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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 11 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､「10 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 28 日 黒部市美術展表彰式
（２）11 月 ５日 富山県高等学校・クラブ対抗駅伝競走大会
（３）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
（４）11 月 17 日 桜井・宇奈月統合中学校屋内運動場・武道館新築工事安全祈願
２ 出席した会議等の概要報告について
（１）11 月 ６日 教育委員行政視察（不登校対策について）
（２）11 月 ８日 市町村教育委員会研究協議会～９日
（３）11 月 14 日 富山県市町村教育委員会研修会行政視察～15 日
（４）11 月 16 日 第５回黒部市総合振興計画審議会
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１件）
〔その他の事故等〕 ４件（児童４件）
（２）不審者情報等 １件（市内１件）
（３）鳥獣出没情報 １件（市内１件）
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（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２、指導中２、見守り中０）
（５）市内在学児童生徒数の状況（11 月１日現在）
・小学校（前月比２人減／児童数 2,142 人）
・中学校（前月比０人 ／生徒数 1,099 人）
・幼稚園（前月比２人増／園児数 00105 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

（不審者情報等の保護者への周知方法に関して）
プリント配布など、どのようなルート、どの範囲で周知されているのか。

事務局

学校への連絡は、教育センターとの連携し、有害鳥獣については、まずは該当地域の
小中学校に電話で一報をいれた後、全小中学校にＦＡＸで連絡している。不審者情報に
ついては、全小中学校にお知らせしています。

委員

（理科の授業中での事故に関して）
市教委としても対策を講じておく必要がある。教育センターの研修など、理科の指導
に関する研修を実施していただきたい。

事務局

今後の課題として、教育センターにもしっかりと伝え、次年度の研修、指導に活かせ
るようにしてまいりたい。

教育長

次に議案の審議に移ります。
「議案第 19 号 平成 30 年度黒部市幼稚園の収容定員について」であります。

こども支援課長

黒部市立幼稚園の収容定員は、市立幼稚園管理規則に基づき毎年度、教育委員会が定
めることになっています。平成 30 年度の収容定員は、平成 29 年度と変わりません。ま
た、申し込み状況は次のとおりです。
＊定員（11/14 現在申込状況）
・生地幼稚園
30 名（６名）
・白鷹幼稚園
30 名（19 名）
・さくら幼稚園 160 名（62 名）
・合計 220 名（87 名）

教育長

法的には、生地こども園の中に生地幼稚園が、石田こども園の中に白鷹幼稚園がそれ
ぞれの保育所と同居するかたちとなっています。
質問ありましたらお願いします。
（なし）
議案を採決します。議案第 19 号は、原案のとおり決することにご異議ありませんか。

委員
教育長

教育部長

（異議なし）
異議なしであります。議案第 19 号は、原案のとおり決しました。
次に報告事項に移ります。まず、
「報告１ 平成 29 年度 12 月補正予算要求の概要につ
いて」報告願います。
教育費全体で 33,760 千円であります。
（内訳は、次のとおり）
１ 学校教育課
・教育文化振興基金積立金
5,100 千円（ふるさとサポート寄附金）
２ スポーツ課
・優秀スポーツクラブ育成補助金 27,880 千円（ｱｸｱﾌｪｱﾘｰｽﾞ育成資金）
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・教育文化振興基金積立金

780 千円（企業寄附金）

教育長

質問ありましたらお願いします。

委員

KUROBE アクアフェアリーズに加入したアメリカ人強化選手は出場しているのですか。

スポーツ課長

11 月４日に来日し、５日の開幕初戦から出場し活躍していただいております。

教育長

試合の成績とＳ１リーグへの昇格条件はどうでしょうか。

スポーツ課長

現在３勝２敗で、３位につけています。昇格は、７チーム中４位以上が必要です。

教育長

ほかに質問ありますか。
（なし）
次に「報告２ 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〕
○10 月 30 日～11 月９日 学校訪問
・５月 30 日以降実施されてきました学校訪問を終えたところであります。
○10 月 31 日、11 月 14 日 第６回～第７回制服・体操服選考専門部会
・両部会（宇奈月・桜井／鷹施・高志野）とも協議が進捗し、12 月から来年２月にかけ
体操服選考投票が実施されます。
○11 月 ２日、15 日 第３回～第４回 黒部市立中学校統合準備委員会
・学校名の第２次選考、第３次選考が行われ、引き続き協議を進める予定です。
○11 月 ６日 教育委員行政視察
・横浜市立中川西中学校及び横浜市教育委員会を訪問し、不登校対策について視察。
○11 月 17 日 桜井・宇奈月統合中学校屋内運動場・武道場新築工事安全祈願
・校舎に続き建設工事に着手しました。
〔予定事業〕
○11 月 30 日 第５回黒部市立中学校統合準備委員会
○12 月 ５日 黒部市議会 12 月定例会
・12 月 20 日までの 16 日間にわたり開催されます。
○12 月 ６日 スクールミーティング
・黒部の魅力再発見をテーマに、各校６人の生徒が参加します。

生涯学習課長

〔経過事業〕
○11 月 ３日～５日 科学館まつり 2017
・立山黒部ジオパーク映画「剣の山」が公開となり、３日間で８回上映され、延べ 981
人に観ていただきました。また、プラネタリウム番組や工作、サイエンスショー、Ｙ
ＫＫセンターパーク連携事業などもあり、３日間で延べ 4,324 人が参加されました。
○11 月 11 日 子ども・若者育成市民啓発事業
・市役所で青少年育成黒部市民会議を構成する５団体から青少年健全育成活動の報告が
あり、その後、市庁舎から電鉄黒部駅前を経由し、ショッピングセンター「メルシー」
までパレードをした後、
「メルシー」において啓発のチラシやティッシュを配布し市民
へＰＲ活動を行いました。77 人が参加されました。
○11 月 18 日 歴史講座「黒部川の生い立ち」
・歴史民俗資料館で開催され、富山大学名誉教授であり、立山黒部ジオパーク協会 会長
代行の竹内章氏を講師に迎え講演いただきました。80 人の参加がありました。
○11 月 18 日 劇団フロンティア第 44 回公演「煙が目にしみる」
・チラシを配布しておりますが、11/25(土)、12/2(土)にも開催されます。
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〔予定事業〕
○11 月 25 日 黒部市少年少女活動実践意見発表大会・善行青少年表彰式
・青少年育成黒部市民会議の主催により開催され、意見発表は、小学生４人､中学生２人､
善行表彰式では、小学生が３個人､７団体､中学生が７個人､４団体が表彰されます。
○12 月 １日～３月 18 日 冬の展示「語りつぎたい黒部人 森丘正唯・伊東森作」
○12 月 16 日 歴史講座「富山県だけで成立した流水客土」
○12 月 17 日 ＬＯＶＥ ＧＥＴ ＹＯＵ 婚活 Ｐａrtｙ2017」
・コラーレで開催予定。女性の申込が少ないようですが、男性は定員になりました。
スポーツ課長

〔経過事業〕
○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
・３対１で大野石油に勝利しました。
○11 月 ５日 富山県高等学校・クラブ対抗駅伝競走大会
・男子は高岡向陵高校、女子は富山商業高校が優勝しました。
○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
○11 月 ９日～11 日 第 58 回全国スポーツ推進委員研究協議会
・黒部市から 10 人の委員がボランティアとして参加しました。
○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
・黒部市は残念ながら 12 チーム中の最下位でありました。
〔予定事業〕
○12 月 ４日 第 35 回カーター記念黒部名水マラソン第１回医療・救護部会

図書館長

〔経過事業〕
○11 月 １日～29 日 ｢国宝 120 周年」50 冊
○11 月 １日～29 日 ｢詩のえほん特集」50 冊
○11 月 12 日 公民館まつりへ「出前うなづき友学館」
・雑誌、図書 170 点を展示、81 人が訪れ、貸し出し８人 18 冊、新規登録者２人
〔予定事業〕
○11 月 30 日 黒部市図書館協議会研修
・11 月１日に開館したばかりの、野々市市立図書館「学びの杜ののいちカレード」を視
察予定。公民館機能を併せ持つ複合施設。
○12 月 １日～27 日 ｢電車・地下鉄の絵本特集」
○12 月 １日～24 日 ｢クリスマス絵本特集」
○12 月 ９日 お楽しみクリスマス会（スノーマン、スノードックの上映など）
〔その他〕
○10 月～11 月 学級招待
・各学校からクラス単位で図書館の見学会を実施している。児童の図書カード保有数が
１クラスの１／３程度と低い状況であり、今後、図書カードの普及に努めていきたい。
○フェイスブックの状況(Ｈ29 年 10 月分)
・｢いいね」357 人、アクセス人数 977 人、海外アクセス４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 10 月 21 日現在累計）
・開催回数 163 回、参加者 1,619 人(うち子ども 874 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 10 月末累計）
・未就学児連れ親子
月曜日 173 人（ 2％）
、火曜日 685 人（10％）
、水曜日 635 人（ 9％）
木曜日 493 人（ 7％）
、金曜日 510 人（ 8％）
、土曜日 2,548 人（ 37％）
日曜日 1,911 人（27％）
合 計 6,955 人（100％）
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学校給食
センター所長

〔経過事業〕
○11 月 ９日～22 日 学校給食訪問（小中学校）
・10 月に引き続き、給食センター職員、栄養教諭、業者の３人体制で実施しており、給
食の準備から食事中、後片付けの様子などを確認しています。
○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）
・宇奈月小学校をメイン会場に実施され、教育委員の皆様にも参加いただきました。
〔予定事業〕
○12 月 ２日 親子料理教室
○12 月 22 日 第２学期学校給食終了

こども支援課長

〔経過事業〕
○11 月 ２日 すこやかキッズ教室
○11 月 13 日 親子運動教室
〔予定事業〕
○11 月 28 日 保育参観（生地こども園）
○12 月 １日 保育参観（石田こども園）
、生活発表会（さくら幼稚園）
・幼稚園の生活発表会は、保育参観と同様です。

教育長

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」をお願いします。

委員

図書カードの普及は非常に大切だと思います。いつでも本を借りられることは良いこ
とであり、費用が発生するかもしれないが全員に配布できるよう検討していただきたい。

図書館長

来館した子どもたちには、初回につき全員に無料配布しています。紛失時の再発行の
際は 200 円をいただいています。学級招待も活用し、全員配布できるよう検討したい。

委員
学校教育課長

教育長
学校教育課長

教育長

中学校統合にかかる学校名選考の進捗状況について伺いたい。
公募結果を参考とし、10 月５日、11 月２日、15 日と選考協議を重ねています。11 月
30 日には、第４次選考を行い、準備委員会としては、３候補程度まで絞り込む予定であ
ります。その後の進め方としては、準備委員会から託された最終候補について、教育委
員会において協議し、最終決定したいと考えております。
最後に今後の日程についてお願いします。
（今後の日程について確認）
○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
○教育委員会 １月定例会
【日時】１月 26 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 神保 竜

平成 29 年 12 月 26 日
署名人 黒部市教育委員会教育長 国 香 正 稔
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