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教育長

只今から、黒部市教育委員会８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､「７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。
（一部文字修正の意見あり･･･修正の後、署名）
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）８月 ３日 新任ＡＬＴ着任辞令交付（市役所）
（２）８月 ４日 根室市中高生友好のかけはし事業（市役所ほか）
（３）８月 14 日～17 日 東京 2020 ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ･ﾊﾟﾗﾘﾝﾋﾟｯｸﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ競技事前合宿誘致事業
（総合体育センターほか）
（４）８月 16 日～18 日 英語サマーキャンプ（あこや～の）
２ 出席した会議等の概要報告について
（１）８月 １日 第２回地域観光ギャラリー展示変更検討委員会（市役所）
（２）８月 22 日 富山県教育行政に対する要望事項策定委員会（富山市）
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 27 日(木) 午前 11 時 10 分／たかせ小前道路
・中１男子生徒が、11 時 30 分から始まる学校での勉強会に参加するために自
転車で走行中、Ｔ字路左側から来た自動車と接触した。
・当日の午後４時頃、保護者と病院を受診した結果、異常はなかった。７月 31
日のバドミントンの部活動に参加している。

〔その他の事故〕
①７月 24 日(月) 午後４時 10 分／柔道部の活動中
・中３男子生徒が二人組で柔道の乱取りをしていた際、右手首を骨折し救急車
で市民病院に搬送した。現在は、治癒し普段通り生活している。
②８月 ４日(金) 午前 11 時 20 分／登校日の帰りの会
・小１女子児童が水泳とハンカチおとしのゲームをした後の帰りの会直前に熱
性痙攣により意識がなくなったので、黒部市民病院に救急車で搬送する。溶
連菌による発熱が要因であろうと診断を受けた。
・１時間程度病院で安静にした後、母親と帰宅する。午後６時 40 分、校長と
担任が家庭訪問をした際には、当該児童と会話ができた。
（２）不審者情報等（なし）
（３）鳥獣出没情報（なし）
（４）いじめ（７月報告分）
小学校 新規認知件数３、指導中３（うち継続３）
中学校 新規認知件数１、指導中１（うち継続０）
（５）市内在学児童生徒数の状況（８月１日現在）
小学校 前月比１人増加 児童数 2,143 人
中学校 前月比０人
生徒数 1,099 人
小中合計 3,242 人
教育長
委員

以上、教育長報告としますが、質問ありますか。
児童生徒の事故報告の文章中、救急搬送された場合の搬送手段（救急車、タクシー等）
の表記について検討されるようお願いします。

教育長

児童生徒が交通事故後にあった場合、大きなケガではなくても万一に備え、必ず病院へ
行くよう児童生徒だけでなく保護者にも伝えておく必要があると思います。
次に報告に移ります。
「報告１ 平成 29 年度９月補正予算（教育委員会関係）の概要
について」報告願います｡

教育部長

教育委員会関係の補正予算の概要についてであります。学校教育課、生涯学習課、ス
ポーツ課を合わせて７件ありまして、合計で 60,384 千円の追加補正であります。
１ 教育総務費－事務局費－基金積立金
補正額は 320 千円で、ふるさと黒部サポート寄附 10 件分を教育分野に関する事業に対
する寄附ということで、教育文化振興基金に積み立てるものです。
２ 小学校費－学校管理費－小学校施設維持管理費
補正額は 800 千円で、防犯カメラ設置工事費であります。生地小学校が県の委託事業
として実施される実践的防災教育総合支援事業の実施校となるため、防犯カメラを設置
するものであります。費用は全額、県の委託金で整備するものであります。
３-１ 小学校費－教育振興費－小学校就学援助費
補正額は 609 千円で、平成 30 年度に入学する要保護準要保護児童の就学援助費のうち
「新入学児童学用品費」について、これまでは、就学後に支給していたものを、就学前
に支給するものです。
３-２ 中学校費－教育振興費－中学校就学援助費
補正額は 759 千円で、小学校と同様、就学後に支給していたものを、就学前に支給す
るものです。
４ 総務費－総務管理費－企画費－主要施策推進費
補正額は 22,738 千円で、現在、地域観光ギャラリー内にあります絵画「黒部川」をセ
レネ美術館に移設し、絵画「黒部川」が展示されていた場所を展示空間として整備し、
併せてギャラリーの一部を改修しようとするものであります。
５ 社会教育費－社会教育振興費－市民交流センター整備事業費
補正額は 6,758 千円で、施設の運営計画の検討・策定を進めるものであります。

６ 社会教育費－文化振興費－芸術文化推進事業
補正額は 1,000 千円で、
「第９回シアター・オリンピックス」の開催準備経費の開催地
負担分であります。世界的な舞台芸術祭であるシアター・オリンピックスは 2019 年の８
月から９月の間で、南砺市と当市において開催される予定となっており、２年後の開催
準備として招致活動、事務費、広報費の経費の一部を負担するものであります。
７ 保健体育費－スポーツ振興費－地域スポーツ振興事業
補正額は 27,400 千円で、スポーツ大会の全国・ブロック大会の出場が例年より多い状
況となっており、派遣・激励費の不足を見込み 194 千円、優秀スポーツクラブ育成に対
する指定寄附に伴う教育文化振興基金へ 24,100 千円を積み立てるものであります。
教育長

何かご質問はありませんか。
（なし）
次に「報告２ 黒部市くろべ結婚応援サポーター「こいサポ」設置要綱の制定につい
て」報告願います｡

生涯学習課長

４月に設置した結婚支援プロジェクト委員会において、他の先進事例を参考に「結婚
応援サポーター」の設置を検討してきました。愛称を「こいサポ」とし、結婚を希望す
る人や親族からの相談を受け、アドバイス業務や相談窓口、婚活イベントなどの紹介、
結婚支援希望者の登録を促し、マッチングの実施など、結婚に繋がる支援活動を考えて
おります。支援活動に際しては、個人情報の取扱いやプライバシーの保護の観点から、
設置要綱を制定いたしました。
結婚応援サポーターとして、結婚支援プロジェクト委員会の構成団体である、くろべ
女性団体連絡協議会、男女共同参画推進員黒部市連絡会、黒部商工会議所青年部から 19
人の方々にお引き受けいただき、８月２日には、心構えなどの研修を終え、８月 28 日に
は、登録証を交付し、活動をスタートする予定であります。

教育長

何かご質問はありませんか。
（なし）
次に「報告３ 平成 29 年度教育委員会事務の点検・評価（平成 28 年度事業分）の諮
問について」報告願います｡

教育部長

平成 29 年度教育委員会事務（平成 28 年事業分）の点検・評価についての諮問であり
ます。点検・評価は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第 26 条の規定に基づき
実施するもので、このたび、自己点検・評価を事務局サイドにおいて行いましたので、
黒部市教育振興協議会規程に基づき、教育振興協議会に諮問する予定であります。
教育振興協議会の皆さんには、８月 29 日と９月 15 日の２回にわたり審議いただき、
報告書として取りまとめのうえ教育委員会に答申されることになります。その答申を受
けて９月の定例教育委員会において議案として提案し、ご承認いただければ、学識経験
者の意見を添えて、12 月の市議会に報告する予定であります。その後、ホームページ等
で公表するものであります。
内容は、平成 28 年度黒部市教育の方針に掲げる施策分野の個別事業を対象としてお
り、その対象事業数は 58 件であります。
所管別の内訳件数は、学校教育課が 26 件、生涯学習課が 17 件、スポーツ課が 11 件、
図書館が２件、学校給食センターが１件、こども支援課が１件となっています。
評価別件数は、目標を十分に達成し、期待以上の成果（100％以上の成果）が得られた
ＡＡ評価が５件、目標を概ね達成し、ほぼ期待通りの成果（80％～100％未満の成果）が
得られたＡ評価が 48 件、目標を半分以上達成し、ある程度の成果（60％～80％未満の成
果）が得られたＢ評価が５件となっています。以上であります

教育長

何かご質問はありませんか。
（なし）

委員

教育用語的には、
「評価」ではなく「評定」がよいのではないか。

委員

一般的には「評価」が分かりやすいと思います。学校教育だけでなく、生涯学習やス
ポーツ分野の事業も含まれており、
「評定」というと学校現場での通信簿や勤務評定の際
の専門用語であり分かりづらいのではないかと思います。この報告書は、
「実施した事業
を評価する」という意味合いで「評価」としているのではないかと思います。
（事務局）地方教育行政の組織及び運営に関する法律第 26 条では、
「点検及び評価を行
う」とされている。

教育長

次に「報告４ 平第２次黒部市総合振興計画の策定状況について」報告願います｡

教育部長

黒部市では現在「第２次黒部市総合振興計画」の基本構想を策定中であります。基本
構想の最終案がお手元の冊子「第２次黒部市総合振興計画基本構想最終答申（案）
」であ
ります。市議会９月定例会において、この基本構想が議案として提出されます。また、
市議会 12 月定例会では、基本構想の前期５年間の具体的内容を定める前期基本計画が議
案として提出される予定です。
基本構想については、第１部「総論」
、第２部「基本構想」で構成されており、第２部
には第１章「目指すべき将来像」
、第２章「施策の大綱」
、第３章「人口の見通し」
、第４
章「土地利用方針」
、第５章「重点メニュー」となっています。この場で議論ということ
ではなく、９月市議会で議案として提出される段階となりましたので、委員の皆様への
情報提供ということで報告いたしました。以上であります。

教育長

昨日、黒部市が計画策定について諮問している黒部市総合振興計画審議会が開催され
たところであります。最終協議が行われ、８月 29 日には、市長に対して答申が行われる
予定です。

教育長

学校教育課長

何かご質問はありませんか。
（なし）
次に「報告５ 各課等の事業報告（経過・予定）
」について報告願います。
〔経過事業〕
○８月 １日～31 日 統合中学校名の一般公募
○８月 ２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（市役所ほか）
○８月 ３日～ ４日 桜井中学校旧校舎見学会（桜井中学校旧校舎）
○８月 16 日～18 日 英語サマーキャンプ（あこや～の）
〔予定事業〕
○８月 26 日 (仮称)桜井・宇奈月統合中学校校舎完成式（桜井中学校新校舎）
○８月 29 日・９月 15 日 黒部市教育振興協議会（市役所）
○８月 30 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（市役所ほか）
○９月 ４日～26 日 黒部市議会９月定例会（市役所）

生涯学習課長

〔経過事業〕
○７月 29 日 歴史講座「下新川の城郭と戦国時代」
（歴史民俗資料館）
・とやま歴史的環境づくり研究会 代表 高岡 徹氏を講師に迎え開催され、50 人の参加
がありました。
○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）
・6,900 人の参加があったと報告されております。
○８月 ４日～11 月 26 日 特別展｢直轄河川 80 年記念 黒部川の洪水・治水のあゆみ｣
(歴史民俗資料館)
・開会式、展示説明が行われ、招待者など 32 人が出席されました。
○８月４日～８日 根室市中高生友好のかけはし事業（市内）
・根室市から中学生７人、高校生２人、引率２人が来市されました。北陸新幹線黒部宇

奈月温泉駅に到着された後、市役所を表敬訪問され、市長、議長、教育長等が対応し
ました。５日には地域観光ギャラリーと吉田科学館を見学し、６日には北方領土の元
島民の話を聞き、市内中学生８人との交流会や生地「魚の駅」にて北方領土返還署名
活動を行い、８日まで黒部市内で研修されました。
〔予定事業〕
○８月 28 日 くろべ結婚応援サポーター「こいサポ」登録証交付式（市役所）
○８月 29 日 第３回地域観光ギャラリー展示変更検討委員会（市役所）
○８月 31 日 第１回愛本刎橋調査委員会（市役所）
・このほか各種会議や行事が開催されます。また、
「美術館の事業」
、
「美術展の作品募集」
のチラシをお手元に配布いたしました。
スポーツ課長

〔経過事業〕
○８月 ９日 富山県民体育大会黒部市選手団反省会（市民会館）
・総合成績は、一般が４位、中学生が 10 位という結果でありました。
○８月 14 日 内山・愛本地区区民体育大会（内山・愛本地区）
○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）
・16 日に開催されたアクアフェアリーズとの公開試合には、1,000 人の観客が来場され
ました。試合は、アクアフェアリーズが勝利しています。また県内小中学生を対象と
したバレーボールクリニック（バレーボール教室）には 182 人の児童生徒に参加いた
だきました。
〔予定事業〕
○８月 30 日 黒部市「2020 東京オリンピック・パラリンピック」アーチェリー競技事
前キャンプ誘致推進実行委員会（市役所）
○９月 22 日～24 日 黒部市「2020 東京オリンピック・パラリンピック」アーチェリー
競技事前キャンプ誘致推進事業 日本代表Ｕ－20 合宿（中ノ口緑地公園）
・日本代表選手２名が全日本チームのヘッドコーチであるキム・サンフン氏とともに来
市し、合宿期間中には、小中高生に対するアーチェリー教室も予定されています。
○その他
・日程は未定でありますが、東京オリンピック・パラリンピックのバレーボール競技の
事前キャンプ誘致推進事業として、東京と名古屋で「ワールドグランドチャンピオン
ズカップ 2017」という国際大会が開催されます。県バレーボール協会の西川会長を通
じて、外国チームとの接触について相談しており、条件が整えば、市長、教育長によ
るトップセールスを実施したいと考えています。

図書館長

〔経過事業〕
○８月 １日～30 日 「調べて、まとめて、発表しよう」60 冊 (図書館)
○８月 １日～30 日 「2017 上半期ベストリーダー展」100 冊 (宇奈月館)
○８月 ２日～30 日 「むし博士に贈る絵本特集」60 冊（宇奈月館)
○８月 19 日 上映会｢ドナルドダック１｣（宇奈月館）
・大人 11 人、子供 14 人の参加がありました。
〔予定事業〕
○９月 １日 「日本語って、こんなにおもしろい！」
（図書館）
○９月 ２日～10 月１日 「おしごと絵本特集」
（宇奈月館）
○９月 18 日 「モザイクコースターをつくろう」
（図書館）
・市美術館の出前事業と併せ、図書館の関連する本の展示を行います。
（先着 15 名）

〔その他〕
○フェイスブックの状況(Ｈ29 年７月分)
・｢いいね」352 人、アクセス人数 536 人、海外アクセス８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 29 日現在累計）
・開催回数 151 回、参加者 1,463 人(うち子ども 791 人)、平均参加者 10 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７月末累計）
・未就学児連れ親子
月曜日 160 人（ 3％）
、火曜日 577 人（ 9％）
、水曜日 558 人（ 9％）
木曜日 407 人（ 7％）
、金曜日 413 人（ 7％）
、土曜日 2,309 人（37％）
日曜日 1,728 人（28％）
合 計 6,152 人（100％）
学校給食
センター所長

〔経過事業〕
○８月 ９日 学校給食調理発表会（富山市〕
○８月 10 日 学校給食調理技術講習会（富山市）
○８月 25 日 栄養教諭・学校栄養職員研修会（富山市）
・給食のない夏休み期間を利用し、給食関係職員の各種研修会が開催されています。
〔予定事業〕
○９月 １日 第２学期学校給食開始（幼稚園・小中学校）
○９月 22 日 黒部地場産学校給食の日（第２回）
（幼稚園・小中学校）
○９月 25 日 社会に学ぶ「14 歳の挑戦」受入
・25 日の月曜日から 29 日の金曜日までの１週間、中学生を受け入れます。

教育長

各課報告について質問ありますか。

委員

中学校の統合の件で教えてください。制服・体操服について協議されていますが、
（学
校指定の）制服・体操服が必要だということを前提に話し合われているのですか。必要
ないという意見を言われる方はおられますか。

学校教育課長

これまでの協議におきましても、制服や体操服は必要ないという意見はありません。
制服と体操服は必要という前提で協議が進められており、現在は、統合後の新しい体
操服について話し合われています。

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。
（今後の日程について確認）
○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
○教育委員会 10 月定例会【日時】10 月 27 日(金）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９月 27 日
署名人 黒部市教育委員会

国香 正稔

神保 竜

