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教育長

只今から、黒部市教育委員会７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､「６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。
（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) ６月 28 日(木) 平成 31 年度予算に対する国・県への重要要望活動（県庁等）
(2) ７月１日(日)、８日(日) 第 13 回黒部市民体育大会（柔道、ソフトボール、
テニスほか）
(3) ７月２日(月) 永年勤続教職員表彰(勤続 20 年・30 年)（市役所 201）
(4) ７月 13 日(金) 全国名水サミットシンポジウム（セレネ）
２ 出席した会議等の概要報告について
(1) ７月９日(月) 黒部市「東京 2020 オリンピック・パラリンピック」バレーボール競
技事前キャンプ誘致推進実行委員会（市役所 202）
(2) ７月 12 日(木) 富山県市町村教育委員会連合会 定期総会・研修会（富山市南総合
公園体育文化センター）
80～90 名が参加されていた。
(3) ７月 20 日(金) 黒部国際化教育推進協議会（市役所 203）
(4) ７月 23 日(月) 黒部市「東京 2020 オリンピック・パラリンピック」アーチェリー
競技事前キャンプ誘致推進実行委員会（市役所 302）

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（１件）
○その他の事故等（１件）
(2)不審者情報等（２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（６月報告分）
①小学校（新規認知件数３、指導中４、見守り中８、解消１）
②中学校（新規認知件数０、指導中１、見守り中５、解消０）
(5)平成 30 年度在籍児童・生徒・園児数（７月１日現在）
①小学校 児童数 2,123 人（前月比１人増）
②中学校 生徒数 1,062 人（前月比 同数）
③幼稚園 園児数 00 95 人（前月比５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

７月 20 日に行われた黒部国際化教育推進協議会について、大事な協議会だと思ってい
ますので、もう少し協議内容の説明をお願いします。

学校教育課長

2020 年度からの小学校５、６年の英語の教科化に向けて、どのような体制を組んでい
けばいいのかということで、70 時間の時間数となり、今までは英会話科という特色を黒
部市として出していますが、教科化となれば他の自治体も同じ時間となりますので、特
色というものをどういうところで出せるのかということなどについて委員から意見をい
ただいたところです。黒部市とすれば、これまでのようにＡＬＴと英会話講師と担任と
いう３人体制で臨んでいくという方向で考えている旨を説明しました。他の自治体とは
その点について差があると考えており、特色であると思いますが、よく考えて対応して
ほしいとの意見をいただきました。これについては、部会等でよく検討していきたいと
考えています。

教育長

ほかに何かありますでしょうか。
（なし）
特にないようですので、次に議案の審議に移りますが、審議の前に委員の皆様にお諮
りいたします。
議案第 20 号は、教科書採択に関する案件であるということで、市教育委員会が議決し
た後、その結果を県教育委員会に報告するということになっており、その採択の期限は、
８月 31 日までとなっています。
県教育委員会では、この期限までに各市町村の採択結果を集約して公開することとな
っているため、他の市町村の採択への影響、あるいは採択の公正を期するため、県内の
全市町村の採択結果が出揃った後に初めて公開されるということになっています。足並
みを揃えるということもあり、それまでの間は市町村の採択結果は非公開の取扱いであ
るということです。
そこでお諮りするわけですが、教育委員会の会議は、地方教育行政の組織及び運営に
に関する法律第 14 条第７項により会議を公開するということになっていますが、人事に
関する事件その他の事件について、教育長又は委員の発議により、出席委員の３分の２
以上の多数で議決したときは、これを公開しないことができると規定されています。
そこで、この議案第 20 号について、この規定のその他の事件に該当する案件として、
非公開としたいと思いますが、これにご異議ありませんか。

委員

異議はないのですが、この取扱いは、現場と教科書会社との癒着が以前にあったと記
憶していますが、それ以降に行われたものでしょうか。それとも、最近ではなくずっと

過去から行われたものでしょうか。いきさつが何かあるのでしょうか。
教育部長

これは以前から行われていた取扱いです。市町村教育委員会が議決した結果を県教育
委員会に報告するというルールの下に行われています。

教育長

改めて、非公開とすることについて、ご異議ありませんか。

委員

（異議なし）

教育長

ご異議なしと認め、本件については、非公開と決定しました。
（※以下非公開）
（※非公開案件の審議終了）

教育長

以降の会議は、通常どおり公開とします。
次に報告事項に移ります。
「報告第１号 中学校統合準備委員会の協議経過等につい
て」説明願います。

学校教育課長

中学校の統合に向けては、本年度、校章と校歌、それから制服を決定する年度になっ
ています。その決定に向けて、委員会や専門部会を開催することとしています。６月 28
日に統合準備委員会を開催し、委員会終了後に、委員が重複していることもあり、校区
ごとに設置された総務企画専門部会について合同という形式で開催しました。統合準備
委員会は、基本的には校名の決定が主たる内容ですが、校名については、３月に決定し
ています。ただ、専門部会の総括という内容もありますので、体操服の決定についての
報告を統合準備委員会で行いました。その後開催しました総務企画専門部会では、２つ
の校区の合同開催としましたが、公募していた校章について、清明中学校分として 67 点、
明峰中学校分として 81 点の応募内容を全て提示しました。校章は次回の会議で 10 点程
度に絞込みを行ったうえで、その次の回、９月頃に投票して決めるという決定方法につ
いて了承をいただきました。校歌については、公募等は行わず、作詞、作曲を専門とし
ている方に依頼して作成することを決定しました。その際に、桜井小学校やたかせ小学
校の統合における校歌の例はありますが、小学校とは違い、中学校では合唱やブラスバ
ンドといった意味で高度な曲が求められるということですので、県内ゆかりの方に限ら
ず全国的に活躍している方を含め、人選して依頼していけばよいのではないかというこ
とで決定しています。また、２校分を同一の方にお願いしてはどうかということで、こ
の点についても了承をいただいており、人選については事務局に一任されました。委員
からは、あまり作曲家や作詞家は知らないとのことでしたが、具体的な人名も挙げられ
たところです。それらの方も含め、今後は４校の音楽の先生からも意見を伺って、事務
局としてどなたに依頼するかということを検討したいと思います。制服・体操服専門部
会については、７月２日に開催し、これも合同会議という形式で行い、協議の中での確
認事項として、男子制服は詰襟で変更しないこととしましたが、女子制服については、
桜井中学校以外はセーラー服、桜井中学校はイートン服というタイプを採用しているこ
ともあり、デザイン等を含め今後検討することとされました。
校章、校歌及び制服における検討状況についての報告は以上です。

教育長
委員

学校教育課長

質問がありましたらお願いします。
校歌について、作詞、作曲ですが、プロの方、全国で活躍する方との話でしたが、予
算面はどうなっていますか。
実は、現在の予算が以前の例を参考にしているものですので、今ほど説明しましたよ

うにある程度高度な内容となりますので、現在の予算では難しいということになれば、
現在の予算から増やすことも検討することもやむをえないと考えています。
教育部長

委員

作詞、作曲でそれぞれ予算化していますが、まずは現在の額でお願いすることになる
かなと思っています。
人選を専門部会で行うことになりますか。

学校教育課長

人選はある程度事務局に一任ということになっていますので、専門部会からは、曲は
どのようなイメージにするか、作詞であればどのようなことを盛り込むかなどの要望、
意見を寄せてもらうことになります。

教育部長

作詞家、作曲家の一覧を提示しても判断が難しいと思われますので、人選は事務局に
一任いただくなかで、何かご意見があれば事務局に知らせていただきたいということで
進めています。

委員

現在の予算では著名な方は難しいのかなと思いますので、富山とゆかりがあり全国的
に活躍している方など、どこかで接点を持った方を選定していく方法が、可能性は高い
と思います。無作為に、全国で活躍する方をただただ探すというのは難しいと思います。

学校教育課長

音楽の先生などは、その分野で学んでこられた方々で、そういう接点もあると思いま
すので、そういった伝手を頼って進めるということも考えています。

委員

人選は事務局に一任とのことですが、希望といいますか、思っていることを言います
と、黒部市歌がややゆったりとした流れるような歌ということもありますので、校歌で
は、元気のよい、元気が出るような、甲子園で聞いているような、そういった感じで、
元気の出るような作曲や歌詞の内容であればいいのではないかと個人的には思っていま
す。

委員

制服ですが、詰襟やセーラー服には全く異論がなかったのでしょうか。桜井中学校は
イートン服とのことですが、詰襟やセーラー服とすることに対しての懸念の意見などは
全くなかったのでしょうか。

学校教育課長

男子の制服には全く異論がなかったのですが、女子の制服はセーラー服とイートン服
をどうするか、セーラー服のデザインを大きく変えたいなどの意見がありました。３月
までの議論では、保護者の負担をなるべく軽減するという観点から大きく変更しないと
いう話し合いもされてきましたが、今回は大きく変えてもいいのではないかとの意見が
出されましたので、今後はそういった点も検討したいと思います。

委員

統合時の２年生、３年生の制服はどうなるのでしょうか。

学校教育課長

現在の制服は期限を定めずに着用可能としています。

委員

変えてもいいのでしょうか。

学校教育課長

教育長

現在の制服を着てもよい、その期限は定めないとしていますが、新しい制服を着るこ
とも可能です。なお、現在の制服は期限を定めず着用可能としていますので、妹や弟が
いれば、その際に着用してもよいということです。
「報告第２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〕
○６月 28 日 学校訪問：通常訪問研修
・一学期中は、７校を訪問（７月 10 日の桜井中学校まで）
○７月 12 日 富山県市町村教育委員会連合会 定期総会・研修会
〔予定事業〕
○７月 31 日 中学校統合準備委員会 第 ２回総務企画専門部会（宇奈月・桜井校区）
○８月 １日 中学校統合準備委員会 第 ２回総務企画専門部会（鷹施・高志野校区）
○８月 ２日 中学校統合準備委員会 第 10 回制服・体操服選考専門部会（鷹・高）
○８月 ７日 中学校統合準備委員会 第 ９回制服・体操服選考専門部会（宇・桜）
○８月 20 日 英語サマーキャンプ（～22 日）
○８月 31 日 黒部市教育振興協議会
・教育委員会事務の点検・評価について議論

生涯学習課長

〔経過事業〕
○７月 10 日 第３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
・メインコンセプトについての確認や図書館の運営方法について議論
○７月 14 日 第２回歴史講座「愛本刎橋の懸け直し」
○７月 21 日 企画展「火星ってどんな星？」
○７月 21 日 オリジナルプラネタリウム番組「雷鳥ジオと夜空の赤い目」
○７月 27 日 第 14 回特別展「ふるさとの山 僧ヶ岳－僧ヶ岳の自然と文化」
〔予定事業〕
○７月 31 日 立山黒部ジオパークシンポジウム
○７月 31 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
第２回 U-18 ワークショップ
○８月 ３日 (仮称)くろべ市民交流センター建設基本構想パネル展（～４日）
・三日市地内で開催されるくろべ納涼楽市 2018 においてパネル展を実施し周知を図る。
○８月 ５日 音沢交流センター竣工式

スポーツ課長

〔経過事業〕
○７月 １日 第 13 回黒部市民体育大会（柔道、ソフトボール男子、テニス ほか）
○７月 ８日 第 13 回黒部市民体育大会（野球、相撲、ソフトテニス ほか）
・陸上大会の結果を待たず、石田地区が優勝
○７月 ９日 黒部市「2020 東京オリンピック・パラリンピック」
バレーボール競技事前キャンプ誘致推進実行委員会
○７月 20 日 第 71 回富山県民体育大会黒部市選手団激励壮行会
○７月 23 日 黒部市「2020 東京オリンピック・パラリンピック」
アーチェリー競技事前キャンプ誘致推進実行委員会
○７月 24 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
・来年度は５月 26 日(日)に開催予定
〔予定事業〕
○７月 28 日 第 71 回富山県民体育大会中心会期（～30 日）
○８月 １日 北信越中学校総合競技大会黒部市選手激励壮行会
○８月 ５日 富山県スポーツ推進委員協議会アウトドア研修会

図書館長

〔経過事業〕
○７月 ８日 よみきかせボランティア研修会
○７月 13 日 「定年後の備えと楽しみ特集」
（～９月２日）
・図書 200 冊を準備

○７月 17 日 魚津法人会寄付申出の受領
○７月 24 日 大ホールをグループ学習室として開放（～８月 31 日）
〔予定事業〕
○８月 10 日 「オリジナルしおりを作ろう」
学校給食センター所長

〔経過事業〕
○６月 28 日
○７月 ２日
○７月 ６日
○７月 11 日
○７月 19 日
○７月 23 日
○７月 24 日

桜井小学校 給食試食会
生地小学校 給食試食会
若栗小学校 給食試食会
ジオパーク給食
黒部地場産学校給食の日（第１回目）
第１学期学校給食終了（幼稚園・小学校）
第１学期学校給食終了（中学校）

〔予定事業〕
○７月 31 日 富山県共同調理場連絡協議会 栄養教諭・学校栄養職員研修会
こども支援課長

〔経過事業〕
○７月 ７日 夏祭り（さくら幼稚園）
○７月 26 日 カレーパーティ（生地こども園）
○７月 27 日 カレーパーティ（石田こども園）
・上記３事業について、小学校１年生を招待し、ふれあい活動を実施
○７月 24 日 終業式
〔予定事業〕
○７月 29 日 黒部川水のコンサート＆フェスティバル 2018 など

教育長

各課等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

基本的なことでの質問になりますが、これらの事業は各課でピックアップして記載し
ているのでしょうか。教育委員会が主催する事業を記載しているのでしょうか。記載に
あたっての選択の仕方が分からないので聞いてみました。

教育部長

各課で事業をピックアップして記載しています。主催については教育委員会や学校な
ど混在しています。主要事業を記載しているということになります。

教育長

教育委員会がこれらの事業に関わっているというような趣旨になろうかと思います。

委員

吉田科学館が関わっている事業は、吉田科学館が主催なのでしょうか。それに教育委
員会が関わっているということでしょうか。

生涯学習課長

吉田科学館振興協会が指定管理者となっていることから、教育委員会が所管するとい
うことになります。

委員

図書館・宇奈月館の箇所にのみＳＮＳに関する報告が記載されていますが、これ単独
の記載だけでは計りがたいと思いますので、可能であれば他の課や他の活動で、同じく
ＳＮＳで広報しているところがあれば、並列して掲載してもらうと分かりやすくなるの
かなと感じました。こういったことは可能でしょうか。そもそもそのような活動をどこ
までしているのか分からないのですが、例えば名水マラソンでは行っていると思います
ので、重ねて載せるのは難しいのかもしれませんが、いくつかあったほうが分かりやす

くなると思います。
スポーツ課長

担当課でＳＮＳの活用について把握していますので、対応できればと思います。

教育長

これについては、別に確認をしたいと思います。
次に、
「７ 連絡事項等」についてお願いします。

学校教育課長

教育長

（今後の日程について確認）
○教育委員会 10 月定例会 【日時】10 月 24 日(水) 午後３時 30 分【会場】201 会議室
→ 10 月定例会についての変更を確認
質問がありましたらお願いします。

委員

前回話題になった耐震に関することで、この一ヶ月の間、ブロック塀以外のことで何
か動きがありましたか。また、教育委員会が関係する施設のブロック塀などについては
話がありましたが、黒部市の公的施設でのブロック塀などのチェックはどうなっていま
すか。

学校教育課長

学校施設に関しては調査を行い、法令の基準を満たしていないものについては、本日
までに全て撤去あるいは必要な対応などをブロック塀については行っています。

教育部長

市内に 243 の公共施設があり、それらについてのブロック塀の有無などを調査してい
ます。調査結果では市内 11 施設において控え壁がないなどの建築基準法の基準を満たさ
ないものがあったということです。それらについて、既に対応が済んでいるものや検討
中という状況です。検討中の箇所については、バリケードを設置するなどの対応を行っ
ています。

委員

分かりました。

教育長

他に何かありますか。

委員

校章の件について、東京オリンピックで問題になったことがありましたが、公募した
校章のデザインについて、どの程度のチェックを考えていますか。例えば、県内の中学
校の校章はすぐ確認できると思います。全国的には無理だと思いますが、少なくても県
内の中学校の校章と重ならないようなものであればいいと思います。その点についてど
のように考えていますか。

学校教育課長

委員のご指摘のとおり、最低でも県内の他の中学校や小学校も含めて、似たものがな
いかチェックをしたいと思います。

委員

決定前にチェックをしたほうがいいと思うので、よろしくお願いします。

教育長

他に何かありますか。

委員

学校教育課長

制服の選考について、女子はセーラー服の方向性であることや男子は詰襟で決定され
たとのことですが、女子は、昔からなのですが、スカートをはくことを嫌がる子が必ず
何人かいます。そのような子達も着ることができる制服であればよいのではないかとい
ということが私の意見です。
先の専門部会ではスカートについての異論は特にありませんでした。

委員

大抵の人達は異論を持っていませんが、必ず学年に１人か２人はスカートをはくこと
がつらいという子が中学校にはいます。多分、男子でも詰襟を着用するのはつらいとい
う子はいると思います。でもそういった子達は声に出すことができないので、専門部会
という場でこの点を考えてもらいたいと思います。お願いします。

委員

昔、中学校で、スカート以外に女子のパンツがあったと記憶しています。

委員

以前は寒い時期などに着用していたと思います。

委員

セーラー服にパンツという組み合わせも自然であると思います。別に子ども達は変わ
った格好をして目立ちたいというわけではありません。

委員

昔は、女子でも、髪型を先生に注意されて、それなら男子と一緒にするということで、
丸坊主にした子がいました。

教育長

そういった点について気を留めるべきという雰囲気が生じてきたとのことだと思いま
すので、議論が必要であると思います。

学校教育課長

制服を決定する専門部会での議論がいいのか、または校長先生と相談して学校で対応
してもらえばいいのかを考える必要があると思います。

委員

制服を選考するにあたり、この点は部会の委員にはぜひ気に留めておいてもらいたい
ところです。認識しているかどうかで、大分違ってくると思います。

委員

私がさきほど質問した理由は、日本の学校教育そのものが集団指導から始まっている
と考えたときに、詰襟、セーラー服に違和感を感じる世代があるということで、専門部
会で何か意見が出たのではないかと思ったからです。議論が制服ありきでスタートして
いることが、今さらですが、多様化している、捉え方が色々と変わってきている状況か
らすると、あまり決めつけるのもどうかと思います。色々な意見が出て、それらをしっ
かりと議論して方向性を出していくことがよいのかと思います。先に結論ありきではな
く、部会の場で議論をすることが必要であると思います。

教育部長

どのような対応ができるか今後検討する必要がありますが、宇奈月中学校と桜井中学
校ではセーラー服とイートン服の違いもあり、まだ意見がまとまっていません。先ほど
から委員が言われているのは、性同一性障害といったことではなく、単に女子でもスカ
ートをはくことが嫌だという子がいるということだと思います。女子でもスカートかパ
ンツかを選べることができればいいのかもしれませんが、現在どのように対応している
のか、どのような方策があるのかを確認しながら、学校とも相談して考えたいと思いま
す。

教育長
委員

教育部長
学校教育班長

他に何かありますか。
熱中症に関連して、富山市教育委員会が小学校のプールの運用について対策を講じて
いるとのことですが、黒部市の状況はどうなっていますか。
新聞記事等で確認をしているところであり、検討中の状況です。
小中学校長会の会長、副会長と、全国的な動向を確認しながら、意見交換を行ったと
ころです。各小中学校に熱中症の危険度を測ることができるＷＢＧＴ計という機械を配
置しており、危険度の目安となる温度基準以上となった場合の対応を相談したところで
す。

教育長

色々とご意見をいただき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８月 24 日
署名人 黒部市教育委員会 教育長 国 香 正 稔

