平成 27 年 黒部市教育委員会８月定例会 議事録
開会年月日
会場
会議の種類

平成 27 年８月 27 日（木）午後 1 時 30 分
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会議開始

午後１時 30 分（市民憲章朗唱）

委員長

只今から、黒部市教育委員会８月定例会を開会します。初めに、次第の２番「議
事録の署名について」は、委員長の私が署名します。
次第の３番、７月定例会の議事録ですが、読み上げは省略いたします。訂正・
質問等がございましたらお願いします。
（質疑なし）
ないようですので、記載のとおりとし、私が後ほど署名いたします。
次第の４番、教育長報告をお願いします。

教育長

それでは、教育長報告を致します。
１ 所管事務の状況報告について
(1)黒部市美術館運営審議会
（７月 28 日 市美術館）
(2)北信越中学校総合競技大会黒部市選手激励壮行会 （７月 31 日 黒部庁舎）
(3)英語サマーキャンプ
（８月 19 日～21 日 あこや～の）
２ 出席した会議等の概要報告について
(1)富山県民体育大会巡回激励
（７月 25 日～26 日 各会場）
(2)桜井高等学校教育振興会総会
（７月 27 日 桜井高校）
(3)第 32 回黒部名水マラソン第５回実行委員会
（７月 28 日 黒部庁舎）
(4)特別展「黒部峡谷探検」開会式
（７月 31 日 歴史民族資料館）
(5)愛本・内山・音沢地区体育大会激励巡回
（８月 14 日･15 日 各会場）
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(6)富山県教育行政に対する要望事項策定委員会
（８月 26 日 富山市）
要望内容については、お手元に配布したとおりでございます。
３ 所管事務に関する問題・情報等について（児童・生徒及び教職員の安全・安
心に関すること）
(1)児童生徒の交通事故等
・夏休みも今日を含めて５日間となりましたが、幸いにも、夏休み期間中の事故
は現在のところ報告を受けておりません。このまま無事に新学期を迎えられるこ
とを願うものであります。
(2)教職員の事故等
・７月 21 日 午前７時 30 分頃 入善町神林地内 （入善ｽﾏｰﾄｲﾝﾀｰ付近）
出勤途中の女性講師が 40 ㎞制限のところ 16 ㎞オーバーで取り締まりを受け
る。
・７月 28 日 午前７時 45 分頃 魚津市持光寺地内（あいの風とやま鉄道高架下付近）
高校のオープンハイスクールに参加している生徒の人数確認に向かう途中、一
方通行の標識を見逃し、通行禁止違反の取り締まりを受けた。
(3)不審者情報
・７月 29 日 午後５時 30 分頃 中学３年女子生徒宅への不審電話
母親が電話を取り「○○さんいますか」と言われ、
「どちら様ですか」と尋ね
ると「山田です」と答えた。母親が本人に代わると「○○ちゃんに似たかわいい
子がほしいから妊娠して」と言ってきた。
・８月２日（日） 午後４時頃 生地小学校敷地内
小学３年男子児童が、サッカーをしていたところ、自転車で通りかかった男が
「生地小学校の生徒か」などと話しかけてきた。また、水やりに来ていた親子の
近くから、父親をじっと見ていた。
・８月 19 日（水） 午前８時 50 分頃 三日市三島神社境内
小学２年生男子児童が、そろばん塾（三島公民館横）からの帰宅途中、不審者
に後を追いかけられた。
以上３件の事案が報告されています。これらについては、情報が入る都度、市
教育センターから各小中学校へＦＡＸにて注意喚起しております。
(4)いじめ（７月報告分）
認知件数は、小学校で２件、中学校で３件となっている。
小学校については、加害児童・被害児童を全職員で見守っているところ。中学
校については、６月に発生したズックへのいたずらであり、いたずらをした生徒
は判明していないが、７月中は発生していない。
以上、教育長報告を終わります。
委員長

只今の教育長報告について、何かご質問等ありますか。

委員

いじめの件数は、年間どの程度あるのでしょうか。
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また、県全体の年間件数などがわかれば教えてください。
事務局
（学校教育課長）

委員長

手元に資料はありませんので、後ほど確認してお知らせいたします。
（以下、確認した結果）
平成 25 年度 黒部市（18 件） 富山県（686 件）
平成 26 年度 黒部市（14 件） 富山県（－）
平成 27 年度 黒部市（12 件）←本日現在 富山県（－）
次第の５番、協議事項「平成 27 年度教育委員会事務の点検･評価」についてで
あります。事務局から説明願います。

事務局
それでは、説明いたします。平成 27 年度教育委員会事務の点検・評価であり
（教育部長） ますが、平成 26 年度に実施しました事業について、点検・評価を実施したもの
であります。具体的内容は、別冊として事前配布させていただいておりますが、
全体概要について説明いたします。内容は、平成 26 年度黒部市教育の方針に基
づく 58 事業について、点検評価を行っており、うち８件がＡＡ、48 件がＡ、２
件がＢ評価としています。前回、委員からのご指摘いただきました、評価の目安
について改善しております。目的を達成できた事業は、評価の目安となる数値を
100％、評価の表記は「Ａ」とし、目的以上の成果が得られた場合は、100％以上
とし、評価の表記をＡＡとしました。同様にＢからＤ評価についても、それぞれ
目安となる数値について整理したところであります。また、点検･評価について
諮問し、ご審議いただく教育振興協議会委員に一部変更がありました。なお、第
１回の審議を明日、28 日（金）に予定しております。
委員長
委員

委員長

ご質問等ありましたらお願いします。
評価の目安を改善されたことは、より分かりやすくなったと思います。また、
実績などが数値化された部分が昨年よりも多くなっており、評価の目安として大
変分かりやすくなったと思います。
ほかにありませんか。
（質疑等なし）
事務局には、明日の教育振興協議会での説明について、よろしくお願いします。
次第の６番、報告に移ります。まず、
（１）新市施行 10 周年記念特別表彰、平
成 27 年度黒部市自治功労及び一般功労表彰について、報告願います。

事務局
10 月 10 日に挙行されます、表彰式であります。教育委員会関係では、10 名の
（学校教育課長） 方々が表彰されます。今年度は、新市施行 10 周年ということもあり、特別表彰
に前 教育長の中山慶一さん、学校医を 44 年以上にわたり務められました桃井英
太朗先生が受賞されます。自治功労表彰では、前 教育委員長の福田豊さん、前 音
沢公民館長の佐々木博昭さん、前 三日市公民館長の尾崎一郎さんの３名が、一
般功労表彰では、団体の部として、宇奈月青年団（社会教育文化功労）
、個人の
部では備後安弘さん（スポーツ功労）
、岩井義信さん、田中愼二さん、岩井正博
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さん（学校医）の１団体、４個人の皆様が受賞される予定です。受賞予定者の履
歴等個別調書は、記載のとおりです。委員のみなさまには、表彰式担当課の企画
政策課から、案内があると思います。
委員長

わかりました。何かご質問はありますか。
（質問なし）
それでは、報告の（２）平成 27 年度一般会計９月補正予算（教育費）につい
て、事務局から説明願います。

事務局
９月補正予算でありますが、事務局事務費 2,000 千円、小学校運営費 4,612
（学校教育課長） 千円、合わせて 6,612 千円でありますが、前沢・三日市小学校の統合による桜井
小学校の開校に要する経費であります。両校の閉校記念事業補助金として 2,000
千円と学校名が変わることに伴う所要の経費であります。
このほか、ふるさとサポート寄附金２件 40 千円の基金への積み立て、石田こ
ども園への緊急地震速報受信システムの設置に要する経費 230 千円でありまし
て、補正総額 6,882 千円となっております。以上であります。
委員長

質問ございませんか。
（質問なし）
次に（３）各課等事業報告（経過・予定）であります。はじめに学校教育課か
ら報告願います。

事務局
＜経過事業＞
（学校教育課長） ・８月 19 日～21 日 英語サマースクール（あこや～の）
国際化教育の一環として、小中学生 53 名が、夏休みを利用した英語合宿を行
いました。ＡＬＴとの生活の中での英会話に親しみ、最終日には、合宿の集大成
として、英語による寸劇が披露されました。期間中、特に大きな問題も無く無事
終えることができました。
・８月 20 日、24 日 中学校通学区域の変更にかかる地元説明会（町内公民館）
現在、桜井中学校通学区域となっている、堀切町内会、新堀高町内会、堀切新
町内会のエリアを対象に、高志野中学校の通学区域に変更することについて、住
民説明会を開催するものであります。両中学校までの距離を比較すると 1.5km
以上、高志野中学校に近いことから、以前から指定校変更手続きを経て、高志野
中学校へ通う生徒が全体の７割を超えている実情に合わせるものであります。
・８月 26 日 職員出前講座「学校再編計画：中学校の統合について」
（各校）
平成 32 年度の中学校統合を見据え、各小中学校のＰＴＡを対象に開催するも
のです。７月８日、市Ｐ連との懇談会において、各学校のＰＴＡ会長に打診した
結果、現在のところ桜井中学校、宇奈月小学校、生地小学校、石田小学校、たか
せ小学校の５校のＰＴＡから申込があったものであります。他の小中学校に対し
ましては、各ＰＴＡのご都合に合わせ引き続き申込みが可能である旨、申し伝え
ております。
・８月 27 日 第１回黒部市総合教育会議（市役所）
このあと３時からの定例教育委員会終了後、引き続いての会議となりますが、
よろしくお願いいたします。
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＜予定事業＞
・８月 28 日 第 28 回黒部市教育振興協議会（市役所）
先ほど協議・報告いたしました、教育委員会事務の点検・評価について、ご審
議いただく予定であります。
・９月１日～18 日 黒部市議会９月定例会（市役所）
日程は次ページのとおりでありますが、委員長には、９月１日、７日、８日、
18 日の本会議にご出席賜りたいと思います。一般質問は、７日､８日となります。
・９月 17 日 第 29 回黒部市教育振興協議会（市役所）
日程調整中でありましたが、会長予定者との調整がつきまして予定どおり開催
されます。点検・評価の２回目の審議を予定しています。
・９月 28 日 桜井中学校新築工事安全祈願（現地）
日程調整中でありましたが、調整がつかず、現段階では 10 月 21 日で再調整し
ております。正式に決まりましたら改めてお知らせいたします。
それから、資料には記載してございませんが、追加日程としまして、９月 28
日から 10 月２日の一週間、14 歳の挑戦が行われる予定です。
以上、報告を終わります。
委員長

事務局
(生涯学習課長)

質問ありましたらお願いします。
（質問なし）
次に、生涯学習課からお願いします。
＜経過事業＞
・７月 26 日 黒部川・水のコンサート＆フェスティバル（黒部川公園）
入場者６千人となり盛大に開催されました。会場には姉妹都市の根室市交流
団、中高生９名も参加されました。
・７月 27 日 根室市中高生表敬訪問（市役所）
・７月 31 日 歴史民俗資料館「黒部峡谷探検」開会式
第 11 回特別展として開催、期間は 11 月８日まで。委員各位には出席いただき
ましてありがとうございました。
・８月 20 日 第 18 回子ども とやま県議会（県議会議事堂）
黒部市からは、荻生小学校６年生女子１名が議員として参加されました。
・８月 23 日 ニジマス・イワナつかみ楽しみ会（東山水辺公園）
青少年育成黒部市民会議下立支部主催により開催されました。
＜予定事業＞
・８月 28 日 立山黒部ジオパーク「日本ジオパーク」認定１周年記念講演
（富山国際会議場）
詳細については、配布しましたパンフレットをご覧下さい。
・９月６日 黒部市吉田科学館プラネタリウム機器等更新検討委員会
機器更新計画を決定する予定。
・９月 12 日 北陸新幹線開業記念「トーチカ展」
（市美術館）
子どもたちにも足を運んでいただくよう市内小学校にパンフレットを配布し
ました。期間は 11 月８日まで。
・９月 26 日 黒部市ＰＴＡ連絡協議会「親学び講座」研修会（中央公民館）
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以上、報告を終わります。
委員長

事務局
(ｽﾎﾟｰﾂ課長)

質問等ありましたらお願いします。
（質問なし）
次に、スポーツ課からお願いします。
＜経過事業＞
・８月 16 日 浦山鶏野神社相撲大会
・８月 18 日 中部日本地区選抜中学軟式野球大会優勝報告会（市役所）
桜井中学校野球部が優勝し、部顧問、選手代表等から報告を受けました。
・８月 21 日～22 日 北信越国民体育大会（総合体育ｾﾝﾀｰ、中ノ口緑地公園）
２日間にわたり開催され、少年女子バレーボールに１名、成年男子ソフトボー
ルに７名、成年女子アーチェリーに２名が出場しました。
＜予定事業＞
・９月６日 カターレ富山ホームタウンデー「Ｔ－１グランプリ」
（富山市）
・９月 12 日～13 日 富山グラウジーズプレシーズンゲーム（総合体育ｾﾝﾀｰ）
新幹線開業記念事業として開催されます。以上、報告を終わります。

委員長

事務局
(図書館長)

質問等ありましたらお願いします。
（質問なし）
次に、図書館からお願いします。
＜経過事業＞
・７月 26 日 直観読みブックマーカー
６人の参加がありました。
・８月１日 ８月おすすめ
「作って食べて楽しむ!夏休みごはん」は、80 冊を展示しました。
「きかんしゃトーマス 70 周年」は、40 冊を展示しました。
・８月 13 日 上映会「日本の昔ばなし」
参加者は、大人と子供あわせて 29 人でありました。
このほか、８月 14 日現在のフェイスブック利用状況は、海外アクセス 13 カ国、
投稿数累計 466 件、見た人の累計 83,710 人、
「いいね!」など反応数累計 14,670
人となっています。また、８月 24 日現在の土曜日よみきかせ会利用状況は、開
催累計 56 回、参加者累計 573 人、うち子供の参加者累計 323 人、一日あたりの
参加者数平均 10 人、なお、ボランティア登録者数が 10 人から 22 人となり、増
加の内訳として主に高校生であります。
＜予定事業＞
・９月 27 日 講演会「これからのスローエイジングと彩りのある健康生活」
講師として、高桜内科医院院長（元黒部市民病院院長）の高桜英輔氏を予定し
ております。以上、報告を終わります。

委員長

質問等ありましたらお願いします。
（質問なし）
次に、学校給食センターからお願いします。
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事務局
(学校給食ｾﾝﾀｰ所長)

＜経過事業＞
・７月 27 日 衛生管理講習会
・８月４日、26 日 栄養教諭・学校栄養職員研修会
・８月６日 富山県共同調理場連絡協議会所長・場長会議
＜予定事業＞
・９月１日、２日 学校給食開始
まもなく夏休みが終わりますが、小中学校は１日、幼稚園は２日から、２学期
の給食が始まります。
・９月 18 日 黒部地場産学校給食の日
今年度、２回目を予定しております。以上、報告を終わります。

委員長

質問等ありましたらお願いします。
（質問なし）
次に（４）その他の報告です。事務局からお願いします。

事務局
(学校教育課長)

その他といたしまして、いくつか報告させていただきます。
まず、現在策定中の桜井小学校の校歌についてであります。８月 18 日、作詞
をお願いしております上田氏より、歌詞の第一稿が提示されました。上田氏から
は、次のようなことを念頭に作詞したとのことであります。
＊小学生には、少し難しい言葉だが、桜井小学校の新しいスタートであり「格
調の高さ」を維持するため「文語体」とした。
＊明るく元気な曲調に対応できるよう「七五調」とした
＊最近の傾向である、
“分かりやすい言葉”や“ひらがなの多用”も検討した
が、歴史の第一歩にあたり重みがなくなることを懸念した。
＊作曲の過程で、言葉の繰り返しもあり得る。
（特に最後のフレーズ部分）
＊フレーズとして「桜井小学生」とするか「桜井小学校」とするか選択できる。
などでありますが、統合準備委員会委員、教育委員、学校の先生からの意見を
いただいた後、作曲家との作業に入るとのことでありました。委員の皆様にも、
第一稿をご覧いただきましてご意見を伺いたいと思います。

委員長

この後、総合教育会議がありますので、この場で議論するには時間がありませ
んので、総合教育会議終了後に改めて話し合ってはどうでしょうか。

委員

そのほうが慌ただしくなく、落ち着いて話し合いができると思います。

委員長

では、そのようにしたいと思います。

事務局
(学校教育課長)

それでは、校歌につきましては、後ほど改めてご協議いただきたいと思います。
次に、情報共有ということになりますが、市の式典担当課の企画政策課から、新
市施行 10 周年記念式典に係る市内小学生の出演について依頼がありました。２
件ございまして、１件目は 10 周年記念メモリアルビデオへの出演として、式典
の開式に先立ち上映されるビデオに今年 10 歳となる市内全小学４年生に出演協
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力を依頼するものであります。もう１件は、同じく式典での市民憲章朗唱の場面
がありまして、新市施行後に開校した「たかせ小学校」の６年生６名にステージ
上での市民憲章朗唱をお願いするものであります。この件については、９月４日
小中学校長研修会において、正式に依頼する予定で、了承が得られたのち、各学
校と担当課との打合せとなる予定であります。
最後にお手元に追加資料として、市議会９月定例会への提出議案として、桜井
中学校新築に関する請負契約の締結について、３件の概要を配布いたしました。
それぞれ、建築主体 1,506,600 千円、機械設備 271,944 千円、電気設備 155,520
千円であります。以上、その他報告といたします。
事務局
加えまして、９月 18 日の市議会最終日には、吉田科学館のプラネタリウム機
（教育部長） 器等更新工事請負契約の締結について、追加議案として提出する予定です。
委員長

次に、その他連絡事項についてお願いします。

事務局
(学校教育課長)

定例教育委員会の日程を確認させていただきます。
次回の９月定例会は９月 25 日（金）13 時半から、宇奈月庁舎第３会議室とな
ります。宇奈月庁舎での会議は、これが最後となります。
次に 10 月定例教育委員会ですが、10 月 28 日（水）はいかがでしょうか。
（各委員に確認 → 異論なし）
大丈夫のようですので、10 月 28 日でお願いしたいと思います。なお、会議室
は、新庁舎となりますが、現段階では、会議室を予約できる状態ではありません
ので、開催通知の際にお知らせすることとなります。以上であります。

委員長

最後に今後の日程について確認します。
○教育委員会９月定例会
日時：９月 25 日（金）午後１時 30 分／会場：宇奈月庁舎第３会議室
○教育委員会 10 月定例会
日時：10 月 28 日（水）午後１時 30 分／会場：市役所新庁舎
ということで、皆さん日程の確保をお願いいたします。
以上で本日の会議は閉会いたしますが、このあと３時から、総合教育会議が開
催されますので、引き続き、よろしくお願いします。

終了時刻

午後２時 40 分

傍聴者

なし
議事録調製
学校教育課課長補佐庶務係長

平成 27 年９月 25 日
署名人 黒部市教育委員会委員長 村田 聖士
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神保 竜

