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令和４年度第１回千曲市教育委員会定例会会議録（要約） 

 
１．日 時 

令和４年４月２７日（水）午前９時００分から午前１０時１０分 

 

２．場 所  

千曲市役所 ３０２会議室 

 

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  千曲市教育支援委員会委員の委嘱について 

議案第２号  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 

議案第３号  千曲市公民館運営審議会委員の委嘱について 

議案第４号  千曲市水辺の楽校運営委員会委員の委嘱について 

議案第５号  千曲市伝統的建造物群保存地区保存審議会委員の委嘱について 

議案第６号  千曲市文化財保護審議会委員の委嘱について 

議案第７号  千曲市文化財調査員の委嘱について 

議案第８号  令和４年度教育施設工事・修繕計画調書について 

 

○報 告 

報告第１号  令和４年度外国語指導助手の学校配置について 

報告第２号  ＪＦＡこころのプロジェクト「夢の教室」2021年度実施報告書 

報告第３号  教育長、部・課長報告について 

報告第４号  行事の共催・後援について 

報告第５号  ５月の各課の行事予定について 

 

５．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 

小松信美教育長   坂本孝夫職務代理者   中村洋一委員 

宮入文雄委員   松田祐子委員   新海敦子委員 

 

○教育委員会担当部局 

  教育部長、教育総務課長、生涯学習課長、スポーツ振興課長、文化課長、 

歴史文化財センター所長、第一学校給食センター所長、第二学校給食センター所長、 

総務係長、総務係主任 
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１．開会  教育部長 

 

２．教育長あいさつ  教育長 

 

３．提出議案  （教育長進行） 

 【議案第 １号】 千曲市教育支援委員会委員の委嘱について 

          〈異議なし〉 

 

【議案第 ２号】 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 

          〈異議なし〉 

 

【議案第 ３号】 千曲市公民館運営審議会委員の委嘱について 

〈異議なし〉 

 

【議案第 ４号】 千曲市水辺の楽校運営委員会委員の委嘱について 

 教育長       本年度は実施できそうですか。 

 生涯学習課長    実施する方向で検討しています。 

〈異議なし〉 

 

【議案第 ５号】 千曲市伝統的建造物群保存地区保存審議会委員の委嘱について 

          〈異議なし〉 

 

【議案第 ６号】 千曲市文化財保護審議会委員の委嘱について 

 委員        同じ方が委員を続けているが、もう少し発展的な意見を言っていただける

方を委員に選出してはどうか。 

 歴史文化財ｾﾝﾀｰ所長 当審議会としましては、現在任命されている方に継続の意思を確認したう

えで本人の許可を得て調書に挙げている関係で、基本的には本人からの辞

退がなければ変えるのは難しい状況ですが、全ての委員においてはそれぞ

れの分野で非常に高い見識を持っているので業務遂行上は大きな問題は

ないと考えています。ただし、一部景観の分野で少し足りない部分はあり

ますので、足りない分野については追加で新しい先生方に加わってもらう

ことも考えています。 

教育長       ご意見を参考にしながら考えていくということになるかと思います。 

〈異議なし〉 

 

【議案第 ７号】 千曲市文化財調査員の委嘱について 

委員        長く同じ方が調査員を続けていて、この方達の動きが見えない。私も文化

財の中にいるがお会いしたこともなく動きも見えない。地味な活動なので

しょうか。 

歴史文化財ｾﾝﾀｰ所長 調査員は、地域ごとに指定されている文化財を年に１・２回確認していた

だき、壊れていなか、管理が行き届いていないかなどを報告いただく地味

な活動で、年間業務についても頻繁にあるものではありません。ただ、そ

れぞれの地区で歴々といいますか、個別の活動もしっかりなさっている

方々ではあります。 

委員        10年以上、20 年近く委員をやっている方もいる。やはり慣れている方の

方がよいのでしょうか。 

歴史文化財ｾﾝﾀｰ所長 慣れている方というよりは、積極的にこの分野において音頭を取って活動

しているという部分を評価しています。 
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委員        調査だけでなく、建設的な意見もありますか。 

歴史文化財ｾﾝﾀｰ所長 建設的というよりは、本人の活動に沿った形でいろいろな提案をいただく

ことはあります。また、こちらでお願いしている文化財の見回りについて

もしっかりとやっていただいています。 

委員        報告書はありますか。 

歴史文化財ｾﾝﾀｰ所長 報告書は、問題があったときに提出してもらいます。それ以外としては、

個別に各地域に伝わる集録を報告書にまとめて提出してもらうこともあ

り、記録に残す必要があるものは収集しています。 

  委員        こういった活動はとても地味な活動ですが大切な活動ですので、しっかり 

            とやっていただきたいと思いましてあえて申し上げました。 

〈異議なし〉 

 

【議案第 ８号】 令和４年度教育施設工事･修繕計画調書について 

教育部長     －資料に基づき説明－ 

委員            ２点お聞きします。 

今、口頭で説明をお聞きしたので理解はしましたが、教育委員会の視察で

各小学校を回ると、多分 10万単位、あるいは 100万単位の工事になるかと

思いますが、その後の結果がわからないので、可能であれば少額の工事に

ついても教えていただける機会があればよいかと思いました。今年もまた

視察に行きますが、修繕箇所の情報についてお知らせいただければと思い

ます。 

もう一点は、プールのろ過装置についてですが、昨今コロナの関係で水の

管理に失敗して 600万円程の費用が発生し、管理職と担当の先生が 300万

円ずつ負担したという事故がありましたが、新しい装置にすると事故があ

ったりしますし、また、プールの水を全部流してしまうと大きいプールで

50万円程度かかり、それから周りの住宅の水圧が落ちることもあるようで

すので、そのようなことが無いように注意喚起をお願いします。 

教育総務課長    ４.その他（2）その他で本年度の学校訪問の予定表をお示ししますが、訪

問時には教育施設係長も同行しますので各学校の修繕予定等をお示しで

きるよう伝えておきます。 

教育長        プールの水の関係につきましては、校長会等にも注意喚起をしていきたい

と思います。 

         〈異議なし〉 

 

４．報告事項 

【報告第 １号】 令和４年度外国語指導助手の学校配置について 

 教育総務課長    各中学校に１名ずつＡＬＴを配置していますが、戸倉上山田中学校に配置

していましたＡＬＴが昨年 11 月に都合で退職しましたので、急遽、業者

派遣による配置としました。 

  委員        ＡＬＴの先生方は、1年間の雇用ということで不安定な契約となっている。 

            長く雇用されている先生もいますが契約上不安定ですので、今後、ＡＬＴ

の雇用のあり方について、１年契約が良いのか、あるいは少なくとも３年

契約が良いのか、検討していただきたい。 

  教育総務課長    報告しましたＡＬＴにつきましては、市の会計年度任用職員となりますの

で、１年毎の雇用で毎年更新していますが、更新につきましては限度があ

りませんので、毎年勤務評価をし、本人の意向も確認して双方の合意を得

て更新しています。 
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 【報告第 ２号】 ＪＦＡこころのプロジェクト「夢の教室」2021年度実施報告書 

  委員        アンケートと集計結果を拝見させていただき、設問２「目標を持つこと」

「自信をもること」「努力すること」「失敗してもあきらめないこと」「勉

強をすること」「読書して幅広い知識を持つこと」、特にこれらの項目がア

ップしていますので、実施したことに大いに意味があるのではないかと思

いますので、今後も継続していただきたい。 

  委員        折れ線グラフの子どもアンケートの結果（トップボックスの結果）は、ど

ういう見方をすればよいのか、見てもよくわからない。この結果の設問が

どういう内容であったかということがわからないとこの評価ができない。

ここから我々は何読み解けばよいのかわかりづらい。設問と比較してみて

も結果を見てもいわゆる上位に位置する割合だけしかないわけで、折れ線

の極端な変化があるところに設問の内容に大きな差があるかというとそ

れもない。一般的には例えば、経済の関係の統計的なことでは所得の分野

ではこのトップボックスを使用することはあるが、この設問に果たしてこ

の表を使うことが適切なのかということ、どんな気持ちがあってこの表を

出そうとしたのか。 

  ｽﾎﾟｰﾂ振興課長    本年度も事業を実施する予定ですので、委託先のＪＦＬとも相談しながら

検討します。 

 

 【報告第 ３号】 教育長、部・課長報告について 

  教育長       －資料に基づき説明－ 

委員        関連になりますが、新型コロナウイルスの影響で学級閉鎖とか集団行動が

できにくい状況ではあるが、令和３年度の体力テストの結果はわかります

か。 

            全国的に体力不足が指摘されていますので、学校での体育のあり方とか、

なるべく体を動かすマラソンやなわとびなどを取り入れながら体力が落

ちないような工夫をお願いしたい。 

  教育長       体力テストは実施したと思います。 

  委員        給食について、近年食材の値上がりが続いているが、値上がりによる給食

費の値上げを心配しているが、その点についてはどうか。 

  第 1 給食ｾﾝﾀｰ所長  給食食材の値上がりつきましては、昨日業者から相談がありまして、剥い

た玉ねぎ 10㎏で 1万円、４個で 1千円程になってしまい厳しい状況にあ

りますが、直接保護者に転嫁することができないのが給食でありますので、

使用する量について検討したりしながらやっていますが、このままの状況

が続くようであれば仕方ないとは思いますが、就学援助で納付が難しい家

庭についてはフォローアップしていることもありますので、直にとはいか

ないと思いますが、今後相談させていただくこともあるかと思いますので

お願いします。 

  委員        このような状況が長期化してしまうと、市の方でも補助みたいなものを考

えていかないといけないと思いますが。 

  第 1給食ｾﾝﾀｰ所長  補助の関係ですが、生活困窮世帯については就学援助費を、これまでは一

部市が負担していましたが、全額負担となりましたので生活困窮世帯につ

いてはカバーしている状況であります。 

 委員        給食について、急な学級閉鎖などした場合の食材はどのように対応してい

ますか。 

  第 1 給食ｾﾝﾀｰ所長  急な学級閉鎖などで給食が不要になったとしても止めることはできない

ため、支払いをして業者に処分をお願いすることになります。牛乳につい

ては学級閉鎖等の連絡を受けた翌々日でないと止められませんが、配送前



 5 

であれば止めることもできますのでその調整はします。主食については、

翌日分は止めることできますので、食材によってそれぞれの手続きをする

こととなります。 

  委員        市町村対抗駅伝競走大会について、以前は新型コロナウイルスの影響で参

を見合わせたが、今年の取組はどうですか。 

 ｽﾎﾟｰﾂ振興課長    今年度の大会は４月 30日ですが、参加で進めています。 

 

【報告第 ４号】 行事の共催・後援について 

         〈質疑なし〉 

 

【報告第 ５号】 ５月の各課の行事予定について 

総務係長      －資料に基づき説明－ 

生涯学習課長    －新型コロナウイルスの影響で中止・延期等した行事を説明－ 

〈質疑なし〉 

 

５．その他 

【次回定例会の開催について】 

教育長       －次回定例会日程について確認－ 

〈質疑なし〉 

 

【その他】 

総務係長      －学校訪問についての説明－ 

教育総務課長    －寄附について説明－ 

教育総務課長    －「千曲市いじめ防止等にための基本的な方針」について説明－ 

歴史文化財ｾﾝﾀｰ所長 －松田家の見学について－ 

文化課長      －第 13回千曲市総合芸術祭・催し物案内について－ 

 

６．閉会  教育部長 

 


