平成 30 年 黒部市教育委員会 11 月定例会 議事録
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教育長

委員
教育長

只今から、黒部市教育委員会 11 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､「10 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 25 日(木) 立山黒部ジオパーク日本認定更新現地審査(～27 日)
（黒部市内）
日本認定の更新のための現地審査として、審査員３名が来県（３日間）
(2) 10 月 27 日(土) 第 13 回黒部市芸術祭 黒部市美術展 表彰式（コラーレ）
(3) 11 月 11 日(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
（富山‐高岡間）
(4) 11 月 17 日(土) 短歌のこだま in 宇奈月（セレネ）
２ 出席した会議等の概要報告について
(1) 11 月 ６日(火) 第５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
（市役所）
(2) 11 月 21 日(水) 第２回管内市町村教育委員会教育長会議（北日本スクエア北館）
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（２件）
(4) いじめの認知件数及び指導の経過（10 月報告分）
①小学校（新規認知件数１、指導中１、見守り中 12、解消１）
②中学校（新規認知件数０、指導中０、見守り中１、解消１）
(5) 平成 30 年度在籍児童・生徒・園児数（11 月１日現在）
①小学校 児童数 2,124 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 91 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

立山黒部ジオパークの更新認定について、評価の内容等を教えてください。

ジオパーク推進班長

現地審査に入る前に、審査員に対し、日本ジオパークネットワークという団体を通じ
て立山黒部ジオパークの活動について十分に伝わっていなかったなど、ＰＲ等が不十分
であると思われていましたが、現地に来てもらい、活動内容等についての説明はできた
と思います。

教育長

ほかに何かありますでしょうか。

委員

児童が出血した事故について、救急車の要請者や同乗者等を教えてください。

学校教育班長

救急車を学校から要請し、養護教諭が同乗しました。その後、教頭が病院に行き確認
し、最終報告は教頭が行いました。頭をぶつけた当初は出血していましたが、病院に着
いたときにはほとんど治療が必要のない状況になっていたとのことです。

委員

大きな事故だったのかと思い、また、事故が発生した場合など校長等管理職の危機管
理能力が問われることもあるので、質問しました。

教育長
委員

学校教育班長

ほかに何かありますでしょうか。
高校入試の形態が変わるということについて、インフルエンザ等で受験できなかった
場合は一日で全てを行う追検査が導入されるとのことですが、子どもたちにとっては一
日で全て行うことは大変だと思います。また、会場の問題もあると思いますが、県内１
箇所だけかどうかなど詳しいことは把握していますか。
詳細は把握しておらず、改めて確認したいと思います。

教育長

ほかに何かありますでしょうか。
（なし）
次に議案審議に移ります。
「議案第 22 号 平成 31 年度黒部市立幼稚園の収容定員につ
いて」説明願います。

こども支援課長

「議案第 22 号 平成 31 年度黒部市立幼稚園の収容定員について」ご説明します。黒
部市立幼稚園管理規則第２条の規程により平成 31 年度黒部市立幼稚園の収容定員につ
いて、生地幼稚園を 30 名、白鷹幼稚園を 30 名、さくら幼稚園を 160 名としてそれぞれ
定員を定めるものです。説明は以上となります。

教育長

質問や意見があればお願いします。

委員
教育長

委員

（質問等なし）
ないようですので、議案を採決します。議案第 22 号について、原案のとおり決するこ
とにご異議ありませんか。
（異議なし）

教育長

ご異議なしでありますので、議案第 22 号は、原案のとおり決しました。
次に報告事項に移ります。はじめに「報告第１号 黒部市公営施設使用の個人演説会
開催のため候補者が納付すべき費用についての一部改正について」説明願います。

学校教育課長

それでは「黒部市公営施設使用の個人演説会開催のため候補者が納付すべき費用につ
いての一部改正について」ご説明します。選挙にあたって、学校施設や公民館等の教育
委員会が所管する施設において、候補者は個人演説会を開催することができると法律で
定められています。国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律に準じて、その際
の費用を条例で定めていますが、先の法律改正に合わせて条例を一部改正するものです。
時間帯を昼間、夜間、休日に分けてそれぞれ費用の額を定めています。附則により、こ
の告示は公表の日から施行するとしており、すでに施行されています。説明は以上です。

教育長

質問があればお願いします。

委員

最近の幼稚園、小学校、中学校における使用実績はどうなっていますか。

教育部長

今回の市議会議員選挙において、実際は使用されませんでしたが、相談はありました。

委員

分かりました。もう一点ですが、地区公民館の取扱いは分かるのですが、例えば集落
センターなどで実施する場合の取扱いはどうなりますか。この告示に準じることになり
ますか。

教育部長

この告示は教育委員会で所管する施設について定めるものです。集落センターはいわ
ゆる自治公民館として町内会等が管理する自治施設となりますので、市で定めるもので
はなく各町内会等で定めることになります。

委員

分かりました。ただ、一線というか基準があれば、各町内でのばらつきもなくいいの
ではないかと思いました。

教育長

ほかに何かありますでしょうか。
（なし）
次に「報告第２号 平成 30 年度 12 月補正予算（教育委員会関係）の概要について」
説明願います。

教育部長

それでは「平成 30 年度 12 月補正予算（教育委員会関係）の概要について」ご説明し
ます。12 月補正予算として、教育委員会から２件提出する予定にしています。
いずれも学校教育課所管分として、まず、基金積立金の補正です。補正額は 300 千円
です。ふるさと黒部サポート寄附金として、16 件の寄附がありました。教育・文化・ス
ポーツ事業への寄附ということから、教育文化振興基金に積み立てるものです。次に、
小学校施設維持管理費の補正です。補正額は 3,000 千円です。校舎・体育館等補修工事
に充てるものですが、本年７月に行ったブロック塀改修工事により不足することとなっ
た補修工事費用の増額ということになります。説明は以上です。

教育長

質問があればお願いします。
（なし）

教育長

次に「報告第３号 総合教育会議の意見交換等にかかる案件の確認について」説明願
います。

教育部長

（事前打合せ会の内容や会議資料等について説明(確認)）

教育長

質問があればお願いします。
（なし）
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。

学校教育課長

〔経過事業〕
○10 月 26 日
○10 月 27 日
○10 月 27 日
○10 月 28 日
○10 月 29 日
○10 月 31 日
○11 月 １日
○11 月 １日
○11 月 ４日
○11 月 ５日
○11 月 13 日
○11 月 16 日
○11 月 16 日
○11 月 21 日

黒部市小学校音楽会（５、６年生）
中学校合唱コンクール（鷹施中学校）
中学校合唱発表会（宇奈月中学校）
中学校合唱コンクール（高志野中学校）
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
「中学校統合にかかる遠距離通学対策」説明会（石田小校区）
中学校合唱コンクール（桜井中学校）
「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）
姉妹都市交流研修事業(メーコン・ビブ郡派遣)（～11 日）
根室市教員による小中学校視察
第 13 回制服・体操服選考専門部会（宇奈月・桜井合同校区）
富山県市町村教育委員会連合会(第２回研修会)
「中学校統合にかかる遠距離通学対策」説明会（宇奈月中校区）
第 13 回制服・体操服選考専門部会（鷹施・高志野合同校区）

〔予定事業〕
○11 月 28 日 黒部市教育支援委員会
○12 月 ６日 スクールミーティング
○12 月 10 日 小中学校長研修会
○12 月 19 日 姉妹都市交流研修事業(メーコン・ビブ郡)研修報告会
※市議会 12 月定例会会議日程について説明
生涯学習課長

〔経過事業〕
○10 月 25 日
○10 月 27 日
○11 月 ３日
○11 月 ８日
○11 月 11 日
○11 月 18 日
○11 月 19 日
○11 月 24 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 表彰式
科学館まつり 2018（～４日）
第９回黒部市女性議会当選証書付与式
子ども・若者育成市民啓発事業
(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
第９回黒部市女性議会組織議会
黒部市少年少女活動実践意見発表大会・善行青少年表彰式

〔予定事業〕
○12 月 １日 歴史講座「黒部川と橋」
スポーツ課長

〔経過事業〕
○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）
〔予定事業〕
○12 月 ２日 スポーツ講演会（講師 サッカー元日本代表 北澤 豪 氏）
図書館長

〔経過事業〕
○10 月 25 日 黒部市図書館協議会先進地視察
○10 月 31 日 呉東図書館協会研修視察（～11 月１日）
○11 月 25 日 合同読書会・ボランティア研修会
〔予定事業〕
○12 月 １日
○12 月 １日
○12 月 ４日
○12 月 ５日

学校給食センター所長

「クリスマス展」
（～25 日）
「年末年始の準備はお早めに！」
（～28 日）
黒部市子ども読書活動推進計画(第２次) 第２回策定会議
居心地のいい家づくり（～１月 20 日）

〔経過事業〕
○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)
〔予定事業〕
○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

〔経過事業〕
○10 月 25 日
○10 月 26 日
○10 月 27 日
○10 月 31 日
○10 月 31 日
○11 月 １日
○11 月 11 日
○11 月 11 日

ＣＩＲ来園【生地こども園】
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】
ＣＩＲ来園【石田こども園】
ＣＩＲ来園【さくら幼稚園】
公民館まつり(５歳児参加)【生地こども園】
公民館まつり(５歳児参加)【さくら幼稚園】

〔予定事業〕
○11 月 29 日 保育参観【生地こども園】
○11 月 29 日 保育参観【石田こども園】
○11 月 30 日 生活発表会【さくら幼稚園】
教育長

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

富山県駅伝競走大会について、小学生、中学生がよい結果を出しているが、総合順位
では今ひとつの状況になっていると聞いたことがあり、選手の選抜方法はどのようにな
っていますか。

スポーツ課長

小学校、中学校については、各学校から生徒の推薦を受け、強化練習会を開催し、実
際に走ってもらい選考しています。中学生は中学校駅伝もあり、その選考も兼ねていま
す。高校になると、徐々に選手が見つけにくくなるので、県駅伝に出場したことのある

生徒等にお願いするといったこともしています。女子一般の部が、高校生を含めて選手
が不足しており、タイムを落としている状況です。各選手が約１秒ずつタイムを上げれ
ば上の順位も望めることから、引き続き強化練習等を充実させたいと考えています。
委員
スポーツ課長

委員
スポーツ課長

教育長
委員

学校教育課長
委員

学校教育班長
委員

黒部名水マラソンの結果を参考にはしないのですか。
選手選考の際、名水マラソンの結果をチェックしていますが、県駅伝は比較的走る距
離が短くスピードランナーに合ったものであることから、５km や 10km を走るランナー
では意外とタイムが出ず出場を遠慮されるということも見受けられます。
公募はしないのですか。
公募は特にしていません。富山市が 10 数年連続優勝していますが、富山市は男女とも
富山商業高校等で陸上をしている高校生が出場するなどして区間賞を取っており、タイ
ムを上げています。
ほかに何かありますでしょうか。
中学校合唱コンクールについて、県大会等への参加につながるといったことはあるの
でしょうか。
上位の大会はありません。
学校内で完結するということですが、こういった分野に情熱を燃やす生徒もいると思
うので、膨らみというか、次に繋がる場があればいいと思います。
高志野中学校は、県の合唱コンクールにエントリーして出場しています。
各学校で判断し、学校単位で県大会等に出場を申請しており、合唱コンクールは校内
の行事ということで、黒部市としての大会ではないということでいいですか。

学校教育班長

そのとおりです。

教育長

クラス対抗という意味合いであると思います。

学校教育班長

コンクールとしている学校は、順位が付くというものです。

教育長

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）
○教育委員会 12 月定例会 【日時】12 月 26 日(水) 午後３時 00 分【会場】201 会議室

教育部長

「平成 30 年度 教育委員会事務の点検・評価報告書（平成 29 年度事業分）
」について、
識者の意見を付して完成となりました。本書を市議会 12 月定例会初日に市議会議員に配
付し、公表することとしています。

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 12 月 26 日
署名人 黒部市教育委員会 教育長 国 香 正 稔

