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教育長

只今から、黒部市教育委員会１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､「12 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

委員発言の中に「高等学校校長会」との記載がありますが、
「工業高校校長会」に訂正
をお願いします。

教育長

今ほどの件を訂正のうえ、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) １月 １日(火) 第 10 回黒部元旦健康スポーツマラソン大会（三島神社）
(2) １月 13 日(日) 平成 31 年黒部市成人式（コラーレ）
２ 出席した会議等の概要報告について
(1) １月 10 日(木) 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（市役所 203）
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（12 月報告分）
①小学校（新規認知件数４、指導中０、見守り中 11、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０）
(5) 平成 30 年度在籍児童・生徒・園児数（１月１日現在）
①小学校 児童数 2,126 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２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

児童・生徒のその他の事故等におけるてんかんの発作について、医者の診察を受けて
いるのか、受けていれば薬を服用することもあると思いますが、それらの点はどうだっ
たのでしょうか。

学校教育班長

小学校２年生の男子児童ですが、入学時から学校ではてんかんについて把握しており、
保護者とも連絡を取っていました。学校も気にかけていましたが、この発作が起きたと
きに保護者にすぐに連絡し、救急搬送するという許可を得て搬送しました。そのときは
薬を飲んでいなかったと思いますが、飲まなくても学校に来ていいという判断がされて
いました。

委員

てんかんという病状を持っているということを学校は知っていたのですね。それは医
者にかかっているからですか。でも薬は服用していないということですね。どの程度の
てんかんなのかは分かりませんが、やがて成長したときに治まればいいと思いますが、
治まらなければ、運転中の事故など色々なことがありうるので、ぜひ学校の立場として
も保護者と十分に相談をして、児童が元気に育ってもらえればと思い質問しました。

学校教育班長

分かりました。

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１号から第４号までは平成 30 年度黒部市教育文化表
彰被表彰者に関する議案です。一括して審議したいと思いますので、まず事務局から説
明願います。

教育部長

それでは「議案第１号 平成 30 年度黒部市教育文化表彰被表彰者（優良教員）の決定
について」ご説明します。被表彰者の個人調書・団体調書も提示していますが、今回の
被表彰者の教員については、黒部市立村椿小学校教諭の山本三恵さん、黒部市立桜井小
学校教諭の根塚晴美さん、黒部市立宇奈月小学校教諭の鍋谷真智乃さん、黒部市立鷹施
中学校教諭の福澤美穂子さん、黒部市立高志野中学校教諭の島瀨武夫さんの５名となり
ます。この５名を被表彰者として決定したいと考え、議案として提出しています。引き
続き「議案第２号 平成 30 年度黒部市教育文化表彰被表彰者（優良生徒）の決定につい
て」ご説明します。今回の被表彰者の生徒については、黒部市立鷹施中学校第３学年
の今井滉乃君、黒部市立鷹施中学校第３学年の中瀨結衣さん、黒部市立高志野中
学校第３学年の今井康太君、黒部市立高志野中学校第３学年の長井史花さん、黒
部市立桜井中学校第３学年の山谷悠翔君、黒部市立桜井中学校第３学年の番匠由
芽さん、黒部市立宇奈月中学校第３学年の谷川偉吹君、黒部市立宇奈月中学校第
３学年の本村真愛さんの８名となります。各中学校２名として提示しています。

スポーツ課長

次に「議案第３号 平成 30 年度黒部市教育文化表彰被表彰者（スポーツ）の決定につ
いて」ご説明します。スポーツの分野については、スポーツ成績優秀者として、大会レ
ベルでは、全国大会において上位に入賞したものとして団体８位以内、個人 10 位以内、
北信越大会、北陸三県大会において優秀な成績を収めたものとして団体２位以内、個人

３位以内、その他県大会以上の大会で優秀な成績を収めたものとして団体１位、個人１
位という基準を設定しています。また、もう一点、スキー分野において追加がありまし
たが、多年に渡り競技に精励し他の模範と認められるものという基準もあり、先般開催
された富山県民体育大会スキー大会において優勝され、県民体育大会で通算３回以上の
優勝ということで推薦がありました。全体として 24 個人、３団体を表彰するものです。
生涯学習課長

教育長

次に「議案第４号 平成 30 年度黒部市教育文化表彰被表彰者（社会教育）の決定につ
いて」ご説明します。社会教育の分野について、青少年健全育成活動として中正和氏、
女性活動として牧野和子氏、生涯学習活動として村瀬益子氏の３氏を表彰するものです。
説明は以上です。
議案第１号から議案第４号について、質問や意見があればお願いします。

委員

スポーツの分野における桜井中学校空手道チームは、クラブチームのようなものでし
ょうか。

スポーツ課長

桜井中学校には空手道部がありません。中体連には空手道競技がそもそもありません
が、全国大会に出場する際には、桜井中学校の空手道チームということで大会に出場し
ており、そのため桜井中学校空手道チームとなっています。

委員

そのチームに加入するためには、桜井中学校の生徒である必要があるのでしょうか。

スポーツ課長

空手道を教えている若埜道場という空手道クラブが若栗地区にあり、そこで習ってい
る生徒で団体戦に出場する選手が全員桜井中学校の生徒であることから、団体戦に出場
する際にその名称としているということです。

教育長

ほかに何かありますでしょうか。
（なし）
ないようですので、議案を採決します。議案第１号から議案第４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。

委員

（異議なし）

教育長

ご異議なしでありますので、議案第１号から議案第４号については、原案のとおり決
しました。なお、表彰式は２月の定例教育委員会と同日の２月 26 日を予定しています。
次に「議案第５号 平成 30 年度黒部市伝承芸能・伝承技術士の認定について」説明願
います。

生涯学習課長

「議案第５号 平成 30 年度黒部市伝承芸能・伝承技術士の認定について」ご説明しま
す。黒部市伝承芸能伝承技術士認定要綱第７条の規定により、３氏を伝承芸能・伝承技
術士として認定するものです。橋本幸信氏は、中村獅子舞保存会に所属しており、毎年
10月に行われる町流し獅子舞披露及び若埜神社への獅子舞奉納に大天狗等として参加し
ています。また、子どもの世話や練習の指導者として現在も取り組んでいます。次に、
米屋仁志氏は、しばんば保存会に所属しており、平成８年から郷土芸能しばんばの地方
として太鼓を担当し、保存、継承に努めています。次に、川口貢氏は、下立青年団に所
属しており、下立獅子舞・天狗の舞の継承や、囃子方の担当として全国青年団郷土芸能
大会で優秀な成績を収めています。また、現在は、後継者の育成等に力を注いでいます。
説明は以上です。

教育長

質問や意見があればお願いします。

委員

直接認定には関係ないのですが、こういった分野は伝承というか跡継ぎが一番の問題

であると思うのですが、どうでしょうか。
生涯学習課長

継承が一番のポイントであると思いますので、それを後世に伝える方々が選ばれてい
ると思います。

委員

これらの分野は、例えば獅子頭など、使用する道具が大変高価なものもあると思いま
すが、それらが損傷した場合は、市から補助等があるのでしょうか。補助はなく、団体
で全て対応しているのでしょうか。

生涯学習課長

基本的には団体の所有物であるので、破損した場合は団体が対応することになります
が、文化財等に関係するということであれば、市としての対応を検討する必要があると
考えています。

教育部長

補足ですが、宝くじ助成事業という制度があり、百万円といった単位で補助を受ける
ものです。県を通して申請して補助対象になれば、それを受けて獅子頭などを直すとい
ったことをしている団体もあります。

教育長

ほかに何かありますでしょうか。
（なし）
ないようですので、議案を採決します。議案第５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。

委員

（異議なし）

教育長

ご異議なしでありますので、議案第５号は、原案のとおり決しました。伝達式は先ほ
ど説明した表彰式と同じく２月 26 日となります。
次に報告事項に移ります。はじめに「報告第１号 平成 31 年度黒部市教育の方針（案）
の諮問について」説明願います。

教育部長

それでは「報告第１号 平成 31 年度黒部市教育の方針（案）の諮問について」ご説明
します。
「平成 31 年度黒部市教育の方針（案）
」を黒部市教育振興協議会に諮問するにあ
たり、平成 30 年度の内容から一部修正等を行っています。
（修正内容等を説明）
（以下、
「諮問（案）
」の概要）
Ⅰ 人間性の基礎を培う家庭教育・地域教育
１ 家庭教育
２ 地域教育
Ⅱ 心身ともに健康で学ぶ意欲を育てる学校教育
１ 幼稚園、学校等の円滑な運営
２ 確かな学力
３ 国際化教育
４ 特別支援教育
５ 心の教育
６ 読書・情報教育
７ キャリア教育
８ 健康・体力
９ 安全
10 教育環境の整備
Ⅲ 生きがいと心身の健康を支援する社会教育及びスポーツ

１
２
３
４
５
６
７
８
９
10

青少年の健全育成
女性活動事業の推進
生涯学習機会の提供
市民文化活動の推進
文化遺産及び自然遺産の保護活用
「市民ひとり１スポーツ」の推進
スポーツ施設の整備・充実
競技力の向上
スポーツを通じた地域振興
健やかな子どもの育成とスポーツの充実

（
「平成 31 年度黒部市教育の方針」の全文は２月定例教の議決後、確定内容を掲載予定）
教育長

この方針は、２月 15 日に黒部市教育振興協議会が開催される予定となっており、その
場で審議されます。本日報告している内容は、そのための諮問の原案となります。質問
があればお願いします。

委員

大きく３点について聞きたいと思います。
「黒部市教育の方針」は、
「教育委員会事務
の点検・評価」と裏表の関係であると思います。
「黒部市教育の方針」はＰＤＣＡサイク
ルに当てはめると、Ｐの部分であると思いますが、非常に重視しなければならないと思
います。
「２ 確かな学力」の「
（３）
」の「①」に「学習の成果の確認」とありますが、
これは評価のことを指していると思います。付けたい力が身に付いたのかどうか、それ
を確認することだと思いますが、全体的に見て評価の部分に関する箇所が乏しいと思う
ので、
「学習の成果の確認・評価」といったように評価という観点を補充してほしいと思
いますので、検討をお願いします。もう一点ですが、全体を読むと、
「～等」
「～など」
という記載が「～等」は 30 箇所以上、
「～など」は数箇所見受けられます。この表し方
をどのようにすればいいのかと思います。つまり、
「等」という表現は、まだ他にあるが
文章が長くなってしまうので「等」という言葉で省略したということだと思います。例
えば「２ 確かな学力」の「
（１）
」の「②」に「各教科等」とありますが、これは、教
育に携わっている者であれば、
「領域（特別活動）
」
「時間（総合的な学習の時間）
」が省
略されていると分かると思うのですが、一般の方が読まれた場合、
「各教科等」にそのよ
うなことが省略されているということが分かるのでしょうか。あるいは、聞かれた時に、
教育行政を担当している職員がしっかりと説明できるようにしておかなければ、この
「等」という言葉は、ただ単に語呂がいいので使用しているとか、少し表現をぼやかし
ているだけということになってしまい、よくない事だと思います。先ほど話しましたが、
「等」は 30 箇所以上あり、
「など」も数箇所あるので、事務局として何か考えはありま
すか。特に学校教育分野に多く見受けられます。

学校教育班長

「黒部市教育の方針」を基にして、説明する機会はあまりないと思います。一般の方
に説明する機会がないとすれば、できるだけ分かりやすい言葉を用いて、読めば分かる、
意味が通じるという表現にしたほうがよいと思います。

委員

「等」を削除してもいいと思う箇所もあります。例えば「２ 地域教育」の「
（１）
」
の「①」にある「伝統や文化等」の「等」はなぜ記載があるのか分からないので、その
ように思います。例えば、一つ一つチェックして、不要なものは削除する、必要なもの
は残して説明ができるようにしておく、という整理をしてもらえればよりよいものにな
ると思いますが、どうでしょうか。

教育部長

市職員も議会答弁書を作成するときに、
「等」を記載しがちです。ご指摘のとおり、
「等」
の意味は、３件ある事項のうち２件だけ記載したときなどにそれを表すためであると思
います。私共も答弁書を作成するときに戒めているのは、
「等」を記載する際は、その内

容を認識し、
「等」は何を指すのかと聞かれたら、しっかりと答えられるようにしておか
なければならないということです。そうでなければ、
「等」を記載してはいけないと思い
ます。30 箇所以上もあるということであれば、語呂のよさや内容のぼやかしで用いた箇
所がある可能性もあるので、もう一度精査して、不要なものは削除するなどの対応をし
たいと思います。
「など」は複数対象があるという意味もあると思いますので、
「等」を
中心に教育センターとも相談して検討したいと思います。
委員

最後になりますが、大きな３点目は、来年度の教育行政を進めていく大切な方針であ
りますので、これを十分踏まえて、議会答弁などにも十分活用されていると思いますが、
一貫性のある教育行政をお願いしたいと思います。教育委員の立場としても、方針を常
に意識し、色々と訪問する際に、方針に記載されている観点で見ていきたいと思います。
よろしくお願いします。

教育部長

評価という観点など、ご意見をいただきました件につきまして、再度検討したいと思
います。

委員

指導する基準があるのなら、必ず評価する基準もあり、それが対になって、指導と評
価の一体化と言われているので、できればその方がよいと思いお願いしました。

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 31 年度就学通知の発送及び入学予定者数について」説明願い
ます。

教育部長

それでは「報告第２号 平成 31 年度就学通知の発送及び入学予定者数について」ご説
明します。小学校については、発送数が 331 通、指定校変更による増が 10 件、区域外就
学予定・転入予定による増が４件、転出予定・指定校変更による減が 18 件となっており、
差引して入学予定者数は 327 人となっています。転出８件については海外への転出や富
山市、滑川市、入善町など他市町村への転出となっており、指定校変更については 10 件
となっています。中学校については、発送数が 352 通、指定校変更による増が 11 件、区
域外就学予定・転入予定による増が１件、転出予定（受験含む）
・指定校変更による減が
19 件となっており、差引して入学予定者数は 345 人となっています。転出のうち３件の
内訳は富山市へ２件、県外へ１件となっています。受験については富山大学附属中学校
や片山学園を合わせて５件、指定校変更については 11 件となっています。小中学校の入
学予定者数の合計は 672 人です。説明は以上です。

教育長
委員

教育長

教育部長

質問があればお願いします。
今ほどの説明で、富山大学附属中学校や片山学園の受験という話がありましたが、市
内の小中学校において、管理職を中心に先生方は大変頑張っておられるので、市内小中
学校はとても充実しているという点を保護者にＰＲして、市内の小学校、中学校に入学
してもらうような努力をお願いしたいと思います。中学校も統合して施設も立派になる
ので、先生方もしっかりしており、また校舎も快適であるので是非入学をしてほしいと
いうことで、呼びかけをお願いしたいという気持ちです。
ほかに何かありますでしょうか。
（なし）
次に「報告第３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〕
○１月 ７日 新年あいさつまわり
○１月 ８日 ３学期始業式（小学校・中学校）
○１月 ９日 2019 年賀詞交歓「新年を寿ぐ会」

○１月 25 日 教育委員会１月定例会
〔予定事業〕
○１月 30 日
○２月 15 日
○２月 26 日
○２月 26 日
○２月 26 日
生涯学習課長

〔経過事業〕
○１月 12 日 寄贈記念特別展 彫刻家中谷唯一の世界 オープニングセレモニー
○１月 12 日 おんづろこんづろ
○１月 13 日 平成 31 年黒部市成人式
成人対象者は 414 名、出席者は 351 名
○１月 25 日 文化財防火デー消防訓練
〔予定事業〕
○１月 31 日
○２月 ２日
○２月 19 日
○２月 26 日

スポーツ課長

小矢部市教育委員会視察対応
黒部市教育振興協議会（教育の方針）
教育委員会２月定例会
(伝承芸能・伝承技術士認定式)
平成 30 年度黒部市教育文化表彰式

第９回黒部市女性議会
平成 30 年度生涯学習フェスティバル(～３日)
第７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
伝承芸能・伝承技術士認定式

〔経過事業〕
○１月 １日 第 10 回黒部元旦健康スポーツマラソン大会
○１月 ４日 2019 新春フェスティバル
○１月 ５日 ＫＵＲＯＢＥアクアフェアリーズ Ｖ１リーグホームゲーム（～６日）
（５日 vs ＪＴ、６日 vs 埼玉上尾）
○１月 10 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
〔予定事業〕
○２月 １日 スポーツ推進委員協議会新年会
○２月 ３日 第 13 回黒部市民スキー競技大会
○２月 ９日 ＫＵＲＯＢＥアクアフェアリーズ Ｖ１リーグホームゲーム(～10 日)
（９日 vs 久光製薬、10 日 vs ＪＴ）
○２月 16 日 第 53 回青梅マラソンバスツアー(～17 日)

図書館長

〔経過事業〕
○１月 ５日 「クイズ特集」(～30 日)
○１月 ８日 未病対策で健康な体をつくりましょう！(～２月 10 日)
〔予定事業〕
○１月 28 日
○２月 １日
○２月 ６日
○２月 ６日
○２月 ６日
○２月 ６日
○２月 11 日
○２月 14 日

蔵書点検(～２月１日)
「立山神の使い 雷鳥」(～28 日)
知られざる広報マンの写真展(～３月 17 日)
絵本でＳＤＧｓ in うなづき友学館
宇奈月ロータリークラブ寄贈本展(～３月 17 日)
宇奈月ロータリークラブ寄贈本贈呈式
黒部市子ども読書活動推進計画(第２次) 第３回策定会議
蔵書点検(～21 日)
未病対策で健康な体をつくりましょう！(～３月 24 日)

○２月 27 日 リサイクル本展(～３月６日)
学校給食センター所長

こども支援課長

〔経過事業〕
○１月 ８日 ３学期給食開始
○１月 24 日 全国学校給食週間(～30 日)
〔予定事業〕
○１月 30 日
○２月 ４日
○２月 ７日
○２月 14 日
○２月 21 日

学校給食研究会
献立検討会
「北方領土の日」給食
学校給食運営委員会
給食用物資選定委員会

〔経過事業〕
○１月 ８日
○１月 ９日
○１月 11 日
○１月 11 日
○１月 22 日
○１月 23 日
○１月 24 日

始業式【こども園、幼稚園】
新年お楽しみ会【生地こども園】
新年お楽しみ会【石田こども園】
新年お楽しみ会【さくら幼稚園】
保育参加(３歳児)【さくら幼稚園】
保育参加(４歳児)【さくら幼稚園】
保育参加(５歳児)【さくら幼稚園】

〔予定事業〕
○２月 ５日
○２月 ６日
○２月 ７日
○２月 13 日
○２月 19 日
○２月 22 日

お別れ遠足【さくら幼稚園】
リトミック教室【石田こども園】
お別れ遠足【石田こども園】
すこやかキッズ教室(５歳児)【石田こども園】
Ｔボール教室(５歳児)【石田こども園】
ひな祭り茶会(５歳児親子)【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

図書館のリサイクル本展ですが、毎年行っていますか。

図書館長

数年前から行っています。

委員

結構、本を持っていかれる人は多いのでしょうか。

図書館長

主に雑誌が中心ですが、１人何冊とは決めていないので、最後の日に近づくとほとん
ど本が残っていない状態になります。

委員

分かりました。

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」となりますが、その前に何かあればお願いします。

教育部長

事務局から、その他として、インフルエンザの発生状況について報告します。現在の
ところ、２校３学年でインフルエンザによる学年閉鎖となっています。桜井小学校の第
１学年が１月 22 日から 23 日に学年閉鎖となりました。若栗小学校の第４学年が１月 22
日から 23 日に学年閉鎖となりました。桜井小学校の第５学年が１月 24 日から 25 日に学
年閉鎖となっています。全体的な傾向として、生徒児童数は 3,000 人あまりですが、100

人程度がインフルエンザに罹患している状況です。報道では、全国的に、富山県、岩手
県、青森県などで警報が出されています。本市は少ない方だそうですが、徐々に増えて
いる状況です。報告は以上です。
教育長

次に、
「連絡事項等」についてお願いします。

教育部長

（今後の日程について確認）
○教育委員会２月定例会 【日時】２月 26 日(火) 午後１時 30 分
【会場】203 会議室
○伝承芸能・伝承技術士認定式 【日時】２月 26 日(火) 午後３時 00 分
【会場】第２委員会室
○平成 30 年度教育文化表彰式 【日時】２月 26 日(火) 午後４時 00 分
【会場】第２委員会室
○教育委員会３月定例会 【日時】３月 27 日(水) 午後１時 30 分
【会場】201 会議室

教育長

伝承芸能・伝承技術認定式や平成 30 年度教育文化表彰式の日程については確定したも
のでしょうか。

教育部長
教育長

教育長

市長日程との兼ね合いもありましたが、現時点で確定しています。
私から紹介したい講演会があります。新井紀子先生の講演会が開かれるということを
今日聞いて、皆さんにチラシをお渡ししました。立山町教育委員会が企画したものです。
「リーディングスキルテスト」を立山町の中学生と先生方が受けて、この講演会も聴講
し、リーディングスキルを高める教育に取り組んでみようということになったそうです。
時間がありましたらぜひ聴講していただきたいと思います。私は 12 月に聴講する機会が
あったのですが、とても参考になる内容でした。
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 31 年２月 26 日
署名人 黒部市教育委員会 教育長 国 香 正 稔

