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教育長

只今から、黒部市教育委員会７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､「６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。
（一部修正の意見あり）
ほかにありませんか。
（なし）一部修正の後、署名します。
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)６月 29 日 平成 30 年度予算に対する国・県への要望活動（県庁）
(2)７月 ２日・９日 黒部市民体育大会(野球､柔道､卓球､バレーボール､相撲､水泳ほか)
(3)７月 ３日 永年勤続教職員表彰（20 年・30 年）伝達式（市役所）
(4)７月 ６日 (仮称)音沢交流センター新築工事安全祈願祭（音沢親水公園）
２ 出席した会議等の概要報告について
(1)６月 30 日 黒部市立中学校統合準備委員会（市役所）
(2)７月 ３日 2020 東京オリンピック・パラリンピック バレーボール競技事前
キャンプ誘致推進実行委員会(市役所)
(3)７月 ６日 中学校統合準備委員会制服・体操服選考専門部会（市役所）
３ 所管事務に関する問題・情報等について（児童生徒の安全･安心に関すること）
（１）児童生徒の交通事故等
〔交通事故〕
①７月８日(土) 長野県
・小３女子児童が祖母の運転する自動車の後部右座席に乗車中、右側から信号無視をし
てきた自動車と衝突し救急搬送される。打撲のけがに至るが通常どおり登校している。
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②７月 13 日(木) 午後６時頃／石田地区立野地内（α進学スクール付近）
・中１女子生徒が自転車で下校中、変則十字路で左側からきた自動車と衝突し、救急搬
送される。左足首の打撲と診断された。翌日から通常どおり登校している。
③７月 16 日(日) 午前 11 時 40 分／三日市地区新天地内（ＣＯＯＰ前道路：自宅前）
・小２男子児童が帰宅のため自宅付近の道路を横断した際、自動車にはねられ救急搬送
された。数日の間、市民病院に入院したが、その後回復し通常どおり登校している。
④７月 18 日(火) 午後４時 40 分／東布施地区朴谷地内(友人宅前)
・小１男子児童が、友人宅から徒歩で帰宅中、県道を横断した際に、山側に向かう自動
車と衝突する。労災病院で受診の結果、頭部と左ひじ、左足首のすり傷の怪我であっ
た。翌日から通常どおり登校している。
〔その他の事故〕
①７月７日(金) 午後３時 25 分／浦山駅構内
・小１女子児童が、地鉄浦山駅のホームに行く階段の中央手すりに座って滑っていたと
ころ、転落し後頭部から出血したため、救急車で市民病院に救急搬送された。翌週か
ら通常どおり登校している。
②７月 10 日(月) 午後５時 30 分／ソフトテニス部の活動中
・中１男子生徒が素振りをしていたラケットが他の部員の額にあたる。タクシーで救急
搬送された。ＣＴ結果に異常はなく、翌日には、通常どおり登校している。
（２）不審者情報等
①７月 20 日（木）午後５時頃／宮野山運動公園駐車場
・下半身を露出した男が、駐車場を徘徊した後、黒色の小型車に乗り宇奈月方面に向か
うところを地域住民が目撃した。
（３）鳥獣出没情報
①７月 ６日（木）午前９時 30 分頃／浦山地内（石坂医院山側）
・地元住民が体長１ｍ程のイノシシを目撃した。
（市鳥獣被害実施隊員等による現地パトロールでは足跡を確認した。
）
②７月 11 日（火）午前８時 30 分頃／浦山地内（すこやかプラザ駐車場付近）
・地元住民が民家の庭に入っていくイノシシを目撃した。
（市鳥獣被害実施隊員等による現地パトロールの結果、カモシカと判明した。
）
③７月 20 日（木）午前６時５分頃／東布施地区田籾地内（布施川天満宮東側 100m 付近）
・地元住民が県道福平石田線を布施川方面に向かって横切る親子グマ２頭を目撃した。
（市鳥獣被害実施隊員等による現地パトロールをしたが痕跡は確認できなかった。
）
(3)いじめ（６月報告分）
小学校 新規認知件数２、指導中１（うち継続１）
中学校 新規認知件数０、指導中１（うち継続０）
(4)市内在学児童生徒数の状況（７月１日現在）
小学校 前月比１人増加 児童数 2,142 人
中学校 前月比０人
生徒数 1,099 人
小中合計 3,241 人
教育長

以上、教育長報告としますが、質問ありますか。
（なし）
次に議案の審議に入りますが、審議の前に、委員の皆様にお諮りいたします。
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議案第 16 号は、教科書採択に関する案件であります。教科書は、市町村教育委員会が
議決したのち、結果を富山県教育委員会に報告することになります。採択期限は、義務
教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律施行令第 14 条の規定により、８月 31
日までとされております。
富山県教育委員会では、この期限までに全ての市町村の採択結果を集約し公開するこ
ととしており、他の市町村の採択への影響、採択の公正性を確保するため、県内全市町
村の採択結果が出揃ったあとに公開することとされています。従いまして、それまでは、
市町村の採択結果は非公開の取扱となります。
お諮りします。地方教育行政の組織及び運営に関する法律第 14 条第７項に「教育委員
会の会議は公開する。ただし、人事に関する事件その他の事件について、教育長又は委
員の発議により、出席委員の３分の２以上の多数で議決したときは、これを公開しない
ことができる。
」と規定されております。
この議案については、本規定のその他の事件に該当する案件として、非公開とするこ
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、本件については、非公開と決定しました。
（※以下非公開）
（※非公開案件の審議終了）

教育長

以降の会議は、通常通り公開とします。
次に「議案第 17 号 教育課程特例校指定変更申請について」説明願います。

学校教育課長

変更の概要は、平成 18 年度からの黒部国際化教育特区を経て、平成 21 年度から教育
課程特例校として取り組んでいる英会話科について、平成 29 年度末となっている文部科
学省の承認期間を延長するものであります。また、平成 32 年度からの小学校学習指導要
領の改訂により、現在の外国語活動が教科化（英語）されることに先立ち、移行期間と
なる平成 30 年度及び 31 年度における英会話科時数の一部変更であります。
（以下、申請概要（変更点と理由）
）
１ 教育課程特例校の指定期間の変更（延長）
２年間（平成 30～31 年度）延長する。
２ 授業時数の変更
(1)小学校５、６年生の英会話科の時数を現行の 35 時間から 50 時間とする。
（※外国語活動の 35 時間に総合的な学習の時間 15 時間を加える。）
(2)中学校２年生の英会話科の時数を現行の 35 時間から 25 時間に削減する。
（※削減した 10 時間は、総合的な学習の時間に戻す。）
１の変更理由
(1)足掛け 12 年間の取組の成果をさらに高めるため。
(2)平成 32 年度から実施される新学習指導要領への円滑な移行を図るため。
(3)第２次黒部市総合振興計画後期計画、黒部市教育大綱において、英会話科
を核とした国際化教育を推進していくことが明記されているため。
２の変更理由
(1)平成 32 年度全面実施の新学習指導要領の移行期間（30～31 年度）における
文部科学省が示した、小学５、６年生が履修すべき外国語活動の授業時数の時
間（50 時間）及び内容を達成するため。
(2)従来から中学２年生が取り組む「社会に学ぶ『14 歳の挑戦』」事業の一層の
拡充に対応するため。
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教育長

委員

何か質問等ありますか。
（委員より、申請内容の一部の表現等について意見あり）
議案を採決します。議案第 17 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

ご異議なしであります。議案第 17 号は、基本的な変更点について原案のとおり決しま
す。なお、委員からご指摘いただいた点については、精査・修正したうえで提出します。
次に報告に移ります。
「報告１ 第１回黒部市立中学校統合準備委員会の協議結果と
「学校名の公募」について」報告願います｡

学校教育課長

去る６月 30 日、黒部市立中学校統合準備委員会が設置され、いよいよ統合に向けた協
議がはじまりました。委員会は、市内４中学校の校長及び教頭、全小中学校のＰＴＡ会
長で構成され、学校名の選定方法等について協議されました。
※以下、主な協議結果
・一般公募を実施すること。
（期間：８月１日～31 日）
・応募は市民に限らないこと。
・既存の学校名は選定協議の対象に含めないこと。
・応募数の多少で決定しないこと。
（協議によって選定）
・応募用紙の配置と提出場所を地区公民館､中央公民館､市役所とすること｡ など
また、７月６日には、制服や体操服について検討する専門部会が開催され、８月２日
には、第２回会議を予定しております。

教育長

何かご質問はありませんか。
（なし）
次に「報告２ 「桜井・宇奈月統合中学校」校舎完成式及び見学会について」報告願
います｡

学校教育課長

桜井中学校の新校舎が完成したことに伴い、以下の行事を実施します。
１ 桜井中学校旧校舎見学会
〔日時〕８月３日（木）～４日（金） 14:00～18:30〔対象〕市民等
２ 桜井・宇奈月統合中学校校舎完成式
〔日時〕８月 26 日（土）
9:30～10:50〔対象〕関係者
３ 同 新校舎見学会
〔日時〕８月 26 日（土）
13:30～16:30〔対象〕市民等

教育長

次に「報告３ 各課等の事業報告（経過・予定）
」について報告願います。

学校教育課長

〔経過事業〕
○６月 30 日 黒部市立中学校統合準備委員会（市役所）
○７月 ６日 黒部市立中学校統合準備委員会制服・体操服選考専門部会（市役所）
○７月 24 日 第１学期終業式（幼稚園・小中学校）
〔予定事業〕
○８月 １日～31 日 統合中学校名の一般公募（地区公民館ほか）
○８月 ２日 第２回制服・体操服選考専門部会（市役所、高志野中学校）
・宇奈月と桜井、鷹施と高志野の統合部会がそれぞれ開催されます。
○８月 ３日 新ＡＬＴ着任辞令交付式（市役所）
○８月 ３日・４日 桜井中学校旧校舎見学会（桜井中学校）
○８月 16 日～18 日 英語サマーキャンプ（あこや～の）
・市内小学校５、６年生 40 人、中学生 12 人が参加し、ＡＬＴと寝食を共にし、英語に
親しみ、英語を学ぶことやコミュニケーションの楽しさを実感してもらいます。
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○８月 26 日 桜井・宇奈月統合中学校校舎完成式・見学会（桜井中学校）
生涯学習課長

〔経過事業〕
○７月 ４日 黒部市地域観光ギャラリー展示変更検討委員会（市役所）
・委員８人で構成し、①絵画「黒部川」の移設と移設後のスペースの活用、②休憩スペ
ースの活用、③地階のダイナマップ航空写真地図スペースの活用、④２階や地階への
誘導を促す階段入口の活用について検討します。
○７月 ５日 黒部市ＰＴＡ連絡協議会との懇談会（桜井中学校）
・議題として、①ＳＮＳトラブルへの対策、②中学校の統合計画、③いじめ･不登校の状
況と児童生徒への指導、④学校施設の改善（エアコンの設置）
、⑤親学び講座などにつ
いて、各担当から説明したのち、意見交換が行われました。
○７月 ６日 (仮称)音沢交流センター新築工事安全祈願祭（音沢親水公園）
・施設の概要は、木造平屋建て、延べ床面積は 478 ㎡で、体育館、調理室、研修室、和
室などであります。木材を重ねた「重ね梁」を使用する構造を予定しております。
〔予定事業〕
○７月 30 日 黒部川水のコンサート＆フェスティバル（黒部川公園）
○８月 ４日～11 月 26 日 「黒部川の洪水・治水のあゆみ」
（歴史民俗資料館）
・上記予定事業の２件のほか「身体表現／リズム／記憶」
（市美術館：７月 15 日～９月
３日）
、｢黒部の世界一！パンダ石のひみつ」
（吉田科学館：７月 22 日～９月３日）
、
「オ
リジナル番組 黒部の猫又」
（吉田科学館：７月 22 日～10 月 15 日）について、お手
元にチラシを配布いたしました。お時間のある方は、ぜひ、足を運んでください。

スポーツ課長

〔経過事業〕
○７月 ２日、９日 第 12 回黒部市民体育大会（各競技会場）
・野球は、雨の影響で中止となりましたが、他の競技は、予定通り実施されました。
・各地区の総合得点では、石田地区が２位以下を大きく離しており、10 月の陸上競技を
待たず総合優勝という状況となりました。
○７月 ３日 黒部市「2020 東京オリンピック・パラリンピック」バレーボール競技事
前キャンプ誘致推進実行委員会（市役所）
○７月 15 日 全国高等学校野球選手権富山県大会（宮野球場）
・16 日と 21 日と合わせ３日間、１、２回戦の全６試合が開催されました。
○７月 22 日～24 日 第 70 回富山県民体育大会中心会期（県内一円）
○７月 25 日第 34 回カーター記念黒部名水マラソン第５回実行委員会（市役所）
・第 34 回大会の結果報告、第 35 回大会を通常の時期となる、５月 27 日の日曜日の開催
が決定されました。
○７月 27 日 ＫＵＲＯＢＥアクアフェアリーズの法人化
・Ｖリーグ機構のライセンス資格の取得が必要とされていましたが、昨日、一般社団法
人化の手続きが完了いたしました。
〔予定事業〕
○８月 14 日～17 日 東京 2020 オリンピック・パラリンピックバレーボール競技事前合
宿誘致事業 日立リヴァ―レ女子バレーボールチーム合宿（総合体育センター）
・期間中は、アクアフェアリーズとの強化合宿や小中学生を対象としたバレーボール教
室の開催、市民向けの公開試合（16 日、午後２時）を予定しています。

図書館長

〔経過事業〕
○７月 １日～30 日 「日本を知ろう・世界を知ろう」75 冊 (図書館)
○７月 ５日～30 日 「恐竜えほん特集」40 冊 (宇奈月館)
○７月 ８日～９日 「鉄道模型であそぼう」参加者 141 人[大人 68 子供 73 人]（宇奈月館)
○７月 13 日～８月 30 日 ｢夏休み自由研究＆課題図書展」 120 冊 （宇奈月館）
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○７月 20 日～８月 30 日 ｢夏休み自由研究＆課題図書展」 300 冊 （図書館）
○７月 20 日 ｢科学道 100 冊特集」 75 冊 （図書館）
〔予定事業〕
○８月 １日～８月 30 日 「調べて、まとめて、発表しよう！」
（図書館）
○８月 ２日～８月 30 日 「むし博士に贈る絵本特集」
（宇奈月館）
〔その他〕
○フェイスブックの状況(Ｈ29 年６月分)
・｢いいね」349 人、アクセス人数 762 人、海外アクセス４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７月１日現在累計）
・開催回数 147 回、参加者 1,426 人(うち子ども 771 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６月末累計）
・未就学児連れ親子
月曜日 146 人（ 3％）
、火曜日 563 人（10％）
、水曜日 536 人（ 9％）
木曜日 393 人（ 7％）
、金曜日 395 人（ 7％）
、土曜日 2,139 人（37％）
日曜日 1,589 人（27％）
合計：5,761 人（100％）
学校給食
センター所長

〔経過事業〕
○７月 21 日 第１学期学校給食終了（幼稚園・小学校）※中学校は 24 日
○７月 25 日 給食施設における衛生管理講習会（市役所）
〔予定事業〕
○８月 25 日 栄養教諭・学校栄養職員研修会（富山市）
・栄養教諭、給食調理員を対象とした研修会が予定されております。

教育長
教育部長

教育長
学校教育課長

教育長

各課報告について質問ありますか。
生涯学習課から報告がありました「黒部市地域観光ギャラリー展示変更検討委員会」
について補足説明いたします。地域観光ギャラリーは、新幹線の黒部宇奈月温泉駅前に
ある施設であります。現在、２階に展示されております戸出喜信さんの絵画「黒部川」
について、あの場所ではせっかくの作品が映えないなどの意見をいただいています。
それらの経緯も踏まえ、現段階では、作品をセレネに移す方向で検討しております。
このことから「黒部川」の移設後の展示スペースや地下スペースの活用方法も含めて、
委員会を立ち上げ検討していくというものです。８月１日には、２回目の会議を予定し
ており、最終的には９月市議会に提案していきたいと考えています。
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確認）
○教育委員会８月定例会【日時】８月 25 日（金）午後１時 30 分【会場】201 会議室
○教育委員会９月定例会【日時】９月 27 日（水）午後１時 30 分【会場】201 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８月 25 日
署名人 黒部市教育委員会 教育長

国香 正稔
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