平成 30 年度第 2 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)5 月 30 日(水)午前 9 時 57 分から午前 11 時 50 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１１号
議案第１２号
議案第１３号
議案第１４号

平成 30 年度千曲市一般会計教育関係予算(6 月補正)について
千曲市学校給食ｾﾝﾀｰ運営委員会委員の委嘱について
千曲市文化財保護審議会委員の委嘱について
平成 28 年度千曲市立戸倉上山田中学校改築事業校舎棟建築主体工事変更請負
契約の締結について
議案第１５号 平成 28 年度千曲市立戸倉上山田中学校改築事業屋内運動場･武道場建築主体
工事変更請負契約の締結について
○報 告
専決第 １号 平成 29 年度千曲市一般会計教育関係予算(専決補正)について
専決第 ２号 ｢更埴体育館｣ﾈｰﾐﾝｸﾞﾗｲﾂ･ﾊﾟｰﾄﾅｰ及び愛称募集について
報告第 ８号 平成 29 年度千曲市家庭教育支援条例に基づく支援施策の報告について
報告第 ９号 平成 29 年度教育委員会事務の点検及び評価報告書(平成 28 年度実績)について
報告第１０号 平成 30 年 5 月 16 日市議会臨時委員会の報告について
報告第１１号 教育長､部･課長報告について
報告第１２号 行事の共催･後援について
報告第１３号 6 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

○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、
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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。お揃いですので、今年度第 2 回教育委員会定例会を開会いたします。更埴郡
市教育委員会連絡協議会総会に引き続きとなりますけれども、よろしくお願いいたします。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)
皆さん、おはようございます。部長さんのお話の様に郡市の会議の後ではございますが、よろしく
お願いいたします。
新緑の 5 月も暑さを覚える頃となりました。新年度に入って 2 ヶ月、今週末には半数の小学校で運
動会が行われる予定でございます。今月は色々な事がございまして、新潟市の女児の痛ましい事件、
国際社会の出来事、あるいは、国内ｽﾎﾟｰﾂを巡る問題等、多くの話題がございましたが、ｶﾝﾇ国際映画
祭で日本人監督の作品が最高賞を受賞した事も大きなﾆｭｰｽでございました。｢万引き家族｣という名前
が奇抜でございました。千曲市家庭教育支援条例に重ね合わせてみますと、｢善悪の判断、あるいは
基本的倫理観は、愛情による絆で結ばれた家族のふれ合いを通して、家庭で育まれる。｣という前文
がございます。この基本的倫理観と相反する事が、家族の中で行われたという映画ですので、この発
想が奇抜でございます。是枝監督は、万引きという社会の暗い部分を、それだけでは断罪しないで、
それと背中合わせにある人間の明るさやたくましさという人間性を肯定する中で、家族の信頼を支え
るものは何かという問い掛けをしているものと存じました。家庭での繋がりの希薄化や孤独の社会と
いう課題についてを投掛けていると思ったところでございます。こんな感想を述べさせていただきま
して、第 2 回目の定例会の開会とさせていただきます。どうぞ、よろしくお願いいたします。
議案第
議案第１１号 平成 30 年度千曲市
年度千曲市一般会計教育関係予算
千曲市一般会計教育関係予算(
一般会計教育関係予算(6 月補正)
月補正)について
(教育総務課総務係長から議案差替、集計について、ｽﾎﾟｰﾂ振興課長から説明)
(教育長)
教育長)
各種大会の開催事業費という事です。お認めいただけますでしょうか。ありがとうございました。
(原案のとおり承認)
議案第
議案第１２号 千曲市学校給食
千曲市学校給食ｾﾝﾀｰ
学校給食ｾﾝﾀｰ運営委員会
ｾﾝﾀｰ運営委員会委員
運営委員会委員の
委員の委嘱に
委嘱について
(第 1 学校給食ｾﾝﾀｰ所長から説明)
(教育長)
教育長)
各団体からの推薦という事です。ご質問等ございますか。
よろしければ、お認めをいただくという事で、お願いいたします。
(原案のとおり承認)
議案第１
議案第１３号 千曲市文化財保護審議会
千曲市文化財保護審議会委員
文化財保護審議会委員の
委員の委嘱について
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)
5 名の委員さんの中には、近代の専門科がいなかった訳ですね。
(歴史文化財ｾﾝﾀｰ
歴史文化財ｾﾝﾀｰ文化財係
ｾﾝﾀｰ文化財係長
文化財係長)
前任の近代専門委員さんが任期満了でご退任という事で、新たにお願いをいたしました。
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(教育長)
教育長)
お認めいただくという事で、よろしくお願いします。
議案第１
議案第１４号 平成 28 年度千曲市
年度千曲市立戸倉上山田中学校改築事業校舎棟建築主体工事変更請負契約
千曲市立戸倉上山田中学校改築事業校舎棟建築主体工事変更請負契約
の締結について
締結について
(教育総務課長から説明)
(教育長)
教育長)
排水桝の関係です。一体施工について説明願います。
(教育総務課長
教育総務課長)
一体施工は、本来は外構工事で予定していた雨水排水桝を、土間ｺﾝｸﾘｰﾄの部分に排水桝を埋め込ん
で、見た目や品質、設置後の管理、安全面を考慮して、建築主体工事の増工といたしました。
(教育長)
教育長)
安全面や品質などを考慮して変更があったという事です。ご質問等ございますか。
○ これは、現契約上の手直し工事なのか、それとも、追加工事なのでしょうか。
(教育総務課長
教育総務課長)
外構工事の一部として設計され予算化していたものですので、建築主体工事としては追加工事です。
○ 現契約とは別途の追加工事ですね。
(教育総務課長
教育総務課長)
そういう事です。
○ 変更請負契約というのは、手直し工事なのか追加工事なのか迷うところですが、費用負担の問題
が出てくるので、考え方とすれば、変更請負契約の中に増加額を記入する事はもちろんですが、工
事範囲とか、その内容の一部を盛り込んでいくと判断がはっきりすると思います。当然、追加工事
であれば、変更設計図書も作られていると思うので、その辺のﾁｪｯｸも教育委員会ｻｲﾄﾞからお願いし
ておいた方がいいと思います。
(教育長)
教育長)
変更設計図書等の確認をお願いします。他には、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。
(原案のとおり承認)
議案第１
議案第１５号 平成 28 年度千曲市
年度千曲市立戸倉上山田中学校改築事業屋内運動場
千曲市立戸倉上山田中学校改築事業屋内運動場･
立戸倉上山田中学校改築事業屋内運動場･武道場建築主体工事
変更請負契約の
変更請負契約の締結について
締結について
(教育総務課長から説明)
(教育長)
教育長)
先程と同じです。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。
(原案のとおり承認)
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専決第
専決第１号 平成 29 年度千曲市一般会計教育関係予算(
年度千曲市一般会計教育関係予算(専決補正)
専決補正)について
(教育総務課総務係長から集計について、教育総務課長から説明)
(教育長)
教育長)
結果として、修繕費や燃料費の不要になった分の減という事ですね。そうしますと、不登校対策事
業の非常勤職員報酬が 72 万円減額になったのは、不登校の児童生徒が減ったからという事でしょう
か。
(教育総務課長)
教育総務課長)
不登校の児童生徒が減ったからという訳ではなく、非常勤職員の勤務日数などにより減となってい
ます。
(生涯学習課長、歴史文化財ｾﾝﾀｰ文化財係長、文化課長から説明)
(教育長)
教育長)
上山田文化会館の耐震化は、入札者がなく工事ができないという事ですね。
(文化課長)
文化課長)
本年度以降で再度検討していきたいと思います。
(ｽﾎﾟｰﾂ振興課長、第 1 学校給食ｾﾝﾀｰ所長、第 2 学校給食ｾﾝﾀｰ所長から説明)
(教育長)
教育長)
委員の皆さんご質問等はいかがでしょうか。
お認めいただいたという事で、ありがとうございました。
(原案のとおり承認)
専決第
専決第２号 更埴体育館ﾈｰﾐﾝｸﾞﾗｲﾂ･ﾊﾟｰﾄﾅｰ
更埴体育館ﾈｰﾐﾝｸﾞﾗｲﾂ･ﾊﾟｰﾄﾅｰ及
ﾈｰﾐﾝｸﾞﾗｲﾂ･ﾊﾟｰﾄﾅｰ及び愛称募集について
愛称募集について
(ｽﾎﾟｰﾂ振興課長から説明)
(教育長)
教育長)
委員の皆さま、いかがでしょうか。
○ ﾈｰﾐﾝｸﾞﾗｲﾂ。発想としては、とても素晴らしい事だと思います。ひとつ心配なのは、大企業とい
うのは地方の施設に全く興味がありませんので、県内やこの近辺の企業が対象になると思いますが、
先ず、事前に企業に対してﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞが行われたのかどうか。二つ目として、今後企業に対して営業
活動を行う予定があるのかどうか。お聞かせいただきたい。
(ｽﾎﾟｰﾂ振興課長
ｽﾎﾟｰﾂ振興課長)
振興課長)
ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞにつきましては、5 社程回りました。自社の製品等が少なく興味が無いというところが多
く、県内のﾈｰﾐﾝｸﾞﾗｲﾂの状況を見ますと、県施設のほか、市では諏訪市の 1 施設だけが登録されてい
ます。今後につきましては、今回の応募期間中に応募が無い場合は、庁内の選定委員会に諮り、対応
を決めていきます。なお、今現在 1 社から問い合わせがございます。
(教育長)
教育長)
事前の事、今後の事について、説明いただきましたが、よろしいでしょうか。
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○ 企業ｻｲﾄﾞからこの問題を見たら、ｺｰﾎﾟﾚｰﾄｶﾞﾊﾞﾅﾝｽの規約に基づいて会社が動いている訳ですが、
そういう中にﾈｰﾐﾝｸﾞﾗｲﾂが入っていて、長野県内にある中小企業で東証に株式を上場している企業
ﾚﾍﾞﾙで、そういう言葉は出てきても具体性が無いところがほとんどです。この様な状況で、ﾈｰﾐﾝｸﾞ
ﾗｲﾂを市としてどの様に考えて行くのか、双方にﾒﾘｯﾄが生まれるのか、その辺を分析しておく事が
必要と考えます。ﾈｰﾐﾝｸﾞﾗｲﾂﾊﾟｰﾄﾅｰという、社会貢献によるｲﾒｰｼﾞｱｯﾌﾟｻｰﾋﾞｽを企業ｻｲﾄﾞの言葉で言
うと、｢CSR｣で｢ｺｰﾎﾟﾚｰﾄｿｰｼｬﾙﾚｽﾎﾟﾝｼﾞﾋﾞﾘﾃｨ｣という意識が、この近辺の中小企業に無いのが現実で、
状況を見て戦略が立てられるかが重要です。
(教育長)
教育長)
大変貴重なご提言等、ありがとうございました。関連して、感心を持たれた 1 社というのは、事前
にﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞされた中にあるのでしょうか。
(ｽﾎﾟｰﾂ振興課長
ｽﾎﾟｰﾂ振興課長)
振興課長)
それ以外の会社で、企業名は控えますが創業 100 周年という事で、考えているようです。
(教育長)
教育長)
他はいかがですか。よろしいでしょうか。
承認をいただいたという事で、よろしくお願いします。
(原案のとおり承認)
報告第８
報告第８号 平成 29 年度千曲市家庭教育支援条例
年度千曲市家庭教育支援条例に
千曲市家庭教育支援条例に基づく支援施策
づく支援施策の
支援施策の報告について
報告について
(生涯学習課長から説明)
(教育長)
教育長)
かなり広範な部署で施策を行っています。委員の皆さま、ご質問等はいかがでしょうか。
○ 人権副読本｢あけぼの｣の配布で、小学校用と中学校用の副読本は双方に資料配布しているのでし
ょうか。もう 1 点、家庭･学校･地域との連携した活動の中に入るのかどうか分りませんが、科学に
親しむ教室の開催回数が大幅に減ってきている様ですが、その経緯をお聞かせいただきたい。
(生涯学習課長)
生涯学習課長)
人権･男女共同参画課で配布いただいていますが、双方への資料配布については、確認できていま
せん。科学に親しむ教室ですが、例年、講師の確保が難しい状況で、平成 29 年度は低学年･高学年共
に 4 回の教室を行いました。今年度は、低学年･高学年共に 3 回の教室を予定しています。
(教育長)
教育長)
いかがでしょうか。
○ 小学校の教員が中学校の教材内容をよく知らない、その逆も然りで、各学校に 1 冊位資料配布を
お願いしたい。講師の確保が難しい状況だという事ですが、教室の開催回数が 3 回に減ってしまう
のは、楽しみにしている子ども達のためにも、何とか努力願います。
(教育長)
教育長)
｢あけぼの｣は図書館に小中分備えているのでしょうか。
(教育指導幹)
教育指導幹)
委員さんご指摘の様に、お互いに承知していない部分があると思いますし、図書館にも備わってい
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ないと思いますので、検討いたします。
(教育長)
教育長)
図書館も含めてお願いします。
(生涯学習課長)
生涯学習課長)
所管する人権･男女共同参画課にお伝えします。
(教育長)
教育長)
他にいかがでしょうか。
○ 保育園保護者講演会は場所によって、予算が豊富な所や他の経費から出ている所などありますが、
子育てのｽﾀｰﾄとなる重要な位置と考え、十分な予算の確保をお願いしたい。
(生涯学習課長)
生涯学習課長)
保護者講演会は、それぞれの保育園での企画となっていますので、保育課にお伝えします。
○ 機会があれば予算を付けて、子育て専門の講師による講演も検討いただきたい。他に、幼保に入
園前の子どもや園児などの相談が受けられるところがあるのでしょうか。
(生涯学習課長)
生涯学習課長)
子ども未来課で実施している地域子育て支援拠点事業の一環として、子育て支援ｾﾝﾀｰで行われてい
ます。
○ 願わくば、専門のｶｳﾝｾﾗｰや支援員がいて、発達障害などの改善がなされる様な仕組みなど、更に
充実されるよう期待します。
(教育長)
教育長)
それについては、前子ども未来課長の教育総務課長、いかがでしょうか。
(教育総務課長)
教育総務課長)
子育て支援ｾﾝﾀｰには、保育士の資格を持った方がいまして、支援員として 2 名の方が研修に行って
います。その相談員の方が直接関わってもらっています。ただ、内容的には個々のｹｰｽによって、配
慮をしながら相談事業を行っています。
(教育長)
教育長)
よろしくお願いします。
報告第９
報告第９号 平成 29 年度教育委員会事務の
年度教育委員会事務の点検及び
点検及び評価報告書
評価報告書(
告書(平成 28 年度実績)
年度実績)について
(教育総務課長から説明)
(教育長)
教育長)
お聞きのように全ての事業において概ね順調という結果です。関係者の皆さまに感謝を申し上げま
す。委員の皆さん、ご所感等ございましたらいかがでしょうか。
○ 文化会館の管理運営について、近隣の長野市でも市民会館が新装となりました。上田市ではｻﾝﾄ
ﾐｭｰｾﾞ開館しております。この報告の中にも、充実した自主文化事業を検討･実現するとありますが、
新たな施策や方向性について説明願います。
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(文化課長)
文化課長)
長野市や上田市の会館は規模も違い、同様の事業を行うには無理があります。限られた予算の中で
市民のための自主事業を検討して、実施していきたいと考えます。
○ 予算的にも 1 億円程の費用がかかっていますので、費用に見合う様な方向性もご検討いただけれ
ばと思います。
(文化課長)
文化課長)
予算で 1 億という事ですが、その内、自主事業分については 500 万円程で、大半は会館の保守管理
費用が占めています。
(教育長)
教育長)
現状の中で、最大限実施いただけるという事でございます。他は、いかがでしょうか。
○ 平成 28 年度の事業評価という事ですが、この評価は何時実施されたのでしょうか。
(教育総務課長)
教育総務課長)
この評価自体は、平成 29 年度中に市の総合評価が行われ、その結果を反映しています。
○ 平成 29 年度の何時頃ですか。
(教育総務課長)
教育総務課長)
決算や事務報告ができた時点で、評価を受けていると思います。
○ この様なお話をなぜするのかというと、昨年の 9 月に松田館が焼損し、既に焼損しているものの
評価を報告いただいても、何もならない訳です。時期的には平成 28 年度実績に対する評価ですの
で、それでいいのかもしれませんが、もっと早くしていただければ、平成 29 年度実績に対する評
価が出てくると思います。ならば、違う対応が取れないものかと思います。この様にﾀｲﾑﾗｸﾞがあっ
て、PDCA ｻｲｸﾙに生かせるのか疑問です。
(教育長)
教育長)
平成 29 年度実績に対する評価は、今年度中に報告という事ですね。
○ 行政と市民感覚との差異が生じてしまうと考えます。改善できることがあれば改善していただき
たい。
(教育総務課長)
教育総務課長)
不勉強で申し訳ございませんが、検討させていただく中で改善できればと思います。
(教育長)
教育長)
ご検討いただきたいという事で、よろしくお願いします。
報告第１０
報告第１０号
１０号 平成 30 年 5 月 16 日市議会臨時委員会の
日市議会臨時委員会の報告について
報告について
(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から説明)
報告第１１
報告第１１号
１１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、教育指導幹業務改善計画について補足説明を求める)
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(教育長)
教育長)
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)
報告第１２
報告第１２号
１２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１３号
１３号 6 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
(教育総務課総務係長から、平成 30 年度学校訪問について説明)
(教育長
教育長)
他にございますか。無ければ、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 2 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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