
 

 

令和４年５月 31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４年５月 31日（火曜日） 

午後４時 15分から午後５時 00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 

教育部副参事（科学博物館長事務取扱）  小熊 博史 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 佐山 靖和 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 稲毛 真哉 学校教育課主幹兼管理指導主事 玉木 暢 

中央図書館長 梅沢 一茂 子ども・子育て課長補佐 佐藤 隆 

子ども家庭センター所長 大久保 千春 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 

教育総務課庶務係主査 池田 伸克   

 



６ 議事日程 

日程 議案番号 案     件 

 

１ 

 

２ 

 

 

３ 

 

 

４ 

 

５ 

 

 

 

第 21号 

 

 

第 22号 

 

 

第 23号 

 

第 24号 

 

会議録署名委員について 

 

専決処理について 

（補正予算の要求について） 

 

 条例改正の申出について 

 （長岡市児童館設置条例の一部改正） 

 

 補正予算の要求について 

 

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５月定例会を開会します。 

 傍聴希望者の手続きが済みましたので、これから開会いたします。 

 

 

◇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、大久保委員及び

荒木委員を指名いたします。 

 

                                

 

◇日程第２ 議案第 21号 専決処理について（補正予算の要求について） 

（金澤教育長）日程第２ 議案第 21 号 専決処理について（補正予算の要求につい

て） を議題とします。事務局の説明をお願いします。 

（水島教育総務課長） 補正予算の要求については、本来、この定例会において議決

を得る必要がございますが、今回は、物価高騰に直面する子育て世帯を早急に支援



するため、長岡市教育委員会教育長に対する事務の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、５月 27日付けで、教育長による専決処理を行いました。

このたび、その内容を報告し承認を求めるものです。なお、市においても、補正予

算は、本来、議会の議決を得る必要がありますが、急を要したことから、同日５月

27 日付けで市長による専決処分を行っており、総額３億 7,214 万９千円が予算措

置されました。このうち、教育委員会に関する歳出補正額は２億 3,713万２千円で

あり、その具体的な内容につきましては、関係課からそれぞれ説明いたします。 

（青木学務課長） 初めに学務課分の説明を行います。コロナ禍における物価高騰の

中で、食材費が高騰しても、保護者の負担を増やすことなく、これまで通りの栄養

バランスや量を保った学校給食が実施できるよう、国の新型コロナウイルス感染症

対応地方創生臨時交付金を活用して、学校給食を支援するための予算になります。

具体的には、学校給食のこれまでの食材費や、今後の高騰等を踏まえて、各学校給

食費会計に対し、児童一人あたり 4 千円程度、一食当たり 20 円程度を上限に補助

するものです。予算としては、小学校、中学校、総合支援学校を合わせて 7,687万

円となります。以上です。 

（佐藤子ども・子育て課長補佐） 続きまして、子ども・子育て課分について説明します。

歳出の 1億 6,026万２千円につきましては、令和４年度子育て世帯生活支援特別給

付金に関するものです。新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、

食料費等の物価高騰等に直面する低所得の子育て世帯に対し、生活の支援を行う観

点から、児童一人あたり５万円を支給するものです。支給対象者は、18 歳以下の

児童を扶養し、今年度の住民税が非課税の方となります。対象となる児童数は約

3,000 人を見込んでいます。必要なシステム改修等、条項の制定を行うとともに、

６月中旬以降の住民税の確定を受け、対象となる方を抽出し、７月下旬から速やか

に給付を行いたいと考えております。歳入については、先程の説明のとおり、これ

に充当する補助金となります。以上です。 

（金澤教育長） 御質疑、御意見はありませんか。 

（金澤教育長） これより採決に移ります。本件は、原案のとおり承認することに御

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承認いたしま

した。 

                                

◇日程第３ 議案第 22号 条例改正の申出について  

（金澤教育長） 日程第３ 議案第 22 号 条例改正の申出について を議題といた

します。 

（佐藤子ども・子育て課長補佐） 議案第 22 号 長岡市児童館設置条例の一部改正について

説明いたします。長岡市青葉台児童館の項中を「長岡市青葉台１丁目甲 120 番地

８」を「長岡市青葉台４丁目 15番地」に改めます。説明は以上です。 

（金澤教育長） 御質疑、御意見はありませんか。 

（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) 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 23号 補正予算の要求について  

（金澤教育長） 日程第４ 議案第 23 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。 

（恩田保育課長） 初めに保育課の説明を行います。まず、要求に至る経緯を簡単

に説明させていただきます。長岡市立東川口保育園についての補正予算になりま

すが当園につきましては、築 40年以上が経過しており、かねてから移転改築にあ

わせて、民営化に向けて準備を進めてきました。その過程で、この３月から４月

にかけて、市内の社会福祉法人等を対象とした、サウンディング型市場調査を行

い、参加申込のあった一法人と、意見交換を行いましたが、結果としては、民営

化の受け手となる可能性がある法人が無く、公募しても手が上がる法人が無い、

という事がわかりました。そこでこの度、川口地域で唯一の保育園であり、引き

続き保育園が必要であること、現園舎の老朽化が進んでいること等を踏まえて、



民営化の方針を見直して、公設公営に切り替えて速やかに移転改築を行うもので

す。 

（吉田教育施設課長） 保育園の予算、財産は教育施設課で管理をするので、予算

要求は教育施設課となります。歳出から説明します。3,288 万円となります。先

ほど説明のありました、東川口保育園の園舎を移転するために、工事前に必要と

なる実施設計、構造計算適合性判定及び省エネ適合性判定を実施するものです。

歳入については、実施設計委託について、地方債を活用するものです。保育園の

建設工事の今の建物概要案ですが、構造は鉄筋コンクリート造、もしくは鉄骨造、

階数は地上４階、延べ床面積は 1,980㎡となります。以上です。 

（青木学務課長） 続きまして、学務課分の説明を行います。まず歳出の感染症対

策等支援事業費ですが、文部科学省の、学校保健特別対策事業費補助金を活用し

て、学校における感染症対策等を支援するため、保健衛生用品の購入、清掃・消

毒作業の委託料、衛生環境の向上に必要な備品購入などの費用を要求するもので

す。昨年度も同様の内容で実施させていただいております。予算としては、小学

校・中学校・総合支援学校を合わせて、歳出が 9,585万円、歳入につきましては、

国の２分の１が補助となるため、小学校・中学校・総合支援学校を合わせて、4,792

万５千円となります。以上です。 

（金澤教育長） 補正予算の２件について、御質疑、御意見はありませんか。 

（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) 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 24号 附属機関委員の委嘱について  

（金澤教育長） 日程第５ 議案第 24 号 附属機関委員の委嘱について を議題

とします。事務局の説明をお願いします。 

（水島教育総務課長） 議案第 24号 附属機関委員の委嘱についてを説明します。



長岡市スポーツ推進審議会委員の任期が令和４年５月 31 日で満了するため、新

しい委員を委嘱するものです。委嘱機関は、令和４年６月１日から令和６年５月

31 日までの２年間です。委員については、学識経験者、団体推薦、地域推薦及

び公募での選出で、再任７名、新任５名の計 12名となります。説明は以上です。 

（金澤教育長） 質疑・意見はありませんか。 

（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） 続きまして協議報告事項に移ります。初めに、市内地域図書館の

開館時間の短縮等について 事務局の説明をお願いします。 

（梅沢中央図書館長） 来年度から互尊文庫を除く地域図書館の運営について、２

点変更したいと考えております。一つ目は、土日祝日の夜間開館時間の短縮です。

現在の開館時間は午後７時までとしていますが、これを午後５時30分に変更した

いと考えております。目的としては、各地域図書館で行っている地域の保育園へ

の出張読み聞かせや、様々なイベントを今後も継続して行っていくためです。開

館時間の短縮により、土日祝日の職員ローテーションが不要となるため、効率的

な運営が可能となります。なお、旧長岡地域の西・南・北地域図書館については、

指定管理者との協議により、現在、開館時間を１時間延長して午後８時まで開館

しています。二つ目の変更点は、西・南・北地域図書館の規則上の休館日の変更

となります。規則上では、祝日が休館日となっていますが、現在は、指定管理者

との協議により開館しています。祝日の開館が市民に定着しておりますので、仮

に指定管理者が変更となった場合でも、祝日を開館するように、規則改正を行う

ものです。今後のスケジュールですが、６月に市議会での説明、６月の教育委員

会定例会で規則改正の議案を提出する予定です。また、指定管理者につきまして

は、今年度で期間が満了するため、８月上旬に指定管理者の公募が予定されてい



ます。説明は以上です。 

（金澤教育長） 御質疑、御意見はありませんか。 

（金澤教育長） 御質疑、御意見なしと認めます。 

       

 

 （金澤教育長） 次に、長岡市子ども食堂運営費補助金交付要綱の一部改正につい

て 事務局の説明をお願いします。 

  （佐藤子ども・子育て課長補佐）  長岡市子ども食堂運営費補助金交付要綱の一部改正につ

いて説明します。初めに、改正理由について説明します。新型コロナウイルス感

染症への対応により、弁当容器や衛生管理に要する費用負担が大きい「子ども食

堂」の安定的な運営を支援するため、新型コロナウイルス感染症の流行に係る措

置として、令和５年３月 31 日までの間に限り、補助金の上限を、現在の５万円

から２万円を上乗せして、７万円に改正するものです。施行期日は公表の日から

施行し、改正後の附則の規定は、令和４年４月１日から適用いたします。説明は

以上です。 

 （金澤教育長） 御質疑、御意見はありませんか。 

 （金澤教育長） 御質疑、御意見なしと認めます。 

                              

 

（金澤教育長） 次に長岡市放課後児童健全育成事業運営費補助金交付要綱の一部

改正について 事務局の説明をお願いします。 

（佐藤子ども・子育て課長補佐）  長岡市放課後児童健全育成事業運営費補助金交付要綱の

一部改正について、説明します。初めに改正理由について説明いたします。民間

団体が実施する児童クラブについて、要綱を制定し、民間団体に運営費の一部を

補助しています。これは国の要綱に準じて定めていますが、補助基準額は毎年改

正されています。今年度につきましては増額改正されることに伴い、市の要綱に

おいても補助基準額を改正するものです。現在、長岡市においては、１団体、栃

尾地域の社会福祉法人芳香稚草園様が民間で実施されております。公表の日から

施行し、令和４年４月１日以後に行われる補助対象事業について適用します。説



明は以上です。 

（金澤教育長） 御質疑、御意見はありませんか。 

（金澤教育長） 御質疑、御意見なしと認めます。 

                            

 

（金澤教育長） これをもちまして、協議報告事項を終了いたします。 

                            

（金澤教育長） それでは次に、催し案内等について補足のあるものは説明をお願

いします。 

（佐山学校教育課長） １番「科学探究塾 生物編②」が、６月４日に長岡市教育

センターにおいて行います。内容は、観察実験による探究的な活動を体験するこ

とにより科学技術への関心を高め、課題解決能力を高めるものになっております。

今回は生物編として、昆虫はかせネットワーク代表の鈴木誠治様を講師に迎え、

ダンゴムシの生態に迫る活動を行います。以上です。 

（梅沢中央図書館長） ２番、中央図書館では映画「峠」の６月 17 日の公開に合

わせて、河井継之助や小林虎三郎の書、司馬遼太郎「峠」初版本などを、中央図

書館のエントランスホールにて展示いたします。以上です。 

（小熊教育部副参事） 科学博物館は、３番から５番です。企画展「世界昆虫探検

記」－自然絵本作家・松岡達英の昆虫採集－です。昨年度、絵本作家・松岡達英

先生から、自ら世界中を旅して採集した貴重な昆虫の標本を、科学博物館に寄贈

していただきました。その展示会を、先生の絵本の作品と合わせて展示します。

科学博物館・企画展示室にて６月 25日から８月 19日まで、開催いたします。続

いて４番、生きものガイド「会えるかな？森のカエルたち」は、６月 18 日に東

山自然観察林で開催します。定期的に開催している自然観察会です。昨年度も実

施しましたカエルや両生類をテーマに行います。寺泊水族博物館に両生類の専門

家がおりますので共催して行います。５番、ネイチャートーク「信濃川の淡水魚

－知って、守ろう地域の自然－」です。６月 25 日に、まちなかキャンパス長岡

を会場に開催します。色々な生きものの生態や不思議を紹介していく、リレー講

演会です。今回はチラシに記載のとおり、滋賀県の琵琶湖博物館の、学芸員の方



からお話していただきます。以上です。 

（佐藤子ども・子育て課長補佐）  ６番、子ども・子育て課です。第 51回子どもフェスティ

バルを、６月 12 日の日曜日にアオーレ長岡で開催いたします。内容は、町内子

ども会、幼児、小学生とその保護者を対象に、楽しい体験と交流を提供いたしま

す。「ポイントラリー」や「遊びと体験広場」等々の事業を実施するものです。

説明は以上です。  

（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。 
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