
 

 

平成 31 年４月 19 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 31年４月 19日（金曜日） 

午後４時から午後４時 30 分まで 

 

２ 場  所 教育委員会会議室 

 

３ 出席委員  

 教育長 金澤 俊道   委 員 鷲尾 達雄   委 員 羽賀 友信 

 委 員 青栁 由美子  委 員 大久保 真紀 

 

４ 職務のため出席した者 

教育部長      小池 隆宏  子ども未来部長   波多 文子 

教育総務課長    曽 根  徹 教育施設課長    遠藤 雄一 

学務課長      笠 井  晃  学校教育課長    中 山  玄 

学校教育課主幹兼管理指導主事 神林 俊之 学校教育課主幹兼管理指導主事  丸山  巧 

学校教育課主幹兼管理指導主事 髙橋 和久  中央図書館長    山田 あゆみ 

科学博物館長    小熊 博史  子ども家庭課長   田 中  剛 

保育課長      田 辺  亮  青少年育成課長    斎藤 裕子 

  

５ 事務のため出席した者 

教育総務課長補佐 安達 紀子  教育総務課長補佐 植 村  裕   

教育総務課庶務係長  佐藤  裕  教育総務課庶務係 五十嵐 淳 

 



６ 議事日程 

日程 議案番号 案     件 

１ 

２ 

 

３ 

 

 

第 22 号 

第 23 号 

会議録署名委員について 

長岡市子ども・子育て支援法に基づく業務管理体制の整備に関する事項の届

け出に関する要綱の制定について 

附属機関委員の委嘱について 

 

７ 会議の経過  

（金澤教育長） これより教育委員会４月定例会を開会する。会議に入る前に、小池

教育部長から発言を求められているので、許可する。 

 

（小池教育部長） 新年度の事務局職員の人事異動により転入した課長職員を紹介す

る。 

【小池教育部長より、笠井学務課長・中山学校教育課長・田中子ども家庭課長の紹

介】 

 

 

 

◇日程第１ 会議録署名委員について 

（金澤教育長） 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、長岡市教育委員会会議規則第 19 条第２項の規定により、羽賀委員及び青栁委

員を指名する。 

 

 

◇日程第２ 議案第 22 号 長岡市子ども・子育て支援法に基づく業務管理体制の整

備に関する事項の届出に関する要綱の制定について 

（金澤教育長） 日程第２ 議案第 22 号 長岡市子ども・子育て支援法に基づく業

務管理体制の整備に関する事項の届出に関する要綱の制定について を議題とす



る。事務局の説明を求める。 

（田辺保育課長） 子ども・子育て支援法に基づき、特定教育・保育施設である保育

園や認定こども園の設置者及び３歳未満児 20 名以下の小規模保育施設等の特定地

域型保育事業者には、法令遵守等の業務管理体制の整備が義務付けられているが、

今回、届出の提出手続きに係る要綱を制定するものである。業務管理体制の整備に

関する事項を記載した届出書を、設置者・事業者の運営状況により国・県・市町村

のいずれかに提出することとされており、長岡市内の事業者については、新潟県ま

たは長岡市が届出先となる。要綱の内容について、県と整合性を図るため、県の要

綱制定に合わせて要綱を制定することとしていたところ、県が１月末に要綱を制定

したため、本市においても要綱を制定し、市内設置者・事業者に対して届出につい

て周知を図るものである。届出書には、法令遵守責任者の氏名・生年月日や、業務

が法令に適合することを確保するための規程の概要、業務執行状況の監査の方法の

概要などを記載してもらう。公表の日から施行期日とする。 

（金澤教育長） 幼稚園・保育園等の業務管理体制を各自治体が把握するために届出

を求めるものであり、変更があった場合にもその事項を届出るものであるとの認識

でよいか。 

（田辺保育課長） そうである。 

（金澤教育長） 質疑・意見はあるか。 

（鷲尾委員） 違反があった場合などの罰則規定はあるか。 

（田辺保育課長） 罰則規定はない。ただ、法令遵守責任者の届出がない場合は、法

令遵守責任者が決まっていない可能性がある。提出がない事業者には、提出を求め

るとともに、施設の監査を実施する際に厳しく指導する。 

（金澤教育長） 保育園の無償化との関係はあるのか。 

（田辺保育課長） 関係はない。 

（羽賀委員） 施設における責任の所在をはっきりさせることが目的であるとの認識

でよいか。 

（田辺保育課長） そうである。 

（金澤教育長） 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] 

（高橋教育長） 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 23号 附属機関委員の委嘱について 

（金澤教育長） 日程第３ 議案第 23 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。 

（曽根教育総務課長） 長岡市図書館協議会について、委員２名から退職に伴う辞任

の申出があったため、新潟県立長岡大手高等学校校長 山本久 氏と長岡工業高等

専門学校准教授 堀口真利子 氏を新たに委嘱するものである。委嘱期間は、平成

31 年５月１日から平成 32 年６月 30 日までである。長岡市栃尾美術館協議会委員

については、３月定例会において７名の委員の委嘱を決定したところであるが、こ

の度、長岡市三島郡小中総合支援学校長会連絡協議会からの推薦を受け、委員を１

名追加するものである。新たな委員は、長岡市立上組小学校校長 目黒由美 氏で

ある。委嘱期間は、平成 31 年５月１日から平成 33 年３月 31日までである。 

（金澤教育長） 質疑・意見はあるか。 

（金澤教育長） 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] 

（金澤教育長） 異議なしと認める。よって、本件は原案のとおり決定した。 

（金澤教育長） 以上をもって、本日の議案の審議は終了する。 

 

 

（金澤教育長） 次に、協議報告事項に移る。最初に、教育に関する事務の点検及び

評価方法について 事務局の説明を求める。 

（曽根教育総務課長） 地方教育行政の組織及び運営に関する法律に基づき、長岡市

教育委員会が実施する教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価を

実施する。長岡市教育振興基本計画に基づき平成 30 年度に実施した事業が、点検・

評価の対象となる。点検・評価のスケジュールは前年度同様である。６月 13 日に



開催する教育委員会協議会で、教育委員に事務局の評価報告書案を示し、意見を求

める。教育委員の意見を付した報告書を７月３日の事務評価委員会に諮り、事務評

価委員からの評価内容を９月議会において報告・公表する。事務評価委員は、平成

30 年度に引き続き３名が務める。 

（金澤教育長） 質疑・意見はあるか。 

（金澤教育長） 次に、令和元年度長岡市成人式について 事務局の説明を求める。 

（斎藤青少年育成課長） 令和元年度の長岡地域成人式について、５月３日に５地域、

８月 14 日に１地域、８月 15 日に５地域で開催する。対象者は平成 30 年度より微

増し、2,552 名である。５月３日に開催する長岡地域の成人式は、アオーレ長岡ア

リーナを会場とし、午前 11 時から午前 11 時半まで式典を開催する。式典では、大

島中学校卒業生２名が司会進行を務め、オープニングでは長生保育園の園児が悠久

太鼓を披露する。その後、市長からの励ましの言葉や、太田中学校卒業生１名が新

成人決意の言葉を述べる。また、長岡地域の中学校の当時の担任の先生方からいた

だいたビデオレターを上映する。式典終了後は、ナカドマにおいてオープンカフェ

を設け、ノンアルコールカクテルやコーヒー、抹茶を提供し、同級生との再会を祝

ったり、歓談したりする場としてもらいたいと考えている。平成 31 年３月時点の

住民登録数は 1,895 名であるが、就職や進学で市外に住民登録した方や支所地域か

らの参加希望者の問合せなどが 200 名弱あるため、約 2,000 人程度の新成人が集う

予定である。 

（金澤教育長） 質疑、意見はないか。 

（金澤教育長） これにて、協議報告事項を終了する。 

（金澤教育長） 次に、催し案内について、補足説明のあるものは挙手願う。 

（山田中央図書館長） 栃尾美術館では、４月から「館所蔵品展」を実施しているが、

その中で、刀剣コーナー関連イベントとして、日本刀剣保存協会長岡支部会員を講

師に「刀剣なんでもゼミナール」を開催する。例年、大変人気があるイベントであ

る。５月 25 日からは「山際にふれる 小林花子展」を開催する。毎年、長岡造形

大学の先生の作品を展示しているが、今年は長岡造形大学教授で彫刻家の小林花子 

氏の作品の展示を行う。「子ども一日図書館員」は、４月 23 日から５月 12 日まで

のこどもの読書週間期間にあわせた催しである。全国的にもこの期間にあわせて



様々な取組が行われる。「本とあそぼう おはなし隊『キャラバンカーがやってく

る！』」は、講談社の事業であり、新潟県内の巡回地を募集していたため、過去に

巡回してもらった際にも好評だったこともあり、応募したことで実現したものであ

る。キャラバンカーの見学と絵本・紙芝居の読みきかせが行われる予定で、雨天で

も実施される。対象は幼児から小学校低学年である。 

（金澤教育長） キャラバンカーの中に本があるのか。米百俵号のようなものか。 

（山田中央図書館長） そうである。 

（金澤教育長） 栃尾美術館の展覧会スケジュールについて、ほかに紹介できるもの

はあるか。 

（山田中央図書館長） 今年度予定されている特別展について紹介する。夏には、「響

きあう色彩Ⅱ 桐生照子展 ～ふるさとに心をよせて～」を予定している。桐生照

子 氏は、栃尾地域出身の洋画家で、日展で審査員を務めている作家である。100

号・150 号などの大作の絵画等約 60 点を寄贈いただいており、寄贈品を中心に展

示する。平成 15 年頃に栃尾美術館で展覧会を行ったほか、現在も市内のホテルや

病院などに作品が展示されているなど、長岡とのゆかりもある。また、秋には「キ

ャシー中島 キルトの世界展」を予定し、会期中にはキャシー中島氏によるギャラ

リートークを開催する予定である。 

（小熊科学博物館長） ４月 20 日から悠久山小動物園で、山古志地域からアルパカ

の子ども２頭をお借りして、アルパカ特別展示を行う。５月５日こどもの日には、

「アルパカまつり」を開催し、カメやウサギなどの動物などとも触れ合える。埋蔵

文化財収蔵センターの供用開始にあわせて、５月４日から６日に市民見学会を実施

する。４月 25 日には、地元関係者を招いた内覧会を行う予定である。科学博物館

では、５月 14 日から６月９日まで「科学博物館 新収蔵資料展 2019」を開催する。

平成 30 年度に寄贈された歴史関係資料を 30 点から 40 点ほど展示・公開する予定

である。チラシにも掲載した、長岡藩御用絵師 辰口教祇氏の絵画などを新たに展

示する。また、今年度の科学博物館と馬高縄文館のイベント案内を作成した。科学

博物館では、人文系や自然系をテーマとした催しや展示を行う。馬高縄文館は、今

年開館 10周年を迎えるにあたり、様々なイベントを開催する。 

（金澤教育長） 馬高縄文館開館 10 周年記念イベントの目玉はあるか。 



（小熊科学博物館長） 火焔土器や馬高・三十稲場遺跡をテーマにした特別展を開催

する。また、一般の方向けには、縄文コンサートをアオーレ長岡で開催したり、記

念グッズなどを配布したりする予定である。 

（田中子ども家庭課） 子育ての駅千秋 てくてくは、平成 21 年５月５日にオープ

ンし、今年の５月５日で 10 周年となる。当日は、10周年を記念したイベントを開

催し、磯田市長にも出席いただく。現在、長岡地域に４か所子ども食堂がオープン

しているが、５月 10 日に「塚山みんな食堂」がオープンする。支所地域で初めて

の展開となる。この度、家族みんなで子育てをする環境づくりの一助とするため、

父親向けリーフレットと祖父母向けリーフレットを作成し、４月１日から配布を開

始している。父親向けリーフレットは、出産後の母親の視点から、父親ができる育

児の内容や、夫としてできるサポート内容について記載した。祖父母向けリーフレ

ットには、祖父母から言われて嫌だったことや遠慮してほしいことなど、本人から

祖父母に直接言いづらいことなどについても記載した。 

（金澤教育長） リーフレットはどのように配布しているか。 

（田中子ども家庭課） 父親向けリーフレットは、出生届の提出のため窓口に訪れた

際に配布する。祖父母向けリーフレットは、赤ちゃん訪問や保健師及び助産師が母

親を訪問した際に、内容を説明し配布する。 

（斎藤青少年育成課長） 平成 31年３月 31 日をもって閉館した青少年文化センター

について、「50年のあゆみ」を発行した。50 年の間に実施した行事や講座などで関

わりのある方や長年利用した方からのメッセージ、利用状況のデータや懐かしい写

真などを多数掲載している。今後、アオーレ長岡や図書館など市民の目に触れる場

所に設置したい。青少年育成センターの青少年相談の案内カードは、大型連休前に

市内小・中学校や高校、公共施設等に設置し相談窓口を周知するものである。 

（金澤教育長） その他に報告事項はあるか。 

（金澤教育長） 以上で本日の定例会を閉会する。 

 

 

 

 



 

 

 

 



 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。 

 

 

    長岡市教育委員会教育長 
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    長岡市教育委員会委員 


