学校教育課長)

そうですね。基本理念、大綱の策定①～④までが基本的には今回新たにお示し
した部分でありまして、⑤については基本的には内容は教育の方針と同様になっ
ているということで、基本施策の文言については新たに付けたということでござ
います。

委員長

対象期間は、前回会議で委員からの意見によって、最初は現在の総合振興計画
の終期に合わせて３年とすることになっておりますが、タイミングが尐し心配な
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ような気もします。
事務局
(学校教育課長)

委員長

タイミングの話ですが、総合振興計画の策定となると、基本的には３月の市議
会にもお示しすることになりますので、そのあと大綱を作成するとなると尐し厳
しいかとも思います。
次の総合振興計画の確定が平成 29 年度の末に決まるということですか。

事務局
(学校教育課長)

そうです。総合振興計画を受けて整合性を図るということになりますと、タイ
ミング的には、場合によっては１年ずれる可能性もあるということになります。

委員長

大綱の作成スケジュールをどうするかにもよります。今回のように１年かけて
作るのであれば、完成のタイミングがずれてくると思います。

委員

平成 29 年度に総合振興計画と教育大綱を同時並行でつくれるかどうかという
ことだと思います。

事務局
(学校教育課長)
委員長

難しい部分もあるのではないかと思っております。
現在のイメージとしては、総合振興計画の対象期間に合わせるということです
が、実際の作成作業ということになると、タイミング的には、尐しずれてくるの
ではないかと思います。同時作成は、かなり難しいような思いもあります。その
あたりについても、次回の総合教育会議の場で話をすればよいと思います。

委員

図書館については、大綱の社会教育や生涯学習の分野に入っているのかもしれ
ませんが、今後、新たな図書館を建設していくということでありますので、施策
の位置づけとしてもウェイトが大きくなってくると思います。図書館に関する記
述があってもよい気がします。

委員長

大綱には、現在実施していることがらと、これから黒部市として力を入れてい
きたいところを示していくことも大切だと思います。

委員

そういう意味では、図書館についてもっと記載があってもよいと思います。

教育長

図書館については、教育の方針の中では「生涯学習機会の提供」の分野に入っ
ています。そこには「自主的、主体的に学ぶことのできる機会を設けるため、市
民の多様な学習ニーズに応じ、市立図書館、公民館及び博物館等の施設の充実を
図る」となっておりまして、大綱では、細かく具体的な表現にはなっておりませ
んが、おっしゃられましたご意見も尐し考えてみる余地はあると思います。

委員長

基本的な事柄は、すべて含まれていると思いますが、黒部市として力を入れて
いるものについて、もう尐し強調できるものがあればということだと思います。
よろしければ、協議はこの程度にしたいと思います。
次に次第の６番、
「各課等の事業経過と予定について」であります。はじめに
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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＞
・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
市内 92 事業所で 407 人の生徒が職場体験活動を行いました。
・９月 28 日 黒部市小中学校統合対策検討委員会（黒部庁舎）
・９月 28 日 桜井中学校新築工事安全対策連絡会（黒部庁舎）
小中学校統合に向けた庁内各部署が連携した対応が必要ということで、桜井中
学校改築委員会を改めまして、黒部市小中学校統合対策検討委員会を立ち上げま
した。また、桜井中学校新築工事安全対策連絡会も合わせて立ち上げております。
・職員出前講座「学校再編（中学校統合について）
」
９月 29 日 生地小学校ＰＴＡ、
９月 30 日 石田小学校ＰＴＡ、
10 月 14 日 た
かせ小学校ＰＴＡ、10 月 27 日 大布施自治振興会ということで、ＰＴＡと自治
振興会を対象に職員出前講座を順次実施しているところです。
・10 月 1 日 桜井中学校校舎新築工事説明会（桜井中学校）地元関係者向け
・10 月３日～８日 姉妹都市交流事業 メーコン研修生受入
教育長報告がありましたが７日には市長を表敬訪問したところでございます。
・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）
・10 月 20 日 学校訪問研修（前沢小学校）
、22 日 同（三日市小学校、さくら
幼稚園）
、27 日 同（荻生小学校）
、28 日 同（鷹施中学校）
・10 月 21 日 桜井中学校新築工事安全祈願（桜井中学校）
校舎工事が平成 29 年７月までの予定で着工したところであります。
・10 月 23 日 黒部市小学校音楽会（５、６年生） （コラーレ）
・10 月 26 日 黒部市いじめ問題対策会議（市役所）
＜予定事業＞
・10 月 29 日 富山県市町村教育長会研修会（上市町役場）
・学校訪問研修（11 月４日 たかせ小、５日 若栗小、19 日 宇奈月中）
・11 月 6 日 根室市の高校生による黒部市表敬訪問（市役所）
高校生と随行合わせて４人が市長を表敬訪問する予定になっています。
・11 月 10 日 小学校教育研究会 研究集会（生地小学校）
・11 月 13 日 職員出前講座「学校再編（中学校統合について）
」中学校ＰＴＡ
（高志野中学校）
・11 月 14 日 中央小学校創立 40 周年記念式典（中央小学校）
・11 月 19 日 第２回市町村教育委員会教育長会議（県庁）
・11 月 24 日 黒部市教育支援委員会（市民病院）
来年度の就学に際し、特別支援が必要かどうか一定の方向性を見出すため、教
育支援委員会が開催される予定となっています。
次に、調整中となっておりますが、教育委員の行政視察についてでございます。
図書館の視察ということで、１泊２日の案と日帰りの２案をお示しいたしまし
た。相手先の受入れの可否もありますが、のちほど皆さんの都合もお聞きしなが
ら調整したいと思います。学校教育課からは以上でございます。
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委員長

事務局
(学校教育課長)
委員長

質問等ありましたらお願いします。
私からの質問ですが、９月 28 日の黒部市小中学校統合対策検討委員会は、ど
のようなメンバーで構成されているのですか。
庁内各部署の職員からなる庁内検討組織です。
地域の人で構成する委員会ではないということですね。

事務局
(学校教育課長)

地域の方々で構成するのは、桜井中学校新築工事安全対策連絡会で、地元の町
内会長、振興会長、工事関係者にも入っていただいております。

委員長

先週、工事の安全祈願がありましたが、苦情等のないように、チェックをして
いただければと思います。多尐うるさいのはしょうがない部分もありますが、ト
ラックの出入りや狭い道路の往来には十分気を付けてほしいものです。

事務局
(学校教育課長)
委員長

その点については、地元からも強く言われております。
よろしくお願いします。
続きまして生涯学習課からお願いします。

事務局
（ｼﾞｵﾊﾟ
＜経過事業＞
ｰｸ推進班長） ・９月 26 日 第４回歴史講座「北アルプス高山帯に生息するツキノワグマにつ
いて」講師：立山カルデラ砂防博物館 学芸員 白石俊明氏 （歴史民俗資料館）
25 名が参加されました。
・9 月 30 日～10 月 4 日 第 10 回黒部市小中学校児童生徒科学展覧会（吉田科学館）
464 名の方々にご覧になっていただいております。
・10 月５日 市指定無形民俗文化財「愛本新用水天満宮松明祭」
（愛本地区）
・10 月 17 日 地区公民館まつり（内山） （内山公民館）
・10 月 20 日～23 日 秋のさわやか運動 （あいの風黒部駅他７ヶ所）
４日間で 429 名の方々に参加していただきまして、あいさつ運動をしていただ
いております。
・10 月 24 日～25 日 地区公民館まつり(石田、三日市、荻生、若栗) (各地区公民館)
・10 月 25 日 地区公民館まつり（東布施） （東布施公民館）
・10 月 26 日 生地たいまつ祭り（生地地区）
先程、公民館まつりのところで教育長出席の印がつけてございますが、委員の
皆様にも出席していただいているかと思います。こちらの把握がもれておりまし
て申し訳ございません。
・10 月 27 日～29 日 日本ジオパーク霧島大会（鹿児島県霧島市）
立山黒部ジオパーク協会からの出席と９市町村で構成されております支援自
治体会議の事務局長であります飯野次長がこの大会に出席しております。
＜予定事業＞
・10 月 31 日 立山黒部ジオパーク講演会「石ころから恐竜時代の大地をのぞく」
講師：名古屋大学 教授 竹内誠氏
（吉田科学館）
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・11 月１日 地区公民館まつり（田家、村椿、前沢）
（各地区公民館）
・11 月２日 青尐年健全育成巡回活動（県キャラバン隊訪問） （市役所）
キャラバン隊の訪問を受け、その後会員の方々でパレードが開催予定です。
・11 月３日 地区公民館まつり（愛本） （愛本公民館）
・11 月 7 日～８日 地区公民館まつり（生地） （生地公民館）
・11 月７日～８日 中央公民館サークル発表会 （中央公民館）
・11 月８日 地区公民館まつり（大布施） （大布施公民館）
・11 月 12 日～17 日 第 10 回黒部市美術展（コラーレ）
・11 月 14 日 第 10 回黒部市美術展表彰式・講評会（コラーレ）
委員の皆様にはご出席いただければと思います。
・11 月 13 日 歴史民俗資料館冬の企画展「田中忠次と富山県の昆虫」
（Ｈ28.3.21 まで 歴史民俗資料館）
・11 月 15 日 地区公民館まつり（浦山） （浦山公民館）
・11 月 21 日 黒部市尐年尐女活動実践意見発表大会・善行青尐年表彰式（ｺﾗｰﾚ）
・11 月 22 日 荒俣公民館竣工式 （荒俣地区）
宝くじを財源としまして、自治総合センターのコミュニティセンター助成事業
を受けて、木造瓦葺の平屋建てで延床面積 242 ㎡の町内公民館が建設されます。
・11 月 28 日 くろべ女性団体連絡協議会合併後結成 10 周年記念式典（ﾊﾟﾚｽ扇寿）
・11 月 29 日 婚活イベント「すてきな出会い 20×20 in ～結婚を真剣に考えて
いるあなたへ～」
（市民会館）
男女各 20 名ずつの定員を予定しているところでございます。男性は既に完売
しておりますが、女性が昨日時点で４名の状況です。ぜひ、皆様にも参加を促し
ていただければと思います。よろしくお願いします。
最後になりますが、男女共同参画についてのアンケートを実施する予定でござ
います。明後日には、1500 名の方に発送しまして、アンケートをいただき、平
成 28 年度末には現在の黒部男女共同参画プランが終了いたしますので、アンケ
ート結果を踏まえた新しいプランを策定していく予定です。お手元には、今後の
スケジュールとアンケート用紙を添付してございますので、またご覧になってい
ただければと思います。よろしくお願いします。
生涯学習課は以上です。
委員長

質問などありましたらお願いします。

委員

10 月５日の第１回生地たいまつ祭り調査委員会というのは具体的にはどのよ
うな内容でしょうか。

事務局
(ジオパーク
推進班長)

現在、生地のたいまつ祭りは市の指定文化財になっておりませんが、市の指定
文化財になり得るものかについて、検討していただいております。そして 26 日、
生地のたいまつ祭りのその日にはそのものを見ていただいて検討していただく、
という状況でございます。

委員長

出会いのイベントは女性だけ尐し安くするなど、もう尐し参加人数を増やす工
夫が必要だと思います。

10

委員

女性は無料にしたらよいのではないでしょうか。

委員長

無料はちょっとまずいかとは思いますけど。

委員

現在、みらーれでも宣伝していますよね。

事務局(ｼﾞｵﾊﾟ
ｰｸ推進班長)
委員

しています。また、今年度は“あこや～の”でも別途開催しております。

委員長

機会を増やすことは良いと思いますが、女性 2500 円というのは尐々高いかも
しれません。
他に質問はありますでしょうか。
（質疑なし）
では、次にスポーツ課からお願いします。

事務局
＜経過事業＞
（ｽﾎﾟｰﾂ課長） ・９月 27 日 秋季区民体育大会（三日市）
（三日市小）
地区の祭礼の関係で９月 27 日に行われております。
・10 月４日 秋季区民体育大会
（生地・石田・田家・大布施・前沢・荻生・若栗・東布施・浦山・下立）
４日当日の明け方の雨により村椿は中止となりました。その他の地域について
は、一部開始時刻を遅らせた地域がありましたが、その他の地区は全般的に屋外
での実施となりました。
・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(総合体育センター)
講師には、阪神タイガースの次期監督有力候補となっておりました金本知憲さ
んをお招きし、市内スポーツ愛好家と約 850 人の皆さんに聴講いただきました。
なお、金本さんは、その後正式に阪神の監督に就任されたところであります。
・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）
たすきリレーに参加したスポーツ尐年団員や多くの家族連れで賑わいました。
・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）
（根室市）
黒部市議会の木島議長を団長とします交流団が根室市を訪れまして、ソフトテ
ニス競技を通して交流を深めております。
・10 月 18 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)
この春からずっとこの大会を行ってきたところでありますが、総合成績は、前
年度優勝の石田地区と今年度の市民体育大会幕開け競技のスティックリングを
制して波に乗っておりました田家地区が、総合競技では同点で並ぶ大接戦となっ
ておりました。今回の陸上大運動会を開催しましたところ、石田地区が陸上大運
動会の中で優勝し、総合で２年連続優勝に輝いたところであります。
・10 月 26 日 ＫＵＲＯＢＥアクアフェアリーズ激励壮行会（コラーレ）
この後、11 月７日から今年度のＶチャレンジリーグが開幕します。
・10 月 27 日 第 33 回ｶｰﾀｰ記念黒部名水ﾏﾗｿﾝ第１回実行委員会（市役所）
来年の大会を５月第５日曜日の５月 29 日に開催すること、車椅子部門を復活
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させるなどについて報告されました。
＜予定事業＞
・11 月３日 富山県高等学校・クラブ対抗駅伝競走大会（総合公園他）
これまでこの大会では、総合体育センター前をスタート、ゴールとして市内を
一周ぐるっと回ってくる周回コースで実施をしておりました。しかし、今年の春、
８号バイパスが開通いたしまして、そちらの交通量が相当数あるということで、
８号バイパスを横断せずに各区間の中継所全てを総合体育センター前とする折
り返しコースとして実施します。この 32 ページの表で申し上げますと、第１区
のランナーはスタートゴールをまずスタートとしまして、この矢印の方向に向か
いまして、第１区走者のみが青い部分を１周します。その後、第１区の折り返し
地点まで進みまして、ずっと生地駅の方まで行くわけですが、そのままもう１度
スタートゴールに戻りまして中継所でたすきを渡します。受けたランナーはまた
同じコースを戻るように行きまして、第２区の折り返しまで行って戻ってくると
いうような、何度も同じコースを折り返すように変更されたところであります。
当然変わることによって、メリット、デメリットがあるわけでございますが、メ
リット的には道路の誘導員が尐なくて済むということがあります。一方で男子、
女子が同時開催できず、別々に開催するものですから、道路を封鎖する時間、交
通整理をする時間が長くなるということがございます。地元の方々に対しまして
もご理解とご協力をいただけるよう、足を運んでお願いに行っているところでご
ざいます。
・11 月５日 第 33 回富山県駅伝競走大会黒部市選手団壮行会（総合体育ｾﾝﾀｰ）
・11 月８日 第 33 回富山県駅伝競走大会（県道富山～高岡線）
本市選手が出場することとなっております。ここで申し訳ございません、５日、
８日の出席欄に教育委員長さん、教育委員さんの印がついておりませんが、体育
協会から月曜日に案内状が発送され、昨日あたりに着いているころかと思いま
す。またご返事の方をいただければ、手配いたしますので、よろしくお願いいた
します。スポーツ課からの報告は以上でございます。
委員長
委員

質問ありましたらお願いします。
エブリバディスポーツデイに子供が参加したのですが、小さい子もたくさん出
られて良かったのですけれども、サスケが並び始めてから終わるまで２時間かか
りました。あれはなぜですか。競技時間は 10 分ぐらいなんですが。

事務局
いろいろな年齢層の方もおられて、テレビで見ておられるように、さっと流れ
（ｽﾎﾟｰﾂ課長） ずに途中で止まったり、お子さんによってはどうしてももう１回チャレンジした
いということもあります。一緒の種目で、係員の判断でやらせてあげるというこ
ともあります。毎年尐しずつ改良は加えておりますが溜まってしまう部分があり
ます。
委員

２時間はちょっとびっくりしました。せめて１時間ぐらいならと思います。

事務局

また更なる検討を、改良を加えたいと思います。
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（ｽﾎﾟｰﾂ課長）
委員
委員長

お願い致します。
他にありますか。
（質疑なし）
それでは続きまして図書館からお願いします。

事務局
＜経過事業＞
（図書館長） ・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）
高桜内科医院の院長をお招きしまして、開催したところであります。参加人数
が 30 名ということで、ちょっと尐ないという感じがしました。ただし、この講
演会の模様を 10 月 16 日から一週間、みらーれＴＶで放映されたかと思います。
後から「見れなかった」という方に対しては、フォローは出来たものと思います。
また、その講演の模様をＤＶＤに記録致しましたので、どうしても見たいと言わ
れる方については、図書館で保存をしております。
・９月 28 日～10 月３日 社会に学ぶ 14 歳の挑戦受け入れ
黒部、宇奈月館で受付業務やよみきかせの体験をしていただきました。
・10 月１日～10 月 31 日 10 月おすすめ「世界の名作童話」
（図書館）
60 冊の展示をしております。
・10 月１日～11 月１日 合併 10 周年＆「名水百選」認定 30 周年展（宇奈月館）
25 冊の展示をしております。
・10 月１日～11 月１日 アメリカのえほん特集（宇奈月館）
30 冊の展示をしております。
・10 月３日 土曜日よみきかせ会（10 日、17 日、24 日、31 日 図書館）
・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）
これについては、後程実績報告をさせていただきたいと思います。
・10 月 27 日～11 月 25 日 「とやまの本」展（図書館）
200 冊の展示をしております。
・10 月 27 日～11 月 25 日 「時代小説特集」展（宇奈月館）
167 冊の展示をしております。
＜予定事業＞
土曜日よみきかせ会の開催状況について 10 月 24 日現在、65 回の開催でトー
タル、累積が参加者数 648 名、うち子供の参加が 363 名ということで、１日あた
りの参加者数平均が 10 人を維持しているところであります。
続きまして新たな取り組みの「あかちゃんタイム」ということで、これは宇奈
月館でやっているのですが、毎週火曜日、土曜日９時～12 時、お子様連れでも
尐し騒いでも、皆さんご協力下さいということで、現在、試行期間中でございま
す。それにつきまして、10 月から試行していますが、試行前の９月の統計でご
ざいますが、親子合わせて１ヶ月間で 210 名の来館がありました。10 月に入り
まして、周知しましたところ、合計で 239 名の来館があったということでござい
ます。これは未就学児をつれた親子の集計です。試行前と試行後では、９月が１
日あたりの平均人数が９人だったところが 11 人に増えました。同じく１日あた
りの平均人数、火曜日でございますが、９月が 10 人だったところ 11 人になりま
した。土曜日は１日あたりの平均が 13 人から 18 人に増えました。いずれも増え
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たという状況でございます。今のところ、試行結果の統計、集計等、いろいろ検
討しまして、来年度の４月からスタートさせたいという思いがありますが、スタ
ートに際しては今までどおり火曜日、土曜日とするかそれとも毎日やるか、その
あたりの判断があると思いますので、今のところは曜日ごとの集計をとっており
ます。今開催しているのは、一応火曜、土曜となっておりますが、各曜日の集計
をとっております。フェイスブックですが、全庁的に外部との情報系端末を別に
設置するということで、現在、設置作業を行っており今回は集計できておりませ
ん。図書館からは以上でございます。
委員長
委員

質問ありましたらお願いします。
今、ちょうど読書週間ですが、例えば、小中学校と連携した企画などは、図書
館としては考えておられませんか。

事務局
読書週間中に小学校や中学校に対し「来て下さい」という働きかけは、特に行
（図書館長） っていません。年度初めには、図書館の利用について周知はしておりまして、10
月は小学校２年生の見学、まちなか探検で２つの学校に来ていただきました。今
言われたように、読書週間にちなんだ学校と連携した取り組みについて、今後、
検討してみたいと思います。図書館としての読書週間にちなんだ企画は 27 日か
ら「とやまの本」展が開催しています。これは富山県のゆかりのある方々の目録
を作って展示しており、富山の本ですので、小中学校にはぜひ紹介をかけておか
ないといけないと思いますので、後ほど取り組ませていただきたいと思います。
委員長

委員
委員長

９月 27 日の講演会は私も参加させていただきまして、とても勉強になりまし
た。妻と行ったのですが、おじいちゃん、おばあちゃんにも聞かせたいなと思い、
みらーれＴＶでやっていたので、見てもらいました。多種にわたって話しをして
いただき、昔から言われていることもあれば、最新データなども見せていただき、
どうしたら健康でいられるか、ということを分かりやすく話していただいたの
で、皆さんも是非、見ていただければよいと思います。
あと、今朝の新聞に載っていたのですが、自分がお勧めしたい本をプレゼンす
るというのも非常によいというか面白いことだと思いました。
面白いですよね。
それは図書館の管轄ではないかもしれませんが、そのようなイベントもあって
もよいのかなと思います。

事務局
去年の図書館まつりでは、各中学校さんに書いてもらって、お勧めの本の展示
（図書館長） 会をやっていたこともありましたが、今年度は時間がありませんでした。
委員長

今日、新聞を読んでいて「なるほどな」と思ったのは、本をお勧めする人とな
りがよく分かる、
「こういう本はこういうところが良いと思うから読んでくださ
い」というと、その人がどのような考えかよく分かる、という話で、なるほどと
思いました。学校でもおこなったら面白いと思います。
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委員

高校生なども結構おこなっているようです。

委員長

おこなっているのですかね。自分でプレゼンする場があれば、非常に面白いと
思います。
それでは質問がなければ、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 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名を受け入れさせていただきました。
・10 月２日、６日、７日、８日、13 日、15 日 学校給食訪問
（若栗小、石田小、高志野中、三日市小、鷹施中、たかせ小）
子ども達の給食の様子を見学させていただきました。
・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）
＜予定事業＞
・10 月 28 日、30 日、11 月 11 日、12 日、13 日、19 日、26 日 学校給食訪問
（さくら幼、前沢小、村椿小、荻生小、桜井中、生地小、中央小）
・11 月 27 日 黒部地場産学校給食の日（４回目）及び試食会
委員の皆様にもご案内が届いているかと思います。委員長さんはたかせ小学
校、大丸職務代理さんは生地小学校、水野委員さんは宇奈月小学校、川崎委員さ
んは荻生小学校ということで、ご案内が届いているかと思いますので、よろしく
お願いしたいと思います。以上です。

委員長

質問等ありましたらお願いします。
（なし）
次に「その他の報告」について事務局からお願いします。
（なし）
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。

事務局
(学校教育課長)

市議会 12 月定例会の日程の連絡が入ってきましたので、お知らせします。
○12 月３日、９日、10 日、17 日 市議会本会議
委員長さんの日程確保をお願いします。
○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 202 会議室
（※定例会終了後、予算要望事項等についての打合）
○第２回黒部市総合教育会議
日時：11 月 27 日（金）午後２時／会場：市役所 203 会議室
（※後日、会場スペースの都合により、第２委員会室に変更）
○教育委員会 12 月定例会
日時：12 月 22 日（火）午後３時 ／会議室：市役所 202 会議室

委員長

事務局から今後の日程について説明がありましたとおり、皆さん日程の確保を
お願いいたします。
（日程確認の発言略）
以上で本日の会議を終了いたします。皆さんお疲れ様でした。
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終了時刻

午後２時 55 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 11 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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神保 竜

