平成 30 年度第 6 回千曲市教育委員会定例会会議録
１．日 時
平成 30 年(2018)9 月 26 日(水)午前 8 時 57 分から午前 10 時 56 分
２．場 所
千曲市役所戸倉庁舎 会議室 2
３．会議日程
1.開会
2.教育長あいさつ
3.提出議案
4.報告事項
5.その他
6.閉会
４．議 題
○議 案
議案第 21 号 千曲市文化財調査員の委嘱について
議案第 22 号 千曲市歴史文化基本構想策定委員の委嘱について
議案第 23 号 平成 30 年度千曲市立戸倉上山田中学校改築事業外構電気設備工事請負契約の
締結について
○報 告
専決第 6 号 平成 30 年度千曲市立戸倉上山田中学校改築事業外構第Ⅱ期工事請負契約の締結
について
報告第 28 号 平成 30 年 9 月千曲市議会定例会報告について
報告第 29 号 教育長､部･課長報告について
報告第 30 号 行事の共催･後援について
報告第 31 号 10 月の各課の行事予定について
５．その他
その他
（１）次回定例会の開催について
（２）その他
６．出席者
○委 員
赤地憲一教育長
坂本孝夫委員

武井音兵衛委員

林由美子職務代理者
宮入文雄委員

○教育委員会担当部局
上條教育部長､米澤教育指導幹､青木教育指導幹､滝沢教育総務課長､北村生涯学習課長､
永田ｽﾎﾟｰﾂ振興課長､中村第 1 学校給食ｾﾝﾀｰ所長､青木第 2 学校給食ｾﾝﾀｰ所長､
小野歴史文化財ｾﾝﾀｰ文化財係長､滝沢総務係長､西澤総務係主査
(教育部長)
教育部長)
おはようございます｡ついこの間まで暑い陽気でしたが､段々陽も短くなり朝晩は涼しい陽気とな
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ってきました｡一昨日は中秋の名月という事で､秋を感じられる今日この頃です｡また､夏は雨が降ら
ず水不足の心配をしましたが､このところ雨が続き稲刈りができないで困っている状況です｡
さて､戸倉上山田中学校も 8 月中に工事が完了し､校舎や体育館も授業ができる状況になりました
ので､9 月 8 日から 9 日に引越しを行い､10 日から新校舎での授業をｽﾀｰﾄしています｡快適な環境の中
で､子ども達も喜んでいると感じています｡既にご案内を申し上げていますが､この 29 日(土)に竣工
式を予定していますので､ご出席をお願いいたします｡
また､先週は議会が閉会となりましたが､この議会につきましては､12 名の議員さんから質問があり､
その内 6 名の議員さんから教育関連の質問をいただきました｡この議会に､八幡地区の区長会から場
外車券売り場の早期実現に向けた請願が提出され､今議会の中で採択されました｡長野県で最初の施
設という事で､これまでにない報道機関が本会議の傍聴席を埋めていました｡経済産業省への申請の
中では､地元の自治体や議会の同意を求めていないという事ですので､これからの動向を見守ってい
くしかないと感じています｡
本日は､9 月議会の報告をはじめ､戸倉上山田中学校の外構工事の概要等についての説明もあります
ので､慎重審議をよろしくお願いします｡
それでは､教育長さんにごあいさつをいただき､議事の進行もお願いいたします｡
(教育長
教育長)
皆さん､おはようございます｡ただ今､教育部長さんのお話のとおり､今年の猛暑も彼岸を明けます
と和らいできました｡昨日は､中秋の名月とともに全国俳句大会入選の表彰式がありまして､更級小学
校 3 年生の O くんが第 1 席に選ばれました｡その句は､｢どんぐりが 樹から落ちてく 時の朝｣という句
でありました｡こうした秋の季語が似合う季節となりました｡
本日の定例会に先立ちまして､ご報告を 2 件申し上げて､ごあいさつとさせていただきます｡一つ目
は､千曲市の文化財行政が抱える大きな課題として､ﾏｽﾀｰﾌﾟﾗﾝが無かった事でしたが､去る8 月31 日に
第 1 回目の委員会を立ち上げる事ができました｡千曲市歴史文化財基本構想策定委員会です｡この委
員については､去る 4 月の定例教育委員会でお認めいただいたところです｡これによりまして､千曲市
の文化財を総合的に把握して､文化財の保護と活用を計画的に推進できればと思います｡委員長には
井原今朝男先生(国立歴史民族博物館名誉教授)にご就任いただきました｡もう一つは､部長さんから
お話のあった､戸倉上山田中学校改築事業が完成し､無事に引越しができたという事です｡ご視察をい
ただきご承知のとおり､立派な校舎であります｡校舎棟の工事に着手以来1 年9 ヶ月､そして､改築委員
会が発足以来 6 年 4 ヶ月の歳月を要して､42 億円という費用が投じられ､無事に安全に竣工ができま
した｡この間､生徒の皆さんには､ｸﾗﾌﾞ活動面等多くの不自由があったと思いますが､事故等も無く､こ
の週末には落成式典が開催されます｡関係の皆さまに感謝するとともに､皆さまともに喜びを共有し
たいと存じます｡以上､2 点のご報告を申し上げて､6 回目の定例会の開会のあいさつとさせていただ
きます｡
なお､中村委員さん急用ができまして､欠席との事です｡どうぞ､よろしくお願いいたします｡
(教育総務課総務係長)
教育総務課総務係長)
－追加議案並びに資料差替えについて､説明－
(教育長)
教育長)
それでは､提出議案からお願いします｡
議案第
議案第 21 号 千曲市文化財調査員
千曲市文化財調査員の
文化財調査員の委嘱に
委嘱について
(歴史文化財ｾﾝﾀｰ文化財係長から説明)
(教育長)
教育長)
前任者の退任に伴うものという事です｡委員は全部で何名でしたか｡
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(歴史文化財ｾﾝﾀｰ
歴史文化財ｾﾝﾀｰ文化財係長
ｾﾝﾀｰ文化財係長)
文化財係長)
現在､各地区に 20 名の調査員がおります｡
(教育長)
教育長)
ご質問等いかがでしょうか｡
お認めいただけますか｡ありがとうございました｡
(原案どおり承認)
議案第
議案第 22 号 千曲市歴史文化基本構想策定委員の
千曲市歴史文化基本構想策定委員の委嘱に
委嘱について
(歴史文化財ｾﾝﾀｰ文化財係長から説明)
(教育長)
教育長)
既に､4 月の定例会で承認されていますが､文化庁の指導により追加という事です｡全部で委員は何
名ですか｡
(歴史文化財ｾﾝﾀｰ
歴史文化財ｾﾝﾀｰ文化財係長
ｾﾝﾀｰ文化財係長)
文化財係長)
専門委員が 4 名､地元委員が 4 名､観光関係が 1 名で総勢 9 名です｡
(教育長)
教育長)
ご質問等いかがでしょうか｡
お認めいただけますか｡ありがとうございました｡
(原案のとおり承認)
議案第
平成30
30 年度千曲市立戸倉上山田中学校改築事業外構電気設備工事請負契約の
議案第 23 号 平成
年度千曲市立戸倉上山田中学校改築事業外構電気設備工事請負契約の締結に
締結に
ついて
(教育総務課長から説明)
(教育長)
教育長)
外構電気設備工事という事で､街灯､部室や駐輪場の電気関係です｡
ご質問等いかがでしょうか｡
お認めいただけますか｡ありがとうございました｡
(原案のとおり承認)
それでは､報告事項に移ります｡
専決第 6 号 平成 30 年度千曲市立戸倉上山田中学校改築事業外構Ⅱ
年度千曲市立戸倉上山田中学校改築事業外構Ⅱ期工事請負契約の
期工事請負契約の締結に
締結につい
て
(教育総務課長から説明)
(教育長)
教育長)
外構工事の中心的なものです｡ﾃﾆｽｺｰﾄや渡り廊下等です｡そうしますと､植栽が全部終わるのが 12
月末から新年にかかりますか｡
(教育総務課長)
教育総務課長)
全て終わるのが 3 月末という事で､外構がある程度できないと植栽ができませんので､12 月に入札
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して植栽を行う予定です｡
(教育長)
教育長)
ご質問等いかがですか｡
お認めいただけますか｡ありがとうございました｡
(原案のとおり承認)
報告第
報告第 28 号 平成 30 年 9 月千曲市議会
千曲市議会定例会
議会定例会報告
定例会報告について
報告について(
について(本会議)
本会議)
(教育総務課長､ｽﾎﾟｰﾂ振興課長､歴史文化財ｾﾝﾀｰ文化財係長､第 2 学校給食ｾﾝﾀｰ所長から説
明)
(教育長)
教育長)
本会議の報告について､ご質問いかがでしょうか｡
○ 2 点お願いします｡立体駐車場の利用について､利用し始めてからの声はどんな状況なのか｡もう
1 点が､松枯れ対策について､空中防除はﾀﾞﾒ､伐倒駆除のみでの対応で､今後どの様に対応していく
のか｡お聞きします｡
(ｽﾎﾟｰﾂ振興課長
ｽﾎﾟｰﾂ振興課長)
振興課長)
立体駐車場の利用状況はこの後に報告しますが､ｱｰﾘｰｶｯﾌﾟでも利用しましたが､特に近隣からの苦
情等も届いておりません｡現在､立体駐車場の管理については指定管理者であるｽﾎﾟｰﾂ協会が行ってお
り､新庁舎完成後は総務課での管理となります｡立体駐車場は､庁舎､体育館､文化会館利用者の駐車場
となります｡
○ 駐車場の出入り口は､千曲線だけではなく増えるのでしょうか｡
(ｽﾎﾟｰﾂ振興課長
ｽﾎﾟｰﾂ振興課長)
振興課長)
現在､現場事務所のある部分に庁舎完成後は､出口のみですが設けます｡駐車場内に出口の案内を設
け対応する予定です｡
○ 信号のある交差点附近で､大きなｲﾍﾞﾝﾄ等の場合には混雑が予想されますので､安全に気を付けて
いただければと思います｡
(歴史文化財ｾﾝﾀｰ
歴史文化財ｾﾝﾀｰ文化財係長
ｾﾝﾀｰ文化財係長)
文化財係長)
松枯れ対策について､現在は伐倒駆除が主流となっていますが､有明山将軍塚だけでなく周辺部も
含む全市で松枯れ被害がありますが､有効な対策がない状況ですので､所管である農林課と協議しな
がら対応したいと考えます｡
(教育長)
教育長)
有効な対策を求めて農林課と連携していきたいという事ですが､委員さんいかがでしょうか｡
○ 1 本 1 本駆除するというのは､本当に手間の掛かる話ですし､有効な手立てができる様にと思いま
す｡
(教育長)
教育長)
委員さんご懸念のとおりと思います｡この近隣で空中防除を実施している自治体はありますか｡
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(教育総務課総務係長)
教育総務課総務係長)
坂城町では住宅が無い場所で実施した様です｡
(教育長)
教育長)
なるほど｡非常に課題ですね｡他はいかがでしょうか｡
(職務代理者)
職務代理者)
松枯れの空中防除について､人への被害があるとの事ですが､高速道路を走ると松枯れのひどい状
況を見ます｡教育委員会の範ちゅうでは､子どもたちが行く様な場所の安全対策をしていただきたい
と思います｡
(教育長)
教育長)
当面､有効な対策がない状況です｡他にはいかがでしょうか｡
(職務代理者)
職務代理者)
議員さんの質問の中にも､猛暑対策が取上げられていましたが､校長先生をはじめ先生方に子ども
達の活動の配慮をいただき､大きな事故等が無く夏を乗り切る事ができました｡ｴｱｺﾝ設置につきまし
て､高温になる教室から順次設置するという事で､今年度は一部教室にｴｱｺﾝが設置されましたが､より
良い学習環境の整備のため､議員さんのお力を借りながら予算確保を進めていただきたいと思いま
す｡
(教育長)
教育長)
ご指摘のとおりと思います｡これについてお願いします｡
(教育総務課長)
教育総務課長)
ご指摘のとおりです｡各学校においては､35℃以上になったらﾌﾟｰﾙ開放を中止いただくとか､ｽﾎﾟｰﾂ
ﾄﾞﾘﾝｸを学校に持って来る事を認めるとか､部活動は朝夕の涼しい時間帯での実施など､それぞれで対
応いただきました｡
また､ｴｱｺﾝの関係では､数が多い事もありますが国の補正予算がこれからですが､2432 億を文科省で
要求したと後程でてきます｡期待をしながら､来年度の夏までに設置できる様に､設計等検討している
ところです｡
(教育長)
教育長)
来年夏までに､よろしくお願いします｡他はいかがでしょうか｡
○ 道徳に関する質問の件で､道徳の教科化は､歓迎すべき事と思います｡ただ､大津市の深刻ないじ
め事件の問題があって､法律を改正して道徳を教科化しようという動きがあった時に､新聞社によ
る意識調査がありました｡それに対して､国民の 7 割以上が賛成でありました｡しかし､某大学が教
職員を対象に意識調査を行い､その 7 割以上が消極的という結果であった､という結果を雑誌で読
みました｡この事から考えると､道徳は教職員と一般市民の意識あるいは期待の上で､大きな隔たり
や懐疑があると感じます｡そう言った面からの質問ですが､先ず一点目は､教職員が道徳教育をする
という事に対して､及び腰になっているのではないでしょうか｡二点目については､道徳教育を点数
ではなく記述的な方法によって評価するという事で､教育長さんの答弁中に｢未来に向けて励ます
個人内評価｣とあります｡果たしてこういう事が､教職員に評価していただける様に教育委員会とし
て助言しているのか､お答え願います｡
(教育指導幹)
教育指導幹)
教職員が及び腰である事の一つに､物事を自分のものとして捉える様に子ども達を導く事が､難し
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いと感じます｡教科資料が本当に自分の事として考えられる資料なのか､様々な子ども達がいる中で､
大変難しいと思います｡子ども達の道徳的な価値観の発達が､一つの教室の中で総括して､指導する事
の難しさを感じていると思います｡
個人内評価ですが､道徳の授業を受けた時の子ども達の感想や日頃の行動から､教職員がしっかり
と記録する事が､個人内評価をする上で大事だと思います｡
道徳の教科化という事で､教職員にとっても道徳の授業をより一層大事にしていただき､子ども達
の心を耕してもらえればと思います｡
○ 私の個人的な考えですが､複数の選択肢がある中で､どういうものを選択するべきなのか､それに
ついて揺れる､あるいは振られるという経験は､子どもの内に沢山経験すべきと思います｡そうする
と道徳は､格好の教材になると思いますので､そういう点からも教職員の理解をいただければと思
います｡
(教育長)
教育長)
私の答弁は要約されていまして､ご理解に不充分と思います｡補足をさせていただくと､｢指示に従
うのが良いか､自主性で行うのが良いか｣とは､小学校6 年生の教材に｢星野くんの2 塁打｣があります｡
中学生の野球の試合､0 対 0 で 7 回にﾉｰｱｳﾄ 2 塁というﾁｬﾝｽ､監督の指示はﾊﾞﾝﾄ､ﾊﾞｯﾀｰは打ちたくて指
示を聞かずにﾋｯﾄを打ちます｡結果､1 点を取って試合に勝つ訳ですが､これが正に委員さんご指摘の
｢従うべきか､自主性で良いか｣心の揺れるところで､そういう経験を沢山する､教育指導幹の｢心を耕
す｣という様なことが､この道徳教科書には詰まっています｡そういう点で､新しい道徳の教材につい
ては､評価できると思いますので､現場の教職員にどの様に導いていただけるのか期待したいと思い
ます｡
他にいかがでしょうか｡
(職務代理者)
職務代理者)
道徳の教科化について､議員さんの質問の心配を越えて､現場では取り組もうとしていますが､文部
科学省浅見教科調査官のお話をお聞きすると､教職員が子ども達に指導する段階では､とても難しく
思いました｡子どもに投げかけて､色んな考えを持って議論する｡教職員も上段に構えずに､寄り添い
ながら自分も学ぶ意識で､臨んでいただければと思います｡また､教科書採択の折に､子ども達に指導
し易い教科書を採択したとの事でしたので､道徳教育の推進に生かしていただければと思います｡
(教育長)
教育長)
道徳の教科化についてまとめて頂きました｡私の感想としても､先生方に大上段に構えずに教材を
中心に子ども達に議論させる事が､即自分の事として考えられる様になると思います｡
他はいかがでしょうか｡
○ 場外車券売り場の件について､経産省への申請には議会の同意は必要ないという事でしたが､議
会では採択されたという事ですが､その経緯についてお聞きしたい｡
(教育部長)
教育部長)
今回の場外車券売り場の件につきましては､地元の中区以外の八幡地区の 7 区が賛成という意見と
いう事です｡地元が賛成しているという事で､設置業者は設置できるという解釈をしており､経産省に
許可申請を上げる様です｡ただ問題なのが､施行業者や実際の主催者が決まっていない様で､実際に事
業が進んでこない状況で､同意した地元とすれば､早く設置して欲しいという事で､議会に対し早期実
現の請願が出されたという事です｡議会は採択した訳ですが､それで直ぐ早期実現になるという事で
はなく､その請願を受けて経産省に許可申請が提出受けた場合､早急に許可願う旨の要望書を議会と
して提出する流れです｡経産省としては参考資料とするだけで､それを受けて即許可という事ではあ
りません｡あくまでも許可に必要な書類は､設置場所から半径 1km 以内の区が同意していれば､OK とい
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う考え方です｡後は､地元の警察署との協議が必要で､警察署で OK が出れば書類が揃うと考えます｡問
題は､場外車券を運営する業者が決まらなければ､施行業者との連名で警察署との協議ができないば
かりか､経産省への申請もできない状況です｡
(教育長)
教育長)
他はいかがでしょうか｡
よろしければ､｢委員会の報告｣に移ります｡
報告第
報告第 28 号 平成 30 年 9 月千曲市議会定例会報告について
月千曲市議会定例会報告について(
について(委員会)
委員会)
(教育総務課長､ｽﾎﾟｰﾂ振興課長､歴史文化財ｾﾝﾀｰ文化財係長､第2 学校給食ｾﾝﾀｰ所長､第1 学校
給食ｾﾝﾀｰ所長から説明)
(教育長)
教育長)
委員会の報告について､ご質問いかがでしょうか｡
○ 働き方改革に関係して､地域や学校によって対応がまちまちでは困ると思いますが､今後､留守番
電話での対応や夏休み中の対応について､県教委として統一的な見解が出されるという事で､良い
方向ではないかと思います｡併せて､千曲市の働き方やｺﾐｭﾆﾃｨｰｽｸｰﾙと学校評議委員会との統合など
についての対応をお聞きしたい｡
(教育指導幹)
教育指導幹)
学校評議委員会とｺﾐｭﾆﾃｨｽｸｰﾙの関係は､学校評議委員会から学校評価機能を持ったｺﾐｭﾆﾃｨｽｸｰﾙに移
行する考えです｡評議委員さんの任期が本年度で満了しますし､地方教育行政の法律で､ｺﾐｭﾆﾃｨｽｸｰﾙの
推進が努力義務となっており､学校評価機能を持たせるようになっていますので､移行していく考え
です｡
(教育長)
教育長)
ｺﾐｭﾆﾃｨｽｸｰﾙという名称にするには､学校評価の機能を持たせる事が条件になるという事です｡
他はいかがでしょうか｡
報告第 29 号 教育長､
教育長､部･課長報告について
課長報告について
(教育長から説明｡途中､ふるさと物語について､教育指導幹に感想等を求める｡)
(教育指導幹)
教育指導幹)
ふるさと物語の第1 回目は､東小学校･屋代小学校でふるさと学習の発表でした｡第2 回目は､上山田
小学校で､この第 3 回目から千曲市の協働事業として､向こう 3 年間行う事となっています｡協働事業
は行政も運営に携わるという事で､教育委員会が関わり取り組みました｡子ども達がふるさとを学ん
で､その成果を地域の方々に発表する事が､子ども達にとっても素晴らしい事で､両学校ともに非常に
良い発表ができたと思います｡ただ一点､働き方改革もあるのですが発表する学年･学級は､負担に感
じる事が多いので､教育委員会としてもできるだけ支援しながら進めて行きたいと思います｡ちなみ
に､来年の第 4 回は､治田小学校と八幡小学校が発表校となる予定です｡学校全体では､5 年に 1 回回っ
てきますが､そんなに負担にならないと思いますが､支援をしながら進めて行きたいと思います｡
(引き続き､教育長から説明｡説明後､小学校運動会について､委員に補足説明を求める｡)
○ 上山田小学校については､15 日(土)予定でしたが雨天のため 16 日(日)に順延され､変更した事に
より 3 種目程減らされました｡主に保護者や先生方が参加する競技､大玉送りの様に地面の乾き具
合により危険と判断されたものです｡上山田では20 年ほど前から4 色対抗運動会という開催方法が
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とられていまして､1 年生から 6 年生が 4 色のﾁｰﾑに別れて競技する形です｡地域のご来賓や保護者･
ご近所の皆さんが訪れて､小学校の運動会を中心にした一つのｺﾐｭﾆﾃｨ的な良い雰囲気で楽しむ事が
できました｡
○ 八幡小学校も 15 日(土)予定でしたが雨天のため 16 日(日)に順延され､日程が合わず欠席いたし
ました。
(教育長)
教育長)
伺った所では､治田小学校には横浜に住んでいる祖父母が､毎年｢うづらや｣さんに泊まって運動会
を観に来られるという事です｡
○ それを楽しみに､続けてお出でいただいている様です｡
(部･課長等報告を教育総務課長､生涯学習課長､ｽﾎﾟｰﾂ振興課長､文化課長､歴史文化財ｾﾝﾀｰ文
化財係長､第 1 学校給食ｾﾝﾀｰ所長､第 2 学校給食ｾﾝﾀｰ所長から説明)
(教育長
教育長)
委員の皆さま､ご質問等をお願いいたします｡よろしいでしょうか｡
報告第 30 号 行事の
行事の共催･
共催･後援について
後援について
(教育総務課総務係長から説明)
報告第
報告第 31 号 10 月の各課の
各課の行事予定について
行事予定について
(教育総務課総務係長､ｽﾎﾟｰﾂ振興課長､生涯学習課長､文化課長､歴史文化財ｾﾝﾀｰ文化財係長､
第 1 学校給食ｾﾝﾀｰ所長､第 2 学校給食ｾﾝﾀｰ所長から説明)
(教育長
教育長)
その他に移ります｡
次回定例会の
次回定例会の開催について
開催について
(教育総務課総務係長から説明)
その他
その他のその他
その他について
(教育指導幹から前回定例会での夏休みのﾌﾟｰﾙ開放の状況について､説明)
(歴史文化財ｾﾝﾀｰ文化財係長から教育委員会への寄附一覧表について､説明)
(教育長
教育長)
皆さま､ご熱心に､特に道徳教育について深まった議論をいただき､ありがとうございました｡部長
さんにお返しします｡
(教育部長)
教育部長)
長時間に渡りまして､色々なご意見等を承り､ありがとうございました｡以上をもちまして､第 6 回
教育委員会定例会を閉会といたします｡ありがとうございました｡
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