
 

 

平成 20 年８月 25 日 

 

 

   長岡市教育委員会（定例会）会議録 

 

 

長岡市教育委員会 



１ 日  時 平成 20 年８月 25 日（月曜日） 

午後４時から午後４時 50 分まで 

 

２ 場  所 長岡市教育委員会会議室 

 

３ 出席委員  

  委員長 大橋 岑生  委 員 内藤 博子  委 員 羽賀 友信 

  委 員 中村 美和  教育長 加藤 孝博 

 

４ 職務のため出席した者 

  教育部長      野口 正巳   教育総務課長    押見 康雄 

  学務課長      那須  清   学校教育課長    腮尾  理 

子ども家庭課長    矢沢 康子   保育課課長補佐   山口 克彦 

中央公民館長    鈴木 正行   中央図書館長    小野田 信子 

科学博物館長    山屋 茂人   教育センター所長  山岸 文夫 

学校教育課主幹兼管理主事  星野 和人   学校教育課主幹兼管理主事    島倉 昭宏 

 

 

５ 事務のため出席した者 

  教育総務課庶務係長 原 孝之   教育総務課庶務係  吉田 友香里 

 



６ 議事日程 

日程 議案番号 案       件 

  

１ 

 

２ 

 

３ 

 

 

 

 

第 38 号 

 

第 39 号 

 

 

会議録署名委員について 

 

 補正予算の要求について 

 

附属機関委員の委嘱について 

 

 

７ 会議の経過 

（大橋委員長） これより教育委員会８月定例会を開会する。  

 

◇ 日程第 1 会議録署名委員について 

（大橋委員長） 日程第１ 会議録署名委員の指名を行う。会議録署名委員について

は、会議規則第 44 条第２項の規定により、羽賀委員及び中村委員を指名する。 

 

◇ 日程第２ 議案第 38 号 補正予算の要求について 

（大橋委員長） 日程第２ 議案第 38 号 補正予算の要求について を議題とする。

事務局の説明を求める。 

（押見教育総務課長） 平成 20 年９月補正予算を要求するものである。主に歳出とし

ては、７月の集中豪雨による大河津小学校法面崩落のための災害復旧費である。 

（矢沢子ども家庭課長） 歳出として、平成 19 年度の県からの補助金３件について、

額の確定により返還するものである。 

（山口保育課課長補佐） 主に歳出としては、平成 19 年度特別保育事業県補助金の額

の確定に伴う返還金と、７月の集中豪雨による和島幼稚園法面崩落の災害復旧事業費

である。 

（鈴木中央公民館長） 歳出として、中之島地区館管理運営費を要求するものである。 

（小野田中央図書館長） 栃尾美術館「兼続を育てた謙信の故郷展（仮称）」に関する

経費等を要求するものである。 

（山屋科学博物館長） 歳出として、与板歴史民俗資料館整備事業費等を要求するも



のである。 

（大橋委員長） 質疑、意見はないか。 

  ［「なし」と呼ぶ者あり］ 

（大橋委員長） ないようなので、これより採決に移る。本件は原案のとおり決定す

ることに異議ないか。 

  ［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

（大橋委員長） 異議なしと認める。よって本件は原案のとおり決定した。 

 

◇ 日程第３ 議案第 39 号 附属機関委員の委嘱について 

（大橋委員長） 日程第３ 議案第 39 号 附属機関委員の委嘱について を議題と

する。事務局の説明を求める。 

（鈴木中央公民館長） 長岡市社会教育委員兼長岡市公民館運営審議会委員を委嘱す

るものである。年度当初に 19 名の委員を委嘱したが、公募枠の１名については一定の

基準を満たす者がおらず、現在まで欠員であった。７月に再度公募を行ない、今回委

嘱するものである。 

（大橋委員長） 質疑、意見はないか。 

  ［「なし」と呼ぶ者あり］ 

（大橋委員長） ないようなので、これより採決に移る。本件は原案のとおり決定す

ることに異議ないか。 

  ［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

（大橋委員長） 異議なしと認める。よって本件は原案のとおり決定した。 

 

（大橋委員長） 以上をもって、本日の日程は終了する。続いて、協議報告事項に移

る。まず、附属機関会議報告として、社会教育委員会・公民館運営審議会と図書館協

議会について 事務局の説明を求める。 

（鈴木中央公民館長） 平成 20 年８月５日に開催された、第２回社会教育委員会・

公民館運営審議会会議について報告する。主な会議内容は、「中央公民館及び地区公

民館の平成 19 年度事業実績について」、「自主研修テーマの設定について」である。

平成 20、21 年度の自主研修テーマは「社会教育施設（各地域の資料館等）の現状及

び課題について」（仮題）に決定した。２年間の自主研修終了後、平成 22 年３月に教



育委員会へ報告予定である。 

（小野田中央図書館長） 平成 20年７月 18 日に開催された、第 1 回長岡市図書館協

議会会議について報告する。今年度第１回目の会議であったため、委員長の選出等を

行なった。報告事項は、「図書館の事業概要について」として、19 年度の実績報告及

び 20 年度の事業計画の説明等を行なった。また、「分館の指定管理者制度移行後の状

況について」として、長岡地域の分館４館の閉館時間１時間延長の利用状況等を報告

した。委員から「積極的に利用者の意見を聞くためにアンケート調査をしてはどう

か。」との提案があり、８月 22 日から一週間、全館でアンケート調査を実施している。 

また協議事項として、「図書館における自習コーナーの試行的設置」を提案説明し、

期間を限定して試行を実施することとした。 

（大橋委員長） 質疑、意見はないか。 

（大橋委員長） 図書館の自習コーナーの試行の実施期間は。 

（小野田中央図書館長） 平成 20 年８月から平成 21 年２月末頃までである。 

（羽賀委員） 社会教育委員の自主研修はどのようなものか。 

（鈴木中央公民館長） 市内または県内の施設の見学等を行ない、実態を把握し、報

告書にまとめるというものである。 

（内藤委員） 図書館のアンケート調査は来館者全員が対象なのか。 

（小野田中央図書館長） 書籍等の貸し出し時にアンケート用紙を渡し、お願いして

いる。 

（羽賀委員） インターネット予約件数が増加しているのは良いと思う。どのような

システムなのか。 

（小野田中央図書館長） 図書館のホームページから書籍等を検索し、予約ができる。

予約の際はパスワードの登録が必要である。貸し出し状況も分かるようになっている。

年々利用が増え、年間５万件を超えるまでになった。 

（羽賀委員） 図書離れなどと言われているが、このようなシステムは大変良いと思

う。 

（加藤教育長） インターネット予約は大変好評であり、いろいろなところで評判を

聞いている。 

（大橋委員長） 他にないようであれば、次に 長岡市青少年健全育成総合対策実施



計画について 事務局の説明を求める。 

（矢沢子ども家庭課長） 今年度の青少年に向けた行政事業がまとまったので報告す

る。「青少年が人や自然、地域社会と触れ合う中で、交流し主体的に生きていく力を

身に付けていくために、家庭や学校、地域社会が各々の力を最大限に発揮し連携して

総合的に育成していく。」という基本方針に基づき、幅広い実施計画となっている。 

（大橋委員長） 質疑、意見はないか。 

（大橋委員長） 幼児から生涯学習まで幅広い分野の事業があり、すばらしいと思う。 

（矢沢子ども家庭課長） 青少年を対象にした市全体の取り組みが、この実施計画に

示されていると思う。 

（大橋委員長） 他にないようであれば、次に 長岡市成人式について 事務局の説

明を求める。 

（矢沢子ども家庭課長） ８月に６地域の成人式を行ない、今年度１０地域の成人式

がすべて終了した。各々地域性のある、成人を喜び祝う式になったと思う。 

（大橋委員長） 質疑、意見はないか。 

（羽賀委員） 成人式の日程の調整はあるのか。 

（矢沢子ども家庭課長） 当分は今までと同じ日程で行なう予定である。 

（大橋委員長） 他にないようであれば、次に 子育てフェスティバル２００８の開

催について 事務局の説明を求める。 

（矢沢子ども家庭課長） ９月 13 日に恒例の子育てフェスティバル２００８を開催

する。市民センターちびっこ広場を中心に、歩行者天国も含め、親子連れで大変楽し

めるイベントになると思う。 

（大橋委員長） 質疑、意見はないか。 

  ［「なし」と呼ぶ者あり］ 

（大橋委員長） ないようであれば、次に 父と子のメモリアルカードの作成・配布

について 事務局の説明を求める。 

（矢沢子ども家庭課長） 父親の子育て参加につながるように、「父と子のメモリア

ルカード」を作成した。子どもの成長の節目に子どもに対する想いを書き込み、思春

期、成人式、結婚、出産等の大事な日に贈っていただきたいと思う。９月から母子手

帳の交付時に無料で配布する。 



（大橋委員長） 質疑、意見はないか。 

（中村委員） このカードは母子手帳のサイズに合わせてあるのか。 

（矢沢子ども家庭課長） 母子手帳のカバーに挟み込めるサイズになっている。 

（中村委員） 母子手帳と一緒に大切にしてもらえれば良いと思う。 

（内藤委員） とても良いアイディアである。少しずつ書き込んでいけるので、親も

続けられると思う。これを贈られた子どもも大変喜ぶのではないかと思う。 

（大橋委員長） 他にないようであれば、次に 災害アーカイブスの公開について 

事務局の説明を求める。 

（小野田中央図書館長） 文書資料室で７・１３水害、中越大震災、中越沖地震に関

する資料を公開する。10 月には資料の一部を展示する予定である。 

（大橋委員長） 質疑、意見はないか。 

  ［「なし」と呼ぶ者あり］ 

（大橋委員長） ないようであれば、次に 「やなせたかしの世界展」の開催につい

て 事務局の説明を求める。 

（小野田中央図書館長） ９月 13 日から栃尾美術館で「やなせたかしの世界展」を

開催する。絵本原画や自作詩など、約 150 点を展示する。さまざまなイベントも催さ

れる。中学生以下は無料なので、是非足を運んでいただきたいと思う。 

（大橋委員長） 質疑、意見はないか。 

  ［「なし」と呼ぶ者あり］ 

（大橋委員長） ないようであれば、次に 秋季企画展「三十稲場式土器とその時代」

の開催について 事務局の説明を求める。 

（山屋科学博物館長） 縄文時代後期に特徴的な三十稲場式土器にスポットをあて、

土器群の内容や当時の文化を探る企画展を開催する。９月６日から科学博物館考古展

示室で行なう。是非お越しいただきたいと思う。 

（大橋委員長） 質疑、意見はないか。 

  ［「なし」と呼ぶ者あり］ 

（大橋委員長） 他に協議報告事項はないか。 

（腮尾学校教育課長） 全国学力・学習状況調査の結果の公表について報告する。今

年度の全国学力・学習状況調査の結果が、８月 29 日に文部科学省から通知される予



定である。この結果の取扱いについては、文部科学省の示す実施要領に基づき、昨年

度と同様に「学校名を明らかにした公表は行わない。」「市全体の結果については、積

極的な公表は行わない。（市議会において質問が出た場合には回答する。）」「学校が自

校の結果を保護者等に公表することについては、校長の判断にゆだねる。」とするも

のである。 

（大橋委員長） 質疑、意見はないか。 

（加藤教育長） 昨年度の公表の実態はどうであったか。 

（腮尾学校教育課長） 市議会で質問があったが、市全体の平均等を回答する程度で

あった。マスコミ等からも照会があったが、結果は回答せず、長岡市教育委員会の調

査結果の取扱い方針について説明をした。学校が保護者等に公表したかどうかについ

ては調査していない。 

（大橋委員長） これをもって協議報告事項を終了する。 

 

（大橋委員長） 本日は、これをもって閉会とする。 



 

 会議の次第を記載し、その相違ないことを証するために署名する。 

 

 

    長岡市教育委員会委員長 

 

 

    長岡市教育委員会委員 

 

 

    長岡市教育委員会委員 

 


