平成 30 年度第 1 回千曲市教育委員会定例会会議録(
回千曲市教育委員会定例会会議録(要約)
要約)
１．日 時
平成 30 年(2018)4 月 25 日(水)午前 8 時 57 分から午前 10 時 40 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 １号
議案第 ２号
議案第 ３号
議案第 ４号
議案第 ５号
議案第 ６号
議案第 ７号
議案第 ８号
議案第 ９号
議案第１０号
○報 告
報告第 １号
報告第 ２号
報告第 ３号
報告第 ４号
報告第 ５号
報告第 ６号
報告第 ７号

千曲市社会教育委員の委嘱について
千曲市歴史文化基本構想策定委員会委員の委嘱について
千曲市教育支援委員の委嘱について
千曲市総合教育センター企画運営委員会委員の委嘱について
千曲市公民館運営審議会委員の委嘱について
千曲市水辺の楽校運営委員会委員の委嘱について
千曲市歴史文化基本構想の立案等についての諮問について
千曲市公民館条例施行規則の一部を改正する規則について
平成 30 年度教育施設工事･修繕計画調書について
千曲市体育施設条例施行規則の一部を改正する規則について
平成 30 年度外国語指導助手の学校配置について
千曲市無形民俗文化財伝承指導者の退任について
千曲市教育支援委員会要綱の一部を改正する告示について
千曲市発達障害児通級指導教室要綱の一部を改正する告示について
教育長、部･課長報告について
行事の共催･後援について
5 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

林由美子職務代理者
武井音兵衛委員
中村洋一委員
宮入文雄委員
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○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、
田島歴史文化財ｾﾝﾀｰ所長、滝沢総務係長、西澤総務係主査
(育部長)
育部長)
おはようございます。若干定刻より早い訳ですが皆さんお揃いですので、私、教育部長の上條と申
します。よろしくお願いいたします。本日、伊那や木曽では大雨警報が出ている様です。こちらも激
しい雨という様な中で、お集まりいただきありがとうございます。
ただ今より、平成 30 年度第 1 回教育委員会定例会を開催いたします。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)
私から一言申し上げてから、新しい説明員の皆さまに自己紹介を、よろしくお願いします。上條部
長さんのお話の様に、今朝は雨でして、その中を集団で登校する 1 年生の姿がありました。今月 5 日
に入学をした小学生 486 名、それぞれの子ども達の健やかな成長を願うものです。
平成 30 年度は千曲市の教育にとりまして、色んな意味で節目を迎える年と認識しています。長期
的には、平成 31 年度から向こう 10 年間の市の教育政策でもあります、第 2 次の千曲市教育振興基本
計画、そして、生涯学習基本計画及び向こう 5 年間のｽﾎﾟｰﾂ推進基本計画という長期ﾋﾞｼﾞｮﾝの構築が
求められています。また。短期的には、昨年度の五加小･更級小の屋内運動場の完成に続いて、戸倉
上山田中の事業並びに更埴体育館の完成を迎える年でして、環境整備事業が節目を迎えます。引き続
きの課題としましては、教職員・教育公務員としての自覚の徹底とともに、働き方改革の推進に向け
ての具体的な取り組み、松田館の修復等歴史文化財の保存事業、そして、歴史文化基本構想の策定。
また、確かな学力、第 2 期高校再編に関わる県立高校の存続等々沢山の課題があります。教育委員皆
さまにご支援をいただきながら、事務局と一体となって取り組んでいきたいと思います。
平成 30 年度もどうぞ、よろしくお願いいたします。
それでは、新しい事務局の皆さまの自己紹介をいただき、開会とさせていただきます。どうぞ、よ
ろしくお願いいたます。
(教育部長、教育総務課長、第 1 学校給食ｾﾝﾀｰ所長、第 2 学校給食ｾﾝﾀｰ所長、生涯学習課長、歴史
文化財ｾﾝﾀｰ所長、文化課長より自己紹介)
(教育総務課長より、追加議案と差替えについて説明)
赤地教育長
赤地教育長
自己紹介いただき、ありがとうございました。
議案第
議案第１号 千曲市社会教育委員の
千曲市社会教育委員の委嘱に
委嘱について
(生涯学習課長から説明)
赤地教育長
ご質問等は、いかがですか。お認めいただきました。
(原案どおり承認)
議案第
議案第２号 千曲市歴史文化
千曲市歴史文化基本構想策定委員
歴史文化基本構想策定委員の
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所長から説明)
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(教育長)
教育長)
前回の委員会で要綱をお認めいただき、それに基づくものです。1 名が欠員という事です。
皆さま、いかがでしょうか。
○ 歴史文化基本構想策定委員会設置要綱では、専門部を設置するという条項がありますが、設置す
る予定があるのか。あるとすればどんな方針なのか。2 点目として、千曲市文化財保護審議会との
関係性についてをお聞きしたい。
(歴史文化財ｾﾝﾀｰ
歴史文化財ｾﾝﾀｰ所長
ｾﾝﾀｰ所長)
所長)
承認いただきました後に、第 1 回目の委員会を来月開催予定で、その中で専門部会の検討をしてい
きたいと考えます。文化財保護に精通されている、文化財保護審議会の委員さんから 5 名の方に基本
構想策定委員にお願いする考えです。
○ こうした審議会は、地域委員が主役になる様に運べれば、面白い結果になると思います。また、
文化財保護条例は、平成 15 年頃にできて、その後、見直しがされていないと思います。見てみる
と、ちょっと古臭い感じを受けますので、何かの機会があれば見直しも可能と考えます。
(教育長)
教育長)
今のご指摘での地域委員について、説明願います。
(歴史文化財ｾﾝﾀｰ
歴史文化財ｾﾝﾀｰ所長
ｾﾝﾀｰ所長)
所長)
地域委員の方につきまして、肩書きにもあります様に地域においてもそれぞれ精通された方です。
(教育長)
教育長)
他はいかがでしょうか。承認をいただくという事で、お願いいたします。
(原案どおり承認)
議案第３
議案第３号 千曲市教育支援委員
千曲市教育支援委員の
教育支援委員の委嘱について
委嘱について
(教育総務課長から説明)
(教育長)
教育長)
残任期間という事で任期は 1 年です。ご質問等ございますか。お認めいただくという事で、よろし
くお願いします。
(原案どおり承認)
議案第４
議案第４号 千曲市総合教育
千曲市総合教育ｾﾝﾀｰ
総合教育ｾﾝﾀｰ企画運営委員
ｾﾝﾀｰ企画運営委員会委員
企画運営委員会委員の
会委員の委嘱について
委嘱について
(教育総務課長から説明)
(教育長)
教育長)
ご質問等ございますか。お認めいただくという事で、よろしくお願いします。
(原案どおり承認)
議案第５
議案第５号 千曲市公民館運営
千曲市公民館運営審議会委員
公民館運営審議会委員の
審議会委員の委嘱について
委嘱について
(生涯学習課長から説明)
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(教育長)
教育長)
戸倉公民館以外の 5 つの公民館です。ご質問等ございますか。お認めいただくという事で、よろし
くお願いいたします。
(原案どおり承認)
議案第６
議案第６号 千曲市水辺
千曲市水辺の
水辺の楽校運営委員会委員の
楽校運営委員会委員の委嘱について
委嘱について
(生涯学習課長から説明)
(教育長)
教育長)
新任者 6 名で、残任期間 1 年です。委員の皆さん、いかがでしょうか。
○ 運営委員会の年間の活動について、お聞きしたい。
(生涯学習課長)
生涯学習課長)
ご承知のとおり、当初水辺の楽校の建設は国土交通省で行い、現在施設の管理は都市計画課で行っ
ています。運営については生涯学習課で行っています。都市計画課では年間 2 回程の草刈の実施、生
涯学習課では事業を取組みたいところですが、茂みが繁茂する時季や猛暑の時季、また、降雨の時季
は計画できませんので、昨年は大池での 1 泊を含む年 1 回の事業のみとなっています。今年は、6 月
に規模を縮小して実施する予定です。
(教育長)
教育長)
秋の活動については特に無いのでしょうか。
(生涯学習課長)
生涯学習課長)
今のところは、予定しておりません。
(教育長)
教育長)
主に夏までという事ですね。
○ 当初、水辺の楽校は、子ども達に水辺を親しんでもらいという事で、植物観察のｲﾍﾞﾝﾄに参加し
親子連れで賑やかでしたが、その後、ﾄｰﾝﾀﾞｳﾝした様ですが、是非また子ども達に教育的にｱﾌﾟﾛｰﾁ
していただきたいと思います。
(教育長)
教育長)
よろしくお願いいたします。他の委員さん、いかがでしょうか。お認めいただくという事で、よろ
しくお願いします。
(原案どおり承認)
議案第７
議案第７号 千曲市歴史
千曲市歴史文化
歴史文化基本構想
文化基本構想の
基本構想の立案等について
立案等についての
についての諮問について
諮問について
(歴史文化財ｾﾝﾀｰ所長から説明)
(教育長)
教育長)
先ずは、ご質問等いかがでしょうか。
○ これは、千曲市の歴史文化の基本的な方針を示すものになると思います。ひとつの考え方ですが、
地域創生という言葉をよく耳にしますが、地域創生というのは、教育と文化を核にｺﾐｭﾆﾃｨをしっか
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り作っていかないと、将来立ち行かなくなる気がします。どうしても｢経済の活性化によって｣など
という事に行き易いけれども、千曲市の様な小さい市だけでは、できる物ではありません。やはり、
教育と文化を核にｺﾐｭﾆﾃｨを作るという事が大切だと思います。そういう点で重要な構想ですので、
今思いあたる事を 2 点ほど挙げさせていただきます。文化財を総合的に情報発信する拠点をしっか
りと作っていただきたい。もう一つは、文化財を活用して市民の皆さんに認識していただく様に、
普及･啓発するｿﾌﾄ面のｼｽﾃﾑ作りにも力を入れていただきたい。とても重要と感じますので、地域創
生まで持っていける様に、どうぞ、よろしくお願いいたします。
(教育長)
教育長)
非常に大事なご提案です。地域創生の核として、文化の拠点、それを活用して市民に啓発･普及す
る仕組み作りと、歴史文化財ｾﾝﾀｰ所長さんいかがでしょうか。
(歴史文化財ｾﾝﾀｰ
歴史文化財ｾﾝﾀｰ所
ｾﾝﾀｰ所長)
初回の委員会におきまして、ご提案を議論したいと思います。
(教育長)
教育長)
よろしくお願いします。経済の活性化は、この地域だけではできないけれども、教育･文化につい
てはできるという事ですね。
他はいかがですか。ご承認いただいたという事で、よろしくお願いいたします。
(原案どおり承認)
議案第８
議案第８号 千曲市公民館条例施行
千曲市公民館条例施行規則
公民館条例施行規則の
規則の一部を
一部を改正する
改正する規則
する規則について
規則について
(生涯学習課長から説明)
(教育長)
教育長)
自治会組織の再編に関わるものです。ご質問等はいかがですか。お認めいただいたという事で、よ
ろしくお願いします。
(原案どおり承認)
議案第９
議案第９号 平成 30 年度教育施設工事･
年度教育施設工事･修繕計画調書について
修繕計画調書について
(教育総務課長から説明)
(教育長)
教育長)
戸上中の改築工事もいよいよ外構工事や電気設備工事、植栽工事に移ってきたという事です。
ご質問等いかがですか。それでは、お認めいただくという事で、よろしくお願いします。
(原案どおり承認)
議案第１０
議案第１０号
１０号 千曲市体育施設条例施行規則
千曲市体育施設条例施行規則の
体育施設条例施行規則の一部を
一部を改正する
改正する規則
する規則について
規則について
(ｽﾎﾟｰﾂ振興課長から説明)
(教育長)
教育長)
改正の趣旨は、お聞きのとおりです。新庁舎と一体で管理をするために、それ以外のものについて
は、除外するという事です。
ご質問等はいかがですか。それでは、お認めいただくという事で、お願いいたします。

5

(原案どおり承認)
(教育長)
教育長)
先程、事務局の皆さんに自己紹介いただきながら、教育委員さんに自己紹介いただくのを失念して
おり、申し訳ございません。
ここで、教育委員さんより自己紹介をいただきたいと思います。
(林職務代理者、坂本委員、宮入委員、武井委員、中村委員より自己紹介)
報告第１
報告第１号 平成 30 年度外国語指導助手の
度外国語指導助手の学校配置について
学校配置について
(教育総務課長から説明)
(教育長)
教育長)
教育指導幹、補足説明等お願いします。
(教育指導幹)
教育指導幹)
ご説明のとおりですが、ALT は全て独自採用でして、JET ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑでない採用となっています。子ど
も達はもちろん教職員や事務職とのｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝの為という事もありますが、日本語を外国語として学
んできた苦労を知っているという意味で、英語に携わる時の良いﾓﾃﾞﾙになるという事などから、特に
日本語ができるという事を条件にしています。千曲市は 13 校で 6 人の ALT となりましたので、1 人
当たり 2 校ちょっとと、長野市は 70 校余ありますが ALT の数は 15 人位と 1 当たり 5 校ほどと、千曲
市は潤沢で豊かに活用させていただいています。中学校が 4 校に対し 3 名と将来改善できればと考え
ます。過日の多くの小学校に訪問しまして、ALT と担当する 5･6 年生の先生方とお話しながら、先生
方の不安を取り除きながら今後の方向性について、授業案のﾓﾃﾞﾙを作ったり、そのﾌﾚｲﾑを利用できる
様なｽｸｰﾙｵﾌｨｽへの掲示により共有できる様にするなど、これからもできるだけ、学校現場に行きなが
ら、お手伝いできればと思います。
(教育長)
教育長)
学校現場の様子についてもありがとうございました。委員の皆さん、いかがですか。
○ ALT の先生方の勤務の形態は、1 校に所属している訳ではないので、学校行事等への参加など説
明いただきたい。
(教育指導幹)
教育指導幹)
例えば、小学校の場合などは、ﾍﾞｰｽ校と兼務校という事で、ﾍﾞｰｽ校や兼務校の行事については授業
日と合えば一緒に参加する事も可能と思います。また、全ての ALT が生徒と一緒に給食を食べていま
す。そういった事も努めて、ふれあいをしながら授業に生かせる様に、工夫しているところです。
(教育長)
教育長)
他はいかがでしょうか。
○ 独自採用という事でご苦労いただき、更に増員という事で感謝申し上げます。ALT の先生方のご
出身を見ると、ｶﾅﾀﾞ、ｱﾒﾘｶ等という事で、これから沢山の言葉や沢山の文化への対応という事にな
りますと、色々なﾊﾞﾗﾝｽもありますので、将来的に対応いただきたい。奇しくも男性の方ばかりで、
色々と難しい事も知っていますが、そういったﾊﾞﾗﾝｽも将来的に対応いただきたい。
(教育長)
教育長)
はい、2 点についてですね。ご検討をよろしくお願いします。
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報告第２
報告第２号 千曲市無形民俗文化財伝承指導者
千曲市無形民俗文化財伝承指導者の
文化財伝承指導者の退任について
退任について
(歴史文化財ｾﾝﾀｰ所長から説明)
(教育長)
教育長)
委員の皆さん、いかがでしょうか。
○ 雨宮の御神事の伝承者は高齢者が多く、病気療養など退任される可能性がありますので、伝承者
の補充等も考えていただきたい。
(歴史文化財センター
歴史文化財センター所
センター所長)
今回、3 名の方が退任という事で、先月の委員会で 2 名の補充について承認をいただきました。全
体とすれば 1 名の減という事で、会長さんとも直接お話をさせていただき、現在、大字雨宮に限って
委嘱をしているという事ですが、近隣の生萱や土口もその対象としていきたいという方向で、検討し
たいというお話でした。
(教育長)
教育長)
はい、よろしくお願いします。
報告第３
報告第３号 千曲市教育支援委員会要綱の
千曲市教育支援委員会要綱の一部を
一部を改正する
改正する告示
する告示について
告示について
(教育総務課長から説明)
(教育長)
教育長)
第 2 条に教育支援に関わるについても説明願います。
(教育総務課長
教育総務課長)
申し訳ございません。第 2 条につきましては、文言の訂正という事です。
(教育長)
教育長)
ありがとうございました。
報告第４
報告第４号 千曲市発達障害児通級指導教室要綱の
千曲市発達障害児通級指導教室要綱の一部を
一部を改正する
改正する告示
する告示について
告示について
(教育総務課長から説明)
(教育長)
教育長)
戸上中関連で改正という事です。いかがでしょうか。
○ 常識的に考えると「笑顔の教室」は小学生対象、
「学びの教室」は中学生対象と理解しています
が、その事が要綱の中に明記されていないと思われますがいかがか。
(教育総務課長
教育総務課長)
名称として記載はあります。
○ 要綱の中に児童及び生徒と記載がありますが、
「笑顔の教室」は小学生対象、
「学びの教室」は中
学生対象と明確な記載が無く、若干曖昧と感じますので、明記についてご検討いただければと思い
ます。
(教育長)
教育長)
その辺をご検討いただきたいと思います。
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報告第５
報告第５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、第 1 学校給食ｾﾝﾀｰ所長に新規採用者の近況について尋ねる｡)
(第 1 学校給食ｾﾝﾀｰ
学校給食ｾﾝﾀｰ所長
ｾﾝﾀｰ所長)
所長)
経験のある方でして、支障なくｽﾑｰｽﾞに仕事をこなしています。
(教育長から引き続き説明)
(教育長)
教育長)
ご質問等ございますか。
○ 4 月 2 日に新しい校長先生をお迎えし、教育委員として担当の学校に出向き、先生方に新任校長
先生をご紹介したり、ご来賓のご紹介をしたり、着任式で児童生徒にご紹介したりして、それなり
に厳粛に行えたと思っていますが、先生方に様子を伺うとこの様な事をしている自治体は、年々少
なくなっていて、大きなところではしていていないという事です。新任の校長先生のご紹介は、教
頭先生が行っている事が多いと様子を聞きましたので、ご検討いただきたいと思います。
(教育長)
教育長)
新任校長の紹介等への教育委員の関わり方ですね。教育指導幹、特にｺﾒﾝﾄ等ありましたら、お願い
します。
(教育指導幹)
教育指導幹)
委員さんのご意見を参考にさせていただきたいと思います。頭を過ったのが、校長･教頭が同時に
代わった際に、新教頭が新校長を紹介しても良いのかが気になります。検討させていただきたいと思
います。
(教育長)
教育長)
他はございますか。
○ 教育委員会からの代表として教育委員が学校に出向く事で、年度当初のご挨拶もできたり、新し
い校長先生のご紹介をする事で、新任校長先生を覚える事もできると思います。
(教育長)
教育長)
ご自身の学校との関わりを自ら認識できるという事ですね。
それでは、部・課長等報告をお願いします。
(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所長、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)
それでは、ご質問等いかがでしょうか。
○ 3 月 27 日の姨捨棚田のﾋﾞｭｰﾎﾟｲﾝﾄ整備事業打合せとありますが、
どんな内容なのかお聞きしたい。
(歴史文化財ｾﾝﾀｰ
歴史文化財ｾﾝﾀｰ所長
ｾﾝﾀｰ所長)
所長)
昨年度から県の事業で更級から姨捨に上っていく踏み切り手前の道路の拡幅、ﾊﾞｽの回転場の整備
が終わりました。その道下の荒廃した田の部分を買い取って、ﾋﾞｭｰﾎﾟｲﾝﾄとして整備する県主体事業
です。
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○ この事業等もそうですが、地元に理解されていない状況の中で、気が付くと何かができている印
象を受けます。棚田の観光資産ですが、全般的に言うと地元への風通しが非常に悪く感じています。
国や県の事業が入っていますが、歴史文化財ｾﾝﾀｰでも啓蒙･広報いただければと思います。よろし
くお願いします。
(教育長
教育長)
5 月中に整備委員会がありますが、そこには地元の委員の方も含まれるのでしょうか。
(歴史文化財ｾﾝﾀｰ
歴史文化財ｾﾝﾀｰ所長
ｾﾝﾀｰ所長)
所長)
整備委員会において、文化庁の担当者もお呼びして確認させていただき、その後、地元へも投掛け
ていきたいと考えます。
(教育長
教育長)
他はいかがでしょうか。
○ 4 月 11 日に現場視察をされた様ですが、その状況をお聞きしたい。
(教育部長)
教育部長)
松田館の現場に初めて行ってきました。非常に貴重な建物が失われたという事で、残念に思った次
第です。斎館の再建という事で、早期に再建できればと思いました。観龍寺の屋根がかなり傷んでい
まして、危ない状況という印象を受けました。早期に手当てが必要と感じました。県に補助等の申請
をする中で、整備を進めること必要と感じました。智識寺につきましては、茅葺屋根が昨年整備され
非常にきれいになっていたという事で、アジサイ等も有名ですので見に行っていただければと思いま
す。高村邸跡地の土塀ですが、道側へ倒れるのが心配です。地元であり解体時には驚きましたが、土
塀が残っているのも不自然に感じます。
(歴史文化財ｾﾝﾀｰ
歴史文化財ｾﾝﾀｰ所長
ｾﾝﾀｰ所長)
所長)
この現地視察の前の 4 月 2 日に回って確認しました。松田館焼損現場の第一印象は、焦げた匂いが
残っていて悲惨さを物語っているのを目にしました。現場では、発掘調査をしていまして、そこで中
世の頃の火災層が発見されました。智識寺は非常に良かったのですが、境内に草が繁茂していたり、
公園の管理が不十分だったり、検討が必要と感じました。観龍寺ですが、平成元年に大改修をしまし
たが、その後継ぎ接ぎの修理で木材が傷んでいまして、早期に屋根の修繕をしなければならないと思
います。文化財が各所にあり、こういう案件が増えると思いますので、補助体制整備の必要性も感じ
ています。高村邸の関係では、地元で買取った土塀を市で買い取ってもらう方向となりそうですので、
対応に苦慮するところですが、検討したいと考えます。
○ 高村邸の土塀については何回も見に行っていますが、倒れる心配があり保存の仕方について、検
討願いたい。
報告第６
報告第６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７号 5 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所長か
ら説明)
(教育長
教育長)
ご質問等ございますか。
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(教育指導幹
教育指導幹)
教育指導幹)
報告第１号での ALT の説明につきまして、間違いが有ったかも知れませんので、再度、説明いたし
ます。新しい ALT のﾘｱﾑ先生は東小学校がﾍﾞｰｽ校です。東小学校には、英語専科の栁澤先生が配置さ
れていまして、屋代小学校が兼務校となっています。
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
その他について
(教育総務課総務係長から、ｺﾝｻｰﾄのご案内について説明)
(教育指導幹から、平成 30 年度学校訪問について説明)
(ｽﾎﾟｰﾂ振興課長から、新更埴体育館の現場視察について説明)
(教育長)
教育長)
教育部長さんにお返しします。
(教育部長)
教育部長)
それでは以上をもちまして、第 1 回教育委員会定例会を閉会といたします。
大変、お疲れさまでした。
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