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只今から、黒部市教育委員会 10 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､「９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) 10 月 ５日(金) 市指定無形民俗文化財「愛本新用水天満宮松明祭」
（愛本地
区）
(2) 10 月 16 日(火) 立山黒部ジオパークのジオサイトに関する協定書調印式（市
役所）
立山黒部ジオパーク協会と下立財産区による大理石の保全についての協定
(3) 10 月 21 日(日) 第 13 回市民体育大会陸上（大運動会）（宮野運動公園陸上
競技場）
２ 出席した会議等の概要報告について
(1) 10 月 ５日(金) 富山県市町村教育長会研修会（氷見市内）
(2) 10 月 15 日(月) 市町村教育委員会研究協議会(～16 日)（山形県山形市）
来年度、富山で開催が予定されている。
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（２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（９月報告分）
①小学校（新規認知件数２、指導中１、見守り中 10、解消３）
②中学校（新規認知件数０、指導中０、見守り中２、解消３）
(5) 平成 30 年度在籍児童・生徒・園児数（10 月１日現在）
①小学校 児童数 2,123 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 89 人（前月比１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

交通事故の１件目について、軽トラックが止まらずに行ってしまったとのことですが、
運転手は判明したのでしょうか。

学校教育班長

被害届等が出ていないということで、警察の処理としてはそれで解決になるとのこと
です。

委員

分かりました。一時、看板が出ていたと思います。

学校教育班長

出ていましたが、今はもうありません。

教育長

ほかに何かありますでしょうか。
（なし）
次に報告事項に移ります。はじめに「報告第１号 統合中学校（清明中学校・明峰中
学校）の校章について」説明願います。

学校教育課長

それではご説明します。2020 年４月に開校する新しい中学校２校の校章デザインが決
定したというものです。先日、中学校統合準備委員会を開催し、委員会において２点が
決定されました。校章デザインを公募し、清明中学校については 67 点、明峰中学校につ
いては 81 点の応募があり、各校区の専門部会で投票を行った結果、過半数を得た２点が
選ばれたというものです。両中学校分とも製作者が図案についてのコメントを寄せてい
ますが、そのコメントを基に統合準備委員会で検討し、今後公表していくにあたっての
校章の意味を決定しました。清明中学校の校章の意味としては、
『学校名の頭文字「Ｓ」
をモチーフに、清らかな水の流れる「清水の里」をイメージして、希望と志に胸を膨ら
ませる生徒の姿を、大空を羽ばたく鳥で表現している。
』ということです。また、明峰中
学校の校章の意味としては、
『学校から望む山々が陽を受け輝く姿をイメージして、北ア
ルプスの大自然のもとで明るく楽しく学ぶことができる中学校を表現している。
』という
ことです。明日以降の朝刊や、本会の終了後に市ホームページへの掲載、市報 11 月号へ
の掲載などにより公表となり、周知を図る予定です。

教育長

質問があればお願いします。校名が決まり、このように校章が決まり、少しずつ統合
が近づいてきていることを実感するところです。

委員
学校教育課長

中学生からの応募などはありましたか。
中学生からの応募もあり、途中の選考までは候補となっていましたが、最終的には今
回の２点となりました。

教育長

学校教育課長

ほかに何かありますでしょうか。
（なし）
次に「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。
〔経過事業〕
○10 月 １日
○10 月 １日
○10 月 ９日
○10 月 10 日
○10 月 15 日

14 歳の挑戦（～５日）
学校訪問：通常訪問研修（２日、３日、４日、10 日）
小中学校長研修会
中学校統合準備委員会 第 11 回制服・体操服選考専門部会（宇・桜）
第８回中学校統合準備委員会

〔予定事業〕
○10 月 26 日 黒部市小学校音楽会（５、６年生）
○10 月 27 日 中学校合唱コンクール（鷹施中学校）
○10 月 27 日 中学校合唱発表会（宇奈月中学校）
○10 月 28 日 中学校合唱コンクール（高志野中学校）
○10 月 29 日 姉妹都市交流研修事業(メーコン・ビブ郡派遣)研修生激励会
○10 月 29 日 地区要望（30 日、31 日、11 月７日、８日）
○10 月 31 日 「中学校統合にかかる遠距離通学対策」説明会（石田小校区）
○11 月 １日 中学校合唱コンクール（桜井中学校）
○11 月 １日 「中学校統合にかかる遠距離通学対策」説明会（たかせ小校区）
○11 月 ４日 姉妹都市交流研修事業(メーコン・ビブ郡派遣)（～11 日）
○11 月 ５日 平成 30 年度黒部市表彰式
○11 月 ５日 根室市教員による小中学校視察
○11 月 12 日 小中学校長研修会
○11 月 16 日 富山県市町村教育委員会連合会(第２回研修会)
○11 月 19 日 総合教育会議(27 日)に向けた検討会
○11 月 27 日 黒部市総合教育会議
○11 月 28 日 黒部市教育支援委員会
※姉妹都市交流研修事業(メーコン・ビブ郡派遣)の概要を説明
生涯学習課長

スポーツ課長

〔経過事業〕
○10 月 ５日
○10 月 14 日
○10 月 16 日
○10 月 23 日

市指定無形民俗文化財「愛本新用水天満宮松明祭」
公民館まつり(村椿)（～12/16 まで各地区公民館にて開催）
立山黒部ジオパークのジオサイトに関する協定書調印式
秋のさわやか運動（～26 日）

〔予定事業〕
○10 月 25 日
○10 月 26 日
○10 月 26 日
○11 月 ３日
○11 月 18 日

立山黒部ジオパーク日本認定更新現地審査（～27 日）
第 13 回黒部市芸術祭 黒部市美術展（～30 日）
市指定無形民俗文化財「生地たいまつ祭り」
科学館まつり 2018（～４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講演会

〔経過事業〕
○10 月 ７日 秋季区民体育大会（市内８地区 ※台風の影響により４地区中止）
○10 月 ８日 エブリバディスポーツデイ 2018
○10 月 21 日 第 13 回市民体育大会陸上(大運動会)
〔予定事業〕
○10 月 27 日 姉妹都市スポーツ交流事業（～29 日）
：柔剣道 出迎え
（18:30～歓迎夕食会）

○10 月 28 日 姉妹都市スポーツ交流事業（～29 日）
：柔剣道 スポーツ交歓会
（18:00～歓迎レセプション）
○10 月 30 日 第 36 回カーター記念黒部名水マラソン第１回実行委員会
○11 月 ３日 富山県高等学校・クラブ対抗駅伝競走大会
○11 月 11 日 第 36 回富山県駅伝競走大会、富山県小学生駅伝競走大会
○11 月 17 日 ＫＵＲＯＢＥアクアフェアリーズ Ｖ１リーグホームゲーム（～18 日）
（17 日 vs ＮＥＣ、18 日 vs デンソー）
○11 月 17 日 北信越高等学校駅伝競走大会開会式
（18 日競技 10:00～女子、12:00～男子、15:00 頃閉会式）
図書館長

〔経過事業〕
○10 月 ２日
○10 月 12 日
○10 月 19 日
○10 月 20 日

14 歳の挑戦（～10 月６日）
黒部市子ども読書活動推進計画(第２次) 第１回策定会議
「芸術の秋、アート鑑賞はいかが！？」
（～12 月２日）
「生誕 100 年 いわさきちひろの世界展」
（～11 月 25 日）

〔予定事業〕
○10 月 25 日 黒部市図書館協議会先進地視察
○11 月 25 日 合同読書会・ボランティア研修会
学校給食センター所長

〔経過事業〕
○ ９月 28 日 黒部地場産学校給食の日(第２回)
○10 月 １日 社会に学ぶ「14 歳の挑戦」受入（～５日）
○10 月 11 日 学校給食訪問（17 日、24 日）
〔予定事業〕
○10 月 25 日 学校給食訪問（31 日、11 月１日、５日、６日、８日、９日、14 日）
○10 月 30 日 黒部地場産学校給食の日(第３回)
○11 月 29 日 黒部地場産学校給食の日(第４回)（試食会場 全小学校）

こども支援課長

教育長

〔経過事業〕
○ ９月 29 日
○ ９月 29 日
○ ９月 29 日
○10 月 ４日
○10 月 ５日
○10 月 11 日
○10 月 12 日
○10 月 18 日

ふれあい運動会（生地こども園）
なかよし運動会（石田こども園）
親子運動会（さくら幼稚園）
越之湖敬老会訪問(５歳児)【石田こども園】
秋の遠足(４、５歳児)【生地こども園】
遠足(４、５歳児)【石田こども園】
秋の遠足(３歳児)【生地こども園】
遠足(３歳児)【石田こども園】

〔予定事業〕
○10 月 26 日
○10 月 27 日
○10 月 31 日
○11 月 11 日
○11 月 29 日
○11 月 30 日

ホームさくらい訪問(４歳児)【さくら幼稚園】
公民館まつり(５歳児参加)【石田こども園】
越之湖敬老会訪問(５歳児)【生地こども園】
公民館まつり(５歳児参加)【生地こども園】
保育参観【生地こども園】
生活発表会【さくら幼稚園】

報告には記載がないのですが、ねんりんピックが 11 月３日から５日まで開催されま
す。黒部市では、セレネにおいて俳句、総合体育館においてソフトバレーが行われる予
定です。では、各課等の事業報告について質問があればお願いします。

委員

立山黒部ジオパークについて、４年の節目を迎えているということですが、これまで
の成果というか、効果について、また問題点等があれば教えてください。

ジオパーク推進班長

立山黒部ジオパークは、９市町村のエリアとして、富山市から朝日町の広い範囲で市
町村が参加していますが、主導しているのは民間の組織である立山黒部ジオパーク協会
です。この組織は、研究者、観光地などで説明するガイド、民間の経営者の方々などが
集まって、本地域の大地の特徴や文化、歴史などを大事にし、地域を守り、それらを子
ども達に伝えるふるさと教育をしていこうという思いで進められています。市町村の行
う事業と民間組織が主導することについての連携が難しいところがありましたが、この
４年間で、支援自治体会議という自治体側の団体を設立したり、連絡会を設立し情報交
換等に努めるなどして、徐々に今までの活動がジオパークという仕組みに結びついてい
るところです。まだ発展途上だとは思いますが、色々なイベントや各種団体の活動を通
して、一般の方々にジオパークというもののイメージが少しずつ浸透していると思いま
す。最近は、学校でも、地域のことを考えるきっかけとして取り上げられたりもしてい
ます。広いエリアで、概念的に難しい点もありますが、どうやって今後展開していくか
を考える必要があります。

教育長

黒部市においては、ジオパークというものがある程度話題になっていると思いますが、
富山市などでは面積が広いこともあり、全体的な広がりということでは知名度がまだ低
いと思いますので、どう進めていくのかが問題になるという気がしています。ただ、民
間の力を得ているというか、民間組織が動いているのは富山県の特色であるので、行政
と民間が協力して、今後も進めていければと思います。

教育長

ほかに何かありますでしょうか。

委員

学校教育課の予定事業に「地区要望」とありますが、誰がどのような形で行うのか、
どのような内容を要望されるのか、過去の例でも構わないので、教えてください。

教育部長

地区要望については、メンバーは各自治振興会が主体です。自治振興会役員と紹介者
としての地区の議員、また町内会役員などが来られ、全部で、地区によって違うが、10
数名程度となります。市側は、市長、副市長、また今年度からは教育長、そして各部長
が出席します。要望については全般にわたり、道路の側溝の改修や農道の草刈など、主
に都市建設部と産業経済部が担当するものが多くなっています。それら以外に、市民生
活部や教育委員会では、街灯の設置や中学校統合に伴う要望などが出されます。要望は
事前に出されますが、当日は各部長が回答し、１時間程度の時間で行っています。毎年
行っており、正確には分かりませんが、こういった方式で回答を返すということは県内
でも珍しいと聞いています。地区から出される要望を大切にしたいということでの対応
であると考えています。

委員

学校教育課の事業として記載されていますが、学校教育課に対しての要望などは、過
去を含めてありましたか。

教育部長

学校教育課では石田小学校前の横断歩道の移設に関してなどの３点がありました。生
涯学習課では東布施の奥の磨崖仏に関してなどがありました。学校教育課においてです
が、宇奈月中学校が統合となり、地元の下立地区から統合後の校舎がどうなるのか、ど
のような利用を考えているかといった質問もあります。大きな課題の場合はすぐに適切
な回答はできませんが、地区からは強く言うというよりも、このような課題があるとい
う意味での質問であるということかなと思っています。

委員

初日は３地区の記載がありますが、３地区合同ではなく、１地区毎、時間を区切って

行っているのでしょうか。
教育部長

順番に、１時間位に区切って、実施しています。

委員

以前に町内会の世話をしていたときに、地区要望会にも出席したことがありますが、
学校教育課に関係する案件があったかどうかと思って質問しました。

教育部長

教育委員会については、全地区から要望が出されるわけではありません。半数以上の
地区から出されてはいますが、都市建設部や産業経済部はほぼ全地区から要望が出され
ている状況です。

学校教育課長

全課に関わってきますが、教育委員会を代表する形で、学校教育課の事業欄に掲載し
ました。

教育長

去年までは、私は出席していなかったので、事業報告に掲載していませんでした。今
年度から出席することになったので、掲載することとしました。要望の内容としては、
公民館の更新といった案件も、地区によってはあるかと思います。

教育長

ほかに何かありますでしょうか。

委員

図書館宇奈月館でボランティア研修会があるとのことですが、読み聞かせの方々以外
では、ボランティアにどのような方々がいますか。

図書館長

ボランティアは読み聞かせの方々が主となっていますが、グループや団体の一員とし
てではなく、個人的に読み聞かせに参加されている方がおられます。

委員
図書館長

教育長

貸出業務の補助や図書整理の補助などのボランティアはいますか。
現在は特にいませんが、今後新しい図書館に関しては検討する必要があると考えてい
ます。
ほかに何かありますでしょうか。

委員

以前に校章の件に関連して、学校ごとの校風というか、そのようなものについて、生
徒の意見を取り入れることができればいいのではないかという意見があったかと思いま
す。今回の校章の意味というのは、準備委員会で作ったということですか。

学校教育課長

製作者の図案についてのコメントに、意味を大きく変えないように加筆修正して、準
備委員会で決定したということです。

委員

今後、この校章の意味が形としてあると思うのですが、各学校でのスローガン的なも
のというか、そういったものについての今後の流れはどのようになりますか。

学校教育課長

おそらく開校してから、新しい学校として決めていくことになるだろうと思います。

委員

今の統合準備委員会は、校章や制服等が決まるまでということでしょうか。

学校教育課長

教育長

そのようになると思います。なお、学校運営委員会という、先生方を中心として新し
い学校の運営について話し合う場が、今年度後半から来年にかけて開かれる予定です。
ほかに何か質問があればお願いします。
（なし）

次に、
「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）
○総合教育会議事前打合せ 【日時】11 月 19 日(月) 午後１時 30 分【会場】203 会議室
○教育委員会 11 月定例会 【日時】11 月 27 日(火) 午後１時 30 分【会場】201 会議室
○総合教育会議
【日時】11 月 27 日(火) 午後３時 30 分【会場】同上

教育部長

大布施地区に「大布施地区安全なまちづくり推進センター・学校安全パトロール隊」
という組織があり、代表者は大布施自治振興会長となっています。大布施地区の防犯パ
トロール隊や植木わんわんパトロール隊、中央小学校子ども見守り隊といった団体で構
成されています。平成 23 年に県の受賞を受けていますが、概ね 10 年以上の活動と５年
の間で重大な事故が発生していないことなどから、学校を経て推薦があり、平成 30 年度
の文部科学大臣表彰を、明日 10 月 25 日に鹿児島県にある市民文化ホールで受賞される
ことになりましたので報告します。

教育長

ほかに何かありますか。
（なし）
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 11 月 27 日
署名人 黒部市教育委員会 教育長 国 香 正 稔

