
 

 

平成 20 年 10 月 29 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 10 月 29 日（水曜日） 

午後３時から午後３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 

  学務課長補佐    青柳  満   学校教育課長    腮尾  理 

子ども家庭課長    矢沢 康子   保育課長      若月 和浩 

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 

  教育総務課課長補佐  武樋 正隆   教育総務課庶務係長  長谷川 雅泰 

  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 40 号 

 

第 41 号 

 

会議録署名委員について 

 

 長岡市教育委員会表彰被表彰者の決定について 

 

 職員人事について 

 

 

７ 会議の経過 

（大橋委員長） これより教育委員会１０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 40号 長岡市教育委員会表彰被表彰者の決定について 

（大橋委員長） 日程第２ 議案第 40号 長岡市教育委員会表彰被表彰者の決定につ

いて を議題とする。今回は候補者が 12組のため分野別に審議を行なう。整理番号１

番及び２番について 事務局の説明を求める。 

（押見教育総務課長） 整理番号１ 被表彰者は長岡市立栃尾南小学校若草児童会、

内申者は栃尾南小学校長である。功績内容は、多年にわたり学校・地域ぐるみでアル

ミ缶回収を行い、高齢者福祉施設に車椅子を寄贈している模範的行為である。表彰規

則第２条第１号に該当、表彰状を授与したいものである。 

整理番号２ 被表彰者は長岡市立旭岡中学校奉仕委員会・環境委員会、内申者は旭岡

中学校長である。功績内容は、多年にわたり地域の奉仕と美化に貢献する活動を行っ

ている模範的行為である。表彰規則第２条第１号に該当、表彰状を授与したいもので

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。次に、整

理番号３番から８番について 事務局の説明を求める。 

（押見教育総務課長） 整理番号３ 被表彰者は廣川寛、内申者は神田小学校長であ

る。多年にわたり長岡市体育指導委員として寄与された功績により表彰規則第２条第

６号に該当、表彰状を授与したいものである。 

整理番号４ 被表彰者は土屋蔵三、内申者はスポーツ振興課長である。多年にわたり

財団法人長岡市体育協会理事として寄与された功績により表彰規則第２条第６号に該

当、表彰状を授与したいものである。 

整理番号５ 被表彰者は荒井奥弘、内申者はスポーツ振興課長である。多年にわたり

長岡市合気会会長として寄与された功績により表彰規則第２条第６号に該当、表彰状

を授与したいものである。 

整理番号６ 被表彰者は髙野香代子、内申者はスポーツ振興課長である。多年にわた

り長岡市なぎなた協会役員として寄与された功績により表彰規則第２条第６号に該当、

表彰状を授与したいものである。 

整理番号７ 被表彰者は眞木一郎、内申者はスポーツ振興課長である。多年にわたり

長岡市バスケットボール協会役員として寄与された功績により表彰規則第２条第６条

に該当、表彰状を授与したいものである。 

（鈴木中央公民館長） 整理番号８ 被表彰者は原和夫、内申者は中央公民館長であ

る。多年にわたり社会教育委員として寄与された功績により表彰規則第２条第４号に

該当、表彰状を授与したいものである。 

（大橋委員長） 質疑、意見はないか。 

（大橋委員長） 整理番号３は体育指導委員として寄与された功績での表彰であり、

「表彰規則第２条第６号該当」という点で整理番号４～７と同じであるが、内申者が

異なる理由は。 

（押見教育総務課長） 内申者については、特に定めていない。整理番号３の被表彰

者の方は、神田小学校区の体育推進委員としても多大な貢献をしていただいた方であ



るため、神田小学校長から内申があったものである。 

（大橋委員長） 他にないようなので、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。次に、整

理番号９番及び 10番について 事務局の説明を求める。 

（山屋科学博物館長） 整理番号９ 被表彰者は吉岡瀬一郎、内申者は科学博物館長

である。稀少動物クマタカの剥製標本を科学博物館に寄贈された功績として表彰規則

第２条第９号に該当、感謝状を授与したいものである。 

整理番号 10 被表彰者は若月和、内申者は科学博物館長である。多数の考古資料及び

書籍を科学博物館に寄贈された功績として表彰規則第２条第９号に該当、感謝状を授

与したいものである。 

（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。次に、整

理番号 11番及び 12番について 事務局の説明を求める。 

（矢沢子ども家庭課長） 整理番号 11 被表彰者は神林司良、内申者は子ども家庭課

長である。多年にわたり長岡市青少年育成員として寄与された功績により表彰規則第

２条第８号に該当、表彰状を授与したいものである。 

整理番号 12 被表彰者は佐藤まり子、内申者は子ども家庭課長である。多年にわたり

長岡市青少年育成員として寄与された功績により表彰規則第２条第８号に該当、表彰

状を授与したいものである。 

（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 41号 職員人事について 

（大橋委員長） 日程第３ 議案第 41号 職員人事について を議題とする。事務局

の説明を求める。 

（野口教育部長） 学務課長 那須清から平成 20 年 10 月 31 日付けで退職したい旨の

申し出があったためこれを承諾し、後任には平成 20 年 11 月１日付けで教育総務課長 

押見康雄を兼職としたいものである。 

（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、与板歴史民俗資料館の臨時閉館について 事務局の説明を求める。 

（山屋科学博物館長） 平成 21 年の大河ドラマ「天地人」の放映に合わせ、与板歴

史民俗資料館を直江兼続中心の展示にリニューアルするため、平成 20 年 11 月 10 日

から臨時に閉館する。リニューアルオープンは平成 21年１月 10日の予定である。 

（大橋委員長） 質疑、意見はないか。 

（羽賀委員） 観光客が増加することが予想されるが、物品販売等の予定はあるか。 

（山屋科学博物館長） 観光課や地元商工会等と協議をしているところであるが、資

料館に販売スペースを設けるのは難しい状況である。 

（野口教育部長） 与板支所近辺に空きスペースがあるため、その場所を使えないか

検討中である。 

（大橋委員長） 他にないようであれば、次に ポニー関連事業について 事務局の

説明を求める。 



（矢沢子ども家庭課長） 今年度のポニー関連事業が終了したので報告する。「なが

おかポニーカーニバル」は、長岡ニュータウン公園で開催し、大変多くの参加があっ

た。この事業には、毎年約 50名のボランティアの方から協力をいただいている。「グ

ラウンドポニースクール」は、平成 17 年度からの事業で、小学校のグラウンドでポ

ニーの乗馬体験等を実施している。今年度は９校で実施、近くの保育園児なども参加

した。また、初めて児童館や老人ホームにも訪問し、高齢者の方にも大変好評であっ

た。「ちゃれんじ！ポニースクール」では、ポニーがニュータウンいこいの広場に滞

在、ポニーの世話や乗馬体験を実施した。今年度は２日間で 40 人の参加があった。

「ポニーとキャンプ in 蓼科」には昨年度の約２倍の申込があり、３泊４日の日程で

蓼科ポニー牧場を会場に実施した。ポニー関連事業については、来年度「ポニーカー

ニバル」が 10 回目を迎えるということもあり、一つの節目として、広がりを持てる

ような事業にしていきたいと考えている。 

（大橋委員長） 質疑、意見はないか。 

（羽賀委員） 障害のある方も参加しているか。 

（矢沢子ども家庭課長） 障害のある方も参加している。誰でも参加できるイベント

となっている。 

（大橋委員長） 是非継続していただきたいと思う。 

（大橋委員長） 他にないようであれば、次に 長岡市子育て応援プラン後期計画策

定に関するニーズ調査について 事務局の説明を求める。 

（矢沢子ども家庭課長） 「次世代育成支援対策推進法」に基づき、長岡市では平成

17年度に『長岡市子育て応援プラン』を策定している。平成 17年度から５年間を１

期（前期計画）とし、平成 21 年度に前期計画に関する必要な見直しを行なったうえ

で、平成 22 年度から５年間の後期計画を定めることとしている。後期計画策定のた

め、地域の子育て家庭や中学生・高校生の生活実態及び意識、サービスの利用実態、

今後の利用意向等を把握し、目標事業量等設定の基礎資料とすることを目的として、

ニーズ調査を実施するものである。各年齢、学年ごとに 200 人を抽出し、3,600 人を

対象に平成20年11月頃に調査票を配布・回収する予定である。調査結果については、

より多角的・専門的に検討するため、長岡大学准教授に講評を依頼する。 

（大橋委員長） 質疑、意見はないか。 



（大橋委員長） 集計はどのように行なうのか。 

（矢沢子ども家庭課長） 調査項目内容等の設置については委員会を立ち上げて決定

しているが、集計等については一部民間に委託するところもある。 

（大橋委員長） 他にないようであれば、次に 文芸講演会の開催について 事務局

の説明を求める。 

（小野田中央図書館長） 平成20年11月24日に絵本作家の長谷川義史さんを迎え、

「長谷川義史講演会」を開催する。紙芝居等を含め、親子で楽しめる内容になってい

る。10月 18 日から申込受付を開始したが、大変好評であり既に定員 180 名の申込を

いただいている。 

（大橋委員長） 質疑、意見はないか。 

（大橋委員長） ないようであれば、次に 展覧会の開催について 事務局の説明を

求める。 

（小野田中央図書館長） 長岡市栃尾美術館では、11 月３日まで「やなせたかしの

世界展」を開催しており、入場者数も多く大変賑わっているところである。11 月 11

日からは「日本刀の美 （財）日本美術刀剣保存協会長岡支部愛刀展」と題して、上

杉謙信・景勝・直江兼続ゆかりの刀匠兼則など約 40 点を展示する。作品解説会も設

けるので、是非たくさんの方におい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） 他に協議報告事項はないか。 

（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 

 


