
 

 

平成 23 年７月 20 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 23年７月 20日（水曜日） 

午後３時 00分から午後４時 00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 大滝  靖 子育て支援部長 矢沢 康子 

 教育総務課長 若月 和浩 教育施設課長補佐 山口 克彦 

 学務課長 武樋 正隆 学校教育課長 小野田信子 

 子ども家庭課長 佐藤 正高  保育課長 佐野  勉 

 中央公民館長 鈴木  昇 中央図書館長 小倉  進 

 科学博物館長 山屋 茂人 学校教育課主幹兼管理指導主事 関谷 祐二 

 学校教育課主幹兼管理指導主事 山田  修 学校教育課主幹兼管理指導主事 大矢 慎一 

  スポーツ振興課長  木元  実 

 

 

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  平澤  司 



６ 議事日程 

日程 議案番号 案     件 

１ 

２ 

 

第 29 号 

会議録署名委員について 

平成 24年度使用教科用図書の採択について 

 

７ 会議の経過  

（大橋委員長） これより教育委員会７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 29号 平成 24年度使用教科用図書の採択について 

（大橋委員長） 日程第２ 議案第 29号 平成 24年度使用教科用図書の採択につい

て を議題とする。平成 24 年度使用教科用図書については、公表前であるので、

秘密会が適当ではないか。 

[「異議なし」と呼ぶ者あり] 

（大橋委員長） では、秘密会とする。 

           会議規則第 43条の規定により記録中止 

 

（大橋委員長） 本日の日程は終了する。次に協議報告事項に入る。まず、平成 23

年度第１回長岡市熱中！感動！夢づくり教育推進会議報告について、事務局の説明

を求める。 

（小野田学校教育課長） ７月５日に、平成 23 年度第１回長岡市熱中！感動！夢づ

くり教育推進会議を開催した。当日は、委員の皆さんから、ふれ愛芸術体験事業「巨

大書」の授業を参観いただいた。その後、授業参観の感想発表、今年度事業の進捗



状況報告とそれに関する意見交換を行った。主な意見として、今年度から開始した

事業である「ながおか夢ラジオ」の収録のために、子どもたちが自分たちの地域を

調べる活動を行うことで、地域のことについてより深く理解する機会となり、価値

ある活動となった。また、教師自身が熱中、感動することが大事であり、そのため

に先進国だけでなく発展途上国へも教員を派遣することが大事であるため、是非事

業化してほしいなどの意見が出た。なお、本会議では羽賀委員が議長を務めている。 

（大橋委員長） 質疑、意見はないか。 

（羽賀委員） この事業の良かったところは、子どもたちが指示待ちではなく、自分

の役割を考えて主体的に行動していたところである。そして子どもたちをそのよう

に導いていたのが講師の柳澤氏であり、大変素晴らしい方だと思った。 

（大橋委員長） その他質疑、意見はないか。 

[「なし」と呼ぶ者あり] 

（大橋委員長） 質疑、意見なしと認める。次に第 41 回教育講演会について、事務

局の説明を求める。 

（山田学校教育課主幹兼管理指導主事） ８月９日に市立劇場大ホールを会場にして

香山リカさんの講演会を開催する。演題は「子どものこころが求めているもの」で

あり、現場の教職員の関心が高い内容である。現在 1,200 人以上の申し込みがある。 

（大橋委員長） 質疑、意見はないか。 

（加藤教育長） 講師は多忙な方であり、数年来、依頼を続けてようやく実現した。 

（大橋委員長） その他質疑、意見はないか。 

[「なし」と呼ぶ者あり] 

（大橋委員長） 質疑、意見なしと認める。次に平成 23 年度子どもの虐待防止啓発

事業「学校出前講座」の実施について、事務局の説明を求める。 

（佐藤子ども家庭課長） 本事業は虐待の早期発見に重要な役割を果たしている小、

中、養護学校の教職員を対象として、学校に出向いて講座を実施している。ＮＰＯ

法人「子どもの虐待防止ネット・にいがた」に委託し、教育委員会職員も同席する

形で協働して実施している。平成 20 年度から始めて、今年度で４年目になる。今

年度の実施計画を含めると、養護学校を除く全ての市立学校及び新潟大学附属長岡

小学校、中学校で実施したことになる。養護学校については日程調整の関係で今年



度実施を見送っており、来年度実施予定である。 

（大橋委員長） 質疑、意見はないか。 

（内藤委員） 本講座の受講者アンケートには、パンフレットがわかりやすく、虐待

の通告方法などを良く理解できた。学校だけでなく児童館にもパンフレットを置い

てはどうか。教職員だけでなく保護者向けにも実施してほしい。などの意見があっ

た。わかりやすく大変好評である。 

（羽賀委員） 予算措置はどうなっているか。 

（佐藤子ども家庭課長） ＮＰＯに委託しているため、実費程度の負担である。 

（羽賀委員） 教職員向けとのことであるが、一般市民向けのパンフレットはないか。 

（佐藤子ども家庭課長） 今はない。しかし、虐待発見時の通告、相談先等が記載さ

れているパンフレットはある。 

（大橋委員長） その他質疑、意見はないか。 

[「なし」と呼ぶ者あり] 

（大橋委員長） 質疑、意見なしと認める。次に特別展長岡藩主牧野家の至宝展につ

いて、事務局の説明を求める。 

（山屋科学博物館長） ７月 28日から８月 21日までの期間で、長岡商工会議所を会

場に開催する特別展である。７月 30 日から新潟県立歴史博物館で開催される「越

後の大名」展とリンクした形で実施する。 

（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） 質疑、意見なしと認める。次に平成 24 年度全国高等学校総合体育

大会長岡市実行委員会の設立について、事務局の説明を求める。 

（木元スポーツ振興課長） 本大会は全国高等学校総合体育大会開催基準要項及び平

成 24 年度全国高等学校総合体育大会新潟県開催基本構想に則り、開催地において

実行委員会組織を設置する旨の定めがあるため、７月 13 日に長岡市実行委員会設

立総会及び第１回総会を開催した。北信越５県のブロック開催であり、全 29 競技

中、新潟県では 13競技実施予定である。県の試算では 32万人程度が応援のために

新潟県を訪れるのではないかとのことである。 

（大橋委員長） 質疑、意見はないか。 



（加藤教育長） 経済効果はどのくらいか。 

（木元スポーツ振興課長） 県の試算では、全県で 70億円程度を見込んでいる。 

（大橋委員長） その他質疑、意見はないか。 

[「なし」と呼ぶ者あり] 

（大橋委員長） 質疑、意見なしと認める。 

（大橋委員長） 他に協議報告はないか。 

（佐藤子ども家庭課長） ８月 14日、15日に支所６地域で成人式を開催する。14日

の山古志地域に加藤教育長から御出席いただく。15 日は中之島地域に大橋委員長

から、三島地域に内藤委員から、和島地域に羽賀委員から、寺泊地域に中村委員か

ら、与板地域に加藤教育長から御出席いただく。 

（武樋学務課長） 東日本大震災以降、放射線量の測定が話題になっているが、長岡

市では、学校や保育園のみを対象とした測定はしないこととする。理由は県内の放

射線量は毎日計測されており、その結果が新潟日報に毎日掲載されていて、個別に

計測する必要性が低いためである。また、稲わらから放射性セシウムが検出された

問題についてであるが、学校の対応として、牛肉を豚肉に変更したり、問題となっ

た産地の牛肉でないことを確認した上で使用することとする。 

（佐野保育課長） 保育園も学校と同様の対応とする。なお、震災以降、公立保育園

では牛肉を使用するメニューがなかった。私立保育園については、公立保育園のメ

ニューを参考にしているため、同様の対応が図られている。 

（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、定例会の前にフレンドリールーム並びに中島小学校を訪問

した。委員の皆さんの意見、感想はいかがか。 

（中村委員） 今回初めてフレンドリールームを訪れたが、１人ずつカーテンで仕切

ってあって、みんな一生懸命勉強していた。エアコンも効いていて恵まれた環境で

勉強できていると思った。中島小学校の子どもたちは大変元気だった。私たち教育

委員の訪問があると聞いて喜んでいたと聞いてとても嬉しい。 

（内藤委員） フレンドリールームは家庭状況が複雑な子どもや、家庭内で育まれな

かった部分がある子どもに効果があるとのこと。これまで教育センターとうまく連



携がとれていなかったそうだが、今年度は連携がうまくとれているとのことで良か

った。中島小学校の児童は、水泳の授業で他の子どもが泳いでいる時、一生懸命応

援する姿が印象的だった。また、子どもたちと先生のコミュニケーションがとれて

いると感じた。 

（羽賀委員） フレンドリールームは長岡らしい施設だと思う。子どもを見捨ててい

ないというメッセージを感じる。中島小学校は問題解決のためのコミュニケーショ

ン力を育んでいることに感動した。長岡が進めている英語教育と絡めて学力向上の

手法を確立させてほしい。 

（大橋委員長） フレンドリールームは良いスタッフが多く、１人の子どもを包み込

むようにみんなで協力していることが素晴らしいと思った。中島小学校は子どもた

ちと先生の関係が大変良いと感じた。 

（大橋委員長） これをもって本日の定例会を終了する。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 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 
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    長岡市教育委員会委員 

 


