
 
 

平成 21 年４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４月 17日（金曜日） 

午後 4時から午後 4時 40 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   教育総務課長    押見 康雄 

  学務課長      武樋 正隆   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 

中央公民館長補佐  東樹 隆志   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 新沢 達史   教育総務課庶務係  小栁 亮介 

 



６ 議事日程 

日程 議案番号 案     件 

１ 

２ 

３ 

４ 

５ 

 

 

第 26 号 

第 27 号 

第 28 号 

会議録署名委員について 

教育長の互選について 

長岡市立保育園等一時保育事業実施要綱の一部改正について 

附属機関委員の委嘱について 

専決処理について（補正予算の要求について） 

 

７ 会議の経過 

（大橋委員長） これより教育委員会４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 教育長の互選について 

（大橋委員長） 日程第２ 教育長の互選を行う。加藤教育長は、教育委員としての

任期が５月 15 日をもって満了するが、去る３月 27 日の長岡市議会本会議において、

再任することが提案され、同市議会の同意を得ている。そこで、本日改めて審議する。

教育長の任命については、教育委員会会議規則第３条の規定により、委員長を除く委

員のうちから教育委員会が任命することになっている。互選の方法について、どのよ

うにしたらよいか。 

（内藤委員） 指名推選によることとして、加藤委員を推選したいと思う。 

（大橋委員長） いま、内藤委員から指名推選により加藤委員を教育長に推選すると

いう案が出たが、ほかに意見はないか。 

[「意見なし」と呼ぶ者あり] 

（大橋委員長） それでは、教育長の互選について諮る。５月 16日付けで再任される

予定の加藤委員を同日付けで教育長に任命することに異議はないか。 



[「異議なし」と呼ぶ者あり] 

（大橋委員長） では、異議なしと認める。よって加藤委員を教育長に任命する。加

藤委員から一言あいさつをお願いしたいと思う。 

（加藤教育長） 今ほど教育長にご推選をいただき、身の引き締まる思いである。こ

れまでも委員の皆様から支えていただいたが、今後ともご指導をいただきたい。また、

事務局には優秀なスタッフがいるので、一緒になって市の教育行政の向上に努めさせ

ていただきたいと思う。今、国から矢継ぎ早に教育改革が指示されているが、こうい

う時だからこそ、教育の不易の部分を見据え、現場に軸足を置いて、現場支援という

ものを原則とし、子育て、保育、学校教育、社会教育を、ぶれることなく円滑に進め

ていきたいと思っている。よろしくお願いしたい。  

 

◇ 日程第３ 議案第 26 号 長岡市立保育園等一時保育事業実施要綱の一部改正に

ついて 

（大橋委員長） 日程第３ 議案第 26 号 長岡市立保育園等一時保育事業実施要綱

の一部改正について を議題とする。事務局の説明を求める。 

（若月保育課長） 一時保育とは、保育園に入っていない子どもを持っている保護者

の人が、病気や育児で疲れたときなどに保育園に一時的に子どもを預けることが出来

る制度である。現在市内の公立の保育園 11か所、私立の保育園 19か所及び、ちびっ

こ広場のまちなか保育園、合計 31 か所で行っているが、この５月５日にオープンす

る子育ての駅千秋においても千秋保育園という名前で一時保育を実施することにし

たいと思うので、新たに実施要綱に追加するものである。 

（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４ 議案第 27号 附属機関委員の委嘱について 



（大橋委員長） 日程第４ 議案第 27 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。 

（東樹中央公民館長補佐） 長岡市社会教育委員兼長岡市公民館運営審議会委員の三

島地域選出委員の辞職に伴い、三島地域から新たに牧野明雄氏が推薦された。牧野氏

は寺泊小学校長や希望が丘小学校長及び小千谷小学校長を歴任し、平成 18 年３月に

退職された。現在は平成 19 年４月から三島地域委員会の委員をされている。地域委

員会委員として地域活動に携わっておられることが、三島地域からの推薦の理由とな

っている。 

（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５ 議案第 28号 専決処理について 

（大橋委員長） 日程第５ 議案第 28 号 専決処理について を議題とする。事務

局の説明を求める。 

（押見教育総務課長） 専決第２号補正予算の要求についてであるが、この処理は急

を要した為、長岡市教育委員会教育長に対する事務委任等に関する規則第４条第２項

第１号の規定に基づき専決処理をしたものである。そして、同条同項の規定によりこ

れを報告し承認を求めるものである。内容であるが、教育総務課、保育課、科学博物

館の所管事務である。いずれも事業確定に伴う市債の整理である。まず、教育総務課

について、下小国小学校応急仮設校舎整備事業である。これに伴う市債を 120 万円増

額するものである。また、大河津小学校災害復旧事業であるが、これは平成 20 年７

月豪雨の分であり、市債を 20 万円減額するものである。合計 100 万円の市債の増額

補正である。次に保育課については和島幼稚園災害復旧事業で、これも平成 20 年７

月豪雨の分であり、30万円の市債の減額補正である。科学博物館については、馬高・

三十稲場遺跡環境整備事業で、これは市債の 30 万円の増額補正である。教育委員会



合計で歳入を 100 万円増額補正するものである。 

（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承認す

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承認した。 

 

 

（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。平成 21年度長岡市成人式について 事務局から説明を求める。 

（矢沢子ども家庭課長） まず始めに長岡地域の成人式である。昨年同様、今年度も

５月３日の憲法記念日に、長岡地域の成人式を市立劇場にて挙行する。時間は 11 時

からおおむね１時間を予定している。昨年よりも若干予定時間が延びている。中学校

時代の恩師からビデオレターをいただいており、上映するためである。養護学校につ

いてはもらえなかったが、その他の学校は全校からもらうことが出来た。対象人数は

1874 人で、昨年から約 100 名近く減っている。少子化の影響で、成人式を迎える子

どもたちの数が、毎年 100 人程減少している。また、教育委員の皆様からも、５月３

日はお忙しいと思うが出席していただきたい。次に長岡市全体の成人式である。５月

３日は小国・越路・栃尾・長岡の４地域で成人式が行われる。その他の６つの地域に

ついては、８月 14、15 日のお盆に行われる。和島については、和島小学校の講堂の

地域交流館で実施する。参考までに来年度の日程だが、長岡地域を始め５月３日に成

人式を行っている地域は、５月２日に行う。理由は、ゴールデンウィークを有効に使

ってもらうため、５月３日が月曜日の場合は、前日の５月２日に行うことと改めたか

らである。ただし、その後数年間はこの並びがないので、５月３日になる。 

（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、次に 「子育ての駅千秋」オープン記念講演会に

ついて 事務局から説明を求める。 



ルームを予定している。 

まちなかキャンパスでの取り組みの一部で、科学への関心を高めるサイエンスカフ

ェの実施がある。このサイエンスカフェというのは、科学の専門家と市民が、コーヒ

ーなどを飲みながら寛いだ中で科学を学び話し合うというものである。一芸に秀でた

市民講師の活躍の場づくり、現在の生涯学習人材バンク「まちの先生」が多数いろん

な分野でご活躍しているが、その「まちの先生」の講座などが一部開催される。この

まちなかキャンパスを中心に展開する講座の一定の修了者に対して、長岡市独自の学

びの励みになる仕組みを作ってその参加者の学びの意欲を高めるといったことを予

定している。今後は平成 23 年のまちなかキャンパスオープンに向け、具体的にどの

ようなプログラムを実施していくか、大学関係者や市民代表の方から成る委員会を立

ち上げて勉強していく予定となっている。 

（大橋委員長） 質疑、意見はないか。 

（加藤教育長） ２階、３階に子育ての駅と書いてあるが、これは「子育ての駅千秋

てくてく」のまちなか版か。 

（矢沢子ども家庭課長） そうである。ちびっこ広場を移動させるものである。 

（加藤教育長） まちなかキャンパスと繋がると聞いているが。 

（東樹中央公民館長補佐） アーカイブスセンターと通路で繋がる予定である。 

（大橋委員長） 他にないようであれば、次に 長岡城跡の調査について 事務局の

説明を求める。 

（山屋科学博物館長） シティホールの整備事業に伴い、遺跡長岡城の発掘調査を行

っている。平成 20 年度についてはセントラルパークのうち長岡グランドホテルに接

している部分の半分くらい発掘をやった。今後逆の東側の半分側を行い、最終的には

厚生会館とセントラルパークの間にある市道１号線を発掘して完了となる。二の丸が

今の厚生会館の場所にあったのだが、そこはすでに前の開発で壊されていて遺跡が残

ってないということで、今回は対象になっていない。今回の発掘調査については、セ

ントラルパークと市道１号線で完了ということになる。埋蔵文化財保護法に伴い、開

発の影響のあるところを遺跡発掘調査して記録保存するということである。それでは

３月までに掘り終わったところの成果、出てきたものについて若干説明する。井戸跡

が 10 基ほど出ている。その内３基が江戸時代のものであろうと考えている。残り７



基は明治以降のものと思われる。江戸時代の３基であるが、非常に木枠をしっかり組

んであったり桶のようなものが入ってたりしており、いわゆる市民が使うレベルの井

戸ではなく、武家屋敷跡にあったことが想定される。柱の跡等が多数検出されたが、

前の開発のため表面にあった礎石については全く確認できない状況であった。逆にい

うと地下に深く掘った井戸跡が出てきたと考えている。これから掘るセントラルパー

クの東側の半分は堀に当たる。そして市道１号線も昔の例からいくと堀に当たるので、

これからの発掘は堀跡が中心になってくる。投げ込んだものや落ちたものといった、

遺構というよりも遺物調査にこれから入っていくのではないかと考えている。主な成

果や遺物については、瓦・瓶・植木鉢などが明治時代以降の土坑にあった。また墨書

のある木製品が出土したが、墨書書きについては江戸時代の有名な藩士の方の名前が

入っているものが確認されていて、いくつかは状態の良いよく読める墨書の木製品で

ある。長岡城は市民の方に関心の高い部分があるので説明会等は夏頃ある程度目途が

ついてきたらやっていきたい。そして出土品については、速報展という形で科学博物

館の中で遺物中心に展示して、市民の方に紹介していきたいと考えている。 

（大橋委員長） 引き続き 兼続お船ミュージアム(与板歴史民俗資料館)の動向につ

いて 事務局の説明を求める。 

（山屋科学博物館長） 全体リニューアルをして公開した１月 10日から３月 31日ま

での入館者数は２万 3825 名で大勢の方から入っていただいた。来館者の反応は、お

おむね評判がよかったのではないかと考えている。しかし、お船と兼続にスポットを

当てた割にお船の展示物が少ないとの意見があったが、お船は文献にも出てこない、

資料も実際はほとんどない。上杉博物館にある国宝上杉家文書中にも４回ぐらいしか

出てこないので、どうやっても出来ないのである。参考として大河ドラマ関係の展示

を展開している。他の施設に比べて、我々の評価はどんなものかエージェントから見

ていただいたが、おおむね評判がいいようである。このことから、一時的なものでな

く継続的な観光資源として使っていけるように整備を進めていたが、その目的にある

程度沿った形の評価をいただいていると感じている。本当に皆様によくしていただい

たと感謝している。 

なお、３万人で記念セレモニーをやりたいと考えているが、だいたい７月 25 日頃

と想定している。市長から記念品を差し上げてはと言われている。よろしくお願いし



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、他に協議報告事項はないか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

（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。 
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