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教育長

只今から、黒部市教育委員会８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､「７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 所管事業の状況報告について（行事等）
(1) ７月 31 日(金) 小中学校第１学期終業式（小・中学校）
(2) ８月 24 日(月) 小中学校第２学期始業式（小・中学校）
２
(1)
(2)
(3)

出席した会議等の概要報告について
８月 ３日(月) 令和２年度第１回黒部国際化教育推進協議会（市役所 201・202）
８月 ３日(月) 黒部市ＰＴＡ連絡協議会との懇談会（生地公民館）
８月 25 日(火) 令和３年度富山県教育行政に対する要望事項策定委員会
（富山市役所）

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（２件）
(4) いじめの認知件数及び指導の経過（７月報告分）
①小学校（新規認知件数１、指導中１、見守り中６、解消１）
②中学校（新規認知件数０、指導中０、見守り中３、解消０）
(5) 令和２年度在籍児童・生徒・園児数（８月１日現在）
①小学校 児童数 2,045 人（前月比 ３人減）
②中学校 生徒数 1,040 人（前月比 同数）
③幼稚園 園児数 00 62 人（前月比 ２人減）※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。
（なし）
次に報告事項に移ります。はじめに「報告第１号 令和２年度一般会計９月補正予算
(教育委員会関係)の概要について」報告願います。

教育部長

それでは「報告第１号 令和２年度一般会計９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。まず、学校教育課所管になりますが、新型コロナウイルス感染
症対策費の補正です。補正額は 18,217 千円です。小中学校感染症対策・学習保障等に係
る支援事業として、学校における感染症対策支援のため消耗品・備品の購入費用を市内
小中学校 11 校に配当するもので、事業費は 14,000 千円です。また、ＧＩＧＡスクール
サポーター配置委託事業として、ＧＩＧＡスクール構想事業の全般支援を行うＩＣＴ技
術者を配置するものです。事業費は 4,217 千円です。次に、基金積立金の補正です。補
正額は 60 千円です。これは、ふるさと黒部サポート寄附金としていただいた３件分の寄
附金を教育文化振興基金に積み立てるものです。続いて、生涯学習文化課所管になりま
すが、新型コロナウイルス感染症対策費の補正です。補正額は 842 千円です。令和３年
成人式に係る新型コロナウイルス感染症対策事業として、成人式における３密回避のた
めの感染症防止対策で、事業費は 300 千円です。２つ目は、黒部市文化施設利用料支援
事業補助金として、芸術文化団体に対する「新しい生活様式」に対応した形式での芸術
文化事業再開等への支援です。事業費は 300 千円です。これは芸術文化団体等が事業再
開のため練習等を行うにあたり、施設を使用した場合の費用の半額を補助するものです。
３つ目は、令和２年度松桜閣運営補助金助成事業として、利用料等収入減となった部分
に対しての支援で、事業費は 242 千円です。次に、公民館建設事業の補正です。補正額
は 4,534 千円です。東布施地区の公民館として整備予定の(仮称)東布施地区防災コミュ
ニティセンターの駐車場、訓練・避難広場等測量及び実施設計業務委託として、整備事
業に係る測量及び実施設計の業務を委託するものです。なお、公民館は令和４年度から
の供用開始を目指しているところです。次に、芸術文化推進事業の補正です。補正額は
20,324 千円です。教育文化振興基金積立金として、市内企業からの寄附金に基づき基金
に 10,000 千円を積み立てるものです。また、黒部シアター2020 事業補助金等として、
基金から 10,000 千円を繰り入れて黒部シアター2020 の開催にかかる必要経費等への補
助等として 10,324 千円を支出するものです。続いて、スポーツ課所管になりますが、地
域スポーツ振興事業の補正です。補正額は 8,098 千円です。教育文化振興基金積立金と
して、市内企業２社からの寄附金に基づき基金に 4,049 千円を積み立てるものです。ま
た、優秀スポーツクラブ育成補助金として、基金から繰り入れて市内スポーツクラブへ
同額の 4,049 千円を補助するものです。これらについて、市議会９月定例会で審議され
る予定です。説明は以上です。

教育長
委員

質問がありましたらお願いします。
一点詳しく教えてもらいたいことがあるので、お願いします。ＧＩＧＡスクールサポ
ーター配置委託事業ですが、これは多分人件費だと思いますが、ＩＣＴ技術者の配置に

ついて、県から配置されるのか市で探す必要があるのか、また、事業者から派遣される
のでしょうか。昔は、特別非常勤講師ということで、コンピュータ関係についての指導
者の配置がありましたが、それらとの違いについて説明をお願いします。
教育長

今ほどの質問は、ポイントが二点あったと思います。まず、ＧＩＧＡスクールサポー
ターはどのような要件でどのような人が担当するかについては課長から、それと、情報
教育等に関係する非常勤職員についての現状を班長から話してもらえればと思います。

学校教育課長

まず、このＧＩＧＡスクールサポーターについては、国のＧＩＧＡスクール構想と合
わせてセットになった支援制度があり、基本的には４校に２人程度、巡回して対応する
といった人員配置ということで、市が事業者と委託契約を結ぶことになります。本市は
小中あわせて 11 校あるので、６人弱となりますが、その方々が順次学校を訪問しながら、
パソコンの使用方法、マニュアル作成の支援等を行ってもらいたいと考えています。今
回の内容としては、12 月から３月までの４か月間ですが、パソコンは早ければ 11 月末
には何とか納入してもらうことになると思いますので、そこから実際に使用する期間の
間、約４か月の間でしっかりとサポートしながら、学校現場で円滑に運用したいと思っ
ています。なお、授業等への参画はできない内容になっています。

学校教育班長

次に、非常勤講師についてですが、現在小学校で３校が県からの派遣という形で活用
しています。総合的な学習の時間、社会科の時間、国語の時間等を中心に、パソコンの
使い方に慣れながらスキルアップを図るという意味での活用を続けています。

委員

各学校でもコンピュータの達人ではないですが、詳しい教員もおられると思うので、
今後、ＩＣＴの技術者と上手に連携して進めてもらえれば、今ほどの説明以上にスムー
ズに進むかと思い質問しました。よろしくお願いします。

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 令和２年度教育委員会事務の点検・評価（令和元年度事業分）に
ついて（諮問）
」について報告願います。

教育部長

それでは「報告第２号 令和２年度教育委員会事務の点検・評価（令和元年度事業分）
について（諮問）
」についてご説明します。これについては、別冊の「令和２年度教育委
員会事務の点検・評価報告書（令和元年度事業分）
」にあるように、
「地方教育行政の組
織及び運営に関する法律」第 26 条の規定に基づき実施するものです。この度、自己点検・
評価基準に基づき事務局サイドにおいて自己点検・評価を行いましたので、黒部市教育
振興協議会規程に基づき、教育振興協議会に諮問する予定です。教育振興協議会の皆さ
んには、８月 27 日と９月 10 日の２回にわたり審議いただき、報告書として取りまとめ
の上、教育委員会に答申がなされることになります。その答申を受けて、９月の定例教
育委員会において議案として提案し、ご承認いただければ、学識経験者の意見を添えて
12 月の市議会に報告する予定です。その報告の後に、市ホームページ等で公表するもの
です。
「令和元年度黒部市教育の方針」に掲げる施策分野における個別事業を対象として
おり、その対象事業数は 59 件です。その内訳ですが、所管別件数は、学校教育課が 26
件、生涯学習課が 17 件、スポーツ課が 11 件、図書館が２件、学校給食センターが２件、
こども支援課が１件となっています。評価別件数は、
「目標を十分に達成し、期待以上の
成果を得られた」とするＡＡ評価が４件、
「目標を概ね達成し、ほぼ期待どおりの成果が
得られた」とするＡ評価が 46 件、
「目標を半分以上達成し、ある程度の成果が得られた」
とするＢ評価が８件、
「目標をあまり達成できず、成果が少なかった」とするＣ評価が１
件となっています。施策分野別評価の内訳としても取りまとめてあります。詳細につい
ては別冊により整理しています。説明は以上です。

教育長

質問があればお願いします。今日この場で内容がどうかということより、日程的なこ

とで今ほどの説明にあったように、今後の流れについて本日了解いただければと思いま
す。明日 27 日、そして９月 10 日に協議会に諮問し、内容を精査していただきます。そ
して、評価等を含め変更等をせざるをえない、あるいは中身の記載について修正等を加
え、それらのものを９月の定例会までに教育委員の皆さんにお届けし、最終的にそれを
お諮りした上で、市議会等に報告するという流れです。よろしいでしょうか。
委員

そのことについて、今ほどの説明でよく分かったのですが、教育委員は４名いますの
で、２、３日前に資料が届きましたが、熟読するのは時間がかかって、私もさーっと見
たところです。そこで、これから一ヶ月かけて目を通し読ませてもらい、次回の９月定
例教育委員会には委員それぞれが意見を言うと思いますが、事前に質問等があれば、ま
たお尋ねするかと思いますが、その方法でよろしいでしょうか。内容にボリュームがあ
るというか、たくさんありますので、また質問等をさせてください。

教育長

途中で、教育委員の皆さんから質問等があれば、諮問を受けた教育振興協議会でどの
ような審議がされるか分かりませんが、委員の考えとして、こうではないか、この内容
はどのようなものか、といったことがあれば、遠慮なく委員会事務局に問い合わせいた
だければと思います。事務局に確認ですが、９月 10 日の教育振興協議会の会議後、９月
定例教育委員会の資料として、いつ頃の送付になりますか。

学校教育課長補佐

通常は定例教育委員会の３、４日前に資料を送付しており、９月定例教育委員会本体
の資料は、やはり時間がかかってしまい、３、４日前になると思いますが、教育委員会
事務の点検・評価の資料については、本体の資料とは別に早めに送ることも可能かと思
われます。

教育長

ボリュームがあるので、本体の資料とは別に、可能であれば、教育委員会事務の点検・
評価の資料だけ案として先に送ることもあり得るということで、確実ではありませんが、
今後の協議も踏まえての対応となります。よろしくお願いします。
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〕
○７月 31 日
○８月 ３日
○８月 18 日
○８月 24 日
○８月 25 日

小中学校第１学期終業式
令和２年度第１回黒部国際化教育推進協議会
市議会学校統合及び跡地利用対策特別委員会部活動視察
小中学校第２学期始業式
令和３年度富山県教育行政に対する要望事項策定委員会

〔予定事業〕
○８月 27 日
○８月 28 日
○９月 ２日
○９月 ５日
○９月 ９日
○９月 10 日
○９月 12 日
○９月 15 日
○９月 23 日
○９月 29 日

黒部市教育振興協議会(点検・評価審査１回目)
小中学校長研修会
黒部市議会９月定例会(～25 日)
中学校体育大会
通常訪問研修(さくら幼稚園)
黒部市教育振興協議会(点検・評価審査２回目)
小学校運動会
通常訪問研修(生地こども園)
通常訪問研修(宇奈月小学校)
通常訪問研修(中央小学校)

生涯学習文化課長

〔経過事業〕
○８月 ６日 第２回黒部舞台芸術鑑賞会実行委員会
○８月 21 日 第 16 回特別展「新川の鉱山物語－近世から現代－」
（～11 月 23 日）

○８月 25 日 第４回ふるさと黒部 つむぐプロジェクト実行委員会
スポーツ課長

〔経過事業〕
○７月 31 日 第 15 回市民体育大会 第２回常任・専門合同委員会
・10 月 18 日の市民体育大会(陸上大運動会)について中止を決定。これ
により、今年度の第 15 回市民体育大会は全ての競技が中止。また、陸
上大運動会の中止により各地区の運動会も全て中止になるものと考え
ている。

図書館長

〔経過事業〕
○８月 １日
○８月 １日
○８月 ４日
○８月 12 日

「おうちでもお祭り気分！」(～30 日)
「ご近所で満喫！アウトドア遊び」(～９月 13 日)
第２回黒部市図書館協議会
「健やか黒部 減塩＆野菜たっぷりプロジェクト展」(～９月 30 日)

〔予定事業〕
○８月 28 日
○９月 １日
○９月 ９日
○９月 11 日
○９月 17 日
○９月 20 日
○９月 20 日

第３回黒部市図書館協議会
「写真で語る絵本」(～30 日)
「地域で支える！がん最前線 with コロナ」(～10 月 11 日)
「今、話題の作家たち」(～10 月 30 日)
「星空・夜空の本特集」(～10 月 31 日)
健康チェックブース
オンライン健康セミナー

学校給食センター所長

〔経過事業〕
○７月 30 日 第１学期学校給食終了(小学校)
○７月 31 日 第１学期学校給食終了(中学校)
○８月 24 日 第２学期学校給食開始(小中学校)
〔予定事業〕
○９月 １日 第２学期学校給食開始(幼稚園)
○９月 11 日 黒部地場産学校給食の日(第２回)
○９月 29 日 くろべジオパーク給食

こども支援課長

〔経過事業〕
○８月 17 日 クロダイ稚魚放流(５歳児)【石田こども園】
〔予定事業〕
○９月 １日
○９月 ９日
○９月 15 日
○９月 26 日
○９月 26 日
○９月 26 日

教育長

２学期始業式
通常訪問研修(さくら幼稚園)
通常訪問研修(生地こども園)
ふれあい運動会
なかよし運動会
親子運動会

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）
生涯学習文化課が担当している「ふるさと黒部 つむぐプロジェクト」において、抒情
歌ふるさとの４題目の歌詞を募集する事業を行っています。チラシを配付していますの
で、ぜひ教育委員の皆さんも応募いただければと思います。また、このようなふるさと
黒部を再発見するといった取組を行っていることについて、周りの方々にもお知らせい
ただければと思います。

次に「報告第４号 その他」について、事務局からお願いします。
交流センター整備班長

交流センターの整備事業について、委員の皆様に「(仮称)くろべ市民交流センター施
設概要【中間報告】
」という冊子を配付しています。委員の皆様に、今までこの交流セン
ターについて十分に説明する機会がなかったわけですが、実施計画がようやく固まりつ
つある今のタイミングで、これまでの経緯も含め、このように取りまとめた次第です。
本日、説明は省略しますが、委員の皆様には目を通していただき、何かありましたら、
委員会の場に限らず、どのような場面でも結構ですので、お問い合わせいただければと
思います。参考として、今後の大まかな進め方、スケジュールについては、建設費に概
ね 25 億円ほどかかりますが、今年の 12 月に補正予算の計上をいただき、入札等の手続
きを経て、４月には着工したいと考えています。その結果、令和５年の春オープンとい
うことで、できれば４月を目指したいと考えています。建築場所が旧庁舎ということで
あるので、当然、現状ではまだ建物は残っています。解体工事については、今月に入札
を行い、約１億２千万円弱で解体工事の契約をしたところです。10 月から解体工事に入
る予定にしています。長い間、中心商店街のシンボルでもあったあの庁舎がいよいよ解
体され、なくなるということで、資料には旧庁舎の古い歴史のあらましについても、ト
ピックス的に整理しており、そういった点にも目を通していただければと思います。私
からは以上です。

教育長

確認ですが、定例教育委員会に限らず、何かあれば問い合わせてほしいとのことでし
たが、特にこういった点について意見があればお願いしたいといったことはありますか。

交流センター整備班長

特にといった点はありません。どういったことでも結構ですので、何かありましたら
お問い合わせいただければと思います。また、そういう意味では、素晴らしい施設がで
きる予定であるということをＰＲしていただければと思います。

教育長

素晴らしい施設ができることを楽しみに待ち、夢を膨らましていきたいと思いますの
で、よろしくお願いします。資料には旧黒部市役所のあらましが掲載されており、旧宇
奈月町の住民にとっては初めて見るものもあると思います。しかし、合併して年月も経
っていますので、旧宇奈月町とか旧黒部市といったことではなく、しっかりと完成を見
届けたいと思っていますので、よろしくお願いします。
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９月定例会
【日時】９月 25 日(金) 午後３時 00 分
【会場】201 会議室
○教育委員会 10 月定例会
【日時】10 月 27 日(火) 午後１時 30 分
【会場】市民交流サロン１

教育長

事務局から日程等について説明がありましたが、委員には日程調整をよろしくお願い
します。
今までの中で何かありますでしょうか。

委員

一つよろしいでしょうか。事務局で対応しているかもしれませんが、今日はさくら幼
稚園の登校日でした。送迎をしていて、中央小学校とさくら幼稚園の樹木等を見てみる
と、今年は異常気象だったのか、アメシロというか、蜘蛛の巣のようなものが再発して
いました。子どもたちの健康、それから、これだけ熱中症に注意しなさいということが
言われているので、木の下に退避しなさいと言ったときに、上から虫が落ちてきたり、
あるいは運動会、体育大会の日が迫っているので、地域の方々も見に来られるときに、
そのような状況があるということはあまりよくないと思います。印象も悪くなるので、
市教育委員会としてすでに対応しているということであればよいのですが、結構色々な

場所や住宅でも、学校だけに限らず、桜の木や、さくら幼稚園では柿の木にも枯れたよ
うな被害が見られました。そのことについて、どのように対応するのか考えがあれば教
えてください。すでに対応しているのであれば、よろしくお願いしますということにな
りますが、予算もかかることだと思います。
学校教育課長

アメシロに関しては、今週中にかけて対応を終える予定です。小学校、中学校ともに
です。

こども支援課長

保育所、幼稚園については、実は今年度、通常の年よりかなりアメシロの発生が多い
ということで、農林整備課では年２回対応していましたが、年４回まで増やすとのこと
でした。必要に応じて対応するということで、実は早めに２回実施してしまい、その後
どうするか困っていたのですが、現在はこのような状況になっています。

委員

薬の散布も必要な対応だと思うのですが、大分被害が目立っており、剪定というか伐
採といったことも大切だと思います。少し高い場所もあるので、校務助手や職員が対応
するのは無理だと思います。造園業者がクレーンを使って上から切るなどして、目立た
ないようにしてもらえれば、子どもたちの健康もありますので、よいのではないかと思
います。もし学校等を巡回していないようであれば、実際に担当者が目で見て、この場
所は伐採する、この場所は薬を散布するといった判断をしてもらい、必要に応じて予算
の範囲内で対応してもらえたらと思います。

教育長

今ほどの話は以前から出ていた件であると思います。事務局内では、過去、予算要望
の際に、各学校の樹木伐採・剪定計画というものがあり、それに基づき実施していまし
た。これが何年か前から別の対応になっており、今後どうすればよいかを含めて、予算
化していく必要があるので、この場で、できるできないの確約はできませんが、検討し
たいと思っています。なお、薬を散布したからいいということではなく、やはり外観と
いったこともありますので、過去には市民から市の施設が見苦しいという意見が寄せら
れたこともあり、市職員が直接伐採した例もあります。しっかりと現場を見て対応した
いと思います。

委員

各学校だけではなく、他の施設でも見られますので、よろしくお願いします。

教育長

他の施設にも同じことが言えると思いますので、しっかりと対応したいと思います。
それでは、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９月 25 日
署名人 黒部市教育委員会 教育長

中

義 文

