令和３年 黒部市教育委員会５月定例会 議事録
日 時
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黒部市役所 201 会議室

出席者

教育長 中
義文
教育委員 雪山 俊隆（教育長職務代理者）
教育委員 泉
博美
教育委員 紙谷 真紀
教育委員 浅野 詠子
教育部長
学校教育課長・学校給食センター所長
生涯学習文化課長
スポーツ課長
図書館長
学校教育班長
こども支援課長
学校教育課主幹
生涯学習文化課主幹
学校給食センター主幹
学校教育課長補佐

傍聴人

高野
晋
林
茂行
中湊 栄治
橋本 正則
寺林 佳子
平田
恩
島田 恭宏
舘野 敬子
王生
透
松平真由美
前林 丈雄

なし
（会議冒頭「市民憲章」朗唱）

事務局
教育長

（冒頭に５月臨時会に出席していなかった職員による自己紹介を実施…略）
只今から、黒部市教育委員会５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､「４月定例会の議事録」及び「５月臨時会の議事録」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) ５月 10 日(月) 学校訪問：通常訪問研修（清明中学校） ※以後、各校で実施
(2) ５月 13 日(木) (仮称)東布施地区防災コミュニティセンター整備工事安全祈願祭
（旧林業者等スポーツ研修館）
２ 出席した会議等の概要報告について
(1) ５月 11 日(火) 令和３年度富山県市町村教育長会総会（Toyama Sakura ビル）
(2) ５月 13 日(木) 第１回東京 2020 オリンピックホストタウン・聖火リレー事業
黒部市実行委員会（市役所）
(3) ５月 17 日(月) 令和３年度第１回管内市町村教育委員会教育長会議
（県森林水産会館）
(4) ５月 19 日(水) 黒部市奨学生審査委員会（市役所 201）

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（２件）
(2) 不審者情報等（３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（４月報告分）
①小学校（新規認知件数２、指導中５、解消０）
②中学校（新規認知件数０、指導中２、解消０）
(5) 令和３年度在籍児童・生徒・園児数（令和３年５月１日現在）
①小学校 児童数 2,031 人（前月比 ３人減）
②中学校 生徒数 1,073 人（前月比 １人減）
③幼稚園 園児数 00 53 人（前月比 同数）※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

その他の事故の２件目、部活動終了後の自転車での下校中の事故について、どのよう
な状況だったのか、今一度細かく説明していただけないでしょうか。状況的に、たまた
ま起きた事故だったのか、そもそもその場所に危険な要素があったのか、そういった点
を確認できればと思います。

学校教育班長

十字路、信号のある交差点で、近くにコンビニがありますが、桜井高校側から進んで
きて、車道から歩道に上がる時に、少しでこぼこした箇所があって、たまたま引っ掛か
ってしまったとのことです。

教育長

危険な要素があるというか、ごく普通の交差点だと思っていただければと思います。
その生徒が、そのまま車道で待機して、進行が青になったら走り出せばよかったのか、
または、交差点の信号手前なので、一旦降りて待機して、その後横断歩道を歩いて渡ろ
うと思い車道から歩道に上がろうとしたのか、そのあたりは確認していませんが、いわ
ゆる普通の交差点であり、危険な場所ということではありません。車道と歩道の間に少
し段差があり、そこに引っ掛かってしまったということです。

委員

一人で下校中だったということでよろしいですか。気持ちが少し緩むというか、自転
車同士で話しながら帰宅する中学生を見かけることがあります。そういったことも心配
になりました。

学校教育班長

一人で下校していました。

委員

分かりました。

教育長

ほかに何かありますでしょうか。
（なし）
次に、
「５ 議案」の審議に移ります。本日の議案は、２件です。はじめに「議案第
14 号 黒部市社会教育委員の委嘱について」説明願います。

生涯学習文化課長

それでは「議案第 14 号 黒部市社会教育委員の委嘱について」ご説明します。委員の
退任に伴い、黒部市社会教育委員に関する条例の規定により、後任として２名を社会教
育委員に委嘱するものです。黒部市小学校長会、黒部市ＰＴＡ連絡協議会からそれぞれ
報告のあった方を後任者とし、任期は前任者の残任期間である令和４年３月 31 日までと
なります。説明は以上です。

教育長

質問がありましたら、お願いします。
（なし）
それでは、議案を採決します。議案第 14 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 14 号は、原案のとおり決しました。
次に、
「議案第 15 号 黒部市図書館協議会委員の任命について」説明願います。

図書館長

それでは「議案第 15 号 黒部市図書館協議会委員の任命について」ご説明します。委
員の退任に伴い、黒部市立図書館条例第９条第２項の規定により、後任として２名を図
書館協議会委員に任命するものです。黒部市ＰＴＡ連絡協議会、黒部市中学校長会から
それぞれ報告のあった方を後任者とし、任期は前任者の残任期間である令和４年３月 31
日までとなります。説明は以上です。

教育長

質問がありましたら、お願いします。
（なし）
それでは、議案を採決します。議案第 15 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
教育長

（異議なし）※任期の年号誤りについて指摘あり
ご異議なしでありますので、議案第 15 号は、原案のとおり決しました。
以上で議案の審議を終了します。
次に、
「６ 報告」に移ります。はじめに、
「報告第１号 黒部市教育振興協議会委員
の委嘱について」報告願います。

学校教育課長

（学校教育課長 説明）

教育長

質問がありましたら、お願いします。
（なし）
次に、
「報告第２号 黒部国際化教育推進協議会委員の委嘱について」報告願います。

学校教育課長

（学校教育課長 説明）

教育長

生涯学習文化課長

質問がありましたら、お願いします。
（なし）
次に、
「報告第３号 黒部市生涯学習文化スクエア運営委員会委員の委嘱について」報
告願います。
（生涯学習文化課長 説明）

教育長

質問がありましたら、お願いします。
（なし）
次に、
「報告第４号 令和３年度一般会計６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４号 令和３年度一般会計６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。６月７日開会予定の市議会６月定例会において上程する補正予
算です。
まずは、
学校教育課所管で総務費となる
「小中学校感染症対策事業」
として24,000
千円を計上しています。これは、宇奈月小学校給食搬入口増設工事として、令和４年度
の４月から予定している宇奈月小学校における給食センター方式の導入に向けた工事関
連経費となります。次に、同じく学校教育課所管で教育費となる「基金積立金」として
220 千円を計上しています。これは、
「ふるさと黒部サポート寄附金」として寄附のあっ

た 10 件、計 220 千円の寄附金について、教育文化振興基金に積み立てるものになります。
次に、生涯学習文化課所管で教育費となる「文化財保護調査事業」として 800 千円を計
上しています。これは、若栗地区に所在する松桜閣及び松桜閣の庭園修復環境整備事業
補助金として、豪雪により損傷した建物及び庭園を修復するものです。説明は以上です。
（財源について、詳細を説明）
教育長

学校教育課長

生涯学習文化課長

質問がありましたら、お願いします。
（なし）
次に、
「報告第５号 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〕
〇５月 10 日
〇５月 10 日
〇５月 10 日
○５月 11 日
○５月 12 日
〇５月 17 日
○５月 18 日
○５月 19 日
〇５月 20 日

教育委員会教育委員任命書交付式
教育委員会５月臨時会(組織会議)
学校訪問：通常訪問研修（清明中学校）
令和３年度富山県市町村教育長会総会
学校訪問：通常訪問研修（宇奈月小学校）
令和３年度第１回管内市町村教育委員会教育長会議
学校訪問：通常訪問研修（村椿小学校）
黒部市奨学生審査委員会
学校訪問：通常訪問研修（さくら幼稚園）

〔予定事業〕
○５月 27 日
〇５月 31 日
〇６月 ２日
〇６月 ７日
〇６月 ８日

学校訪問：通常訪問研修（生地こども園）
学校訪問：通常訪問研修（石田小学校）
学校訪問：通常訪問研修（若栗小学校）
黒部市議会６月定例会(～23 日)
学校訪問：通常訪問研修（中央小学校）

〔経過事業〕
○５月 10 日
○５月 13 日
○５月 13 日
○５月 14 日
○５月 17 日

第１回社会教育委員会
(仮称)東布施地区防災コミュニティセンター整備工事安全祈願祭
黒部市ＰＴＡ連絡協議会総会
令和３年度立山黒部ジオパーク支援自治体会議総会
青少年黒部市民会議第１回常任委員会

〔予定事業〕
○５月 27 日 第２回黒部踊り街流し実行委員会
○５月 29 日 くろべ女性団体連絡協議会総会
スポーツ課長

〔経過事業〕
○５月 12 日 第 16 回市民体育大会 第１回常任・専門合同委員会
※第 16 回黒部市民体育大会（市民大運動会を除く）の中止について説明
○５月 13 日 第１回東京 2020 オリンピックホストタウン・聖火リレー事業黒部市実行
委員会
○５月 22 日 黒部市ホストタウンＰＲイベント
「Indian Movie Festival(インド ムービー フェス！)」
（予定事業）
○６月 ３日 東京 2020 オリンピック聖火リレー(出発式～ミニセレブレーション)

図書館長

〔経過事業〕
○５月 １日 「あの山この山」
（～30 日）

○５月 ８日 「おどろき！サーカス絵本 手品もどうぞ…」(～６月６日)
○５月 25 日 ロータリー文庫児童図書目録贈呈式
〔予定事業〕
○５月 27 日 富山県図書館協会総会
○６月 １日 第１回黒部市図書館協議会
学校給食センター所長

〔予定事業〕
○５月 28 日 市内栄養士研修会
○６月 ２日 イベント給食「聖火リレーを応援しよう」
○６月 30 日 イベント給食「インドの「食」を味わおう」

こども支援課長

〔経過事業〕
〇５月 20 日 学校訪問：通常訪問研修（さくら幼稚園）
〔予定事業〕
〇５月 26 日
○５月 26 日
〇５月 27 日
〇５月 27 日
○５月 27 日
○５月 28 日
○６月 15 日
○６月 16 日

教育長

遠足(年中児)（石田こども園）
保育参観(年長児)（さくら幼稚園）
学校訪問：通常訪問研修（生地こども園）
遠足(年長児)（石田こども園）
保育参観(年中児)（さくら幼稚園）
保育参観(年少児)（さくら幼稚園）
保育参観(年中児)（生地こども園）
保育参観(年少・年長児)（生地こども園）

各課等の事業報告について質問がありましたら、お願いします。

委員

こども支援課に一点聞きたいのですが、今年度の教育の目標として、鉛筆の持ち方の
指導が挙げられています。現状として、こども支援課から幼稚園等に、指導に関する具
体的な話はされているのでしょうか。

こども支援課長

まだ徹底して行っていませんので、今後、教育方針に基づいて、幼稚園等に指導につ
いてお願いしていきたいと思います。

委員

年齢が高くなればなるほど、子どもたちの鉛筆の持ち方が固定されてしまいます。で
きれば、年長児あたりで上手に指導を行えば、スムーズな持ち方ができるのではないか
と思いますので、またよろしくお願いします。

教育長

今後、園訪問等もありますので、まず現状を見て、そのあたりを確認できればと思い
ます。大人もそうですが、箸の持ち方も含め、日本の食生活や日常生活の基本だと思い
ますので、皆で取り組んでいければと思います。
ほかに何かありますでしょうか。
（なし）
次に、
「７ 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）
〇教育委員会６月定例会

教育長

【日時】６月 29 日(火) 午後１時 30 分
【会場】201 会議室

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。

以上で、本日の会議を終わります。ありがとうございました。

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３年６月 28 日
署名人 黒部市教育委員会 教育長

中

義 文

