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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。
（質問なし）
特にないようでありますので、記載のとおりとして議事録に署名することとします。
次に「教育長報告」をいたします。
１ 所管事業の状況報告について（行事等）
(1) ２月 ２日(土) 平成 30 年度生涯学習フェスティバル(～３日)（コラーレ）
(2) ２月 ３日(日) 第 13 回黒部市民スキー競技大会（宇奈月温泉スキー場）
(3) ２月 22 日(金) 松桜閣 北門完成式（松桜閣）
２
(1)
(2)
(3)

出席した会議等の概要報告について
１月 31 日(木) 第９回黒部市女性議会（市役所）
２月 ８日(金) 黒部市ＰＴＡ連絡協議会活動報告会（パレス扇寿）
２月 15 日(金) 黒部市教育振興協議会(教育の方針)（市役所市民交流サロン１）

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（１件）
(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２、指導中１、見守り中 14、解消０）
②中学校（新規認知件数１、指導中０、見守り中２、解消０）
(5) 平成 30 年度在籍児童・生徒・園児数（２月１日現在）
①小学校 児童数 2,125 人（前月比１人減）
②中学校 生徒数 1,062 人（前月比 同数）
③幼稚園 園児数 00 90 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、質問がありましたらお願いします。

委員

その他の事故等ですが、ランドセルをつかまれ振り回されたとのことで、事故が起こ
った背景、子ども間の関係性など、何かあるのでしょうか。

学校教育班長

被害にあった児童と加害となった児童は、クラスは違いますが、仲の悪い関係ではな
く、ふざけたつもりでランドセルをつかみ振り回したところ、ぶつけて前歯を折ったも
のです。事情については、教頭先生も加わり担任がすぐに被害にあった児童の保護者に
対し説明に赴き、治療等についても了解してもらい、現在治療を続けています。

委員

不審者情報等についてです。その対応として、高校生が神社に逃げて隠れたとのこと
ですが、中学生以上になると、このような行動を取ることがあります。神社に隠れると
いうのは一番危険な場所に逃げており、その場では助けを求めることができません。小
さいときは助けを求めるかもしれませんが、ある程度の年齢になると、助けを求めるこ
とをしなくなりがちです。不審者対応に関しては、小学校低学年から教えているとは思
うのですが、中学生位になると、言い方を変えるというか、こういう対応をしてしまう、
自ら危ないところに逃げ込んでいる、隠れるということは人から見えないところに行っ
てしまうということなどについて説明する必要があると思います。高校生がよくこの様
な対応をしてしまいます。繰り返し話すのですが、やはりこの様な対応を取ってしまい、
なかなか変わりません。嫌なことは人に見せたくないという気持ちも分かりますが、中
学生位の、特に女子生徒には、指導の仕方を注意する必要があると思います。なおさら
危険なことになりかねないので、不審者情報の説明を聞いて思った次第です。

教育長

ほかに何かありますでしょうか。
（なし）
次に議案審議に移ります。
「議案第６号 平成 31 年度黒部市教育の方針について」説
明願います。

教育部長

「議案第６号 平成 31 年度黒部市教育の方針について」ご説明します。内容は前回ご
説明したものとなりますが、２月 15 日に黒部市教育振興協議会が開催され、諮問しまし
た。当日中に答申をいただき、修正内容を反映したものとなっています。主な変更点と
しては、前回の定例教育委員会で指摘をいただいた「等」について、その内容を分かり
やすく示すなどの整理をしたほか、
「児童・生徒」を用語として「児童生徒」と改めたこ
とや「いじめ対策組織」の後に「による対策会議」を追記したことなどです。２月 15 日
の黒部市教育振興協議会では、
「等」の整理において「いじめや不登校等」の「等」をそ
のままとしている理由や、スポーツ分野における「競技協会を主体としたクラブ創設」
について質問があり、各担当課長が説明しました。その後、原案どおりとして答申をい
ただきました。説明は以上となります。
平成 31 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・生徒へ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～
（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、見逃さ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 ～体力の向上～
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～
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、運動の習慣化を推進する ～運動・スポーツ好きの育成～
（２）子どもたちのスポーツ環境の充実を図る ～環境の整備と指導者の育成～
教育長

質問や意見があればお願いします。

委員

（質問等なし）

教育長

ないようですので、議案を採決します。議案第６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

ご異議なしでありますので、議案第６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 31 年度一般会計予算(教育委
員会関係)の概要について」説明願います。

教育部長

それでは「平成 31 年度一般会計予算(教育委員会関係)の概要について」ご説明します。
一般会計予算の概要ですが、２月 21 日に市長が記者発表し説明したものとなり、今後、
３月議会で審議されます。市長が掲げている「
『健やか・展やか・朗らか』黒部の創造」
に合わせ、
“
『健やか・展やか・朗らか』黒部創造予算”と位置付けており、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。
【説明内容】
・
［朗らか黒部・拡充］小学生ジオパーク推進事業費
市内小学生がトロッコ電車に乗車し、ジオパーク体験学習を行うもの。平成 31 年
度からジオガイドの派遣を行う。事前学習・事後学習も行い、自然や電源開発の歴
史を学び、ふるさと黒部への関心を高めることを目的とする。
・
［朗らか黒部・拡充］高校生等奨学資金給付金
従来の新規認定枠を８人としていたものを 15 人に拡充するもの
・
［健やか黒部・新規］高校等入学支援金
高校等に入学する子を持つ児童扶養手当受給者に対し、支援金を給付するもの
・
［展やか黒部・新規］奨学資金返済支援事業費 ①定住促進補助金 ②医療介護事業
所就業促進補助金(制度)
奨学資金返済支援事業の②について、奨学資金貸付金の貸与を受けている大学等
在学者が、卒業後１年以内に市内医療機関・介護事業所に看護師又は介護職員とし
て就職した場合に、返済金の一部を補助する制度を創設
・
［拡充］スタディ・メイト設置費
中学校に配置するため、現行の 28 人から１人増員し 29 人とするもの
・
［新規］たかせ小学校スクールバス(大型)購入費
老朽化したスクールバスを更新するもの
・
［新規］統合中学校スクールバス(大型・中型・マイクロ・ワゴン)購入費
統合中学校における遠距離通学対策のため、スクールバスを購入するもの
・
［健やか黒部］結婚支援プロジェクト事業費
結婚支援プロジェクト運営費、独身男女出会いサポート事業実施補助金
・
［朗らか黒部・新規］市民交流センター整備事業 基本設計業務委託費
(仮称)くろべ市民交流センターの基本設計業務を委託するもの
・
［新規］
「ドイツ・レクイエム」スプリングコンサート開催補助金
実施団体である「黒部で第九を歌う会」がコンサートを開催するにあたり補助す
るもの
・
［朗らか黒部］シアター・オリンピックス 2019 ①［拡充］実行委員会運営負担金

②［新規］市民鑑賞奨励事業費
①実行委員会運営負担金 ②市民等が鑑賞する際の入場料を一部補助するもの
・
［新規］国選択無形民俗文化財調査事業費
「尾山の七夕流し」及び「中陣のニブ流し」が国選択無形民俗文化財に選ばれた
ことによる所要の調査の実施等にかかる経費
・
［新規］新規ジュニアスポーツクラブ活動補助金
新規クラブ創設に関わる諸経費に対し、チーム毎に年 100 千円を２カ年助成する
もの（４チーム）
・
［新規］日独スポーツ少年団同時交流事業補助金
両国同期間、同人数を相互に交換し、派遣と受入を同時に行い交流するもの
なお、教育委員会予算合計として、平成 31 年度は 1,856,251 千円となっており、平成
30 年度予算 2,836,976 千円から 980,725 千円の減となります。この要因は、桜井・宇奈
月統合中学校屋内運動場・武道館新築事業において 1,180,000 千円程度の減となってい
ることが主たるものです。通常の経費については、大きく減となっているものはありま
せん。説明は以上です。
教育長

質問があればお願いします。

委員

スタディ・メイトが１名増となり中学校に配置されるということですが、中学校への
配置は初めてなのでしょうか。どの中学校で配置になるのか、また目処があるのでしょ
うか。

学校教育班長

中学校では、過去に、怪我か病気のどちらかを理由とした生徒の補助のため半年間配
置したときはありましたが、小学校のように１年間を通じての配置は初めてです。桜井
中学校に支援級在籍の生徒が一定程度いることから、対応したいと考えています。

教育長
委員

ほかに何かありますでしょうか。
予算概要に「少子高齢化」という記載がありますが、少し気になります。少子化と高
齢化は全く別のものであるのに、
「少子高齢化」となっていることについて、どう捉えれ
ばよいのでしょうか。少子化の問題と高齢化の問題は別個のものだと思います。
「少子高
齢化」という言い方が本当にふさわしいのか、もう少し丁寧に説明したほうがいいので
はないかと思います。

教育部長

予算概要は財政課が作成しており、そのまま用いています。
「少子高齢化」という用語
はかなり行政的というか、いわゆる業界用語として用いている面があります。以前から、
市議会定例会での市長提案理由説明でも使っていました。この資料において用いること
が適確かどうかご意見はあると思うのですが、行政用語として使っており、今後教育委
員会で用いる際には少し検討が必要かとも思います。

委員

「化」と付けること自体がどうかとも思います。すでにその状態になっているのでは
ないでしょうか。

教育部長

平成 15 年位から使っているかと思いますが、今は少子化も現実となっており、高齢化
も超高齢化となっている状況かもしれません。

教育長

ほかに何かありますでしょうか。

委員

新規ジュニアスポーツクラブについて、４チームとのことですが、活動範囲としては
小学校区位でしょうか。それとも市全域でしょうか。

スポーツ課長

現在想定しているクラブは、中学校の部活動と競技協会が連携し、中学生の活動にお
いて週休日などに、より活動したいという生徒をフォローするためのクラブです。現在、
種目については、市中体連が希望調査を取りながら調整を行っています。その後、競技
協会とのマッチングをはかり、各競技協会の協力を得ながら部活動を補うスタイルで活
動していきます。

教育長

ほかに何かありますでしょうか。
（なし）
次に「報告第２号 平成 30 年度一般会計３月補正予算(教育委員会関係)の概要につい
て」説明願います。

教育部長

教育長

学校給食センター所長

それでは「平成 30 年度一般会計３月補正予算(教育委員会関係)の概要について」ご説
明します。毎回行っている基金積立金の補正です。補正額は 370 千円です。ふるさと黒
部サポート寄附金として、18 件の寄附がありました。教育・文化・スポーツ事業への寄
附ということから、教育文化振興基金に積み立てるものです。説明は以上です。
質問があればお願いします。
（なし）
次に「報告第３号 平成 31 年度黒部市学校給食の額について」説明願います。
それでは「平成 31 年度黒部市学校給食の額について」ご説明します。来年度の学校給
食費についてです。２月 14 日に学校給食運営委員会を開催しました。そこで来年度の学
校給食費は今年度と同額とするとの承認をいただきました。このことについて報告する
ものです。説明は以上です。

教育長

質問があればお願いします。
（なし）
次に「報告第４号 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〕
○１月 31 日 小矢部市教育委員会視察対応
○２月 12 日 小中学校長研修会
○２月 12 日 根室市議会会派視察対応
○２月 15 日 黒部市教育振興協議会(教育の方針)
○２月 21 日 市議会全員協議会
○２月 26 日 教育委員会２月定例会
○２月 26 日 (伝承芸能・伝承技術士認定式)
○２月 26 日 平成 30 年度黒部市教育文化表彰式

〔予定事業〕
○２月 27 日 第 15 回制服・体操服選考専門部会（鷹施・高志野統合校区）
○２月 28 日 第 15 回制服・体操服選考専門部会（宇奈月・桜井統合校区）
○３月 １日 黒部市議会３月定例会(～22 日)
○３月 11 日 小中学校長研修会
○３月 15 日 中学校卒業式
○３月 18 日 小学校卒業式
○３月 27 日 教育委員会３月定例会
ジオパーク推進班長

〔経過事業〕

（生涯学習課長代理）

○１月 31 日 第９回黒部市女性議会
○２月 ２日 平成 30 年度生涯学習フェスティバル(～３日)
○２月 ８日 黒部市ＰＴＡ連絡協議会活動報告会
○２月 19 日 第７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
○２月 22 日 松桜閣 北門完成式
○２月 26 日 伝承芸能・伝承技術士認定式
〔予定事業〕
○２月 28 日 第２回(仮称)くろべ市民交流センター基本設計プロポーザル審査委員会
(一次審査)
○２月 28 日 公益財団法人黒部市吉田科学館振興協会運営委員会
○３月 10 日 第３回(仮称)くろべ市民交流センター基本設計プロポーザル審査委員会
(二次審査)

スポーツ課長

〔経過事業〕
○２月 ３日 第 13 回黒部市民スキー競技大会
○２月 ９日 ＫＵＲＯＢＥアクアフェアリーズ Ｖ１リーグホームゲーム(～10 日)
（９日 vs 久光製薬、10 日 vs ＪＴ）
○２月 16 日 第 53 回青梅マラソンバスツアー(～17 日)
〔予定事業〕
○３月 １日 第 36 回カーター記念黒部名水マラソン第２回実行委員会
○３月中旬

図書館長

国際友好都市三陟市「2019 三陟ファンヨンジョ国際マラソン大会」派遣
選手説明会

〔経過事業〕
○１月 28 日 蔵書点検(～２月１日)
○２月 １日 「立山神の使い 雷鳥」(～28 日)
○２月 ６日 知られざる広報マンの写真展(～３月 17 日)
○２月 ６日 絵本でＳＤＧｓ in うなづき友学館
宇奈月ロータリークラブ寄贈本展(～３月 17 日)
○２月 ６日 宇奈月ロータリークラブ寄贈本贈呈式
○２月 ６日 黒部市子ども読書活動推進計画(第２次)第３回策定会議
○２月 11 日 蔵書点検(～21 日)

○２月 14 日 「未病対策で健康な体をつくりましょう！」(～３月 24 日)
○２月 16 日 「鉄道模型で遊ぼう♪」(～17 日)
〔予定事業〕
○２月 27 日 リサイクル本展(～３月６日)
○３月 ６日 読売ＫＯＤＯＭＯ新聞 本屋さんイチオシ 100 冊特集(～31 日)
○３月 16 日 「平成振り返り展」(～４月 14 日)
学校給食センター所長

〔経過事業〕
○２月 ４日 献立検討会
○２月 ７日 「北方領土の日」給食
○２月 14 日 学校給食運営委員会
○２月 18 日 学校給食アレルギー対応保護者面談(～３/６まで 希望者 29 名)
○２月 21 日 給食用物資選定委員会
〔予定事業〕
○３月 20 日 ３学期学校給食終了

こども支援課長

〔経過事業〕
○２月 ５日 お別れ遠足【さくら幼稚園】
○２月 ６日 小学校見学【生地こども園】
○２月 ７日 お別れ遠足【石田こども園】
〔予定事業〕
○２月 28 日
○３月 ５日
○３月 19 日
○３月 22 日

６年生を送る会見学【生地こども園】
１年生との交流【石田こども園】
卒園式【さくら幼稚園】
修了式【さくら幼稚園】

○３月 26 日 卒園式・修了式【生地こども園】
○３月 26 日 卒園式・修了式【石田こども園】
教育長

質問があればお願いします。

委員

図書館の「未病対策で健康な体をつくりましょう！」を見たのですが、非常に興味深
く拝見しました。人手不足で難しいとは思いますが、市民病院などで開催することはで
きないのでしょうか。病院に来られる方は治療を要する方が多いとは思いますが、より
多くの人に見てもらえるとよいと思います。とても素晴らしい企画でしたので、検討し
てもらえたらと思います。

教育長

ほかに何かありますでしょうか。

委員

こども支援課長に聞きますが、さくら幼稚園卒園式の出席案内が初めて届いたのです
が、こども園を含め、何か指示をされたのでしょうか。出席要請欄への記載を含めて確
認したいと思います。

こども支援課長

こども支援課から特に指示はしておらず、地区内の関係者として、各園の判断により、
直接のご連絡や案内文の送付などを行っている状況です。

教育部長

出席要請欄への記載は改めて検討すればよいのかもしれませんが、出席については教
育委員会としての要請というわけではなく、案内が届きましたら委員のご都合に合わせ
出欠を決めていただければと思います。

教育長

ほかに何かありますでしょうか。
（なし）
次に「報告第５号 その他 (1) (仮称)くろべ市民交流センター管理運営計画（案）
」
について説明願います。

教育部長

それでは「(仮称)くろべ市民交流センター管理運営計画（案）
」についてご説明します。
この計画については、平成 30 年３月６日に第１回管理運営計画策定委員会を開催し、今
月、２月 19 日には第７回委員会を開催したところです。３月 26 日に第８回委員会を開
催する予定です。また、この管理運営計画を２月 21 日の市議会全員協議会において説明
したところです。市民交流センターは、都市機能の充実と中心市街地の活性化を図り、
居住誘導を促すとともに、図書館機能・子育て支援機能をはじめ生涯学習・市民活動支
援・ビジネス支援機能の融合により、新時代の多様な価値観を認め、新たな文化の創造
を促すことで都市の魅力を高め、選ばれる都市として本市の価値の向上を目的として整
備するものです。管理運営計画については、事業内容・施設内容をはじめ、様々な検討
を加えながら、生涯学習、市民交流及び市民協働参画の推進並びに新庁舎と連携しての
まちなかの賑わい創出を図るため管理運営の方向性や計画を取りまとめたものです。(仮
称)くろべ市民交流センター建設基本構想は平成 29 年６月に議決されていますが、その
次に位置付けられる管理運営計画のメインコンセプトは「
『わたしの“サードプレイス”
』
～家でも、学校や会社でもない、第３の居場所～」としています。サードプレイスは、
家がファーストプレイス、学校や会社がセカンドプレイス、それに続く３番目の居場所
であり、あるいはアナザープレイスといったニュアンスのものです。この場所が利用者
にとって居心地の良い自分の居場所、市民生活を豊かにする場所、自らの可能性に気付
き、挑戦する舞台を探す場所となって、新たな価値の創造をアシストすることを目指す
としています。
『ライフステージ』をアシスト、
『子育て』をアシスト、
『生涯学習』をア
シスト、
『市民活動』をアシスト、
『ビジネス』をアシストすることを目指すということ
で、図書館機能などを活かして対応するものです。事業内容としては、図書館機能など
５つに分けて位置付けています。例えば、図書館機能については、開業に向けての主な
検討事項として開館時間や休業日、館内の活用を挙げています。また、管理運営計画の
策定にあたり開催したワークショップやニーズ調査の概要についても触れています。策
定委員会の今後の予定ですが、２月 22 日から３月 23 日までの間、パブリックコメント
を実施し、広く市民の意見を聞くこととしています。その後、３月 26 日に第８回策定委
員会を開催し、答申を受ける予定としています。説明は以上です。

教育長

質問があればお願いします。
（なし）
次に「報告第５号 その他 (2) 第２次黒部市子ども読書活動推進計画（案）
」につい
て説明願います。

図書館長

それでは「第２次黒部市子ども読書活動推進計画（案）
」についてご説明します。この
計画は「子どもの読書活動の推進に関する法律」に基づき策定しています。本市では、
平成 26 年３月に第１次計画を策定しています。現行の計画期間の満了に伴い、第１次計
画期間における取組等を踏まえ内容の見直しを行い、第２次活動推進計画について、2019
年度から 2023 年度の５年間を計画期間として、今年度策定するものです。計画の基本方
針は『ページの中に広がる世界 ～心豊かな黒部っ子を育てるために～』となっていま
す。前回の計画と同様です。策定にあたっては、黒部市子ども読書活動推進計画策定会
議を設置しました。策定会議は、学識経験者、ＰＴＡ等の８名の委員で構成され、３回
にわたって会議を開催し、協議いただきました。委員からは沢山の意見をいただき、修
正を加えています。現在は、パブリックコメントを実施しており、広く市民から意見を
聴取しているところです。主な修正点ですが、
「赤ちゃん絵本の団体貸出を活用し、子ど
もや保護者が絵本に親しむ環境づくりを行います。
」と追加しています。また、2022 年
度の数値目標を設定したり、
「来館者がゆっくり本を選び、安心・安全に読書を楽しむこ
とができるように、バリアフリーやユニバーサルデザインに配慮した新図書館建設を目
指します。
」と追加しています。このほか、
「学校司書の研修への参加を支援し、技術力
向上を図ります。
」と追加しています。最後に、
「インターネットを活用して児童生徒の
興味・関心に応える図書館情報の提供に努めます。
」と追加しています。計画の推進にあ
たっては関係団体と連携し、子どもの読書活動に取り組んでまいりたいと考えています。
説明は以上です。

教育長

学校教育課長

質問があればお願いします。
（なし）
次に、
「連絡事項等」についてお願いします。
（今後の日程について確認）
○伝承芸能・伝承技術士認定式 【日時】２月 26 日(火) 午後３時
【会場】第２委員会室（下記表彰式も同）
○平成 30 年度黒部市教育文化表彰式 【日時】２月 26 日(火) 午後４時
○教育委員会３月定例会 【日時】３月 27 日(水) 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 24 日(水) 午後３時
【会場】202 会議室
○教育委員会５月臨時会 【日時】５月 10 日(金) 午前９時 30 分
【会場】203 会議室
○教育委員会５月定例会 【日時】５月 28 日(火) 午後３時
【場所】201 会議室

教育長

ほかに何かありますか。
（なし）
以上で、本日の会議を終わります。

上記、議事録の正確なることを証するために、次に署名する。
平成 31 年３月 27 日
署名人 黒部市教育委員会 教育長 国 香 正 稔

