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教育長

只今から、黒部市教育委員会４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､「３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)全国学力・学習状況調査（４月 18 日 小学６年生、中学３年生）
(2)2017 三陟ﾌｧﾝﾖﾝｼﾞｮ国際ﾏﾗｿﾝ大会黒部市選手団派遣（４月 21 日～24 日 韓国三陟市)
２ 出席した会議等の概要報告について
(1)第１回市町村教育委員会教育長会議（４月 19 日 県民会館）
(2)富山県市町村教育長会都市教育長部会（４月 20 日 高岡市）
(3)東海北陸都市教育長協議会定期総会・研究大会（４月 20 日～21 日 高岡市）
・黒部市は、学校教育の分野での話題提供市として、小中学校で実施している英会話
教育について話をしてきました。
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・その他事故〕
・４月７日（金）午後４時 30 分
自転車走行中の小４男子児童が、三島神社付近の交差点で車と接触し、頭部と右膝下
の打撲に至る。救急車で市民病院に搬送され、診察終了後、帰宅する。

(2)不審者等の情報
〔不審者情報〕
・４月６日（木）午後６時 10 分
中２女子生徒が、入善町地内の路上で下半身を露出し、手で触っている 30～40 代の男
性を目撃した。
〔鳥獣出没情報〕なし
(3)いじめ（３月報告分）
小学校：認知７件（うち解消済み３件、未解消４件）
中学校：認知３件（うち解消済み１件、未解消２件）
(4)市内在学児童生徒数の状況（４月 10 日現在）
・小学校の入学式がありました、10 日付けの児童生徒数であります。前月比小学校児童
８人減、中学校生徒 36 人減
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

教育長

いじめの報告について、未解消が小中あわせて６件ある。現在の状況は。
３月にいじめ解消の定義が変更され、
「①いじめに係る行為が少なくとも３ヶ月止んで
いること。②いじめに係る行為が止んでいるかどうか判断する時点において、被害児童
生徒が、いじめの行為により心身の苦痛を感じていないと認められること。
」とされた。
未解消の６件とも、いじめの行為は止んでおり、３ヶ月後に「②」によりしっかりと
確認してから“解消”と判断する。
ほかにありませんか。
（なし）
次に議案の審議に移ります。本日の議案は６件です。
まず、
「議案第 10 号 黒部市図書館規則の一部改正について」説明願います。

図書館長

図書館で利用者がコピーをする際のカラーコピー料金について改正するものです。
先の市議会３月定例会において、議員からコピー料金の見直しについて一般質問があ
ったことに伴い、料金について精査し検討してまいりました。これまでカラーコピーが
100 円／枚となっていたものを、半額の 50 円／枚とするもので、条文に明記するととも
に、コピー申込様式の金額欄を改正するものです。料金は市町村によってばらばらです
が、黒部市が最も高かったこともあり、改正によって他と同等となります。

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 10 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

生涯学習課長

教育長

ご異議なしと認め、
「議案第 10 号」は、原案のとおり決しました。
次に議案第 11 号 黒部市社会教育委員の委嘱について」説明願います。
４月の人事異動等に伴う任期途中での委員の退任がありましたので、後任の３人を委
嘱するものであります。任期は、前任者の残任期間となります。
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 11 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、
「議案第 11 号」は、原案のとおり決しました。次に議案第 12 号 黒
部市立中央公民館運営審議会委員の委嘱について」説明願います。

生涯学習課長

４月の人事異動等に伴う任期途中での委員の退任がありましたので、後任の１人を委
嘱するものであります。任期は、前任者の残任期間となります。

教育長

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 12 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、
「議案第 12 号」は、原案のとおり決しました。次に議案第 13 号 黒
部市図書館協議会委員員の任命について」説明願います。

図書館長

４月の人事異動等に伴う任期途中での委員の退任がありましたので、後任の２人を委
嘱するものであります。任期は、前任者の残任期間となります。

教育長

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 13 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、
「議案第 13 号」は、原案のとおり決しました。次に議案第 14 号 黒
部市美術館運営審議会委員の任命について」説明願います。

生涯学習課長

４月の人事異動等に伴う任期途中での委員の退任がありましたので、後任の２人を任
命するものであります。任期は、前任者の残任期間となります。

教育長

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 14 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、
「議案第 14 号」は、原案のとおり決しました。次に議案第 15 号 黒
部市スポーツ推進審議会委員の任命について」説明願います。

スポーツ課長

４月の人事異動等に伴う任期途中での委員の退任がありましたので、後任の２人を任
命するものであります。任期は、前任者の残任期間となります。なお、現在の任期は昨
年の５月１日から来年の３月 31 日となっておりますが、来年度からの新しい任期は、他
の各種委員会委員と同様に４月１日からはじまることになります。

教育長

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 15 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、
「議案第 15 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 黒部市立中学校統合準備委員会設置要綱の制定につい
て」説明願います。

学校教育課長

小中学校再編計画に基づく中学校の統合について平成 32 年度の開校まで３年となり、
統合に係る各種調整事項について協議していくため、
「黒部市立中学校統合準備委員会」
を設置するものであります。これまで、２年間にわたり自治振興会、ＰＴＡに対し、職
員出前講座を通じた説明会を開催してきましたが、今後は、校名や校旗、制服や体操服
などの具体的な協議を進めていくことになります。去る４月 21 日付けで、学校長、ＰＴ
Ａ会長あてに委員の推薦について依頼をしたところであり、５月中には、委員が決まる
予定であり、準備期間を経て、６月中には設立会議を開催したいと思っております。

教育長
委員

学校教育課長

只今、説明がありましたが何か質問ありますか。
専門部会のうち、学校運営統合専門部会の委員数が学校一任と記載されているが何人
を想定しているのか。
小学校統合時に習い、学校一任としており事務局では人数を指定しない予定です。

委員

この専門部会では、学校運営について協議されると思いますが、ぜひ若い先生方に委
員になってもらいたいと思います。

学校教育課長

学校運営統合専門部会の協議開始の時期は、３年前となる今年度ではなく 30 年度以降
を想定しております。

委員
事務局

委員
学校教育課長

各専門部会の細かな協議事項は決まっていますか。
～専門部会の構成と協議事項（概要）～
○準備委員会
・委員構成：中学校長、ＰＴＡ会長
・協議事項：校名
○総務企画専門部会
・委員構成：中学校長、中学校教頭、ＰＴＡ会長
・協議事項：校章、校歌
○制服・体操服選考専門部会
・委員構成：中学校教頭、中学校生徒指導主事、ＰＴＡ選出委員
・協議事項：制服、体操服
○ＰＴＡ組織統合専門部会
・委員構成：校長一任（中学校教頭ほか教員）
、ＰＴＡ役員
・協議事項：役員構成、ＰＴＡ規約
○学校運営統合専門部会
・委員構成：校長一任（中学校教頭、教務主任、事務職員ほか）
・協議事項：学校運営に関すること
部活動の協議はどの部会で担当するのか。
部活動については、中学校体育連盟を中心に各学校の部活顧問の先生方で話し合う方
向で進められており、統合準備委員会とは別途協議される予定です。

教育長

今年度、立ち上げるのはどの部会ですか。

学校教育課長

総務企画専門部会と制服・体操服選考専門部会です。ただし、総務企画専門部会が具
体的に交渉や校歌の協議を開始する時期は、本体となる準備委員会で校名が決まってか
らと考えております。

委員

部活動の協議について、統合は３年後となるが、来年入学する生徒が中学３年生にな
ったときのことも想定して、今からしっかりと検討していかなければならない。
学校の先生方で構成する学校運営統合専門部会の中で、早いうちから協議していかな
ければ間に合わないのではないか。

学校教育課長

委員のご意見を参考としまして、各専門部会での協議事項や協議方法について、もう
少し詰めさせていただきまして６月の設置に備えたいと思います。

委員

第１回の委員会はいつごろの予定ですか。

学校教育課長

現在、各中学校長とＰＴＡ会長のみなさまに対し、委員就任のお願いとＰＴＡ組織か
らの委員の推薦のお願いしているところであります。５月中には委員が出揃う予定であ
り、準備を整え６月には第１回会議を開催したいと考えております。

委員

高校に進学するときに３年間同じ部活を続けたかということが、ひとつのポイントと
している学校も中にはあります。やむを得ない場合もあるかと思いますが、できれば３
年間同じ部活が続けられるよう配慮していただきたいと思います。

学校教育課長

昨年度、学校教育班長を中心に校長会において、統合にかかる部活動についての方向
性が示されました。基本としては、統合前の部活動が続けられるよう、両校の部活動は
全て引き継ぐこととされています。また、生徒増によって二つの中学校に同じ部活を設
置することができないかについても模索されているところであります。

教育長

部活動については、平成 28 年度から、それなりに動いていますが、きちっとした組織
立てにはなっていないのも事実であり、よく検討していきたいと思います。
ほかにありませんか。
（なし）
次に「報告２ 黒部市結婚支援プロジェクト委員会設置要綱の制定について」説明願
います。

生涯学習課長

教育長

学校教育課長

昨年度は、プロジェクト準備委員会を設置し協議を進めてまいりましたが、その役目
を終えた準備委員会は廃止したところであります。今年度の事業としては、結婚相談員
を置き、相談会の開催やイベントの紹介、婚活イベントへの助成、サポーターの委嘱、
研修会の実施などの事業を考えております。このプロジェクト委員会では、それぞれの
事業の実施方法などを検討していきたいと考えており、このことを念頭に要綱を定め、
プロジェクト委員会を設置するものであります。４月 27 日（木）には５人の委員を委嘱
し、第１回委員会を開催したところであります。
何か質問ありますか。
（なし）
次に「報告３ 黒部市教育支援委員会委員の委嘱について」報告願います。
障害のある児童生徒等の適正な就学を図るため設置されている委員会であります。４
月の人事異動等に伴う任期途中での委員の退任がありましたので、後任の２人を委嘱す
るものであります。任期は、前任者の残任期間となります。

教育長

学校教育課長

教育長

学校教育課長

教育長

学校教育長

教育長

学校教育課長

生涯学習課長

何か質問等ありますか。
（なし）
次に「報告４ 黒部市教育振興協議会委員の委嘱について」報告願います。
教育の振興に関する施策の管理及び執行状況について点検評価を行い、視察の総合的
かつ計画的な推進を図るため設置されている協議会であります。４月の人事異動等に伴
う任期途中での委員の退任がありましたので、後任の１人を委嘱するものであります。
任期は、前任者の残任期間となります。
何か質問等ありますか。
（なし）
次に「報告５ 黒部国際化教育推進協議会委員の委嘱について」報告願います。
国際感覚とコミュニケーション能力を有し、社会に貢献できる人材を育成する国際化
教育の推進のため設置されている協議会です。４月の人事異動等に伴う任期途中での委
員の退任がありましたので、後任の２人を委嘱するものであります。任期は、前任者の
残任期間となります。
何か質問等ありますか。
（なし）
次に「報告６ 黒部市学校評議員の委嘱について」報告願います。
学校が保護者や地域住民の協力を得ながら学校運営を行っていくため、全ての小中学
校に設置されております。任期は１年であり、各校８人以内の委員を委嘱しております。
何か質問等ありますか。
（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〕
○４月 ７日
○４月 10 日
○４月 11 日
○４月 19 日
○４月 20 日
○４月 26 日

中学校入学式
小学校入学式
幼稚園入園式
市町村教育委員会教育長会議（県民会館）
東海北陸都市教育長協議会定期総会（高岡市）
黒部市立小中学校統合対策検討委員会（市役所）

〔予定事業〕
○５月 ８日
○５月 10 日
○５月 19 日
○５月 26 日

教育委員任命書交付式（市役所）
教育委員会５月臨時会（市役所）
黒部市小学校連合体育大会（宮野山陸上競技場）
教育委員会５月定例会（市役所）

〔経過事業〕
○３月 30 日 地域観光ギャラリー展示変更検討会（市役所）
・開館から２年経過しましたので、利用実態や利用者からの意見や施設を管理している
観光局のスタッフ、解説ガイドの感想をもとに、計画段階では見えなかったこと、当時
との状況の変化など振り返り、意見交換しました。市としては、絵画「黒部川」の移設
を検討しており、ここで出た意見などを踏まえ、その後の対応について、検討する組織
を設置してまいりたいと考えております。
○４月 ９日 旧三日市小学校百年桜を観る会（市役所屋外）
・市役所駐車場の東側にあります、黒部市指定文化財の「旧 三日市小学校の百年桜」を
観る会が開催されました。
「百年桜」は満開でしたが、とても寒い日でありました。
○４月 16 日 明日の稚児舞（法福寺）

・愛本地区にあります法福寺において、国指定民俗文化財の「明日の稚児舞」が奉納さ
れました。また、同所にあります県指定文化財の「明日の大桜」も満開でありました。
○４月 17 日 立山黒部ジオパークのユネスコ世界ジオパーク申請書提出
○４月 24 日 立山黒部ジオパーク支援自治体会議総会（ホテルアクア黒部）
○４月 19 日 第 12 回(仮称)くろべ市民交流センター建設基本構想検討会（市役所）
○４月 26 日 第 13 回(仮称)くろべ市民交流センター建設基本構想検討会（市役所）
・民間委員で構成される(仮称)くろべ市民交流センター建設基本構想策定委員会が３月
27 日の最終会議で基本構想の報告を取りまとめ、同日、市長に答申されました。
・その答申を受け、４月 19 日、26 日の両日、課題となっていた「駐車場不足の解消方
策」
、
「黒部商工会議所の入居」に関する協議を行いました。そして、先日、黒部商工会
議所から入居断念という報道がされたところであります。
○４月 28 日 立山黒部ジオパーク交流施設 わくわく広場「うなジオ」オープンセレモ
ニー（旧新川荘）
・本日午前 11 時から開催されました。市が売却した新川荘の１階部分が改装され、ジオ
パークを紹介する映像やパネル、パンフレットを設置し、休憩できるようになっており
ます。また、黒部川の流木を薪にして、ボイラーで燃焼、お湯をタンクにため、施設の
暖房に使うことで、廃棄物の資源化の実証実験も行うものです。
〔予定事業〕
○５月 10 日 第 14 回(仮称)くろべ市民交流センター建設基本構想検討会（市役所）
・４月 19 日、26 日の協議を経て市の方針を取りまとめ、市議会６月定例会に基本構想
を提案する予定であります。
○５月 21 日 ユネスコ世界ジオパーク申請公開プレゼンテーション
・７月又は８月に県内での現地審査が行われる予定であります。
○その他 お手元には、吉田科学館、美術館のイベントの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〕
○４月 18 日 黒部市スポーツ推進委員協議会総会（ホテルアクア黒部）
･平成 28 年度事業報告及び決算報告、平成 29 年度事業計画及び予算が審議されました。
○４月 21 日 第 34 回カーター記念黒部名水マラソン参加申込締切
・参加申込状況は、フルマラソン 5,513 人、10km2,025 人、３km・５km・ジョギング・
車椅子 2,551 人、合計 10,089 人がエントリーされています。今後、ペースランナーやス
ポンサー枠など、100 人前後の追加が予定されておりますので、最終的には 10,200 人程
度の参加になる見込みであります。最終のエントリー数は、ゴールデンウィーク明けに
確定し発表する予定であります。
○４月 21 日～24 日 2017 三陟ファンヨンジョ国際マラソン大会黒部市選手団（韓国三陟市）
・教育長を団長とし、市内中学生男女各２人を派遣しました。大会の結果は、男子５km
の部で１位と３位、女子５km の部で１位と２位となり、黒部市派遣選手全員が好成績を
収め、全員無事帰国しました。
○４月 21 日 第 12 回黒部市民体育大会実行委員常任・専門合同部会（総合体育センター）
・本年度の開催日程及び開催種目等について協議し決定しております。
〔予定事業〕
○５月中には、６月４日開催する黒部名水マラソンに向け、実行委員会、各部会、ボラ
ンティアスタッフ説明会など、総合体育センターを中心に随時開催してまいります。
・第３回競技運営部会（ １日）
、第３回医療救護部会（10 日）
、第４回実行委員会（18
日）
、ボランティアスタッフ説明会（21 日から概ね 20 回）

図書館長

〔経過事業〕
○４月１日～30 日 ４月おすすめ

・
「うそ？ほんと？うその本」80 冊（図書館）
・
「字のない絵本特集」30 冊（宇奈月館）
○４月 ６日～５月 21 日 「受賞作えほん特集」120 冊（宇奈月館）
○４月 22 日～５月 23 日 「ミリオンセラー絵本展」113 冊（図書館）
〔予定事業〕
○５月２日～31 日 ５月おすすめ「気になる木の本」
（図書館）
○５月３日～31 日 ５月おすすめ「みどりの絵本特集」
（宇奈月館）
〔その他〕
○フェイスブックの状況(Ｈ29 年３月分)
・｢いいね」346 人、アクセス人数 612 人、海外アクセス７カ国
○土曜日よみきかせ会の状況（毎週土曜日午前 10 時／Ｈ29 年４月１日現在累計）
・開催回数 134 回、参加者 1,271 人(うち子ども 686 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 年３月末累計）
・未就学児連れ親子
月曜日 146 人（2.9％）
、火曜日 479 人（9.6％）
、水曜日 465 人（9.3％）
木曜日 307 人（6.2％）
、金曜日 346 人（7.0％）
、土曜日 1,847 人（37.1％）
日曜日 1,384 人（27.9％）
合計：4,974 人
学校給食セン 〔経過事業〕
ター所長
○４月 ６日 １学期学校給食開始（中学校）
○４月 ７日 １学期学校給食開始（幼稚園・小中学校）
〔予定事業〕
○５月 17 日 学校給食会（学校給食センター）
教育長

各課報告について質問ありますか。

委員

カーター記念名水マラソンの開催期日が１週間遅れたかたちになりますが、申し込み
状況は、例年どおりでしょうか。

スポーツ課長

期日が１週間遅れることから、中学生の新川地区大会と重なる関係で、生徒の参加が
心配されていましたが、全中学校のご協力をいただきまして前年同様の参加者数となり
ました。全体では、約 300 人少なくなっていますが、これはＫＮＢが主催する“いっち
ゃんリレーマラソン”と重なっている影響と分析しています。

教育長

ほかに質問はありませんか。
（なし）
次に「報告８ その他」ですが、事務局から何かありますか｡

生涯学習課長

お手元に「第２次くろべ男女共同参画プラン」を配布しております。２月の定例教育
委員会では、パブリックコメントの中間報告について説明いたしました。今回は、パブ
リックコメントでの意見や内部の意見を踏まえ、修正を加えております。
修正内容は、計画期間を当初５年間から次期総合振興計画の期間に合わせ平成 29 年度
から 39 年度の 11 年間にしております。もう１点は、指標の数値で目標値の数値化です。
また、女性に限っているような表現のところで、男性にもあることについては、
「女性」
を「配偶者・パートナー」に修正を行っております。

委員

英会話科についてですが、平成 29 年度（今年度）が、現在の特例期間の最終年だと思
いますが、平成 32 年度からの新学習指導要領となることを踏まえて、どのような方向で
進めていくのか。小学校５、６年生での英語の教科化に向けて、特例期間の延長をする

のか、改定前に先行実施するのかなど、具体的な方針を示していく必要があると思いま
す。現在の状況を教えていただきたい。
学校教育班長

平成 18 年度から 20 年度まで教育課程の特区として、平成 21 年度からは教育課程の特
例校として、小学１年生から中学３年生までの英会話科に取り組んできました。現在の
特例期間は、平成 27 年度から平成 29 年度までの３年間となっていることから、節目と
なる平成 32 年度までの間、つまり平成 30 年度から 31 年度の２年間については、今年の
８月に特例期間の延長申請を行う予定です。時数はこれまでと同様と考えております。

委員

英会話科への取組は、限られた時数をやりくりしながら実施してきており、今回の改
訂によって、小学校での英語科が加わってくる。英会話科への取組は大変重要なことが
らであり、教育委員会での慎重な議論が必要と考えます。期間延長について、校長会や
国際化教育推進協議会ではどのような意見があるのか教えていただきたい。

教育部長

国際化教育推進協議会では、今後の英会話科のあり方等について協議されていますが、
具体的な方針等について決定したということではありません。また、校長会では、国か
らの情報も含め学校の先生の意見もお聞きしながら話し合われているという状況です。

委員

以前から、校長会において英会話科の今後のあり方について話し合われていたはずで
あり、そこでの意見も合わせ、最終的な方針を決めていくのは教育委員会だと思います。

教育部長

校長会での協議状況については、今一度確認させていただきまして、６月に予定する
国際化教育推進協議会での議論も含め、改めて教育委員会にご報告申し上げたいと思い
ます。

教育長

先行実施については、これまで英会話科に取り組んできたからといって、必ずしもし
なければならないと思い込む必要はないと思います。
この問題は、学校現場に直接関わる話であり、市教委事務局で決めてしまうことはで
きないと考えています。学校現場を第一と考えると、現場の先生方が問題意識をもって
考えていく必要があると思います。基本的には、教育センターを中心に校長会で話を前
へ進めていければと思います。32 年度からの具体的な取組方針が最重要でありますが、
まずは、現状を維持するかたちで２年間の期間延長をしていくということです。

教育長
学校教育課長

教育長

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５月臨時会 【日時】 ５月 10 日（水） 午前 10 時 00 分 【会場】 ２０３会議室
○教育委員会５月定例会 【日時】 ５月 26 日（金） 午後 ３ 時 00 分 【会場】 ２０３会議室
○教育委員会６月定例会 【日時】 ６月 27 日（火） 午後 １ 時 30 分 【会場】 ２０３会議室
委員には、日程の確保をお願いします。以上で、本日の会議を終わります。

議事録調製
学校教育課主幹課長補佐・庶務係長
平成 29 年５月 26 日
署名人 黒部市教育委員会
教 育 長
国香 正稔

神保 竜

