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教育長

只今から、黒部市教育委員会８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､「７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

（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）
７月 29 日(月) 日独スポーツ少年団同時交流表敬訪問(～８月２日)（市内一円）
８月 １日(木) 北信越中学校総合競技大会黒部市選手激励壮行会（市役所 203）
８月 ５日(月) 明峰中学校・清明中学校の生徒会活動に関する協議会
（あこや～の）
(4) ８月 19 日(月) 英語サマーキャンプ(～21 日)（あこや～の）
２ 出席した会議等の概要報告について
(1) ８月 １日(木) 黒部市ＰＴＡ連絡協議会との懇談会（田家公民館）
(2) ８月 ８日(木) 桜井高等学校教育振興会総会（桜井高校）
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（６件）
○その他の事故等（４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（７月報告分）
①小学校（新規認知件数０、指導中１、見守り中 12、解消１）
②中学校（新規認知件数４、指導中０、見守り中３、解消２）
(5) 令和元年度在籍児童・生徒・園児数（８月１日現在）
①小学校 児童数 2,086 人（前月比３人減）
②中学校 生徒数 1,047 人（前月比 同数）
③幼稚園 園児数 00 74 人（前月比２人減）※こども園含む
教育長
委員

学校教育班長

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。
事故等について、お盆期間で学校閉庁のときに、特に何もなかったようですが、大き
な問題は起こらなかったということでしょうか。
何もありませんでした。

教育長

13 日から 15 日は学校に日直等を置かない運用としていますが、特に問題はなかった
ということです。

委員

児童・生徒の交通事故等を含め、これが主となりますが、その対応についてです。働
き方改革という名前のもとに、何か学校管理下の線引きというか、対応にあたっての学
校の立ち位置が分かりづらくなっている気がします。どこに学校が関わってくるのか、
教育長から事故等の報告もありましたが、二点について校長会等で検討してもらえれば
と思います。まず、市教委から学校の管理職に連絡をされると思いますが、瞬時に市教
委から学校に連絡がしっかりと伝わっているのかどうか、学校も全教職員に回送電話等
で連絡が伝わるのかどうか、その辺りの実態がどうなっているのか、今ほどの報告を聞
いて気になった点です。通常は、固定電話に連絡を入れますが、固定電話でない場合は
携帯電話になると思いますが、それがしっかりとつながるのかどうか、夏休み中ではど
うなのか、それらについて教えてもらいたいということと、やはりしっかり伝わるよう
にしてもらいたいと思います。二点目は、頭部をぶつけ出血したような場合は、タクシ
ーで病院に行くのではなく、救急車を要請して搬送すべきであると思います。養護教諭
がタクシーで連れていくという運用はよくないと思うので、これについても校長会等で
周知徹底をしてもらいたいと思います。先に戻って、一点目の、連絡網というか、瞬時
に全ての教職員へ連絡が行われるような組織体制になっていますか。

学校教育班長

鳥獣出没情報においては、関係する校長に連絡しましたが、携帯電話宛てに行いまし
た。何かあれば携帯電話に連絡するということを事前に話してありますので、対応はし
てもらっていましたが、なかには、なかなかつながらない場合もありました。そこで、
改めて校長の携帯電話、自宅電話、教頭の携帯電話、自宅電話の４つを一覧にして共有
することにしました。必要に応じて、教頭の自宅電話へかける場合もあるということを
周知して、今後の対応に備えることにしています。

委員

ぜひ、連絡がしっかりと素早く伝わるように、学校内でも、改めて全教職員に伝わる
ように周知してもらいたいと思います。よろしくお願いします。

教育長

わかりました。なお、先ほど話のあったお盆期間において学校に日直を配置していな
い際に、何かあれば市教育委員会に連絡するようにと周知していましたが、特に委員会

に連絡はありませんでした。連絡がないということはこちらから対応するということが
なかったというわけですが、今後も、夜間を含め連絡がしっかりと取れるよう対応して
いきたいと思います。また、タクシー搬送、救急車の要請については、県から養護教諭
等の役割についての通知があり、それに基づいて対応していたというケースもありまし
たが、改めて整理したいと思います。
次に報告事項に移ります。はじめに「報告第１号 令和元年度９月補正予算(教育委員
会関係)の概要について」報告願います。
教育部長

それでは「報告第１号 令和元年度９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。まず学校教育課所管の基金積立金の補正です。補正額は 1,140 千円です。
ふるさと黒部サポート寄附金として、11 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。次に中学校運
営費の補正です。補正額は 4,118 千円です。中学校統合に伴う管理備品の移設費用、い
わゆる引っ越しに必要な経費として計上するものです。次に生涯学習課所管の市民交流
センター整備事業の補正です。補正額は 10,138 千円です。(仮称)くろべ市民交流センタ
ー建設事業委託料として、旧黒部市庁舎解体工事実施設計業務のための経費を計上する
ものです。次にスポーツ課所管の地域スポーツ振興事業の補正です。補正額は 67,420 千
円です。全国大会等への派遣費等の増に伴う全国大会及びブロック大会派遣費・激励費
と、市内企業からの寄附金に基づく教育文化振興基金への積立、そして、基金からの繰
入金を財源とした優秀スポーツクラブ育成補助金として市内スポーツクラブ、ＫＵＲＯ
ＢＥアクアフェアリーズへの補助の３件を計上するものです。これらを市議会９月定例
会に上程し、審議を受ける予定です。説明は以上です。

教育長

質問がありましたらお願いします。
（なし）
次に「報告第２号 令和元年度教育委員会事務の点検・評価(平成 30 年度事業分)の諮
問について」報告願います。

教育部長

それでは「報告第２号 令和元年度教育委員会事務の点検・評価(平成 30 年度事業分)
の諮問について」ご説明します。地方教育行政の組織及び運営に関する法律第 26 条の規
定に基づき教育委員会事務の点検・評価を行うもので、例年どおり実施するものです。
令和元年度教育委員会事務の点検・評価(平成 30 年度事業分)について、黒部市教育振興
協議会規程第２条の規定により、黒部市教育振興協議会に諮問するものです。これにつ
いては、８月 27 日、本日、第１回の審議会を開催することとしており、対象事業数は
59 件になります。所管別では学校教育課が 26 件、生涯学習課が 17 件、スポーツ課が 11
件、図書館が２件、学校給食センターが２件、こども支援課が１件です。評価別件数に
ついては、ＡＡ評価が５件、Ａ評価が 50 件、Ｂ評価が４件となります。施策分野別評価
の内訳としても取りまとめており、実際に提出する諮問書としても別冊の報告書として
まとめています。目次にはじまり、
「Ⅰ 令和元年度教育委員会事務点検・評価実施方針」
「Ⅱ 教育委員会の運営状況」
「Ⅲ 点検・評価の結果（個別事業シート一覧）
」
「Ⅳ 学
識経験者の意見」を掲載しています。実施方針における趣旨としては、法律の規定によ
り効果的な教育行政の推進に資するとともに、市民への説明責任を果たしていくため、
黒部市教育委員会の事務の管理及び執行の状況について点検及び評価を実施するもので
す。自己点検・評価基準については５段階の評価でそれぞれ基準を設けています。教育
振興協議会への諮問は、教育委員会が自己点検・評価したものについて、市民の各層か
ら構成された委員 10 名による黒部市教育振興協議会において、客観的な視点で検討され
ます。委員の任期は平成 30 年４月１日から令和２年３月 31 日までの２年間となってお
り、選出団体の役職交代等により替わっている方もおられます。報告書が完成した折に
は、議会への報告及び公表として市議会 12 月定例会において配付し、教育委員会等の窓
口での閲覧や黒部市のホームページへの掲載等により広く市民に公表することとしてい
ます。点検・評価は毎年度策定する教育の方針と密接に関係しており、方針に基づき実
施された事業について点検・評価を行っています。各個別事業について、事業費、趣旨

等、実績・成果を記載し、点検・評価として総合評価を自己評価により行っています。
また、課題・改善すべき点や今後の方向についても記載しています。これらについて、
教育振興協議会においてチェックを受けるという流れになります。第１回目の会議を本
日夜に行い、第２回目を９月 10 日に行う予定です。なお、９月 27 日の教育委員会９月
定例会において、教育振興協議会で検討された内容を議案として提出し、審議いただく
ことになります。説明は以上です。
教育長

質問がありましたらお願いします。

委員

報告書の冊子が配付されて間もないので、改めてしっかりと目を通したいと思うので
すが、次回の定例教育委員会において意見を述べても大丈夫でしょうか。

教育部長

次回の定例教育委員会においてご指摘いただいても間に合いますので、よろしくお願
いします。

教育長

内容が非常にボリュームがありますので、時間がかかるかとは思いますが、よろしく
お願いします。
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。

学校教育課長

〔経過事業〕
○７月 31 日 中学校統合準備委員会第２回ＰＴＡ組織統合専門部会
(宇奈月・桜井統合校区)
○８月 １日 中学校統合準備委員会第２回学校運営統合専門部会(合同会議)
１回目は会議の運営方法や確認事項の洗い出しを行った。今回２回目は担当者間で協
議を行った項目について確認作業を行った。項目としては、新１年生の宿泊学習、統合
前の生徒交流の行事（合唱コンクール相互鑑賞等）や部活動、学校見学会や入学説明会
の実施方法、閉校式や閉校記念事業（記念物の配付等）
、新教育目標があり、意見交換等
を含めて行われた。
○８月 ５日 明峰中学校・清明中学校の生徒会活動に関する協議会
○８月 ８日 桜井高等学校教育振興会総会
○８月 ８日 学校保健会全体研修会
○８月 19 日 英語サマーキャンプ(～21 日)
〔予定事業〕
○８月 27 日 黒部市教育振興協議会（点検・評価審査１回目）
○８月 28 日 中学校統合準備委員会第３回ＰＴＡ組織統合専門部会
(鷹施・高志野統合校区)
○８月 29 日 市議会学校統合及び跡地利用対策特別委員会現地視察
○８月 30 日
○９月 ２日
○９月 ２日
○９月 ７日

小中学校長研修会
２学期始業式
黒部市議会９月定例会（～25 日）
中学校体育大会

○９月 10 日 黒部市教育振興協議会（点検・評価審査２回目）
○９月 14 日 小学校運動会
○９月 17 日 中学校統合準備委員会第３回学校運営統合専門部会(合同会議)
○９月中旬

中学校統合準備委員会第３回ＰＴＡ組織統合専門部会

(宇奈月・桜井統合校区)
○９月 27 日 教育委員会９月定例会
生涯学習課長

〔経過事業〕
○７月 28 日 黒部川水のコンサート＆フェスティバル 2019
○７月 28 日 中陣のニブ流し
○７月 29 日 黒部市結婚支援プロジェクト委員会及びくろべ結婚応援サポーター
「こいサポ」登録証交付式
○８月 １日 黒部市ＰＴＡ連絡協議会との懇談会
○８月 ７日 尾山の七夕流し
○８月 11 日 '19 青少年のための科学の祭典 第 26 回おもしろ科学実験 in 富山
○８月 18 日 第 40 回虹マス・イワナつかみ楽しみ会
○８月 23 日 第９回シアター・オリンピックス（～９月 23 日）
〔予定事業〕
○８月 28 日 特別展現地研修会第１回「十二貫野用水－先人の知恵と用水のしくみ－」

スポーツ課長

〔経過事業〕
○７月 27 日
○７月 29 日
○８月 １日
○８月 14 日
○８月 15 日
○８月 19 日

第 72 回富山県民体育大会中心会期(～29 日)
日独スポーツ少年団同時交流事業
北信越中学校総合競技大会黒部市選手激励壮行会
内山・愛本地区体育大会
音沢地区体育大会
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

○８月 20 日 全国中学校陸上競技選手権大会激励壮行会
〔予定事業〕
○９月 ８日 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事業 米国女子代表キャンプ(～12 日)
○９月 19 日 第 74 回国民体育大会秋季大会黒部市出場監督・選手激励会
図書館長

〔経過事業〕
○８月 ２日 リサイクル本提供(～３日)
○８月 17 日 お楽しみ上映会「おしりたんてい」
〔予定事業〕
○９月 ７日 「あなたの大切なひとのいのちをまもりましょう～日頃の気づきと
声かけを～」(～10 月６日)
○９月 27 日 「知っ得！！ がんのこと」(～10 月 27 日)
○９月 29 日 出前講座「こころの健康づくり」
○９月 29 日 読み聞かせボランティア研修会

学校給食センター所長

〔経過事業〕
○７月 29 日 給食施設における衛生管理講習会

○８月 １日 食育研修会
○８月 ７日 市民カレッジ一般教室「旨いもん料理教室」
テーマ「ジオパーク給食を作ってみよう」
○８月 ８日 出前講座「まごもよろこぶ男の料理教室」
○８月 22 日 栄養教諭・学校栄養職員研修会
〔予定事業〕
○９月 ２日 第２学期学校給食開始
○９月 ６日 黒部地場産学校給食の日(第２回)
○９月 26 日 ジオパーク給食
こども支援課長

〔経過事業〕
○７月 28 日 黒部川・水のコンサート(石田こども園・さくら幼稚園５歳児参加)
○７月 30 日 カレーパーティー(１年生と交流)【石田こども園】
○８月 11 日 石田納涼祭(５歳児)【石田こども園】
○８月 19 日 クロダイ稚魚放流(５歳児)【石田こども園】
〔予定事業〕
○９月 ２日
○９月 15 日
○９月 28 日
○９月 28 日
○９月 28 日

教育長
委員

教育長

学校教育課長

２学期始業式
生地地区敬老会参加(５歳児)
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】

質問があればお願いします。
学校教育課が担当している統合準備委員会での協議内容について、先ほど説明があり
ました。今後も、何か懸案事項や問題があれば教えてもらえればと思います。
先ほどスポーツ課長から説明がありましたが、今後の予定について、第 74 回国民体育
大会秋季大会黒部市出場監督・選手激励会の開催日時が７月 19 日(木)に決まったとのこ
とです。別途、委員各位宛てに案内があると思いますので、ご都合がつけば出席方よろ
しくお願いします。
ほかに何かありますでしょうか。
（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９月定例会 【日時】９月 27 日(金) 午後１時 30 分
【場所】201 会議室
○教育委員会 10 月定例会 【日時】10 月 24 日(木) 午後１時 30 分
【場所】市民交流サロン１
※当初予定の 25 日(金)から変更

教育長

教育委員会 10 月定例会を 10 月 25 日から 24 日に変更するという提案がありました。
25 日には黒部市小学校音楽会が開催されるということです。こちらも委員各位宛てに案
内があると思いますので、出席方よろしくお願いします。日程等の変更について調整を
お願いします。

全体を通して、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９月 27 日
署名人 黒部市教育委員会 教育長

中

義 文

