平成 30 年度第 4 回千曲市教育委員会定例会会議録
１．日 時
平成 30 年(2018)7 月 25 日(水)午前 9 時 00 分から午前 10 時 48 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１７号
議案第１８号
議案第１９号
○報 告
専決第 ５号
報告第１９号
報告第２０号
報告第２１号
報告第２２号

千曲市ｽﾎﾟｰﾂ推進委員の委嘱について
平成 31 年度から使用する小学校用教科用図書の採択について
平成 31 年度から使用する中学校用教科用図書の採択について
｢更埴体育館｣ﾈｰﾐﾝｸﾞﾗｲﾂ･ﾊﾟｰﾄﾅｰ及び愛称の決定について
千曲市ｽﾎﾟｰﾂ推進委員の退任について
教育長､部･課長報告について
行事の共催･後援について
8 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。定刻になりましたので、第 4 回教育委員会定例会を開会いたします。毎日、
暑い日が続いていまして、これまでに経験した事のない暑さという事で、日本列島が混乱している状
況です。昨日のﾆｭｰｽでは、坂城町で一人、熱中症でお亡くなりになったという事ですが、これまでに
3 人がお亡くなりになられています。各小中学校に対しましてもｴｱｺﾝを来年度から設置するという中
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で、温度調査を実施しているところです。今のところ、非常に暑いという情報が入っています。7 月
分の集計をして、ご報告申し上げます。また、小中学校のﾌﾟｰﾙの使用や部活動の関係など、小中学校
には色々とお願いしているところです。これから夏休みに入りますので、子ども達も家庭の中で熱中
症対策をしながら、元気で過ごしていただければと思っているところです。
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。昨日 24 日は、二十四節気で申す大暑でして、ただ今の教育部長の
お話の様に、今年の猛暑の中でも取り分け暑かったという感がいたします。それにいたしましても今
年は、一昨日には埼玉県で 41.1℃と国内の最高記録を更新したり、坂城･千曲消防本部管内でも熱中
症でお亡くなりになる方が出るなど、異常な夏になっております。猛暑が災害級だという報道もあり
ました。教育委員会といたしましても、学校での部活動や学校の行事、あるいは、ﾌﾟｰﾙの使用につい
て、度々、適切な対応をお願いをしたり、必要に応じこちらから出向いて、具体的な支援策を講じて
いるところです。各学校では、今日明日が 1 学期の終業式でして、夏休みに入ります。交通事故やﾌﾟ
ｰﾙ事故防止への喚起に加えて、記録的な猛暑への対応もお願いしたところです。
また、今月の初旬に西日本で大変な豪雨に見舞われ、河川等の氾濫により甚大な被害が生じました。
200 名を越える犠牲者と今だに行方が分らない方もおり、姉妹都市の宇和島市におきましても交流先
でもある吉田小学校の児童が犠牲になりまして、謹んでお悔やみを申し上げます。千曲市としても、
いち早く飲料水の緊急支援を行い、あるいは、先週 18 日から職員 3 名を派遣して、不自由な生活を
強いられている被災者が、一日も早く通常の生活を取り戻される様にと願っています。
以上、喫緊の課題について申し上げ、第 4 回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 17 号 千曲市ｽﾎﾟｰﾂ
千曲市ｽﾎﾟｰﾂ推進委員
ｽﾎﾟｰﾂ推進委員の
推進委員の委嘱に
委嘱について
(ｽﾎﾟｰﾂ振興課長から説明)
(教育長)
教育長)
ｽﾎﾟｰﾂ推進委員は、特別な技量や経歴をお持ちの方でしょうか。この方について、ご紹介願います。
(ｽﾎﾟｰﾂ
ｽﾎﾟｰﾂ振興課長)
振興課長)
ｽﾎﾟｰﾂ推進委員というのは、ﾆｭｰｽﾎﾟｰﾂの指導等を行ったり、市のｽﾎﾟｰﾂ関連事業や各公民館でのｽﾎﾟ
ｰﾂ関連事業にご協力をいただいています。特別なｽﾎﾟｰﾂという訳で無く、ｽﾎﾟｰﾂ全般に精通されていま
して、活発に活動いただいているところです。
(教育長)
教育長)
ｽﾎﾟｰﾂにご理解があり、地域ﾊﾞﾗﾝｽも取って任命しているという事です。
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 18 号 平成 31 年度から
年度から使用
から使用する
使用する小学校用教科用図書
する小学校用教科用図書の
小学校用教科用図書の採択に
採択について
(教育総務課総務係長より説明、非公開)
(教育長)
教育長)
教科書採択業務はご承知のとおり、公正性や情報管理が求められ、原則的に非公開での審議となり
ますので、ご協力をお願いいたします。
(原案のとおり承認)
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議案第 19 号 平成 31 年度から
年度から使用
から使用する
使用する中学校用教科用図書
する中学校用教科用図書の
中学校用教科用図書の採択について
採択について
(教育総務課総務係長より説明、非公開)
(教育長)
教育長)
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 5 号 ｢更埴体育館｣
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の
愛称の決定について
決定について
(ｽﾎﾟｰﾂ振興課長より説明)
(教育長)
教育長)
予ねてから話題のありました愛称を決定したいという事です。
何社から応募があったのでしょうか。
(ｽﾎﾟｰﾂ振興課長
ｽﾎﾟｰﾂ振興課長)
振興課長)
過日の調印式にも報道機関から質問がありましたが、資料の請求があったのが 2 社でした。説明に
出向いたのが 1 社で寿高原食品さんです。もう 1 社からはその後、何の連絡も入りませんでした。
(教育長)
教育長)
それでは、委員の皆さま、ご質問やご意見、ﾈｰﾐﾝｸﾞの感想等いかがでしょうか。
○ これから、地方の企業も地域貢献(CSR)の意識が段々高まってくると思います。こうした取り組
みは、県内自治体の中で割りと気運が盛り上がっていないという中で、こういう結果を出していた
だき本当にご苦労さまでした。ﾈｰﾐﾝｸﾞも｢ことぶきｱﾘｰﾅ｣。とても良いと感じています。このﾈｰﾐﾝｸﾞ
ﾗｲﾂの方法としては、地方自治体が施設を選定してｽﾎﾟﾝｻｰを募集するという施設特定募集型という
方法と、企業や団体に対して提案そのものを募集するという提案募集型の二つあります。対象にな
る施設についてもｽﾎﾟｰﾂ施設だけではなくて、文化施設、集会施設、公園などもあります。これか
らこの結果を踏まえて、そういう事にも目を向けていきたいと思います。そういう点でﾈｰﾐﾝｸﾞﾗｲﾂ
導入に関するｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝをここで作れたらどうなのか。その点もよろしくお願いします。
(ｽﾎﾟｰﾂ振興課長
ｽﾎﾟｰﾂ振興課長)
振興課長)
委員ご指摘の通りでありまして、2 つの方式がある事は私どもも承知しています。このﾈｰﾐﾝｸﾞﾗｲﾂ
の事務局が財政課になっていまして、今回は市からの提案型でありましたが、選考委員会でｶﾞｲﾄﾞﾗｲ
ﾝが定められると考えます。特に今回、寿高原食品さんが地域貢献という事で応募された理由が、来
年度、創業 100 周年を迎えられるという事でして、丁度それに合致しました。
(教育長)
教育長)
委員さんご提案の文化施設とか公園についても、これからは考えられるという事ですね。
(ｽﾎﾟｰﾂ振興課長
ｽﾎﾟｰﾂ振興課長)
振興課長)
先ほど申し上げたとおり、市からの提案型や企業等からの提案型の募集をかけたりして、財政課で
対応を検討しています。
(教育長)
教育長)
もう一点、ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝの担当部局は、どちらでしょうか。
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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)
財政課です。
(教育長)
教育長)
他はいかがでしょうか。
○ 3 年 7 ヵ月後の次期企業を満了前に募集していくのでしょうか。もう一点、ﾈｰﾐﾝｸﾞﾗｲﾂの金額は、
何に使われるか、また、企業のﾒﾘｯﾄについてお聞かせ願います。
(ｽﾎﾟｰﾂ振興課長
ｽﾎﾟｰﾂ振興課長)
振興課長)
次期については、2 年 8 ヶ月経過したところで、現在の企業が優先順位 1 番という事で、継続の意
向を確認します。無理な場合は公募という事になります。
命名件料の使途ですが、当初の募集の際は、施設の維持管理料を年間 2 千万円と見込んで、その 1
割と設定しました。
企業のﾒﾘｯﾄにつきましては、市のﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞや市報、啓発文書はもちろんですが、ﾒﾃﾞｨｱ等での B ﾘｰ
ｸﾞ試合会場のご案内や催し物のご案内全てに、｢ことぶきｱﾘｰﾅ千曲｣で掲載され、地域貢献や企業ｲﾒｰ
ｼﾞの向上となります。
(教育長)
教育長)
維持管理費の 1 割で年間 200 万円という事です。
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 19 号 千曲市ｽﾎﾟｰﾂ
千曲市ｽﾎﾟｰﾂ推進委員
ｽﾎﾟｰﾂ推進委員の
推進委員の退任について
退任について
(ｽﾎﾟｰﾂ振興課長より説明)
(教育長)
教育長)
先ほど、承認をいただきました方の前任者という事です。
報告第 20 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､お手伝い帳について､教育指導幹に説明を求める｡)
(教育指導幹)
教育指導幹)
家庭教育支援条例に基づいて、取り組んだものの一つです。この条例には、親になるための学びを
推進するという項があり、昨年度、市内の教職員を対象に調査をしました。明らかになった事として
は、学校の教育活動の中に｢親になるための学び｣は、ふんだんにちりばめられており、学校教育を熱
心に行うという事が｢親になるための学び｣に繋がっていくという事です。
また、教職員を対象に｢学校教育活動を含めて､どの様な経験が大切か｡｣という問いに、第 1 に、｢お
手伝いの体験を沢山やらせて欲しい｡お手伝いをする事で､様々な事を学び自己肯定感･自尊感情が育
ち､家族との会話も増える｡｣とありまして、家庭教育支援の一環として｢お手伝い｣を教育委員会で取
り組むという事になり、小学校 1 年生の段階からどの様なお手伝いがあるか家族と相談して、取り組
んでもらう。学校では、例年夏休みの計画の中にお手伝いがありますので、それに併せて、この夏休
みから取り組みます。期間は、夏休みから来年の春休みまであります。その期間で習慣付けて、進級
にあわせ家事等のお手伝いをする様になってもらいたい。
(教育長)
教育長)
よく分りました。家庭での子どもの手伝いの意味という事に鑑みまして、年間を通してお手伝い帳
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を作っていただいたという事です。
何かご質問等ございますか。
○ 歓送迎会の件ですが、主幹指導主事等の歓送迎会は他市町村では行われているのでしょうか。
(教育指導幹)
教育指導幹)
実施している所は、あると思います。
○ 今年度、主幹指導主事と教育委員と事務局の関係ですが、昨年度までは学校訪問等で面識のあっ
た主幹指導主事が、学校訪問の見直し等により行き会う機会が無い状況で、今後、学校訪問以外で
の機会をお願いしたい。
(教育長)
教育長)
確かに、教育委員の皆さんと主幹指導主事との接点は無いですね。これは、課題として考えなけれ
ばならないと思います。
何か、具体的にどの様な場の設定が考えられるのか、ご提言はありますか。
○ 北信教育事務所や県で決めた今回の学校訪問の方針は、学校現場に負担をかけないという事なの
でしょうか。
(教育長)
教育長)
その他にも主幹指導主事の労力もあり、1 日 1 校では千曲市内だけでも 13 日間という事で、働き
方改革も絡んでいるのかも知れませんが、そういう時間を効率的にという事だと思います。
○ 今年は、教育委員が 7 校の学校訪問を予定し多いのも良いのですが、ある学校現場からは、主幹
指導主事が来たり教育委員が来たりと訪問回数が増えた様に感じるとの声が聞こえ、訪問の仕方を
検討できないでしょうか。
(教育長)
教育長)
我々から見れば 1 回ですが、学校から見れば 2 回となるという事ですね。これも併せて課題とさせ
ていただきます。
部･課長等報告をお願いします。
(教育総務課長から説明)
(教育長
教育長)
ご質問等は後程一括とさせていただきますが、一つだけ、千曲線開通に伴った交通安全指導の感想
をお願いします。
(教育総務課長)
教育総務課長)
教育総務課の係長以上で分担し、開通区間の 2 箇所で指導を行いました。2 日間の指導では、1 日
目の 25 日は中学校が休校で中学生はいませんでした。新しい信号機が押しﾎﾞﾀﾝ式で、車道の制限速
度が 50 ｷﾛでして、車が停車してから渡る様にとの指導を行いました。また、新しい道路ができまし
たので、旧道との交差部が斜になっていたり、危険な部分もあると感じました。また、教職員や PTA
の役員も一緒に指導いただき、子ども達も慣れてきたと感じています。
(教育長
教育長)
はい、良く分りました。続いてお願いいたします。
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(生涯学習課長から説明)
(教育長
教育長)
ﾘｰﾀﾞｰ養成研修会の天候等に問題は無かったでしょうか。
(生涯学習課長)
生涯学習課長)
前期は良かったのですが、後期が若干雨に降られました。
(教育長
教育長)
大変お疲れさまでした。続いてお願いいたします。
(ｽﾎﾟｰﾂ振興課長､歴史文化財ｾﾝﾀｰ所長､文化課長､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)
報告第 21 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 22 号 8 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)
(教育長
教育長)
ご質問等ございますか。
○ 市民ﾌﾟｰﾙが 26 日で終了しますが、猛暑の中ですが延長の考えはありますか。
(ｽﾎﾟｰﾂ振興課長
ｽﾎﾟｰﾂ振興課長)
振興課長)
今のところ考えておりませんが、これからの状況で検討したいと思います。
○ 上山田文化会館主催事業でのﾌｧﾐﾘｰｺﾝｻｰﾄの件で、第 4 回を迎えて集客に苦慮されたり次回の内容
の検討も苦労いていると聞きますので、お話をお聞きしたい。
(文化課長
文化課長)
21 日の信濃毎日新聞に記事が掲載されました。ﾁｹｯﾄ販売は、更埴文化会館や戸倉創造館でも行い
ましたし、啓発用のちらしにも催し物案内として掲載しています。300 人程度の集客にとどまってい
ます。今後、より良い企画を考えていきたいと思います。
○ 今後もより楽しめるｺﾝｻｰﾄになるよう期待しています。
(教育長
教育長)
総文祭の将棋の部には、藤井聡太棋士は参加されますか。
(文化課長
文化課長)
参加されない様です。
(教育長)
教育長)
前回、女性教育委員連絡協議会総会ご報告の時間が無くなったので、今日ここで、職務代理者さん
に報告を願います。
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(職務代理者)
職務代理者)
6 月 22 日に小諸市市民交流ｾﾝﾀｰで開催された、県市町村助成教育委員連絡協議会の総会並び研修
会に参加させていただきました。前会長という事で総会議長の大役を仰せつかり、議事進行を務めま
した。講演会では、NPO 法人ﾁｬｲﾙﾄﾞﾗｲﾝ佐久の鷹野禮子理事長から｢子どもの心の声を聞く｣という題
でお話ししていただきました。電話をかけてきた子どもに寄り添って耳を傾け、子ども達が自らの力
で解決できる様にｻﾎﾟｰﾄする活動の色々なｹｰｽを交えながらお話いただきました。子ども達の親、若い
お父さんやお母さんが、より良い教育をするために一生懸命勉強して欲しいと感じました。また、愛
着形成や家族の絆、信頼感などしっかりと培って子育てをしてもらいたいと思いました。その後、小
諸市図書館を視察しました。人を集める工夫がされ、とても開放的な施設で多目的に使用が見込める
図書館でした。分散会では、色んな地区の女性教育委員さんから事例の発表があり、とても勉強にな
りました。
(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中学校体育館の雨漏りについて､説明)
(教育総務課長から小中学校への空調機仮設置について､説明)
(教育長
教育長)
慎重なご審議、また、色々なご提案をいただきまして、ありがとうございました。
教育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、慎重審議、また、ご意見を承り、ありがとうございました。先ほどからお話
があります様に、暑い日が続いております。委員の皆様にはご自愛いただきまして、ご健康で乗り切
っていただきたいと願っております。以上をもちまして、第 4 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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