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教育長

只今から、黒部市教育委員会 10 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、
「９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。
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)愛本新用水天満宮松明祭（10 月５日 愛本地区）
(2)第８回黒部市女性議会本会議（10 月７日 本会議）
(3)第 11 回黒部市民体育大会陸上（10 月 16 日）
(4)黒部市小学校音楽会（10 月 21 日 コラーレ）
(5)姉妹都市スポーツ交流事業（10 月 22 日～24 日 総合体育センター等）
２ 出席した会議等の概要報告について
(1)第１回くろべ男女共同参画プラン策定委員会（９月 29 日 市役所）
(2)第１回黒部市総合振興計画審議会（９月 29 日 市役所）
(3)第５回(仮称)くろべ市民交流センター建設基本構想検討会（10 月 17 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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・10 月 13 日（木）午前８時 50 分頃
中２男子生徒が、自転車で登校中、箱根清水横の細道から県道に出ようとしたところ、
宇奈月方向から侵入してきた車と接触し、転倒した。生徒に怪我はなかった。
(2)不審者等の情報
〔不審者情報･･･なし〕
〔有害鳥獣情報〕
①10 月 18 日（火）午前６時頃 魚津市持光寺地内（新川みどりの高校対岸河川敷）
・親子とみられるクマ２頭が魚津土石業共同組合敷地内から片貝川方向へ向かっていく
のを通行人が目撃した。
②10 月 18 日（火）午後３時頃 魚津市有頼柳周辺（鷹施中学校付近片貝川右岸）
・魚津市職員がクマの痕跡を発見した。
③10 月 19 日（水）午前６時 20 分頃 犬山地内（鷹施中学校付近[犬山橋魚津側]）
・親子とみられるクマ２頭を犬山配水場付近路上にて車両運転中の通行人が目撃した。
④10 月 19 日（水）午前 11 時 20 分頃 内山地内（内山１区県道 13 号線上）
・子グマ１頭がガードレール際にいるところを車両運転中の通行人が目撃した。
⑤10 月 19 日（水）午後６時 20 分頃 犬山地内（鷹施中学校付近［犬山橋黒部側］
）
・布施川上流方向へ向かうクマ２頭を車両運転中の通行人が目撃した。
⑥10 月 20 日（木）午前６時頃～ 岡地内（８号線沿い企業グラウンド駐車場等）
・午前６時頃、にいかわ総合支援学校付近にて地元住民がクマ２頭を目撃し、同じ頃、
石田交流プラザ付近でも目撃された。さらに、６時 10 分頃、企業グラウンド入口付近で、
地元住民がクマ２頭を目撃した。警察署員、市鳥獣被害対策実施隊員、地元消防団員が
現地へ到着後、午前６時 20 分頃、同クマ２頭を発見し、住宅地が近いため駆除した。
(3)いじめ（９月報告分）
・認知件数 小学校２件（解消済み）
、中学校０件
(4)市内在学児童生徒数の状況（10 月１日現在）
・小学校では、出入りがあるがトータルでは前月同数、中学校では前月比１名減
以上、教育長報告としますが、質問ありますか。
委員

小学校音楽会の件ですが、現在の開催方法は、今年度が４校であれば来年度は残りの
５校というかたちで、個々の学校としては隔年開催となっています。会場や時間的な制
限もあるとは思いますが、全学校が一斉に開催できないかご検討いただきたいと思いま
す。やはり、５年生で参加するときと６年生で参加するとでは、意識も違ってくるので
はないかと思います。

委員

学校現場における負担が大きいことから、現在のかたちになった経緯があります。魚
津市では、全小学校で隔年開催している。

教育長
委員

スポーツ課長

検討したいと思います。ほかに何かありますか。
根室市とのスポーツ交流について、今回はバドミントン競技でしたが、バドミントン
であれば、中学生も補助員や審判など、何らかのかたちで参画させてもよいのではない
かと思いました。そのことにより、将来、大人になってからスポーツ交流で根室市を訪
問、あるいは、今回のように受け入れる機会に、中学生時代に参画した経験があるのと
ないのでは意識的にも違ってくると思いますので、ご検討いただきたいと思います。
スポーツ交流の新たな姿として検討してまいりたいと思います。
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教育長

学校教育課長

ほかにありますか。
（なし）
次に｢報告１ 課等の事業報告(経過･予定)について｣学校教育課から報告願います｡
〔経過事業〕
○９月 27 日～10 月 13 日 学校訪問研修（小中学校）
・今年度の通常学校訪問研修が終了しました。
○10 月 12 日 職員出前講座「学校再編（中学校の統合）
」
（たかせ小学校）
・たかせ小学校ＰＴＡを対象とした説明会、意見交換を実施しました。
○10 月 19 日 行政視察受入：宮城県蔵王町議会（市役所・荻生小学校）
・９名が来市され、学校再編及び英会話科授業への取組みについて研修されました。
○10 月 21 日 黒部市小学校音楽会（コラーレ）
・荻生、若栗、桜井、中央の４小学校が発表し開催されました。
〔予定事業〕
○10 月 27 日～11 月 25 日 英会話科授業公開期間（各小中学校）
・２年に一度、全小中学校で実施しています。詳細日程は別紙に記載してありますので、
委員の皆様には、見学する際の参考としてください。
○10 月 31 日 姉妹都市交流研修事業研修生派遣激励会（市役所）
・11 月７日から 14 日にかけ中学生 16 名が、メーコンに派遣されます。
○11 月 ３日 黒部市表彰式（コラーレ）
○11 月 19 日 宇奈月小学校創立 10 周年記念式典（宇奈月小学校）
・式典及び祝賀会について、教育長、委員の皆様にご案内されております。
○11 月 25 日 黒部市総合教育会議（市役所）
・教育委員会 11 月定例会終了後に予定しております。市長が招集者となりますので、後
日開催案内が送付される予定です。
○11 月 29 日 黒部市教育支援委員会（市民病院）
○11 月 29 日 職員出前講座「学校再編（中学校の統合）
」
（中央小学校）
・中央小学校ＰＴＡから、開催申込がありました。

生涯学習課長

〔経過事業〕
○９月 29 日 第１回くろべ男女共同参画プラン策定委員会（市役所）
・現在の計画期間が、平成 28 年度末をもって終了することから、これを改訂し、第２次
プランを策定するため設置され、委員 15 名を委嘱いたしました。今後、委員会を数回開
催し、パブリックコメントを実施し、29 年３月までに策定・公表する予定です。
○10 月 ７日 第８回黒部市女性議会本会議（市役所議場）
・18 名の女性議員は、７月５日に組織議会を開催し、以降、３つの委員会に分かれて研
修してきました。本会議では７名の女性議員が、市政について提言や質問をされました。
○10 月 15 日 第３回歴史講座（松桜閣）
・講師に貴堂巌氏をお迎えし、
「国重正文は、なぜ松桜閣を建てたのか」と題して、講演
会が開催されました。22 名の参加がありました。
○10 月 18 日～21 日 秋のさわやか運動（あいの風とやま鉄道黒部駅ほか）
・あいの風とやま鉄道（黒部駅、生地駅）
、富山地方鉄道（東三日市駅、石田駅）
、４中
学校の計８箇所において、青少年育成黒部市民会議の役員や構成団体の会員、桜井高校
生、各中学生、教職員など、延べ 470 名の方々に参加していただきました。
○10 月 15 日、23 日 地区公民館まつり（各公民館）
・15 日には内山、23 日には、三日市、東布施、村椿において開催されました。
〔予定事業〕
○10 月 26 日 市指定無形民俗文化財「生地たいまつ祭り」
（生地地区・新治神社）
・今晩、開催されます。今年１月 26 日に市指定 無形民俗文化財の決定をいただいてか
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ら初めての開催となります。
○10 月 28 日～11 月１日 第 11 回黒部市芸術祭の美術展（コラーレ）
・一般からの出品が 125 点あり、その他運営委員、審査員などの作品のほか、姉妹都市
の根室市から 25 点の作品が展示されます。10 月 29 日には表彰式、講評会が行われます。
○11 月３日～12 月 27 日 くろべ そぶれたわぁ～るど展（黒部市美術館）
・お手元にチラシを配布しております。是非、ご観覧ください。
○11 月３日 科学館まつり 2016 ～30 年分ありがとう～（吉田科学館）
・お手元にチラシを配布しております。また、科学館でのプラネタリウム番組として、
この秋、新たに「アースシンフォニー」という番組を投映しております。
○11 月５日 子ども・若者育成市民啓発事業（市役所周辺等）
・青少年育成黒部市民会議の主催により、市役所で式典、その後、電鉄黒部駅を経由し
メルシーまでパレードします。メルシーでは、チラシ等を配布し、啓発活動を行います。
○11 月 20 日 黒部のスイーツでえん結び 婚活アフタヌーンティー（市民会館）
・富山県男女共同参画推進員黒部市連絡会主催による婚活パーティが開催されます。参
考として、お手元にチラシを配布しております。募集は、30 代独身男女各 20 名で、現
時点での申し込みは、女性８名、男性１名となっています。
○11 月 26 日 黒部市少年少女活動実践意見発表大会・善行青少年表彰式（コラーレ）
スポーツ課長

〔経過事業〕
○10 月 ２日 秋季区民体育大会（市内 12 地区）
・市長、教育長、体育協会の役員、教育委員会事務局により激励巡回しました。
○10 月 10 日 エブリバディスポーツデイ 2016（総合体育センター）
・市内スポーツ少年団対抗の駅伝競走や、体育館内では、スポーツ体験コーナーなどが
開催されました。
○10 月 16 日 第 11 回市民体育大会陸上・大運動会（宮野運動公園陸上競技場）
・最終競技となる陸上大運動会では、田家地区が優勝し、総合成績では、優勝は三日市
地区、２位は田家地区となりました。
○10 月 22 日～24 日 姉妹都市スポーツ交流事業（総合体育センター等）
・バドミントン競技が開催されました。委員の皆様には、スポーツ交換会、レセプショ
ン等に参加いただきしてありがとうございました。
〔予定事業〕
○10 月 29 日 ＫＵＲＯＢＥアクアフェアリーズＶ・チャレンジリーグⅠ開幕（宮城県、
市総合体育センターほか）
・宮城県を皮切りに、来年２月 26 日までの期間中、11 月５日、６日の両日は朝日町で
開催され、２月 25 日、26 日の両日は、最終戦として黒部大会が予定されております。
○11 月 ２日 第 34 回カーター記念黒部名水マラソン第２回実行委員会（市役所）
・12 月 １日からの募集開始に向け、最終の募集要綱の確認を予定しています。
○11 月 ６日 富山県高等学校・クラブ対抗駅伝競走大会（総合公園ほか）
・総合体育センター発着で生地・村椿方面にのびる折り返しのコースで実施されます。
○11 月 12 日 スポーツ講演会（総合体育センター）
・講師にオリンピックにも出場した元柔道日本代表の篠原信一氏を迎え開催されます。
○11 月 13 日 第 34 回富山県駅伝競走大会・富山県小学生駅伝競走大会（富山市ほか）
・前者は、一般ランナーの大会で、富山－高岡間のコースとなり、小学生駅伝は、富山
県庁周辺の周回コースとなります。これに先立ち、10 日には激励壮行会を開催します。

図書館長

〔経過事業〕
○10 月 １日～31 日 10 月おすすめ
・身近な乗り物･･･鉄道：90 冊（図書館）／よみきかせ絵本特集：130 冊（宇奈月館）
○10 月 11 日 「シェイクスピア没後 400 年」展：110 冊」
（図書館）
○10 月 12 日～11 月 13 日 「芸術の秋、アート鑑賞はいかが？」
：100 冊（図書館）
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○10 月 17 日 (仮称)くろべ市民交流センター建設基本構想策定検討委員会（市役所）
・基本方針及び機能についての修正案等について協議されました。
○10 月 19 日～11 月 27 日 「各種文学賞受賞作品集」展：120 冊
〔予定事業〕
○10 月 27 日 第３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（市役所）
○11 月 １日～30 日 11 月おすすめ
・手で創る愉しみ（図書館）／おしごと絵本大特集（宇奈月館）
〔その他〕
◇フェイスブックの状況〔９月末現在〕
・
“いいね” 7,081 人、アクセス件数 37,421 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〔９月末現在〕
・利用者 火曜＋土曜：1,639 人、その他曜日：1,756 人、合計 3,395 人。
・あかちゃんタイム利用率：48.3％
◇土曜よみきかせの状況･･･毎週土曜〔10 月 22 日現在〕
・開催日数 113 回、参加者 1,100 人（子ども 603 人）
、参加者平均 10 人／１回
学校給食セン 〔経過事業〕
ター所長
○９月 27 日 調理・洗浄業務委託業者選考（学校給食センター）
・プロポーザル形式で実施したところ、現在の委託業者に決定し、来年度以降５年間の
委託契約を締結しました。
○10 月 ４日～11 月 22 日 学校給食訪問（小中学校）
・事務員、栄養教諭、調理員が一組となり、各学校の給食の状況を視察します。主な内
容は、給食の準備状況、配膳、食事の様子、残食、後片付けの状況などで、市内幼稚園、
小中学校を訪問しています。
〔予定事業〕
○11 月 10 日 第４回黒部地場産学校給食の日及び試食会（幼稚園・小中学校）
・市長、教育委員ほか関係各位をお招きした試食会を各小学校で開催します。主会場は、
桜井小学校となります。
教育長

学校教育課長

教育長

質問ありますか。
（なし）
次に「報告５ その他」ですが、何かありますか。
（なし）
無ければ、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 11 月定例会【日時】11 月 25 日(金) 13:30【会場】203 会議室
○黒部市総合教育会議 【日時】11 月 25 日(金) 15:30【会場】203 会議室
○教育委員会 12 月定例会【日時】12 月 26 日(月) 15:00【会場】203 会議室
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。

議事録調製
学校教育課課長補佐 庶務係長
平成 28 年 11 月 25 日
署名人 黒部市教育長
国香 正稔
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神保 竜

