
 

 

令和３年 11 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 令和３年 11 月 19 日（金曜日） 

午後１時 30 分から午後３時 30 分まで 

 

２ 場  所 教育委員会会議室 

 

３ 出席者  

 教育長 金澤 俊道   委 員 鷲尾 達雄    委 員 大久保 真紀 

 委 員 荒木 正    委 員 廣川 佳予子 

 

４ 職務のため出席した者 

教育部長      安達 敏幸      子ども未来部長   水島 幸枝 

教育総務課長    水島 正幸   教育施設課長    吉田 朗 

学務課長      青木 佐土子  学校教育課長    中山 玄 

学校教育課主幹兼管理指導主事 涌井 良平    学校教育課主幹兼管理指導主事 小畑 活 

学校教育課主幹兼管理指導主事 神林 俊之   学校教育課企画推進係長兼指導主事 佐々木 潤 

中央図書館長    佐藤 陽子   科学博物館長    小熊 博史    

子 ど も ・ 子 育 て 課 長 田中 剛    保育課長      恩田 立也    

 

５ 事務のため出席した者 

 教育総務課長補佐  江田 綾子   教育総務課庶務係長   内藤 貴幸 

教育総務課主任   鈴木 留美 

 



６ 議事日程 

日程 議案番号 案       件 
 
１ 
 
２ 
 
３ 
 
４ 
 
 
 
５ 
 
 
 
６ 
 
７ 
 
８ 

 
 
 

第 35 号 

 

第 36 号 

 

第 37 号 

 

 

 

第 38 号 

 

 

 

第 39 号 

 

第 40 号 

 

第 41 号 

 

 
会議録署名委員について 
 
条例改正の申出について（長岡市学校給食共同調理場条例の一部改正） 
 
条例改正の申出について（長岡市立図書館条例の一部改正） 
 
条例改正の申出について 
（長岡市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例

の一部改正） 
 
条例改正の申出について 
（長岡市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基

準を定める条例の一部改正） 
  

指定管理者指定の申出について（長岡市立互尊文庫） 
 
指定管理者指定の申出について（長岡市立栃尾地域図書館） 
 
補正予算の要求について 
 

 

７ 会議の経過  

（金澤教育長） これより教育委員会 11月定例会を開会します。 

 

 

◇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います。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、鷲尾委員、廣川

委員を指名します。 

 

 

 



◇日程第２ 議案第 35 号 条例改正の申出について（長岡市学校給食共同調理場条

例の一部改正） 

（金澤教育長） 日程第２ 議案第 35 号 条例改正の申出について（長岡市学校給

食共同調理場条例の一部改正）を議題といたします。事務局の説明をお願いしま

す。 

（青木学務課長） まず改正理由については、豊田地区の宅地開発による児童・生徒

数の増加に伴い、旭岡中学校に旭岡学校給食共同調理場を新たに設置し、来年度

から柿小学校、豊田小学校及び旭岡中学校に給食を配食することに伴い、所要の

改正を行うものです。改正内容は、第２条、第３条、第４条の冒頭に、旭岡学校

給食共同調理場に関する内容を追加するものです。施行期日は令和４年４月１日

です。 

（金澤教育長） この件について、御質問、御意見はありませんでしょうか。 

（金澤教育長） これより採決に移ります。本件は原案のとおり決定することに御異

議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

（金澤教育長） 御異議なしと認めます。よって、本件は原案のとおり決定いたしま

した。 

 

 

◇日程第３ 議案第 36 号 条例改正の申出について（長岡市立図書館条例の一部改

正） 

（金澤教育長） 日程第３ 議案第 36 号 条例改正の申出について（長岡市立図書

館条例の一部改正）を議題といたします。事務局の説明をお願いします。 

（佐藤中央図書館長） まず改正理由については、栃尾地域図書館が栃尾文化センタ

ーから栃尾地域交流拠点施設に移転することに伴い所要の改正を行うものです。

改正内容は所在地の変更です。施行期日は令和４年５月１日で、交流拠点施設の

オープン予定日です。 

（金澤教育長） この件について、御質問、御意見はありませんでしょうか。 

（金澤教育長） これより採決に移ります。本件は原案のとおり決定することに御異



議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

（金澤教育長） 御異議なしと認めます。よって、本件は原案のとおり決定いたしま

した。 

 

 

◇日程第４ 議案第 37 号 条例改正の申出について（長岡市家庭的保育事業等の設

備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正） 

（金澤教育長）日程第４ 議案第 37 号 条例改正の申出について（長岡市家庭的保

育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正）を議題といたし

ます。事務局の説明をお願いします。 

（恩田保育課長） まず改正理由については、家庭的保育事業等の設備及び運営に関

する基準が改正されたことに伴い、当該条例について所要の改正を行うものです。

改正内容は、市内に 11施設ある家庭的保育事業者等の業務負担軽減等を図る観点

から、保育の計画や職員名簿、会計関係の帳簿等の書面の作成、保存等について、

データによる対応を認めるものです。施行期日は公布の日とします。 

（金澤教育長） この件について、御質問、御意見はありませんでしょうか。 

（金澤教育長） これより採決に移ります。本件は原案のとおり決定することに御異

議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

（金澤教育長） 御異議なしと認めます。よって、本件は原案のとおり決定いたしま

した。 

 

   

◇日程第５ 議案第 38 号 条例改正の申出について（長岡市特定教育・保育施設及

び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部改正） 

（金澤教育長） 日程第５ 議案第 38 号 条例改正の申出について（長岡市特定教

育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部改

正）を議題といたします。事務局の説明をお願いします。 



（恩田保育課長） まず改正理由については、「特定教育・保育施設及び特定地域型

保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準」が改正された

ことに伴い、当該条例について所要の改正を行うものです。改正内容については、

特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者の業務負担軽減等を図る観点から、

保育計画等の書面の作成、保存について、データによる対応を認めるものです。ま

た施設利用者の利便性向上の観点から、保育日誌等をデータで作成する場合、施設

利用者の同意があれば、施設利用者へのデータによる提供を認め、かつ同意の取り

方についてもメール等の電磁的対応を認めるものです。施行期日は公布の日としま

す。 

（金澤教育長） この件について、御質問、御意見はありませんでしょうか。 

（金澤教育長） これより採決に移ります。本件は原案のとおり決定することに御異

議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

（金澤教育長） 御異議なしと認めます。よって、本件は原案のとおり決定いたしま

した。 

 

   

◇日程第６ 議案第 39号 指定管理者指定の申出について（長岡市立互尊文庫） 

（金澤教育長） 日程第６ 議案第 39 号 指定管理者指定の申出について（長岡市

立互尊文庫）を議題といたします。事務局の説明をお願いします。 

（佐藤中央図書館長） 長岡市立互尊文庫の指定管理者について、指定期間を当初の

令和４年３月 31 日までから１年間延長し、令和５年３月 31 日までに変更するも

のです。互尊文庫は、現在の場所から新しくできる米百俵プレイスミライエに移

転することが決まっており、移転の時期が令和５年４月以降に決まったことから、

指定期間を変更をすることといたしました。 

（金澤教育長） この件について、御質問、御意見はありませんでしょうか。 

（金澤教育長） これより採決に移ります。本件は原案のとおり決定することに御異

議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

（金澤教育長） 御異議なしと認めます。よって、本件は原案のとおり決定いたしま



した。 

   

◇日程第７ 議案第 40 号 指定管理者指定の申出について（長岡市立栃尾地域図書

館） 

（金澤教育長） 日程第７ 議案第 40 号 指定管理者指定の申出について（長岡市

立栃尾地域図書館）を議題といたします。事務局の説明をお願いします。 

（佐藤中央図書館長） 栃尾地域図書館はすでに今年度末まで１度延長済みで、さら

に延長はできないため、新たに令和４年度からの指定管理者を指定するものです。

新しい施設への移転作業と管理業務をスムーズに行いたいことから、１年間だけ

現在の指定管理者に指名指定することとしました。 

（金澤教育長） この件について、御質問、御意見はありませんでしょうか。 

（金澤教育長） これより採決に移ります。本件は原案のとおり決定することに御異

議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

（金澤教育長） 御異議なしと認めます。よって、本件は原案のとおり決定いたしま

した。 

 

   

◇日程第８ 議案第 41号 補正予算の要求について 

（金澤教育長） 日程第８ 議案第 41 号 補正予算の要求についてを議題といたし

ます。事務局の説明をお願いします。 

（水島教育総務課長） 教育総務課は歳出の補正額 4,000 万円の増額となります。内

訳としては、小学校費の光熱水費が 2,500 万円、中学校費の光熱水費が 1,500 万

円で、市立小中学校 82校において、文部科学省作成の「学校における新型コロナ

ウイルス感染症に対する衛生管理マニュアル」に基づく「こまめな換気」や「空

き教室活用」等感染症対策実施に伴い、電気・ガスの使用が大幅に増加したこと、

また灯油の単価上昇に伴い、燃料費も当初見込みを大幅に上回る見込みであるこ

とから、増額補正するものです。 

（吉田教育施設課長） 教育施設課は、歳入が 21億 791 万 5 千円、歳出が 25 億 9,070



万円の増額補正です。これは、令和４年度に予定している工事の交付金が、国の

令和３年度一般会計当初予算の追加配分により前倒しで交付決定を受けたもので

す。事業の内容としては、歳入は、老朽、空調、障害、トイレの大規模改造及び

増築工事について、小学校６校、中学校６校、高等総合支援学校の補助金を受け

入れるものです。なお、事業実施において補助金以外の事業費は市債等を充てる

ものです。歳出については、小学校においては、浦瀬、栖吉、大島、脇野町小学

校の冷暖房設備改修、継続で四郎丸、黒条小学校の校舎等の大規模改造工事とな

ります。中学校においては、関原、青葉台、刈谷田、与板、大島中学校のトイレ

改修及び大島中学校のエレベーター増築、継続で岡南中学校の校舎大規模改造工

事、高等総合支援学校の増築工事です。なお、全事業の工事が年度内に完了しな

いため、来年度に繰越いたします。 

（田中子ども・子育て課長） 子ども・子育て課は、歳出の総務費、総務管理費、諸費

について、令和２年度に実施した障害者に対する通所支援事業や児童虐待防止啓発事

業、子育ての駅運営、延長保育などの子ども子育て支援事業、過去の予防接種による

健康被害を受けた方への給付事業の事業費が確定したことに伴い、国に総額5,173万

円、県3,194万2千円を返還金として増額補正いたします。民生費、児童福祉費、児童

福祉総務費について、児童手当システム改修業務委託料284万5千円と、総合行政シス

テム改修業務委託23万5千円は、令和４年６月からの児童手当法の改正に対応するシ

ステム改修を行うものです。障害児通所給付費6,400万円は、令和３年度の給付費が、

当初の見込みを大きく上回り不足が見込まれることから、増額要求するものです。最

後に備品購入費550万は、この度、双葉寮の屋外大型遊具の購入費として市民の方か

ら寄附を受けました。寄附者の意向に沿うように、計上したものです。歳入について、

国庫支出金は障害者給付事業に充てるものです。子ども・子育て支援事業費補助金は、

児童手当のシステム改修に対する国庫補助金、寄附金は、市民の方から、双葉寮の遊

具購入費としていただいたものです。 

（佐藤中央図書館長） 中央図書館については、先ほど議案で説明しました互尊文庫

と栃尾地域図書館の指定管理者に対し委託料を支払うために債務負担行為を設定

するものです。 

（金澤教育長） この件について、御質問、御意見はありませんでしょうか。 



（金澤教育長） これより採決に移ります。本件は原案のとおり決定することに御異

議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

（金澤教育長） 御異議なしと認めます。よって、本件は原案のとおり決定いたしま

した。 

（金澤教育長） 以上をもって、本日の議案の審議については終了いたしました。 

 

  

（金澤教育長） 協議報告事項に移ります。最初に、令和４年度新規事業等について

は、公表前でありますので非公開が適当ではないかと思いますが、他の委員の方々

はいかがでしょうか。 

 [「異議なし」と呼ぶ者あり] 

（金澤教育長） では、非公開とします。 

  会議規則第 20 条第２項の規定により記録中止 

（金澤教育長） 非公開はここまでとします。 

 

 

（金澤教育長） 次に、附属機関等会議報告について、事務局の説明をお願いします。 

（佐藤中央図書館長） 長岡の子ども 50 冊（仮）第２回選定委員会の報告です。10

月６日に実施し、おすすめ本リストの内容についてと、おすすめ本リストの名称に

ついて話し合いました。リスト候補について、物語とノンフィクション、日本作品

と外国作品のバランスや、男女の性差の描かれ方等を検討し、候補を計 100 冊まで

に絞り込みました。リストの名称についても、候補を数点に絞り込みました。 

（田中子ども・子育て課長） 第２回長岡市子ども・子育て会議の報告です。内容につ

いては、公立保育園の民営化の状況や子どもナビゲーターの活動、貧困対策連絡会議

とワーキング部会の取組の状況を報告いたしました。委員の皆様からは総じて市の取

組について評価をいただいており、継続した取組を要望されました。最後に小池アド

バイザーから、子どもの貧困や虐待の対策は「子育ての社会化」をどこまでできるか

だと思うので、そういった観点で引き続き一緒に考えていただきたいと、まとめてい



ただきました。 

（野口スポーツ振興課長） 第１回長岡市スポーツ推進審議会の報告です。10 月 22

日に開催しました。内容については、長岡市スポーツ推進計画の進捗状況と、コロ

ナ禍で大会が中止になっていることに関し、今後どうしていくか意見交換をいたし

ました。スポーツ施設について、「持続可能な行財政運営プラン」と「長岡市公共

建築物適正化計画」について概要を説明し、委員から意見をいただきました。委員

からは、「コロナ禍で大会や練習等が中止になっているが、子どもたちにとっては

大事な時期なので、まずはやる方向で行政として動いてもらいたい」「各地域の総

合型スポーツクラブを活用し、子どもに限らず幅広い世代で盛り上げていきたい」

という意見がありました。 

（金澤教育長） これら件について、御質問、御意見はありませんでしょうか。 

（鷲尾委員） 何年か前に教育委員会として行った貧困の調査は、１回限りなのか、

継続的に行っているのですか。 

（田中子ども・子育て課長） 継続して行っていきたいと考えています。平成 30 年

度の調査で、貧困率 14.1％という相対的な数字を出しました。これに基づき令和

元年度に貧困計画を作成しました。計画期間が５年なので、計画の改定に向け、再

度調査を行う予定です。 

（鷲尾委員） 先日、新潟市の万代で炊き出しを行っていて、若いお母さん世代の女

性が多く並んでいる光景を偶然見て驚き、コロナ禍の影響が実際に出ているのかと

気になりました。長岡市の貧困の状況をどのくらい詳細にできるかはわかりません

が、貧困対策連絡会議の前提となるデータベースとして、実態把握はとても大事だ

と思ったのでお聞きしました。 

（鷲尾委員） 今年の中学３年生は、部活で１番伸びる時期にコロナ禍がありました

が、例年の３年生と比較して技術面や精神面でどういう影響がありましたか。 

（野口スポーツ振興課長）精神面で非常に辛い思いをしていて、特に、生徒のモチベ

ーションが上がりにくい状況があると聞いています。中学生だけでなく高校生でも、

部活動やスポーツ少年団の活動停止や練習試合の中止がありました。頑張っても大

会が無ければ目標が持てず、やる意味が無いと感じてしまう子どもがいるため、指

導者は苦労していると聞きました。スポーツ少年団では６年生で卒業して中学生に



なったらスポーツを辞めてしまう子もいるのではないかと危惧しているそうです。 

（金澤教育長） 実際に辞めていっているのですか。 

（野口スポーツ振興課長） 実際のところはわかりませんが、指導者から、辞めよう

かなと言っている子がいて、なんとか続けてほしいと話をした例があったとは聞き

ました。 

（金澤教育長） その他、御質問、御意見はありませんでしょうか。 

（金澤教育長） 御質疑・御意見なしと認めます。 

（金澤教育長） 以上で、協議報告事項を終了します。 

（金澤教育長） 次に、催し案内等について、事務局の説明をお願いします。 

（中山学校教育課長） 例年開催している小学４年生以上のロボコン大会を 12 月 12

日にみしま体育館で行います。昨年度からコロナ対策のため、午前を標準部門、午

後を改造部門としています。今のところ、標準部門に 60 名程度、改造部門に 20 名

程度の参加を見込んでいます。 

（佐藤中央図書館長） 栃尾美術館の陶芸講座を 11 月 21 日に行います。こういった

講座は大変人気で、すでに定員に達し受付を終了しています。また、反町茂雄文庫

展を中央図書館の美術センターで行います。反町茂雄さんの寄贈によって成り立つ

反町茂雄文庫の資料を公開します。関連して、講演会や座談会も行います。 

（小熊科学博物館長） 如是増博物館資料展を、11 月 19 日から科学博物館の企画展

示室で開催しております。日本画家 水島爾保布が描いた長岡ゆかりの風景を紹介

します。チラシの表紙に使用している榎峠の絵は、大きい屏風絵で見事な作品なの

で、ぜひご覧ください。 

（金澤教育長） 他に、報告事項はありませんか。 

（金澤教育長） 以上で、本日の定例会を閉会します。 



 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 

 

 

    長岡市教育委員会委員 

 

 

    長岡市教育委員会委員 


