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事務局
教育長

（冒頭に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、
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。

委員

（質問なし）

教育長

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
(1)
(2)
(3)

所管事業の状況報告について（行事等）
５月 17 日(金) 黒部市小学校連合体育大会（宮野陸上競技場）
５月 19 日(日) 松桜閣園遊会（松桜閣）
５月 25 日(土) 第 36 回カーター記念黒部名水マラソン 前日イベント・前
夜祭（パレス扇寿ほか）
(4) ５月 26 日(日) 第 36 回カーター記念黒部名水マラソン（市総合公園）
マラソン実施概要について説明
２ 出席した会議等の概要報告について
(1) ５月 21 日(火) 第１回管内市町村教育委員会教育長会（北日本スクエア）
(2) ５月 23 日(木) 全国都市教育長協議会総会富山大会（～24 日）
（富山市内）

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（３件）
○その他の事故等（３件）
(2) 不審者情報等（３件）
(3) 鳥獣出没情報（３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２、見守り中４、解消３）
②中学校（新規認知件数０、指導中１、見守り中２、解消０）
(5) 平成 31 年度在籍児童・生徒・園児数（５月１日現在）
①小学校 児童数 2,089 人（前月比１人減）
②中学校 生徒数 1,048 人（前月比 同数）
③幼稚園 園児数 00 73 人（前月比１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

小学校５年生の遠足中の事故について、遠足の目的地はどこだったのでしょうか。

学校教育班長

上越市のリージョンプラザ上越です。

委員

上越市から新潟市の病院へ搬送したということですか。

学校教育班長

はい。

委員

かなり距離があると思います。それで、バスに戻ってきたということですね。

学校教育班長

はい。治療が終わって、帰りのバスに間に合いました。

委員

わかりました。目的地が新潟市だと、遠足としてはあまりに遠いのではないかと思い
質問しました。

教育長

この件については、遠足と校外学習で発生した事故等について、距離や発生地区の医
療機関の有無などの状況によって、対応が色々と変わってくるわけですが、原則、特に
緊急を要する場合は発生地区の医療機関を受診します。ただし、受診後、続けて治療す
る必要がある場合は、本市としては、タクシーでの搬送を含めて市民病院を受診するな
どの対応をしている例があります。

委員

この件についてですが、関連して、タクシーでの搬送が気になるところです。学校が
校外行事届けを提出する際に、緊急対応措置の方法を記載すると思いますが、それに基
づいて対応されたのでしょうか。救急車でも十分搬送できたと思うのですが、タクシー
を使用した理由は何だったのでしょうか。

教育長

過去にタクシーを使用した例はありますが、県外で救急車を要請する事案について、
要請できる状況の怪我ではない場合もあります。その時その時での判断もあるかと思い
ます。バスで帰る場合や新幹線等の公共交通機関で帰る場合など、色々なケースがあり
ますが、子どもの処置がまずは優先されます。なお、今回の件の緊急対応措置について、
新潟市内の病院も指定されていました。

委員

詳細について確認しますが、誰が引率をして、この判断をされたのでしょうか。

学校教育班長

担任２人と付き添い１人が引率していました。そのうちの１人が生徒指導主事であり、
学校に連絡し怪我の状況を伝え、保護者にも連絡しました。近くの病院を受診する旨を
学校に相談し、校長が判断したものです。

委員

それだけ時間的な余裕があったということは分かりますが、真に緊急な場合は、すぐ
に救急車搬送をすべきだと思います。校長がタクシーの使用を可としたのは、よく事情
を聞いて判断されたとは思いますが、大変気になるところです。

教育長

そのとおりだと思います。

教育部長

首から上の怪我であれば、救急車での対応を必須としています。今回の件は、足首と
いうことでした。結果的に骨折という重傷でしたが、どのように判断したかということ
について再度確認したいと思います。

委員

私達の思いとすれば、結果的に不要であったとしても、救急車で搬送するということ
で、このような指導を校長会等で行ってもらいたいと思いますが、どうでしょうか。

教育長

校外学習等での怪我や事故の対応については、再度、各学校に対し、どのようにすれ
ば一番よいのか、子どもの安全、処置が第一という観点でもって、指導を行いたいと思
います。

委員

タクシーは赤信号であれば止まる必要があります。救急車は違います。時間的なこと
が心配なケースであれば、救急車を要請した方がよいと思うので、そういった指導につ
いて重ねてお願いします。

教育長

実際に今まであった事例等を基にして、校長会等で指導していきたいと思います。
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「平成 31 年度一般会計６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「報告第１号 平成 31 年度一般会計６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。補正額は 70 千円です。ふるさと黒部サポート寄附金として、
４件の寄附がありました。教育・文化・スポーツ事業への寄附であることから、教育文
化振興基金に積み立てるものです。説明は以上です。

教育長

学校教育課長

教育長
委員

学校教育課長

質問があればお願いします。
（なし）
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。
それでは「報告第２号 黒部市教育振興協議会委員の委嘱について」ご説明します。
前任委員の退任に伴い、後任として黒部市自治振興会連絡協議会の谷島傳俊氏、黒部市
社会教育委員会の澤井佳子氏を教育振興協議会委員に委嘱したものです。任期について
は前任者の残任期間として、令和２年３月 31 日までとしています。説明は以上です。
質問があればお願いします。
前回の教育委員会でも話しましたが、委員の推薦にあたっての、団体からの推薦理由
や被推薦者の実績、教育委員会での議論や確認など、最終的に氏名が挙がってきた理由
を教えてください。
まず、谷島傳俊委員については、市自治振興会連絡協議会から選出があったものです。

連絡協議会の会長ではありませんが、谷島氏が適任であるという協議会内部での検討の
結果であると認識しています。社会教育委員会から選出があった澤井氏ですが、元々の
所属は市ＰＴＡ連絡協議会であり、教育振興協議会への委員推薦にあたって、社会教育
委員会内部において協議され、市ＰＴＡ連絡協議会委員が適任であると判断されたもの
と考えています。
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〕
○５月 10 日 教育委員会教育長・教育委員任命書交付式
○５月 10 日 教育委員会５月臨時会（組織会議）
○５月 17 日 黒部市小学校連合体育大会
○５月 21 日 第１回管内市町村教育委員会教育長会
○５月 23 日 全国都市教育長協議会総会富山大会（～24 日）
○５月 24 日 根室市教育委員会教育長訪問応対
○５月 28 日 学校訪問：通常訪問研修
〔予定事業〕
○５月 30 日
○５月 31 日
○６月 ６日
○６月 ８日
○６月 26 日

生涯学習課長

令和元年度富山県市町村教育長会総会
中学校統合準備委員会第１回学校運営統合専門部会合同会議
黒部市議会６月定例会（～24 日）
富山県立桜井高等学校創立 110 周年記念式典
教育委員会６月定例会

〔経過事業〕
○４月 26 日 平成 31 年度黒部市ＰＴＡ連絡協議会総会
○５月 16 日 河口龍夫氏感謝状贈呈
○５月 19 日 松桜閣園遊会
〔予定事業〕
○５月 29 日 公益財団法人黒部市吉田科学館振興協会第２回理事会
○６月 １日 くろべ女性団体連絡協議会総会
○６月 21 日 愛本姫社まつり
○６月 21 日 第９回シアター・オリンピックス黒部会場前沢ガーデン野外ステージ
完成記念公演（～22 日）
○６月 29 日 青少年育成黒部市民会議総会

スポーツ課長

〔経過事業〕
○４月 26 日 2019 三陟ファンヨンジョ国際マラソン大会 黒部市選手団派遣出発式
（派遣～29 日）
○５月 ７日 2019 三陟ファンヨンジョ国際マラソン大会 黒部市選手団報告会
○５月 25 日 第 36 回カーター記念黒部名水マラソン 前日イベント・前夜祭
○５月 26 日 第 36 回カーター記念黒部名水マラソン
〔予定事業〕

○６月 16 日 第 13 回黒部市民体育大会総合優勝旗・優勝杯返還式
スティックリング競技開会式（9:15～）
図書館長

〔経過事業〕
○５月 21 日 ロータリー文庫目録贈呈式
○５月 23 日 富山県図書館協会総会
〔予定事業〕
○５月 31 日 黒部市図書館協議会
○６月 ３日 図書を愛する会視察

学校給食センター所長

〔経過事業〕
○５月 ８日 栄養教諭・学校栄養教職員研修会
○５月 16 日 村椿小学校 給食試食会
○５月 23 日 富山県学校給食共同調理場連絡協議会総会
〔予定事業〕
○５月 31 日 学校給食会総会

こども支援課長

〔経過事業〕
○５月 10 日 草だんごづくり（５歳児親子）
【さくら幼稚園】 等
〔予定事業〕
○５月 28 日 親子遠足【さくら幼稚園】 等
○６月 ３日 眼科検診（３・４・５歳児）
【石田こども園】 等
○６月 ６日 尿検査（３・４・５歳児）
【石田こども園】 等
○６月 18 日 保育参観（３・４・５歳児）
【生地こども園】 等

教育長

学校教育課長

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。
（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(水) 午後１時 30 分
【場所】201 会議室
○教育委員会７月定例会 【日時】７月 26 日(金) 午後３時 00 分
【場所】201 会議室

教育長

質問があればお願いします。
（なし）

教育長

全体を通して、何かありますでしょうか。

委員

一つお願いします。統合中学校の通学経路について、以前にも２回ほど発言したこと
があります。心配している点は、明峰中学校側も色々と工夫されていると思いますが、
清明中学校側についてです。石田地区から通学する生徒について、通学経路に想定され
る箇所において現在歩道が整備されていますが、自転車通行可の歩道にはならないと聞
いています。一方、大型ショッピングセンターの建設が進められている側の道路には、
自転車通行可の歩道が既存のものとしてあります。石田地区から海岸へ出て、いわゆる
サイクリングロードを通っていけば全て自転車通行可ということになるのかもしれませ

んが、現実的には、全ての生徒にとっての通学経路という意味では想定しにくいと思い
ます。大型ショッピングセンターの交差点から南方面Ｔ字路まで続く歩道が自転車通行
可になれば、生徒にとって便利かと思います。ただし、教育委員会だけで決めることは
ないと思いますし、通学経路は学校が確認するものであると思いますが、統合中学校に
関わることであり、安全を考慮するということでは、市全体として都市建設部との協議
を要するなど、今年度中の結論は無理かもしれませんが、再度、より安全を確保できる
対応についての検討をしてもらえればと思います。地区へのスクールバスの説明の際に、
自治振興会長の話では、バスの乗降の対象となる範囲の取扱いも含めてですが、自転車
通学の通学経路についても話題になり、臨時に自転車通行可の看板を掲げることは可能
ではないかとの発言があったとのことです。現在、立野東交差点から南方面Ｔ字路の間
において整備する歩道において、海側はまだ工事をしていないので、できるものなら自
転車通行可の歩道として整備されればと思います。教育委員会としても、統合準備委員
会での検討や都市建設部との協議など、来年に向けての働きかけが必要ではないかと思
い発言しました。この話が前進するようであれば、また結果等を教えてもらえればと思
います。
教育長

大変貴重なご意見をいただきありがとうございます。

教育部長

南方面Ｔ字路から旧喫茶店、現在はピザ屋ですが、その間の道路においては、都市建
設部に依頼し、歩道の造設を行っており、令和２年４月の開校に間に合わせたいと思っ
ています。自転車通行の可否については、都市建設部に申し入れはしたものの、その際
の回答は、道路の構造上のこともあり難しいとのことでした。今回、改めてご意見をい
ただいたので、再度、協議をしたいと思います。なお、大型ショッピングセンター側の
道路については、自転車通行可となっているかどうかについて確認したいと思います。

委員

以前に、通学経路について心配な面があると思い確認したことがあるのですが、確か
自転車通行可の看板が設置されていたと思います。であれば、橋を過ぎて生地地区に差
し掛かる道路、歩道は、基本的に自転車通行可であるということになるかと思います。
これから大型ショッピングセンターが開店し交通量が増える可能性があることや、自転
車に乗ることで反対に事故の加害者になる可能性もあることなど、様々な観点から検討
してもらえればと思います。

教育部長

歩道を通行可としたときに加害者になる可能性があるということについては、都市建
設部も危惧していたところです。車道と歩道と自転車道があれば一番よいのですが、そ
れだけのスペースはありません。

委員

海側の部分で拡張できれば一番よいと思います。山側は歩道が狭い箇所があり、交差
点は大きいのですが、難しいかと思います。意図的に車道を狭くして事故を防ぐという
考えもあると思いますが、専門家の考え方でよりよい方法を取ってもらいたいと思いま
す。

教育部長

今回の件について、教育委員会として都市建設部によりよい整備を依頼しましたが、
市全体として考えた場合、ほかにも道路改良、歩道整備が必要な箇所があり、現在の整
備内容が選択されたということです。現状を前提として、歩道を自転車通行可とするこ
とを含め、どのように対応すればよいか引き続き検討したいと思います。

委員

大型ショッピングセンター側の道路が両方自転車通行可であったかどうかまでは確認
していませんが、そちら側との兼ね合いもあると思います。

教育部長

道路の構造上の問題もあると思いますが、教育委員会としてどのような対応が一番よ
いのか、歩行者との接触も危惧されるところなので、十分考えていきたいと思います。

実現が可能かどうか、また、交通量の状況についても確認したいと思います。
教育長

現状をしっかりと確認すること、対応できることとできないことを整理すること、そ
れらを行ったうえで生徒の自転車通学の安全確保に努めたいと思いますので、教育委員
の皆様にも改めてご説明したいと思います。そして、生徒や保護者が納得できる対応を
取っていきたいと思います。
ほかに何かありますでしょうか。

委員

もう一点ですが、統合に伴って色々と検討されるなかで、制服や校章、校歌などにつ
いての検討状況や決定内容の説明、報告を逐一受けているところですが、現場の先生方
が中心となって色々とすり合わせる学校運営統合専門部会の協議も始まっていると思い
ますので、それについても、どのような項目を検討しているのか、その部会で通学対策
も出てくるのかと思いますので、何かの機会、時期をとらえて、一度説明をお願いした
いと思います。

学校教育課長

正式な会合は今月 31 日に開催することになっていますので、改めて、ご説明したいと
思います。

教育長

ほかに何かありますでしょうか。
（なし）
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。
令和元年６月 26 日
署名人 黒部市教育委員会 教育長

中

義 文

