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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「議事録の署名につい
て」は、教育長の私が署名します。次に、
「６月定例会の議事録の内容について」訂正・
質問等がありましたらお願いします。
（特になし）
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。

教育長

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）第 11 回黒部市民体育大会（７月３日、10 日 市内一円）
（２）第 69 回富山県民体育大会黒部市選手団結団壮行会（７月 13 日 総合体育ｾﾝﾀｰ）
（３）黒部市吉田科学館 30 周年記念式典（７月 22 日 吉田科学館）
（４）青少年育成黒部市民会議発足 10 周年記念事業（７月 23 日 コラーレ）
２ 出席した会議等の概要報告について
（１）平成 29 年度予算に関する国・県に対する重要要望（６月 30 日 県庁）
（２）平成 28 年度永年勤続教職員表彰伝達式（７月１日 市役所）
（３）黒部国際化教育推進協議会（７月４日 市役所）
（４）第８回黒部市女性議会組織議会（７月５日 市役所議場）
（５）(仮称)くろべ市民交流センター建設基本構想策定委員会（７月 19 日 市役所）
（６）(仮称)くろべ市民交流センター建設検討委員会（７月 21 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（１件）
〔交通事故〕
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・７月 23 日（土）午前７時 30 分頃 植木地内
小学校５年女子児童が自宅のゴミを捨てるために自転車でゴミステーションに行った
帰り道、途中の交差点で軽自動車に衝突した。児童は転倒し、肘を打ちつけた。運転手
の男性は、児童を自宅に送り保護者に事情を説明。病院で診断した結果、肘の擦り傷の
みで骨に異状はなかった。警察の現場検証の結果、運転手の前方不注意と児童が交差点
に侵入する際に一旦停止を怠ったことによる事故とされた。
（２）教職員の事故等（３件）
〔交通事故〕
・７月 11 日（月）午前７時 20 分頃 前沢地内
中学校長が自家用車で出勤途中、前沢西交差点で赤信号のため停車していた乗用車に
追突された。警察に連絡し現場検証。バンパーが少しへこんだが、双方に怪我はなかっ
た。
・７月 19 日（火）午後１時 40 分頃 学校敷地内
中学校校務助手が、校内駐車場に停めていた自家用車を移動した際、来校した保護者
の乗用車に接触した。双方に怪我はなし。警察に連絡し、物損事故として処理された。
〔交通事犯〕
・７月 25 日（月）午前７時 35 分頃 入善町
小学校女性教諭が自家用車で出勤途中、スピード違反の取締りを受けた。
（３）不審者等の情報
［不審者情報］なし
［クマ・イノシシ情報］
○６月 24 日（金）午前８時 50 分頃
鏡野地内の路上で住民が子グマ１頭を目撃
○６月 24 日（金）午後７時 30 分頃
宇奈月町下立地内（宇奈月中学校の山手 200ｍ）で住民がイノシシ１頭を目撃
○７月５日（火）午前８時 00 分頃
宮沢地内（枕野交差点から宮野方面 800ｍ）で住民が子グマ１頭を目撃
○７月７日（木）午前６時 30 分頃
枕野地内（ｸﾘｰﾝﾛｰﾄﾞみやの南方約 250ｍ地点）で住民がクマ（成獣）１頭を目撃
○７月７日（木）午後４時 30 分頃
宮野運動公園陸上競技場掲揚塔付近で、部活中の中学生がクマ１頭を目撃
（４）いじめ（６月報告分）
認知件数 小学校７件（うち６件：解消済み、１件：未解消）
中学校１件（未解消）
教育長

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。
（なし）

教育長

次第の５番、報告に移ります。
まず「報告１ 黒部市働く婦人の家運営委員会委員及び黒部市勤労青少年ホーム運営
委員会委員の委嘱について」説明願います。

生涯学習長

任期満了に伴う委員の委嘱であります。委員は 11 名、うち７名が新任です。任期は平
成 28 年７月１日から平成 30 年６月 30 日までの２年間です。
（委員名＝略）
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教育長

何か、ご質問はありませんか。
（なし）

教育長

特にないようであります。次に「報告２ (仮称)くろべ市民交流センター建設基本構
想について」報告願います。

教育部長

(仮称)くろべ市民交流センター建設基本構想について、去る７月 19 日、第１回（仮称）
くろべ市民交流センター建設基本構想策定委員会が開催され、７月 21 日には市議会議員
で構成する第３回（仮称）くろべ市民交流センター建設検討委員会が開催されました。
お手元の資料を基に概要を説明いたします。
策定委員会は、学識経験者や市民団体から推薦されたメンバー、公募委員を含む 17 人
の委員で構成され、委員長には中村和之富山大学経済学部長、副委員長に上田洋一黒部
市図書を愛する会副会長が選出されました。黒部市長から中村委員長に対し、来年２月
までに、規模や機能、施設内容など具体的方向性を示す建設基本構想の策定について諮
問されました。
第１回の策定委員会では、黒部市役所庁舎跡地活用検討委員会からの提言書を受け、
庁内組織の黒部市庁舎跡地活用検討会において、平成 27 年 11 月まで議論・検討を進め、
同年の市議会 12 月定例会市長提案理由説明において、
『旧黒部庁舎跡地に図書館をコア
とした複合施設、(仮称)くろべ市民交流センターの建設を目指すこととなったこと、複
合させる施設の機能は、図書館に現在の「三日市公民館」
、
「働く婦人の家」
、
「市民会館」
の旧黒部庁舎周辺の３施設の機能に加え、新たに幼児・子どもが楽しめる「キッズスペ
ース」を複合させることを基本的な施設内容として検討していることや既存施設の現状
と課題などが説明されました。
委員からは、
「現在の利用者が引き続き使えるようにすべき」
、
「各施設の詳しい利用実
態、部屋ごとの利用者数や稼働率がわからないとイメージが湧かない」といった意見が
出されております。
第２回は８月下旬に開催される予定で、今後、市議会の任意の特別委員会である（仮
称）くろべ市民交流センター建設検討委員会と並行して議論を深め、構想を構築してい
くものであります。
教育委員の皆さんにも機会あるごとにご意見も頂戴しながら、策定委員会に反映して
いきたいと考えています。ご意見を賜りますようお願いいたします。
(仮称)くろべ市民交流センターにおける図書館機能については、図書館長から説明し
ますのでよろしくお願いします。

図書館長

（平成 23 年３月に策定された黒部市立図書館建設基本構想の概略説明）
１ 黒部市立図書館建設基本構想（抜粋）
（１）目標 「豊かな文化的土壌を育み、地域の活性化につなげる」
（２）新図書館の基本的理念
①市民、利用者の目線に立ち、地域に根ざした図書館
②黒部らしさを前面に出した、個性豊かな図書館
③時代に対応し、機能性に溢れた図書館
④次代を担う子どもたちの豊かな感性を育む図書館
⑤市民の参画と協働による開かれた図書館運営
（３）新図書館構想図～目指す図書館像～
・施設のコンセプト…名水・湧水・知の泉
・３つの拠点
①文化・学びの拠点 ②交流・参加の拠点 ③資料・情報の拠点
（４）黒部の特性をどう発揮するか（黒部らしさの追及）
〔ハード面〕
・水を基調とした空間設計、アルプスの山々、黒部川をイメージしたデザイン、開口
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部からの山並みの眺望、環境に配慮した建材など
〔ソフト面〕
・
「山」
「川」
「水」に関する資料の収蔵、黒部市の自然、歴史、文化に関する資料の収
集と管理など
（５）宇奈月館の位置づけ…略
２ 現状から考える図書館機能
（１）施設規模
・日本図書館協会の定める基準を参考とし、延べ床面積 3,000 ㎡以上、開架図書数 10
万冊以上の確保が必要。
（２）求められる機能のイメージ
・一般閲覧室、児童室、郷土資料室、事務室、作業スペース、会議室、自由閲覧室、
朗読室、学習室、書庫
（３）その他機能
・図書用ＩＣタグシステムの導入、駐車場、駐輪場、防犯カメラ、音環境への配慮
以上、概略説明とします。
教育部長

委員
教育部長

議会で設置されている検討委員会は、毎月開催される予定です。なお、この件につき
ましては、議決案件となっており、議会も積極的に関わってこられると思われます。
図書館、公民館、働く婦人の家は、教育委員会が所管する施設であり、教育委員のご
意見も反映していくべきと考えており、機会があるごとに情報提供してまいりますので、
お気づきの点、ご意見などをいただければ、事務局にお知らせいただきたいと思います。
敷地は旧黒部庁舎跡地の範囲だけなのですか。
跡地の範囲の中で、検討していくことになります。床面積の概算として 1600 ㎡、３階
建てまたは地下１階地上３階建て、最大で 6400 ㎡、うち図書館を共有部分を含め 3000
㎡と想定しています
駐車場は、建物の建ぺい率もあり、70 台程度しか確保できませんが、土日、祝日にな
れば、市役所の職員駐車場や市民会館跡地など、周辺の駐車場も有効活用することも考
えられます。

委員

策定委員会の任期は。

教育部長

来年の２月の答申までとなります。

教育長

何かご質問はありませんか。
（なし）

教育長

次に、
「報告３ 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｡

学校教育課長

〔経過事業〕
○６月 30 日 平成 29 年度予算に対する国・県への重要要望活動（県庁）
○７月 １日 永年勤続教職員表彰伝達式（市役所）
○７月 ４日 黒部国際化教育推進協議会（市役所）
○７月 11 日 中学校統合にかかる職員出前講座（田家公民館）
・昨年から小中学校及び自治振興会を対象とした出前講座を実施しており、これまでに
６つのＰＴＡ、７地区の振興会で開催し、田家地区は２回目の開催となりました。
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○７月 22 日 終業式（各園、各校）
〔予定事業〕
○８月 ２日 北信越中学校総合競技大会バレーボール競技（市総合体育センターほか）
・黒部市と入善町の２会場で、８月 ４日までの３日間にわたり開催されます。
○８月 ６日 広島平和祈念式典（広島市）
・市長とともに教育長が出席します。
○８月 17 日 英語サマーキャンプ（あこや～の）
・19 日までの２泊３日の日程で実施されます。小中学生約 50 名、ＡＬＴ、英会話講師
の参加に加え、例年どおり桜井高校英会話クラブにも協力いただきます。今回から、前
年に行われた「英語劇」のビデオを参考として参加者に見ていただく予定です。
○８月 27 日 姉妹都市根室市訪問（根室市）
・８月 29 日までの日程で予定しております。詳細等が決まり次第お知らせいたします。
〔その他〕
○７月 25 日 エアコン設置工事（生地小、石田小、たかせ小、中央小、さくら幼稚園）
・工期は９月 30 日まで。機器設置工事は夏休み期間を利用します。残る５小学校は来年
度の予定です。
生涯学習課長

〔経過事業〕
○６月 24 日 青少年育成県民運動推進指導員委嘱書交付式（市役所）
・11 名の委員が委嘱されました。
○６月 25 日 青少年育成黒部市民会議総会（コラーレ）
○７月 ２日 第１回歴史講座「地図で見る三日市町」
（歴史民俗資料館）
・65 名の参加がありました。
○７月 ５日 第８回黒部市女性議会組織議会（市議会議場）
・正副議長、各委員会委員長などを決定しました。
○７月６日 黒部市ＰＴＡ連絡協議会と教育委員会との懇談会（桜井中学校）
・要望、質問事項として、小学校連合体育大会の熱中症予防のためのテント設営、100
ｍ走の全員のタイム測定について、スマートフォンやＳＮＳ対策と取組みについて、平
成 32 年度の中学校統合計画について、土曜授業について、以上４件について説明し、意
見交換を行いました。
○７月 22 日 黒部市吉田科学館 30 周年記念式典（吉田科学館）
○７月 23 日 青少年育成黒部市民会議発足 10 周年記念事業（コラーレ）
〔予定事業〕
○７月 31 日 黒部川・水のコンサート＆フェスティバル 2016（黒部川公園）
○８月 ５日 特別展「トロッコとめぐる 90 年の旅」
（歴史民俗資料館）
・チラシを配布しました。お時間があれば足を運んでください。

スポーツ課長

〔経過事業〕
○６月 25 日 北陸地区スポーツ推進委員研修会（新潟県上越市）
○６月 26 日 第５回黒部市駅伝競走大会「たすき☆ロードリレー」
（総合公園）
・三日市地区が優勝しました。
○７月３日、10 日 第 11 回黒部市民体育大会（市内一円）
・人口減少等により一部の競技に参加できない地区も、順位争いに挽回できるよう、配
点方法を工夫したところであります。
〔予定事業〕
○７月 29 日 北信越中学校総合競技大会黒部市選手激励壮行会（市役所）
○７月 30 日 幼児期の運動遊び指導者研修会（大布施保育所）
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・今年度からの新規事業となります。
○８月 14 日 内山地区・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）
図書館長

〔経過事業〕
○７月 １日～31 日 海の絵本特集：40 冊（図書館）
○７月 １日～11 日 図書館も合併 10 周年～黒部館＆宇奈月館の便利な使い方教えます
～：420 冊（宇奈月館）
○７月 ９日～10 日 鉄道模型で遊ぼう♪（宇奈月館）
・大人 58 名、子ども 83 名が来館しました。
○７月 12 日～31 日 ビアトリクス・ポスター西端 150 周年：80 冊（図書館）
○７月 16 日～８月 31 日 夏休み自由研究＆課題図書展：400 冊（図書館、宇奈月館）
〔予定事業〕
○８月 ２日～31 日 ８月おすすめ「大好き！生き物」
（図書館）
○８月 20 日 お楽しみ上映会「トムとジェリー」
（宇奈月館）
〔その他〕
○フェイスブックの状況
・７/15 現在、
“いいね”(6,414 人)、アクセス件数(35,773 人)、海外アクセス(5 カ国)
○あかちゃんタイムの状況（毎週火・土の午前９時から正午）
・６/30 現在、火曜日と土曜日が 1,167 人、その他の曜日が 1,176 人で、合計 2,343 人。
49.8％があかちゃんタイムを利用しています。
○土曜よみきかせの状況（毎週土曜）
・７/23 現在、100 回、995 人（子ども 547 人）が参加。１回 10 人を維持しています。

学校給食セン 〔経過事業〕
ター所長
○７月 15 日 黒部地場産学校給食の日（全校）
・全５回中の１回目として開催しました。
（７月、９月、10 月、11 月、12 月）
〔予定事業〕
○８月 30 日 調理・洗浄業務委託者選考のための現場説明会（給食センター）
・業者選定は、プロポーザル方式により選考します。
〔その他〕
○７月 25 日～８月 2４日 ピット内蒸気配管撤去更新工事（給食センター）
・ボイラーの蒸気漏れが相次いで発生しており、給食停止という不測の事態を回避する
必要があり、急遽実施するものです。大掛かりな工事となるため、夏休み期間を利用し
更新作業を行います。予算は、予備費対応で 257 万円程度を予定しています。
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。
（なし）

教育長

特にないようであります。次に「報告４ その他」について、事務局から何かありま
すでしょうか。

学校教育班長

（危機管理の徹底について発言）
先日、相模原市の知的障害施設において痛ましい事件が発生しました。これを受け、
各小中学校長に対し、各校の「危機管理マニュアル」に基づき、夏期休業中の校舎内外
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の安全確認や不審者侵入時の対応の再確認など、改めて危機管理の徹底について促した
ところです。
教育長

質問ありますでしょうか。
（なし）

教育長
学校教育課長

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。
（今後の教育委員会日程について）
・教育委員会８月定例会
【日時】８月 25 日(木) 13:30
【会場】202 会議室
・教育委員会９月定例会
【日時】９月 26 日(月) 13:30
【会場】203 会議室

教育長

委員には、日程調整についてお願いします。以上で、本日の会議を終わります。

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 28 年８月 25 日
署名人 黒部市教育長 国香 正稔
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神保 竜

