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只今から、黒部市教育委員会５月定例会を開会します。初めに「議事録の署名につい
て」は、教育長の私が署名します。次に、
「４月定例会の議事録について」及び「5 月臨
時会の議事録について」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、私が署名いたします。
次に「教育長報告」をいたします。
１ 所管事務の状況報告について
（１）黒部市吉田科学館プラネタリウムリニューアルオープン（4 月 29 日 吉田科学館）
・４月 29 日から５月８日にかけ 7,979 人が来館し大変盛況でした。
（２）黒部市小学校連合体育大会（5 月 20 日 宮野運動公園陸上競技場）
・天候に恵まれ５、６年生 708 人が参加しました。他の公務のため、開会式には教育長
職務代理者に出席いただきました。競技では、３つの新記録がでました。
①５年男子 競技：800ｍ走
記録：2 分 38 秒 6（0.9 秒更新）
②６年女子 競技：走り高飛び
記録：１ｍ28cm（3cm 更新）
③６年女子 競技：ソフトボール投げ 記録：54ｍ41cm（9ｍ更新）
２ 出席した会議の概要報告について
（１）カーター記念黒部名水マラソン第３回実行委員会（5 月 10 日 市役所）
・参加申込者数が 10,542 人、過去最高となっています。
（２）くろべ女性団体連絡協議会総会（5 月 14 日 市民会館）
（３）黒部市奨学生審査委員会（5 月 16 日 市役所）
（４）富山県市町村教育長会議（5 月 17 日 富山市役所）
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・教育委員会制度改正に伴う、富山県市町村教育委員会連合会会則の改正について報告
がありました。
（５）黒部市学校給食会（5 月 18 日 給食センター）
（６）黒部市社会教育委員会（5 月 19 日 市役所）
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 （２件）
〔４月 29 日(金)午後２時 40 分頃〕
小学校低学年の子がコラーレ付近を自転車で右側通行していたため注意をしたが、そ
のまま走り去った旨の苦情が寄せられた。どこの学校の児童かは不明。
〔４月 29 日(金)午後５時～午後５時 30 分頃〕
生地地内のＴ字路で停車中の軽自動車に右折してきた尐年が乗った自転車が接触した
が、どこの生徒かは不明。
（２）教職員の事故等（２件）
〔４月 24 日（日）午後４時 20 分頃〕
信号待ちの後、発進した際に追突された被害事故
〔５月 １日（日）午後６時頃〕
県外において高速道路走行中における速度違反
（３）不審者等の情報（１件）
〔４月 27 日（水）
〕
市内ショッピングセンターで不審者の目撃情報がありました。
（４）いじめ（４月報告分）
認知件数は、小学校 11 件、うち 10 件は新規で、いずれも悪口やあだ名であり、児童
への指導をしながら様子を見守っている。１件は、前月からの継続だが解消済みである。
（中学校はなし）
。
以上でありますが、何かご質問等がありましたらお願いします。
委員

（児童生徒の交通事故等の１件目）小学生が自転車に乗っていたとのことですが、自転
車使用の制限について教えてください。また、苦情を言われた方が自分のことを名乗ら
れたのか教えてください。

事務局
(学校教育班長)

苦情を言ってこられた方は名乗っていません。小学校では、低学年の自転車は認めて
いません。この事案は、コラーレ付近でしたが、苦情は桜井小に寄せられたものです。
桜井小、コラーレ付近の校区となる中央小で調査したが、該当する児童は特定できませ
んでした。低学年は、大人に注意された場合、即座に反応できない面もあるが、注意さ
れた場合には、素直に謝ること等について、指導の徹底を図るよう校長会でお願いした
ところであります。

委員

（児童生徒の交通事故等の２件目）生徒に対しアンケート調査したとのことですが、家
庭には連絡しなかったのですか。

事務局
(学校教育班長)

連休中ということもあり、どこの学校の生徒なのか特定もされていない状況のため、
家庭への連絡はいたしませんでした。尐年は、接触のあった時点で、軽自動車の運転手
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から「大丈夫か」と聞かれ「すいません」と言ってその場を立ち去りました。その後、
運転手は高志野中学の生徒と推測し、学校と警察に相談。警察のアドバイスにより、生
徒に対するアンケート調査を実施しましたが、該当者は特定できませんでした。
委員

子どもは、加害であれ被害であれ、
「大丈夫」と聞かれたときは、
「大丈夫」と答えて
しまいます。悪い例は、後日、症状が出る場合もあります。日頃から、自分のことを名
乗る、相手の名前を聞くということを指導していく必要があると思います。

教育長

ほかに何かありますか。
（なし）

教育長

次に、報告に移ります。まず「報告１ 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〕
○５月 16 日 黒部市奨学生審査委員会（市役所）
・審査の結果、大学生向け貸付事業は、応募者 13 人に対し 12 人、高校生向け給付事業
は、10 人に対し８人を採択しました。
〔予定事業〕
○５月 24 日 全日本中学校バレーボール選手権大会関連会議（東京）
、５月 31 日 同実
行委員会第２回総会（市役所）
・富山県では３競技が開催され、全国から選手団が訪れます。
（サッカー：富山市、卓球：
高岡市、バレーボール：黒部市・魚津市・入善町）バレーボール競技は、８月 19 日から
22 日の４日間の大会期間となります。黒部市総合体育センターがメイン会場となり、開
会式、準決勝、決勝、閉会式が予定され、黒部をＰＲする良い機会と考えています。
○５月 25 日 黒部市小中学校統合対策検討委員会（市役所）
・副市長を委員長に庁内各部署の部課長で構成し、中学校統合に伴う校舎棟の学校施設
整備、学校周辺整備、通学経路の安全確保などについて、各部局が連携して対策に取り
組んでいくことを目的としています｡
○６月上旬 黒部市教育振興協議会（市役所）
・今後、日程調整をし開催日を確定します。
○６月 ６日 黒部市議会６月定例会開会（市役所議場ほか）
・22 日までの 17 日間、教育長には本会議、委員会に出席いただくことになります。
○６月 ７日 小中学校長研修会（若栗小学校）
○６月 14 日～ 学校訪問研修（各小中学校）
・各学校の教育目標実現のため、学校運営や教育指導等に対し指導助言し、当面する課
題の解明と教育実践効果を高めることを目的に、東部教育事務所と連携のもと実施して
います。事務局からは、教育長が出席するほか教育部長、学校教育課長、学校教育班長
が同行します。各校では、授業を公開しており、委員にも参観いただければと思います。
○６月 24 日 教育委員会６月定例会（市役所）
○６月 30 日 富山県市町村教育委員会連合会（富山市）

事務局
(生涯学習課長)

はじめに、教育委員会３月定例会で議決され４月１日付けで委嘱しました「黒部市文
化財保護審議会委員」についてでありますが、審議会委員となっておりました国香氏が
５月 10 日より教育長に任命されたことに先駆け、５月９日付け委員の辞退届けが提出さ
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れております。黒部市文化財保護審議会条例第 14 条に審議会は教育委員会の諮問機関と
規定されていることによるものです。
〔経過事業〕
○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）
○４月 29 日 同 一般公開
・親子連れなど多くの方々が来場され大変盛況でありました。ＧＷ期間中のプラネタリ
ウムの来場者数は、7,979 人となり、昨年同期の 548 人の 14.5 倍となりました。
○５月 ６日 黒部市ＰＴＡ連絡協議会総会（パレス扇寿）
○５月 14 日 くろべ女性団体連絡協議会総会（市民会館）
○５月 19 日 黒部市社会教育委員会（市役所）
○５月 21 日 松桜閣園遊会（松桜閣）
〔予定事業〕
○６月 １日 黒部市文化財保護審議会（市役所）
○６月 ４日 芸術文化祭（コラーレ）
・黒部市芸術文化協会主催により開催されます。後日、協会から教育委員あてに開催案
内が送付される予定であり、ぜひご覧いただきたいと思います。
○６月 ４日 立山ジオパーク協会総会･講演会（立山町）
○６月 23 日 黒部市女性議会議員当選証書付与式（市役所）
・平成 25 年度以来３年ぶりの開催となります。
事務局
(スポーツ課長)

〔経過事業〕
○５月 10 日 黒部名水マラソン第３回実行委員会（市役所）
・黒部名水マラソンに関する最終意思決定機関であり、年３～４回開催されるほか、競
技運営部会（4/28）
、医療救護部会（5/11）
、ボランティア・スタッフ説明会（5/15～20）
など、大会に向け鋭意準備を進めております。ボランティアは、市職員、市民病院職員、
市民、企業、団体の協力を得ながら 2,800 人を超える規模となっております。
○５月 23 日 東京オリンピック・パラリンピック市町村・関係団体連絡会議（県民会館）
〔予定事業〕
○５月 28 日 黒部名水マラソン前夜祭（ホテルアクア黒部）
○５月 29 日 黒部名水マラソン大会（総合公園）
・開催時期に鑑み、給水所を 22 箇所設置する予定です。
（他の大会と比較すると多い）
・特別ゲストに、高橋尚子さん、ゲストランナーに寺澤徹選手、招待選手として、セル
オド・バトオチル選手（リオデジャネイロ五輪モンゴル代表）
、末上哲平選手（ＹＫＫ）
、
吉田貴大選手（ＹＫＫ）
、青山瑠衣選手（ユニバーサルエンターテイメント）をお迎えし
ます。
○６月 19 日 黒部市民体育大会総合優勝旗・優勝杯返還式（宮野体育館）
・この日を皮切りに、７月３日、４日を中心大会期とし各種競技が開催され、10 月 16
日には、陸上競技（大運動会）が開催され大会を締めくくることになります。
初日となる 19 日には、昨年第 10 回大会記念競技として実施したスティックリングにつ
いて、今後も継続していくこととなりました。
○６月 26 日 黒部市駅伝競走大会「たすき☆ロードリレー」
（総合公園）

事務局
(図書館長)

〔経過事業〕
○５月１日～31 日 ５月おすすめ「笑いの絵本」40 冊（図書館）
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○５月４日～31 日 ５月おすすめ「なぞなぞ・めいろ特集」40 冊（宇奈月館）
○毎週土曜日 土曜日よみきかせ会「すまいる・スマイル」
・平成 26 年度策定「黒部市子ども読書推進計画」に基づき、市内ボランティア（一般
12 人、高校生 10 人）により実施している事業です。
（２人体制／回）
・開催実績（平成 26 年７月以来、本年５月 18 日現在）
[回数]92 回 [参加]907 人（うち 501 人）回あたり平均 10 人を維持しています。
○毎週火曜日・土曜日 あかちゃんタイム（昨年９月～）
・小さなお子さんをお持ちの方も図書館を利用しやすいよう、一般利用者に理解を得な
がら実施しています。
・利用実績：火曜・土曜合計 902 人（その他の曜日 1,087 人）
〔予定事業〕
○６月２日 いわむらかずお展（宇奈月館）
〔その他〕
○フェイスブックの状況
・５/18 現在､“いいね”(5,759 人)､アクセス件数(33,467 人)うち海外アクセス(3 カ国)
事務局
(学校給食ｾﾝﾀｰ所長)

〔経過事業〕
○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、園児、保護者と一緒に草団子づくりを行い、また、手洗指導
も実施しました。
○５月 18 日 黒部市学校給食会（給食センター）
・平成 27 年度事業報告及び決算報告、平成 28 年度事業計画及び予算について協議しま
した。
〔予定事業〕
○学校試食会（６月２日 たかせ小、14 日 石田小、23 日 中央小）
・栄養教諭による新１年生と保護者を対象にした食事に関する指導を行うものです。

教育長

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。

教育長

次に「報告２ その他」について、何かありますでしょうか。

事務局
(学校教育課長)

（富山県市町村教育委員会連合会（6/30）について説明）
・午前 11 時 30 分から理事会が予定され、教育長職務代理者に出席をお願いします。
（連
合会の会則改正により、理事は各市町村の教育委員を代表する者とされたため）
・午後１時 15 分から総会には、他の委員に出席をお願いします。

事務局
（教育部長）

（追加報告１ 平成 28 年度一般会計６月補正予算の概要（教育委員会関係予算）
）
・黒部市議会６月定例会において、補正予算を提出予定です。総額 17,360 千円、主に 4
月 17 日に発生した暴風被害に対応するもので、内訳は次のとおりです。
〔学校教育課〕
①教育文化振興基金積立金 10 千円（ふるさとサポート寄附金１件１名）
②小学校倒木撤去工事 735 千円（暴風被害関係）
③小学校グラウンド補修工事 11,873 千円（同上）
④中学校倒木撤去工事 1,396 千円（同上）
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⑤中学校グラウンド補修工事 928 千円（同上）
⑥中学校グラウンド防球ネット補修工事 2,218 千円（同上）
〔生涯学習課〕
①黒部市伝統文化活性化事業運営協議会補助金 200 千円（しばんば）
（追加報告２ 専決処分の報告について（黒部市議会６月定例会提出）
）
・去る４月 17 日に発生した暴風により、市内中学校設置看板の飛散による民間所有車両
の破損に対する損害賠償の額について、専決したので報告するものです。
（追加報告３ 黒部市教育振興協議会委員の確定について追加報告）
・４月定例会で報告した、教育振興協議会委員のうち、黒部市自治振興会連絡協議会か
らの推薦者が未確定でしたが、先ほど、石田自治振興会長の能登氏に決定したとの報告
があり、全員揃いましたので、改めて報告するものです。
教育長

質問ありますでしょうか。
（なし）

教育長

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)

教育長
終了時刻
傍聴人

（今後の教育委員会日程について説明）
・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
・教育委員会７月定例会 【日時】７月 27 日(水) 13:30 【会場】203 会議室
・８月定例会以降の日程（案）について説明（概ね毎月 26 日を基本とする）
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。
午後４時 00 分
なし

議事録調製
学校教育課課長補佐 庶務係長
平成 28 年６月 24 日
署名人 黒部市教育長 国香 正稔
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神保 竜

