平成 30 年 黒部市教育委員会２月定例会 議事録
日時／会場
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開会
議事録（内容確認）
教育長報告
議案（審議・採決）
報告（各種所管事項）
閉会

（会議冒頭「市民憲章」朗唱）
教育長

只今から、黒部市教育委員会２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､「１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。

委員

議事録中、中学校部活動の休養日についての説明がありますが、県からの通知を受け
て市教育委員会として、どのように対応したのか教えてください。

学校教育班長

県の通知（土日のうち１日及び月曜から金曜のうち１日を休養日とする。
）を基本とし、
市中学校長会において協議し、各中学校の方針として保護者及びスポーツエキスパート
の方々に通知しました。

教育長

ほかにありませんか。
（なし）
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) ２月 ３日 生涯学習フェスティバル
(2) ２月 ４日 第 12 回黒部市民スキー競技大会
(3) ２月 25 日 KUROBE ｱｸｱﾌｪｱﾘｰｽﾞ 2017／18Ｖ・ﾁｬﾚﾝｼﾞﾘｰｸﾞＩ報告会
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２ 出席した会議等の概要報告について
(1) ２月 ９日 黒部市ＰＴＡ連絡協議会活動報告会
(2) ２月 15 日 黒部市教育振興協議会
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（なし）
○その他の事故等（１件）
(2)不審者情報等（なし）
(3)鳥獣出没情報（なし）
(4)いじめの認知件数及び指導の経過（１月報告分）
①小学校（新規認知件数１、指導中４、見守り中３、解消１）
②中学校（新規認知件数２、指導中２、見守り中２、解消２）
(5)平成 29 年度在籍児童・生徒・園児数（２月１日現在）
①小学校 児童数 2,145 人（前月比 同数）
②中学校 生徒数 1,103 人（前月比１人増）
③幼稚園 園児数 00106 人（前月比１人増）※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。
（なし）
次に議案の審議に移ります。本日の議案は１件です。
「議案第５号 平成 30 年度黒部市教育の方針について」事務局から説明願います。

教育部長

平成 30 年度黒部市教育の方針につきましては、教育委員会１月定例会において、修正
案を提示した際のご意見を踏まえ、再修正しております。(以下修正概要)
・重複していた「思考力・判断力・表現力」を「論理的な思考力や伝え合う能力を育て
る」に改めた。
・道徳の教科化に併せ「考える道徳」
「議論する道徳」の授業の転換について追記した。
・いじめ、不登校に対する教師の「行動の一元化やチーム支援」について追記した。
なお、今回の方針を定めるにあたり、
「黒部市教育大綱」との整合性を図るため、
「黒
部市教育大綱」を修正しております。本日、皆さんの了解が得られれば、市長決裁をも
って確定したいと考えております。
平成 30 年度黒部市教育の方針（概要版）
Ⅰ 人間性の基礎を培う家庭教育・地域教育
１ 家庭教育
（１）家庭の教育力の向上を図る ～学習機会の提供～
（２）心身ともに健康な子どもを育てる ～交流活動の機会の提供～
（３）明るい家庭づくりをサポートする ～子育て支援体制の整備・充実～
２ 地域教育
（１）子どもたちの社会性や実践力を育てる ～豊かな体験活動の推進～
（２）子育て支援機能を十分発揮できるようにする ～親と子の育ちの場の充実～
Ⅱ 心身ともに健康で学ぶ意欲を育てる学校教育
１ 幼稚園、学校等の円滑な運営
（１）創意工夫を生かした質の高い教育活動を推進する～実態に応じた教育課程の編成～
（２）開かれた幼稚園、学校づくりを推進する ～学校評価等の活用と連携・協働～
（３）相互の交流を深める ～幼児・児童・生徒の一貫した教育の推進～
２ 確かな学力
（１）資質・能力の育成と学習習慣の確立に努める ～確かな学力の育成～
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（２）論理的な思考力や伝え合う能力を育てる ～言語活動の充実～
（３）１時間の授業を充実させる ～ガイダンスとカウンセリングの充実による｢分かる｣｢できる｣授業の推進～
（４）児童・生徒が安心して参加できる授業づくりに努める ～生徒指導の機能の充実と学習規律の確立～
３ 国際化教育
（１）他者に配慮したコミュニケーション能力を育てる ～英会話科と日常的な英語活動の充実～
（２）魅力的な教育プログラムを実施する ～英語に対する学習意欲の向上～
（３）自他の文化を尊重し、共生する態度を育てる ～地域ぐるみによる国際化教育の推進～
４ 特別支援教育
（１）教育的ニーズに応じた特別支援教育を推進する ～支援体制の充実と関係機関との連携～
（２）特別支援教育の視点を生かす ～学校・学年・学級運営と授業づくり～
５ 心の教育
（１）教育活動全体で「心の教育」を推進する ～豊かな人間性の育成～
（２）心と態度を育てる ～自己有用感･人間関係を構築する力･自律心･不とう不屈の精神の育成～
（３）いじめや不登校等を生まない学校運営に努める ～行動の一元化とチーム支援～
６ 読書・情報教育
（１）豊かな感性や創造性を育てる ～市立図書館と連携した読書活動の推進～
（２）情報活用能力を育てる ～情報教育の推進～
７ キャリア教育
（１）自立に向け必要な基礎となる能力を育てる ～基礎的・汎用的能力の育成～
（２）望ましい勤労観や職業観を育てる ～体験的な活動の充実～
８ 健康・体力
（１）健康で豊かな生活を送る習慣の定着を図る ～心身の健康づくりの推進～
（２）運動に親しむ子どもを育てる ～体力つくりの推進～
９ 安全
（１）安全な環境をつくる ～地域ぐるみのネットワークづくりの推進～
（２）危険に対する判断力・対応力を育てる ～安全・防災・防犯教育の推進～
10 教育環境の整備
（１）安全・安心な環境整備に努める ～改修・改築・保守点検～
（２）児童・生徒をたくましく育てる ～適正な学校規模の実現～
Ⅲ 生きがいと心身の健康を支援する社会教育及びスポーツ
１ 青少年の健全育成
（１）青少年の社会性を育てる ～多様な体験活動の場の提供～
（２）自然や科学への興味・関心を育てる ～社会教育施設の有効活用～
２ 女性活動事業の推進
（１）男女共同参画社会の実現に取り組む ～活動の支援と連携～
（２）結婚を希望する独身男女の活動支援に取り組む ～結婚支援の推進～
３ 生涯学習機会の提供
（１）学習の場と機会を提供する ～社会教育施設の充実～
（２）（仮称）くろべ市民交流センターを整備する ～市民交流センターの整備～
４ 市民文化活動の推進
（１）芸術文化にふれる機会を増やす ～芸術文化活動の推進～
（２）自発的に創作活動ができるようにする ～芸術文化活動の支援～
（３）美術館、吉田科学館の企画事業の充実を図る ～芸術文化・科学教育の充実～
５ 文化遺産及び自然遺産の保護活用
（１）郷土愛の醸成と高揚を図る ～保存・伝承活動の支援、地域文化の普及～
（２）立山黒部ジオパーク事業を推進する ～世界認定に向けた取組の推進～
６ 「市民ひとり１スポーツ」の推進
（１）市民がスポーツに親しむことができるようにする ～スポーツ機会の充実～
（２）地域住民主体のスポーツ活動を推進する ～地域力の醸成～
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７ スポーツ施設の整備・充実
（１）スポーツ施設の整備と利便性の向上を図る ～スポーツ施設の充実～
８ 競技力の向上
（１）全国レベルで活躍する選手を育てる ～支援体制の充実～
（２）各種競技力の向上を図る ～クラブチーム等との連携・支援体制の強化～
９ スポーツを通じた地域振興
（１）生涯スポーツ社会を実現する ～全国レベルのプレー観戦の場の提供～
（２）スポーツを通じて地域の活性化を図る ～スポーツによる本市のＰＲ～
10 健やかな子どもの育成とスポーツの充実
（１）体力つくり、運動習慣化を推進する ～運動・スポーツ好きの育成～
（２）子どもたちのスポーツクラブ、運動部等の充実を図る ～環境整備と指導者の育成～
教育長

ただいまの説明に対し、何か質問ありますか。

委員

教育の方針は、今後どのように周知されるのか教えてください。印刷物として、教員
はじめ広く関係者へ配布できればよいと思います。

学校教育課長

例年の周知方法は、本日の会議を経たあと、３月の小中学校長会を通じ、紙ベースで
配布しています。なお、各学校へは電子データを送っており、全教員に配布される各学
校の教育計画書に登載されています。また、データを活用すれば他の印刷物にも活用で
きるようにしています。
教育委員会事務局では、
「教育要覧」に登載しており、学校はじめ、教育センター、幼
稚園、地区公民館・中央公民館、市総合体育センター（市体育協会）
、市立図書館・友学
館、学校給食センターなど、市内教育関係施設へ配布しております。

委員

教育の方針は、市の教育行政を進めていくうえで大変重要なものであります。関係者
一人ひとりが目を通し、方針を常に念頭において業務にあたってもらいたいと思います。

教育長

ほかにありませんか。
（なし）
採決します。
「議案第５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。

委員

（異議なし）

教育長

ご異議なしと認め、議案第５号は、原案のとおり決しました。
次に報告事項に移ります。はじめに「報告第１号 平成 30 年度一般会計予算の概要に
ついて」説明願います。

教育部長

平成 30 年度一般会計予算概要の教育委員会関連予算について、重点事業、新規事業、
拡充事業を中心に説明したいと思います。
最初に「立山黒部ジオパーク関係事業（新規）
」ですが、支援自治体会議負担金、事業
推進費のほか、本年度の日本ジオパーク再認定の審査に向けた取り組みとして、ジオパ
ーク看板整備費 6,171 千円を計上しております。内容は、エリア案内サイン１基、ウェ
ルカムサイン１基、開設サイン１基の整備予算を計上しており、ジオパークの見える化
とジオサイトの案内機能を高めようとするものです。
次に「奨学事業（継続）
」でありますが 2,160 千円の減額となります。理由は、高校生
を対象とする給付金については、継続者が２人終了したこと、大学生を対象とする貸付
金については、継続者が４人終了したことによるものです。
奨学資金貸付金に対する「奨学生定住支援補助金制度（重点）
」については、定住促進
対策として奨学資金の貸与者が、卒業後１年以内に黒部市内に居住した場合に、返済金
の一部を補助する制度であります。補助金額は、奨学資金返済額の 25％を補助するもの
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で、平成 31 年度から交付が始まるため 30 年度の予算計上はありません。
次に、
「ＡＬＴ賃金（拡充）
」ですが、小学校の英語への取り組み内容が変更になるこ
とから、ＡＬＴを６人から７人に拡充し、3,211 千円の増額となっております。
次に、
「石田小学校臨時的任用講師賃金（新規）
」については、県が進める少人数学級
選択制度を活用し、市として４年生もクラス替えをせずに継続できるよう、市費による
講師賃金 4,710 千円を計上しています。
また、別途新規事業として要求しておりました、
「不登校対策事業」に対する臨時的任
用講師は、石田小の少人数学級への人員配置との両方の新規対応は困難とのことから予
算計上は見送られました。今後、学校とも相談しながら対応に努めてまいります。
次に、
「部活動指導員配置促進事業費（新規）
」は、国県の教員の多忙化解消策の一貫
ともなっており、各中学校１人（計４人）の配置に要する経費として 1,700 千円を計上
しております。
次に、
「鷹施・高志野統合中学校校舎改修事業（新規）
」では、高志野中学校校舎の改
修事業費を計上しております。２年継続の１年目で、394,749 千円を計上しています。
高志野中学校校舎は、建設から 30 年余り経過しており、平成 32 年度からの統合中学
校の校舎として円滑な学校運営が図られるよう大規模改修工事を実施するものでありま
す。事業は平成 30 年度、31 年度の継続費として 750,250 千円を予定しております。
次に、これまでも実施してきました男女共同参画推進事業の「結婚支援プロジェクト
事業（拡充）
」については、イベント事業の拡充（３団体⇒４団体）や結婚応援サポータ
ー事業の充実を図るための経費として 5,464 千円を計上しております。
次に、芸術文化推進事業の「シアター・オリンピックス 2019 実行委員会運営負担金（新
規）
」として、5,000 千円を計上しています。シアター・オリンピックスは、平成 31 年
８月から９月の期間で、南砺市・利賀と黒部市の宇奈月国際会館セレネ・前沢ガーデン
ハウスにおいて開催される予定です。今回の運営負担金は、平成 30 年度に実施される宿
泊・輸送計画の実証実験やプレイベントにかかる経費となっています。
次に、文化財保護調査事業の「松桜閣庭園修復環境整備事業補助金（新規）
」です。
市指定文化財「松桜閣の庭園」は、ＮＰＯ法人「松桜閣保勝会」により管理運営が行
われており、庭園内の塔の傾斜、護岸の破損などの老朽化や裏門の整備が急務となって
おり、修復と整備に要する補助金として 3,230 千円を計上しております。
次に、図書館活動費の「除籍関係事業費（新規）
」については、図書館を核とした複合
施設の建設に向け、閉架図書の整理などに要する経費 2,672 千円を計上しており、閉架
図書約９万冊について、司書資格を持つ嘱託職員が除籍作業を行う予定であります。
なお、吉田科学館のトイレ改修については、財政当局から、要求方法について再度検
討が必要との指摘があり予算計上されておりません。
以上、平成 30 年度教育委員会関係予算の概要説明としますが、予算合計は、平成 29
年度 16 億 2,468 万４千円のところ、平成 30 年度は、28 億 3,697 万６千円となります。
今回の予算は４月の市長選挙により、新市長となることが確実なため、骨格予算とし
て編成されており、６月補正において新市長による肉付け予算として、
「オリンピック・
パラリンピックキャンプ誘致事業」や「
（仮称）くろべ市民交流センター事業」
、
「こども
読書推進計画」
、
「校務支援ソフト整備事業」などの要求を検討しております。
教育長

質問ありましたらお願いします。
（なし）
次に「報告第２号 平成 29 年度一般会計３月補正予算の概要について」説明願います。

教育部長

教育費関係の補正予算は２件であります。まず１件目は、
「教育文化振興基金積立金」
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補正額 5,300 千円であります。内訳は、ふるさと黒部サポート寄附 22 件 300 千円と、篤
志者１名から「桜井小学校」に本や書棚の購入費として 5,000 千円の寄附がありました
ので教育文化振興基金に積み立てようとするものであります。
※22 件の内訳：10 千円＝19 件、20 千円、40 千円、50 千円＝各１件
次に、
「総合公園内キュービクル更新工事費」補正額 67,000 千円であります。市総合
体育館、温水プール、美術館が整備されてから 20 年以上が経過し、老朽化が進んでいる
ことから、国の補助制度の公園施設 長寿命化支援対策事業を活用し、各施設のキュー
ビクルの更新を行うものです。
教育長

学校給食センター所長

教育長

学校教育課長

補正予算について、質問ありましたらお願いします。
（なし）
次に「報告第３号 平成 30 年度黒部市学校給食の額について」説明願います。
先般より黒部市学校給食運営委員会に諮問しておりました平成 30 年度学校給食の額
について、去る２月８日、運営委員会が開催され諮問案について了承されましたので報
告します。
（※１食当たりの額：中学校 324 円／小学校 279 円／幼稚園 232 円）
質問ありましたらお願いします。
（なし）
次に「報告４ 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〕
○２月 15 日 黒部市教育振興協議会
○２月 21 日 富山県市町村教育長会都市教育長部会
・平成 31 年度に全国都市教育長協議会定期総会及び研究大会が県内で予定され、富山大
会実行委員会の設置や事務局を富山市とすることなどについて報告されました。
○２月 21 日 第２回市町村教育委員会教育長会議
○２月 21 日 第６回黒部市立中学校統合準備委員会
・今年度最終会議として開催し、体操服の選考、校章の公募時期の報告のほか、次年度
委員の推薦、学校設置条例改正に伴う施行期日について説明を行いました。
〔予定事業〕
○２月 27 日 平成 29 年度黒部市教育文化表彰式（本日午後４時）
○３月 １日～22 日 黒部市議会３月定例会
○３月 14 日 中学校卒業式、16 日 小学校卒業式
○４月 ５日 小中学校始業式、６日 中学校入学式、９日 小学校入学式

生涯学習課長

〔経過事業〕
○２月 ３日～４日 生涯学習フェスティバル
・国際文化センター「コラーレ」において開催され、両日で 571 人が来館されました。
○２月 ９日 黒部市ＰＴＡ連絡協議会活動報告会
・パレス扇寿において開催され、ＰＴＡ連絡協議会、小中学校ＰＴＡ役員など約 100 人
が参加し、国香教育長、加藤委員には来賓として出席いただきました。
〔予定事業〕
○２月 27 日
○２月 28 日
○３月 ６日
○３月 20 日

スポーツ課長

平成 29 年度黒部市伝承芸能･伝承技術士認定式（本日午後３時）
詩の道句集選定委員会
第１回（仮称）くろべ市民交流センター管理運営計画策定委員会
地域観光ギャラリー展示変更公開セレモニー

〔経過事業〕
○２月 ４日 第 12 回黒部市民スキー大会
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○２月 14 日 東京オリパラ事前キャンプ誘致：全日本アーチェリー連盟要望活動
○２月 16 日 元気とやまスポーツ賞贈呈式
○２月 24 日～25 日 Ｖ・チャレンジリーグⅠ黒部大会（KUROBE アクアフェアリーズ）
○２月 25 日 同 報告会
〔予定事業〕
○２月 27 日 ｢2018 三陟ファンヨンジョ国際マラソン大会」派遣選手説明会
○２月 28 日 第 35 回カーター記念黒部名水マラソン第２回実行委員会
図書館長

〔経過事業〕
○２月 １日～28 日「スポーツ小説特集」
（70 冊）
○２月 ３日～28 日「ＭＯＥ絵本屋さん特集」
（50 冊）
○２月 17 日～18 日「鉄道模型であそぼう♪」
（参加 119 人）
○２月 23 日 合同読書会講演会（参加 16 人）
〔予定事業〕
○３月 １日～31 日「新生活のお手伝い」
○３月 ２日～４月１日 「科学道ジュニア」
○３月 ６日～４月８日 「大切ないのちを守るために～あなたや周りの人が悩んでいたら～」
・自殺防止対策強化月間の期間中、市保健センターとの連携事業として実施します。

学校給食センター所長

〔経過事業〕
○２月 ７日 「北方領土の日」給食
・姉妹都市の根室市から食材を提供いただき、全小中学校、さくら幼稚園で食べていた
だきました。
○２月 ７日 学校給食アレルギー対応保護者面談
・アレルギー対応食を希望された保護者との面談となります。
○２月 ８日 黒部市学校給食運営委員会
・学校給食費について協議しました。熊野職務代理者には委員として出席いただきまし
た。
〔予定事業〕
○２月 21 日～３月２日 学校給食アレルギー対応保護者面談
○３月 22 日 ３学期学校給食終了

こども支援課長

〔経過事業〕
○１月 30 日 小学校体験入学
○２月 25 日 Ｖ・チャレンジリーグキッズ応援
〔予定事業〕
○３月 19 日 さくら幼稚園卒園式
○３月 26 日 生地こども園、石田こども園卒園式

教育長

各課報告について質問ありますか。

委員

中学校統合準備委員会の件ですが、
「校章」はどのように検討していく予定ですか。

学校教育課長

｢校章｣は、公募することが決定しています。公募の時期は、３月の市議会で黒部市立
学校設置条例が改正され、校名が確定してから実施することとしており、平成 30 年度に
新たに委員となるＰＴＡの方々に選考していただく予定です。
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教育長

学校教育課長

教育長

ほかに質問ありますか。
（なし）
次に報告の「その他」について何かありますか。
（なし）
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３月定例会
【日時】３月 27 日(火）午後１時 30 分【会場】201 会議室
○教育委員会４月定例会
【日時】４月 26 日(木）午後３時 00 分【会場】202 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。

上記、記事録の正確なることを証するために、次に署名する。
平成 30 年３月 27 日
署名人 黒部市教育委員会
教育長 国 香 正 稔
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