
平成２７年度 第４回教育委員会 次第 

      日 時 平成２７年８月５日（水） 

          午後２時 

      会 場 井波庁舎 ３０１会議室 

１ 前回の会議録の承認 

２ 教育長の報告 

３ 協議事項 

（１）平成２８年度使用義務教育諸学校用教科用図書の採択について 

（２）平成２７年度教育委員会事務の点検・評価報告書（案）（平成２６年度事

業）について 

（３）平成２７年度９月補正予算要求概要について 

（４）南砺市立福光美術館新常設展示室オープンについて 

（５）教育委員県外視察研修について 

４ 報告事項 

（６）教育委員会主要工事の発注状況 

（７）南砺市ふるさと教育推進事業について 

（８）中学校部活動の北信越、全国大会等への出場について 

（９）旧上平小学校体育館複合施設について 

（10）たいらクロスカントリー大会について 

（11）ＪＯＣジュニアオリンピックカップ大会について 

５ その他 

（12）金沢市小中連携・愛知県春日井市立出川小学校ＩＣＴ教育視察報告書に

ついて 

（13）山村留学事業視察研修報告について 

（14）南砺市いなみ木彫刻キャンプ２０１５について 

（15）ＳＣＯＴサマーシーズン２０１５について 

（16）スキヤキ・ミーツ・ザ・ワールド２０１５について 

（17）国の登録有形文化財の登録について 

（18）寄付品（松村記念館収蔵品として）について 

（19）戦後７０年フォーラム「松村謙三先生を伝えよう」について 

６ 今後の日程 

 次回教育委員会開催（予定）  月  日（  ）  ： 



■教育総務課

予　算　費　目 補正予算要求内容 内示額（千円） 摘 要

事 務 局 運 営 費
利賀地域における山村留学事業の調査活動及び
コンサルティング業務委託料　　　　　　　　　　　　　5,227

5,227

複 合 教 育 施 設 管 理 費
アーパス地下１階排水ポンプ取替　　　　　　　　　　　　261
アーパス漏水調査業務委託　　　　　　　　　　　　　　　318

579

小 学 校 管 理 費

福光東部小学校桜伐採処分業務委託　　　　　　　　　　　160
井波小学校体育館シーリング補修工事　　　　　　　　　2,430
井口小学校グラウンド照明更新工事　　　　　　　　　　　534
福野小学校非常火災装置蓄電池更新工事（非常放送設備、
自火報受信設備、防火シャッター制御装置）　　　　　　  721
福光南部小学校ボイラー及び空調用膨張タンク修繕工事　1,678
上平小学校職員室モノクロレーザープリンター1台購入　　 108

5,631

平成２７年度　教育委員会９月補正予算要求内容

小 学 校 給 食 費 井波小学校給食室自動食器洗浄機購入                  2,570 2,570

中 学 校 管 理 費

平中学校グラウンド国旗掲揚支柱基礎修繕              　292
城端中学校グラウンド横樹木伐採処分業務委託　          303
井口中学校・吉江中学校学校職員室カラーレーザー
プリンター2台購入                                     138

733

中 学 校 給 食 費

学校栄養職員１人（城端中）雇用経費
　・共済費　社会・労災保険料                        　361
　・賃金　                                          2,445
　・旅費　通勤手当                                   　96

2,902

中 学 校 教 育 振 興 費
「防災教育を中心とした実践的安全教育総合支援事業」
利賀中学校緊急地震速報受信システム設置　              230

230

（教育総務課）　計 17,872
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■生涯学習スポーツ課

予　算　費　目 補正予算要求内容 内示額（千円） 摘 要

福野文化創造センター費 夜高行灯改修委託 2,869

城端伝統芸能会館管理費 客席誘導灯非常電源等修繕 361

プ ー ル 管 理 費 福光プール券売機更新 1,137

その他社会教育施設管理費 旧井波高校跡地購入 20,769

ク レ ー 射 撃 場 運 営 費 電光式スコアボート電気配線追加工事 567

（生涯学習スポーツ課　歳出）　計 25,703

■文化・世界遺産課

予　算　費　目 補正予算要求内容 内示額（千円） 摘 要予　算　費　目 補正予算要求内容 内示額（千円） 摘 要

城 端 曳 山 会 館 費 城端曳山会館耐震改修工事　建具・ガラス改修工事 2,366

世 界 遺 産 関 係 費

菅沼集落市有施設旧中井家雪害修理工事　　　　　　　　　265
相倉集落市有施設雪害修理工事（４棟）　　　　　　　　　270
相倉集落市有施設自動火災通報設備修理工事　　　　　　　673
相倉集落茅場道災害復旧工事　　　　　　　　　　　　　2,889

4,097

（文化・世界遺産課）　計 6,463

50,038〓〓　教 育 費　計　〓〓
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南砺市立福光美術館 新常設展示室オープニングセレモニー 企画書（案）

開催趣旨

 このたび、南砺市立福光美術館の新しい常設展示室が完成いたしました。第一室には棟

方志功の作品を、第二室には石崎光瑤の作品を常設展示いたします。一作家に一室の展示

となり、ゆったりと落ち着いた展示環境の中で数多くの優れた作品をご覧いただける展示

室となりました。また、新常設展示室とあわせてワークショップやグループ展、会議・研

修にとフレキシブルに使用できる多目的スペースや、第三収蔵庫、倉庫も新築され、今ま

でよりもより美術館としての機能を充実させた施設形態となりました。

 開館から２０年を迎え、新常設展示室展示作家に対する顕彰をますます深め、それを市

民のみなさまはもとより、全国のみなさまへご紹介するべく、新たなスタートを切る所存

でございます。

つきましては、下記のとおり新常設展示室オープンセレモニーを開催いたします。

日 時  平成２７年９月５日（土）

       ９：３０～１０：００ 式典

      １０：００～１１：００ 常設展作品解説

      １１：００～１２：３０ 記念講演会

場 所  南砺市立福光美術館 ロビー

＜式典次第＞ １ 市長あいさつ

       ２ 祝辞（市議会議長）

       ３ 祝電披露

       ４ 感謝状贈呈（佐々木元館長、故奥野館長）

       ５ テープカット

＜作品解説＞ 学芸員による常設展示解説

＜記念講演＞ 講師  棟方志功記念館 館長補佐 武田公平氏（青森市）

       演題  「青森と棟方志功」

       場所  南砺市立福光美術館 ロビー

招待者  南砺市議会議長、南砺市議会総務文教常任委員、地元選出県議会議員、青森市

長、青森市教育長、美術館委員（運営委員、収蔵美術品選定委員）、南砺市各地

域文化協会会長・美術協会会長、富山県立近代美術館館長、近隣美術館館長（高

岡市美術館、砺波市美術館、松村外次郎記念庄川美術館、井波美術館）
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1 期　間

2 目　的

3 視察先

学級数 児童・生徒数

小　 5 38 0 0

中　 3 21 0 0

小 　6 56 0 0

中　 3 29 0 0

小 　8 176 1 1

中　 5 104 1 1

※H26.5.1現在

南砺市教育委員会教育委員県外視察研修（案）

平成２７年１０月　　日（　）～　　日（　）　１泊２日

教育行政における先進的な取り組みを行う教育委員会等を視察し、その内容や課
題等について意見交換を行うことにより、本市の教育課題について整理するととも
に、教育委員の資質向上と教育委員会活動の活性化を図る。

特　　　　　　　徴市町村
児童・生
徒数

特別支援学級（再掲）
学級数学校名

1

3

2
・同一校舎内で小

中一貫

・同一校舎内で小
中一貫

奈良県 奈良市

長野県 上田市

・同一校舎内で小
中一貫

・平成26年度新校
舎

静岡県 沼津市

田原小中学校

管平小中学校

静浦小中
一貫学校
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H27.7.31

工　事　名　称 契　約　額 請　負　業　者 工　事　概　要 備　　考

南砺市立福光中学校女子トイレ
修繕工事

2,775,600 H27.4.14 ～ H27.7.31 イマエダ電設 トイレ修繕(ブース含む)　２基 教育総務課

福光中部小学校大プール用ろ過
ポンプ更新工事

1,058,400 H27.6.26 ～ H27.7.10 砺波カンパニー㈱ 大プール用ろ過ポンプ更新　１台 教育総務課

平中学校網戸設置工事 1,076,760 H27.7.9 ～ H27.8.31 川田工業㈱ 網戸設置　２５箇所 教育総務課

城端小学校調理場電動シャッ
ター設置工事

1,185,840 H27.7.10 ～ H27.8.25 安達建設㈱
調理場荷受けプラットフォーム入口電動
シャッター設置　１基

教育総務課

南砺市立井波小学校南側フェン
ス改修工事

3,564,000 H27.7.14 ～ H27.8.31 ㈱斉藤組 横断防止フェンス改修　L=173.6m 教育総務課

南砺市立城端小学校網戸設置工
事

2,073,600 H27.7.14 ～ H27.8.28 ㈲市川工務店 校舎（教室棟）２階網戸設置　６２箇所 教育総務課

南砺市立城端中学校空調設備設
置工事

1,922,400 H27.7.14 ～ H27.8.25 ㈲川合設備工業
特別支援教室へ空調設備設置
２台（２台×１室）

教育総務課

南砺市立福光南部小学校特別支
援学級改修工事

5,994,000 H27.7.17 ～ H27.8.31 盛田工務店
特別支援教室改修　53.0㎡
和室からフローリングへ改修

教育総務課

福光南部小学校グラウンドナイ
ター照明設備更新工事

1,122,120 H27.4.16 ～ H27.5.29 ㈱谷村電機工業
HID安定器　　24台
660W用ナトリウムランプ　　5個

生涯学習スポー
ツ課

教育委員会工事発注状況（１，０００千円超）
工            期
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H27.7.31

工　事　名　称 契　約　額 請　負　業　者 工　事　概　要 備　　考

教育委員会工事発注状況（１，０００千円超）
工            期

福野文化創造センター冷温水発
生機更新工事

55,404,000 H27.4.17 ～ H27.8.10 砺波住設㈱ 冷温水発生機１基更新
生涯学習スポー
ツ課

福野文化創造センター音響調整
調光室エアコン更新工事

1,274,400 H27.5.18 ～ H27.6.30 砺波住設㈱ パッケージエアコン更新　　1.0式
生涯学習スポー
ツ課

城南スタジアム　非常用放送設
備等落雷復旧工事

5,724,000 H27.5.22 ～ H27.7.10 南砺電気㈱
非常用放送設備更新
ナイター照明用シーケンサー等更新
スコアボート時計修繕

生涯学習スポー
ツ課

たいらスキー場クロスカント
リー場給水加圧ポンプ更新工事

1,285,200 H27.6.15 ～ H27.8.14 ㈱長田組 受水槽給水加圧ポンプ更新　　１台更新
生涯学習スポー
ツ課

電源立地地域対策交付金事業
タカンボースキー場バイアスロ
ンサイドストップ塗装工事

3,218,400 H27.6.17 ～ H27.9.18 川田塗装工業 バイアスロンサイドストップ木版分塗装
生涯学習スポー
ツ課

福光プール２５ｍプール改修工
事

23,976,000 H27.6.30 ～ H27.11.20 ㈱福光組 25mプール壁面タイル改修　　160㎡
生涯学習スポー
ツ課

たいらスキー場クロスカント
リー場給水ユニット修繕工事

1,242,000 H27.7.22 ～ H27.9.11 ㈱長田組
ユニットステンレス更新　1.0式
ポンプ架台塗装　1.0式

生涯学習スポー
ツ課

城端曳山会館耐震改修工事 35,424,000 H27.5.1 ～ H27.8.31 安達建設㈱

耐震補強建築主体工事一式
館内空調設備の更新・改修に伴う機械備工
事一式
上記工事に伴う電気設備工事一式

文化・世界遺産
課

福光目玉監的壕保存修理工事 4,860,000 H27.6.17 ～ H27.8.18 ㈱コンステック
市指定文化財保存修理工事
躯体補修及び天井補強工事一式

文化・世界遺産
課
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H27.7.31

工　事　名　称 契　約　額 請　負　業　者 工　事　概　要 備　　考

教育委員会工事発注状況（１，０００千円超）
工            期

電源立地地域対策交付金事業
相倉口駐車場公衆トイレ新築工
事

24,051,600 H27.6.17 ～ H27.10.30 ㈱長田組
公衆トイレ棟の新築
木造平屋建て　建築面積61.74㎡
男子小２・大１、女子２、多目的１

文化・世界遺産
課

菅沼集落合掌造り屋根葺替え工
事

10,098,000 H27.7.31 ～ H27.10.30 富山県西部森林組合
五箇山民俗館　葺替え面積　154.18㎡
旧真井家板倉　葺替え面積　 35.50㎡

文化・世界遺産
課

福光美術館本館冷温水発生機更
新工事

18,684,000 H27.5.21 ～ H27.9.30 砺波カンパニー㈱ 本館空調用冷温水発生機の更新 福光美術館
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平成２７年度ふるさと教育推進事業の実施状況 

H27.8.5 教育総務課 

【小学校】９校 （1,060 千円） 

学校名 内示額 事業期間 事 業 内 容 

城端小学校 131,000 
H27. 6.10 

～H28. 2.29 

・地域イベントに参加し「じゃんとこいむぎや」で地域を盛り上げる 

・地域の方の指導の下、ギフチョウを育てたり、神明通りの桜に、説明を書

いた看板を取り付けたりする 

・相倉合掌集落を見学し世界遺産の理解を深める 

・南砺市出身のバスケットボール選手による指導を受け、南砺市のよさを聞

いたりする 

上平小学校 103,000 
H27. 4. 1 

～H28. 2.20 

・合掌集落の学習と奉仕活動、未来の五箇山に向けての提言を行う 

・地域講師を招聘し、クロスカントリースキー教室、民謡教室を行う 

・地域の探検、夜間の星座観察、卒業証書の和紙すき、俳句作りを行う 

利賀小学校 92,000 
H27. 6.22 

～H28. 2.29 

・釣り体験や自然散策をし、地域の方の話を聞くことで、自然に対する理解

と愛着を深める  

・民謡などの伝統芸能を学び、地域の伝統を受け継ぐ 

・地域の方に郷土料理を指導してもらい作ることで、郷土のよさとすばらし

さを学ぶ 

・地域の特産物の採集、栽培、販売体験 

・老人福祉施設等を訪問し、地域の方とのふれあいを深める 

井波小学校 127,000 
H27. 7. 9 

～H28.2.19 

・給食時の放送で「なんとの日」を説明し、南砺市の歌を聴き、歌い、クイ

ズで関心を持ってもらう 

・地域に伝わる伝統産業、特産品、郷土料理・郷土芸能等を学び体験する 

・地域の福祉施設で劇や音楽等を発表し、交流することで敬愛の念を持つ 

・井波ふるさと検定を行い、地域への関心を高め、知識を豊かにする 

井口小学校 96,000 
H27. 7.10 

～H28.11.28 

・地域の光景や場所、人等を撮影し、展示会を開き鑑賞してもらい地域の良

さを再発見したり伝えたりする 

・市の魅力を写真に撮りポストカードを作成し、内外で配布し紹介する 

・井波地域の寺院や伝統産業でもある木彫刻について理解を深め、木彫刻を

体験し彫刻師の生き方や思いに触れる 

・特産の黒豆を知ってもらうため、地域のイベントで料理を紹介し、オリジ

ナルのお菓子を提案する 

福野小学校 158,000 
H27. 6.27 

～H28. 2.28 

・「ほっとあっとなんと体操」を踊る 

・特産の里芋料理を作り理解を深める 

・講師を招聘し、指導を受けながら夜高太鼓、夜高行燈作り、行燈の武者絵

描き、福野縞作り、郷土料理作り体験を行う 

・病院訪問をし、お年寄りに劇を見てもらい交流する 

・本校出身のバスケットボール選手による指導や、福野の話しを聞く 

福光中部 

小学校 
127,000 

H27. 4.10 

～H27.12.10 

・地域の特産品、郷土料理、郷土芸能について体験したり見学したりして調

べ、福光百科事典にまとめる 

・高齢者の方の苦労や困っていることを調べグループホーム「ほほえみの家」

の訪問を行う。また、運動会に招待し交流する 

福光南部 

小学校 
103,000 

H27. 4. 1 

～H28. 3.31  

・市内講師を招聘し、合唱指導をしてもらう。 

・運動会で「ほっとあっとなんと体操」を踊る 

・城端地域の学習として、蚕の飼育や手織物体験を行う。 

・講師を招聘し、特産物の干し柿作り、を行う 

福光東部 

小学校 
123,000 

H27. 6.25 

～H28. 2.29 

・講師の指導により、福光ねつおくりの行灯制作、干し柿作りをする 

・指導者を招聘し和太鼓演奏の指導を受ける 

・合掌家屋村上家の見学や紙すき体験を通して、南砺市の伝統文化に触れる

○全校共通事業 ７月１０日（金）なんとハートフルランチ
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平成２７年度ふるさと教育推進事業の実施状況

H27.8.5 教育総務課 

【中学校】８校 （940 千円） 

学校名 内示額 事業期間 事 業 内 容 

城端中学校 127,000
H27. 5. 2 

～H27.11.27

・曳き山まつり、むぎや祭り翌日朝のボランティア清掃を行う 

・地元で活躍する伝統工芸家や芸術家、企業家の話を聞き、地域に対する多

面的、多角的な見方や考え方を育てる 

・城端区域外の伝統産業、特産品、郷土料理、郷土芸能に携わる人々の生き

方に触れ見学し体験することにより郷土理解を深める 

平中学校 100,000
H27. 7.21 

～H27.12.18

・修学旅行先で、世界遺産「五箇山」の PR活動として民謡紹介等を行う 

・市内の方々を講師に招き、「南砺市」をテーマに、郷土料理、陶芸、五箇

山豆腐作りなどをグループ毎に体験する場を設けることで、生徒に郷土の

よさを気づかせる 

利賀中学校 100,000
H27. 8. 1 

～H27.11.30

・井波地域の産業と芸術の歴史を知ると共に、体験を通して伝統の技を学ぶ

・地域出身の陸上選手をスポーツ講師として招聘し、駅伝の指導を受け、講

演を聞く 

井波中学校 120,000
H27. 6. 8 

～H27. 9. 8

・伝統芸能である「木遣り踊り」を学ぶ体験練習会を実施し、町流しでの披

露等を通して郷土芸能を守る心を育てる 

・「ふるさと学習 プロに学ぶ」として、地域の達人を招聘し、伝統産業や

地域の文化に触れることでふるさとを愛する心を育てる 

・「いなみ国際木彫刻キャンプ」に、受付や清掃などのボランティアで参加

することで、国際理解を深めると共にふるさとを愛する心を育てる 

井口中学校 100,000
H27. 5.19 

～H27.12.17

・井口椿の園で、椿の取り木と取り木の鉢上げ作業を学ぶ 

・総合的な学習の時間等の体験活動として、地域の良い所を探し、パンフレ

ットを作成する 

・井口のエネルギーを考える  

・地域の方の指導の下による行灯作り 

福野中学校 146,000
H27. 6.24  

～H28. 3.11

・生徒会が中心となって「ちょっといいこと小さな実践」の推進を図り、あ

いさつ運動、福祉施設訪問、ボランティア活動などを実践する 

・「少年の主張発表会」で友人の意見や主張を聞きながら自分の生活を省み、

望ましい生活、より豊かな生活を送ろうとする心情を育てる 

・地域の方を講師として招聘し、地域の特色ある活動から学び、まとめて自

分の生き方を考える 

福光中学校 127,000
H27. 9.15 

～H27.10. 8

・南砺市の商工、観光、農業、行政等に見識のある講師を招聘し、市の発展

にかかわる講演を実施し、ふるさとを愛する心を育む 

・市内講師を依頼し、カヌー体験を行い、市の自然のすばらしさの理解を深

める 

・医王山を登山し、登山を通してたくましく生きる力とふるさとを愛する心

を育む 

吉江中学校 120,000
H27. 4.25 

～H27.11.20

・市内の方々を講師に招き南砺市を学ぶ（伝統産業、伝統民謡、郷土学習）

・南砺セツメール隊により南砺市の概要を学ぶ 

・ヨーズマー社長を講師に招き生き方を学ぶ 

・駅周辺の清掃ボランティア活動 

・南砺市エコビレッジ推進課による講演、エコビレッジ現地学習 

○全校共通事業 ７月１０日（金）なんとハートフルランチ 
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第３６回北信越中学校総合競技大会　出場者

種目
開催場所
開催日

学校名 種目詳細

共通男子四
種競技

谷﨑　章文

１年男子
1500ｍ

荒木　鷹人

共通男子
3000ｍ

長尾　大輝

共通女子砲
丸投

草塩　はな

共通男子110
ｍハードル

中村　駿太

共通女子四
種競技

山田歩有子

福野
共通男子400
ｍ

西　　能司

共通男子走
幅跳

利川　泰斗

共通男子110
ｍハードル

渡辺　大稀

共通男子砲
丸投

岩崎　史矢

共通女子四
種競技

吉井　　輝

男子400ｍ個
人メドレー

男子200ｍ個
人メドレー

男子100ｍ自
由形

高桑　景寿

男子50ｍ自
由形

小嵐　　亮

男子200ｍﾊﾞ
ﾀﾌﾗｲ

男子100ｍﾊﾞ
ﾀﾌﾗｲ

男子400ｍ自
由形

男子200ｍ自
由形

女子400ｍ個
人メドレー

女子200ｍ個
人メドレー

女子200ｍ平
泳ぎ

女子100ｍ平
泳ぎ

城端

水泳競技

選手名

敦賀市総合
運動公園
陸上競技場
（敦賀市）
8/4

敦賀市総合
運動公園
水泳場
（敦賀市）
8/7

陸上競技

城端

福光

平

松田　　純

石井　海人

神田　愛夢

板橋　結月

吉江

福野

宮本　　樹

10



舟﨑　亮太 砂原　海里 七山　孔大 砂原　泉里

藤井　理市 荒山　大志 福田　崇人 中島　　樹

梅本　陸矢 島倉　賢人 高松　真哉 森田　爽太

上田美沙希 大村　　中 細川　　凛 南　　唯菜

橋本　華蓮 品川　葉南 菊川里菜子 大井　月葵

上田美沙希 大村　　中

橋本　華蓮 品川　葉南

石崎　梨奈 山田　佳奈 竹山　美菜 細川永美香

吉田　萌夏 林　　愛花 森田　紗生 山田　怜奈

福野 男子50kg級 杉原龍之介

吉江 女子63kg級 天池 彩乃

男子個人 武田　将征

女子個人 松川　瑞穂

相撲

福井県立
武道館

（福井市）
8/5

吉江 個人軽量級 井口 遥斗

平成２７年度全国中学校体育大会

種目 開催場所 学校名 種目詳細

城端
女子共通砲
丸投

草塩　はな

吉江
共通男子走
幅跳

利川　泰斗

柔道
函館アリーナ
（函館市）
8/17～20

福野 男子50kg級 杉原龍之介

剣道

福井県立
武道館
（福井市）
8/7

女子個人

柔道

福井県立
武道館
（福井市）
8/4

ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ

井波

城端

女子団体

陸上競技

厚別公園
競技場
（札幌市）
8/18～21

選手名

敦賀市総合
運動公園
体育館
（敦賀市）
8/6～7

吉江 女子団体

ｿﾌﾄﾃﾆｽ

卓球

越前市武生
中央公園
庭球場
（越前市）
8/4～5

吉江 男子

美浜町総合
運動公園
体育館
（美浜町）
8/5～6
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平成２７年度 スポーツクライミング競技 

第１８回ＪＯＣジュニアオリンピックカップ大会概要 

 本大会は、ＪＯＣが「加盟競技団体が開催するジュニア競技大会の質的向上を図り、将来、オリンピック大

会や世界選手権大会等で活躍が期待できるジュニア選手の発掘・育成」を目的として開催し、今年度で１８回

目となります。（旧城端町開催を含めて南砺市での開催は、１５回目） 

 今、本大会で活躍し経験を積んだ選手たちが、世界ユース選手権大会やワールドカップ等の世界大会におけ

る表彰台に立つ時代となっています。全国のジュニア選手たちにとって、南砺市桜ヶ池クライミングセンター

は、高校野球の「甲子園」に例えられる競技場として、日頃培った技術・技能をこの大会で発揮するのが目標

ともなっています。 

大 会 開 催 要 項 

期 日 平成２７年８月１４日（金）～８月１６日（日） 

会 場  富山県南砺市・桜ヶ池クライミングセンター 

 〒939-1835 富山県南砺市立野原東1511  Tel：0763-62-8123 

主 催 公益社団法人 日本山岳協会 

主 管 JOCジュニアオリンピックカップ大会実行委員会、富山県山岳連盟、富山県南砺市、南砺市教育

委員会 

後      援  総務省 、文部科学省、（財）地域活性化センター、（公財）日本オリンピック委員会 

富山県、富山県教育委員会、（公財）富山県体育協会、南砺市山岳協会 

参 加 資 格 １９９６年～２００３年に生まれ、日本山岳協会に競技選手として登録している者 

      参加基準に合致する日山協推薦選手、及び各都道府県山岳連盟・協会推薦選手 

カ テ ゴ リ 男女別で、以下の通りとする。 

 ・ジュニア             １９９６年１月１日～１９９７年１２月３１日生まれの人 

 ・ユースＡ             １９９８年１月１日～１９９９年１２月３１日生まれの人 

・ユースＢ             ２０００年１月１日～２００１年１２月３１日生まれの人 

・ユースＣ             ２００２年１月１日～２００３年１２月３１日生まれの人 

形 式 ８月 １４日 予選１            フラッシング方式 

８月 １５日 予選２            フラッシング方式 

８月 １６日 決勝              オンサイト・リード方式 

日 程 １４日→ ９時 ３０分 ～ １０時 ３０分 受付 

 １１時  ～ １７時  男子 予選１ 

 １１時  ～ １７時  女子 予選１ 

 １５日→   ９時 ３０分 ～ １０時  受付 

 １０時  ～ １０時 ３０分 開会行事 

 １１時  ～ １７時  男子 予選２ 

 １１時  ～ １７時  女子 予選２ 

 １６日→ ８時  ～ ９時  受付

 ９時 ３０分 ～   全年齢別グループ決勝 

 １５時 ３０分    表彰式 

※ おおよその日程は以上のようになりますが、天候などにより変更されますので、あくまで目安 

とお考えください。 
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坂田秀男氏より寄贈される木彫額

縦７４ｃｍ×横１７０ｃｍ

大意

先生の功績で渤海も葦の舟で渡れるほどに近くなった。先生は外交においては日中友好の睦み

を深め、内政にあっては農業の重要性を説かれた。先生の後継者が現れ、その志は必ずや償わ

れるだろう。先生の風格は山のように高く、水の流れのように長い。

松村謙三先生の功績を永遠に讃える。

一九七一年秋 郭沫若 印

石井滋 刀

経緯

 松村謙三先生が亡くなられた時（１９７１年）に、中日友好協会名誉会長の郭沫若（か

くまつじゃく）氏が、先生の生前の功績を讃えた書を揮毫され、その書から起こされた木

彫額です。

郭沫若氏は、当時訪中されていた川崎秀二衆議員議員に書を託されました。

川崎氏は、預かった書を松村記念会館に納めるとともに、千葉県出身の彫刻家、石井滋氏

に依頼し、この書の木彫額を作成され、ご自身で保管されていました。

川崎氏が亡くなられた時（１９７８年）、夫人から鯨岡兵輔衆議院議員に木彫額の保管先

に関する相談があり、鯨岡氏と都議時代からの知人である坂田秀男氏が現在まで保管され

ておりました。

今年になり、坂田秀男氏は会社の移転（２７年６月）を機に、松村先生とゆかりの深い

南砺市に寄附されることになりました。
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戦後 70年フォーラム

－松村謙三先生

■開催趣旨 

松村謙三先生は、戦後の農地改革に大きな足跡を残

くりにも尽力されたことがよく知られてい

な政治姿勢は多くの信奉者を集め

後 70 年の節目の年、没後 44 年にあたる命日に

ため、記念フォーラムを開催します

■開催概要 

日時 平成 27 年 8 月 21 日(金)

場所 南砺市福光 5260 福光福祉会館

主催 松村謙三顕彰会・南砺市

後援 南砺市（予定） 

内容 ○講演 

     「語り伝えること」

講師：岡部昇栄氏

○基調講演

「松村謙三と日本のあゆみ」

      講師：武田知己氏（

■武田知己氏のプロフィール

・専門分野

政治学、日本政治外交、日本史

・学歴

1994 年 3 月 上智大学文学部卒業

1998 年 9 月 東京都立大学大学院（現首都大学東京）

社会科学研究科博士後期課程中途退学

2000 年 2 月  東京都立大学

・職歴 

1998 年 10 月  東京都立大学法学部

2001 年  4 月 日本学術振興会特別研究員（政策研究大学院大学受入）

2004 年  4 月 大東文化大学法学部

2007 年  4 月 大東文化大学法学部

2012 年  4 月 大東文化大学法学部

・著書論文等

単著 『重光葵と戦後政治』（吉川弘文館、

共著 『歴代首相物語』（新書館、

共編 『重光葵 最高戦争指導会議記録・手記』（中央公論新社、

監修 『重光葵 外交意見書集』全三巻（現代史料出版、

共編 『日本政党史』（吉川弘文館、

フォーラム 松村謙三先生を伝えよう

松村謙三先生没後 44 年 記念事業－ 

改革に大きな足跡を残され、さらに日中国交回復以前の基盤づ

よく知られています。政党政治家としての無私の信念と清廉潔白

を集め、政治家を志す人の理想像として伝えられてき

年にあたる命日に、松村謙三先生の大いなる

します。 

 午後 2時 00 分～4時頃 

福光福祉会館 3階ホール 

南砺市日中友好協会 

岡部昇栄氏（松村顕彰会顧問、元砺波市長） 

「松村謙三と日本のあゆみ」

氏（大東文化大学法学部教授）

政治学、日本政治外交、日本史

上智大学文学部卒業

東京都立大学大学院（現首都大学東京）

社会科学研究科博士後期課程中途退学

博士（政治学） 

東京都立大学法学部政治学科 研究助手 

日本学術振興会特別研究員（政策研究大学院大学受入）

大東文化大学法学部政治学科講師 

大東文化大学法学部政治学科准教授 

大東文化大学法学部政治学科教授 

『重光葵と戦後政治』（吉川弘文館、2002 年）

『歴代首相物語』（新書館、2003 年）

最高戦争指導会議記録・手記』（中央公論新社、2004
外交意見書集』全三巻（現代史料出版、2007-2010 年）

『日本政党史』（吉川弘文館、2011 年）

武田知己氏

松村謙三先生を伝えよう

、さらに日中国交回復以前の基盤づ

無私の信念と清廉潔白

、政治家を志す人の理想像として伝えられてきました。戦

大いなる業績を再認識する

2004 年）

年）

武田知己氏
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南砺市教育委員会　会議・行事予定（８月上旬～１０月上旬）
期　　日 曜 時間 会議・行事 会場

8月5日 水 14:00 第４回定例教育委員会 井波庁舎301会議室

8月6日 木 9:00 松村先生ゆかりの木彫額寄付受領 市長室

8月7日 金 10:00 議会全員協議会 福光庁舎

8月7日 月 13:30 定例記者会見 福野庁舎

8月8日 土 7:15 第26回井波少年少女国内交流事業派遣団出発式 井波庁舎　正面玄関

8月8日 土 19:00 スターウォッチング 旧高瀬保育園

8月9日 日 8:30 南砺市中学生オーストラリア派遣出発結団式 井波中学校

8月12日 水 8:30 学校給食調理員夏季研修会 福野小学校　調理室　ランチルーム

8月18日 火 9:30
南砺市ゲートボール協会設立１０周年記念
南砺市中学生ゲートボール大会

すぱーく福野

8月18日 火 13:00 瑞泉寺奉納加越能三州大角力大会 瑞泉寺

8月18日 火 17:00 いなみ国際木彫刻キャンプ開会式ほか 井波文化センター

8月19日 水 19:00 南砺市ＰＴＡ連合会との意見交換会 城端小学校

8月20日 木 8:40 学校給食調理員夏季研修会　衛生管理研修 福野体育館

8月21日 金 19:00 ＳＵＫＩＹＡＫＩ　ＭＥＥＴＳ　THE　WORLD　～８／２３ 福野文化創造センター

8月22日 土 9:00 北信越国民体育大会ライフル射撃競技 富山県福光射撃場

8月23日 日 8:30 第27回たいらクロスカントリー大会 たいらクロスカントリー広場

8月23日 日 13:30 北信越国民体育大会なぎなた競技 福野体育館

8月25日 火 14:00 城端曳山保存修理委員会 城端行政センター

8月26日 水 10:00 富山県教育行政に対する要望事項策定委員会 富山市役所

8月28日 金 9:00 夏休み子ども議会発表会 福光庁舎

8月30日 日 17:00 いなみ国際木彫刻キャンプ閉会式ほか 井波文化センター

8月31日 月 14:00 小中合同校長研修会 井波庁舎

9月5日 土 9:30 新常設展示室オープンセレモニー 福光美術館

9月12日 土 15:00 第１１回南砺市小・中学生科学展覧会表彰式

9月18日 金 8:30 福野小・中学校　県知事視察 福野小・中学校

9月19日 土 9:30 「美を綴るArt　Quilt展２０１５」開会式 福光美術館

9月21日 月 9:00 第53回越中一宮高瀬神社奉納剣道大会 高瀬神社境内

9月25日 金 14:00 城端曳山保存修理委員会 城端行政センター

9月27日 日 9:00 第２３回東海・北陸ブロックインディアカ富山南砺大会閉会式福野体育館

9月27日 日 14:30 武蔵野市第２小セカンドスクール　～10/24 利賀小学校

10月1日 木 10:00 学校訪問研修（上平小学校） 上平小学校

10月7日 水 9:00 学校訪問研修（利賀小学校） 利賀小学校

10月8日 木 9:00 学校訪問研修（福野中学校） 福野中学校


