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教育長

只今から、黒部市教育委員会 11 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、
「10 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)第 11 回黒部市芸術文化祭黒部市美術展（10 月 28 日～11 月 1 日 コラーレ：表彰式
10 月 29 日）
(2)中学校合唱コンクール（10 月 28 日：桜井／10 月 29 日：鷹施､宇奈月／10 月 31 日：
高志野 コラーレ､セレネ）
(3)姉妹都市交流研修事業研修生派遣激励会（10 月 31 日 市役所：派遣 11 月７日～14 日）
(4)スポーツ講演会[講師：篠原信一氏]（11 月 13 日 総合体育センター）
(5)宇奈月小学校創立 10 周年記念式典（11 月 19 日 宇奈月小学校）
２ 出席した会議等の概要報告について
(1)黒部市いじめ問題対策会議（10 月 27 日 市役所）
(2)(仮称)くろべ市民交流センター建設基本構想策定委員会（10 月 27 日 市役所）
(3)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（11 月２日 市役所）
(4)市町村教育委員会教育長会議（11 月 24 日 県民会館）
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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
〔交 通 事 故〕なし
(2)不審者等の情報
〔不審者情報〕なし
〔鳥獣出没情報〕なし
(3)いじめ（10 月報告分）
〔認 知 件 数〕小学校７件（未解消３件）
、中学校０件
(4)市内在学児童生徒数の状況（11 月１日現在）
前月から変動なし。
以上、教育長報告としますが、質問ありますか。
（なし）
次に議案の審議に移ります。
「議案第 20 号 平成 29 年度黒部市立幼稚園の収容定員に
ついて」説明願います。
こども支援課長

幼稚園の収容定員につきましては、黒部市立幼稚園管理規則第２条において、
「毎年度
教育委員会が定める」となっておりますので、平成 29 年度の定員を定めるものです。
市内３幼稚園の定員を生地幼稚園 30 人、白鷹幼稚園 30 人、さくら幼稚園 160 人とす
るものであり、平成 28 年度の定員数から変更はありません。
次ページには、資料を添付してあります。上段の表は、年齢ごとの定員を記載してお
ります。中段の表は、平成 28 年度現在の３園の入園児童数と学級数を記載しています。
下段の表は、来年度の入園希望者の受付を行った結果に基づきます各園に入園予定児童
数を年齢別に集計したものと予定学級数を記載しています。
なお、生地幼稚園、白鷹幼稚園は、保育所と一体となった施設として、それぞれ生地
こども園、石田こども園の施設内で運営をしており、幼稚園と保育所の児童が一緒にな
って学級を編成しています。例えば、生地幼稚園の年少の人数が１人で１学級と表記し
ていますが、実際には保育所の児童が別途 20 名程度いるということです。従いまして、
記載人数の１人だけで１クラスということではありませんので申し添えます。
さくら幼稚園は、単独の幼稚園ですので、記載の人数及びクラス数となります。説明
は以上です。

教育長

質問ございませんか（なし）
ないようでありますので、議案の採決に移ります。議案第 20 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）

教育長

ご異議なしと認めます。議案第 20 号は、原案のとおり決しました。
次に、報告に移ります。まず、
「平成 29 年度予算要求（教育委員会関係）の概要につ
いて」説明願います。

教育部長

来年度予算編成時期を迎え、教育委員会の予算要求事項について、とりまとめました
ので、各所属長から説明させます。

事務局

略（学校教育課、生涯学習課、スポーツ課、図書館、学校給食センターの順に説明）

教育長

次に「平成 28 年度 12 月補正予算（教育委員会関係）の概要について」説明願います。

教育部長

12 月５日から開会します市議会 12 月定例会に提出する補正予算であります。
＜学校教育課＞
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○基金積立金－教育文化振興基金積立金 30 千円
ふるさとサポート寄附３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、教育文化振興基金に積み立てるものです。
○小学校運営費－宇奈月小学校関係備品 1,000 千円
使途指定寄付金 1,000 千円をもって宇奈月小学校関係備品（マリンバほか）の購入費
に充てるものであります。
○小学校大規模改造事業―小学校冷房空調設備設置工事 133,348 千円
28 年度と 29 年度の２ヵ年で整備する予定であった小学校の空調設備でありますが、
29 年度で整備する予定の村椿、荻生、若栗、宇奈月、桜井小学校の５校については、今
回の国の第２次補正予算対象事業に採択されたため、事業の前倒しをして実施するもの
です。予算の繰越を想定しＨ29.６月末完成を目途に進めたいと考えています。内訳は、
設計監理委託料が 6,700 千円、工事費が 126,648 千円であります。
＜スポーツ課＞
○地域スポーツ振興事業―３事業計 18,700 千円
全国大会及びブロック大会派遣費･激励費の追加が報償費で 500 千円、優秀スポーツク
ラブ育成補助金（ＫＵＲＯＢＥアクアフェアリーズ）の追加補助金で 9,100 千円、市内
外の７企業からの寄付金を教育文化振興基金に積み立てる経費として 9,100 千円、合わ
せて 18,700 千円の追加補正であります。実質的には 9,600 千円の追加補正であります。
以上であります。
教育長

次に「報告３ （仮称）くろべ市民交流センター建設基本構想の検討状況について」
お願いします。

教育部長

今回は去る 10 月 27 日に開催されました諮問組織の第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並びに 11 月 11 日に開催された市議会の第６回（仮称）
くろべ市民交流センター建設検討委員会に使用した協議資料を配布いたしました。
諮問組織の策定委員会での協議概要について説明します。
資料１と２の「建設基本構想（修正案）第２章 2-2 及びび第３章の修正案」について
は、前回の定例教育委員会にお示ししたものを策定委員会の意見を踏まえ修正したもの
であります。策定委員会として若干の修正の意見がありましたが、委員長一任となって
おります。確定しましたらお知らせいたします。
資料１のＰ１の基本コンセプトの「市民の創造性を涵養する知の泉」についてはわか
りにくいということで、
「市民が集い学ぶ文化･交流の拠点」と修正されています。
Ｐ２の基本方針については、全体がわかるよう詳しく記載した方が良いということで、
記載のとおり４つに整理し、補足説明的な記載がなされたところであります。
Ｐ３の基本機能について、図書館の機能をもう少し書き込みがあってもよいのではな
いかという意見があったことから、読書環境の充実、滞在して学べる機能、ボランティ
アの活用の観点から追記されています。また、ビジネス支援のところについても簡潔な
表現に修正したところですが、
「個人のアイデアや能力を最大限に引き出し」という表現
についてわかりにくいということで、委員長に修正一任されています。
Ｐ４の図書館を核とした市民交流センターの機能イメージについては、イメージでき
るようなものにすべきというご意見があり、記載のとおり修正されております。
Ｐ５は修正がありません。
資料２のＰ１～Ｐ10 までは、市民交流センターの機能としての図書館に求められる機
能、子育て支援施設に求められる機能、生涯学習施設に求められる機能、その他市民交
流センターに求められる機能について、前回の策定委員会のご指摘を受けて、大幅に修
正しており、具体的な施設例も記載して、よりイメージできるよう修正されています。
ただ、あとから気づいたことでありますが、
（2）休憩場所の機能をここに記載すると
市民交流センターに求められる５機能が６機能となってしまい、資料１のＰ３の５機能
７分野の考え方やＰ４のイメージ図との整合性を取ることができなくなることから、
（2）
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休憩場所の機能を 3-5 複合施設の共有スペースに求められる機能の中に織り込むべきで
ないかと教育委員会から総務課に投げかけています。
Ｐ11 とＰ12 は、複合施設の各機能の連携が図られるよう、共有スペースの有効活用が
必要となり、複合施設の共有スペースに求められる機能について追記されています。
12 月１日の次回の策定委員会には、第４章施設計画について議論される予定です。
教育委員の皆さんからもご意見等あれば修正に反映できるよう調整したいと思いま
す。よろしくお願いします。
なお、市議会の第６回（仮称）くろべ市民交流センター建設検討委員会については、
市長不在ということで政策的な議論を行わないという前提で、お手元の資料にあります
ように、
（1）市民会館、働く婦人の家、三日市公民館、勤労青少年ホームの利用状況、
（2）キッズスペースの考え方、
（3）立地適正化計画の概要、
（4）３月定例会に議案とし
て上程する理由について、情報提供という形で説明がなされています。以上です。
教育長

学校教育課長

ご質問ありますか。
（なし）
次に｢報告４ 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〕
○10 月 27 日～11 月 25 日 英会話科授業公開（小中学校）
・２年に１度実施しております公開授業ですが、本日をもって終了します。委員の皆様
には、参観された方もおられると思いますがありがとうございました。
○10 月 28 日～10 月 31 日 中学校合唱コンクール、合唱発表会（コラーレ、セレネ）
・桜井 28 日、鷹施 29 日、宇奈月 29 日、高志野 31 日に、それぞれ開催されました。
○11 月７日～14 日 姉妹都市交流研修事業（アメリカ：メーコン・ビブ郡）
・７泊８日の日程を終え無事帰国しました。
○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）
・多くの関係者の祝福のもと盛大に開催され、あわせて祝賀会も開催されております。
○11 月 24 日 第２回市町村教育委員会教育長会議（県民会館）
・県教育委員会主催により意見交換の場として開催されております。
〔予定事業〕
○11 月 25 日 黒部市総合教育会議（市役所）
・本日、午後３時半からです。定例教育委員会のあと、打合せを予定しております。
○11 月 29 日 職員出前講座：中学校の統合について
・中央小学校ＰＴＡを対象に開催されます。また、12 月 14 には宇奈月小学校ＰＴＡを
対象とした講座も予定しております。
○12 月 ２日 黒部市姉妹都市事業推進委員会（市役所）
・企画政策課所管の委員会ですが、教育長も委員として出席されます。
○12 月 ５日～20 日 黒部市議会 12 月定例会（議場）
・詳細日程は、次ページに記載しております。なお、日程中の公共施設等あり方検討特
別委員会は、11 月 21 に開催された 11 月臨時議会において廃止され、新たに立山黒部ジ
オパーク推進特別委員会及び第２次総合振興計画検討特別委員会が設置されました。
○12 月 ６日 スクールミーティング（市役所）
・中学３年生を対象に市長と意見交換を行う場として開催しており、今回のテーマは「戦
略Ｋ」を予定しています。各中学校６名程度の参加となります。
○12 月 21 日 姉妹都市交流研修事業帰国報告会（市役所）
・お手元に開催案内を配布いたしました。ご出席賜りますようお願いいたします。

生涯学習課長

〔経過事業〕
○10 月 28 日～11 月１日 第 11 回黒部市芸術祭美術展（コラーレ）
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・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、10 月 29 日には表彰式、講評会が行われました。
○11 月５日 子ども・若者育成市民啓発事業（市役所周辺）
・青少年育成黒部市民会議により、90 名の参加のもと開催され、市役所で式典を行い、
市役所を出発し、電鉄黒部駅を経由し、メルシーまでパレードを行いました。メルシー
では、チラシ、ティッシュを配布し、啓発活動を行いました。
○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の主催による婚活パーティが開催され、男性
22 名、女性 20 名の参加者がありました。１対１でのトークタイム、ケーキなどを食べ
ながらのフリートーク、各自が交際希望者(３名)を指名し、マッチングを実施したとこ
ろ６組のカップルが成立しました。
○10 月 29 日、11 月３日、11 月６日、11 月 12 日、11 月 13 日
・公民館まつりが、それぞれ開催されております。
〔予定事業〕
○12 月２日～２月 26 日 歴史民俗資料館冬の企画展「新川の火の祭り」
○12 月 17 日 第４回歴史講座「立山・黒部-雪の秘密-」
・いずれも歴史民俗資料館で開催されます。お手元にチラシ等を配布しておりますので、
お時間をおつくりいただきまして、ぜひ、ご来場いただければと思います。
○12 月 22 日 第２回芸術祭運営委員会（市役所）
スポーツ課長

〔経過事業〕
○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）
・お手元に配布しました参加者募集リーフレット、募集要項の最終確認をしました。
・また、全国植樹祭の日程により、初めての６月開催となりますが、今回のリーフレッ
トでは、夏の暑さを逆手にとり、暑さをＰＲする配色とし「初夏ランにチャレンジ」を
キャッチフレーズとし、
“アツイ 応援、アツイ サポート、アツイ 鍋”など、言葉のう
えでも暑さをＰＲする内容となっております。
・次に、以前ご提案いただきました、市内中学生の参加料の軽減についてですが、実行
委員会の中でも議論を進めてきましたが、今回は見送ることとなりました。理由として、
６月開催のため、これまで以上に暑さ対策を講じる必要があること、ＫＮＢのリレーマ
ラソンと同日開催であり、参加ランナーに少なからず影響があるなど、収支面での懸念
材料があるためであります。
・なお、参加者の募集受付は、12 月１日から開始されます。
○11 月 12 日 スポーツ講演会（総合体育センター）
・元柔道選手の篠原信一氏を迎え開催されました。大変好評であり、当初 250 席を準備
していましたが、大変多くの方々に訪れていただき、200 席を追加してもなお立見席が
出るほどの盛況となりました。
○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～高岡間)
・一般の部が 11 位で、昨年の最下位 12 位から順位が上がりました。小学生の部は７位
となりました。
○11 月 20 日 宇奈月中学校区スポーツ推進委員スポーツ教室（宇奈月体育センター）
・スポーツ推進委員協議会の初めての取り組みとして、中学校区を単位とし、スポーツ
推進委員が講師となりスポーツ教室を実施するものです。第１回は、スティックリング
教室を実施します。26 日には、桜井中学校区でも開催されます。
〔予定事業〕
○11 月 26 日 (一財)黒部市施設管理公社設立 30 周年記念講演会（市民会館）
・元プロ野球選手の桑田真澄氏をお迎えし開催される予定です。
○12 月 ２日 黒部市姉妹都市事業推進委員会（市役所）
・スポーツ課の関係では、根室市とのスポーツ交流事業、韓国の三陟市へのマラソン大
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会への相互派遣事業があります。
図書館長

〔経過事業〕
○11 月 １日～30 日 11 月おすすめ
・手で創る愉しみ：60 冊（図書館）
○11 月 ２日～30 日 11 月おすすめ
・おしごと絵本特集：100 冊（宇奈月館）
○11 月 13 日 公民館まつりへ出前友学館（中央公民館）
・中央公民館で開催中のイベントに友学館の活動展示として参加しました。250 冊を出
前展示し、貸し出しや登録も実施しました。展示コーナーには 90 名が訪れ、貸し出しが
10 名 25 冊、新規登録が４名ありました。
○11 月 24 日 黒部市図書館協議会行政視察（福井市立桜木図書館）
・福井市図書館５館のうちの１つ。2,044 ㎡。築 10 年を経過し、開架書庫、閉架書庫は
ほぼ一杯の状況。年間１万冊のペースで蔵書が増えているとのことでありました。
〔予定事業〕
○12 月 10 日 お楽しみクリスマス会（宇奈月館）
・映画上映２本（おじゃる丸、スノーマン）のほか、工作教室や絵本の読み聞かせを予
定しています。
〔その他〕
◇フェイスブックの状況〔10 月末現在〕
・
“いいね” 7,418 人、アクセス件数 38,074 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〔10 月末現在〕
・利用者 火曜＋土曜：1,790 人、その他曜日：1,923 人、合計 3,713 人。
・あかちゃんタイム利用率：48.2％
◇土曜よみきかせの状況･･･毎週土曜〔11 月 19 日現在〕
・開催日数 117 回、参加者 1,112 人（子ども 611 人）
、参加者平均 10 人／１回

学校給食セン 〔経過事業〕
ター所長
○10 月 27 日～11 月 22 日 学校給食訪問（各学校）
・10 月上旬から約２ヶ月にわたり実施してきましたが、今月の 22 日で 11 校１園全ての
訪問を終えました。
○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した。
〔予定事業〕
○12 月 ２日 第５回黒部地場産学校給食の日（幼稚園・小中学校）
・今年度最終となります。なお、地場産品を使用した献立は、設定した日のみに限らず
取り組んでおりますので申し添えます。
○２学期学校給食終了
・12 月 21 日：幼稚園・小学校、12 月 22 日：中学校
教育長

生涯学習課長

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。
本日、追加提出いたしました資料、
「報告５ 損害賠償について」をご覧ください。
11 月７日に専決した損害賠償の額の決定について、11 月 21 日の市議会 11 月臨時会に
おいて報告されましたので、教育委員会において、その旨を報告するものです。
内容は、８月２日(火)正午頃、市ふれあい交流館「あこや～の」の市所有マイクロバ
スが魚津市の「新川学びの森 天神山交流館」において破損事故を起こしたものでありま
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す。
具体的には、マイクロバスから荷物を降ろすため、雨に濡れないよう天神山交流館の
玄関に横付けしようとしたところ、雨で濡れたブレーキを踏み外し、玄関に接触し、玄
関ガラス戸１枚を破損したものです。
損害賠償の額は 28,512 円、相手方は施設管理者の魚津市長 であります。和解し、損
害賠償の額が確定しましたので報告します。
教育長

学校教育課長

教育長

この件について、何か質問はありますか。
（なし）
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 12 月定例会【日時】12 月 26 日(月) 15:00【会場】203 会議室
○教育委員会 １月定例会【日時】01 月 26 日(木) 13:30【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 12 月 26 日
署名人 黒部市教育長 国香 正稔
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