
 

 

令和４年６月 23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６月 23日（木曜日） 

午後１時 15分から午後１時 35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 深澤 寿幸 

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 

    

 



６ 議事日程 

日程 議案番号 案     件 

 

１ 

 

２ 

 

３ 

 

４ 

 

５ 

 

 

 

第 25号 

 

第 26号 

 

第 27号 

 

第 28号 

 

会議録署名委員について 

 

長岡市立図書館運営規則の一部改正について 

 

 長岡市児童手当法施行細則の一部改正について 

 

 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６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、鷲尾委員及び廣

川委員を指名します。 

 

 

◇日程第２ 議案第 25号 長岡市立図書館運営規則の一部改正について 

（金澤教育長） 日程第２ 議案第 25 号 長岡市立図書館運営規則の一部改正につ

いて を議題とします。事務局の説明をお願いします。 

（梅沢中央図書館長） 議案第 25 号 長岡市立図書館運営規則の一部改正について

説明します。議案書５ページの資料をご覧ください。この件については、５月の教

育委員会定例会において、ご協議いただいた内容となります。改正内容は２つあり

まして、1つ目は、互尊文庫を除く地域図書館の運営について、土日祝日の夜間の

開館時間を午後７時までから、午後５時 30 分までに変更するものです。これは、



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、土日祝日の職員のロ

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。２つ目は、西、

南、北地域図書館の規則上の休館日の変更です。規則上では、祝日は休館日になっ

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

民に定着していますので、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。施行期日につきましては、令和５年４月１日と

します。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しました。 

                               

         

◇日程第３ 議案第 26号 長岡市児童手当法施行細則の一部改正について 

（金澤教育長） 日程第３ 議案第 26号 長岡市児童手当法施行細則の一部改正に

ついて を議題とします。事務局の説明をお願いします。 

（深澤子ども・子育て課長） 議案書の６ページをご覧ください。議案第 26号 長

岡市児童手当法施行細則の一部改正について説明いたします。これは、12ページ

に記載のとおり、児童手当関係法令が改正されたことを踏まえ、長岡市児童手当

法施行細則の一部を改めるものです。内容は７ページから記載のとおり、現況届

の提出が原則として、不要になったことに伴う認定請求の処理に関する条文の改

正と、受給資格者の申し出による寄附や学校給食費等の費用の徴収に関する事務

処理について、条文の追加を行うものです。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しました。 

                               

 

◇日程第４ 議案第 27号 補正予算の要求について 

（金澤教育長）日程第４ 議案第 27 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。 

（深澤子ども・子育て課長） 議案書の 13ページをお開きください。議案第 27号 

令和４年６月補正予算の要求について説明いたします。事業の概要につきまして

は、14 ページをご覧ください。これは、物価高騰に対応するための「子育て世

帯家計支援事業費」に要する費用を補正予算として要求するものです。内容は、

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、物価高騰に直面する子

育て世帯に対する、本市独自の支援策として、児童 1人あたり２万円を一律に支

給するものです。支給対象は、今年度、18歳以下の児童を養育する世帯であり、

対象児童数は、約 39,500 人を見込んでいます。また、要求額の７億 9,815 万 1

千円につきましては、国の地方創生臨時交付金を充当する予定です。議会議決後、

速やかにシステム改修と要綱制定等を行い、８月上旬の支給開始を予定しており

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

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しました。 

                               

◇日程第５ 議案第 28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 28 号 附属機関委員の委嘱について を議題

といたします。事務局から説明をお願いします。 

（水島教育総務課長） 議案書 15ページ 議案第 28号 附属機関委員の委嘱につ

いて説明します。16 ページをご覧ください。長岡市図書館協議会委員の任期が

令和４年６月 30 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７月１日から令和６年６月 30 日までの２年間です。なお、委員に

ついては資料に記載の学識経験者、学校教育関係者、関係団体の代表、地域の代

表、公募での選出です。再任６名、新規４名の計 10名です。次に 17ページをご

覧ください。長岡市子ども・子育て会議委員の任期が令和４年６月 30 日で満了

するため、新しい委員を委嘱するものです。委嘱期間は、令和４年７月１日から

令和６年６月 30 日までの２年間です。なお、委員については資料に記載の関係

団体の代表及び公募からの選出です。再任 10 名、新規 10 名の計 20 名です。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） 女性の登用率は何％ですか。 

（水島教育総務課長） 長岡市図書館協議会が、委員 10 名のうち女性が５名で、

50％です。長岡市子ども・子育て会議は、委員 20名のうち女性 13名で、65％で

す。第３次ながおか男女共同参画基本計画では、令和 13年度までに 40％～60％

とすることが目標となりますので、今回目標を達成しています。 

（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

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します。 

 

 

（金澤教育長） 今日は、協議報告事項がありませんので、催し物案内について事

務局から説明をお願いします。 

（佐山学校教育課長)  催し物案内等の№１の「小中学生望遠鏡操作講習会」が、

７月から９月にかけて３回実施します。次に「昆虫しようぜ！」は、７月から８

月にかけて３回連続講座を行います。申込締切は今週末になりますが、現在 21

組の申込みがあり、申込締切までには定員の 25組に達する予定です。 



（梅沢中央図書館長） ３番から８番までありますが、３と８について説明いたし

ます。３番の「よもよもブックス」ですが、長岡の子どもたちに読んでほしい本

100冊ということで、年齢や学年別のリストを完成致しました。気軽に手にとっ

て見ていただけるように、本の表紙や内容について紹介しています。小中学生に

は学年に応じたリストを作り一人 1枚配付します。保育園やこども園などにも配

付します。最後に「よもよも大賞」ですが、読んだ方のお気に入りの本を、スマ

ホやタブレットから簡単に投票が出来るような仕組みを設けまして、12 月末ま

での投票期間で、来年の２月に大賞を発表したいと考えております。続きまして

８番の「長岡市史双書を読む会」です。７月６日、13 日に行います。４月に皆

様に配付しました長岡市史双書の新刊で「蔵王権現領安禅寺御用記（７）日並記・

諸掛合留・諸願書留（文化 10・11年）」をテキストに、講座を行います。時代と

しては文化 10 年、1813 年は、今話題の河井継之助の生まれた 14 年くらい前の

時代となります。 

（小熊教育部副参事） 科学博物館からです。表の９番から 11番までになります。

生きものガイド「探せ！ゴーストクラブ」は、定期的に開催している自然観察会

のひとつです。寺泊海岸に住む夜行性の砂カニで、夕方にしか出てこないので、

イベントの時間を夕方から夜にかけて設定し、親子で探して生態を観察するイベ

ントです。また、大河津分水通水 100 周年記念展示関連イベント、「６館リレー

展」については、９月に案内させていただきますが、「大河津分水が創り出した

自然」ということで展示をすることになっています。その関連のイベントとして、

ゴーストクラブ、カニの観察会を開催します。次の 10 番は、現在公開している

「峠・最後のサムライ」の公開にちなんだ企画展です。旧長谷川家住宅の展示施

設で展示をします。塚野山庄屋であった長谷川家の９代・久静が書き残した膨大

な日記の資料があり、戊辰戦争の当時の様子などを紹介する企画展です。11 番

は、寺泊水族博物館の、「動物ふれあい教室・ケヅメリクガメと遊ぼう」を紹介

させていただいております。これは他の色々な催し物とともに、これまで新型コ

ロナウイルスの関係で中止していた事業を全般的に再開していくことで、紹介さ

せていただきました。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。 

 

 

    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 


