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（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、
教育長の私が署名します。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。
（質問なし）
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 22 日 黒部市小学校連合体育大会（宮野：陸上競技場）
当初は５月 18 日に予定されていたが、天候を考慮し 22 日の実施となった。
(2) ５月 27 日 第 35 回カーター記念黒部名水マラソン
２ 出席した会議等の概要報告について
(1) ５月 14 日 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）
東部教育事務所管内に所在する教育委員会教育長が出席する会議
(2) ５月 15 日 第２回(仮称)くろべ市民交流センター管理運営計画策定委員会
（市民会館）
(3) ５月 16 日 全国都市教育長会議総会(～18 日)（岩手県一関市）
(4) ５月 22 日 黒部市奨学生審査委員会（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（２件）
○その他の事故等（６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（４月報告分）
①小学校（新規認知件数０、指導中１、見守り中４、解消０）
②中学校（新規認知件数０、指導中２、見守り中３、解消１）
(5)平成 30 年度在籍児童・生徒・園児数（５月１日現在）
①小学校 児童数 2,121 人（前月比 同数）
②中学校 生徒数 1,062 人（前月比 同数）
③幼稚園 園児数 00 90 人（前月比２人増）※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

不審者情報について、
「保護者の意向で配信をしなかった」とのことですが、付近に住
んでいる方にも影響する可能性があることだと思いますので、保護者の意向を尊重する
にしても、なぜ配信しなかったのか教えてください。

学校教育班長

小学２年生の女の子が関係した事案ですが、２日続けて声をかけられたという内容で
す。お母さんのお話では、近所で工事をしていた方ではないかとのことで、車で送迎し
た際に、似た服装をした人を見かけ、児童に確認したところ、そうかもしれないと答え
たとのことです。これらから、工事現場の作業員の可能性が高いと思われたので、あえ
て配信する必要まではないとの保護者のお考えでした。

委員
学校教育班長

教育長

そのような保護者の考えがあったうえで、念のため警察に通報したということですか。
警察としても巡回をされて、特に不審な人物は見当たらなかったということで、相談
案件として取り扱いました。
ほかに何かありませんでしょうか。

委員

「児童・生徒の交通事故等」の項目ですが、前回までの資料や説明では、結果という
か、最終的な取扱いが記載されていたかと思います。今回の資料は簡潔に記載されてお
り、そのあたりがよく分かりません。事故等が発生し、子ども達がその後どうなったか
分からないと、資料を見られる方も気になると思いますので、今回の記載とした理由が
何かあるのでしょうか。

学校教育班長

今回の記載とした理由は、前回までの資料について事務局の確認が不足していたため
です。今回報告した事故等につきましては、いずれも大きな事態にはならず、次の日に
は学校に登校しています。
今後、資料の記載にあたっては、ご指摘の点に気をつけたいと思います。

委員

ぜひそのように記載してもらえればと思います。受診した結果全治何週間といったこ
とや、特に異常はなく次の日に登校したといった記載があれば、資料を見る方も安心さ
れると思います。また、警察への連絡の有無などの事故処理についても、加えて記載が
あればいいのではと思いました
もう一点ですが、軽微な事故は、救急車ではなくタクシーで搬送していると思うので
すが、その場合の費用負担はどのようになるのでしょうか。

教育部長

市で予算措置しており、必要に応じ対応しています。

委員

５月 22 日に開催された黒部市奨学生審査委員会に関して、応募者数と決定者数を可能
であれば教えてください。

学校教育課長

高校生の給付の部は 13 名の応募があり、９名を決定しました。また、大学生の貸付の
部は 14 名の応募があり、12 名を決定しました。

教育長

高校生の給付の部は、予算枠との関係もありますが、今回は９名として決定しました。

教育部長

審査会で審議をいただき、また内部で十分に検討したうえ、決定したということです。

委員

「いじめの認知件数」はどのように調査して把握しているのか教えてください。

学校教育班長

委員

いじめについては、原則毎月、学校において児童生徒にアンケートを取ることにして
います。学校によってアンケート方法に若干の違いはありますが、子ども達の思いを聞
き、担任等が相談も行ったうえで、判断を行っています。
教員が作業を行い、その結果について学校から提出があるということですね。

学校教育班長

各学校で取りまとめのうえ教育委員会に提出があり、それらを教育委員会で集計して
います。

教育長

次に報告事項に移ります。はじめに「報告第１号 平成 30 年度一般会計６月補正予算
（教育委員会）の概要について」説明願います。

教育部長

補正予算の概要を申し上げます。これは、市議会６月定例会で議案として提出するも
のです。
まず、基金積立金の補正です。補正額は 190 千円です。ふるさと黒部サポート寄附金
として、平成 29 年度分として３件で 30 千円、平成 30 年度分として５件で 160 千円の寄
附がありました。寄附の趣旨が教育文化の振興に役立ててほしいとのことでしたので、
教育文化振興基金積立金に積み立てるものです。寄附金の受入としては年度が分かれて
いますが、積立は平成 30 年度に全て行います。
次に、中学校教材備品等整備事業の補正です。補正額は 1,472 千円です。教員の多忙
化解消策の一つとして、成績処理等を行う校務支援ソフトを導入するため、予算要求を
行うものです。先生方が作成する書類等について、支援ソフトを用いることで業務の軽
減を図りたいと考えています。
次に、市民交流センター整備事業の補正額は 16,518 千円です。(仮称)くろべ市民交流
センターの建設に向けた調査、設計にかかる費用です。これは、昨年の市議会６月定例
会で議決いただきましたが、平成 30 年度から平成 31 年度にかけて、基本設計、実施設
計及び施設運営計画の策定を考えています。今回の６月補正予算では、地質調査業務費
1,898 千円、基本設計業務費 14,620 千円としています。
次に、地域スポーツ振興事業の補正額は 33,650 千円です。東京 2020 オリンピック・
パラリンピック事前キャンプ誘致について、平成 29 年度にバレーボールアメリカチーム
に打診しており、アーチェリー競技は、競技協会等に対し市長によるトップセールスを
行っています。補正額の内訳ですが、平成 30 年度の誘致活動として、海外チームを対象
とした事前キャンプを想定して、合宿にかかる経費 3,000 千円を補助するものと、その
ほか、教育文化振興基金に対し、優秀スポーツ団体である KUROBE アクアフェアリーズへ
の市内企業からの寄附金を歳入として、積立を行うものです。
次に、総合体育センター管理運営費です。補正額は 9,729 千円です。総合体育センタ
ーの排煙設備修繕工事 2,487 千円、空調冷却水モータ更新工事 972 千円、空調自動制御

設備修繕工事 1,814 千円、老朽化等によるトイレ洋式化工事 4,456 千円を予算要求する
ものです。老朽化によって、更新等が必要になり対応するものです。
最後に、図書館活動事業の補正額は 152 千円です。子どもの読書活動の推進のため、
その方針を定めるという計画をこれまでも策定していますが、この計画の期間が平成 29
年度までとなっており、平成 30 年度以降の計画を策定するため、会議にかかる費用を予
算要求するものです。
今回の６月補正予算につきましては、全てではありませんが、市長の交代があったこ
とから、いわゆる骨格予算から肉付け予算として、新市長の判断によるものという予算
要求となっており、補正額が通常より増えているという面があります。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。

委員

（質問なし）

教育長

次に、
「報告第２号 黒部市教育振興協議会委員の委嘱について」説明願います。

学校教育課長

「報告第２号 黒部市教育振興協議会委員の委嘱について」につきましては、任期が
本年４月１日から平成 32 年３月 31 日までの２年間となっており、10 名の委員を委嘱し
ています。表欄外に「新」と記載されている委員が新たに委嘱した５名であり、そのほ
かの５名は引き続き委嘱したところです。報告は以上です。

教育長

質問がありましたらお願いします。

委員

（質問なし）

教育長

次に、
「報告第３号 黒部国際化教育推進協議会委員の委嘱について」説明願います。

学校教育課長

教育長

「報告第３号 黒部国際化教育推進協議会委員の委嘱について」につきましては、報
告第２号と同様、任期が本年４月１日から平成 32 年３月 31 日までの２年間となってお
り、７名の委員を委嘱しています。表欄外に「新」と記載されている委員が新たに委嘱
した４名であり、そのほかの３名は引き続き委嘱したところです。報告は以上です。
質問がありましたらお願いします。

委員

黒部市は国際化教育や英語教育に大変力を入れていると思いますが、それらの方向性
に関する協議会として、重要な組織であると捉えています。
昨年度の実績といいますか、どのような内容で会議を開催されたのか、また今年度の
計画について教えてください。

学校教育課長

この会議は、通常年２回の開催を予定していますが、昨年度は年１回の開催となりま
した。ただ、協議会の下部組織として組織部会があり、２回ほど開催しております。主
な協議内容として、学習指導要領が平成 32 年度から新たにスタートすることから、小学
５、６年の英語科が義務化となります。黒部市では特例として英会話科を行っていまし
たが、新たな学習指導要領への対応について、英会話科を英語科にどのように結び付け
ていくかについて検討を進めてきました。
今年度も、本件についての検討が主なテーマになると考えています。ＡＬＴや英会話
講師の活用方法を含め、今後の方向性も見据えて検討する必要があります。

委員

できれば、２回ないしは３回位は開催してもらえればと思います。

学校教育課長

今年に関しては、協議会は２回開催する予定にしており、組織部会についても２回の

予定にしていますが、３回位は開催する必要があるのかなと考えています。検討すべき
課題が多く、例年よりも会議回数を増やして対応したいと考えています。
教育長
学校教育課長

次に、
「報告第４号 中学校統合協議スケジュールについて」説明願います。
「報告第４号 中学校統合協議スケジュールについて」につきまして説明します。こ
れについては、昨年度の５月定例会において報告しておりますが、29 年度につきまして
はすでに過ぎているということで実績として記載しています。
統合準備委員会は校名を決定する組織であり、平成 29 年度に校名を決定し公表してい
ますので、校名に関しての協議は特にありません。
総務企画専門部会は校章や校歌を検討する組織になっており、検討を進め決定してい
くことになります。前回の定例会で報告しましたが、校章は今月 31 日までを募集期間と
しています。現在、30 件近くの応募があり、デザイン的にかなり優れたものも見受けら
れます。それらのなかから専門部会で検討していただくことになると考えています。
校歌については、校章決定後に本格的な協議に入ることになるかと思いますが、６月
下旬に統合準備委員会と総務企画専門部会の合同会議を開催する予定にしていますの
で、校歌に関しての進め方について部会委員から意見をお聞きしたいと考えています。
校歌の作詞、作曲にはある程度時間がかかると思いますので、本年度中にはまず作詞を
完了させ、状況によっては平成 31 年度に作曲となる可能性もあります。校歌の練習もあ
りますので、遅くとも来年の 11 月頃までには作曲を含め完成したいと考えています。
制服、体操服については、体操服は平成 29 年度に決定しています。制服について、本
年度に決定することになります。男子は４校とも詰襟ですが、女子はセーラー服ではな
い学校もありますので、検討を進める必要があります。
ＰＴＡ組織統合専門部会ですが、ＰＴＡは一年ごとに委員が交代しますので、平成 32
年度のＰＴＡ組織をどのようにするかということについては、平成 31 年度のＰＴＡ役員
を中心に検討することになると思います。なお、本年度から準備等が必要であれば、必
要に応じて検討開始を前倒しする可能性もあります。
学校運営統合専門部会ですが、部活動について、現在の１年生が統合校の３年生にな
ることから、現在の１年生を中心に学期毎に２回程度実施する方針であり、先日５月 26
日に１回目を実施しました。このような合同練習を中心に、部活動が統合校でスムーズ
に行われるよう進めていきたいと思います。
学校運営については、本年度後半から協議を始めたいと考えており、来年度には学校
運営をどのように進めていくかを決定したいと思います。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。

委員

校章を募集しているとのことですが、採用された方への報酬はありますか。

学校教育課長

一校あたり５万円を報酬としています。

委員

学校教育課長

プロというより、子ども達や校章デザインに関心がある方が応募してこられるのでし
ょうか。
現在は、県外からの応募が多い状況です。

委員

市のホームページで校章の募集を見ましたが、ホームページや広報以外での周知状況
はどのようになっていますか。

学校教育課長

みらーれＴＶの放送や、デザイン関係の業界団体のホームページへの掲載などを行っ
ています。

委員

中学校等でも生徒向けに配付されていたと思います。

委員

30 件ほどの応募は、件数としてはそれほど多くない感じがしますが、実際応募するに
あたっては、やはりデザインなど難しいところもあると思います。また、プロの方も応
募されているかもしれないとのことですが、報酬だけではない面もあるかと思います。

委員

学校運営統合専門部会について、学校運営にかかる方針などの大きな課題があります
が、気になるのは各学校で使用しているワークブックや副読本などの取扱いです。学校
の裁量で決めることができるものなので、各学校で違ったものを使っている現状だと思
いますが、統合でどうなるかということについて、平成 31 年度あたりには調整に入る必
要があると思います。このようなことについて、何か話し合いがもたれていますか。

学校教育班長

委員が言われるように、校長からの意見でも、統合が近づくにつれ、調整が必要な項
目がたくさん見えてくるとのことでした。備品の取扱いや学習のスタイルなど、細かい
点を調整する必要があるとのことでした。

委員

こういった点が大変なところであると思います。先に統合した学校における経過など
も確認され、対応してもらえればと思います。

教育長
学校教育課長

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〕
○４月 27 日
○５月 14 日
○５月 15 日
○５月 15 日
○５月 16 日
○５月 21 日
○５月 22 日

黒部市議会４月臨時会
市町村教育委員会教育長会議
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
全国都市教育長会議総会
小中学校長研修会
黒部市小学校連合体育大会

〔予定事業〕
○６月 ８日 黒部市議会６月定例会
・別に日程を説明
○６月 ８日 黒部市教育振興協議会
○６月 11 日 小中学校長研修会
○６月 14 日 学校訪問
・別に日程を説明。学校教育課事務局職員も参加予定
○６月下旬 黒部市立中学校統合準備委員会・総務企画専門部会合同会議
生涯学習課長

〔経過事業〕
○５月 ２日 黒部市ＰＴＡ連絡協議会総会
○５月 ６日 県民ふるさとの日記念式典「県民ふるさと大賞」表彰式
・下立公民館が受賞
○５月 ９日 黒部市公民館連絡協議会 館長・主事等会議及び総会
○５月 12 日 くろべ女性団体連絡協議会総会
○５月 15 日 第２回(仮称)くろべ市民交流センター管理運営計画策定委員会
○５月 19 日 松桜閣園遊会
○５月 19 日 富山県男女共同参画推進員依頼書伝達式及び第１回黒部市連絡会会議
○５月 21 日 第４回大伴家持生誕 1300 年記念事業推進懇話会
○５月 29 日 シアター・オリンピックス 2019 実行委員会

〔予定事業〕
○６月 ２日 第６回芸術文化祭
○６月 ３日 (仮称)くろべ市民交流センター管理運営計画策定委員会先進地視察
・塩尻市民交流センターを視察予定
○６月 12 日 夏のさわやか運動
○６月 23 日 青少年育成黒部市民会議総会
スポーツ課長

〔経過事業〕
○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
○５月 13 日 第 35 回カーター記念黒部名水マラソンボランティア・スタッフ説明会
○５月 26 日 第 35 回カーター記念黒部名水マラソン 前夜祭
・170 名参加。ほか前日イベントとして、ジョージア音楽祭、生地まちあるき、親子ミ
ニマラソン、高橋尚子さんと柏原竜二さのトークショー（聴衆約 1,000 人）を開催
○５月 27 日 第 35 回カーター記念黒部名水マラソン
・大会速報として実施概要を説明。ランネットに多数の書き込みがあり概ね高評価
〔予定事業〕
○６月 ４日 黒部市スポーツ審議会委員委嘱書交付式・第１回審議会
○６月 17 日 第 13 回黒部市民体育大会総合優勝旗・優勝杯返還式等

図書館長

〔経過事業〕
○５月 19 日 イベント「わくわく水のおもしろ実験」
○５月 22 日 ロータリー文庫目録贈呈式
〔予定事業〕
○５月 30 日 黒部市図書館協議会
・年３回の開催を予定
○６月 ４日 図書を愛する会視察
○６月 ５日 「宇奈月館ベストリーダー2017」展
○６月 ５日 「黒部館ベストリーダー2017」展

学校給食センター所長

〔経過事業〕
○５月 17 日 村椿小学校 給食試食会
○５月 21 日 県学校給食共同調理場連絡協議会定期総会
・本年度の会長に黒部市学校給食センターが就任
○５月 23 日 市学校給食会会議
〔予定事業〕
○６月 ７日 中央小学校 給食試食会

こども支援課長

〔経過事業〕
○５月 ９日 草だんごづくり
○５月 11 日 幼年消防（さくら幼稚園５歳児）
・黒部消防署において、消防士に扮し放水体験等を実施
〔予定事業〕
○５月 31 日 遠足
○６月 ２日 お父さんとあそぼう・父親参加

教育長

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。

委員
教育部長

教育長
委員

教育長
教育部長

教育長

（質問なし）
新体制での１回目の会合ですので、補足説明をいたします。各課の事業報告において、
出席要請欄に白丸がついている事業が教育委員会として出席いただきたい事業となり、
これら以外にも関係団体から開催案内が届いていると思います。かなりの事業数になる
と思いますが、委員に適宜ご判断いただきたいと思いますので、よろしくお願いします。
その他として、ご意見等があればお願いします。
少しお話させてください。
４月の定例教育委員会において、東北の震災の話をしました。その日に大川小学校に
かかる訴えの判決が出され、小学校や教育委員会には厳しい内容であったと思います。
それとは別なのですが、話の延長線上として、学校であれその他の施設であれ、防災マ
ニュアルについて常に見直しをして最新版にするということと、初期対応について全て
の職員が行うことができるように徹底することが必要ではないかと、自身の反省も含め
て思うところです。
自分が勤めていたとき、大阪の池田小学校での不審者侵入事件があり、対応マニュア
ルを作ったことがあります。作成時は当然最新の内容でしたが、２年目以降、少しずつ
マニュアルとしての更新に問題が生じてきたのではないかと思います。改めて反省点と
して思い出されますので、マニュアルの更新や各種報告先の確認などが重要であると思
います。学校のみに限らず、施設全般として対応をお願いします
今ほどのご意見について、事務局から何かありますか。
学校で危機管理マニュアルを作成しており、手元に高志野中学校のマニュアルを持っ
ています。火災発生時のものですが、地震や津波発生時のものもあります。地震が発生
した場合はグラウンドに出るといった記載や、津波の発生や天候によって避難場所を選
択するといった記載があります。随時見直しはしていると思いますが、実際の作業につ
いて詳細な確認はしていません。
市の津波ハザードマップも当初の想定から変更が生じたことから新たに作成していま
すので、そういったものも情報提供しながら対応できればと思います。
ほかに何かありますでしょうか。

委員

学校等の教育環境の整備に関して、主に外側についてです。
学校の校務助手は各校に配置されていますが、先生や児童生徒、時には保護者に来て
もらい、ＰＴＡ活動として学校の周りの環境整備をすることがあるかと思います。除草
や剪定などですが、計画的に行っていてもやはり限界があると思います。特に高い木の
剪定などはかなり困難ですので、教育委員会に依頼して業者にしてもらったこともある
と思います。
このことについての、市での対応実績と今後の計画などを教えてください。

学校教育課長

計画表等はありませんが、要望に応じて予算化し対応している状況です。それ以外に
も予算で一定額を確保したうえで、教育委員会で優先順位を考えつつ、その都度対応し
ています。木の剪定などは現場を確認しながら、学校教育課で判断しているということ
です。校舎の修繕は、予算化した際にある程度の順番を考えており、それらを勘案し執
行しています。それ以外は逐次相談いただいて、現場を見て判断するということになり
ます。

委員

学校の現場も、昔少し時間的に余裕があった場合は、外の掃除などを教職員で行って
いましたが、今はそういう状況ではないと思います。子ども達が頑張って行うときもあ

ると思いますが、それではやはり限界があります。昨年も学校を訪れた際、立派な庭は
あるものの十分に剪定されておらず、教育環境としてはどうかと思いました。校長とも
話しましたが、なかなか教職員では時間が取れないとのことでした。その時は、教育委
員会に依頼し、事務局職員が確認のうえ早々に業者対応になったようですが、学校の現
場は色々と苦しい状況であると思いますので、教育環境を整えるため、予算対応等に努
めてもらいたいと思います。
こども支援課においても、幼稚園などにおいて環境整備に努めてもらいたいと思いま
すが、予算措置はどのようになっていますか。
こども支援課長

委員

施設関係については、要望などを基に現場を見て予算化しているものもありますし、
木の剪定などは現場を確認し、緊急性などを判断のうえ対応している状況です。
教職員は女性も多く対応が困難な面もありますので、配慮してもらいたいと思います。

教育部長

関係予算として、今年度は剪定委託料や除草剤散布委託料などで 80 万円あまりを予算
化しています。以前の実績は 70 万円ほどでしたので、予算上は増額しています。この予
算は学校に配当しているものではありませんので、状況を見ながら学校教育課で対応し
ているものと認識しています。ＰＴＡにおける愛校活動や校務助手により対応している
こともあるかもしれませんが、難しい面もあると思いますので、学校教育課に連絡をし
てもらい対応したいと思います。

委員

以前に、校長や教頭が自ら除草などを行っている様子を見たことがありますが、それ
ぞれの本務をしっかり務めてもらうためにも、教育委員会には、現場のバックアップと
いいますか、ぜひ対応をお願いします。以上です。

教育長

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。

学校教育課長

（今後の日程について確認）
○教育委員会６月定例会 【日時】６月 26 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、５月定例会開催時に日時を変更した旨を再確認

教育部長

市議会６月定例会に、教育委員会に関係する議案等を提出します。条例改正議案以外
では、スクールバスの事故にかかる損害賠償についての２件を提出します。東布施地区
内で発生した事案と先に報告した宇奈月町愛本地区内で発生した事案です。宇奈月町愛
本地区の事案は車両部分に関してのみの内容であり、９月定例会以降に人身部分に関す
る内容を改めて提出する予定です。条例改正では音沢交流センターにかかるものなどが
ありますが、詳細は次回の教育委員会６月定例会で説明します。以上です。

教育長

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６月 26 日
署名人 黒部市教育委員会 教育長 国 香 正 稔

