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委員長

只今から、黒部市教育委員会４月定例会を開会します。初めに「議事録の署名につい
て」は、委員長の私が署名します。次に、
「３月定例会の議事録について」でありますが、
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・質問等がありましたらお
願いします。
（質疑なし）
無いようですので、記載のとおりとし、私が後ほど署名いたします。

委員長
教育長

次に「教育長報告」をお願いします。
（冒頭挨拶要旨）平成 28 年度最初の定例教育委員会となります。事務局職員も新体制と
なり、また、公民館長はじめ、教育委員会が所管する各種委員会委員の皆様に対し、委
嘱書や任命書を交付しました。多くの方々に支えられ教育行政が運営されていることを
改めて感じています。昨年度、合併 10 周年を終え、これから新しい 10 年が始まりまし
た。教育行政における重要諸課題について、しっかりと対処していかなくてはなりませ
ん。委員の皆様には、地元の小中学校入学式等に列席賜り、感謝申し上げます。
１ 所管事務の状況報告について
(1)幼稚園・こども園入園式・始業式（4 月 4 日、11 日）
・新入園 44 人、合計で 113 人の園児となりました。
(2)小中学校始業式、桜井小学校開校式（4 月 6 日）
・前沢、三日市地区における約２年間の協議を経て、無事開校することができました。
(3)中学校入学式（4 月 7 日）
、小学校入学式（4 月 8 日）
・小学校の入学者 366 人、中学校の入学者 359 人、小中全体で 3,278 名（小 2,144 人・
中 1,134 人）となり、全体の前年比 27 人の減となりました。
(4)全国学力・学習状況調査（4 月 19 日）

・小学６年生、中学３年生が対象。２教科で実施（国語と算数（数学）
）
２ 出席した会議の概要報告について
(1)小中学校長会議（4 月 14 日 市役所）
(2)明日の稚児舞（4 月 17 日 法福寺）
・強風の影響もなく無事実施されました。
(3)小中学校教頭研修会（4 月 19 日 市役所）
(4)市町村教育委員会教育長会議（4 月 20 日 県民会館）
・平成 28 年度県教委の重点事業について説明がありました。
(5)黒部市議会４月臨時会（4 月 21 市役所）
・教育委員及び教育長の任命同意について、全会一致で承認されました。
(6)黒部市芸術文化協会定期総会（4 月 21 日 ホテルアクア黒部）
(7)三陟ファンヨンジョ国際マラソン大会黒部市選手団派遣(4 月 22 日～25 日 韓国)
・団長として参加した。選手４名と随行あわせ６名で訪問しました。
・参加した中学男子３名のうち２名は、１位、２位を独占したほか、もう１名も６位に
食い込むなど大変優秀な成績となりました。また、女子１名も入賞等には至らなかった
ものの、自己記録に迫る走りを見せてくれました。
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）児童生徒の交通事故等 （１件）
（２）教職員の交通事故等（１件）
（３）不審者等の情報（なし）
（４）いじめ（３月報告分）
認知件数は、小学校が１件、現在様子を見守っており、中学校が２件で解消済みです。
４ ４月 17 日に発生した暴風被害状況について（教育委員会関係）
近年にない暴風となり、市内では午前 10 時頃から午後６時頃までで、県内の最大瞬間
風速は 38.7ｍと報道されており、市で最も強かったのが午後１時頃の 38.0ｍでした。
※教育関係施設等の被害状況と対応（担当課長から説明）
〔学校教育課〕
・生地小学校
窓ガラス破損（補修予定）
・村椿小学校
天井アクリル板破損（補修予定）
・中央小学校
倒木１本（撤去・処分）
・鷹施中学校
屋根材破損、防球ネット破損（補修予定）
・高志野中学校 看板破損、防球ネット破損（補修予定）
・桜井中学校
倒木５本（撤去・処分）
・各小中学校
グラウンドの砂飛散（補修予定）
〔生涯学習課〕
・三日市公民館
屋外設置の看板１枚飛散（回収済み）
・ふれあい交流館
街灯柱破損（補修予定）
、倒木１本（撤去・処分）
野外炊飯場ナイロン屋根破損（補修予定）
・うなづき友学館
一時停電（復旧済み）
〔スポーツ課〕

・総合体育センター 外壁工事用足場が傾く（対処済み）
・立野ゲートボール場 倒木１本（地主の許可を得て撤去・処分）
・各種行事
実施中のチャレンジウォーク（中止の対応）
宮野球場で開催中の野球大会等へ中断等の注意喚起
委員長

次第の５番「議案」の審議に移ります。本日の議案は１件です。
「議案第 18 号 黒部
市スポーツ推進審議会委員の委嘱について」説明願います。

事務局
(スポーツ課長)

〔説明概要〕黒部市スポーツ推進審議会条例に基づき９名の委員を委嘱しました。うち
４名が新任。任期は、平成 28 年５月１日から平成 30 年３月 31 日までの１年 11 か月と
し、次回任期から他の委員会と任期を合わせることとしました。

委員長

質問がありましたらお願いします。
（質問なし）
無いようでありますので採決します。議案第 18 号について、原案のとおり決すること
にご異議ありませんか。
（異議なし）
ご異議なしと認め、議案第 18 号は、原案のとおり決しました。

委員長

次に報告に移ります。まず、
「報告１ 黒部市教育行政にかかる各種委員会等の委員の
任命及び委嘱について」お願います。

事務局
(生涯学習課長)
(図書館長)

〔説明概要〕３月定例教育委員会で議案として提出された下記５件の委員会等の委員に
ついて、推薦団体の都合等により調整中であった委員が確定したので報告された。
（１）社会教育委員（２）中央公民館運営審議会委員（３）図書館協議会委員
（４）美術館運営審議会委員（５）歴史民俗資料館運営委員会委員

委員長

何かご質問等がありましたらお願いします。
（質問なし）

委員長

次に「報告２ 黒部市教育支援委員会委員の委嘱について」
「報告３ 黒部市教育振興
協議会委員の委嘱について」
、
「報告４ 黒部国際化教育推進協議会委員の委嘱について」
一括して報告願います。

事務局
(学校教育課長)

〔説明概要〕いずれも任期満了に伴う委員の委嘱でございます。任期は、平成 28 年４月
１日から平成 30 年３月 31 日までの２年間です。
（１）黒部市教育支援委員会委員 10 名（新任２名）
（２）黒部市教育振興協議会委員 10 名（新任８名のうち１名が調整中）
（３）黒部国際化教育推進協議会委員７名（新任５名）

委員長
事務局
(教育部長)
委員長

調整中の１名はいつごろ決まるのか。今年度最初の会議に間に合うのか。
５月に開催予定の自治振興会連絡協議会総会で決定の見込です。教育振興協議会の初
会議は６月を予定しており、時期的には間に合う予定です。
わかりました。ほかにご質問等がありましたらお願いします。
（質問なし）

委員長
事務局
(学校教育課長)

委員長

次に「報告５ 黒部市学校評議員の委嘱について」お願います。
学校評議員は、黒部市学校評議員規程に基づき定数８名以内で設置。評議員は、学校
長が保護者や地域住民等の協力を得ながら学校運営ができるよう、学校長の求めに応じ、
学校運営に関する事項について意見をいただく方々となります。
何かご質問等がありましたらお願いします。
（質問なし）

委員長

次に「報告６ 黒部市特別支援教育就学奨励費交付要綱の制定について」お願いしま
す｡

事務局
(学校教育課長)

障がいをもつ児童生徒の保護者の経済的負担を軽減するため、給食費や学用品に要す
る費用など、就学に必要な経費の交付に関し必要な事項を定めるもので、従来から運用
されている制度でありますが、マイナンバー制度の導入に伴い、申請様式を市で整備す
る必要があり、要綱を定めるものです。

委員長

何かご質問等がありましたらお願いします。
（質問なし）

委員長

次に、
「報告７ 課等の事業報告（経過・予定）
」についてであります。
学校教育課から順に報告願います｡

事務局
(学校教育課長)

〔経過事業〕
○４月 ６日 桜井小学校開校式
○４月 ７日 中学校入学式、８日 小学校入学式
○４月 14 日 小中学校長会議
○４月 21 日 黒部市議会４月臨時会（教育長、教育委員の任命同意）
〔予定事業〕
○５月 10 日 ５月臨時会（組織会議）
・新教育長、教育委員の任期開始日となり新たな教育委員会組織が構成されます。
○５月 16 日 黒部市奨学生審査委員会
・28 年度奨学生を決定します｡委員に教育長及び教育長職務代理者を予定しています｡
○５月 20 日 黒部市小学校連合体育大会（宮野陸上競技場）
・市内小学５、６年生が参加します。
（雨天時の予備日：24 日）

事務局
(生涯学習課長)

〔経過事業〕
○４月 11 日 黒部川扇状地フィールドミュージアム事業推進協議会総会(うるおい館)
○４月 17 日 明日の稚児舞（法福寺）
・強風の中の開催となったが無事奉納されました。
○４月 18 日 立山黒部ジオパーク支援自治体会議総会（ホテルニューオータニ高岡）
○４月 19 日 黒部市公民館連絡協議会総会・懇親会（ホテルアクア黒部）
○４月 21 日 黒部市芸術文化協会定期総会・懇親会（ホテルアクア黒部）
○４月 23 日 いわむらかずお絵本原画展（市美術館）～６月 26 日
○４月 23 日 富山県男女共同参画推進員委嘱書伝達式及び第１回推進員会議(市役所)
・新規 23 名、継続５名、計 28 名が県から委嘱され市で伝達式を行いました｡(任期２年)

〔予定事業〕
○４月 28 日 吉田科学館プラネタリウムリニューアルオープン式典（吉田科学館）
・式典は、午後２時から、一般公開は、29 日（金）からとなります。
○５月６日 黒部市ＰＴＡ連絡協議会総会（パレス扇寿）
○５月 13 日 歴史民俗資料館春の企画展（歴史民俗資料館）
・
「昭和のチラシに見る三日市の賑わい」と題し、昭和時代の三日市のお祭りのチラシ、
ポスター、写真などを展示するものです。
○５月 14 日 平成 28 年度黒部女性団体連絡協議会総会（市民会館）
○５月 19 日 第１回黒部市社会教育委員会（市役所）
事務局
(スポーツ課長)

〔経過事業〕
○４月 ２日 みらーれＴＶ旗争奪尐年野球交流大会（宮野球場ほか）
○４月 ９日 黒部名水柔道大会（錬成館）
・県内各地から選手が訪れました。
○４月 12 日 黒部市スポーツ推進委員協議会総会（パレス扇壽）
・新会長が就任、各地区から推薦された 53 名の委員で構成されます。
○４月 19 日 黒部名水マラソンリーダー・サブリーダー会議（市役所）
○４月 19 日 同 総務部会（総合体育センター）
○４月 22 日 同 参加者申込み締め切り（３km、５km、ジョギング）
・申し込み状況 フルマラソン（5,523 人）
、10km（2,032 人）
、車椅子（15 人）
、５km・
３km（2,871 人）
、合計 10,441 人。
○４月 22 日 三陟ファンヨンジョ国際マラソン大会黒部市選手団出発式（市役所）
（派遣期間 22 日（金）～25 日（月）
）
○４月 26 日 黒部市民体育大会実行委員常任・専門委員会（総合体育センター）
・大会概要について協議。昨年の第 10 回大会を記念して新設されたスティックリングを
引き続き開催することに決定しました。
〔予定事業〕
○５月 28 日 黒部名水マラソン前夜祭
○５月 29 日 同 開催日
５月中は、黒部名水マラソンに向け、実行委員会、競技運営部会、医療救護部会など、
準備を進めます。また、15 日からは、ボランティア・スタッフ説明会（20 回程度）を順
次開催していく予定です。

事務局
(図書館長)

〔経過事業〕
○３月 26 日 扇谷逸郎･みつい夫婦のあゆみ ～人々をつなぐ書･水墨画･公芸作品～
（～４/26 日、作品 50 点、関連本 80 冊）
○４月１日 ４月おすすめ「旅に出よう！」
（～30 日、60 冊）
○４月２日 話題沸騰！今、注目の絵本展（～５/29、100 冊）
○４月２日 ４月おすすめ「おいしいえほん特集」
（～５/１、40 冊）
○４月 23 日 自然を描く いわむらかずお展（５/29、270 冊）
・市美術館企画展との連携事業。
〔予定事業〕
○いわむらかずお氏関連事業
・５月 14～15 日 いわむらかずお氏が来市し、読み聞かせやサイン会を実施予定。

・６月４日、18 日 いわむらかずお氏から借りたＤＶＤを上映（宇奈月館）
○フェイスブックの状況
・４/20 現在､“いいね”(5,435 人)､アクセス件数(32,716 人)うち海外アクセス(9 カ国)
○あかちゃんタイム（毎週火曜・土曜）
・４/20 現在 火曜日と土曜日の合計 775 人（参考：他の曜日の合計 806 人）
。
○よみきかせ（毎週土曜）
・４/26 現在 通算 89 回開催、870 人参加(うち子ども 483 人)､１日あたり 10 人を維持。
事務局
(学校給食ｾﾝﾀｰ所長)

〔経過事業〕
○４月 ６日 中学校給食開始（幼稚園・小学校は７日）
○４月 14 日 集団給食施設の点検
〔予定事業〕
○５月 11 日 親子草だんご作り教室（さくら幼稚園）
・栄養士が幼稚園に赴き指導にあたります。
○５月 18 日 黒部市学校給食会（給食センター）

委員長

各課からの報告に対し、何かご質問ありましたらお願いします。

委員

給食について、アレルギー対応食の状況と弁当を持参する児童生徒はいますか。

事務局
(学校給食ｾﾝﾀｰ所長)

現在、対応食は 18 名となっています。また、弁当持参者はいません。

委員長

次に「報告８ その他」について、何かありますでしょうか。
（なし）

委員長

最後に「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)

委員長

（今後の教育委員会日程について説明）
・教育委員会５月臨時会 【日時】５月 10 日(火) 10:15 【会場】202 会議室
・教育委員会５月定例会 【日時】５月 23 日(月) 15:00 【会場】203 会議室
・教育委員会６月定例会 【日時】６月 24 日(金) 13:30 【会場】201 会議室
委員には、日程確保についてお願いします。以上で、本日の会議を終わります。

終了時刻
傍聴人

午後４時 00 分
なし

備考

※会議冒頭、人事異動に伴う教育委員会出席者の新規着任事務局職員が挨拶。
※会議終了後､５月９日をもって退任する、村田委員長、水野委員、能澤教育長が挨拶｡
議事録調製
学校教育課課長補佐 庶務係長

平成 28 年５月 23 日
署名人 黒部市教育長 国香 正稔

神保 竜

