平成 30 年 黒部市教育委員会４月定例会 議事録
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教育長

只今から、黒部市教育委員会４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､「３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

会議録６ページに「ひな型」という記載が２ヶ所ありますが、
「形」の方が一般的かな
と思うのですが、
「型」としたことについて確認させてください。次に、11 ページの黒
丸の部分ですが、改めて決定した時間を記載されるということでよろしいですか。また、
12 ページの上から８行目の学校教育課長の答弁ですが、会議録として要約されているた
めなのか意味が分かりづらい感があります。

教育部長

まず、
「ひな型」でありますが、黒部市として「型」を用いるという決まりがあるわけ
ではありませんので、確認して対応したいと思います。次に、11 ページの黒丸につきま
しては、前回の会議において時間が未確定の状況で説明しましたので、これも適切な記
載となるよう対応します。また、答弁につきましては、今ほどのご意見を踏まえ、意味
が分かりやすくなるよう、再度確認のうえ修正します。

教育長

それでは、今ほどの３点の指摘に対しまして、所要の訂正を行ったうえで議事録に署
名することとします。
次に「教育長報告」をいたします。
１ 所管事務の状況報告について
(1) ４月 17 日 全国学力・学習状況調査（小学６年、中学３年）
(2) ４月 20 日～23 日 2018 三陟ファンヨンジョ国際マラソン大会黒部市

選手団派遣（大韓民国三陟市）
熊野職務代理者

教育長

（選手団団長として参加したことについての報告･･･三陟市側のもてなし(対応)が
とても手厚く丁寧であったこと、通訳者がおり意思疎通もスムーズであった
こと、天候に恵まれ選手も好成績をおさめたこと、参加した選手たちにとっ
て異文化に触れたことなどは貴重な経験であり本派遣事業が意義のあるこ
と、来月の名水マラソン参加のため三陟市選手団が来市した際にはしっかり
と歓迎することが必要であること 等）
２ 出席した会議等の概要報告について
(1) ４月 12 日 年度当初小中学校長会議・研修会
(2) ４月 16 日 第１回市町村教育委員会教育長会議
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（なし）
(4)いじめの認知件数及び指導の経過（３月報告分）
①小学校（新規認知件数１、指導中１、見守り中０、解消２）
②中学校（新規認知件数１、指導中１、見守り中０、解消１）
(5)平成 30 年度在籍児童・生徒・園児数（４月１日現在）
①小学校 児童数 2,121 人（前月比 24 人減）
②中学校 生徒数 1,062 人（前月比 40 人減）
③幼稚園 園児数 00 88 人（前月比 20 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。

委員

教育長が以前に話された教員の加配の状況について、よければ教えてください。

教育部長

後ほど確認してお伝えします。

教育長

次に報告事項に移ります。はじめに「報告第１号 教育委員会が所管する委員会等の
委員の任命及び委嘱について」説明願います。

生涯学習課長

「報告第１号 教育委員会が所管する委員会等の委員の任命及び委嘱について」につ
きましては、黒部市社会教育委員、黒部市立中央公民館運営審議会委員、黒部市図書館
協議会委員、黒部市美術館運営審議会委員、黒部市歴史民俗資料館運営委員会委員、黒
部市スポーツ審議会委員の各委員に関しまして、先の３月定例教育委員会で議決いただ
いたところですが、その際、所属団体からの報告時期の関係で調整中となっていたもの
について氏名が確定しましたので、報告するものです。各委員いずれも任期は平成 30 年
４月１日から平成 32 年３月 31 日となっており、表欄外に「新」と記載されている委員
が新たに委員になられた方です。報告は以上です。

教育長
委員

質問がありましたらお願いします。
名簿等に関して異議があるわけではないのですが、例えば社会教育委員など、社会教
育全般という大局的な見地から検討する役割の方が、具体的、個別的な事業について検
討する委員会に参画されると、それぞれの役割として立場が違うというところで、なか

なか議論が難しくなるという可能性があるかもしれませんので、今後検討すればよいの
ではないかと思いました。
それと、同じ方が色々な会議に参加されている場合もあるかと思いますが、多様な意
見を聞くという観点などから、長期にわたって委員をされている場合や同一の方が各委
員を重複して務められている場合についても、検討が必要かと思います。
教育長

従来から当該団体から推薦いただいていた例もあるかと思いますが、今ほどのご意見
を踏まえ、必要に応じて今後検討していきたいと思います。

教育部長

今ほどのご意見について、例えば社会教育委員が図書館協議会委員も務めるのは各委
員会の役割からするとどうかということかと思いますが、例えば中央公民館運営審議会
委員と図書館協議会委員の両方を務めるということは、重複するというご指摘はありま
すが、役割としては特に問題はないということでよろしいでしょうか。

委員
教育部長

教育長
学校教育課長

教育長

学校教育課長

教育長

それは構わないと思います。
各種団体からの推薦により結果的に社会教育委員と他の委員会委員が重複する場合も
あるかもしれませんが、ご意見として承ります。
次に「報告第２号 黒部市教育支援委員会委員の委嘱について」説明願います。
「報告第２号 黒部市教育支援委員会委員の委嘱について」は、任期２年として新た
に 10 名委嘱しており、
「新」と記載した方が新任委員となります。報告は以上です。
質問ありましたらお願いします。
（なし）
次に「報告第３号 黒部市学校評議員の委嘱について」説明願います。
「報告第３号 黒部市学校評議員の委嘱について」は、任期１年として今回委嘱した
ものでありまして、
「新」と記載した方が新任となります。報告は以上です。
質問ありましたらお願いします。

委員

どの学校もＰＴＡ会長が入っていますが、黒部市教育委員会としてはどのような意味
があると考えているのでしょうか。学校評議員とＰＴＡとは組織自体の趣旨が違うと思
いますので、その辺りをどのように考え、ＰＴＡ会長が入っているのか教えてください。

学校教育課長

以前からＰＴＡ会長が入っており、慣例となっているようです。学校評議員について
は、学校の裁量にある程度一任していますので、学校がＰＴＡ会長以外の方にお願いし
たいということであれば、そのようになるかと思います。

委員

全ての学校にＰＴＡ会長が入っているのではないかと思いますが、もう一度原点とい
いますか、学校評議員の趣旨に立ち返って、ＰＴＡ会長が必ずしも入っていなくても、
学校としてどのような意見を言ってほしいのか、そういったことを求めている会だと思
います。学校評議員の会では、学校における色々なことを率直に知らせ、学校に対して
の手助けを求めるものだと思います。その観点から、学校評議員とＰＴＡは組織として
違うので、学校の考えとして必要に応じ様々な立場の方に学校評議員をお願いして、そ
れらを教育委員会でしっかりと確認すればよいと思います。

教育部長

現状では、ＰＴＡは学校活動に欠かせない組織ですので、ＰＴＡ会長が学校評議員に
入っていると思いますが、教育委員会として必ず入れるように指示しているかというこ
とについては確認したいと思います。また、学校評議員がどのような趣旨のものかとい

うことについて、各学校に説明することも可能かと思います。
委員

学校評議員規程に、保護者代表といった規定があるのではないでしょうか。桜井中学
校ではＰＴＡ会長ではないようですが、保護者の代表として入っていると思うので確認
してみてください。

委員

学校評議員発足時の例として、ＰＴＡ会長が挙がっていたのかもしれません。

委員

ＰＴＡ会長に色々と負担がかかる感があります。

委員

学校評議員には学校とＰＴＡの橋渡しをする役割もあると思うので、先ほど言ったよ
うに趣旨等を整理する必要があると思います。

教育部長

学校評議員規程を確認したところ、第２条において「評議員は、校長が保護者や地域
住民等の協力を得ながら学校運営ができるよう、校長の求めに応じ、学校運営に関する
事項について意見を述べることができる。
」とありますので、この点を踏まえ、保護者に
委員をお願いしているということであると思います。
今ほどのご指摘を踏まえ、学校評議員のあり方について教育委員会としても検討した
いと思います。また、各種委員会委員の年齢の表記について、先の定例教育委員会で記
載の有無をお諮りしたところですが、学校側の事務が煩雑となる学校評議員を除き従来
どおり記載したいと思いますのでよろしくお願いします。

教育長
学校教育課長

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。
〔経過事業〕
○４月 ６日
○４月 ９日
○４月 19 日
○４月 26 日

中学校入学式
小学校入学式
年度当初小中学校・学校事務担当職員研修会
教育委員会４月定例会

〔予定事業〕
○４月 27 日 黒部市議会４月臨時会
○５月 15 日 教育委員会委員任命書交付式
・新任教育委員のみの出席となります。
○５月 15 日 教育委員会５月臨時会
・開催会場が通常と異なりますので、ご注意ください。
○５月 16 日 全国都市教育長会議総会
○５月 18 日 黒部市小学校連合体育大会
○５月 21 日 小中学校長研修会
○５月 22 日 黒部市奨学生審査委員会
・５月 15 日の教育委員会５月臨時会で指名される教育長職務代理者に出席いただくこと
になります。
○５月 29 日 教育委員会５月定例会
・開始時間が 13 時 30 分に変更となります。
生涯学習課長

〔経過事業〕
○４月 ８日 旧三日市小学校の百年桜を観る会＆お茶会
○４月 13 日 黒部市歴史民俗資料館 春の展示
「もっと知りたい！姉妹都市～黒部市と４都市との交流～」
・オランダスドウェストフリースラン市、北海道根室市、アメリカメーコンビブ郡、韓
国三陟市との交流状況等について展示

スポーツ課長

○４月 15 日
○４月 21 日
○４月 24 日
○４月 24 日

明日の稚児舞
「生誕 120 年 森義利展」
(仮称)くろべ市民交流センター管理運営計画策定委員会ワークショップ
立山黒部ジオパーク支援自治体会議総会

〔予定事業〕
○５月 ２日
○５月 ９日
○５月 12 日
○５月 21 日

黒部市ＰＴＡ連絡協議会総会
黒部市公民館連絡協議会 館長・主事等会議及び総会
くろべ女性団体連絡協議会総会
第１回とやま親学び推進協議会

〔経過事業〕
○４月 18 日 平成 30 年度黒部市スポーツ推進委員協議会 委嘱状交付式
○４月 20 日 2018 三陟ファンヨンジョ国際マラソン大会・黒部市選手団派遣出発式
○４月 23 日 2018 三陟ファンヨンジョ国際マラソン大会・黒部市選手団帰国報告式
〔予定事業〕
○５月 ８日 第 35 回カーター記念黒部名水マラソン第４回実行委員会
・今日現在のエントリー数は全体で 10,415 名となっています。
○５月 26 日 第 35 回カーター記念黒部名水マラソン 前夜祭
○５月 27 日 第 35 回カーター記念黒部名水マラソン

図書館長

〔経過事業〕
○４月 17 日 「図書室の人気者☆大集合！！」
○４月 23 日 呉東図書館協会総会
・平成 30 年度、31 年度は黒部市が会長を務めることになっています。
〔予定事業〕
○４月 19 日 イベント「わくわく水のおもしろ実験」

学校給食センター所長

〔経過事業〕
○４月 ５日 １学期学校給食開始（中学校）
○４月 ６日 １学期学校給食開始（幼稚園・小学校）
〔予定事業〕
○５月 23 日 学校給食会

こども支援課長

〔経過事業〕
○４月 ３日～ 進級式、始業式、入園式
○４月 25 日 サッカー教室
〔予定事業〕
記載のとおり

教育長
委員

生涯学習課長

各課の事業報告がありましたが、これらについて質問があればお願いします。
生涯学習課の経過事業である『黒部市歴史民俗資料館 春の展示「もっと知りたい！
姉妹都市～黒部市と４都市との交流～」
』ですが、来館者数はどれくらいでしょうか。
確認しておりません。

委員

教育長
委員

私が観に行ったところ、パネル等の展示物が少なく、企画展としてはいかがなものか
と感じましたので、来年度実施されるのであれば、スペース等を有効に活用しより充実
した内容でお願いしたいと思います。
ほかに質問があればお願いします。
学校教育課予定事業である「黒部市奨学生審査委員会」に教育長職務代理者が出席す
るとの説明がありましたが、職務代理者の法的な位置付けとして教育長に事故があった
場合や欠けた場合に職務を行うとありますので、例えば教育長が何かの事故に遭ってし
まった、海外旅行に行かれた場合などかもしれませんが、本来はこの審査会は教育長が
出席されるものだったのでしょうか。

学校教育課長

教育長と職務代理者が審査会委員になっていますので、出席します。

委員

出席されるんですね。では、教育長だけでは都合が悪いということなのですか。

学校教育課長

審査会は５名の委員で構成されており、教育長と職務代理者が委員になっています。

委員

職務代理者という位置付けを考えたときに、教育長もおられるのに、出席する必要が
あるのでしょうかということです。法的なことから考えると、よく分からない点です。

教育部長

黒部市奨学資金規則において、職名により委員を定めており、教育長と教育長職務代
理者が委員になっていますが、旧法では教育長と教育委員長が委員になっていたものと
思います。

委員

職務代理者は教育長が欠けたときに仕事をすると定められているのに、教育長がおら
れるにも関わらず、職務代理者も出席するということは整合性が取れていない気がしま
す。

教育部長

法的に教育長がかつての教育委員長と兼ねたような形になったため、今ほどの印象に
なったかと思うのですが、法改正前は教育長と教育委員長が審査委員会に出席していた
構造であったと思われます。現在は、教育制度が改正され、委員長がいないこともあり、
職務代理者を審査会委員にあてた形で整理したということであると思います。

委員

上位法との整合性が取れていないと思うので、規則を見直すなどしっかりと整理され
たらよいと思います。

教育部長

今回の趣旨としては、教育委員の代表として、職務代理者を審査会委員に位置付けさ
せていただいたのではないかと思います。

委員

教育長職務代理者のあり方など、事務局の役割を含め、制度が変わったことに対し整
理が不十分な面があるのではないかと思いますので、ご検討をよろしくお願いします。

教育長

ご意見ありがとうございます。
次に、
「報告第５号 その他 ・統合中学校にかかる「校章」の募集について」説明を
お願いします。

学校教育課長

清明中学校、明峰中学校の校章につきまして、新しい校名にふさわしい校章デザイン
を広く募集することとし、今月４月 16 日から来月５月 31 日までを募集期間としていま
す。応募のあった中から今年度中に決定したいということで、市内各所に応募用紙等を
配置し、市ホームページや広報においても周知を図っています。今後、統合準備委員会

における専門部会において検討する予定です。
教育長
委員

学校教育課長

質問があればお願いします。
採用者への謝礼があるとのことですが、２校とも応募する必要がありますか。１校だ
けでもいいのでしょうか。
１校だけでも構いませんので、広く応募いただければと思います。

教育長

ほかに質問がなければ、次に、
「部活動指導員の設置状況について」説明をお願いしま
す。

学校教育班長

現在、はっきりと返事をいただいているのは１名ですが、鋭意この連休中に関係者に
相談して進めていきたいと考えています。

教育長

委員

教育長

学校教育課長

教育長

質問があればお願いします。
（なし）
その他として、ご意見等があればお願いします。
時間があるようなので、お話させてください。
４月半ばに東北に行ってまいりました。皆さんも行かれたことがあるかと思うのです
が、震災に遭われた各地を訪れ、色々な思いに至ったところです。まず、何が最善かを
考え常に見直しをすることというアドバイスが印象に残りました。また、たまたま大過
に遭わなかっただけのことで、その場にいたらどう対応できたか本当に自信がない、判
断ができたかどうか、という言葉もありました。常に今の時点で最善とは何かを考える
必要があると思いました。あれから７年が経ちます。３月 11 日が近づくと、マスコミで
も取り上げられますが、常に心に留めておきたいものだと思います。
ありがとうございます。ほかに何かありますでしょうか。
（なし）
次に、
「６ 連絡事項」についてお願いします。
（今後の日程について確認）
○教育委員会５月臨時会 【日時】５月 15 日(火）午前 ９時 30 分【会場】第２委員会室
○教育委員会５月定例会 【日時】５月 29 日(火）午後 １時 30 分【会場】201 会議室
○教育委員会７月定例会 【日時】７月 27 日(金）午後 ３時 00 分【会場】201 会議室
→ ７月定例会について日時を変更する旨を諮り、了承
ご意見ありがとうございました。
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 30 年５月 29 日
署名人 黒部市教育委員会 教育長 国 香 正 稔

