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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。

事務局

（前回の会議での質問等に関し、必要に応じ追加説明等を実施…概要は以下のとおり）
・
「不審者情報等」
「鳥獣出没情報等」欄の詳細説明
・市立図書館横の高橋川での事案への対応

教育長

今の説明を含め、改めて訂正や質問事項があればお願いします。

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）
９月 26 日(土) 黒部市ＰＴＡ連絡協議会「親学び講座」
（清明中学校）
10 月 ６日(火) 寄附受領応対（市役所市長応接室）
10 月 24 日(土) 第 15 回黒部市芸術祭 黒部市美術展 表彰式（コラーレ）

２ 出席した会議等の概要報告について
(1) 10 月 ５日(月) 第 38 回カーター記念黒部名水マラソン第１回実行委員会
（市役所 201～203）
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（１件）
○その他の事故等（４件）
(2) 不審者情報等（１件）
(3) 鳥獣出没情報（20 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２、指導中２、見守り中６、解消０）
②中学校（新規認知件数１、指導中１、見守り中０、解消３）
(5) 令和２年度在籍児童・生徒・園児数（10 月１日現在）
①小学校 児童数 2,043 人（前月比 同数）
②中学校 生徒数 1,041 人（前月比 同数）
③幼稚園 園児数 00 62 人（前月比 同数）※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

今ほど説明のあったその他の事故等の事案①について、授業中に椅子に座ったまま後
方に倒れて軽い脳震盪のような状況だったと思いますが、病院では心電図や胸部レント
ゲンの検査以外に頭部についての検査は何かされなかったのでしょうか。また、その後
の生徒の様子について、特に何か問題があるというような報告はあったのでしょうか。

教育長

どこをどのように診察し検査するかは、病院の医師がその時の状況から判断している
と思います。心電図及び胸部レントゲンの検査を行い、あとは診察を行ったという対応
をしています。その後、学校に戻って特に何か変わった症状があったという連絡は翌日
以降聞いていませんので、元気だと思っています。

委員

分かりました。ありがとうございます。

委員

三点お願いしたいと思います。一点目は交通事故について、事案①の中３男子生徒は
事故発生の時間に何をしていたのか、つまり何をしに行ったのでしょうか。例えば塾に
でも行ったのでしょうか。それから、この事故の結果を学校はいつ知ったのか、誰が知
ったのか、その後どのような対応をしたのか、これらについて教えてください。

教育長

一点目についてですが、午後６時５分という発生時間から、一旦家に帰った後のよう
に思いがちですが、これは下校途中のことであり、学校管理下です。第一報等について
は、班長から説明します。

学校教育班長

午後６時５分という時間で、下校途中の事案でした。警察を呼び、保護者に説明があ
った後、午後７時頃に学校へ保護者、母親から電話があったとのことです。怪我の程度
について、保護者から連絡があって、擦り傷程度で軽傷であることを学校が聞き取りし
ました。それらを踏まえて、生徒はその後病院を受診するということで、その結果につ
いて翌日に確認したと聞いています。

委員

学校から担任等が家庭訪問をして、本人の顔を見たという事実はないのですか。

学校教育班長

当日にそのような対応は行いませんでした。

委員

分かりました。

教育長

その点については、今後、学校に対し指導する必要があると考えています。学校管理
下であるので、土日昼夜問わず、学校から必ず誰かが病院へ行かなければならない事案

であったと思います。また指導していきたいと思います。
委員

二点目は、その他の事故等も含めてですが、救急車への同乗者の帰校手段についてで
す。前回の会議でもタクシーによる対応といった話をしていましたが、今回の事案の帰
校手段について順に教えてください。

教育長

これについても、学校に引き続き指導しなければならない対応があったと考えていま
す。事案①はタクシーで帰校しました。事案②は、保護者、母親が運転する車に乗り帰
校したとのことで、不適切な対応でした。事案③については、校長が運転する車に乗り
帰校しました。これも、本来は、私有車同乗となり、教員としては禁止されています。
校長であれ誰であれ不適切な帰校手段であったと認識しています。事案④は、やはり保
護者が運転する車に乗り帰校したとのことで、保護者が配慮して声掛けしたようですが、
不適切な対応であり、今後、帰校手段について再度指導したいと考えています。

委員

分かりました。三点目ですが、教育長の説明にもありましたが、教育長や班長が校長
会等で十分に指導されていることで、救急車での搬送がほぼ適切に行われるようになり、
指導のお陰であると感謝しています。また、帰校時の交通手段については、引き続き徹
底をお願いしたいと思います。あわせて、会議では小学生や中学生の事故等の報告があ
りますが、幼稚園やこども園、あるいは保育所でも授業中といった時に怪我や事故等が
起こる場合もあると思います。園長・所長会議等で十分話はしていると思いますが、救
急車をためらわず要請するようにといったような指導、確認をお願いしたいと思います。

教育長

こども支援課では、指導というか確認をしているとは思いますが、再度、会議等があ
る毎に伝えてもらいたいと思います。

委員

小さい子どもであるほど、どこが痛い、ここが痛いとかあまり言わないので、少し心
配だと思ったら、救急車を呼んですぐ連れていくことをためらわないよう、再度お願い
したいと思います。

こども支援課長

今日報告があったのですが、園が終わった後、園庭を開放していましたが、そこで擦
り傷ではあったが少し怪我をしたという事案もありましたので、今後も管理下での対応
をしっかりと行うよう指導したいと思います。

委員

お願いします。

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。まず「報告第１号 令和２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２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。まず、表彰式は本年 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。出席の案内が出ている方は、招待者と
して、名誉市民、宮腰代議士、地元の県議、市議会議員、消防団長、警察署長、市行政
委員の長、各種団体の長が招待されています。この中で、教育委員会関係では小学校長
会長、中学校長会長も含まれています。それから、列席者として、事務局側ですが、教
育委員会関係として教育長と教育部長になります。教育委員会関係の被表彰者としては、
自治功労表彰が５名の方、一般功労表彰が４名の方、計９名の方が受賞されています。
まず自治功労表彰として、教育委員を４年務められた方という基準があり、これに基づ
き、前田前教育長職務代理者が受賞されます。その次ですが、公民館長としては任期２
年が通常ですが、４年以上務められた方という基準に基づき、根塚前生地公民館長、池
田前田家公民館長、中谷前前沢公民館長、浦田前荻生公民館長の５名の方々となります。

次に一般功労表彰ですが、学校保健功労として、学校医を 20 年務めた方という基準に基
づき、清田先生が受賞されます。社会教育文化功労として 10 年という基準があり、山田
時夫さん、野島謙さんが受賞されます。スポーツ功労として、各種競技団体の長を務め
た方として、米屋前黒部市体育協会長が受賞されます。山田さんと野島さんにおかれて
は、文化財保護審議会委員や歴史民俗資料館運営委員会委員等を務められましたが、そ
れぞれ通算 34 年、通算 21 年と長きにわたる功績です。対象となる職を退かれたことに
より今回の受賞となりました。在職中に表彰するのではなく、職を退いた後に表彰する
という規定に基づいています。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

確認ですが、例年、表彰式への教育委員の出席について要請があったと記憶していま
すが、今回は新型コロナウイルス感染症対策により無くなったという解釈でよろしいで
すか。

教育部長

その点の説明が抜けており申し訳ありません。今回、以前は招待した方以外の出席も
受け付けておりましたが、新型コロナウイルス感染症のこともあり、参加人数が絞られ
た形となっています。教育委員への出席要請は控えさせていただきたいと思います。

委員

もう一点ですが、これは報告なので委員からどうこう言うことはなく、分かりました
ということになりますが、例えば表彰規程というか、今の説明にもありましたが、年数
の規定に基づいた内容として報告を受けたということですね。

教育部長

表彰規程については、まず「黒部市自治功労者表彰規則」があります。その他に「黒
部市表彰規則」というものがあり、自治功労は自治功労者表彰規則に基づくもので、一
般功労は表彰規則に基づくものとなります。因みに、この他に、例年２月に教育委員会
で表彰している「黒部市教育文化表彰規則」があります。

委員

それについて昨年も聞いたのですが、年数ということなのか中身ということなのか、
先に務めていた教育委員についての取扱いが気になったところです。このことについて
は検討するとのことでしたが、４年間という年月が大事なのか、そういった点について
何か話し合い等はあったのでしょうか。

教育部長

私の着任前にあった件ですが、話し合いについては行われていません。申し訳ありま
せん。４年間という規定については、内規というものがあり、質問から少しずれるかも
しれませんが、中身について説明しますと、規定に基づく方は全て庁議という場に報告
されます。庁議において内容等を精査の上、庁議で決定するというものです。その中で、
規定には該当しないが教育委員会として対象にしたいということであれば庁議に報告
し、その方の実績等を考慮した上で表彰者として特例的に認めるといったことになると
思います。

委員

個人的な考えですが、特例があってもよいと思います。しっかりとした職務をされた
ということであれば、そのような方は特例として扱うことができればよいと思います。

教育長

そのことについて私なりに色々と調べたことがありますが、正式に市長や副市長と相
談したわけではありません。公民館長等を務められた方で、規定に該当しない方も多く
おられました。規定の年数に満たない場合等において、どの範囲まで遡って調査や確認
を行うか、どのように推薦してもらうかなどの問題もあると思います。ただし、年数を
満たせば自動的に表彰するということだけではないと理解していますので、もう少し考
える時間をいただきたいと思います。

委員

分かりました。よろしくお願いします。

教育長

次に「報告第２号 朝倉豊次教育希望賞の創設について」報告願います。

教育部長

教育長

学校教育課長

生涯学習文化課長

それでは「報告第２号 朝倉豊次教育希望賞の創設について」ご説明します。新聞等
ですでに報道されましたが、創設の経緯ですが、今月６日に、黒部市三日市在住の中西
清一氏から寄附の申し出がありました。それを受けて、この度、中学校生徒を表彰する
新たな制度を創設するというものです。中西清一氏からは「十分といえない境遇の中で
あっても、将来に夢と希望をもって活き活きと頑張っている子どもたちを応援したい」
という思いと、
「若いころ薫陶を受けこのような思いに至らしめた、故朝倉豊次（あさく
ら ぶんじ）氏の名前を冠していただきたい」との意向が寄せられました。寄附内容は、
日本郵政株式会社株式 3,000 株と現金 15 万円です。これを受けての表彰内容ですが、学
業、スポーツ、芸術といった点で成績優秀な人材を表彰するという従来の観点ではなく、
経済的、精神的、身体的など本人にとって十分といえない境遇の中であっても、将来に
夢と希望をもって活き活きと頑張っている生徒を表彰するといった制度にしたいと考え
ています。表彰対象は中学校３年生で、各中学校２名の計４名となります。褒賞の内容
としては、賞状、記念盾、図書券となります。２月下旬に予定されている黒部市教育文
化表彰式において、他の賞にあわせて表彰する予定としています。なお、この表彰の創
設に伴い、
「黒部市教育文化表彰規則」の見直しが必要となりますので、これについては
12 月の定例教育委員会にて議案として提出したいと考えています。説明は以上です。
質問がありましたら、お願いします。
（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〕
○ ９月 29 日
○10 月 ６日
○10 月 ８日
○10 月 12 日
○10 月 13 日
○10 月 27 日

通常訪問研修（中央小学校）
寄附受領対応
通常訪問研修(石田小学校)
通常訪問研修(清明中学校)
小中学校長研修会
中学校合唱コンクール(明峰中学校)

〔予定事業〕
○10 月 30 日
○11 月 ３日
○11 月 ９日
○11 月中下旬
○11 月 26 日
○11 月 26 日

中学校合唱コンクール（清明中学校）
令和２年度黒部市表彰式
小中学校長研修会
総合教育会議(26 日)に向けた検討会
教育委員会 11 月定例会
黒部市総合教育会議

〔経過事業〕
○10 月 11 日 公民館まつり(村椿)（12 月６日まで各地区公民館にて開催）
○10 月 22 日 秋のさわやか運動（～23 日）
○10 月 23 日 第 15 回黒部市芸術祭 黒部市美術展（～27 日）
〔予定事業〕
○10 月 30 日
○10 月 31 日
○11 月 ７日
○11 月 21 日
○11 月 21 日

黒部シアター2020 公演「ニッポンジン」
黒部シアター2020 プレミアムトーク・公演「ニッポンジン」
青少年育成黒部市民会議子ども・若者育成市民啓発事業
「科学館 ＷＥＥＫ ２０２０」
（～12 月６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 黒部市公民館長・主事等会議
スポーツ課長

〔経過事業〕
○ ９月 29 日 巡回デジタルラジオ体操収録
○10 月 ５日 第 38 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 14 日 ＫＵＲＯＢＥアクアフェアリーズ Ｖ１リーグホームゲーム
（vs 久光製薬、15 日 12：00～ vs ＪＴ）
○11 月 26 日 第 38 回カーター記念黒部名水マラソン第２回実行委員会
○11 月 28 日 姉妹都市スポーツ交流事業根室市選手団受入（～30 日）

図書館長

〔経過事業〕
○10 月 １日
○10 月 １日
○10 月 14 日
○10 月 16 日
○10 月 16 日

「知られざる永田町劇場」(～31 日)
「押さえておきたい教養」(～11 月１日)
宇奈月ロータリークラブ文庫贈呈式
「世界まるごと絵本の旅」(～11 月 25 日)
「宇奈月ロータリークラブ文庫寄贈本＆ゆいの会寄贈本展」
（～11 月 29 日）
○10 月 16 日 「健やか黒部 減塩＆野菜たっぷりプロジェクト展」
（～11 月 29 日）
〔予定事業〕
○11 月 １日
○11 月 １日
○11 月 ３日
○11 月 ３日
○11 月 ６日
学校給食センター所長

「ＳＮＳで話題の「バズ本」
」
（～29 日）
「快適！冬支度のいろは」
（～26 日）
「和を楽しむシリーズ 民芸」
（～12 月 27 日）
「生物多様性～君がいるから僕がいる～写真展」
（～12 月 27 日）
「心に響く本特集」
（～12 月 27 日）

〔経過事業〕
○ ９月 29 日 くろべジオパーク給食
○10 月 15 日 黒部地場産学校給食の日(第３回)
〔予定事業〕
○11 月 17 日 黒部地場産学校給食の日(第４回)（試食会場 たかせ小学校）
主会場 たかせ小学校

こども支援課長

〔経過事業〕
○ ９月 26 日
○ ９月 26 日
○ ９月 26 日
○10 月 ２日
○10 月 ８日
○10 月 13 日
○10 月 16 日
○10 月 16 日

ふれあい運動会
なかよし運動会
親子運動会
遠足(３・４・５歳児)【生地こども園】
遠足(３歳児)【石田こども園】
遠足(５歳児)【石田こども園】
遠足(４歳児)【石田こども園】
遠足(３・４・５歳児)【さくら幼稚園】

〔予定事業〕
○10 月 30 日 ５歳児親子陶芸教室【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りましたら、お願いします。
学校教育課の予定事業である「黒部市総合教育会議」の内容については、今後詰めて

いきたいと考えています。開催日については 26 日に設定しており、その日が変更になる
ことはほぼないと思います。生涯学習文化課の予定事業である 10 月 30 日の「黒部シア
ター2020 公演「ニッポンジン」
」についてですが、教育委員の皆様にも観劇の連絡は行
っていると思います。
生涯学習文化課長

教育委員の皆様にも連絡しています。返答をいただいており、出欠は把握しています。

教育長

参加される方は、寒さ対策等をしっかりお願いしたいと思います。金曜日の予想最低
気温が９℃、翌土曜日は今のところ８℃となっており、かなり寒いと思いますし、雨の
可能性もあります。雨が降っても合羽等を着用し鑑賞しますので、そのように対応をお
願いします。スポーツ課の予定事業である 11 月 28 日からの「姉妹都市スポーツ交流事
業根室市選手団受入」について、教育委員の皆様はどのように参加する予定になってい
ますか。

スポーツ課長

スポーツ交歓会と歓迎レセプションへの参加案内を送付していますので、スポーツ交
歓会だけ、または歓迎レセプションだけでもよろしいので、参加をお願いします。

教育長

学校給食センターの予定事業である 11 月 17 日の「黒部地場産学校給食の日(第４回)」
についてですが、先ほど説明があったとおり、例年は教育委員の皆様にもそれぞれの学
校に行っていただき、児童と一緒に給食を食べるということになっていましたが、本年
度はコロナ対応としてたかせ小学校のみでの開催とし、教育委員の皆様への出席要請は
控えさせていただきたいと思います。
それでは、改めて質問がありましたら、お願いします。
（なし）
次に、
「６ 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 26 日(木) 午後１時 30 分
【会場】201 会議室
○教育委員会 12 月定例会
【日時】12 月 25 日(金) 午後３時 00 分
【会場】201 会議室
※11 月定例会終了後、総合教育会議を開催
※総合教育会議の事前打合せとして、11 月 16 日(月)の週に開催を予定

教育長

事務局から日程等について説明がありましたが、委員には日程調整をよろしくお願い
します。
以上で、本日の会議を終わります。ありがとうございました。

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２年 11 月 26 日
署名人 黒部市教育委員会 教育長

中

義 文

