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教育長

只今から、黒部市教育委員会１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､「12 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)黒部元旦健康スポーツマラソン大会（１月１日 三島神社⇔ホテルアクア）
(2)平成 29 年黒部市成人式（１月８日 コラーレ）
(3)小学校・中学校教育研究会個人研究発表会（１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)(仮称)くろべ市民交流センター建設基本構想策定委員会（諮問機関）
（第５回 12 月 27 日／第６回 １月 16 日 市役所）
(2)市議会(仮称)くろべ市民交流センター建設検討委員会（１月 20 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
〔交 通 事 故〕なし
〔その他事故〕なし

(2)不審者等の情報
〔不審者情報〕
○１月 29 日（木）午後５時 30 分頃 三日市地内
高校女子生徒が帰宅途中、見知らぬ男から卑猥な言葉を掛けられたが、生徒が逃げ
たことで無事だった。
〔鳥獣出没情報〕なし
(3)いじめ（12 月報告分）
〔認 知 件 数〕小学校：新規２件（未解消）
、継続１件（未解消）
中学校：新規１件（未解消）
、継続０件
(4)市内在学児童生徒数の状況（１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。
委員
学校教育班長

委員

いじめの内容について教えてください。
小学校は、軽く叩かれたり、笑われたりする案件であり、現在、注意して見守ってい
るところです。中学校は、家族の悪口を言われるという案件が１件となっています。
不登校の状況について教えてください。
（多いのか少ないのか）

学校教育班長

まず、長期欠席児童生徒の定義を申し上げますと、年間 30 日を越えて休んだ場合とし
ています。欠席の理由としては、不登校、病気、経済的理由の大きく３つに分けられる。
このうち不登校の状況でありますが、２学期末現在で、小学校では荻生が２人、中学
校では鷹施が３人、高志野が４人、桜井が６人、小中合わせて 15 人という状況です。

教育長

中学生でみると市全体で 1,135 人に対し 13 人ですので、割合にして１％という状況で
す。参考に県は２％、全国では３％となっています。状況については、よろしいでしょ
うか。

委員
教育長

わかりました。
次に議案の審議に移ります。議案番号は暦年で表示されますので、今定例会から第１
号となります。本日の議案は５件です。
「議案第１号 平成 28 年度黒部市教育文化表彰被表彰者(優良教員)の決定について
議案第２号 平成 28 年度黒部市教育文化表彰被表彰者(優良生徒)の決定について
議案第３号 平成 28 年度黒部市教育文化表彰被表彰者(スポーツ)の決定について
議案第４号 平成 28 年度黒部市教育文化表彰被表彰者(社会教育)の決定について
議案第５号 平成 28 年度黒部市伝承芸能・伝承技術士の認定について
」
議案第１号から第４号は、平成 28 年度の教育文化表彰式に関する議案でありますの
で、一括して審議したいと思います。これにご異議ありませんか。

委員

（異議なし）

教育長

それでは、事務局から説明願います。

学校教育課長

議案第１号から議案第４号までは「平成 28 年度黒部市教育文化表彰被表彰者の決定に
ついて」であります。これは、黒部市教育文化表彰規則に基づき、黒部市の教育、文化、
芸術及びスポーツの向上に貢献し、市民の模範と認められる者を表彰するものでありま

す。推薦調書については別紙を参照していただければと思います。
まず、
「議案第１号」の優良教員については、学校教育に関する調査研究または指導に
顕著な功績のあった者として、45 歳以上で、市内勤務が 10 年以上の者を対象とし、校
長会から推薦のあった４人であります。
次に、
「議案第２号」は、他の模範となる優良生徒が対象であります。各中学校から３
年生２人の推薦を依頼し、４校で８人の推薦をいただいております。
スポーツ課長

次に「議案第３号」は、スポーツ分野において顕著な功績のあった個人、団体を表彰
するものです。スポーツ功労では、選考基準により各競技団体において、10 年以上にわ
たり会長・副会長・理事長を歴任し、退任された方として４個人のほか、ブロック大会
や全国大会などの競技大会で一定以上の輝かしい成績を収めた 14 個人、２団体をスポー
ツ成績優秀者として表彰しようとするものです。功績等は、別紙のとおりであります。

生涯学習課長

次に「議案第４号」は、社会教育分野において顕著な功績のあった者を表彰するもの
であります。選考基準では、青年の社会参加のための活動が５年以上、かつ、当該団体
の会長・副会長を３年以上、青少年活動全体で 10 年以上勤め、顕著な功績があった個人
を対象としており、今回は青年活動の部門で１個人を表彰します。功績等は別紙のとお
りであります。

教育長

只今、
「議案第１号」から「議案第４号」まで、一括して説明がありましたが、何か質
問等ありますか。
（なし）
ないようでありますので、採決します。
「議案第１号」から「議案第４号」について、
一括して採決することにご異議ありませんか。

委員
教育長

委員

（異議なし）
「議案第１号」から「議案第４号」まで、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、
「議案第１号」から「議案第４号」は、原案のとおり決しました。
次に、
「議案第５号 平成 28 年度黒部市伝承芸能・伝承技術士の認定について」説明
願います。

生涯学習課長

今年度は４人の方々を認定しようとするものであります。認定の趣旨としましては、
地区で受け継がれてきている芸能及び技術を保存するとともに、その育成を図るため、
としております。選考基準では、芸能又は技法を高度に体現でき、正しく体得し、かつ、
これに精通している者。経験年数としては、20 年以上の活動があり、かつ、現在も現役
で活動している者、もしくは、指導している者としております。今回の４名を含めます
と認定者の合計は 102 人となりますが、お亡くなりになった方がおられますので、実質
97 人という状況であります。

教育長

質問ありますか。
（なし）
ないようでありますので、採決します。
「議案第５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。

委員

（異議なし）

教育長

ご異議なしと認め、
「議案第５号」は、原案のとおり決しました。

教育長

次に、報告に移ります。
「報告１ 平成 29 年度黒部市教育の方針（諮問案）について」
説明願います。

学校教育課長

平成 29 年度黒部市教育の方針（案）についてであります。本日、委員からのご意見、
修正点などがありましたら、それを反映したうえで２月に予定する黒部市教育振興協議
会に諮問するものであります。記載項目や個々の方針の趣旨については、基本的には平
成 28 年度と大幅な変更はありませんが、小中学校長会からもご意見をいただきながら、
表現の整理を中心に修正しております。
なお、教育振興協議会での審議を経、答申を受けた後、２月の定例教育委員会で議案
として提出し、教育委員会として最終決定していく流れになります。
（以下諮問案の概要、事務局説明略）
平成 29 年度 黒部市教育の方針
Ⅰ 人間性の基礎を培う家庭教育・地域教育
１ 家庭
（１）家庭の教育力の向上を図る ～学習機会の提供～
（２）心身ともに健康な子どもを育てる～交流活動の機会の提供～
（３）明るい家庭づくりをサポートする～子育て支援体制の整備・充実～
２ 地域
（１）子どもたちの社会性や実践力を育てる～豊かな体験活動の推進～
（２）子育て支援機能を十分発揮できるようにする～親と子の育ちの場の充実～
Ⅱ 心身ともに健康で学ぶ意欲を育てる学校教育
１ 幼稚園、学校等の円滑な運営
（１）創意工夫を生かした教育活動を推進する～実態に応じた教育課程の編成～
（２）開かれた幼稚園、学校づくりを推進する～学校評価等の活用と連携～
（３）相互の交流を深める ～幼児・児童・生徒の一貫した教育の推進～
２ 確かな学力
（１）諸能力の育成と学習習慣の確立に努める～確かな学力の育成～
（２）思考力・表現力を育てる～言語活動の充実～
（３）１時間の授業を充実させる～「分かる」「できる」授業の推進～
（４）児童・生徒が安心して参加できる授業づくりに努める～学習規律の確立～
３ 国際化教育
（１）コミュニケーション能力を育てる～英会話科と日常的な英語活動の充実～
（２）魅力的な教育プログラムを実施する～英語に対する学習意欲の向上～
（３）自他の文化を尊重し、共生する態度を育てる～地域ぐるみによる国際化教育の推進～
４ 特別支援教育
（１）教育的ニーズに応じた特別支援教育を推進する～支援体制の充実と関係機関との連携～
（２）特別支援教育の視点を生かす～学校・学年・学級運営やと授業づくり～
５ 心の教育
（１）教育活動全体で「心の教育」を推進する～豊かな人間性の育成～
（２）心と態度を育てる～自尊感情・人間関係力・自律心・不とう不屈の精神の育成～
（３）いじめや不登校等を生まない学校運営に努める～人権意識の高揚～
６ 読書・情報教育
（１）豊かな感性や創造性を育てる～市立図書館と連携した読書活動の推進～
（２）情報活用能力を育てる～情報教育の推進～
７ キャリア教育
（１）望ましい勤労観や職業観を育てる～体験的な活動の充実～
８ 健康・体力

（１）健康で豊かな生活を送る習慣の定着を図る～心身の健康づくりの推進～
（２）運動に親しむ子どもを育てる～体力つくりの推進～
９ 安全
（１）安全な環境をつくる～地域ぐるみのネットワークづくりの推進～
（２）危険に対する判断力・対応力を育てる～安全・防災・防犯教育の推進～
10 教育環境の整備
（１）安全・安心な環境整備に努める～改修・改築・保守点検～
（２）児童・生徒をたくましく育てる～適正な学校規模の実現～
Ⅲ 生きがいと心身の健康を支援するスポーツ及び社会教育
１ 生涯学習機会の提供
（１）学習の場と機会を提供する～社会教育施設の充実～
２ 青少年の健全育成
（１）青少年の社会性を育てる～多様な体験活動の場の提供～
（２）自然や科学への興味・関心を育てる～社会教育施設の有効活用～
３ 女性活動事業の推進
（１）男女共同参画社会の実現に取り組む～活動の支援と連携～
４ 市民文化活動の推進
（１）芸術文化にふれる機会を増やす～芸術文化活動の推進～
（２）自発的に創作活動ができるようにする～芸術文化活動の支援～
（３）美術館、吉田科学館の企画事業の充実を図る ～芸術文化・科学教育の充実～
５ 文化遺産及び自然遺産の保護活用
（１）郷土愛の醸成と高揚を図る～保存・伝承活動の支援、地域文化の普及～
（２）立山黒部ジオパーク事業を推進する～世界認定に向けた取組の推進～
６ 「市民ひとり１スポーツ」の推進
（１）市民がスポーツに親しむことができるようにする～スポーツ機会の充実～
（２）地域住民主体のスポーツ活動を推進する ～地域力の醸成～
７ スポーツ施設の整備・充実
（１）スポーツ施設の整備と利便性の向上を図る～スポーツ施設の充実～
８ 競技力の向上
（１）全国レベルで活躍する選手を育てる～支援体制の充実～
（２）各種競技力の向上を図る ～クラブチーム等との連携・支援体制の強化～
９ スポーツを通じた地域振興
（１）生涯スポーツ社会を実現する～全国レベルのプレー観戦の場の提供～
（２）スポーツを通じて地域の活性化を図る ～スポーツによる本市のＰＲ～
10 健やかな子どもの育成とスポーツの充実
（１）体力つくり、運動習慣化を推進する ～運動・スポーツ好きの育成～
（２）子どもたちのスポーツクラブ・運動部等の充実を図る～環境整備と指導者の育成～
教育長

只今、説明がありました案をもって、教育振興協議会に諮問することになります。質
問ありますか。
（なし）
それでは次に「報告２ 平成 29 年度就学通知の発送等について」説明願います。

学校教育課長

平成 29 年度就学通知発送数についてでありますが、学校教育法施行令第５条の規程に
基づき、平成 29 年度に小中学校に新たに就学する児童 354 名と生徒 372 名の計 726 人の
保護者に対して就学通知をしております。児童生徒の住所によって就学する小中学校を
指定しており、２ヶ月前までに通知しなければならないことになっており、黒部市は１
月 11 日に発送したところであります。就学する指定校の通知をした後に、指定校を変更
したい場合は、所定の申請をしていただき、就学指定校変更基準を満たし教育委員会が
認めれば、変更することができます。その手続きについては、１月 20 日(金)までに締め
切ったところであり、結果通知は２月１日(水)までに書面でお知らせすることとしてい

ます。現在審査中で最終結果ではありませんが、現段階での受付状況や転入転出予定者
を加味した就学予定者を参考までに申し上げますと、小中学校合計が７人減って 726 人
が 719 人になる予定です。表の見方でありますが、発送数に対し、入学予定者数が違っ
ております。これは、発送した数に指定校変更許可者と３月末までに転入予定者を加え、
さらに転出予定者を差し引いた人数を入学予定者としているためであります。なお、今
後、片山学園の受験生の合否が決定すれば、減ることもあります。
教育長

質問ありますか。
（なし）
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

去る 12 月 27 日と１月 16 日に開催されました第５回及び第６回の（仮称）くろべ市民
交流センター建設基本構想策定委員会における協議資料を配布いたしました。
第６回の資料１は、
「第４章 施設計画」の最終案で、第５回の議論を踏まえ修正され
たものであり、ご覧頂き確認していただければと思います。まず、第５回会議において
は、前回の策定委員会で提案しました図書館を上層階に配置する案に対して賛否両論が
ありましたので、メリット、デメリットを整理し比較検討できるよう修正し、ゾーニン
グ計画を２案に絞って再度示したところであります。Ａ案は図書館機能を３階、４階に
配置する案、Ｂ案は図書館機能を１階、２階に配置する案となっています。教育委員会
事務局としましては、第５回の協議資料となります「くろべ市民交流センター施設計画
（ゾーニング）に係る基本的な考え方」に記載のとおり、駐車場確保と図書館機能の面
積確保の観点、運用面の観点、公民館行事等イベント開催時の利便性の観点、管理運営
及び利用の観点、賑わい空間と静寂な空間との調和の観点などを総合的に考えると図書
館機能を上層階に配置した方が良いのではないかと述べさせていただきました。その上
で委員全員の考えを聞かれた結果、図書館機能を３階、４階の上層階に配置するＡ案を
基本として、図書館利用者の利便を考慮した委員の意見をできるだけ基本設計や実施設
計に盛り込むことができるよう基本構想を取りまとめることとなりました。会議では、
主に次のような意見がありました。
○施設規模の目安について記載されているが、
「先進事例により」とあるが、地域の実情
に合ったものを造っていくべきでないか。近隣の施設の状況を把握していないのか。把
握しているのであれば、実情にあった記載とすべきである。
○Ａ案にするにしても１階エントランスに図書館の魅力ある新刊図書情報などの展示や
掲載等、図書館に関する情報発信をすべきである。
○公共交通であるバスの立ち寄りなども検討すべきである。
○賑わいスペースと静寂スペースの区分をする上で、図書館機能は上層階が良い。
○施設のコアとなる図書館の利用者の利便性確保から下層階の配置が良い。
○駐車場の確保も大事であるが、中心市街地の活性化のためにもこの施設を利用した人
に街を歩いてもらって、商店街に賑わいを創出する仕掛けも必要であるので、振興会と
して市役所跡地に複合施設を建設することに賛成した。
○運営面も並行してどのようにしていくのか検討していくべきである。などの意見があ
りました。
次に、第５回の協議資料２は、
「建設基本構想策定に向けてのこれまでの取り組み経過
及び今後の予定」であります。これまでの取り組み経過につきましては、７月 19 日に策
定委員会が立ち上げられ、以降記載のとおり５回の会議と現地視察が行われています。
１月 16 日には第６回の策定委員会が開催され、基本構想第４章までの最終案が確認さ
れ、第５章の事業計画（事業手法の整理、概算事業費、整備スケジュール）
、第６章の実
現化に向けた課題についての素案が示されております。今後の予定としましては、２月
９日に第７回策定委員会を開催し、基本構想の全体のとりまとめを行い、３月上旬まで
パブリックコメントを実施する予定となっています。３月 14 日と 27 日には第８回と第
９回の策定委員会を開催して基本構想を決定し、市長へ答申する運びとなっています。

また、策定委員会からの答申を受け、市として基本構想の最終決定をし、市議会にお
いて議案として提案することとになります。当初、市議会の３月定例会を予定しており
ましたが、去る 12 月 14 日に民間事業所の集合体である黒部商工会議所から複合施設へ
の入居について正式に要望書が出てまいりました。策定委員会に諮問しているのは公共
施設としての複合施設でありますので、商工会議所の入居については諮問されていませ
ん。従って、策定委員会の答申を受けた上で、市として商工会議所の要望である約 600
㎡の確保と入居について可能かどうかを検討して判断することとなっています。このこ
とから、議案としての提出については、市議会の６月定例会以降となる予定です。
次に、第６回策定委員会の協議概要についてご報告いたします。第５章の事業計画（事
業費の算定、事業手法の検討、整備スケジュール）の素案についてであります。事業費
の算定については、国土交通省が定める官庁施設の新設に必要な建築工事費の算出に用
いる工事費単価により算定する方法と先進事例３施設の㎡当たり単価の平均から算出す
る方法の２パターンで算定されたものが示されています。前者の建物本体の概算工事費
としては、㎡あたり単価が 350 千円で 22.38 億円。後者が、㎡あたり単価が 400 千円で
25.6 億円となり、23 億～26 億円と想定されています。いずれも、基本構想段階では、
概算工事費には図書館情報システム、盗難防止システム、閉架図書空調・書庫設備、多
目的ホール・防音スタジオ・調理室等の特殊設備は含まれてはおりません。事業手法と
しては、従来方式と３つの民間活力を導入した方式の比較検討の上、利用者の意向を確
認し、発注者としての判断をしながら施設計画を進めることができる従来方式を採用す
ることとしています。民間活力を導入した方式は、一括発注によるコスト削減、市の事
務管理負担の軽減効果が期待できますが、発注時に建物の性能水準を確定する必要があ
り、設計段階において市や市民の意向を反映しにくくなることや建設まで２、３年の期
間が必要となることから従来方式とされたものであります。
整備スケジュールについては、平成 29 年６月議会における基本構想の議決を受けて、
設計者選定手法の検討、図書館等の管理運営に関する具体的な検討を行い、30 年度から
31 年度にかけて基本設計・実施設計を行い、建設工事を 32 年度から 33 年度の２ヵ年で
施工し、34 年度までに引越し・開館準備を行い、開館させるスケジュールとなっていま
す。設計者の選定手法については、可能な限り、市民等の意見も取り入れながら、利用
しやすいことを基本に、運営面においても効率的に業務を行うことができるプロポーザ
ル方式を採用することが望ましいとしています。
次に、第６章の実現化に向けた課題についてであります。実現化に向けた課題としま
しては、基本構想を踏まえた設計条件の設定、管理運営に関する課題、休館日や開館時
間の検討、使用料の検討、駐車場対策、黒部商工会議所の入居、周辺環境への配慮、市
民参画の推進についての８項目について整理されています。
最後に、第５章と第６章についての主な意見を紹介します。
○設計者の選定はプロポーザルによるとされているが、民間委員を交えた選定委員会を
設置して、利用者の意向をできるだけ反映してもらえる設計者を選定してほしい。
○デザイン重視の設計者がいる。設計上のデザインと利便性は相反する部分がある。使
い勝手の良いものを提案してもらえるようにしてほしい。
○事業費が膨張することの無いようチェックを入れてほしい。そのような設計者を選定
してほしい。
○市民交流センターが完成した場合、三日市公民館、働く婦人の家、市民会館、子育て
支援センターはすぐに解体してしまうのか。どうなるのか教えてほしい。
○概算工事費には、図書館家具、図書館情報システム、盗難防止システム、閉架図書空
調・書庫設備、多目的ホール・防音スタジオ・調理室等の特殊設備は含んでいないとの
ことであるが、含んだもので概算工事費を算出するよう修正すべきではないか、などの
意見がありました。

なお、１月 20 日に開催された市議会の(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、策定委員会に示された第４章について説明をしたところであります。
主な意見としては、
○市職員駐車場に一定の駐車場を求めた場合、市職員はどこに駐車するのか。公共交通
を使って通勤するといったことを検討していないのか。
○交流して賑わいを創出するというが、いろんなところを視察して聞いたりしているが、
みんな賑わいを創出できず失敗していると聞く。図書館をコアとする複合施設でどうや
って交流して賑わいを創出するのか。
○昨年８月に提出された資料に図書館の面積を単体であれば 4,800 ㎡と記載されてい
る。本日の資料によれば 3,300 ㎡とある。ということであれば 3,300 ㎡でも単体の図書
館を作れるということか。事業規模が縮小できるということで理解してよいのか。とい
った意見が出されました。
教育委員の皆さんからもご意見等あれば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。以上です。
教育長

学校教育課長

質問ありますか。
（なし）
次に「報告４ 課等の事業報告について」学校教育課から順に報告願います｡
〔経過事業〕
○１月 10 日 ３学期始業式（幼稚園、小中学校）
○１月 10 日 新年を寿ぐ会 2017（パレス扇寿）
・教育委員の皆様にもご出席いただきました。
○１月 25 日 職員出前講座：若栗振興会（若栗公民館）
・中学校の統合について説明し、統合についてご理解いただきました。今後の出前講座
は、２月 10 日に荻生自治振興会、記載してありませんが２月 21 日に若栗小学校ＰＴＡ
役員会で開催される予定です。
〔予定事業〕
○２月 15 日 黒部市教育振興協議会（市役所）
○２月 24 日 平成 28 年度黒部市伝統芸能・伝統技術士認定式、
○２月 24 日 平成 28 年度黒部市教育文化表彰式
〔その他〕
・インフルエンザの状況について申し上げます。桜井小学校において１月 24 日から 25
日にかけ３年生が学年閉鎖となりました。桜井小学校で 17 人、小中学校全体では 39 人
が罹患している状況であります。その後、学級閉鎖は解除されましたが、全体としても
罹患人数がなかなか減らない状況が続いており、引き続き注意してまいりたいと思いま
す。

生涯学習課長

〔経過事業〕
○１月８日 平成 29 年成人式（コラーレ）
・住民登録されている方と参加希望されている方 416 人が 対象であり、361 人が出席し、
出席率は 86.8％でした。式典は、新成人の実行委員で運営され、華やかな中にあって、
トラブルもなく終えたものと考えております。また、成人式の日に「交通安全宣言」の
署名を実施しました。345 人が署名し、１月 12 日に新成人の代表が黒部警察署において、
警察署長や交通安全協会長に署名簿を提出いたしました。
○１月 14 日 歴史民俗資料館 第５回歴史講座（歴史民俗資料館）
・滑川市立博物館 館長の白岩初志氏を 講師にお迎えし、
「新川の火の祭り」と題して講
演会が開催され、25 人の参加がありました。
〔予定事業〕

○１月 28 日～３月 26 日 コレクション展 ～風景をとらえる方法～（黒部市美術館）
・お手元にチラシを配布しております。ご来場いただければ幸いです。
○１月 28 日～29 日 生涯学習フェスティバル（コラーレ）
・お手元にプログラムを配布しております。ご来場いただければ幸いです。
○２月 11 日 ふれあいプラザおもてなしイベント～バレンタインデー企画～（ふれあい
プラザ）
・新幹線「黒部・宇奈月温泉駅」の西側にあります「ふれあいプラザ」において、賑わ
い創出と婚活支援をからめたイベントが開催されます。雪と氷のアート作品を作って、
展示するものであります。協力スタッフに、黒部市農協や市民病院などの独身男女をお
願いしており、イベント運営で婚活に繋がれば、との思いも入っております。
○２月 24 日 平成 28 年度伝承芸能・伝承技術士認定式（市役所）
・先ほど決定いただきました４人に対して認定書交付を行います。
スポーツ課長

〔経過事業〕
○１月４日 新春フェスティバル 2017（総合体育センター）
・総合体育センターの鏡開きとして、アリーナでの卓球大会、温水プールやトレーニン
グ室の無料開放、餅つき大会などが開催されました。
○１月 15 日 第 70 回富山県民体育大会冬季大会スキー競技（たいらスキー場）
・黒部市からの出場選手も数人入賞しております。
〔予定事業〕
○１月 28 日 魚津地区スポーツ推進委員研修会（朝日町）
・ブロック内の委員が実技研修を受けるものであります。
○２月 ５日 第 11 回黒部市民スキー競技大会（宇奈月温泉スキー場）
・雪不足が懸念されましたが、今回の積雪で、先週の木曜日から滑走可能となり、
予定通り開催される予定であります。
○２月 14 日 東京 2020 オリンピック・パラリンピック事前合宿誘致に向けた国内競技
連盟（ＮＦ）表敬訪問（東京都）
・市長が上京する機会を捉え、東京都内にあります日本バレーボール協会、全国アーチ
ェリー連盟など、国内競技のトップ機関を訪問し、昨年作成したパンフレットを活用し
ながら、誘致に向けた市の取り組みを紹介するとともに、誘致に関する情報提供につい
て、お願いしてくる予定であります。また、東京オリンピック・パラリンピック組織委
員会に出向き、富山県ゆかりの布村事務局長にもごあいさつしてくる予定であります。
○２月 19 日 三世代交流バブルサッカー交流大会（宇奈月小学校）
・民間スポーツクラブの主催となりますが、普及促進に向け昨年に引き続き開催される
ことになっております。

図書館長

〔経過事業〕
○１月 ５日～31 日 １月おすすめ
・
「鳥の本」
、60 冊（図書館）
・
「11 ぴきのねこ特集」
、40 冊（宇奈月館）
○１月 11 日～２月 12 日 「第 28 回選定 よい絵本」展、280 冊（図書館）
○１月 13 日～２月 ５日 「こたつでほっこり読書」展、150 冊（宇奈月館）
○１月 18 日～19 日 「うらやま保育園作品」展、34 点（宇奈月館）
〔予定事業〕
○２月 19 日 「古典文学からひもとく健康寿命の延伸」
（宇奈月館）
・元市民病院長であり、高桜内科医院長の高桜英輔氏を講師に迎え、合同読書会の主催
で講演会が開催されます。参加無料であります。
〔その他〕

◇フェイスブックの状況（Ｈ28.12 月末現在累計）
・いいね 8,102 人、アクセス数 40,203 人、海外アクセス９カ国（12 月中）
◇土曜日よみきかせ会の状況（毎週土曜日 10 時開催Ｈ29.１.14 現在累計）
・開催回数 124 回、参加者 1,185 人(うち子ども 647 人)、平均参加者 10 人/１回
◇あかちゃんタイムの状況（毎週火・土曜日９～12 時開催・Ｈ28.12 月末累計）
・未就学児連れ親子 火・土曜日 2,078 人(48.7%)、その他曜日 2,187 人(51.3%)
学校給食セン 〔経過事業〕
ター所長
○１月 10 日 ３学期学校給食開始（幼稚園・小中学校）
○１月 24 日～30 日 全国学校給食週間（幼稚園・小中学校）
〔予定事業〕
○２月 ７日 「北方領土の日」給食（幼稚園・小中学校）
・姉妹都市の根室市から真鱈のすり身をいただいており、フライにして提供します。
○２月 16 日 学校給食運営委員会（給食センター）
・教育長職務代理者にも委員になっていただいております。
○２月 22 日 給食用物資選定委員会（給食センター）
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）
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２月定例会
【日時】２月 24 日（金）午後１時 30 分【会場】２０３会議室
○平成 28 年度伝承芸能・伝承技術士認定式
【日時】同日
午後３時 00 分【会場】第２委員会室
○平成 28 年度黒部市教育文化表彰式
【日時】同日
午後４時 00 分【会場】第２委員会室
○教育委員会３月定例会
【日時】３月 28 日（火）午後１時 30 分【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 29 年２月 24 日
署名人 黒部市教育長
国香 正稔

神保 竜

