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教育長

只今から、黒部市教育委員会８月定例会を開会します。
「議事録の署名について」は、
教育長の私が署名します。次に、
「７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。
（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)北信越中学校総合競技大会バレーボール競技大会（８月２日～４日 総合体育ｾﾝﾀｰ等）
・男女各 16 チームが参加しました。男子は福野中学校、女子は呉羽中学校、北部中学校
で、富山県からは３チームが全国大会に進みました。
(2)根室市中高生友好のかけはし事業（８月４日～８日 市内一円）
(3)全国中学校バレーボール選手権大会（８月 19～22 日 総合体育ｾﾝﾀｰ等）
・19 日が開会式、20 日が予選リーグ、21 日、22 日が決勝トーナメントが行われ、男女
それぞれ 36 チームの参加でした。男子は、福野中学校が決勝トーナメントに進み、女子
は、呉羽中学校がベスト８まで勝ち進みました。大会では、たくさんの中学生がスタッ
フとして参加し、大会を支えていただきました。
(4)浦山鶏野神社相撲大会（８月 16 日 鶏野神社[浦山]）
(5)英語サマーキャンプ（８月 17 日～19 日 あこや～の）
２ 出席した会議等の概要報告について
(1)黒部市総合振興計画策定委員会（第１回 ７月 29 日／第２回 ８月 18 日 市役所）
・現在の第１次計画が９年目であり、来年度で終了することから、第２次計画の策定作業が
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始まっています。
(2)第 33 回カーター記念黒部名水マラソン第４回実行委員会（７月 29 日 市役所）
・今年度開催したマラソンに関する報告が行われました。
(3)広島平和記念式典（８月６日 広島市）
・市長と参加しました。約５万人もの人々が集まり、小中学生や高校生、外国人もたくさん
集まっていました。黙祷の瞬間は、５万人いるとは思えないくらい静まり返りました。
(4)第５回黒部市小中学校統合対策検討委員会（８月９日 市役所）
・主に中学校の統合に向けた通学経路の対策について協議されています。

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)児童生徒の事故等（１件）
・７月 28 日（日）午後４時 30 分頃
生地神区地内のＴ字路付近で、自転車に乗っていた中１男子生徒が、自家用車に追突
され、自転車後輪の泥よけが破損した。生徒は母親を通じて警察に通報。夕刻に加害者
（運転手）が判明した。示談となり、加害者が自転車を修理弁償することになった。
(2)教職員の事故等（なし）
(3)不審者等の情報（なし）
(4)いじめ（７月報告分）
認知件数 小学校３件（うち未解消１件）
、中学校１件（解消済み）
教育長

質問ありますか。
（質問なし）

教育長

次第の５番、報告に移ります。
まず「報告１ 平成 28 年度教育委員会事務の点検・評価（平成 27 年度事業分）につ
いて」説明願います。

教育部長

平成 28 年度教育委員会事務（平成 27 年事業分）の点検・評価についての諮問であり
ます。別冊の平成 28 年度教育委員会事務の点検･評価報告書（案）に記載されているよ
うに、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第 26 条の規定に基づき実施するもの
で、評価基準に基づき、事務局において自己点検・評価を行ったものを黒部市教育振興
協議会規程により教育振興協議会に諮問するものです。
教育振興協議会には、８月 31 日と９月 15 日の２回にわたり審議いただいた後、教育
委員会に答申されることになっています。その答申を受けて９月定例教育委員会におい
て議案として提案し、承認されれば学識経験者の意見を添え、12 月の市議会に報告の上、
市ホームページ等で公表することとしています。
内容は、平成 27 年度黒部市教育の方針に掲げる施策分野の個別事業を対象としてお
り、全部で 59 件であります。各課等が所管する件数は、学校教育課 27 件、生涯学習課
17 件、スポーツ課 11 件、図書館２件、学校給食センターが１件、こども支援課が１件
となっています。
評価別件数は、目標を十分に達成し、期待以上の成果（100％以上の成果）が得られた
ＡＡ評価が７件、目標を概ね達成し、ほぼ期待通りの成果（80％～100％未満の成果）が
得られたＡ評価が 48 件、目標を半分以上達成し、ある程度の成果（60％～80％未満の成
果）が得られたＢ評価が４件となっています。
施策分野別評価の、詳細については別冊のとおりであります。以上であります。

教育長

質問ありますか。
（質問なし）
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教育長

次に「報告２ 平成 28 年度一般会計９月補正予算の概要（教育委員会関係）について」
説明願います。

教育部長

教育委員会関係の平成 28 年度一般会計９月補正予算であります。学校教育課とスポー
ツ課関連の補正が合わせて４件、合計 36,718 千円の追加補正であります。財源内訳は記
載のとおりです。
１件目は、教育文化振興基金であります。補正額は 210 千円、ふるさとサポート寄附
６件分を教育文化スポーツ及び交流の拡大に関する事業に使ってほしいということでご
寄付いただいており、教育文化振興基金に積み立てるものです。６月までに 10 千円が積
み立て済みですので、平成 28 年度累計は、220 千円となります。
（今回の寄附金額内訳：100 千円×1 件、50 千円×1 件、30 千円×1 件、10 千円×３件）
２件目は、小学校施設維持管理費であります。補正額は 800 千円で、防犯カメラ設置
工事費であります。平成 28 年７月 15 日付けで、石田小学校が県の委託事業として実施
される実践的防災教育総合支援事業の実施校として選定されたことに伴い、防犯カメラ
を設置するものであります。全額県委託金で整備するものであります。
３件目は、小学校大規模改造事業であります。補正額は 35,033 千円であります。去る
７月 22 日に開催された富山県総合教育会議において、小学校４年生に対する 35 人学級
開設の方向で検討されていることを受け調査した結果、
「たかせ小学校」のみが対象とな
り、新４年生が 40 人で２クラスとなり教室が１室増えることになります。しかし、普通
教室は 11 教室で余裕教室が無く１教室が不足することが判明したことから、平成 29 年
度に間に合うよう普通教室を１室増設するものであります。軽量鉄骨構造で整備しよう
とするものであります。
４件目は、地域スポーツ振興事業であります。補正額は 675 千円で、2020 東京オリン
ピック･パラリンピック事前合宿誘致に係る経費の補正であります。
事前合宿の誘致方法には、全国知事会オリンピック推進本部スポーツ施設データーベ
ースサイトの活用、2020 オリンピック･パラリンピック組織委員会事前トレーニング候
補地ガイドの活用、企業や競技協会等と連携を図り誘致国と直接交渉をする独自誘致の
３つの方法があります。
国際交流が促進されることが期待されるこの機会を好機と捉え、競技種目はバレーボ
ールとアーチェリーを想定し、富山県、競技団体、地域住民との連携を図りながら、誘
致の可能性を探ってまいりました。誘致にあたっては、2018 年中までには事前合宿国を
決定し、施設改修計画を策定し、2020 年６月までにはトイレ、シャワー等の改修や備品
の整備を終えておく必要があります。このことから今年度からアクションを起こし、誘
致に向けて取り組むことが必要となり、今回補正予算を計上させていただきました。
675 千円の内訳は、誘致活動旅費 189 千円、誘致のぼり旗作成費（50 組）135 千円、
誘致横断幕（1 枚）54 千円、誘致パンフレット（英語版 1,000 部）の製作委託費 297 千
円となっています。以上であります。

教育長

質問ありますか。
（質問なし）

教育長

次に「報告３ 黒部市結婚支援プロジェクト準備委員会設置要綱の制定について」報
告願います。

生涯学習課長

この要綱は、結婚を希望する独身者に、出会いの場を提供し、地域における結婚支援
体制の充実を図ることを目的とした、
「
（仮称）黒部市結婚支援プロジェクト委員会」を
設立するための準備を行うための組織として、表題の準備委員会を設置するものです。
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教育長

質問ありますか。
（質問なし）

教育長

次に、
「報告４ 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〕
○７月 27 日、８月３日 新ＡＬＴ辞令交付式
・新たにジャック･ゴードン氏、サマンサ・マグワイヤー氏が着任しました。
○８月 17 日～19 日 英語サマーキャンプ（あこや～の）
・夏休みの合宿として毎年開催し、今回初めて開校式の際、参加者に前年度の英語劇の
映像を見せました。キャンプでの目標が、映像を通して雰囲気が伝わり、好評でした。
〔予定事業〕
○８月 27 日～29 日 黒部市根室市訪問団出発･･･別途説明
○８月 31 日、９月 15 日 黒部市教育振興協議会
・両日、教育委員会事務の点検・評価について審議予定です。
○９月 １日 始業式（各校・各園）
・夏休みも終盤となっており、いよいよ２学期が始まります。
○９月 ５日 黒部市議会９月定例会（議場）
・９月 27 日にかけ開催されます。会期中は、決算特別委員会が予定されています。
○体育大会・運動会
・中学校体育大会（9/10）
、小学校運動会（9/17）
、幼稚園・こども園運動会（9/24）
○学校訪問研修
・石田こども園（9/7）
、中央小（9/27）若栗小（9/28）
、村椿小（9/29）

生涯学習課長

〔経過事業〕
○８月４日～８日 根室市中高生友好のかけはし事業（市内）
・根室市の中学生７名、高校生２名、引率２名が来市しました。５日には、市長表敬訪
問として、市長、議長、教育長が対応しました。６日には、市内中学生との交流会が行
われたほか、生地「魚の駅」での北方領土返還署名活動などを行うなど、８日まで滞在
しました。
○８月５日 歴史民俗資料館特別展「トロッコとめぐる 90 年の旅」
（歴史民俗資料館）
・開会式には約 30 名が出席いただきました。
○８月 22 日 少年の主張富山県大会（富山市）
・中学生が日常生活の中で感じたことなどを発表するもので、応募総数 3,770 点の中、
事前に選考された 12 名が発表し、桜井中学校３年生女子生徒が優秀賞を受けました。
○８月 25 日 子どもとやま県議会（富山市）
・中央小学校児童２名が参加しています。
〔予定事業〕
○８月 26 日 日本ジオパーク中部ブロック大会（ＹＫＫ国際会議場）
・翌 27 日には、エクスカーションとして３コースに分かれ現地視察が予定されています。
○８月 27 日～29 日 姉妹都市提携 40 周年記念｢黒部で第九を歌う会｣派遣事業(根室市)
○９月 １日 黒部市吉田科学館プラネタリウム番組制作プロポーザル審査委員会(吉田科学館)
○９月 24 日 歴史民俗資料館第 12 回特別展（歴史民俗資料館）
・講師に黒部峡谷鉄道の小橋社長を迎え、特別講演会が開催されます。

スポーツ課長

〔経過事業〕
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○７月 30 日 幼児期の運動遊び指導者研修会（大布施保育所）
・今年度、新たに導入した事業の１回目の開催となりました。
○８月 ３日 富山県民体育大会黒部市選手団反省会（市民会館）
・２部一般の部が富山市、高岡市に次ぐ３位、中学生の部が８位となりました。
○８月 ９日 全国高校総体優勝報告（市役所）
・氷見高校在学の黒部市出身選手が自転車の男子 3,000ｍ個人追い抜き競技で優勝しま
した。
○地区体育大会
・８月 14 日には内山及び愛本地区、15 日には音沢地区で開催され、事務局において、
激励巡回を行いました。
〔予定事業〕
○９月 １日 第 34 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）
・次回大会について協議されます。魚津市で開催される全国植樹祭の開催日が５月 28 日
（日）に決定されたことから、マラソン開催日は植樹祭が終わった後が想定されます。
○９月 ３日 第 20 回黒部名水少年野球交流大会（宮野運動公園野球場）
・20 回の節目として、10 日までの８日間にわたり開催されます。
○９月 25 日 カターレ富山市町村サンクスデー[黒部市の日]（富山市）
・昨年は、黒部市単独でしたが、今回は滑川市以東の新川地区合同での実施について検
討されています。
図書館長

〔経過事業〕
○８月 ２日～31 日 ８月おすすめ
・
「大好き！生き物」
：70 冊（図書館）
、
「山の絵本特集」
：30 冊（宇奈月館）
○８月 17 日 (仮称)くろべ市民交流センター建設基本構想策定委員会先進地視察
（会津若松生涯学習総合センター、新潟市立図書館）
○８月 19 日 (仮称)くろべ市民交流センター建設検討委員会（市役所）
・市議会で設置している検討組織であります。
○８月 20 日 お楽しみ上映会「トムとジェリー」
（宇奈月館）
・大人 18 名、子ども 29 名が来館しました。
〔予定事業〕
○８月 31 日 （仮称）くろべ市民交流センター建設基本構想策定委員会（市役所）
〔その他〕
○フェイスブックの状況〔8/17 現在〕
・
“いいね”(6,746 人)、アクセス件数(36,685 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：午前９時～正午〔7/31 現在〕
・利用者 火曜＋土曜：1,357 人、その他曜日：1,372 人、合計 2,729 人。
・あかちゃんタイム利用率：49.7％
○土曜よみきかせの状況･･･毎週土曜〔8/20 現在〕
・参加者 104 回、1,031 人（子ども 569 人）
、10 人／１回

学校給食セン 〔経過事業〕
ター所長
○８月 １日 調理・洗浄業務等の委託業者募集受付開始（～10 日）
・現在の委託契約期間（５年）が今年度で満了になるため募集するもので、募集の結果
２業者から申込がありました。
〔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）
○９月 27 日 調理・洗浄業務委託業者選考（プロポーザル審査会会議）
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○９月 30 日 黒部地場産学校給食の日（幼稚園・小中学校）
・全５回中の２回目として開催予定です。
（７月、９月、10 月、11 月、12 月）
教育長

質問ありますか。
（質問なし）

教育長

次に「報告５ その他」について、何かありますか。

学校教育課長

（根室市訪問について）
・目 的：姉妹都市提携 40 周年記念式典及び根室市教育委員会との交流
・日 程：８月 27 日（土）～29 日（月）※詳細日程（略）
・集 合：市役所に午前８時 30 分（出発式：８時 35 分）
・出 発：８時 50 分（バス⇒富山空港）
・その他：搭乗券は、当日空港で配布

教育部長

（仮称：くろべ市民交流センター建設基本構想の策定について）
去る 8 月 19 日に開催されました市議会の第４回（仮称）くろべ市民交流センター建設
検討委員会において、情報提供をした資料をお手元の方に配布させていただきました。
総務課の方からは、資料１の「財源検討について」と資料２の「単独施設と複合施設
の財源比較について」説明されています。
国土交通省の都市再構築戦略事業という補助メニューがあり、
「立地適正化計画」に位
置づけられた中心拠点区域の形成に資する中心拠点誘導施設の整備等に対して国が支援
するというものです。中心拠点施設の中には教育文化施設として図書館が対象となって
おりますが、図書館単体ではインパクトが無く、補助採択が難しいと思われます。
図書館をコアとした複合施設として整備を図った方が事業採択を受けやすいというこ
とであります。
図書館と交流センターを単体で建設した場合と複合施設として建設した場合の整備費
の比較がされています。市の実質負担額が単体で整備するよりも複合施設として整備し
た方が、528 百万円軽減されるという試算がされています。
資料３は、
「図書館の現状と課題から目指す図書館像」について、教育委員会から説明
しています。
現図書館の課題整理につきましては、利用者の声として整理しており、
「公共施設のあ
り方検討」に関する市民アンケートで寄せられた意見、県立図書館アンケート調査にお
ける黒部市立図書館来館者の意見、桜井高校生（１・２年生 180 人が回答）からのアン
ケートをもとに、ハード・ソフトの両面に対する意見として整理しています。
〔ハード面（主な意見）
〕
・他施設と複合とすべき、規模を大きくして図書を多くしてほしい
・利用者にとって施設への移動が不便にならないようにしてほしい
・駐車スペースを確保してほしい
・快適かつ集中できるよう学習室の充実
・読み聞かせができる児童室の設置
・広い読書スペースの確保
・授乳室の確保
・見やすい書棚の設置
〔ソフト面（主な意見）
〕
・分類図書が分割されているため閲覧が不便
・遅くまで開館してほしい
・お勧めの本を教えてほしい
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・図書館にない本を予約できるようにしてほしい
・多くの市民が集う憩いの場にしてほしい
・ボランティアの活用を推進すべき
教育委員会としては、このような意見・課題に対して、どうのように対応していくの
かについては、資料の右側に記載してありますように、前回、
「現状から考える図書館機
能」という資料を提出し、説明させていただいたとおりであり、現段階ではこれ以上の
ものはありませんと説明しております。
この基本的な考え方は、平成 23 年３月に策定・提言された黒部市立図書館建設基本構
想や記載のような意見を踏まえ作成したものであり、
「3,000 ㎡、開架図書 100,000 冊以
上」という前提で、今後市民レベルの策定委員会や市議会、教育委員の皆さんのご意見
を頂戴しながら検討し、基本構想を構築し、基本設計や実施設計につないでいきたいと
考えています。
教育長

質問ありますか。

委員

検討組織の位置づけについて教えてください。

教育部長

教育長
学校教育課長

「くろべ市民交流センター建設基本構想策定委員会」は、基本構想の策定について、
市長が委嘱した各種団体から推薦された者、市民、識者等で構成する諮問委員会となり
ます。
「くろべ市民交流センター建設基本構想検討委員会」は、副市長を筆頭とする庁内幹
部職員で構成する庁内組織です。
「くろべ市民交流センター建設検討委員会」は、市議会に設置された本件に関する任
意の委員会となります。
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９月定例会
【日時】９月 26 日(月) 13:30
【会場】203 会議室
・教育委員会 10 月定例会
【日時】10 月 26 日(水) 13:30
【会場】201 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９月 26 日
署名人 黒部市教育長
国香 正稔
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神保 竜

