平成 30 年度第 3 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)6 月 27 日(水)午前 8 時 58 分から午前 10 時 55 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１６号
○報 告
専決第 ３号
専決第 ４号
報告第１４号
報告第１５号
報告第１６号
報告第１７号
報告第１８号

県教育委員会及び市町村教育委員会相互の連絡調整について
平成 30 年度千曲市立図書館協議会委員の任命について
平成 30 年度千曲市奨学生の決定について
更埴地区小中学校教科用図書採択研究協議会及び調査研究会の設置について
平成 30 年 6 月千曲市議会定例会報告について
教育長、部･課長報告について
行事の共催･後援について
7 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、
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
(教育部長)
教育部長)
おはようございます。定刻前ですがお揃いですので、第 3 回教育委員会定例会を開会いたします。
新潟の女児殺害事件からはじまり、大阪での地震、その後、静岡での小学生切りつけ事件、昨日も富
山の小学校で事件があったという事で、本当に暗い事件が重なっており、胸が痛むわけでございます。
そんな中、先週は主幹指導主事･校長･教頭歓送迎会にご臨席いただき、ありがとうございました。ま
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た、先週閉会となりました 6 月定例市議会ですが、13 名の議員さんが一般質問に立たれ、その内、7
名の議員さんから教育関係の質問がありました。本日の定例会は、その議会報告など報告事項が盛り
沢山となっています。定例会終了後には、本年度最初の総合教育会議も控えておりますので、説明が
駆け足になると思いますが、委員の皆さんには、慎重審議をお願いいたします。
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先週は、大阪の地震で女子児童が亡くなると
いう痛ましい事件が起こりました。全国的に学校の施設や通学路の点検が課題となった 1 週間でした
が、昨日は小学校で発砲事件が起こりまして、衝撃が走っています。今朝の新聞には、｢もし下校時
と重なっていたら｣とか｢小学校侵入防止の対策を｣とか、こういう活字が目に入ったところです。千
曲市の教育委員会としましても緊急の学校防犯対応について、再確認をお願いしようと思っています。
また、今月は議会が 4 日に開会しまして 21 日が最終日でした。この間、教育関係では児童生徒の通
学路を含めた安全対策や暑さ対策などを中心に、真剣なご議論をいただきました。暑さ対策につきま
しては、｢それぞれの学校の状況に応じて、来年度から順次、空調設備を整えて行きたい。｣とお答え
したところです。委員の皆さまにご了承賜れば、幸いです。
終わりに、学校は大きな行事のひとつ運動会も過ぎまして、そろそろ 1 学期のまとめを迎える時期
です。子ども達が充実して安全な 1 学期の学校生活が締め括れる様に、心から願いまして、6 月の定
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１６号
１６号 県教育委員会及び
県教育委員会及び市町村教育委員会相互
市町村教育委員会相互の
教育委員会相互の連絡調整に
連絡調整について
(教育総務課総務係長から議案差替、追加資料、訂正について、教育総務課長から説明)
(教育長)
教育長)
別紙了解事項、県と市町村両教育委員会は協力して、連携して、人事等を行う事の了解を求める事
項です。いかがでしょうか。
○ 教職員については良いと思いますが、非常勤講師について 1 校での任用期間を決めているのでし
ょうか。どうして、この様な質問をするかというと、現在、市内で講師をしている先生が、非常に
長い期間 1 校に勤務されてる状況もある様です。市教委として、どう考えますか。
(教育指導幹)
教育指導幹)
講師の任用につきましては、校長会が主体となって行っていますが、講師の任用期間についても一
般教諭と同様にと、校長会と共通理解を持って進めていますが、様々な理由から現状があると思いま
す。3 から 5 年程度が良いと思います。
(教育長)
教育長)
ご指摘の様に好ましくない状況もあり、一般教諭と同様に進めたいとの事です。
ご了解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)
専決第
専決第３号 平成 30 年度千曲市立
年度千曲市立図書館協議会委員の
図書館協議会委員の任命について
任命について
(生涯学習課長から説明)
赤地教育長
お認めいただいたという事で、よろしくお願いします。
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(原案のとおり承認)
専決第
専決第４号 千曲市奨学生の
千曲市奨学生の決定について
決定について
(教育総務課長から説明、個人情報等により非公開)
(教育長)
教育長)
お認めいただいたという事で、よろしくお願いします。
(原案のとおり承認)
報告第１４
報告第１４号
１４号 更埴地区小中学校教科用図書採択研究協議会及び
更埴地区小中学校教科用図書採択研究協議会及び調査研究会の
調査研究会の設置について
設置について
(教育総務課長より説明、非公開)
(教育長)
教育長)
昨日、調査研究協議会が発足しまして、職務代理者と私が参加させていただきました。
ご質問ございますか。ありがとうございました。
報告第１５
報告第１５号
１５号 平成 30 年 6 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
(教育総務課長､ｽﾎﾟｰﾂ振興課長､歴史文化財ｾﾝﾀｰ所長から本会議について説明)
(教育総務課長から委員会について説明)
(教育長)
教育長)
お聞きのとおり、本会議、委員会共に熱い議論をいただいたところです。
委員の皆さん、ご質問等いかがでしょうか。
○ 学力ﾃｽﾄの扱いについてですが、毎年、同じ内容の質問が出て、同じ内容の回答をしている様に
感じます。毎回、この様な意見が出る事はいかがなものかと思いますが、教育委員会では学校対応
で、子ども達の理解力を向上させる事に重点を置いていますので、その上の議論をしていただきた
いと思います。
それから、支援員の配置については、他の地域に比較すると手厚いと思っています。
○ 学力ﾃｽﾄに関連して、各学校長との懇談の中で、各学校が学力調査の結果を基に、学校経営や児
童生徒の指導に生かしている状況は、年度当初から計画として出され、年度末には結果の考察を行
っているとお聞きしています。
他には、家庭訪問の件ですが、児童生徒の家庭の状況を知るという事から、玄関先でというのは、
残念で仕方が無く、危惧を覚えます。
(教育長)
教育長)
家庭訪問の意義ですね。｢教育的な観点で家庭の状況を知るという事に意義がある｣というご意見で
す。他は、いかがでしょうか。
○ 学校のｸｰﾙ化ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄについて、初期投資の少ないﾘｰｽによる設置、長野市でも計画されている民
間提案に言及して答弁されていますが、民間提案の内容についてお聞きしたい。
(教育総務課長)
教育総務課長)
まだ、長野市から発表がありませんが、市長通しでお話をしている様でお聞きしましたら、長野市
と一緒に備品として購入できればとのお話でしたが、あくまで一例です。
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○ ﾊｰﾌﾏﾗｿﾝについて、最初のｺｰｽ設定の中で千曲市の名勝をという意見を出しましたが、おそらく、
高低差や色んな状況から設定に制約があると思いますが、公的な記録などに関係が無ければ、地域
の名勝などを巡れる様なｺｰｽ設定ができないものかと考えます。日本遺産も残念な結果となりまし
たが、現在の取組も啓発できると思いますので、ｺｰｽの見直しを考えるのでしたら、ご一考いただ
きたい。
(ｽﾎﾟｰﾂ振興課
ｽﾎﾟｰﾂ振興課長
振興課長)
現在のｺｰｽについては、距離に従って設定されており、狭い道路や未舗装の道路などがあり、今後、
距離に従った中で名勝旧跡を巡れれば良いのですが、研究していきたいと考えます。
○ 関連ですが、ｺｰｽの設定時から関わっており、どんな事が問題になっているかお話しますと、実
行委員の方々は千曲市の魅力が発信できるｺｰｽ設定を考えましたが、公道を走るという事に問題が
ありまして、中々許可をいただけないという事が大きな障害になりました。できれば、市や市議会
をあげて応援をいただき、少なくとも温泉街を走れる様にお願いしたい。それから、現在のｺｰｽを
走ってみると分るのですが、ｺｰｽの最後で大正橋を往復するのは、精神的にもﾌﾟﾚｯｼｬｰが大きい大会
で、例えば稲荷山を回って武水別神社を通って、姨捨を見ながら千曲川に戻って親水公園に入ると
いうｺｰｽも提案したりしましたが、生活道路の制限ができないという事で、地元の大会の更なる成
功を外に向けてお願いしていただければと思います。8 千人規模の大会は、現在の人的なﾘｿｰｽでは
無理と感じます。今の規模でいうと適正と感じています。ｺｰｽには道路の狭い所があると言います
が、小布施ﾏﾗｿﾝなどはもっと狭い所があり路地や泥道を走ったりしますが、それでも参加者は満足
しています。今後、適正規模を模索しながら、現状を少しでも改善していく方向が良いと考えます。
(教育長)
教育長)
現状を踏まえて具体的なご提案をいただき、ありがとうございました。公道を走る難しさ、これに
は、市をあげて支援しなければならないという、高く狭い関門があるという事です。
(ｽﾎﾟｰﾂ振興課長
ｽﾎﾟｰﾂ振興課長)
振興課長)
委員さんのご意見のとおり、より良い大会を目指して考えていきたいと思います。
○ 市内の危険箇所で学校や周辺のﾌﾞﾛｯｸ塀について調査をされたと思いますが、その結果について
説明願います。
(教育総務課長)
教育総務課長)
その他でお話しする予定でしたが、6 月 18 日大阪の地震に伴いまして、校舎内の安全点検につい
て、大規模な地震が発生したという観点で、緊急に防災計画や危機管理ﾏﾆｭｱﾙに沿った確認をお願い
しました。また、学校周辺の倒れそうなﾌﾞﾛｯｸ塀や柱等についても確認をお願いしたところです。幸
い市内の学校にはﾌﾞﾛｯｸ塀はありませんでしたので、安心したところです。
児童生徒への発達年齢に即した指導という事で、地震発生時の行動について、登下校時や家にいる
時も含めて考えてみる様に、学校で指導をお願いしたところです。
通学路に関しまして、保護者と児童生徒が一緒に確認をしていただく様に、学級や学年通信を通じ
てお願いするところです。
○ 学校にﾌﾞﾛｯｸ塀が無かったのは良いのですが、通学路のﾌﾞﾛｯｸ塀は危険な箇所も有ると思いますの
で、調査の上、対応していただければと思います。
(教育総務課長)
教育総務課長)
通学路につきましては、調査の上、所有者に対し打診して行きたいと考えます。また、市建設部で
7 月の回覧板にて相談窓口の啓発を行う予定です。
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(教育長)
教育長)
建設部と連携して対応したいという事です。
報告第１
報告第１６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､教育指導幹に敷地内全面禁煙について補足説明を求める｡)
(教育指導幹)
教育指導幹)
国や県の動向が記されていますが、
「長野市では 31 年 4 月までに実施する様に各学校に求めた」と
いう新聞記事がありました。また、東京都の受動喫煙防止条例に保育所や小中学校、高等学校の敷地
内禁煙を謳う事を聞いています。
市内では既に 3 校が敷地内全面禁煙を実施しています。市教委としても県と同じ歩で進めていきた
いと考えていますが、校内の職員会や市の校長会と協議しながら、主体性と協議を大切にしながら進
めたいと考えています。
(引き続き､教育長から説明｡途中､運動会の時間短縮等について､情報を求める｡)
○ 東小学校では、天候にも恵まれて立派な運動会ができたと思います。特に来賓の方々が驚いてい
たのは、新卒の先生が非常に頑張っていた姿です。
○ 更級小学校でも盛大に運動会が行われました。更級小学校は単級になってしまい、種目を工夫し
て幅を持たせ、時間を有効に活用できていました。特徴的な事は、ｺﾐｭﾆﾃｨｰｽｸｰﾙや放課後子ども教
室の先生方が、昔の校庭運動会の雰囲気で参加いただき、地域の運動会として位置づいてきたと思
います。取材も入りましたが、信濃の国制定 50 周年を迎えて、更級小学校は長野県で唯一、ｵﾘｼﾞ
ﾅﾙでのﾀﾞﾝｽを PTA が踊っています。PTA の中でも若い世代は｢止める｣という意見も出ましたが、子
ども達や PTA の OB も含めて踊る様になり、今年は驚くほど大きな踊りとなりました。
○ 埴生小学校では、6 年生の組体操では高さを競うのではなく、動きの機敏さや美しさが印象に残
りました。子ども達の応援も力強くとても良かったです。女性の先生方も｢よさこいﾀﾞﾝｽ｣の指揮な
ど際立って良かったと思います。5･6 年生も競技の準備や片付けなど立派に行っていました。
○ 八幡小学校では、運動会が秋から春に移行になって最初の運動会となります。1 年生は、まだ 3
ヶ月弱でしたが、皆で楽しくできていました。先生方のご苦労はもとより、子ども達の成長も目を
見張るものがあります。高学年の組体操では、前年度から練習をしないと間に合わない状況であっ
たとお聞きしました。来賓の声には、来入児旗拾いでの先生方の指示が、幼児扱いし過ぎとの声も
ありました。
(引き続き､教育長から説明｡途中､教頭会での講演について､感想等を求める｡)
○ 教頭会での講演は、｢物の見方を変えよう｣｢発想を転換してみよう｣というﾃｰﾏで、二つに別けて
お話させていただきました。一つ目は、1971 年のﾆｸｿﾝｼｮｯｸ、ﾌﾞﾚﾄｰﾝｽﾞ体制の崩壊、あるいは、1985
年のﾌﾟﾗｻﾞ合意、1991 年金融ﾋﾞｯｸﾊﾞｰﾝ、2008 年ﾘｰﾏﾝｼｮｯｸという経済の大きな変化の流れの中で、仕
事がどう変わってきたのか、これから今の子ども達が大きくなり働く時には、仕事や社会や生き方
がどんな風に変わっているのだろう事を話しました。
二つ目は、親達ﾋﾞｼﾞﾈｽﾏﾝというのは、自分の子をどう育てたいのかという事に非常に強い関心や
興味を持っているので、経済雑誌などでは、子どもの教育についての話題が大変多く、例えば、東
洋経済やｴｺﾉﾐｽﾄやﾌﾟﾚｼﾞﾃﾞﾝﾄなどでも取上げられています。その様な事を紹介したり、今年になっ
てから、教育をﾃｰﾏにしﾍﾞｽﾄｾﾗｰになった数冊の本の紹介もしました。感想としては、綿密に練って
お話をした訳ではありませんが、雑感や思い付きの様な事を話の随所にﾃﾚﾋﾞ番組や芸人、有名な映
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画など色んな事をお話したつもりですが、全く無反応でした。これは、教頭先生方の激務を物語っ
ていると感じました。こうした事から、働き方改革は深刻だと感じました。
(教育長)
教育長)
文字通り、教頭先生方の見方を変えていただいたと思います。
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)
ご質問を受ける前に突然のご指名で申し訳ございませんが、5 月 23 日の企業等誘致特別推進委員
会あるいは、高等教育誘致について補足説明をお願いします。
(教育指導幹)
教育指導幹)
議会報告の中の市長答弁にもございました様に、議会における特別委員会が研究を行っている内容
ですが、教育委員会や市としての方向性が定まっている訳ではありませんが、基礎研究の一環として、
県の関係課に出向きご教授いただき、その際には県も一定の思いを持っている事が分かりました。ま
た、議会の皆さんの研究も教えていただきながら、研究してまいります。
(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。
○ 戸倉上山田中学校改築委員会総役員会について、改築委員会の皆さんには非常に長い間、沢山の
方にご審議いただいて、建築そのものに関わる部分まで併せてご意見をいただいて、進めてきたと
ころですが、竣工記念事業のもち方というのが、今のところ定例会で説明を受けていませんが、竣
工記念事業の主体は、教育委員会なのか改築委員会なのか説明願います。
(教育総務課長)
教育総務課長)
今のところ決まっているのが、竣工式式典につきましては教育委員会で行って、記念行事につきま
しては改築委員会で行うと伺っています。
○ 実は、区でご意見を伺いましたのでお話いたしますと、改築委員会の名前で区と隣組を通して、
寄附のお願いが回りました。取扱いに疑問があるという方もおりました。1 口 1,000 円で PTA から
来るのかと思ったり、区の中では協力できる範囲でという事でまとまりましたが、戸倉上山田中学
校区の皆さんからせっかく集めた寄付金で、目標額も大きくなりますし事業の内容も書いてはあり
ましたが、そこで伺った話では、新校舎になっても什器が中々揃わない様な事もお聞きしましたの
で、生徒達の役に立つような形で寄付金が使われればと伺いました。
(教育長
教育長)
同様のご意見をかなり多くの方々からいただいております。改築委員会から寄付行為の申し出が市
長に出されて、市の条例に則って許可をし、寄附を行為が行われたという事です。
他には、いかがでしょうか。
○ 新体育館が引き渡しになりまして、9 月に BJ ﾘｰｸﾞのｱｰﾘｰｶｯﾌﾟが開催されますが、その前段とし
て中学校の更埴大会が行われて、機械器具等の点検し何ら問題は無かったとの事ですが、担当として
率直な感想をお聞かせ願いたい。
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(ｽﾎﾟｰﾂ振興課長
ｽﾎﾟｰﾂ振興課長)
振興課長)
先ず、体育館自体が大きくなりました。2 階の観覧席の外周が 1 周で 200ｍとなり、観覧席からは
非常に観やすくなりました。現在用意してある機器は、ﾊﾞｽｹｯﾄｺﾞｰﾙだけです。椅子や机は、戸倉体育
館の物を持って行って、今回の大会は間に合わせています。準備がまだまだ整っていないという事で、
これから卓球台や色々な設備を用意していく予定です。駐車場の不足につきましては、9 月に向けて
立体駐車場の整備を進めていただき、対応したいと考えます。ｱｰﾘｰｶｯﾌﾟにつきましては、市は共催と
して取り組んでいます。主催では有りませんが、実質的なこけら落としとなります。市が主催として
行う事業は、11 月 24 日でｽﾎﾟｰﾂ宝くじ toto の支援で全日本女子 OB のﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙﾁｰﾑが地元ﾁｰﾑと交流
をする事業となります。
(教育長
教育長)
要望がありましたので、6 月定例会終了後、新体育館並びに立体駐車場の進捗も併せて視察が考え
られればと思います。
○ 昨日今日で内覧会は行われたのでしょうか。
(ｽﾎﾟｰﾂ振興課長
ｽﾎﾟｰﾂ振興課長)
振興課長)
駐車場が未だ整っていないという事で、一般向けの内覧会は 9 月に予定しています。それに先立ち
まして、利用団体や体育協会を主に内覧会を開催している状況です。その前には、総合型ｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ
にも観ていただいています。
○ 実は、その内覧会での感想を耳にしましたので、例えば 3,000 人規模の大会等があった場合に 2
階席のﾄｲﾚが足りるのかという問題と、椅子の幅が狭い、ｴﾝﾄﾗﾝｽﾎｰﾙが狭くて入場したら終わるまで
出られないとか、危惧されていました。
(教育長
教育長)
この件は時間の関係で次回とさせていただきます。
報告第１７
報告第１７号
１７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１８号 7 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)
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
(教育総務課長から教育委員会への寄附について､説明)
(教育総務課長から屋代小学校体育館断熱材落下について､説明)
(教育総務課長から学校敷地内全面禁煙について､説明)
(教育総務課長から千曲線開通に伴う安全指導について､説明)
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○ 先日、屋代中学校か埴生小学校の学校訪問の通知をいただきましたが、開催日の 3 日前に届きま
して、もう少し早く通知の発送をお願いします。
(教育長
教育長)
申し訳ありませんでした。よろしくお願いします。
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 3 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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