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教育長

只今から、黒部市教育委員会２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､「１月定例会の議事録について」訂正･質問等がありま
したらお願いします。
（なし）
ないようですので、記載のとおりとします。
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 回黒部市民スキー競技大会（2 月 5 日 宇奈月温泉スキー場）
２ 出席した会議等の概要報告について
(1)富山県市町村教育長会都市教育長部会（2 月 8 日 富山市役所）
・４月 20 日から 21 日に予定される「東海北陸都市教育長会議」について協議された。
(2)第 ７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(2 月 9 日 市民会館)
(3)第 ３回管内市町村教育委員会教育長会（2 月 10 日 富山県民会館）
(4)第 ２回黒部市いじめ問題対策会議（2 月 13 日 市役所）
・年２回、定例的に開催している。
(5)第 34 回黒部市教育振興協議会（2 月 15 日 市役所）
・平成 29 年度黒部市教育の方針について協議し、その答申を受けた。
(6)第 ３回市町村教育委員会教育長会議（2 月 23 日 富山県民会館）
・県教育委員会が主催の会議。35 人学級の選択制が４年生に拡張されることが正式に伝
えられた。また、学習指導要領の改訂により、小学校５年生、６年生に英語科が導入さ
れる件について協議された。

３ 所管事務に関する問題・情報等について（児童生徒の安全･安心に関すること）
（１）児童生徒の事故等
〔交通事故〕
○１月 28 日(土) 午前 11 時 30 分頃
小５男子児童が兄と自転車で校区外の書籍店に行った帰り道、県道石田前沢線の牧野
地内の交差点において、自家用車と接触した。運転手は車から降りて児童の怪我の状況
を確かめたが、大丈夫と判断し、兄の携帯電話に自分の連絡先を登録して立ち去った。
兄弟は自力で帰宅したが、腰の痛みが引かないため親に相談し、事故の事実が発覚し
た。警察や加害者との連絡を取り、29 日（日）に学校で事実確認を行った。市民病院の
救急では受診結果に異状はみられなかったが、30 日（月）に精密検査をした結果、腰部
の骨折と診断された。
○２月９日(木) 午前８時 00 分頃
自転車で登校中の中３男子生徒が、桜井小学校付近の路上で、高齢女性が運転する自
転車と衝突し転倒した。女性が道路右側を走行してきて衝突したらしい。お互いに怪我
がないことを確認して別れたが、心配になった生徒が登校後に事実を教師に伝え、事故
が発覚した。警察に連絡し、昼に現場検証を行った。その後、高齢女性からの連絡は特
になかった。
(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（１月報告分）
〔認 知 件 数〕小学校：認知３件（新規０件、継続３件[解消済]）
中学校：認知２件（新規１件[解消済]、継続１件[解消済]）
(4)市内在学児童生徒数の状況（２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）
教育長

次に議案の審議に移ります。本日の議案は１件です。
「議案第６号 平成 29 年度黒部市教育の方針について」事務局から説明願います。

教育部長

前回の定例教育委員会において、修正案をお示しし、教育振興協議会に諮問すること
をご決定いただき、去る２月 15 日に教育振興協議会において審議していただきました。
その結果、ほぼ修正案どおり承認していただき、答申を受けたところであります。変
更点は、
「１ 家庭」を「１ 家庭教育」
、
「２ 地域」を「２ 地域教育」とされ、
「６
読書・情報教育」の（１）の本文中、黒部市子ども読書活動推進計画に「 」括弧をつ
けた点であります。

教育長

只今、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６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
教育長

（異議なし）
ご異議なしと認め、
「議案第６号」は、原案のとおり決しました。
次に、報告に移ります。
「報告１ 平成 29 年度一般会計予算の概要（教育委員会）に
ついて」説明願います。

教育部長

（教育委員会関係予算説明の概要：★重点事業、◎新規事業、○拡充事業）
＜主要施策推進費＞
＊立山黒部ジオパーク推進事業 877 千円（○）
、支援自治体会議負担金 1,605 千円。
ユネスコ正式プログラムに基づく世界申請に向けた取り組み強化のため、947 千円を
増額。
＊地域観光ギャラリー展示更新事業費 4,470 千円（◎）
ギャラリーに展示してある絵画「黒部川」の作者の戸出喜信氏から、絵画の移設につ
いて申入れがあり、より良い展示空間を検討するための検討委員会の設置と展示変更設
計費用など、移設に要する経費。
＜教育委員会運営費＞
＊姉妹都市根室市教育委員行政視察受入経費 105 千円。
４年に一度の受入経費。
＜奨学事業＞
＊奨学資金貸付金（大学生等）20,640 千円（★）
貸付は従来どおりだが、平成 28 年度から定住やＩターンやＵターンを意識した定住支
援補助金制度を導入し、特色ある奨学資金制度として戦略Ｋに位置づけられていること
から重点事業とされている。予算的には、平成 29 年度中は発生しない。若者の定住促進
策として、黒部市奨学資金規則による奨学資金の貸与を受けている大学等在学者が、卒
業後１年以内に黒部市内に居住した場合に返済金の一部を補助する制度。補助金の計上
は、短大卒の対象者の場合は早くて平成 31 年度、４年制大学の場合は早くて平成 33 年
度となる。
＜教育研究費＞
＊学校司書設置費 5,806 千円（○）
学校図書館活動の支援を拡充するため、現在４人の学校図書館活動推進員を 13 小中学
校に兼務して配置してきたが、平成 29 年度には、名称を「学校司書」に変更し、３人増
員して７人体制に拡充。
＊スタディ・メイト設置費 19,691 千円（○）
特別な支援を要する児童生徒の支援を行うスタディ･メイトを１人増員し、28 人体制
に拡充。
＜国際化教育推進事業費＞
＊姉妹都市交流研修事業費 2,917 千円
メーコン・ビブ郡からの訪問団 19 人（中高生 16 人、引率 3 人）の受入経費。平成 28
年度の黒部からの派遣と同様の人数を受入れ。
＊英語検定料受験料補助金 648 千円（◎）
国際化教育の成果指標として、中学３年生の英検３級以上の取得率の向上を図るため、
中学３年生 381 人全員分の受験料の半額を助成し受験率、取得率を高める。
＜中学校建設事業＞
＊桜井中学校新築工事 89,000 千円
本年７月に完成する桜井中学校校舎について、３年継続の３年目の事業費。
＊桜井・宇奈月統合中学校屋内運動場・武道場新築事業 334,346 千円（◎）
３年継続の１年目の事業費。委託費 6,400 千円、工事費 322,646 千円、水道管・電柱
移設費 5,300 千円。
＜中学校大規模改造事業＞
＊現高志野中学校の大規模改造事業費 64,950 千円（◎）

鷹施中学校と高志野中学校の統合中学校の校舎として使用するための改修経費。主な
内訳は、校舎改修工事実施設計委託料 19,800 千円、外構工事実施設計委託料 6,100 千円、
駐車場工事費 37,100 千円など。
＜女性青少年活動事業＞
＊放課後子ども教室推進事業 1,776 千円（○）
現在８小学校区で実施のところ、中央小学校区を加え全小学校区での実施となる。
＊結婚支援プロジェクト事業 927 千円（◎）
独身男女出会いサポート事業補助金 435 千円（３団体）
、結婚相談窓口設置業務委託費
150 千円（個別サポートの充実）
、サポーター育成研修会開催経費 342 千円。
＜公民館活動事業＞
＊コミュニティづくり推進事業 7,400 千円（○）
地区公民館活動の一層の充実を図るため、400 千円増額。
（100 千円×４地区）
＜公民館建設事業＞
＊音沢公民館新築工事 196,129 千円（◎）
築 50 年を経過。工事監理 4,300 千円、工事費 189,829 千円、備品 2,000 千円。建設地
は音沢親水公園内、木造平屋建て、延べ床面積約 475 ㎡、重ね梁工法により整備。林野
庁の森林・林業再生基盤づくり交付金 58,800 千円を導入。
＜芸術文化推進事業＞
＊｢湯の街ふれあい音楽祭モーツァルト＠宇奈月｣開催補助金 800 千円。
商工観光課からの所管換えにより、芸術文化の振興の観点から補助を引き継ぐ。
＊芸術文化全国大会等出場激励費・派遣費 40 千円（◎）
平成 28 年７月制定の内規に基づき芸術文化に関する全国大会等に出場する者に激励
費・派遣費を支給。
＜文化財保護調査事業＞
＊愛本刎橋柱脚跡調査費 2,016 千円（◎）
市指定文化財に相当するか否かについて総合的に判断するため、調査委員会を設置。
レーダー探査による左岸側柱脚跡の位置、面積の特定、右岸側の面積特定などの調査
を実施予定。
＊「北野の石龕」柵改修工事 1,480 千円（◎）
経年劣化による改修工事。
＜吉田科学館管理運営費＞
＊黒部川扇状地フィールドミュージアム事業補助金 3,000 千円（○）
事業参画していた入善町の独自の事業展開に伴い、立山黒部ジオパーク拠点施設とな
る吉田科学館の事業として位置づけ、市単独で補助金を継続。
＊プラネタリウム番組プロモーション委託費 1,000 千円（◎）
世界ジオパーク認定に向け、現在制作中のプラネタリウム番組ＰＲ動画を放送設備の
ある首都圏主要駅構内でデジタルサイネージ等にて放映し、プロモーション活動を行う。
＊駐車場整備費 16,100 千円（◎）
来館者が大幅に増加している状況から、現在、未舗装の駐車場（3,150 ㎡）をアスフ
ァルト舗装する。普通車 74 台、身障者用１台、バス 1 台。バス停留所も整備。
＜地域スポーツ振興事業＞
＊第 34 回黒部名水マラソン開催負担金 20,000 千円
平成 28 年度と同額。全国植樹祭の影響で、初の６月開催となる。
“初夏ラン”として
10,000 人の参加を目指す。

＊東京 2020 オリンピック・パラリンピック事前合宿誘致活動事業費 2,551 千円（○）
国内のトップスポーツ合宿誘致を実施し、国内で開催される国際大会においてロビー
活動を行う。
＜学校体育施設開放事業＞
＊たかせ小学校グラウンド照明増設工事 4,100 千円（◎）
照度が不足しているため電球を増設。利用者は、これまで夜間照明利用料を減免され
ていたが、工事完了後は、他の施設と同様に利用料を徴収することになる。
なお、総合教育会議において、教育委員会から要望された案件については、予算（案）
の段階ではありますが、概ね反映されています。
教育長

只今、説明がありましたが質問ありますか。

委員

英検受験料補助については、新聞にも取り上げられていた。

委員

英検の受験はどこで行うのか。

教育部長

各中学校が会場となります。予算は、学校で受験する際の受験料をもとに算出してい
ます。

教育長

次に「報告２ 平成 28 年度一般会計３月補正予算の概要（教育委員会）について」説
明願います。

教育部長

平成 28 年度一般会計３月補正予算の概要（教育委員会関係予算）であります。教育費
の教育総務費、事務局費の基金積立金であります。補正額は 10,780 千円で、ふるさとサ
ポート寄附 21 件分を教育文化振興基金に積み立てるものです。
（内訳 10 千円×18 件、500 千円×１件、100 千円×１件、10,000 千円×１件）
うち、10,000 千円のご寄付については、使途が指定されており、平成 29 年度以降の
予算において、スポーツ課の所管事業となりますが、全国大会等の激励費・派遣費や幼
児期の体力つくり事業へ充当する予定です。
また、21 件のうち 17 件（170 千円）がクレジット決済による寄附となっています。
このほか、平成 28 年度から平成 29 年度に繰越予算は次のとおりです。
・吉田科学館のプラネタリウムオリジナル番組制作費
・小学校空調設備設置工事（エアコン）
・石田小学校プール改修費
・桜井中学校校舎新築事業

教育長

只今、説明がありましたが何か質問ありますか。
（なし）
次に「報告３ 黒部市歴史民俗資料館学術顧問設置要綱の制定について」説明願いま
す。

生涯学習課長

歴史民俗資料館では、市民や市外、県外からの来訪者に対して黒部市にまつわる「歴
史」
「人物」
「民俗」
「文化財」
「産業」
「自然科学」などについて紹介する企画展の開催や
古文書の解読・整理をしております。これらの実施にあたりましては、多方面の方々に
ご協力いただいており、具体的には、黒部市文化財保護審議会や歴史民俗資料館運営委
員会の委員、地元の郷土研究者、市外の博物館の学芸員の方々であります。
今回、
「学術顧問」の設置としましたのは、
「文化財保護審議会」や「歴史民俗資料館
運営委員会」の委員であった方が退任された後も、その専門的知識をもってご指導、ご
助言など、引き続きご協力いただきたいということであります。また、地元の郷土研究
者や市外の博物館の館長や学芸員などにも、ご協力いただきたいと考えております。

なお、学術顧問の方には報酬はなく、実際に歴史民俗資料館での勤務や現地調査など
していただいた場合に、賃金や執筆料、謝礼をお支払いしようと考えております。
要綱は、平成 29 年１月 31 日に施行しております。まだ、委嘱はしておりませんが、
今後、該当される方がありましたら委嘱したいと考えております。
教育長

只今、説明がありましたが何か質問ありますか。
（なし）
次に「報告４ 平成 29 年度黒部市学校給食の額について」説明願います。

学校給食センター

平成 29 年度の学校給食費について、本年度と同様の額に据え置きとするものです。主
な理由は３点です。１点目は、平成 28 年度に１食あたりの給食費を値上げしたというこ
とです。具体的には中学校で 11 円、小学校で 10 円、幼稚園で９円でありました。２点
目は、平成 29 年度においては、消費税が据え置かれたということです。３点目は、野菜
は天候不順等により値上げが想定されますが、その他の食材が概ね安定しているという
ことです。

教育長

只今、説明がありましたが何か質問ありますか。
（なし）
次に「報告５ (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」説
明願います。

教育部長

去る２月９日に開催されました第７回（仮称）くろべ市民交流センター建設基本構想
策定委員会の協議概要について説明します。第７回の策定委員会は、いよいよ大詰めの
段階となり、パブリックコメントに向けた中間報告の取りまとめでありました。
基本構想の一部（第５章・第６章）の修正案については、前回の意見を踏まえ、中間
報告書として修正されており、２月 11 日から３月 12 日までの間、パブリックコメント
を実施しているところであります。
策定委員会で出された主な意見は、次のとおりです。
○運営面について、市民会館なら利用できたが、公民館では利用できないものがあるの
であれば整理すべきである。
○管理運営に関する課題について、指定管理者制度や業務委託の活用など民間ノウハウ
を生かした効率的効果的な管理運営体制について検討するとあるが、指定管理者の導入
は、直営による運営とし、必要に応じて業務委託方式を採用することを勧めたい。
○物品販売の可否について次のような意見あり。
・月に２～３回の物品販売が市民会館で行われていたが、利用したい市民が利用できな
くなるようではいけない。
・物品販売をするための施設ではないことはおさえておくべきである。
・交流につながる、きっかけとなる物品販売はあってもよいのではないか。
・商店街から物品販売のことでクレームがあったことがある。物品販売については新し
い施設ではやめた方が良い。
・市民会館でやっている物品販売は、公共施設でやっているため、市民は良いものを扱
っていると思いがちになる危険性があるので、細心の注意を払ったほうが良い。
○黒部商工会議所等の複合・入居についての考え方が記載されているが、民間企業の入
居については疑問に思っている。
といった意見などがありました。
なお、２月 21 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中間報告書案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、
○利用者が限定されない施設〈図書館〉と利用者が限定される施設（三日市公民館）を
複合化することは、運用面などから問題が多いと考えられ、三日市公民館を切り離すべ
きである。
○黒部商工会議所の議論をなぜ策定委員会でしないのか。黒部商工会議所の話は年度当

初にはあったはずだ。議論を棚上げするのであれば、子育て支援センターについても後
から出た議論であるのであれば切り離すべきだ。
○子育て支援センターが複合施設に入ることがいつの間にか入っているような気がす
る。雨にぬれずに出入りでき、買い物もできる現施設からの移転はすべきでない。
○現在の子育て支援センターは、過去には市民病院内にあったものをショッピングセン
ター内に移設し、現在は場所が変わらないが、経営者が変わっている。賃貸料はいくら
ほど支払っているのか。
といった意見が出され、議論されています。
現在パブリックコメント中で意見をいただき再度調整されるものと思っていますの
で、教育委員の皆さんからもご意見等あれば反映・修正できるよう調整したいと思いま
す。以上です。
教育長

只今、説明がありましたが何か質問ありますか。

委員

これまでの協議経過の中で、駐車場についての意見が頻繁に出てきますが、それほど
問題ではないと思います。施設が満員になるようなことも、年に数回あるかないかだと
思いますし、例えば 300 人入るホールがあるから、300 台分必要なのかといえばそうで
はないと思います。富山市の図書館などは、あれだけ多くの人が訪れますが駐車場はほ
とんどないと思います。なければないなりの対処を考えていけばよいと思います。
スペースや施設規模は限られているわけですし、駐車場の台数にこだわるよりも、も
っと中身を充実して、利用したくなるような施設にすることのほうが大事だと思います。

教育部長

策定委員会の前段となる庁舎跡地利用検討委員会において、委員として参画していた
三日市振興会は、限られたスペースの中で駐車場はそんなに確保できないということを
理解した上で、公共交通の整備も含めて、
“まち”に足を運んでもらえるような仕組みを
つくっていくことが必要だという考え方であるとお聞きしております。答申においても、
市街地の活性化という観点からの対策も踏まえながら、駐車場の不足分を補っていくと
いうことも含めて答申された経緯があるということも事実であります。駐車場のことだ
けでなく、複合施設ということに対して異論をお持ちの方もおられますが、検討委員会
で議論いただき、総合的に判断がなされたことであると認識しています。

教育長

生涯学習課長

ほかにありませんか。
（なし）
次に「報告７ 第２次くろべ男女共同参画プラン（案）について」説明願います。
第２次くろべ男女共同参画プラン(案)についてでありますが、資料として、概要版と
プラン(案)を配布しております。
第１次のくろべ男女共同参画プランは、平成 19 年３月に策定し、19 年度から 28 年度
の 10 年間にわたり、黒部市の男女共同参画社会の実現に向け、取組みを推進してまいり
ました。この現行プランが、平成 29 年３月をもって終了することから、これまでの取組
みをさらに推進するため、
「第２次プラン」の策定に向け、準備をしてまいりました。
平成 27 年度には、市民に対して意識調査のアンケートを実施し、平成 28 年度は、昨
年の９月 29 日に第１回のプラン策定委員会を立ち上げ、以降、３回の委員会を開催し、
アンケート結果も参考に議論してまいりました。
今回、お示ししたプラン(案)は、策定委員会で取りまとめ、２月８日から３月 10 日ま
での１ヶ月間パブリックコメントを実施し、市民の皆様からご意見を伺っている最中で
あります。また、市議会へは２月 21 日に提出し、教育委員の皆様には、本日、ご説明し
たところであります。ご意見などをいただければと思います。
いただいたご意見を整理 検討し、３月末にはプランを策定したいと考えております。
なお、第２章での計画期間は、平成 29 年度から 33 年度までの５年間となっています
が、第２次総合振興計画の平成 30 年度から 39 年度までの期間に合わせるべきではない
かとの意見も出ております。その場合、期間が平成 29 年度から 39 年度までの 11 年間と

なります。教育委員の皆様からも、ご意見いただきたいと思います。
プラン(案)の構成などは、現行の第１次プランとは変えておりまして、
「富山県民男女
共同参画計画」などを参考に作成しておりますが、現行プランの「基本理念」や具体的
な「推進事業」は継承しており、基本目標にあわせて組み替えをしております。
特に、新しく追加したものとして、第３章の基本目標Ⅲで、
「女性の職業生活における
活躍の推進に関する法律」に基づく「黒部市女性活躍推進計画」を兼ねたもの、基本目
標Ⅳでは、
「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律」に基づく「黒部
市ＤＶ防止基本計画」を兼ねたものとなるような計画となっています。説明は以上です。
教育部長

教育長

学校教育課長

補足になりますが、プランの（案）の中にいくつかの指標を示す部分があります。現
状では、右肩上がりの矢印のみの表記となっております。矢印だけでは、指標として曖
昧であり、この部分については変更したいと思いますので、委員の皆様にもご了承願い
たいと思います。
只今、説明がありましたが何か質問ありますか。
（なし）
次に「報告７ 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〕
○２月 10 日 職員出前講座「中学校の統合について」荻生自治振興会（荻生公民館）
○２月 14 日 〃 桜井小学校ＰＴＡ（桜井小学校）
○２月 21 日 〃 若栗小学校ＰＴＡ（若栗小学校）
・平成 27 年度から２年間にわたり、自治振興会とＰＴＡに対し開催してきましたが、平
成 29 年度に開催予定のＰＴＡを除き、出前講座としては一区切となりました。
○２月 17 日 黒部市議会総務文教委員会（桜井中学校建設現場ほか）
〔予定事業〕
○２月 24 日 平成 28 年度黒部市教育文化表彰式（市役所）
・本日、この後、委員ご臨席のもと会場を変えて開催されます。
○３月 １日～22 日 黒部市議会３月定例会（議場ほか）
・次年度予算議会として、22 日間にわたり開催されます。
○３月 15 日～17 日 卒業式（15 日 中学校／16 日 幼稚園／17 日 小学校）
〔インフルエンザの状況〕
・本日、24 日現在で小学校では、たかせ 14 人、石田１人、村椿２人、中央 21 人、桜井
16 人で計 54 人が欠席しております。中学校では、鷹施３人、桜井１人、宇奈月２人で
計６人。小学校と中学校合わせて 60 人という状況であります。ピークがちょうど一週間
前の２月 17 日（金）には 106 人でありましたが、今週に入りまして減ってきております。
・学年閉鎖／学級閉鎖
２月 15 日～16 日 桜井小学校（３学年）
２月 20 日～21 日 中央小学校（２年３組）
２月 21 日～22 日 たかせ小学校（１年２組）
、桜井小学校（５年２組）
２月 22 日～23 日 中央小学校（３年２組）

生涯学習課長

〔経過事業〕
○１月 28 日～29 日 生涯学習フェスティバル（国際文化センター「コラーレ」
）
・両日で 664 人に見学していただきました。
○２月 10 日 黒部市ＰＴＡ連絡協議会の活動報告会・懇親会（ホテルアクア黒部）
・国香教育長、大丸教育長職務代理者 にはご来賓として出席いただきました。
○２月 11 日 ふれあいプラザおもてなしイベント（ふれあいプラザ）
・黒部宇奈月温泉駅西側にあります「ふれあいプラザ」において、
「スノーアート企画」
事業が実施されました。職人が氷の彫刻「トロッコ電車に乗ったウォー太郎」
「新幹線に

乗ったくろワン」と「鳳凰」の３点を制作しました。また、雪で 1.5ｍ程の高さの黒部
ダムの制作、コーヒーやココアなど飲み物の提供、小学生や未就学児童の「ちび雪だる
ま」づくり等の作業や運営に黒部市農業協同組合、新川地域消防、市の事務職や保育士
の合計 35 人の若手の方々にご協力いただき、寒い中、自主的、積極的に活動していただ
きました。午後２時から２時間ほどで完成させ、新幹線に乗る前や到着後のお客様など
に見ていただきました。子どもたちやその保護者、運営スタッフなど約 250 人が来場し、
短時間ではありましたが、賑わいが創出できたものと考えております。
〔予定事業〕
○２月 24 日 平成 28 年度黒部市伝承芸能･伝承技術士認定式（市役所）
・本日午後３時から開催されます。なお、１月定例会で認定者が実質 97 人と説明してお
りましたが、以降にお亡くなりになった方が３人判明しましたので、現在の認定者は実
質 94 人となります。
○２月 26 日 立山黒部ジオパークキックオフコンベンション（富山市）
・
「パレブラン高志会館」で開催されます。チラシを配布しておりますので、お時間を作
って、ご来場いただければ幸いです。
○３月６日 桜井高等学校海外研修参加者市長表敬訪問（市役所）
・桜井高等学校の海外研修は隔年開催で、今回で 26 回目となり、参加者は、生徒 15 名、
引率教諭２名。３月 16 日から 28 日まで、アメリカ合衆国のジョージア州メーコン・ビ
ブ郡やケンタッキー州を訪問し、現地の高校授業への参加やホームステイをする予定で
あります。３月６日は、桜井高校生２名が黒部市長を表敬訪問し、市長からメーコン・
ビブ郡の市長あての親書が託される予定であります。黒部市では、海外研修に補助金を
出しており、黒部市在住の生徒には 38 千円、黒部市以外の生徒には 23 千円であります。
○３月 19 日 市民大学講座「アンサンブル・コンサート 2017」
（中央公民館）
・チラシを配布しております。可能であれば、ご参加いただきたいと思います。
スポーツ課長

〔経過事業〕
○２月 14 日～15 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
内競技連盟表敬訪問（東京都内）
･日本バレーボール協会、東京オリンピック・パラリンピック大会組織委員会、全日本ア
ーチェリー連盟を訪ねまして、外国の事前合宿の誘致はさることながら、日本代表チー
ムの強化合宿の誘致も実現させたいということで話をしてまいりました。
○２月22日 第34回カーター記念黒部名水マラソン第３回実行委員会（総合体育センター）
・大会に向けた日程確認などを行いました。
〔予定事業〕
○２月 25 日～26 日 Ｖ・チャレンジリーグⅠ女子黒部大会（総合体育センター）
・両日とも「ＫＵＲＯＢＥアクアフェアリーズ」の試合が行われます。現在８チーム中
の４位となっており、今回は首位の「デンソー」と７位の「仙台」と対戦する予定です。
勝敗によっては、３位に上昇するか４位に以下になるという位置におります。
○２月 26 日 鷹施中学校下スポーツ推進委員スポーツ教室（たかせ小）
・各中学校下単位で実施してきた教室で、これまで宇奈月、桜井、高志野中学校下では
スティックリングを実施してきました。最後となる今回はボッチャ競技の予定です。
○３月 ４日 黒部市陸上競技協会設立 50 周年記念祝賀会（パレス扇寿）
○３月 18 日 黒部名水マラソンチャレンジ！80 日前の練習会!!（総合体育センター）
・事前練習会として野尻あずさ選手をゲストに迎え、10ｋｍを２本走ります。設定タイ
ムを４、５、６時間の３つに分けて、それぞれのペースに合った練習を行うものです。

図書館長

〔経過事業〕
○２月 １日～28 日 ２月おすすめ（図書館）
・
「猫・ねこ・ネコ」50 冊

○２月 ４日～26 日 ２月おすすめ（宇奈月館）
・
「コワーイえほん特集」40 冊
○２月 ８日～３月５日 「世界一のいろいろ展」80 冊（宇奈月館）
○２月 18 日～19 日 「鉄道模型であそぼう」198 人参加（宇奈月館）
○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）
・高桜氏を講師に迎え合同読書会により開催。参加者 59 人。みらーれＴＶで放映。
〔予定事業〕
○３月１日～31 日 ３月おすすめ
・
「身近な数の世界」
（図書館）
・
「タヌキ VS キツネ特集」
（宇奈月館）
○３月 14 日 第８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（市民会館）
○３月 27 日 第９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）
〔その他〕
○フェイスブックの状況(Ｈ29.1 月末現在累計)
・｢いいね」8,445 人、アクセス人数 41,076 人、海外アクセス 9 カ国（１月中）
○土曜日よみきかせ会の状況（毎週土曜日午前 10 時／Ｈ29.2.4 現在累計）
・開催回数 127 回、参加者 1,199 人(うち子ども 653 人)、平均参加者 9 人/1 回
○あかちゃんタイムの状況（毎週火曜・土曜 午前 9～12 時／Ｈ29.１月末累計）
・未就学児連れ親子＝火・土曜日 2,146 人(48.2％)、その他曜日 2,303 人(51.8％)
学校給食セン 〔経過事業〕
ター所長
○２月７日 「北方領土の日」給食（幼稚園・小中学校）
・根室市からいただいた“まだら”のすり身をフライにして提供しました。
○２月 16 日 学校給食運営委員会（給食センター）
・平成 29 年度実施計画などについて協議しました。
〔予定事業〕
○２月 24 日～３月７日 学校給食アレルギー対応保護者面談（給食センター）
・面談を希望する 19 人に対し、個々に実施します。
○３月 23 日 ３学期学校給食終了（幼稚園・小中学校）
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８ その他」ですが、何かありますか。
（なし）
最後に「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３月定例会 【日時】 ３月 28 日（火） 午後１時３0 分 【会場】 ２０３会議室
○教育委員会４月定例会 【日時】 ４月 28 日（金） 午後３時 00 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３月 28 日
署名人 黒部市教育長
国香 正稔

神保 竜

