
 
 

平成 21 年１月 21 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 21年１月 21日（水曜日） 

午後３時 30分から午後４時 10分まで 

 

２ 場  所 長岡市立東中学校会議室 

 

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  教育総務課兼学務課長 押見 康雄 

学校教育課長 腮尾 理  子ども家庭課長 矢沢 康子 

保育課長補佐 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  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 

４ 

 

 

第１号 

第２号 

会議録署名委員について 

議席の指定 

平成２１年度全国学力・学習状況調査への参加について 

長岡市教育委員会表彰被表彰者の決定について 

 

 

７ 会議の経過 

（大橋委員長） これより教育委員会１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、内藤委員及び中村委員を指名する。 

 

◇ 日程第２ 議席の指定 

（大橋委員長） 日程第２ 議席の指定を行う。議席の指定については、会議規則第

７条の規定に基づき、委員長が指定することとなっているので、ただいまの着席のと

おり指定する。 

 

◇ 日程第３ 議案第１号 平成２１年度全国学力・学習状況調査への参加について 

（大橋委員長） 日程第３ 議案第１号 平成２１年度全国学力・学習状況調査への

参加について を議題とする。事務局の説明を求める。 

（腮尾学校教育課長） 長岡市の調査結果を全国の状況と比較し、学力向上のための

施策の検証及び改善を図るための資料とすることができることや、学力だけでなく生

活習慣や学習環境等に関する状況から学力との関連性を分析できること、昨年度との

比較により新たな課題を明確にできること等の理由から、平成 21年４月 21日実施予



定の文部科学省「全国学力・学習状況調査」へ全小・中学校が参加することとしたい

ものである。 

（大橋委員長） 質疑、意見はないか。 

（加藤教育長） 来年度参加することに賛成である。この調査の本来の目的は、子ど

もたちの学力の確かな定着を目指した取り組みの成果を振り返ることである。そして、

どのように調査資料を活用していくかが重要である。長岡市では２年間継続してこの

調査に参加してきており、成果が見えつつあるところもある。調査をする国語・算数

（数学）は他教科にも影響する部分であると思う。教育委員会、学校、児童生徒一人

一人がやるべき取り組みや次への目標を見つけてほしい。 

（大橋委員長） 長岡市では２年間継続して参加してきたが、だいぶ課題が明確にな

ってきており、比較・分析しながら改善のための努力も見られ、よい成果を収めてき

ていると思っている。今回の調査に参加することにも賛成である。 

（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。 

 

◇ 日程第４ 議案第２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４ 議案第２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。事務局の説明を求める。 

（押見教育総務課長） 被表彰者は須藤歩、児童用図書４４０冊と書架１台を豊田小

学校に寄贈された功績として、長岡市教育委員会表彰規則第２条９号に該当、感謝状

を授与したいものである。 

（山屋科学博物館長） 被表彰者は中村哲英、歴史資料７点（鎧・太刀拵・刀・鞍・

鎖鎌・鉢割・十手）を科学博物館に寄贈された功績として、長岡市教育委員会表彰規

則第２条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。 

（中村委員） 児童用図書の選書は誰が行ったのか。 

（押見教育総務課長） 選書は須藤さんと学校が行ったと伺っている。 



（中村委員） 寄贈された時期はいつか。 

（押見教育総務課長） 昨年の 12月である。 

（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。 

 

 

（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、教育委員会関係建築工事入札状況について 事務局から説明を求める。 

（押見教育総務課長） 東中学校旧校舎等解体工事の入札状況について報告する。旧

校舎及び屋内運動場、給食室等の解体工事である。施工者は株式会社新潟ヂーゼル工

業、契約工期は平成 20年 11 月 20 日から平成 21 年３月 31日、平成 20年 12 月 22 日

に契約を議決したものである。 

（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 現場からの教育改革リレーフォーラム in

長岡の開催について 事務局から説明を求める。 

（腮尾学校教育課長） 現場からの教育改革リレーフォーラム in長岡を平成 21年２

月７日（土曜日）にホテルニューオータニ長岡で開催する。長岡市では３回目の開催

となる今回は、「子どもに夢を描く力と生き抜く自信をはぐくむために、今、私たち

にできること」というテーマで、子どもたちが主役となる内容を盛り込んでいる。で

きるだけ多くの参加を呼びかけている。 

（大橋委員長） 質疑、意見はないか。 

（内藤委員） 子どもフォーラムに参加する学校はどのように決定したのか。 

（腮尾学校教育課長） 「熱中！感動！夢づくり教育」の夢企画等でユニークな取り

組みをしている学校に参加を依頼し、快く承諾してもらった。 

（内藤委員） コーディネーターを務めるヤングキャベツの２人は教育に興味がある

と伺ったことがあるので、大変楽しみである。 

（羽賀委員） 動物学者の千石さんの講演も大変楽しみである。 



（大橋委員長） ４００名程度ということであるが、開催案内を行った範囲は。 

（腮尾学校教育課長） 市政だよりに掲載したほか、市議会議員、市 P連や学校、保

育園関係等に幅広く声をかけさせていただいている。 

（大橋委員長） 他にないようであれば、次に 平成２０年度中学校卒業式の出席に

ついて 事務局の説明を求める。 

（腮尾学校教育課長） 今年度も各小中学校の卒業式に出席をお願いしたい。具体的

な学校等は確定次第報告する。 

（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 「子育ての駅千秋（仮称）開設準備室」

の設置について 事務局の説明を求める。 

（矢沢子ども家庭課長） 「子育ての駅千秋（仮称）」の今春オープンに向けて、平

成 21年１月 13日付けで「子育ての駅千秋（仮称）開設準備室」を子ども家庭課内に

設置した。主な任務としては、オープニングセレモニー、イベントの企画・準備や市

民協働型の運営体制の構築に向けた取り組み、多様な交流事業の企画・準備等を行う。 

（大橋委員長） 質疑、意見はないか。 

（羽賀委員） になニーナとの関連はあるか。 

（矢沢子ども家庭課長） 子育て支援という点で同じであるので、事業を連携して行

う部分も多く出てくると思う。ご意見をいただきながら運営に活かしていきたい。 

（羽賀委員） 非常に評判がよい。他地域からきた母親が孤立せず、安心して友達を

作ることができるなどという評価を聞いている。市民協働の場として期待している。 

（大橋委員長） 他に質疑、意見はないか。ないようであれば、次に 第２回ながお

かのこども作品展について 事務局の説明を求める。 

（小野田中央図書館長） 第２回ながおかのこども作品展を栃尾美術館で開催してい

る。前期は平成 20 年 12 月 20 日から平成 21 年１月 18 日まで、長岡市全域の小中学

生の代表の作品を展示した。後期は平成21年１月27日から平成21年２月22日まで、

栃尾地域の小中学生・園児の絵画工作約５００点を展示する。たくさんの方にご覧い

ただければと思う。 

（大橋委員長） 質疑、意見はないか。 

（大橋委員長） 他に協議報告事項はないか。ないようなので、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 

 


