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教育長

只今から、黒部市教育委員会１月定例会を開会します。
「議事録の署名について」は、
私が署名します。次に､「12 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

（質問なし）

教育長

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
(1)
(2)
(3)
(4)

所管事業の状況報告について（行事等）
１月 １日(水) 第 11 回黒部元旦健康スポーツマラソン大会（三島神社）
１月 12 日(日) 令和２年黒部市成人式（コラーレ）
１月 12 日(日) 「鷹施中学校」
・
「宇奈月中学校」見学会（各中学校）
１月 25 日(土) 令和元年度生涯学習フェスティバル(～26 日)（コラーレ）

２ 出席した会議等の概要報告について
(1) １月 23 日(木) 第３回教員確保対策会議（県庁）
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）
○その他の事故等（０件）
(2) 不審者情報等（１件）
(3) 鳥獣出没情報（１件）
(4) いじめの認知件数及び指導の経過（12 月報告分）
①小学校（新規認知件数２、指導中３、見守り中 15、解消３）
②中学校（新規認知件数３、指導中３、見守り中２、解消２）
(5) 令和元年度在籍児童・生徒・園児数（１月１日現在）
①小学校 児童数 2,086 人（前月比 同数）
②中学校 生徒数 1,048 人（前月比 同数）
③幼稚園 園児数 00 67 人（前月比 同数）※こども園含む
(6) インフルエンザによる学年・学級閉鎖
なし
※生地小学校１年 学年閉鎖 1/29～1/31（３日間）を決定
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

一点お願いします。先ほど説明のあった交通事故で、大体内容は分かったのですが、
気になる点として、これは学校管理下の事故になると思います。登校中ということで、
家を一歩出ると学校管理下ということです。説明では、保護者付き添いのもと整形外科
を受診したとのことですが、もちろん教員も一緒に行っているかどうか確認したいと思
います。

学校教育班長

養護教諭がその時の様子を聞いたことまでは確認していますが、一緒に病院に行った
かどうかまでは確かではなく、確認していません。

教育長

学校管理下ということで、もし付き添っていないということであれば、学校、先生方
が必ず同行するよう今後指導していきたいと思います。

委員

よろしくお願いします。事故後、次の日に校長が鉄道会社を訪れてしっかりあいさつ
されるなど、その後の対応はよかったと思います。学校が保護者だけで医者に連れて行
かせたりするようなことはよくないのではと思いますので、校長会等で指導をお願いし
たいと思います。

教育長

ほかに何かありますでしょうか。
（なし）
次に議案審議に移ります。議案第１号から議案第４号までは令和元年度黒部市教育文
化表彰被表彰者に関する議案です。一括して審議したいと思いますので、まず事務局か
ら説明願います。

学校教育班長

それでは「議案第１号 令和元年度黒部市教育文化表彰被表彰者（優良教員）の決定
について」ご説明します。黒部市教育文化表彰規則第３条の規定により黒部市優良教員
被表彰者として決定するものです。黒部市小中学校長会から推薦があり、市教育委員会
でも十分に検討し、３名を決定するものです。黒部市立石田小学校教諭の松田小百合さ
ん、黒部市立中央小学校教諭の能澤陽子さん、黒部市立鷹施中学校教諭の谷口正浩さん
の３名となります。説明は以上です。

学校教育課長

次に「議案第２号 令和元年度黒部市教育文化表彰被表彰者（優良生徒）の決定につ
いて」ご説明します。黒部市教育文化表彰規則第３条の規定により黒部市優良生徒被表
彰者として決定するものです。黒部市小中学校長会から推薦があり、市教育委員会でも
十分に検討し、提案するものです。今回の被表彰者の生徒については、黒部市立鷹施中
学校第３学年の平田悠水さん、黒部市立鷹施中学校第３学年の髙山嵯彩さん、黒部市立

高志野中学校第３学年の中川颯大さん、黒部市立高志野中学校第３学年の久才喜子さん、
黒部市立桜井中学校第３学年の堤悠輝さん、黒部市立桜井中学校第３学年の千田杏咲さ
ん、黒部市立宇奈月中学校第３学年の内橋晟雅さん、黒部市立宇奈月中学校第３学年の
道添彩芽さんの８名となります。説明は以上です。
スポーツ課長

次に「議案第３号 令和元年度黒部市教育文化表彰被表彰者（スポーツ）の決定につ
いて」ご説明します。スポーツの分野については選考基準の内規を持っており、その内
規に照らし合わせて、各競技協会、各地区体育協会等から推薦のあった方々を精査の上、
表彰するものです。スポーツ功労者については４個人、スポーツ成績優秀者については
１団体、16 個人の計１団体、20 個人を表彰するものです。説明は以上です。

生涯学習課長

次に「議案第４号 令和元年度黒部市教育文化表彰被表彰者（社会教育）の決定につ
いて」ご説明します。黒部市教育文化表彰規則第３条の規定により黒部市社会教育功労
者被表彰者として決定するものです。社会教育の分野の各種団体等から推薦があった個
人、団体についての表彰ということになります。被表彰者について、女性活動として、
くろべ女性団体連絡協議会から推薦のあった木島幸子氏、芸術文化活動として黒部で第
九を歌う会、宇奈月モーツァルト音楽祭実行委員会の１個人、２団体を表彰するもので
す。説明は以上です。

教育長

議案第１号から議案第４号について、質問や意見があればお願いします。

委員

二点確認したいことがあります。まず優良児童生徒についてですが、少し前から思っ
ていたことがあります。小学生から候補者が出されていないということです。表彰規則
では「優良児童生徒」となっており、小学生でも優良な児童がいるのではないかと思い
ますので、今年度は今回の内容ということになると思いますが、次年度からは中学校が
２校になるということもあります。割合から言うと中学校は２名ずつになるということ
であれば、小学校として４名ないし５名、あるいは各小学校から１名ずつでもいいと思
いますが、
「優良児童生徒」という規則を考慮し、小学生を被表彰候補者としてはどうか
ということが、一点目に思ったことです。二点目は、以前の教育委員会でも話したこと
がありますが、規則に「教育、文化、芸術及びスポーツの向上に貢献し」とあることか
ら、スポーツ面は優秀な方々として候補に挙がっていますが、例えば、科学作品、例と
して科学オリンピック金メダル、囲碁、将棋、ピアノ、音楽、吹奏楽、合唱等で、県レ
ベルでも優勝、あるいは北信越大会、全国大会等に進んでいる子どもたちもいると思い
ます。これらを対象として考えてもらえるとありがたいと思いますが、多分学校側も、
学校の部活動等で活躍している場合は把握できると思いますが、部活動等ではなく、地
域のクラブ、団体で活動している子どもたちの実態の把握が難しいということもあると
思います。このような芸術面、文化面での活動を対象としてはどうかと以前提案しまし
たが、今年度は一例も出ていないので、その点についてどう考えているか教えてくださ
い。

教育長

委員から二点ありました。
「優良児童生徒」ということと「教育、文化、芸術」という
ことであったかと思います。

教育部長

まず一点目ですが、委員のご指摘のとおり、教育文化表彰規則では「他の模範となる
優良児童生徒」と規定しています。ただし、これまで、かなり以前まで確認したわけで
はありませんが、近年は中学生を優良生徒として表彰しているという経過です。ご意見
は全くそのとおりだと思いますが、今後どのように選んでいくか、その必要性も含めて、
まずは小学校の校長先生方と相談しながら、検討すべき案件であると考えています。

生涯学習課長

二点目の文化、芸術分野についてですが、選考基準の内規において、児童生徒が対象
者として含まれていません。そのため、今回は児童生徒を対象として挙げていません。

ただし、スポーツ分野では児童生徒が対象となっていることもあり、今後、委員のご指
摘のとおり、文化、芸術分野についての児童生徒を対象とした表彰基準が必要ではない
かと考えていますので、その点を内部で検討したいと思います。因みに、今年度につい
ては、囲碁部門で全国大会にチームとして出場した例があります。また、桜井高校では
放送部が全国大会に出場した例があります。これらについて、今後対象とできないか検
討したいと思います。
学校教育班長

校長会では「優良生徒」という視点でもって話題にしていたので、改めて「優良児童」
という視点を話題にして、子どもたちを称賛する形を検討できればと思います。

教育長

今回、各学校に文化面で表彰に値する例はないか、参考とするため確認しました。そ
の結果が先ほど説明のあった囲碁の全国大会出場や放送部の出場という例です。ただし、
それらを今後どのように整理できるか、例えばスポーツでは出場だけではなく、ある程
度の結果を求めて、それにより選考の可否を判断していますので、文化面等におけるそ
れらの整理も今後必要かと思います。
ほかに何かありますでしょうか。
（なし）
ないようですので、議案を採決します。議案第１号から議案第４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１号から議案第４号については、原案のとおり決
しました。なお、表彰式は２月の定例教育委員会と同日の２月 26 日を予定しています。
次に「議案第５号 令和元年度黒部市伝承芸能・伝承技術士の認定について」説明願
います。

生涯学習課長

それでは「議案第５号 令和元年度黒部市伝承芸能・伝承技術士の認定について」ご
説明します。黒部市伝承芸能伝承技術士認定要綱第７条の規定により、３氏を伝承芸能・
伝承技術士として認定するものです。認定者については、
「下立獅子舞 天狗の舞」の柳
原博英氏、
「郷土芸能しばんば 踊り」の越前好美氏と宮窪千春氏の３名となります。説
明は以上です。

教育長

黒部市伝承芸能・伝承技術士の認定について、認定要綱や個人調書を先に示していま
すが、質問や意見があればお願いします。
（なし）
ないようですので、議案を採決します。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

ご異議なしでありますので、議案第５号は、原案のとおり決しました。伝達式は先ほ
ど説明した表彰式と同じく２月 26 日となります。
次に報告事項に移ります。はじめに「報告第１号 令和２年度黒部市教育の方針（案）
の諮問について」説明願います。

教育部長

それでは「報告第１号 令和２年度黒部市教育の方針（案）の諮問について」ご説明
します。黒部市教育振興協議会規程第２条の規定により、
「令和２年度黒部市教育の方針
（案）
」を黒部市教育振興協議会に諮問するにあたり、令和元年度の内容から一部修正等
を行っています。この方針は、２月 13 日に黒部市教育振興協議会が開催される予定とな
っており、その場で審議されます。本日報告している内容は、そのための諮問の原案と
なります。その後、２月 26 日の教育委員会に議案として提出する予定となっており、そ
れまでに委員の皆様からも修正等のご意見をいただければと思います。

（修正内容等を説明）
（以下、
「諮問（案）
」の概要）
Ⅰ 人間性の基礎を培う家庭教育・地域教育
１ 家庭教育
２ 地域教育
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
２ 確かな学力
３ 国際化教育
４ 特別支援教育
５ 心の教育
６ 読書活動
７ キャリア教育
８ 健康・体力
９ 安全
10 教育環境の整備
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
２ 女性活動事業の推進
３ 生涯学習機会の提供
４ 市民文化活動の推進
５ 文化遺産及び自然遺産の保護活用
６ 「市民ひとり１スポーツ」の推進
７ スポーツ施設の整備・充実
８ 競技力の向上
９ スポーツを通じた地域振興
10 健やかな子どもの育成とスポーツの充実
（
「令和２年度黒部市教育の方針」の全文は２月定例教の議決後、確定内容を掲載予定）
教育長

この方針はボリュームがある内容になっています。２月 13 日の黒部市教育振興協議会
で審議され、その後、最終的には２月 26 日の定例教育委員会で議案として上程され決定
されることになります。従って、２月 13 日に間に合うよう、一週間ほど前までに修正案
があれば教えていただければと思います。それらの修正等を加味して、協議会に諮問し
たいと思います。現時点で、確認すべき点や何か質問があればお願いします。

委員

中項目「２ 確かな学力」の中に、情報に関することが集約されたと思います。
「情報
活用能力の育成」との記載があり、非常に幅広い意味合いを持っていると思います。リ
テラシーという話もありますが、この中に、文科省は「情報モラル」という観点を位置
付けており、かつ、その「情報モラル」の教育は道徳の時間に行うという考えを示して
いたと思います。そのような話を何かで見聞きしたと思うのですが、中項目「５ 心の
教育」の中に、道徳と関連付けて「情報モラル」の記載について検討してはどうかとい
う思いがあります。どちらかというと、我々は能力が高まると、それに伴い信条や倫理
観といったものが一緒に高まっていくと思っていますが、特にこの情報関係は大きなギ
ャップがあることを現実的に私たちは見ているはずです。そのため、
「情報モラル」を大
切に考えるべきであり、そうでなければ本当の意味での情報教育が達成できないと日頃
から思っています。この部分に位置付けるのが適切かどうかも含めて、検討してもらい
たいと思います。

教育長

「情報モラル」という視点で、なおかつ「心の教育」との関係を一度精査してはどう
かというご意見であったかと思いますので、委員会内でも検討したいと思います。ほか
に何かありますでしょうか。

委員

三点ほど確認したいことがあります。一点目は、全体的に内容を確認していると、幼
小中の接続、連携といった記載や、幼児・児童・生徒といった用語が多く見受けられま
す。最近、幼稚園の子どもについて、保育所の子どもも含めてだと思いますが、小学校
までの接続が大変重要であると言われています。重視されているということから、その
ような記載が多くなっていると思いますので、小中校長会に、園長に参加してもらい、
小中、特に小学校はどのような取組をしているかということについて、園長先生方にも
知っていただき、スムーズな接続といったことにつながるよう、そういった連携を検討
してはどうかと思います。文章として記載するだけではなく、実際の取組、行動に移す
必要があると思います。例えば富山市あたりは、校(園)長会として園長先生方も参加し
ての校長会を行っていると聞いたことがあります。このことについて、検討してもらい
たいと思います。この方針の記載そのものよりも、方針が謳っていることから考えると、
園長先生方も小学校、中学校でどのようなことをしているかということを知ってもらう
ことが大事ではないかと思いました。教育委員として、通常訪問研修により幼稚園や認
定こども園を訪問していますので、お互いにつながりを意識しながら取り組む必要があ
ると思ったことが一点目です。二点目は、用語や表現等について、よりよい表現の検討
や内容の確認をしたいと思った点がありますので、教育委員会終了後に相談したいと思
います。三点目は、中項目「10 健やかな子どもの育成とスポーツの充実」について、
「運動・スポーツの好きな子どもの育成」とありますが、作成の経緯から、運動とスポ
ーツはどのように違うのか教えてください。

スポーツ課長

運動というと、例えば子どもたちが休み時間に走ったりすることも運動に含まれるで
しょうし、スポーツとなると、ある種の競技性が入ってくるのかなと思います。まずは、
小さい子どもは運動に親しんでもらい、そこから少しずつ競技の方に移行していくとい
う流れを、健やかな子どもの育成として捉えています。中学校ではさらに競技力を高め
ていくことになると捉えています。

委員

そういう意味では、中点をつけて記載していますが、並列にするのではなく、別の表
現を検討してはどうかと思います。

スポーツ課長

分かりました。

教育長

運動とスポーツ、課題として表現を検討したいと思います。
こども支援課長に確認ですが、園長、あるいは所長も含めてだとは思いますが、校長
会等で市の方針等をしっかり確認できるといった場があるといいのではないかという委
員の意見であったと思います。以前は、年間に何回か、園長・所長等の会議で時間を割
いてもらい、特別支援や小中の接続等について説明を行う機会がありました。今後につ
いて、この場ですぐには決められませんが、今も会議等は行われていると思うので、例
えば、学期に１回、委員会から出向いて、一学期であれば学校訪問の時にはこういった
ことをお願いします、二学期では特別支援教育の視点からどう対応すればよいか、また
三学期では学級編成も含めて幼小、保小の接続についての意見交換など、機会があれば
可能かどうか検討してください。

こども支援課長

各園、各所では、個別に学校との連携を行っていますが、教育委員会の方針としてど
のように行っていくかということについて、所長・園長会での協議という場を設けるこ
とができればより一層よいことだと思いますので、よろしくお願いします。

教育長

引き続き検討していくこととします。
ほかに何かありますでしょうか。
（なし）
次に「報告第２号 令和２年度就学通知の発送及び入学予定者数について」説明願い
ます。

学校教育課長

それでは「報告第２号 令和２年度就学通知の発送及び入学予定者数について」ご説
明します。小学校については、発送数が 306 通、指定校変更による増が 11 件、区域外就
学予定・転入予定による増が１件、転出予定・指定校変更による減が 13 件となっており、
差引して入学予定者数は 305 件となっています。中学校については、発送数が 366 通、
指定校変更による増が３件、区域外就学予定・転入予定による増が２件、転出予定・指
定校変更による減が10件となっており、
差引して入学予定者数は361 件となっています。
小中学校の発送数の合計は 672 通、入学予定者数の合計は 666 人です。結果の通知は、
１月 31 日までに書面により行う予定です。説明は以上です。

委員

毎回確認していますが、指定校を変更したいという保護者の考え、内容はどのような
ものか教えてください。

学校教育班長

理由としては、父母の勤務上の都合、祖父母宅に近い学校、中央小と桜井小の間にお
ける転居予定などがありました。

教育長

私から説明しますと、指定校変更における大概の理由は、人間関係がうまくいかない
場合、あるいは部活等で一緒に活動したいという中学校での理由が多いと思います。ま
た、いわゆる本来は、小学校では石田小学校に通学する必要があるが、生地小学校に通
学するといったことが指定校変更ということです。ほかに、区域外就学、転入予定、転
出予定といった区分があります。班長から何か補足説明はありますか。

学校教育班長

中学校については、今回は部活動による変更はありませんので、多分、住居が変わる
予定ではないかと思います。

教育長

住所が変わることを前提としての変更であると思います。また、兄等が変更していた
ので、弟も変更したいという考えもあるかもしれません。おそらく委員の質問は、いじ
め等の人間関係により、どうしても指定された学校に行きたくないために別の学校を希
望しているケースがあるかどうかという趣旨ではないかと思っているのですが、そのよ
うなことはありませんか。

学校教育班長

現時点でそのような理由での変更希望の申し出はありません。

委員

最近は弾力的な運用をする傾向になってきていると思うので、必ずしも黒部市内の小
中学校に行かなければならないという強い制限はないと思います。附属小、中学校ある
いは片山学園などで、勉強をしたいという子どもがおられてもいいのですが、学校の受
け止め方としても、そのような相談が学校や教育委員会に寄せられた場合に、しっかり
と話を聞いて、さらに黒部市内の小学校はこのような素晴らしい対応をしているという
ことや中学校も二校として体制を整えて頑張って取り組もうとしていることを十分説明
してほしいと思います。教育委員会も学校もそのように対応してもらわないと、黒部市
において学校教育を進めていくうえで、単に了解するだけではよくないと思います。そ
のような自覚を校長や教育委員会事務局もしっかりと気に留めてもらいたいと思いま
す。大事な黒部市の学校であるので、皆で盛り上げていきたいと思い、毎回同じような
お願いをしています。よろしくお願いします。

教育長

分かりました。校長会等でも、自信を持って黒部の教育を進めてほしいと話したいと
思います。

次に「報告第３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 ７日
○１月 ８日
○１月 ８日
○１月 12 日
○１月 14 日
○１月 20 日

新年あいさつまわり
３学期始業式(小学校・中学校)
2020 年賀詞交換「新年を寿ぐ会」
「鷹施中学校」
・
「宇奈月中学校」見学会
小中学校長研修会
令和元年度黒部市小学校教育研究会個人研究発表会並びに小学校・中学校
教育研究会合同講演会
○１月 23 日 第３回教員確保対策会議
○１月 24 日 中学校入学説明会(新中１)…宇奈月小 ※以降、各小学校で順次開催

生涯学習課長

〔予定事業〕
○２月 ５日
○２月 10 日
○２月 12 日
○２月 13 日
○２月 14 日
○２月 25 日
○２月 26 日
○２月 26 日
○２月 27 日
○２月 27 日

第３回管内市町村教育委員会教育長会（東部教育事務所主催）
小中学校長研修会
中学校ガイダンス(新中２・３)…桜井中
黒部市教育振興協議会(教育の方針)
中学校ガイダンス(新中２・３)…宇奈月中
令和元年度第２回市町村教育委員会教育長会議
教育委員会２月定例会
令和元年度黒部市教育文化表彰式
中学校ガイダンス(新中２・３)…鷹施中
中学校ガイダンス(新中２・３)…高志野中

〔経過事業〕
○１月 11 日
○１月 12 日
○１月 15 日
○１月 25 日
○１月 26 日

おんづろこんづろ
令和２年黒部市成人式
黒部市芸術文化協会新年懇親会
令和元年度生涯学習フェスティバル(～26 日)
文化財防火デー消防訓練

〔予定事業〕
○２月 ７日 黒部市ＰＴＡ連絡協議会臨時総会並びに活動報告会
○２月 ８日 黒部市女性のつどい
○２月 22 日 第３回ＪＡＬ折り紙ヒコーキ全国大会 黒部予選会
スポーツ課長

〔経過事業〕
○12 月 28 日 ＫＵＲＯＢＥアクアフェアリーズ Ｖ１リーグホームゲーム
（vs ＰＦＵ、29 日(日)12:00～ vs ﾄﾖﾀ車体）
○１月 １日 第 11 回黒部元旦健康スポーツマラソン大会
○１月 ４日 2020 新春フェスティバル
○１月 22 日 (公財)黒部市体育協会新年懇親会
○１月 23 日 東京 2020 オリンピックアーチェリーインド代表受入に伴う大使館訪問
○１月 28 日 第 14 回黒部市民スキー競技大会第２回実行委員会
〔予定事業〕
○２月 ２日 第 14 回黒部市民スキー競技大会
○２月 15 日 第 54 回青梅マラソンバスツアー(～16 日)

図書館長

〔経過事業〕

○１月 ８日 「黒部川電源開発の先人 高峰譲吉と山田胖」(～３月 31 日)
○１月 28 日 蔵書点検(～31 日)
〔予定事業〕
○２月 10 日
○２月 12 日
○２月 14 日
○２月 18 日
学校給食センター所長

こども支援課長

蔵書点検(～20 日)
宇奈月ロータリークラブ文庫寄贈式
宇奈月ロータリークラブ寄贈本展(～３月 15 日)
石川県市立図書館研究会・事例講義(宇奈月館)

〔経過事業〕
○１月 ８日 ３学期給食開始
○１月 24 日 全国学校給食週間(～30 日)
〔予定事業〕
○１月 29 日
○２月 ３日
○２月 ７日
○２月 13 日
○２月 18 日

学校給食研究会
献立検討会
「北方領土の日」記念給食
学校給食運営委員会
富山県栄養教諭等研究大会

〔経過事業〕
○１月 ８日
○１月 10 日
○１月 10 日
○１月 20 日
○１月 21 日

始業式
新年お楽しみ会【さくら幼稚園】
新年お楽しみ会【石田こども園】
親子で遊ぼう(３、４歳児)【さくら幼稚園】
親子で遊ぼう(５歳児)【さくら幼稚園】

〔予定事業〕
○２月 ６日 リトミック教室【石田こども園】
○２月 ７日 ５歳児親子活動【石田こども園】
※これらのほか、各園で節分行事等を行う予定
教育長

各課等の事業報告について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。

学校教育課長

（今後の日程について確認）
○教育委員会２月定例会
【日時】２月 26 日(水) 午後１時 30 分
【会場】市民交流サロン１
○伝承芸能・伝承技術士認定式 【日時】２月 26 日(水) 午後３時 00 分
【会場】第２委員会室
○令和元年度教育文化表彰式
【日時】２月 26 日(水) 午後４時 00 分
【会場】第２委員会室
○教育委員会３月定例会
【日時】３月 26 日(木) 午後１時 30 分
【会場】201 会議室

教育長

事務局から日程等について説明がありましたが、ここで何か確認事項等がありました
らお願いします。

委員

報道で、タブレット端末を学校において児童、生徒に１台ずつ配置するにあたり、県
で共同購入をするという会議が開かれたということを見ましたが、様々な問題点がある
と思うので、今の状況でどういった問題があるのか、また黒部市はどのような方向性で

進むのかといったことについて教えてください。
教育部長

教育長

国では、ＧＩＧＡスクール構想ということで、文科省が昨年の 11 月、12 月位から打
ち出しています。経済対策の一環として、要点は、高速のネットワーク整備、いわゆる
動画を視聴できる程度の整備と、児童生徒１人に１台の端末配置という構想です。現在、
これは補助事業ということで、景気対策でもあることから、まず今年の３月補正、ある
いは新年度の当初予算、補正予算等を踏まえて、その取組について、国から進めるよう
にとの話があります。予算の話でもあり、詳細は改めて説明したいと思います。
いずれにしろ、動きが急加速度的に進んでいるという状況かと思います。
ほかに何かありますでしょうか。
（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。
令和２年２月 26 日
署名人 黒部市教育委員会 教育長

中

義 文

