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教育長

（教育長冒頭挨拶：略）只今から、黒部市教育委員会 10 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､「９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。
（一部修正有り）
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）10 月 １日 秋季区民体育大会
（２）10 月 ５日 愛本新用水天満宮松明祭
（３）10 月 ６日～14 日 姉妹都市交流研修事業メーコン・ビブ郡学生受入
（４）10 月 15 日 第 12 回市民体育大会陸上大運動会
２ 出席した会議等の概要報告について
（１）10 月 12 日 メーコン・ビブ郡との姉妹都市提携 40 周年記念式典
（２）10 月 23 日 KUROBE ｱｸｱﾌｪｱﾘｰｽﾞ 2017/2018Ｖ･ﾁｬﾚﾝｼﾞﾘｰｸﾞⅠ激励壮行会
（３）10 月 26 日 第 35 回カーター記念黒部名水マラソン第 1 回実行委員会
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、今回会議までの間〕
（１）児童生徒の交通事故等
〔交通事故〕
１件（児童０件、生徒１件）
〔その他の事故〕
１件（児童０件、生徒１件）
（２）不審者情報等 ３件（市内０件、近隣３件〔入善２、朝日１〕
）
（３）鳥獣出没情報 ２件（全件市内）
（４）いじめ（10 月報告分）
・小学校（新規認知件数３、指導中３、見守り中０）

・中学校（新規認知件数１、指導中１、見守り中０）
（５）市内在学児童生徒数の状況（10 月１日現在）
・小学校（前月比０人 ／児童数 2,144 人）
・中学校（前月比０人 ／生徒数 1,099 人）
・幼稚園（前月比１人減／児童数 00103 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

先週の台風 21 号の被害や対応状況を教えてください。

事務局

（児童生徒の登下校に関する報告）
台風は、10 月 20 日（金）の時点で、22 日（日）から 23 日（月）にかけ、富山県に最
も接近するという予報であったことから、20 日（金）に 23 日（月）の対応（登下校や
休校・課業）について協議を行い、状況を見極めながら最終的には、22 日（日）の午前
中に判断することとした。
その結果、23 日（月）は、登校することに決定し、風が強いと予想される登校につい
ては、保護者の協力を得ることとし、学校の緊急メールやクラスごとの連絡網を活用し
周知した。下校の時間帯には、台風は東北沖に達す予報であり、特に影響がないものと
判断した。
23 日（月）
、各学校に登校の状況を確認したところ、８時 40 分頃の時点で特に問題は
ないとの報告を受けた。
（※欠席状況：全体 15 人（児童 12 人、生徒３人）
）
なお、宇奈月温泉駅から浦山駅間の電車が運休したため、宇奈月小学校からスクール
バスでの対応要請があったが、事前に保護者送迎による登校を周知していたため、バス
に乗車する児童はいなかった。宇奈月中学校からは特に要請はなかった。
また、保護者から「判断が早すぎたのではないか」との指摘（電話）が１件あった。
（施設面での被害状況）
○学校教育課
小中学校 13 校中、たかせ小学校、桜井小学校、宇奈月小学校の３校は被害なし。
その他は雨漏りなどの多少の被害があった。比較的大きな被害は次のとおり。
・若栗小学校
体育館の屋根がめくれ室内に雨が入り込む
・高志野中学校 校長室のガラスが割れた、駐輪場の破損、音楽室屋根の防水シート
がめくれた
・石田小学校
玄関前の樹木が折れた
○生涯学習課
・大布施公民館 駐輪場の屋根がめくれた、公民館のガラスが割れた
・前沢公民館
屋外にあるバイオハウスのガラスが割れた
・文化財関係
三島の大ケヤキの枝が折れた（化け藤も一部被害）
○こども支援課
幼稚園、こども園の施設的な被害はなかった。
○スポーツ課、図書館
・被害なし
（避難所開設の状況）
愛本地区において、土砂災害警戒情報が出たことから、午前６時 20 分、愛本公民館を
避難所として開設した。生涯学習課長以下職員を２名体制で配置した。避難所には４人
の住民が避難し、同日午後６時に解除された。
（※栗虫地区が孤立状態との情報とは別）

委員

登校させるかどうか判断するタイミングが大変難しいところだと思います。
今後、中学校が統合すれば、公共交通機関での登校が増えますが、保護者への連絡が
遅ければ、その時点で子どもは自宅を出てしまっていることも想定されます。

災害時の対応におけるルールづくりが、これまで以上に必要になってくると思い、お
聞きしてみました。ありがとうございました。
教育長

次に協議事項に移ります。
「黒部市教育大綱（案）について」事務局より説明願います。

教育部長

現在の教育大綱は平成 29 年度末までとなっていることから、平成 30 年度以降の大綱
について協議いただくものです。
（以下、主な見直し箇所の概要）
【対象期間】５年間（平成 30～34 年度）※現行：平成 27～29 年度
【大綱理念】豊かな心と生きがいを育み、人が輝くまちづくり
（策定中の第２次総合振興計画の教育分野のまちづくり方針に統一）
【当面の課題と取組】直近の課題と取組を記載
【そ の 他】文言整理、第２次総合振興計画との整合

教育長

この教育大綱は、総合教育会議で決定するということですが、その前に、教育委員会
として協議しておくという趣旨であります。何かご質問はありませんか。

委員
事務局

教育長

学校教育課長

平成 30 年度黒部市教育の方針との関係はどうなるのか。
大綱が上位となる。法律ができたばかりであり、はじめての大綱改正というタイミン
グのため、
「教育の方針」の“後追い”のようで、分かりにくい部分があるが、
「教育の
方針」は、この大綱に沿って策定するという関係性にある。
時期的には、11 月の総合教育会議を経て、大綱が確定した段階で 12 月頃から作業に
取りかかる。例年、学校教育分野は、教育センターが中心となり、その他の分野は、生
涯学習課、スポーツ課など所管課等において検討している。
その後、教育委員会１月定例会に「諮問案」を提示し、２月中に黒部市教育振興協議
会に諮問、審議、答申を経て、教育委員会２月定例会において、正式な議案として審議
し決定する予定となっている。
何かご質問はありませんか。
（なし）
次に「報告１ 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〕
○ ９月 27 日 第４回制服・体操服選考専門部会：宇奈月・桜井統合部会（桜井中）
○ ９月 28 日 第４回制服・体操服選考専門部会：鷹施・高志野統合部会（高志野中）
○ ９月 29 日 平成 29 年度市町村教育委員会研究協議会（富山市）
・加藤委員が参加され､ご提供いただいた研修資料と概要をお手元に配布いたしました｡
○10 月 ５日 第２回黒部市立中学校統合準備委員会（市役所）
・学校名の公募期間を終え、結果を踏まえた選考協議が開始されました。
○10 月 ６日 第５回制服・体操服選考専門部会：鷹施・高志野統合部会（高志野中）
○10 月 ６日～14 日 姉妹都市交流研修事業：メーコン・ビブ郡学生受入
○10 月 18 日 第５回制服・体操服選考専門部会：宇奈月・桜井統合部会（桜井中）
・現在は体操服について協議中であり、業者プレゼンを経て選考作業をしており両部会
とも順調に進められています。
○10 月 20 日 黒部市小学校音楽会（コラーレ）
○10 月 21 日 鷹施中学校合唱コンクール（コラーレ）
○10 月 27 日 桜井中学校合唱コンクール（コラーレ）
〔予定事業〕
○10 月 28 日 高志野中学校合唱コンクール（コラーレ）
○10 月 28 日 宇奈月中学校合唱発表会（セレネ）
○10 月 31 日 第６回制服・体操服選考専門部会：宇奈月・桜井統合部会（桜井中）

○11 月 ２日 第３回黒部市立中学校統合準備委員会（市役所）
・第２回を経て、公募結果を参考とし、各委員の校名候補を募っているところです。
○11 月 ３日 平成 29 年度黒部市表彰式（コラーレ）
・前教育長職務代理者の大丸氏が受賞予定です。
○11 月 ６日 教育委員行政視察（横浜市立中川西中学校、横浜市教育委員会）
・教育長、委員に参加いただきます。学校教育課長が随行します。
・24 日には、中学校長等による視察も予定しています。
○11 月 14 日 第６回制服・体操服選考専門部会合同開催
・両統合部会（宇奈月・桜井、鷹施・高志野）合同開催（桜井中）
○11 月 17 日 桜井・宇奈月統合中学校屋内運動場・武道場建築工事安全祈願(桜井中学校)
・教育長と教育長職務代理者にご出席いただく予定です。
○11 月 24 日 黒部市総合教育会議（市役所）
・２日前の 22 日には、総合教育会議に向けた打合せを予定しています。
生涯学習課長

〔経過事業〕
○ 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)
・市文化財保護審議委員の山田時夫氏を講師に迎え講演いただきました。
（66 人参加）
○10 月 17 日～20 日 秋のさわやか運動
・４日間にわたり実施され、あいの風とやま鉄道（黒部駅、生地駅）
、富山地方鉄道（東
三日市駅、石田駅）
、４中学校の 合計８か所において青少年育成黒部市民会議の役員
や構成する団体の会員、桜井高校生、中学生、小学生、それぞれの教職員など、延べ
554 人の方に活動・参加していただきました。
○10 月 27 日 立山黒部ジオパーク映画「剣の山」の試写会（吉田科学館）
・本日の午前中、吉田科学館において開催し、教育委員の他、科学館理事、撮影協力者、
報道機関などに観ていただきました。配布したチラシに記載しておりますが、11 月３
日から一般公開いたします。
○10 月 27 日～31 日 黒部市美術展（コラーレ）
・本日から開催されています。市美術展パンフを配布しております。
・一般作品は 108 点、89 人の出品があり、審査員、運営委員の出品もあります。
・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。
〔予定事業〕
○11 月 ３日～５日 科学館まつり（吉田科学館）
・なお、映画「剣の山」は、期間中のこの３日は無料ですが、以降は有料となります。
・皆様の周囲の方にも紹介していただければと思います。

スポーツ課長

〔経過事業〕
○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 2017（総合体育センター）
・様々なスポーツイベントに約 10,000 人の参加がありました。
○10 月 15 日 第 12 回市民体育大会陸上（総合体育センター）
・天候不良により、宮野運動公園陸上競技場から総合体育センターに会場変更し開催さ
れました。陸上競技の順位は、１位：石田、２位：三日市、３位：大布施、総合順位
は、１位：石田、２位：大布施、３位：三日市という結果となりました。
○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）
・副市長を訪問団長として交流してきました。試合は、男女各１試合が行われ、いずれ
も勝利しました。
○10 月 26 日 第 35 回カーター記念黒部名水マラソン第１回実行委員会（市役所）
・第 35 回大会の予算等について協議されました。

〔予定事業〕
○11 月 ５日～２月 25 日 KUROBE ｱｸｱﾌｪｱﾘｰｽﾞＶ・ﾁｬﾚﾝｼﾞﾘｰｸﾞⅠ開幕（市内 12 地区）
○11 月 ５日 富山県高等学校・クラブ対抗駅伝競走大会（総合公園他）
・例年 7,000 人前後の参加があるイベントであります。
○11 月 ９日 第 35 回富山県駅伝競走大会黒部市選手団壮行会（市役所）
○11 月 12 日 第 35 回富山県駅伝競走大会、富山県小学生駅伝競走大会（富山市他）
図書館長

〔経過事業〕
○10 月 １日～31 日 ｢いないいないばあ刊行 50 周年」80 冊（図書館）
○10 月 ４日～29 日 ｢よるのえほん特集」40 冊（宇奈月館）
○10 月 18 日～11 月 26 日 ｢“センセイ”小説特集」70 冊（宇奈月館）
○10 月 19 日～12 月 ３日 ｢秋の夜長に詩やエッセイはいかが!?」160 冊（宇奈月館）
○10 月 21 日～11 月 23 日 ｢この秋好きになる！受賞作品展」350 冊（図書館）
〔予定事業〕
○11 月 １日～29 日 ｢国宝 120 周年」
（図書館）
○11 月 １日～29 日 ｢詩のえほん特集」
（宇奈月館）
○11 月 12 日 公民館まつりへ「出前うなづき友学館」
（中央公民館）
〔その他〕
○フェイスブックの状況(Ｈ29 年９月分)
・｢いいね」356 人、アクセス人数 1,513 人、海外アクセス５か国
○土曜日よみきかせ会の状況（毎週土曜日午前 10 時／Ｈ29 年９月 16 日現在累計）
・開催回数 158 回、参加者 1,560 人(うち子ども 845 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 166 人（ 2％）
、火曜日 669 人（10％）
、水曜日 626 人（ 9％）
木曜日 490 人（ 7％）
、金曜日 504 人（ 8％）
、土曜日 2,474 人（ 37％）
日曜日 1,859 人（27％）
合 計 6,788 人（100％）

学校給食
センター所長

〔経過事業〕
○10 月 ５日～10 月 25 日 学校給食訪問（幼稚園・小中学校）
・給食センターの事務方、栄養教諭、調理業務委託業者の３人体制で、ローテーション
を組み各学校を訪問します。訪問では、給食の準備や後片付けの様子などを確認し、
問題点や要望等について聞き取りを行うものです。
○10 月 13 日 第３回黒部地場産学校給食の日（幼稚園・小中学校）
〔予定事業〕
○11 月 ９日～22 日 学校給食訪問（小中学校）
・10 月に引き続き、残る学校を訪問します。
○11 月 13 日 第４回黒部地場産学校給食の日（幼稚園・小中学校）
・第４回は、宇奈月小学校をメイン会場とし、市長や市議会議員、地区振興会、教育委
員の皆様にも参加いただき、子どもたちと一緒に給食を食べていただきます。例年こ
の時期に開催しています。委員には、地元の小学校への参加をお願いしております。

こども支援課長

〔経過事業〕
○ ９月 30 日 幼稚園・こども園運動会（各園）
○10 月 13 日 フリー参観（さくら幼稚園）
・時間を設定せず保護者のご都合に合わせ自由な時間帯に参観していただくものです。
○10 月 19 日 学校訪問：通常訪問研修（石田こども園）

〔予定事業〕
○11 月 28 日 保育参観（生地こども園）
・通常の保育参観であり、この日のために準備した、子どもたちの歌や踊りなど保護者
に参観いただくものです。
教育長

学校教育課長

各課報告について質問ありますか。
（委員出席関係日程の確認あり）
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）
○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
○教育委員会 12 月定例会
【日時】12 月 26 日(火）午後３時 00 分【会場】201 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 11 月 24 日
署名人 黒部市教育委員会

国香 正稔

