令和元年 黒部市教育委員会 10 月定例会 議事録
日 時
会 場

令和元年 10 月 24 日（木）午後１時 30 分～２時 26 分
黒部市役所市民交流サロン１

出席者

教育長 中
義文
教育委員 前田
潤（教育長職務代理者）
教育委員 加藤 昌弘
教育委員 泉
博美
教育部長
次長・学校教育課長・学校給食センター所長
生涯学習課長・ジオパーク推進班長
スポーツ課長・フルマラソン推進班長
図書館長・図書館構想推進班長
学校教育班長
こども支援課長
生涯学習施設建設推進班長
学校教育課主幹
生涯学習課主幹
スポーツ課主幹
学校給食センター主幹
学校教育課長補佐

傍聴人

長田 行正
高野
晋
島﨑
豊
橋本 正則
中嶋ひとみ
齊藤
誠
藤田 信幸
中湊 栄治
輿水 一紀
舘野 敬子
能登 隆浩
松平真由美
前林 丈雄

なし
（会議冒頭「市民憲章」朗唱）

教育長

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、
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。

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 所管事業の状況報告について（行事等）
(1) 10 月 ４日(金) 教育委員会研修視察（大津市教育委員会）
(2) 10 月 ４日(金) 姉妹都市交流研修事業メーコン・ビブ郡学生受入(～15 日)
（市内一円等）
(3) 10 月 ７日(月) 東京 2020 オリンピックアーチェリー競技インド代表事前
キャンプ実施に関する覚書締結式（市役所 301）
２
(1)
(2)
(3)

出席した会議等の概要報告について
10 月 ７日(月) 市町村教育委員会研究協議会(～８日)（富山市内）
10 月 11 日(金) 市要保護児童対策連絡協議会代表者会議（市役所 201・202）
10 月 23 日(水) 教育委員会連合会第２回研修会（射水市）

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（０件）
○その他の事故等（１件）
(2) 不審者情報等（０件）
(3) 鳥獣出没情報（４件）
(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９、指導中９、見守り中８、解消２）
②中学校（新規認知件数１、指導中１、見守り中６、解消１）
(5) 令和元年度在籍児童・生徒・園児数（９月１日現在）
①小学校 児童数 2,087 人（前月比 同数）
②中学校 生徒数 1,048 人（前月比 同数）
③幼稚園 園児数 00 71 人（前月比３人減）※こども園含む
以上、教育長報告としますが、いじめの件数が急に増えている件について、班長から
説明させます。
学校教育班長

教育長

教育長から報告がありましたいじめの件数ですが、夏休み明けであり、夏休み中にあ
ったものが出てきたこと、また、体罰事案について臨時の校長会を開催し、今まで児童
生徒に行っていたアンケートのほかに、体罰に関わる部分について意識をしてアンケー
トを取るということを共通理解しました。その際に、学校の中に限らず、例えばスポー
ツ少年団等に関係するものも取るなど、広く調査をしたところ件数が増えたということ
です。学校としては、子どもからの報告に基づき、指導、対応をしていこうと考えてお
り、９件に増えたことについては、しっかりと把握できたということで、この後対応を
進めていくということです。
それでは、質問がありましたらお願いします。

委員

その他の事故等の説明を聞いて確認したいと思ったのですが、先月の会議において、
昨年度の反省もあり、
「14 歳の挑戦」を実施している際に事故等が発生した場合、事業
所の方に、事故の程度にもよりますが、すぐに救急車あるいはタクシー等でまずは受診
させるようにとの通知などどのように対応しているかと質問し、回答がありました。そ
の回答は、
「迷った場合などを含め、そのような対応を学校に案内しましたが、事業所に
までは改めて周知されていない可能性もあるので、こちらから学校に指示をしたいと思
います。
」とのことでした。どのように指示されたのでしょうか。

学校教育班長

先月の定例教育委員会の終了後、各中学校の教頭先生に連絡し、
「14 歳の挑戦」の事
業所全てに対し、怪我があった場合、迷わずタクシー等や救急車を呼ぶということにつ
いての確認のため連絡をするよう依頼しました。全ての事業所に対して連絡が行われて
いるはずです。

委員

先月の会議で、教育長からは「徹底した対応について、学校から伝えるか、または教
育委員会から伝えるかを含め、しっかりと考えたいと思います。
」と発言されています。
ところで、今回報告のあったその他の事故等において、
「中学校へ連絡後、タクシーで市
民病院を受診した」という内容となっており、本来は、市民病院の受診が先で、中学校
への連絡は後でよいのではないかと思います。事故の程度にもよりますが、市民病院へ
搬送後、中学校へ連絡という順にすべきではないでしょうか。中学校に連絡してもあま
り意味がないことだと思います。どのような怪我か、その程度はどのレベルかというこ
とで、早く病院を受診させればよいと思います。昨年度、今年度の経験を踏まえて、ま
た次年度にいかしてほしいと思います。事業所に対し、何かあったら、例えば事業所へ
行く途中のことであっても、しっかりとした対応をお願いしたいということを、
「14 歳

の挑戦」を依頼する際に、合わせてお願いすればよいと思います。その場合、対応方法
を記した文書を渡すべきではないかと思います。
教育長

次年度は、具体的な対応を記載した文書、マニュアルのようなものを、口頭だけでは
なく、示した方がよいのではないかと思っています。今回の対応については、少し至ら
ない点があったのではないかと思い反省しているところです。前回の定例教育委員会の
席上で確認していたにも関わらずということもあり、次年度にいかしたいと思います。

委員

もう一点ですが、先ほど体罰の話がありました。体罰事案について、テレビ等にも出
ましたが、スポーツ少年団の担当課は、教育委員会ではどの課になりますか。

スポーツ課長

スポーツ課になります。

委員

今回の事案は外部指導者が教員だったということですが、スポーツ少年団の指導者へ
の指導、体罰を行ってはいけないといったことを、スポーツ課ではどの程度行っていま
すか。

スポーツ課長

毎年、スポーツ少年団の活動が始まる前に、スポーツ少年団に対する指導並びに小学
校での練習等についての周知のため、文書配付や会議を行っています。今回の事案につ
いては、事案判明後、全スポーツ少年団に対し改めて再度周知したところです。また、
これとは別に、毎年度当初には、総合体育センターにて指導者研修会を開催しています。

委員

分かりました。今後も定期的に行ってもらえればと思います。

教育長

ほかに何かありますでしょうか。
（なし）
次に報告事項に移ります。はじめに「報告第１号 令和元年度黒部市自治功労表彰及
び黒部市表彰の被表彰者（教育委員会関係）について」報告願います。

教育部長

それでは「報告第１号 令和元年度黒部市自治功労表彰及び黒部市表彰の被表彰者（教
育委員会関係）について」ご説明します。表彰式については、本年 11 月３日午前 10 時
から、黒部市国際文化センター「コラーレ」で行われます。教育委員会関係の被表彰者
について、自治功労表彰は２名で、まず前教育長の國香正稔氏ですが、１期３年の在職
ということであり、表彰対象です。前教育委員の川崎正美氏は、１期４年の在職という
ことであり、表彰対象です。次に、一般功労表彰の２名です。２名とも学校保健功労と
いうことで、まず、藤岡照裕氏ですが、三日市在住の内科医として、高志野中学校と生
地こども園の学校医を務めていただき、平成 10 年から現在まで通算して 21 年間担当し
ていただいています。前田美智之氏は、若栗在住の歯科医として、桜井中学校と若栗小
学校の学校医を務めていただき、平成 10 年から現在まで通算して 21 年間担当していた
だいています。学校保健功労については、20 年以上務めていただいた方を表彰対象とし
ています。次に、特別表彰の３名です。スポーツ功労となりますが、まず、宮路充氏で
す。ＹＫＫ寮に在住で、ＹＫＫＡＰ株式会社に勤務しておられます。第 16 回世界男子ソ
フトボール選手権大会に日本代表として初出場されました。続いて、村田祐樹氏です。
荻生地区出身で、現在は日本体育大学の学生です。第 74 回国民体育大会に出場し、自転
車競技成年男子ケイリンにおいて優勝されました。平成 28 年にも黒部市功労表彰、スポ
ーツ表彰を受けておられます。続いて、村田英士朗氏です。富山市在住で、銀盤酒造株
式会社に勤務しておられます。第 79 回全日本ウエイトリフティング選手権に出場し、男
子 109 キロ超級において日本記録を更新し優勝を果たされました。平成 30 年 11 月に富
山県功労章を受章しておられます。以上、表彰対象者は７名となります。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

選ばれた方について何かあるというわけではなく、選ばれるまでのスケジュールとい
うかプロセスについて分からないところがあるのですが、少なくとも表彰規程というも
のがあると思います。資料として添付されていれば、表彰規程に照らして選ばれている
ということが分かるのですが、表彰規程は分量が多い、または外部に出せないものなの
でしょうか。

教育部長

表彰規程については、総務企画部企画政策課が所管しており、今手元にはありません
が、確認した中では、教育長、教育委員については務められた年数、学校保健功労につ
いては 20 年以上といった要件があり、スポーツ功労については功績が様々ですので、過
去の例も確認して判断しています。今ほどの規程の件については、企画政策課に公表の
可否を確認し、改めて説明したいと思います。

委員

この表彰というものに関しては、２月に教育文化表彰があります。あの時も表彰規程
があったかどうか定かではありませんが、会議に表彰対象者の資料が提出されても、私
ども委員に対しての、事後報告だけなのか、その方々が妥当かどうかの審査なのか、は
っきり分からない部分があります。審査してほしい、受賞の可否についての相談であれ
ば、やはり表彰規程がなければ、何とも意見が言えませんし、ただ事後報告だけ受けて
いるということであれば、そうですかということしか言えません。私が２、３年見てい
て思うのは、２月の文化表彰で、割とスポーツ面が多く、ピアノ、バイオリン、バレエ、
囲碁、将棋など、たくさんおられるとは思いますが、そのようなところにも対象となり
得る方はいると思います。何か、そういう文化活動と言いながら、基準がなかなか難し
いかもしれませんが、そちらの分野の子どもたち、児童生徒を掘り起こしてもらって、
規程に照らして選ぶことになると思いますが、文化活動にも少し目を向けてもらえれば
いいのではないかと思います。学校が推薦する、また、部活動を中心に考えているとい
う運用では、クラブ活動などは外れてしまいます。あるいは個人的に取り組んでいて出
場しているなど、そのようなことも合わせて、今回表彰の話がありましたので、２月の
教育文化表彰について考えてもらえればと思います。特に、以前に推薦ということにつ
いて話がありましたが、例えば校長会から推薦があがっている、それをそのまま認める
ということでは、ある意味相手方に任せきりで、ただまとめているだけということにな
るので、しっかりと審議をする、候補者を何名か出してもらって何名かに絞り込むとい
うことが推薦に関する業務だと思うので、出されたものをそのまま資料として提示する
のはどうかと思います。その点を考慮した厳格な運用をお願いしたいと思います。何人
推薦されて何人に絞り込んだ、このような理由で選定したということを明確にしてほし
いと思います。その結果、該当がなくてもいいのではないかと思います。

教育部長

今回の市の表彰については、基本的に各部課から内申があったものを市の庁議という
場で決定しています。そのため、議会に対しても報告、定例教育委員会に対しても報告
という形を取っています。決定したものを報告するということです。ただし、２月の教
育文化表彰は正しく教育委員会で決定しますので、議案の形式として定例教育委員会に
提出する際は、定めている基準に照らしたうえで行っていますので、２月の定例教育委
員会においては、各種資料も示しながら、該当の有無、漏れなどを含め、教育文化表彰
について協議できればと思いますし、内部でも事務的に検討しておきたいと思います。

委員

頑張っている優良生徒はたくさんいると思いますので、広く対象者を選んでもらえれ
ばと思います。

教育長

２月の表彰では、優良教員があり、また優良児童生徒があります。この優良児童生徒
について、スポーツ分野だけでなく、もう少し芸術、文化活動などで頑張っている子ど
もたちにも光を当てたらどうかという意見であったかと思います。これについては、毎
年、県への報告があります。北信越大会以上での、スポーツでの上位入賞、あるいは文

化的な活動での入選などについて、教育委員会でも活動実態を把握しているところです。
そういったことを参考にしながら対応できる部分があるかと思います。また、公民館活
動も把握していますので、文化活動の面からそれらについて確認できるかと思います。
被表彰者の決定までのプロセスについては、再度確認したうえで教育委員会の表彰とし
て、どのような手順を踏めばよいか精査したいと思います。
ほかに何かありますでしょうか。
（なし）
次に「報告第２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 ４日 教育委員会研修視察
○10 月 ４日 姉妹都市交流研修事業メーコン・ビブ郡学生受入(～15 日)
○10 月 ７日 小中学校長研修会
○10 月 ７日 市町村教育委員会研究協議会(～８日)
○10 月 11 日 市要保護児童対策連絡協議会代表者会議
○10 月 15 日 学校訪問：通常訪問研修（さくら幼稚園）
○10 月 19 日 中学校合唱コンクール(鷹施中学校)
○10 月 23 日 教育委員会連合会第２回研修会
〔予定事業〕
○10 月 25 日 黒部市小学校音楽会(５、６年生)
○10 月 26 日 中学校合唱コンクール(高志野中学校)
○10 月 26 日
○10 月 30 日
○10 月 31 日
○10 月 31 日
○11 月 １日

中学校合唱発表会(宇奈月中学校)
学校訪問：通常訪問研修（荻生小学校）
学校訪問：通常訪問研修（若栗小学校）
学校訪問：通常訪問研修（生地こども園）
中学校合唱コンクール(桜井中学校)

○11 月 ５日 学校訪問：通常訪問研修（石田こども園）
○11 月 ６日 小学校教育課程研究集会（桜井小学校）
○11 月 11 日 小中学校長研修会
○11 月 12 日
○11 月 14 日
○11 月中下旬
○11 月 21 日
○11 月 28 日
○11 月 28 日
生涯学習課長

学校訪問：通常訪問研修（生地小学校）
学校訪問：通常訪問研修（たかせ小学校）
総合教育会議(28 日)に向けた検討会
学校訪問：通常訪問研修（高志野中学校）
教育委員会 11 月定例会
黒部市総合教育会議

〔経過事業〕
○９月 28 日 黒部市ＰＴＡ連絡協議会「親学び講座」
○10 月 ５日 市指定無形民俗文化財「愛本新用水天満宮松明祭」
○10 月 11 日 第２回公益財団法人黒部市吉田科学館振興協会運営委員会
○10 月 13 日 公民館まつり(村椿)（～12/15 まで各地区公民館にて開催）
※村椿は台風の影響により中止
○10 月 23 日 秋のさわやか運動(～25 日)
〔予定事業〕

○10 月 25 日 第 14 回黒部市芸術祭 黒部市美術展(～29 日)
○10 月 26 日 第 14 回黒部市芸術祭 黒部市美術展 表彰式
○11 月 ２日 青少年育成黒部市民会議子ども・若者育成市民啓発事業
○11 月 23 日 科学館まつり 2019(～24 日)
○11 月 23 日 少年少女活動実践意見発表大会・善行青少年表彰式
○11 月 27 日 黒部市公民館連絡協議会年末研修会
スポーツ課長

〔経過事業〕
○10 月 ５日 姉妹都市スポーツ交流事業根室市派遣(～７日)
○10 月 ５日 日本女子ソフトボールリーグ富山大会(～６日)
○10 月 ６日 秋季区民体育大会
（生地・大布施・荻生・若栗・東布施・下立）※雨天のため、石田・田家・村椿・三日市・前沢・浦山は中止
○10 月 ７日 東京 2020 オリンピックアーチェリー競技インド代表事前キャンプ実施に
関する覚書締結式
○10 月 14 日 エブリバディスポーツデイ 2019
○10 月 20 日 第 14 回市民体育大会陸上(大運動会)
○10 月 21 日 第 37 回カーター記念黒部名水マラソン第１回実行委員会
〔予定事業〕
○11 月 ３日 富山県高等学校・クラブ対抗駅伝競走大会
○11 月 10 日 第 37 回富山県駅伝競走大会、富山県小学生駅伝競走大会
○11 月 16 日 ＫＵＲＯＢＥアクアフェアリーズ Ｖ１リーグホームゲーム(vs ＪＴ)

図書館長

〔経過事業〕
○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
○10 月 １日 社会に学ぶ「14 歳の挑戦」受入(～５日)
○10 月 ４日 出前相談室
○10 月 18 日 出前相談室
○10 月 19 日 企画展「黒部富山ゆかりの作家展」(～11 月 24 日)
〔予定事業〕
○11 月 ８日 黒部市図書を愛する会 前沢学童保育へ児童書寄贈
○11 月 ９日 国際ソロプチミスト富山－東 認証 30 周年記念式典(寄附の受領)
○11 月 11 日 黒部市図書館協議会先進地視察

学校給食センター所長

〔経過事業〕
○９月 30 日 社会に学ぶ「14 歳の挑戦」受入(～10 月４日)
○10 月 ２日 学校給食訪問
○10 月 16 日 黒部地場産学校給食の日(第３回)
〔予定事業〕
○10 月 31 日 学校給食指導者研修会
○10 月 31 日 富山県学校給食研究協議会
○11 月 20 日 黒部地場産学校給食の日(第４回)（試食会場 全小学校）
主会場 若栗小学校

こども支援課長

〔経過事業〕
○９月 28 日 ふれあい運動会【生地こども園】
○９月 28 日 なかよし運動会【石田こども園】
○９月 28 日 親子運動会【さくら幼稚園】
○９月 30 日 社会に学ぶ「14 歳の挑戦」受入(～10 月４日)
○10 月 ７日 メーコン・ビブ郡高校生と交流【さくら幼稚園】
○10 月 ９日 秋の遠足(３～５歳児)【生地こども園】
○10 月 10 日 遠足(４、５歳児)【石田こども園】
○10 月 15 日 学校訪問：通常訪問研修【さくら幼稚園】
○10 月 16 日 遠足【さくら幼稚園】
○10 月 18 日 遠足(３歳児)【石田こども園】
〔予定事業〕
○10 月 26 日 公民館まつり(５歳児参加)【石田こども園】３・４・５歳児作品展示
○10 月 26 日 三日市公民館祭り(５歳児絵画展示)【さくら幼稚園】(～27 日)
○10 月 31 日 学校訪問：通常訪問研修（生地こども園）
○11 月 ５日 学校訪問：通常訪問研修（石田こども園）
○11 月 10 日 公民館まつり(５歳児参加)【さくら幼稚園】全児絵画展示
○11 月 10 日 公民館まつり(５歳児参加)【生地こども園】３・４・５歳児作品展示

教育長

質問があればお願いします。
（なし）
11 月 10 日に予定されている「第 37 回富山県駅伝競走大会、富山県小学生駅伝競走大
会」について、教育委員に出席要請がありますが、この後具体的な案内はありますか。

スポーツ課長

出席のご案内をして、出席いただけるということであれば、教育委員には各区間に出
向いて応援いただくことになりますので、富山市で車に乗り合わせて各区間の応援に行
くということが、毎年の流れになっています。

教育長

出席される教育委員には、案内が届きましたら対応等よろしくお願いします。それと、
11 月 20 日に予定されている「黒部地場産学校給食の日(第４回)（試食会場 全小学校）
主会場 若栗小学校」について、教育委員は主会場と校区の中学校のどちらに行けばい
いのでしょうか。

学校給食センター所長

案内をお出ししていますので、それに従っていただければと思います。

委員

11 月 10 日の「第 37 回富山県駅伝競走大会、富山県小学生駅伝競走大会」について、
今大会で終了するとの説明がありましたが、その経緯というか理由はどのようなもので
しょうか。

スポーツ課長

この大会は、置県 100 年を記念して県内一周駅伝から始まったということで、今回が
37 回目ということです。メインスポンサーである新聞社が経費の大半を負担しておられ
ますが、一定の役割を終えたということで今回を最後にしたいとのことです。県に申入
れをされ、県も色々と検討したそうですが、今回が最後になるとのことです。

教育長

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 11 月定例会 【日時】11 月 28 日(木) 午後１時 30 分
【場所】市役所 201
○黒部市総合教育会議

【日時】11 月 28 日(木) 午後３時 30 分
【場所】市役所 201・202

※総合教育会議に向けた事前打合せの開催を 11 月中下旬に予定
○教育委員会 12 月定例会 【日時】12 月 25 日(水) 午後３時 00 分
【場所】市役所 201
教育部長

教育長

台風 19 号による被害状況等について、市議会に提出した資料を席上に配付しています
が、10 月 11 日に防災危機管理連絡会議を開催しました。10 月 12 日に暴風警報、次いで
大雨警報と波浪警報が発令され、同日正午に市内 16 地区公民館に自主避難所を開設し、
各場所に主に教育委員会と市民生活部の職員２名体制で待機しました。翌日、警報が順
次解除されたこともあり、災害警戒本部会議を開催し、自主避難所の閉鎖を決定しまし
た。石田公民館で７名、大布施公民館で１名、荻生公民館で３名の避難者がおられまし
た。また、学校施設の一部に、主に雨の吹き込みによって軽度の被害が発生しました。
社会教育施設の一部にも軽度の被害が発生しており、いずれにしても大きな被害はあり
ませんでした。台風の被害状況については以上です。
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 11 月 28 日
署名人 黒部市教育委員会 教育長

中

義 文

