
 
 

平成 21 年２月 17 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２月 17日（火曜日） 

午後３時 00分から午後４時 45分まで 

 

２ 場  所 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 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 

教育センター所長補佐 田村 浩  

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 長 補 佐 武樋 正隆  教育総務課庶務係 永井 圭子 

 



６ 議事日程 

 

日程 議案番号 案       件 

  

１ 

 

２ 

 

３ 

 

 

４ 

 

 

 

 

５ 

 

６ 

 

 

 

第３号 

 

第４号 

 

 

第５号 

 

 

第６号 

 

第７号 

 

第８号 

 

会議録署名委員について 

 

 平成２１年度学校教育の基本方針について 

 

条例改正の申出について 

（長岡市立学校使用条例の一部改正） 

 

条例制定の申出について 

（長岡市子育ての駅条例の制定） 

 

 長岡市子育ての駅条例施行規則の制定について 

 

 補正予算の要求について 

 

 校長、教頭の人事異動の内申について 

 

 

 

７ 会議の経過 

（大橋委員長） これより教育委員会２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、羽賀委員及び加藤委員を指名する。 

 

◇ 日程第２ 議案第３号 平成 21年度学校教育の基本方針について 

（大橋委員長） 日程第２ 議案第３号 平成 21 年度学校教育の基本方針について 

を議題とする。事務局の説明を求める。 

（腮尾学校教育課長） 学校教育の基本方針については、各学校に指導、伝達する事

項をまとめた重要な指針である。来年度は、学校で常に目に見える場所に掲示できる



ようにＡ３の様式に変更し、内容についてもシンプルにまとめた。熱中！感動！夢づ

くり教育を実現するための各分野の目標において、今年度と変更した点は、「学校運

営、教育課程」で「校長のリーダーシップの下、」という文言を追加したことである。

現在は校長裁量予算の執行や、長期休業の弾力的運用等もあることから、学校は前例

踏襲ではなく、常に見直し、特色ある教育改革をしなければならない。そのためには、

何よりも校長のリーダーシップが大切であるため、文言を追加し、明確にした。「総

合的な学習の時間」においては、新しい学習指導要領により時間数が減少する中でも、

「探求的な学習を充実させる」ことが必要であるため、その文言を追加した。「道徳

教育」においては、「違い」を「互い」に変更した。これは、相手との違いだけでな

く、相手のよさ、立場を理解しあうという意味を含め変更したものである。「体育・

健康に関する指導（食に関する指導）」においては、先般の全国体力テストで新潟県

は３位であったが、上位成績の前に、体を動かすこと本来の楽しさを味わうことが重

要なことから、「運動の楽しさを味あわせるとともに」という文言を追加した。また、

「早寝・早起・朝ごはん」は以前と比べだいぶ定着したが、この運動の推進に「努め

る」というこれまでの表現を「推進する」という強い表現に変更した。「人権教育、

同和教育」においては、県の同和教育が推進する「かかわる同和教育」があまり浸透

していないため、「理解を深め」という文言を追加した。「キャリア教育」においては、

全学校でキャリア教育の計画の「作成に努める」から「作成する」という表現に変更

した。 

（大橋委員長） 質疑、意見はないか。 

（羽賀委員） 「かかわる同和教育」とはどのようなことか。 

（腮尾学校教育課長） 机上の勉強だけでなく、現場に行って差別の事象を学ぶこと

等である。 

（大橋委員長） 学校運営に関しては「校長のリーダーシップの下」は当然のことと

考えるが、文言の追加による効果はあるのか。 

（腮尾学校教育課長） 校長には学校裁量予算等、様々な権限を与えているので、是

非リーダーシップをとってほしいという強い思いを込めている。 

（大橋委員長） 教育委員会のその思いを是非伝えてほしい。 

（大橋委員長） 道徳教育において、長岡市では「認め合い、支え合う人間関係づく



り」を根幹としているが、他に感動、共感、支援、生命尊重等、様々な価値がある中

で、長岡があえて人間関係作りに重きを置いた理由を教えていただきたい。 

（腮尾学校教育課長） この人間関係を重点課題とした学校が多いことからこの内容

にした。 

（大橋委員長） 他に質疑、意見はないか。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４号 条例改正の申出について  

（大橋委員長）日程第３ 議案第４号 条例改正の申出について を議題とする。事

務局の説明を求める。 

（押見教育総務課長） 長岡市学校使用条例の一部改正である。内容については、島

田小学校、桐島小学校が和島小学校に統合することによる屋外運動場の使用料の設定、

及び東中学校の室内運動場の使用料の改定、武道場の使用料の設定である。 

（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５号 条例制定の申出について 及び議案第６号 長岡市 

子育ての駅条例施行規則の制定について 

（大橋委員長） 日程第４ 議案第５号 条例制定の申出について 及び議案第６号 

長岡市子育ての駅条例施行規則の制定について を一括議題とする。事務局の説明を

求める。 

（矢沢子ども家庭課） 現在、大手大橋西詰めに整備している、３月で完成する子育

ての駅を、子どもの成長と子育てを支援することを目的に、世代を越えた交流や子育

て支援の輪が広がる拠点施設として、設置する条例を制定する申出である。この子育



ての駅は名称を「子育ての駅千秋」とし、長岡市千秋１丁目 99 番地６と位置づけ、

施設を運動広場と交流広場とする。この子育ての駅千秋は都市公園のひとつであり、

全天候型屋根つき公園としての位置づけであるため、管理については長岡市都市公園

条例を準用する。公園施設としての子育て支援施設は全国初である。条例は子どもの

日の平成 21 年５月５日を施行日とする。議案第６号については、条例に基づいて規

則を制定するものである。開館時間は子どもが使用する施設ということから、基本的

には午前９時から午後６時までとするが、変更することもできる。休館日は毎週水曜

日と、年末年始の 12 月 30 日から 1 月 1 日とする。条例と同様に平成 21 年５月５日

施行とするものである。 

（大橋委員長） 質疑、意見はないか。 

（内藤委員） 市民センターにあるちびっこ広場には休館日はないが、子育ての駅千

秋に休館日を設ける理由を聞かせてほしい。 

（矢沢子ども家庭課） ちびっこ広場は市民センターと一体で運営している施設であ

り、市民センター自体が休館日を設けていないため、同様に設けていない。今後、ち

びっこ広場だけでなく、子育ての駅千秋、また、防災公園の中に同様の施設を考えて

いるので、それぞれ週 1回の休館日を設け、休館日の曜日を変えることによって、職

員のローテーションも考慮でき、市民に迷惑をかけずに施設を運営できるのではない

かと考え、今回水曜日に休館日を設けた。 

（羽賀委員） 条例の施行が５月５日となっているが、オープンが５月５日というこ

とか。 

（矢沢子ども家庭課） そうである。３月には完成するが、５月５日までは準備期間

とする。 

（中村委員） オープンの日にちは４月の市政だよりに掲載するのか。 

（矢沢子ども家庭課） ２月 14 日の新潟日報には５月開館と掲載されたが、市長の

21 年度予算の記者会見において、５月５日のオープンを公表する。市民に対しては

４月の市政だよりに掲載する。 

（中村委員） オープニングイベントはするのか。 

（矢沢子ども家庭課） 記念イベントを開催する予定である。 

（羽賀委員） オープン前は市民に施設を公開するのか。 



（矢沢子ども家庭課） この準備に関わった運営委員には事前に公開する予定である

が、市民には５月５日に開放するつもりである。 

（加藤委員）子どもの日の大きなプレゼントと考えている。 

（矢沢子ども家庭課）愛称も募集し、現在整理している段階である。 

（大橋委員長） 他に質疑、意見はないか。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５ 議案第７号 補正予算の要求について 

（大橋委員長） 日程第５ 議案第７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） まず、２月補正であるが、歳入、歳出ともに神田小学校、深

沢小学校、東谷小学校の校舎耐震補強工事に伴うものである。続いて、３月補正であ

るが、平成 20年度の職員人件費の歳出を減額補正するものである。 

（押見学務課長） 歳出について、小、中学校就学援助費を増額補正するものである。 

（矢沢子ども家庭課長） 歳入、歳出ともに大手通中央西区子育て支援施設の移転工

事が大幅に遅れているために、用地取得が平成 21 年度にずれこむことによる減額補

正である。 

（山屋科学博物館長） 歳入、歳出ともにガイダンス施設の入札執行残にともなう減

額補正である。 

（大橋委員長） 質疑、意見はないか。 

（大橋委員長） ２月補正と３月補正の違いは何か。 

（野口教育部長） ２月補正は国の経済対策の一環として事業を前倒するものであり、

３月議決だと年度内に契約ができない可能性があるため、２月の臨時議会の議決によ

り契約ができる状況にするものである。工事は 21年度に続くが、予算は 20年度のも

のである。３月補正は今までの事業の整理である。 

（大橋委員長） 他に質疑、意見はないか。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６ 議案第８号 校長、教頭の人事異動の内申について 

（大橋委員長） 日程第６ 議案第８号 校長、教頭の人事異動の内申について を

議題とする。 

（加藤委員） 人事案件であるため、秘密会が適当ではないか。 

（大橋委員長） 只今、加藤委員から人事案件のため、秘密会が適当ではないかとい

う発言があったが、他の委員はいかがか。 

   ［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

（大橋委員長） 異議がないので、秘密会とする。関係者以外の退席を求める。 

           会議規則第 43条の規定により記載中止 

 

 

 

（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、平成 21 年度長岡市教育委員会当初予算の概要について 事務局から説明

を求める。 

（押見教育総務課長兼学務課長、腮尾学校教育課長、矢沢子ども家庭課長、若月保育

課長、鈴木中央公民館長、小野田中央図書館長、山屋科学博物館長、田村教育センタ

ー所長補佐） [資料により順次説明] 

（大橋委員長） 質疑、意見はないか。 

（羽賀委員） 長岡の耐震補強工事の終了状況はいかがか。 

（押見教育総務課長） 今年度末で 68.7 パーセントの予定である。 

（野口教育部長） 文科省が大きな地震があったときに、危ない建物を Is という数

値で示しているが、0.3 未満については平成 24 年度までに全国的に耐震補強をしな

ければならない基本的な方針がある。長岡は 22 年度末までに完了したいと考えてい

るが、建築基準法においては 0.7 が耐震基準の目安であるため、22 年度をもって修

了ではなく、0.7 をクリアするように取り組まなければならない。 



（内藤委員）アスベストの除去工事はこれで最後か 

（押見教育総務課長） 現在のところはない。 

（加藤委員） 養護学校の増築工事については、養護学校の高等部の人数が増加して

いるために行うが、校舎を単に増築するだけでなく、障害を持った子どもたちの卒業

後も見据えながら、教育課程の内容についても検討している段階である。 

（中村委員） 学校図書館の活性化推進総合事業について、学校に派遣された図書館

司書はどのような形で学校に関わるのか。 

（腮尾学校教育課長） 学校の図書館担当の指導や、地域の図書館ボランティアの指

導などである。 

（大橋委員長） 他に質疑、意見はないか。ないようであれば、次に平成 21年度「熱

中！感動！夢づくり教育」の概要について 事務局から説明を求める。 

（腮尾学校教育課長） 来年度の新規事業については、中学生ロボコン教室、劇団四

季夢づくりミュージカル事業、能楽体験教室、チェコ・オペラ「夕鶴」長岡公演小中

学生招待事業がある。事業としては今年度より 1事業少ないが、予算としては今年度

と同額である。 

（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、平成 20 年度文部科学大臣優秀教員表彰につい

て 事務局の説明を求める。 

（星野管理主事） 平成 17 年度から始まった文部科学大臣優秀教員表彰であるが、

平成 20 年度は長岡市から小学校 3名、中学校 3名の教員を推薦した結果、阪之上小

学校の丸田俊一教諭が受賞した。全国の受賞者は 766 名、県内では 20名であった。 

（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、次に放課後子ども教室推進表彰（文部科学省）

の受賞について 事務局の説明を求める。 

（矢沢子ども家庭課長） 平成 19 年度から始まった放課後子ども教室の 1 つである

「希望が丘放課後子ども教室（遊びの城）」が文部科学省第 1 回放課後子ども教室推

進表彰を受賞した。県内では 100 近い教室があるが、県内では「希望が丘放課後子ど

も教室（遊びの城）」のみ受賞し、全国では 66 の教室が受賞した。「希望が丘放課後

子ども教室（遊びの城）」は地域の子どもは自分の子どものようにみんなで育てたい



という思いのもとに、120 人にのぼるボランティアの協力により事業を展開している

施設である。 

（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（財）ジョイセフ（家族計画国際協力財団）

「ベトナム国リプロダクティブヘルスケア広域展開アプローチ」研修（母子保健推進）

の受け入れについて 事務局の説明を求める。 

（矢沢子ども家庭課長） （財）ジョイセフ（家族計画国際協力財団）は発展途上国

の人材養成研修事業を手がけているが、その事業の一環として、今回ベトナムから

10 名の母子保健の担当が２月 17 日から３月 14 日まで日本に滞在する。そのうち３

月３日を長岡で迎え入れ、長岡での母子保健活動のシステムと内容について学ぶ予定

である。 

（大橋委員長） 他に質疑、意見はないか。 

（大橋委員長） ないようであれば、次に早春コンサート～朗読と音楽でつづる懐か

しいメロディ～について 事務局の説明を求める。 

（小野田中央図書館長） ３月 20 日金曜日に中央図書館の講堂で毎年好評の早春コ

ンサート～朗読と音楽でつづる懐かしいメロディ～を開催する。是非おいでいただき

たい。 

（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、次に特別展「兼続を育てた謙信公のふるさと展」

について 事務局の説明を求める。 

（小野田中央図書館長） ３月７日土曜日から栃尾美術館において特別展「兼続を育

てた謙信公のふるさと展」を開催する。同時に別の展示室で栃尾を題材・テーマとし

た写真展を開催する。是非おいでいただきたい。 

（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、次に長岡市指定文化財の登録抹消について 事

務局の説明を求める。 

（山屋科学博物館長） 無形民族文化財である栃尾の林ヤスさんが平成 20年 12 月１

日に亡くなられたことにより登録を抹消するものである。 

（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。 
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