平成28年度 事業報告
Ⅰ 会議
１ 理事会
（開催等の日）

（議 事）

第１回 平成28年４月21日（木）提案 ・評議員及び役員の選任に係る評議員会の招集
について
第２回 平成28年６月９日（木）開催 ・平成27年度事業報告及び決算について
・定時評議員会の招集について
第３回 平成28年６月28日（火）提案 ・代表理事及び業務執行理事の選定について
第４回 平成29年２月24日（金）開催 ・第34回「とやま賞」受賞者の決定について
・平成29年度事業計画及び収支予算並びに年次
運用方針について
２ 評議員会
（開催等の日）

（議 事）

第１回 平成28年５月16日（月）提案 ・評議員及び役員の選任について
第２回 平成28年６月28日（火）開催 ・平成27年度決算について
・評議員及び理事の選任について
Ⅱ 事業
１．創造性豊かな人づくり・教育振興事業（公益目的事業１）
１－１ 人材育成研究事業
人づくりに関する研究調査及び普及啓発に関する事業を実施した。
(1) 「とやまファン倶楽部」事業
富山県をこよなく愛し、全国から富山県を応援している方々のヒューマンネットワ
ークづくりを推進した。
・会員数 1,041名（平成29年３月31日現在）
ア 世話人会及び会員交流会の開催（於：都市センターホテル（東京都）
）
平成28年７月13日（水）、会員150名参加
イ 会報等の発行
(ｱ) 会報30号（平成28年12月） 1,200部発行
(ｲ) 会員名簿（平成28年７月） 1,100部発行
(2) 「幼児教育支援セミナー」開催事業
幼稚園、保育所において、保育者としての接遇やコミュニケーション能力を向上
させるために、幼稚園教諭や保育士を対象とした「接遇・コミュニケーション研修」
を２回開催した。
（於 富山県教育記念館）
開催日

参加者

テーマ

９月７日（水）

20名

「今こそコミュニケーションセンスを磨くとき！－知ら
ないと損するかかわり力のコツ～基本編～－」

11月９日（水）

23名

「今こそコミュニケーションセンスを磨くとき！－魅力
アップ！「たかが」のかかわりが信頼を積み上げる－」

講師：秋田 幸子 氏 （株式会社よしともコミュニケーションズ 講師）

(3) 「退職教員等活用推進」事業
人材を必要とする学校側と、学校現場での経験や特技を活かしたい方を結ぶサイト
（T-EACHネット）を立ち上げ、退職教員の人材確保と優れた指導実践の継承を図るこ
とを目途としている。
今年度は、事業の周知を図るため、滑川市の小・中学校全９校を訪問し、説明を行
った。退職者が集まる会合や団体に、事業の周知を図り、登録者の増加に協力を依頼
した。状況把握のため、県内公立の全小・中・高・特別支援校（327校）及び平成28
年度末定年退職予定教員(244名)にアンケートを配布し、集計結果をまとめた。
・T-EACHネット登録者数 58名（平成29年３月31日現在）

１－２ 創造性豊かな子ども育成事業
元気で創造性豊かな子どもの育成に関する事業を実施した。
(1) 「夢の卵」育成事業
夢に向かってチャレンジしたい意欲のある子どもたちを後押しするため、子どもた
ちが描いている「夢の卵（将来の夢）」を公募し優秀者を各分野の第一人者のもとへ
派遣した。また昨年度から、より多くの子どもたちの夢を応援するため、次点となっ
た作品を佳作として表彰している。
ア 選考委員会・表彰式の開催（於 富山県教育記念館）
選考委員会 平成28年６月27日（月）
表 彰 式 平成28年７月27日（水）
イ 短期入門の実施
小学生の部 ２名（応募数 1,999作品）
(ｱ) 田中 愛子 さん （高岡市立伏木小学校６年）
夢 の 卵 みんなを笑顔にする魔法が使えるパティシエ
入門期間 平成28年８月６日（土）
入 門 先 学校法人国際ビジネス学院金沢 スーパースイーツ製菓専門学校
学校長 辻口 博啓 氏
(ｲ) 鈴木 小次郎 さん（富山市立八尾小学校５年）
夢 の 卵 梶田隆章さんのような物理学者
入門期間 平成28年８月24日（水）、26日（金）
入 門 先 東京大学宇宙線研究所重力波観測研究施設
富山大学大学院理工学研究部（物理学）教授 松島 房和 氏
教授 栗本 猛 氏
中学生の部 ２名（応募数 1,503作品）
(ｱ) 西 帆波 さん（小矢部市立石動中学校２年）
夢 の 卵 救急医療の最前線で活躍するフライトドクター
入門期間 平成28年８月18日（木）、20日（土）
入 門 先 富山県立中央病院 小児外科 岡田 安弘 部長
富山県立中央病院 救命救急センター 小倉 憲一 センター長

(ｲ) 林 天馬 さん （南砺市立井口中学校２年）
夢 の 卵 人のために役立つ災害救助ロボットを設計するロボットエンジニ
ア
入門期間 平成28年７月31日（日）、８月１日（月）
入 門 先 千葉工業大学新習志野キャンパス未来ロボット技術研究センター
（fuRo）研究員 西村 健志 氏
千葉工業大学東京スカイツリータウン（R）キャンパス
金子 和弘 館長
(2) 「きらめき未来塾」事業
子どもたちの発想力や創造力、ユーモアのセンスなど多様な可能性を引き出すため、
各分野の第一人者を講師に招いて３つの道場を開催した。
【道場の実施】
(ｱ) 右脳活用道場 26名参加
漫画作りを通して、自分のアイディアを絵と言葉で表現することをねらいとす
る道場を開催した。（於 富山県教育記念館）
開催日

内

容

第１回

７月25日（月） ４コマ漫画の描き方、個別講座

第２回

８月１日（月） 下描き（ネーム）から漫画原稿制作へ

第３回

８月８日（月） 漫画原稿の仕上げ

講師：森 みちこ 氏（漫画家）
(ｲ) 思考道場
31名参加
ゲーム感覚で数学的考え方を発展させ、
「自分で考える力」、｢柔らかな思考力｣
を養うことをねらいとする道場を開催した。
開催日

内

容

第１回

７月26日(火)

数学ワークショップ「すごろくドボン」
、
「数理ゲーム」

第２回

８月９日(火)

〃 「パズルくるりんぱ」
「一筆書き」

第３回

８月17日(水)

〃 「仲間集めゲーム」
「タングラム」

講師：滝脇 裕哉 氏（立山町立中央小学校
教諭）
馬場
剛 氏（富山市立堀川小学校
教諭）
金森
豊 氏（高岡市定塚小学校
教諭）
松原 千佳 氏（滑川市立北加積小学校 教諭）
大甲 恵美 氏（小矢部市立石動小学校 教諭）
(ｳ) お笑い道場
20名参加
落語を学ぶことにより話術やユーモアのセンスを身につけ、ウィットに富む自
己表現力を高めることをねらいとする道場を開催した。
開催日

内

容

第１回

７月29日(金)

小物を使って勉強しよう

第２回

８月３日(水)

自分を表現しよう

第３回

８月10日(水)

大きな声で会話しよう

第４回

８月21日(日)

お笑い大会（発表会）

場

所

富山県教育記念館

高志会館 麗花の間

講師：安野家 仁楽斎 氏（社会人落語家、フリーアナウンサー）

(3) 「理数アカデミー」開催事業
理科や算数などで思考力の高い才能ある子どもたちの能力をさらに伸ばすため、学
年の垣根を越えた思考力を高める少人数の「算数コース」を開催した。
・参加者 17名（於 富山県教育記念館）
開 催 日 平成28年10月８日（土）
、11月５日（土）
、12月10日（土）
平成29年１月７日（土）
、２月４日（土）
講

師 川西 嘉之 氏、青柳 初雄 氏、相川 直也 氏、國松 弘志 氏、小林 悠樹 氏

課

題 「にせコインをみつけよう」
、
「消える図形」
、
「ハノイの塔」
、
「パズル的にプ
ログラミング」
、
「三山くずし」

(4) 「高校生科学セミナー」開催事業
科学に興味のある高校１･２年生を対象に、最先端の科学に触れ、科学者等とひざ
を交えて語り合う交流の場を持ち、将来の自分の進路などについて考えてもらう「と
ことん科学セミナー」を開催した。
〔参加者〕23名
〔開催日〕平成29年3月18日（土）
〔会 場〕富山大学理学部
〔講 師〕栗本 猛 氏（富山大学大学院理工学研究部（物理学）教授）
小林 かおり 氏（富山大学大学院理工学研究部（理学）准教授）
〔内 容〕テーマ「宇宙を波で見る」
電波天文学のデータを使った分子の同定や、国立天文台チリ観測所との
ビデオ通話による質疑応答
(5) 「アイディア ロボット フェスタ」開催事業
子どもたちが、ロボットづくりや操作の楽しさを体験することで、ものづくりの大
切さや科学のおもしろさを学ぶ「ロボット フェスタ」を開催した。
ア 中学生・高校生・高専生によるロボット展の開催
〔期間〕平成28年12月10日（土）～平成29年１月15日（日）
〔会場〕富山県教育記念館１階
イ チャレンジデーの開催
〔期間〕平成29年１月14日（土）
、15日（日）
〔会場〕高志会館カルチャーホール、富山県教育記念館
(ｱ) ロボットのデモンストレーション実施校
魚津工業高等学校、不二越工業高等学校、富山工業高等学校、高岡工芸高等学
校、砺波工業高等学校、富山高等専門学校 本郷・射水キャンパス
(ｲ) 講演会「産業用ロボットの現状と今後の技術動向」
講師：丸山 章 氏
株式会社不二越 ロボット開発部先端技術開発部 部長

(ｳ) ロボットづくり教室１「光センサー おちないロボ」
〔指 導〕富山工業高等学校教諭及び高校生
〔参加者〕小学校５、６年生及び中学生 26名参加

(ｴ) ロボットづくり教室２「かんたん制御カーを作ろう！」
〔指 導〕中学校産業教育振興会所属教諭
〔参加者〕小学校５、６年生及び中学生 14名参加
１－３ 元気な地域づくり事業
地域づくり活動を行う個人又は団体の育成及び支援を行った。
(1) 「学ぼう！ふるさと未来」支援事業
小学生の｢ふるさとに学び、ふるさととともに生きる｣地域活動を支援した。
ア 選考委員会・実践報告会の開催（於 富山県教育記念館）
選考委員会 平成28年６月13日（月）
実践報告会 平成29年２月９日（木）
イ 実践校及び実践テーマ
実践校

実践テーマ

氷 見 市 立
学ぼうふるさとから、かがやこう十二町っ子
十二町小学校
たかの子としての誇りをもち、身近な人々や社会、自然に目を向け、自ら
砺 波 市 立
課題を見付け、自分らしく追求し、よりよく問題を解決しようとする子供
鷹栖小学校
の育成－地域との連携の中で－
高 岡 市 立 ふるさと万葉の未来を担う子供の育成
万葉小学校 －ＷＥ ＬＯＶＥ ＭＡＮＹＯＵ－
富 山 市 立
地域の人との関わりを通してそのよさを知り、五福を愛する子供を育てる
五福小学校
富 山 市 立 地域の人や自然、文化に積極的に関わり、地域のよさと伝統を大切にしよ
小見小学校 うとする子供を育てる
(2) 「富山県をよくする会」支援事業
地域やＰＴＡ等と一緒にボランティア活動やあいさつ運動等に熱心に取り組んで
いる県内中学校の生徒会やグループを顕彰した。
ア 表彰式
平成29年１月27日（金） 於 高志会館
イ 表彰団体 19団体
郡市名

表彰団体

郡市名

下新川郡

朝日中学校生徒会ﾎﾞﾗ 射水市
ﾝﾃｨｱｸﾞﾙｰﾌﾟ

黒部市

桜井中学校生徒会

魚津市

東部中学校生徒会

滑川市

早月中学校生徒会

中新川郡
富山市

表彰団体
大門中学校生徒会
新湊南部中学校生徒会

高岡市

五位中学校生徒会
戸出中学校生徒会

舟橋中学校生徒会

氷見市

南部中学校保健委員会

藤ノ木中学校生徒会
上滝中学校生徒会
速星中学校生徒会
山田中学校生徒会

小矢部市

石動中学校生徒会

砺波市

出町中学校生徒会

南砺市

城端中学校生徒会
平中学校生徒会

県

ふるさと支援学校児童生徒会

(3) 機関誌発行事業
財団の事業や記念館での展示開催等の活動内容を機関誌にし、ＰＲに努めた。
ア ｢創造｣の発行 第57号（平成29年３月） 1,200部
イ ｢館報｣の発行 第87号（平成28年11月） 1,400部
第88号（平成29年３月） 1,400部
１－４ 優れた人材育成支援事業
学術研究、科学技術、文化・芸術及びスポーツの分野において優れた業績をあげた個
人又は団体を支援した。
ア 第33回「とやま賞」贈呈式、記念講演会の開催
平成28年５月30日（月） 於：富山国際会議場
〇受賞者
学術研究部門
免疫学
米谷 耕平
薬理学
宝田 剛志
植物生化学
野村 泰冶
認知科学・教育心理学 清河 幸子
スポーツ部門
競歩
谷井 孝行
〇受賞記念講演会
〔出 演〕第33回とやま賞受賞者
〔参加者〕約300名
イ 第34回「とやま賞」選考委員会の開催（於 富山県教育記念館）
第１回 平成29年１月19日（木）
、第２回 平成29年２月８日（水）
１－５ 教育記念館事業
教育の歴史文化に関する文献の収集、保管並びに展示、教育記念館の管理運営を行っ
た。
(1) 教育記念館展示事業
ア 特別展開催事業（富山県教育記念館１階展示場）
(ｱ)内容 「郷土の先賢 群像展 専門部会『郷土先賢部会』28年の軌跡」
昭和62年度から顕彰してきた138人の先賢について展示
期間 平成28年３月30日（水）～５月29日（日）
(ｲ)内容 「梶田隆章氏 ノーベル賞受賞記念展」
ノーベル賞受賞に至る梶田氏の紹介、功績等のパネル展を開催
期間 平成28年７月15日（金）～８月28日（日）
イ 恒例展開催事業（富山県教育記念館１階展示場）
内容

期間

第７回児童・生徒によるものづくり展

６月10日(金)～７月10日(日)

第14回さんすう・ワールド展

７月15日(金)～８月28日(日)

第13回子どもの目・自然不思議発見写真展

９月２日(金)～10月２日(日)

第32回富山県教職員厚生会退職厚生部富山支部会員作品展

10月14日(金)～10月23日(日)

第34回特別支援学校・みんながんばってます作品展

10月28日(金)～11月13日(日)

第47回富山県造形教育作品展

11月19日(土)～12月４日(日)

第12回アイディア・ロボット・フェスタ（ロボット展） 12月10日(土)～１月15日(日)
第27回富山県中学校美術展

１月27日(金)～２月12日(日)

第10回富山県版造形教育作品展・秀作回顧展

２月24日(金)～３月26日(日)

ウ ミニ企画展示（富山県教育記念館１階教育研究展示コーナー）
・児童生徒の各種コンクールのポスター展
エ 常設展示
(ｱ)教育記念室（富山県教育記念館２階）
江戸時代以降の富山県教育のあゆみを時代別に展示。今年度は、展示内容を年
表に沿って分かりやすく解説したパンフレットを作成したほか、とやま教育史
にみる主なできごとを閲覧できる特設サイトを開設した。
(ｲ)郷土先賢室（富山県教育記念館３階）
実業や政治、教育、文化芸術など、郷土の発展につくし顕著な業績を挙げられ
た６名の先賢者の功績等を展示。今年度は、新たに先賢者134名を紹介する顕彰
カードを作成・配架したほか、先賢者をジャンル別や地域別で検索できる特設
サイトを開設した。
(2) とやまの教育資料収集・調査事業
富山の教育の歴史や文化に関する文献や資料の収集･調査及び研究を行った。
ア 郷土先賢専門部会（専門員９名）
(ｱ) 郷土が生んだ先賢者に関する調査研究
第１回 平成28年６月10日（金）
、第２回 平成28年８月24日（水）、
第３回 平成28年11月29日（火）
(ｲ) 郷土先賢室において新たに業績等を展示した先賢者
稲塚 権次郎 氏 「Norin10」で世界を食料危機から救った農学者
中川 幸子 氏

自由民権運動に女性の地位向上を懸けた先駆的活動家

青井 忠治 氏

社会から得た利益を社会へ還元「クレジット」の生みの親

イ 教育資料専門部会 （専門員・アドバイザー13名）
・富山県の幼稚園教育に関する調査・研究
第１回 平成28年６月26日（日）、第２回 平成28年８月28日（日）、
第３回 平成28年12月25日（日）
２．高等教育振興事業（公益目的事業２）‐‐‐助成合計 44件 19,918千円
（うち県補助21件14,012千円、運用益23件5,906千円）

県内の高等教育機関が実施する教育研究活動及び地域連携活動等に対する支援について
次のとおり助成した。

(1) 学会開催や若手研究者への助成による教育・研究の質の向上に関する事業への支援
○学会等助成事業
１号 学会等の開催に対する助成事業
11件、7,792千円（県補助）
２号 シンポジウム等の開催に対する助成事業
3件、 300千円（運用益）
○研究助成（若手研究者育成枠）
５号 研究助成事業（若手研究者育成枠）
4件、 884千円（運用益）
(2) 高等教育機関が実施する、地域に開かれ、貢献し、信頼される取組みへの支援
○公開講座の開催に対する助成事業
３号 公開講座等の開催に対する助成事業
6件、1,220千円（運用益）
○著名研究者等による学術講演会の開催に対する助成
４号 著名研究者等による学術講演会の開催に対
する助成事業
7件、2,914千円（運用益）
○研究助成（地域課題解決枠）
５号 研究助成事業（地域課題解決枠）
4件、1,882千円（県補助）
(3) 高等教育機関が連携して実施する取組みへの支援
大学コンソーシアム富山が県内高等教育機関全体の振興のために行う事業への助成
○大学連携支援事業
６号 大学連携支援事業
3件、 588千円（運用益）
(4) 私立大学の活力ある発展を促す事業への支援
４年制私立大学が優秀な学生を確保するために行うオープンキャンパス及び就職支援
並びに大学内を活性化するリカレント教育等に対する助成
○学生確保推進支援事業
７号 私立大学振興事業（学生確保推進支援事業） 4件、3,338千円（県補助）
○大学活性化支援事業（リカレント教育）
７号 私立大学振興事業（大学活性化支援事業）
2件、1,000千円（県補助）
３．教育記念館管理運営事業（収益事業）
学校教育関係団体が集う富山県教育記念館の管理運営を行った。
・管理運営の状況

（平成29年３月31日現在）

入居団体数
会議室利用日数

21団体
21号

58日

51号

106日

55号

101日

大会議室

78日

会議室利用者数

延べ10,582人

入館者数

延べ12,597人

４．その他
(1) 賛助会員
個人21会員（22口）、法人14会員（18口） （平成29年３月31日現在）

