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教育長

只今から、黒部市教育委員会９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､「８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。
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 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）
(２)2020 東京オリパラ事前キャンプ誘致事業
９月 22 日～24 日 アーチェリー競技：日本代表Ｕ-20 合宿（中ノ口緑地公園）
２ 出席した会議等の概要報告について
(１)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）
(２)８月 30 日 2020 東京オリンピック・パラリンピック事前キャンプ誘致事業
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）
(３)８月 31 日 第１回愛本刎橋調査委員会（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）
＜前回会議以降、今日までの間）＞
(１) 児童生徒の交通事故等
〔交通事故〕
４件（児童０件、生徒４件）
〔その他の事故〕
２件（児童２件、生徒０件）
(２) 不審者情報等 ４件（市内１件、近隣３件〔魚津１、入善２〕
）
(３) 鳥獣出没情報 ４件（全件市内）
(４) いじめ（９月報告分）
・小学校 新規認知件数０、指導中３、見守り中５

1

・中学校 新規認知件数０、指導中０、見守り中３
(５) 市内在学児童生徒数の状況（９月１日現在）
・小学校 前月比１人増加 児童数 2,144 人
・中学校 前月比０人
生徒数 1,099 人
小中合計 3,243 人
・幼稚園 前月比０人
児童数 00104 人（こども園含む）
教育長

以上、教育長報告としますが、質問ありますか。

委員

児童生徒の交通事故は自転車によるものがほとんどです。児童生徒への指導、注意喚
起はあたりまえですが、車を運転する我々自身も気をつけなければならないと思いまし
た。

教育長

次に議案の審議に移ります。
「議案第 18 号 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）について」事務局より説明願います。

教育部長

平成 29 年度教育委員会事務（平成 28 年度事業分）の点検・評価報告書につきまして
は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第 26 条の規定に基づき作成しています。
報告書は、事務局サイドで自己点検・評価したものを、８月 29 日と９月 15 日の２回
にわたり教育振興協議会において、第三者の目線で再評価いただき答申されたものを議
案として提出しております。
承認されれば学識経験者の意見を添えて、12 月の市議会への報告、市ホームページ等
で公表する予定であります。
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
おり事業数は 58 件であります。事業の所管別内訳は、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。
審議の結果は、期待以上の成果が得られたＡＡ評価が５件、期待どおりの成果が得ら
れたＡ評価が 49 件、ある程度の成果が得られたＢ評価が４件であります。なお、教育振
興協議会の審議ではＢ評価からＡ評価に格上された事業が１件ありました。以上であり
ます。

教育長

何かご質問はありませんか。

委員

教育振興協議会の審議のなかで、委員からの個別事業に対する特徴的な意見などがあ
れば教えてください。

スポーツ課長

まず、Ｂ評価からＡ評価に格上げとされた個別事業は、事業名「選手強化」でありま
す。富山県民体育大会や富山県駅伝競走大会など、成績が振るわなかったわけですが、
出場選手自身の頑張りを評価すべきとの理由でありました。

学校教育課長

事業名「情報教育」では、教職員のパソコン充足率が国の目標値を上回っているが、
児童生徒のパソコンが不足している。児童生徒のパソコン整備を進めてほしいとの意見
がありました。

生涯学習課長

事業名「市民大学講座・市民カレッジ事業」では、夜間教室の開催について、市民ニ
ーズを捉えながら今後も継続していくべきとのご意見をいただきました。
事業名「配偶者等暴力被害者相談事業」では、ＤＶ対策として女性の被害を想定して
いるが、男性も含めた対策が必要であり、ＤＶを未然に防ぐためのＰＲも必要との意見
をいただきました。

委員

評価によって、各事業の今後への対応は変わるのでしょうか。
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学校教育課長

点検・評価では、個々の事業をＰ（プラン）Ｄ（ドゥ）Ｃ（チェック）Ａ（アクショ
ン）に基づき検証しています。評価の結果によって、状態を維持するもの、より良い状
態を目指すもの、見直しや改善を図るものなど様々な対応があると思います。
従いまして、今後への対応という意味では、少しずつ変わっていくものと考えており
ます。

委員

前回意見のあった、
「評定」と「評価」という用語の使用についての見解は。

学校教育課長

法律に定める用語「評価」を使用させていただいています。

委員

事業名「幼・保・小・中学校の連携」で、
「幼児観察・連絡会」の記述中、保護者の教
育的ニーズとあります。幼児が小中学生となると個別の指導計画や教育支援計画に沿っ
た教育を受けることになりますが、せっかく作った計画が活用されていない状態であっ
たり、保護者のニーズが学校現場に反映されていないことなどが心配されます。
特別支援教育の話になりますが、個別の教育支援計画の作成に保護者が関与している
のか、あるいは、保護者面談を経て見直しがなされているのかということが問題になり
つつあるということを認識しておいていただきたいと思います。

学校教育班長

教育支援計画は、１校を除いて作成しておりますが、ご指摘のとおり積極的に活用さ
れていない状況であります。現在、統一した個別の教育支援計画の様式を作ろうという
ことで話を進めており、来る 10 月６日の小中学校長研修会に提案する予定であります。
もう一つ進めているのが「教育支援ファイル」というものがありまして、幼少期から
の子どもの状況について、保護者とのやりとりを記録したものであります。過去に試験
的に実施したことがあり、大変効果的だったということで、本格実施についても検討し
ているところであります。

委員

事業名「学校評価の取り組み」のアクションプランの記述で、
「教職員の協働体制が図
られているか検証している」とあるが、どのようなことか。

学校教育班長

「いじめ」に関わる部分の協働体制として、何をもって「いじめ」と判断するか、また、
どのように対応するのかなどの統一した認識がないと、しっかりした協働体制は図れな
いという趣旨で記述しております。

委員

同じ事業の中、もう一点、
「学校評議員制度」についても記載されています。以前、若
栗小学校の学校要覧が大変すばらしいと申し上げましたが、こういった良いものを積極
的に外部に発信していくことも大事だと思います。市広報と一緒に地域に配布すること
もひとつの方法だと考えています。

学校教育班長

学校要覧については、全保護者と振興会にお渡ししているほか、学校のホームページ
に掲載しておりますが、その他の情報発信については、検討させてください。
町内会で配布している例はあるのか。

教育長
教育部長

学校教育班長
委員

ＰＴＡが作成する会報は、子どもがいない家庭も含めＰＴＡによって全戸配布されて
いますが、学校要覧の配布については、現在、事例はないと思います。
学校要覧について、子どもがいない家庭への配布について、検討したいと思います。
事業名「婚活事業」について、地域性もあると思いますが、新聞報道では、南砺市が
成功しているようです。黒部市においても男女共同参画推進員や商工会議所とも連携し、
成果が上がってくれることを期待しています。
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教育長

委員

ほかにありませんか。
（なし）
たくさんのご意見をいただきありがとうございました。点検・評価については、議案
でありますので、採決したいと思います。
「議案第 18 号平成 29 年度教育委員会事務の点
検・評価（平成 28 年度事業分）について」は、原案のとおり決することにご異議ありま
せんか。
なし

教育長

ご異議がないようであります。議案第 18 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 愛本刎橋調査委員会設置要綱の制定について」報告願
います｡

生涯学習課長

「愛本刎橋」につきましては、以前から地元や議会から注目されており、復元要望も
寄せられているところでありますが、現時点では、復元計画はありません。
しかしながら、
「愛本刎橋の柱脚跡」は保存し、次世代に継承させていくことは必要と
考えております。この「愛本刎橋の柱脚跡」に「文化的価値」があれば、
「史跡」として
指定し、保存・継承ということができますので、市として、調査を実施するものであり
ます。そこで、文化財保護審議会での協議では、独自に調査が困難との判断がありまし
たので調査に必要な専門家による調査委員会を設置することになりました。
去る８月 22 日に開催した文化財保護審議会で、調査委員会のメンバー、調査方法、ス
ケジュール等を報告し、ご了承していただき、８月 31 日には、第１回の調査委員会を開
催し、委員の委嘱、調査方法・スケジュールについて協議していただきました。
この調査委員会の設置・運営にあたり、必要な事項を規定したものが、この「調査委
員会設置要綱」であります。今後、測量等の現地調査を実施する計画であります。

教育長

何かご質問はありませんか。
（なし）
次に「報告２ 平成 29 年度黒部市自治功労表彰及び黒部市表彰の被表彰候補者につい
てについて」報告願います｡

教育部長

資料では、被表彰候補者となっています。明日の庁議において最終決定される予定で
あります。表彰式は、11 月３日の文化の日、コラーレで行われます
まず、黒部市自治功労表彰は、教育委員などの行政委員を対象とした表彰であります。
今回は、去る５月、任期満了により教育委員を退任された大丸勝男さんを内申してお
ります。次に黒部市表彰でありますが、各種分野においてご功績のあった個人、団体を
表彰するものであります。今回は、伝統行事である下立の獅子舞を継承している下立青
年団を内申しております。
（※９月 28 日の庁議にて確定した。
）

教育長

何かご質問はありませんか。
（なし）

教育長

次に「報告３ 平成 30 年度保育所・こども園・幼稚園の入所受付について」報告願い
ます｡

こども支援課長

来年度の入所受付について、書類配布は 10 月 10 日から、受付期間は、10 月 23 日か
ら 11 月 10 日までとなっております。窓口は、市役所こども支援課のほか、市民サービ
ス課（宇奈月）
、各保育所、こども園、幼稚園でも実施します。周知については、市広報
10 月号、市ホームページ、ケーブルＴＶ等で行います。

教育長

何かご質問はありませんか。
（なし）
次に「報告４ 黒部市議会９月定例会議案について」報告願います｡

教育部長

昨日、閉会しました市議会９月定例会で可決しました教育委員会関係の議案について
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であります。まず、補正予算の議案につきましては、教育委員会８月定例会資料に記載
のとおりでありますが、すべての補正予算が原案のとおり可決されました。
ただ、
（仮称）くろべ市民交流センター（以下「交流センター」
）の建設事業にかかる
補正予算については、一部全会一致ではなかったことから、可決までの経過を申し上げ
ます。
まず、議案の審議は、教育委員会を所管する総務文教委員会において審議され、その
後、最終日の本会議で採決という流れになります。今回提案しておりました、交流セン
ターの補正予算の内訳は、
学識者等報償費・旅費 699 千円、境界測量業務委託料 3,796 千円、
施設管理運営計画策定等業務委託 2,250 千円、事務費 13 千円でありましたが、境界測量業務委
託料を除く、合計 2,962 千円について、認められないという意見がありました。前段の総務文教委
員会では、賛成３、反対２で委員会としては可決されました。続く、本会議では５名の
反対議員から同予算部分を除く修正議案が提出され、採決の結果、修正議案は否決され
ました。その後、修正前の議案について採決の結果、賛成９、反対７となり、当初から
提出していた議案が原案のとおり可決されております。補正予算については以上です。
次に、契約に関する議案であります。
（仮称）桜井・宇奈月統合中学校屋内運動場・武
道場新築工事（建築主体）請負契約の締結（９億５千 40 万円）についてであります。１
億５千万円以上の契約が議会の議決事項となっています。この議案につきましては、原
案どおり可決されました。以上です。
教育長

教育部長

何かご質問はありませんか。
（なし）
次に「報告５ 黒部市議会９月定例会一般質問・答弁要旨について」報告願います｡
今回の定例会では、代表質問が１会派、個人質問が４人でありました。質問件数は大
項目６件、小項目 26 件にわたりました。時間の都合もありますので、主な項目のみ申し
上げます。
（以下、概要）
１ 代表質問－伊東景治 議員（会派：新樹会）
○新しい図書館と市民交流センターについて
〔質問要旨〕図書館所蔵資料等のデジタルアーカイブ化についての考えを伺いたい。
〔答弁要旨〕
“郷土のデジタルライブラリー”としての役割を果たすことの重要性も認識
している。今後は、歴史的重要度や公開資料としての適性などの整理を行い、先行事
例を参考にしながら、デジタルアーカイブ化への取組を検討していく。
〔質問要旨〕新図書館に市ゆかりの詩人、田中冬二記念コーナーを常設してはどうか。
〔答弁要旨〕市民の文化や歴史をつなぐ活動に役立つ図書館を目指すうえで、黒部ゆか
りの作家の展示は重要と考えている。今後、
「管理運営計画」や「基本設計」の中で「黒
部らしさ」を踏まえた展示方法について検討していく。
〔質問要旨〕市民交流センターの多目的ホールの規模と活用方法について伺いたい。
〔答弁要旨〕規模は 300 ㎡。市民会館や働く婦人の家などの利用状況等により設定。合
唱・ダンス等の発表会・講座・教室・講演会のほか、各種団体の総会・式典などのほ
か、新たなニーズを想定し、防音や照明、音響などの設備についても検討していく。
○教育と教育環境について
〔質問要旨〕鷹施・高志野統合中学校は、桜井中学校のコンセプトを取り入れて改修さ
れるのか、改修の規模、予算、完成までの計画について伺いたい。
〔答弁要旨〕改修にあたり、桜井・宇奈月統合中学校校舎の整備方針を踏まえ、各教室
（普通・特別・少人数）への確保、バリアフリー化、職員室の拡張、空調整備、洋式
トイレの導入を計画しているほか、駐車場の増設とスクールバスの駐車場を計画して
いる。校舎は平成 30 年度に着工、31 年末の完工を予定し、外構は 31 年度末までに完
了予定。

5

〔質問要旨〕通学路が変わる鷹施中学の生徒に対して、徒歩や自転車の通学路、通学バ
スなど、安全に通学できるよう、検討すべきである。
〔答弁要旨〕石田地区の生徒が利用する市道生地石田線について、歩道が整備されてい
ない区間（Ｌ＝530ｍ）への歩道設置の準備を進めている。
遠距離通学対策は、東布施・田家・石田の３つの地区を対象に、生徒の身体的、精
神的負担の軽減、黒瀬川や国道８号などの地理的条件など、総合的な観点から検討し、
黒瀬川以南をスクールバスによる対策を講じることとした。
２ 個人質問－橋本文一 議員
○小中学校のエアコンの設置について
〔質問要旨〕小学校の教室へのエアコンは設置済みだが、ランチルームにも設置が必要
と考える。また、中学校へのエアコンは、統合まで確実に設置すべきと考える。
〔答弁要旨〕小学校のエアコン整備は、教室等への整備を優先する方針を決定し、本年
６月末に整備を終えた。ランチルームについては、今回整備したエアコンの有用性を
検証し、設置の必要性を含め検討していく。中学校のエアコン整備は、統合に伴う新
築、改修に合わせてエアコン整備を行うこととし、平成 32 年度に迎える統合中学校２
校開校時には、全ての普通教室、特別教室、職員室へのエアコン整備を終える予定。
３ 個人質問－辻 靖雄 議員
○桜井中学校の新校舎周辺整備について
〔質問要旨〕登下校の安全な道路建設の計画を伺いたい。
〔答弁要旨〕学校正面から宮野方面への約 200ｍ区間に歩道整備を計画している。また、
市道荻生若栗線から学校敷地に直接入ることができる通学経路を整備する予定。
〔質問要旨〕グラウンド造成内容について伺いたい。
〔答弁要旨〕広さは、約 12,000 ㎡で、200ｍトラック、100ｍの直線コース、サッカー場、
野球場を設置する。水はけは、グラウンドに暗渠排水を施工し、良質な砂を施工して
十分な水はけを確保する。ランニングコースは校舎、グラウンドの外周を回遊出来る
１周約 580ｍのランニング走路を設置する。全天候型走路（タータン）は、直線 100
ｍの２レーンを整備する。
４ 個人質問－村井洋子 議員
○小中学校のエアコンの運用について
〔質問要旨〕良い環境で学習できるよう的確な運用が求められるが対応を伺いたい。
〔答弁要旨〕28℃を目安とし、建物の状況、室内にいる方の体調等を考慮し、状況に応
じた室温管理の取り組みをお願いしていく。
教育長

何かご質問はありませんか。
（なし）
次に「報告６ 黒部市立小中学校再編計画の今後について」報告願います｡

学校教育課長

略（計画の進捗状況及び児童数の現段階の推移予測等について報告）

教育長

何かご質問はありませんか。
（なし）
次に「報告７ 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〕
○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）
・午後の校舎見学会には 500 人を超える方々が訪れました。
○８月 29 日・９月 15 日 黒部市教育振興協議会（市役所）
・教育委員会事務の点検評価について長時間にわたりご審議いただきました。
○９月 ９日 中学校体育大会／16 日 小学校運動会
○９月 25 日～29 日（一部 30 日まで） 社会に学ぶ「14 歳の挑戦」
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・今週の月曜日から始まりあさってまで残り２日間となりました。生徒 359 人が 91 事業
所で体験活動を実施しております。
〔予定事業〕
○ ９月 29 日 平成 29 年度市町村教育委員研究協議会（富山市）
○10 月 ５日 第２回黒部市立中学校統合準備委員会（市役所）
・学校名の募集を小中学生には７月中、一般公募は８月に実施しました。小中学生から
は 1,381 票、一般からは 306 票が集まりました。これらの結果を参考としながら協議
が開始されます。
○10 月 ６日～14 日 姉妹都市研修事業メーコン・ビブ郡学生受入（ホームステイほか）
・６日に来日し東京で過ごした後、黒部には８日に来市します。今回は 15 人の学生が昨
年メーコンを訪問した生徒宅を中心にホームステイを実施します。なお、昨年 16 人の
中学生を派遣したところですが、受入を承諾いただけたのが７家庭のみでありました。
残る学生は、市職員、教育センターの職員にお願いし体裁を整えたところであります。
・本来の趣旨とすれば、訪問された生徒宅での受入が理想ですが、様々な事情等もある
なかで、今回の状況となりました。相互派遣のあり方や派遣の条件等について、今後
の課題として、検討していく必要があると考えております。
・なお、今年度は、姉妹都市提携 40 周年にあたる年であり、メーコン市長夫妻一行が来
市され、市長部局において記念式典や歓迎交流会を計画しており、委員の皆様にも出
席のご案内が送付されているかと思います。
※当初、学生 16 人が来市予定だったが、うち１人が交通事故でお亡くなりになられたこ
とを報告した。
○10 月の学校訪問（通常訪問研修）
・16 日（月）高志野中、17 日（火）若栗小、30 日（月）鷹施中、31 日（火）生地小
○10 月 20 日 黒部市小学校音楽会（コラーレ）
・今年度は、生地、たかせ、石田、村椿、宇奈月の５、６年生が参加します。
○中学校合唱コンクール・発表会（コラーレ、セレネ）
・21 日（土）鷹施、27 日（金）桜井、28 日（土）高志野、宇奈月
○11 月 ３日 黒部市表彰式（コラーレ）
・報告２の関連ですが、市の表彰式には企画政策課より委員の皆様方に招待状が発送さ
れる予定です。
生涯学習課長

〔経過事業〕
○８月 26 日 特別展講演会「黒部川直轄事業の歴史と今」
（歴史民俗資料館）
・国土交通省黒部河川事務所長の古本一司氏を講師に迎え、講演していただきました。
・直轄河川となって 80 年ということで企画され、55 人の参加がありました。
○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）
・３回にわたる検討により概ね改修の方向性が固まりましたので、その概要を申し上げ
ます。
※以下、資料「地域観光ギャラリー展示更新事業」の概要
【目的】
①来館者の意向に適った展示環境を提供する必要がある。
②立山黒部ジオパークの拠点施設としての展示が求められる。
③絵画「黒部川」の移設後の展示空間のあり方を検討する。
【変更方針】
①立山黒部ジオパークの魅力を一目で伝える展示製作
②展示空間の雰囲気を活かした休憩スペースの拡充
③明るく楽しい半地下空間への改良
④展示空間（２階、半地下階）への誘導強化
【委員構成】
委員８人（有識者５人、行政３人）
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【事業規模】･･･９月補正予算（原案可決）
①絵画「黒部川」移設費 738 千円
②地域観光ギャラリー展示更新事業 22,000 千円
【スケジュール】
①実施設計 平成 29 年 ５月から９月
②製作設置 平成 29 年 10 月から平成 30 年３月
【改修場所と内容】
①２階（絵画「黒部川」の移設後のスペース）
・人が入ることができる半立体の撮影スポットを設置するほか、立山黒部ジオパーク
の紹介やジオめぐりコースを紹介する。
②２階（休憩・展望スペース）
・利用者の要望などから飲食可能とする。
③半地下階
・親子づれ家族への対応として子どもの遊び場へ改良する。
④階段前スペース
・２階や半地下階への誘導表示を強化する。
等々であります。今後は、10 月末頃に業者と契約し、製作準備を進め翌年２月に絵画
「黒部川」を移設します。その後、工事に入り３月に完成と想定しております。
○９月 16 日～12 月 17 日 「佐々木愛展－風景と物語のあいだに」
（市美術館）
・初日にオープニングセレモニー開催され、50 人参加がありました。
○９月 16 日～18 日 湯の街ふれあい音楽祭 モーツァルト＠宇奈月（宇奈月温泉街）
・３日間の日程で開催され、宇奈月温泉街の宇奈月国際会館の他、各地で演奏が行われ
盛況であったと感じております。
〔予定事業〕
○ ９月 30 日 歴史講座｢黒部川の洪水と治水の基を拓いた先人たち｣(歴史民俗資料館)
○10 月 27 日 ジオパーク映画「剣の山｣試写会（吉田科学館）
・プラネタリウムドームで見るジオパーク映画の製作を進めており、11 月３日に公開す
る計画でありますが、その前に試写会をすることとし、教育委員の皆様の他、吉田科
学館振興協会財団役員、運営委員、撮影協力者、報道機関などにご案内する予定です。
○10 月 27 日～31 日 黒部市美術展（コラーレ）
・28 日に表彰式を行います。委員の皆様には、ご出席いただきたいと考えております。
○公民館まつりの日程
・市内 14 地区公民館、中央公民館で、10 月 21 日(土)から 12 月 17 日（日）までの間、
それぞれの日時、会場で実施されます。
（内容：略）
・委員には、お近くの公民館まつりにご都合のつく範囲でご覧いただきたいと思います。
スポーツ課長

〔経過事業〕
○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）
・設立会議として開催され、会長に市アーチェリー協会長の川上浩氏が就任されました。
○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、中ノ口並びに健康スポーツプラザで実施されました。キムコーチからは、健康
スポーツプラザについて、屋内で 70 メートルの矢を打てる施設は、国内では珍しく魅
力的とのご助言をいただいています。
○９月25 日 第72 回国民体育大会秋季大会並びに第17 回全国障害者スポーツ大会黒部
市出場選手激励会（市役所）
・委員各位にはご出席いただきましてありがとうございました。
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〔予定事業〕
○10 月 １日 秋季区民体育大会（市内 12 地区）
○10 月 ９日 エブリバディスポーツデイ（総合体育センター）
・例年 7,000 人前後の参加があるイベントであります。
○10 月 15 日 第 12 回市民体育大会陸上（宮野運動公園陸上競技場）
○10 月 21 日～23 日 姉妹都市スポーツ交流事業：バレーボール競技（根室市）
・相互派遣交流をしており、今年度は訪問する年となります。訪問団の団長に能澤副市
長、選手団の団長に市バレーボール協会長の小柳勇人市議、選手 20 人（男女各 10 人）
の一行が交流を深めてくる予定となっております。
図書館長

〔経過事業〕
○９月 １日 「日本語って、こんなにおもしろい！」
：70 冊（図書館）
○９月 ２日～10 月 15 日 「落語・狂言絵本特集」
：30 冊（宇奈月館）
○９月 ２日～10 月 15 日 「ヤマケイ新書＆ヤマケイ文庫特集」132 冊（図書館）
○９月 ６日～10 月 ６日 「科学道 100 冊特集」
：100 冊（宇奈月館）
○９月 ９日～10 月 ９日 「秋をたっぷり満喫展」
：170 冊（図書館）
○９月 18 日 「モザイクコースターを作ろう」
（図書館）
・美術館の出前教室との連携事業として開催し、25 人（複数人数の参加は 15 組）の参
加がありました。
〔予定事業〕
○10 月 １日 「いないいないばあ刊行 50 周年」
（図書館）
○10 月 ４日～10 月 29 日 「よるのえほん特集」
（宇奈月館）
〔その他〕
○フェイスブックの状況(Ｈ29 年８月分)
・｢いいね」355 人、アクセス人数 1,039 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８月 19 日現在累計）
・開催回数 154 回、参加者 1,502 人(うち子ども 813 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８月末累計）
・未就学児連れ親子
月曜日 160 人（ 2％）
、火曜日 653 人（10％）
、水曜日 611 人（ 9％）
木曜日 485 人（ 7％）
、金曜日 483 人（ 7％）
、土曜日 2,429 人（37％）
日曜日 1,810 人（28％）
合 計 6,631 人（100％）

学校給食
センター所長

〔経過事業〕
○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）
〔予定事業〕
○10 月 13 日 黒部地場産学校給食の日（第３回）
（幼稚園・小中学校）

こども支援課長

〔経過事業〕
○ ９月 １日 第２学期始業式（各園）
○ ９月 21 日 学校訪問：通常訪問研修（さくら幼稚園）
〔予定事業〕
○ ９月 30 日 幼稚園・こども園運動会激励巡回（各園）
○10 月 19 日 学校訪問：通常訪問研修（石田こども園）
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教育長

学校教育課長

各課報告について質問ありますか。
（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。
（今後の日程について確認）
○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
○総合教育会議に向けた委員打合せ
【日時】11 月 22 日(水）午後１時 30 分【会場】201 会議室
○教育委員会 11 月定例会
【日時】11 月 24 日(金）午後１時 30 分【会場】201 会議室
○総合教育会議
【日時】11 月 24 日(金）午後３時 30 分【会場】201－202 会議室

教育長

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 神保 竜
平成 29 年 10 月 27 日
署名人 黒部市教育委員会

国香 正稔
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