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安曇野市教育委員会12月定例会会議録 

 

日 時：平成27年12月22日（火）午後１時30分 

場 所：安曇野市役所３階「会議室301」 

 

出席者 

教育委員：教育委員長 唐木博夫、委員長職務代理者 宮澤豊弘、教育委員 須澤真広、 

教育委員 横内理恵子、教育長 橋渡勝也 

事務局 ：教育部長 北條英明、学校教育課長 古幡彰、生涯学習課長 蓮井昭夫、 

文化課長 那須野雅好、図書館交流課長 高嶋俊明、 

書記  ：学校教育課教育総務係長 大澤明彦、教育総務係 岩原遼子 

 

 

 

◎開 会 

教育部長 ただいまから、安曇野市教育委員会の12月定例会を開会いたします。 

 ─────────────────────────────────────────────────  

 

◎教育委員長挨拶 

教育部長 唐木委員長からご挨拶をお願いいたします。 

委員長 皆さん、こんにちは。 

  会議に先立ちまして、ご挨拶を申し上げたいと思います。先月11月30日、月曜日でありま

すけれども、昨年度教育委員長、それから教育長の任にあたっていただいた望月正勝先生の

ご葬儀がありました。任の期間に体調の不良もおありの中でご尽力いただいたこと、それか

らご功労に感謝を申し上げ、ご冥福をお祈り申し上げたいと思います。教育委員会を去って

からおよそ１年後というような形で、葬儀に参列しても非常にいろいろな思いを持ったわけ

ですけれども、いずれにせよご冥福をお祈りしたいなと思います。 

  次に、これも先月になります11月28日の土曜日でありますが、市制施行10周年記念のこど

も文化祭が開催されました。私は予定が入っていたんですけれども、都合がつき参加するこ

とができました。午後に行われたこども映画教室の発表があったわけですけれども、その中
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で子どもたち２つのチーム、チーム常念による「君と夏の思い出」、それからチーム穂高に

よる「ははははは大丈夫？」という作品を見させていただいたわけなんです。制作の過程に

ついては、子どもたちの映画制作の指導をしていただいた河崎義祐氏が市民タイムスで「安

曇野のこども映画教室レポート」と題した連載をしており、子どもたちの動きが詳細に伝え

られて興味深く読ませていただいているわけなんですけれども、この映画を見て思ったこと

なんですけれども、やっぱり子どもたちの持つ力、それから伸び代といいますか、伸びる力

の大きさというものを大変感じました。いろいろな子どもたちが参加しているわけですけれ

ども、どの子もその子なりの花の種と申しますか、成長の種を持っているなということをつ

くづく感じさせていただいたわけなんです。それで、そういう種を発芽させ成長させ、そし

て花を咲かせていくという、そういう私たちの仕事の大切さということを改めて感じました。

私たちはそういう成長の場というのをどれだけ用意できるか、そんなことが自分たちの仕事

であるし、それから地域の教育力、それからまたこういう教育行政の力なのかということを

思ったわけなんです。 

  それでもう一つ、映画の中に何人かの教育委員会の職員とか市の職員が出演されておりま

して、私自身市の職員の方々とか教育委員会職員に対するイメージがかなり広がったという

思いを持ちました。こういうような形でいろいろなことというのは机の上でできることと、

それから一歩外へ踏み出してできることがあるのではないかということを改めて思ったわけ

ですけれども、ちょっといい時間を過ごさせていただいたなということを思いました。 

  本日は本年最後の教育委員会でありますが、是非活発にまたご協議等をよろしくお願いし

たいと思います。 

  以上であります。 

 ─────────────────────────────────────────────────  

 

◎発議による非公開案件の決定について 

委員長 それでは続きまして、公開、非公開について発議をしたいと思います。 

  教育委員会の会議について、地方教育行政法第14条第７項により、教育委員会の会議は、

公開する。ただし、人事に関する事件その他の事件について、教育長又は委員の発議により、

出席委員の３分の２以上の多数で議決したときは、これを公開しないことができるとされて

おります。 

  本日の協議議案、報告事項において政策の形成過程の案件であり、公開することにより公
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正円滑な審議が著しく阻害されるおそれのあるなど、会議の目的が達成されないと認められ

る議案・報告事項として、報告事項第８号、平成28年度事業について、続きまして、安曇野

市情報公開条例第７条第２号、個人に関する情報で、特定の個人が識別され、又は識別され

得るもので、個人情報の保護に該当する議案・報告事項として、報告事項第６号、平成27年

度児童生徒区域外通学者について、第７号、教育長報告、以上について、非公開とするよう

に発議いたします。 

  関連して委員からご発言はありますでしょうか。 

（発言する者なし） 

委員長 なければ、議決に移りたいと思います。 

  今、申し上げた報告事項について非公開とすることについて賛成の方は挙手をお願いいた

します。 

（賛成者挙手） 

委員長 ありがとうございました。３分の２以上の賛成がありましたので、議決されました。 

  それでは、本日の会議について、公開する議案・報告事項として、議案第１号から議案第

２号、報告事項の第１号から第５号、非公開とする報告事項は、報告事項第６号から第８号

といたします。 

  協議・報告の順番は、議案第１号から議案第２号、報告事項第１号から第５号を扱います。

以後を非公開とし、報告事項第６号、第７号、第８号を扱います。 

  なお、議案第１号にかかわる履歴書、議案第２号にかかわる申請書は個人情報が記載され

ているため、非公開といたします。このように対応を進めたいと思います。 

  それから会議録につきまして、11月定例会と第２回総合教育会議の会議録が出ております。

発言の趣旨や字句などで修正すべきところがありましたら、事務局に申し出てください。事

務局より会議録の校正確認の依頼が出ておりますので、それに沿って校正をお願いしたいと

思います。 

 ─────────────────────────────────────────────────  

 

◎議案第１号 安曇野市明科図書館長及び明科学習館長の任命について 

委員長 それでは、協議に入りたいと思います。 

  それでは、議案第１号、安曇野市明科図書館長及び明科学習館長の任命についてお願いい

たします。 
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図書館交流課長 「安曇野市明科図書館長及び明科学習館長の任命について」資料により説明。 

委員長 ありがとうございました。 

  この件につきまして、質問、ご意見等ありますでしょうか。 

よろしいでしょうか。 

（発言する者なし） 

委員長 それでは、安曇野市明科図書館及び明科学習館長任命について、この方向で進めてい

くことについてご異議ございませんでしょうか。 

（「異議なし」の声あり） 

委員長 異議なしということであります。これで進めていただきたいと思います。よろしくお

願いします。 

 ─────────────────────────────────────────────────  

 

◎議案第２号 共催・後援依頼について 

委員長 続きまして、議案第２号をお願いいたします。 

学校教育課長 「共催・後援依頼について」資料により説明。 

No.22 第3回グローバルコミュニケーションKYOTO 

公益財団法人 全国修学旅行研究協会より後援申請 

委員長 ありがとうございました。 

  No.22の後援でありますが、所管課のほうの意見としましては後援可であるというふうに

意見があがっております。 

  この件にご質問、ご意見ありますでしょうか。 

  よろしいでしょうか。 

（「異議なし」の声あり） 

委員長 それでは、異議なしということで後援可ということでお願いいたします。 

 続いて、お願いします。 

生涯学習課長 「共催・後援依頼について」資料により説明。 

No.1028 倫理研究フォーラム           一般社団法人 倫理研究所より後援申請 

No.1029 内海聡氏講演会「医者いらずの子育てって？～賢いおかんの食選び」 

内海聡講演会IN松本実行委員会より後援申請 

No.1030 あづみの保育フォーラム  フリースクールひかりの学校あづみの本校より後援申請 
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委員長 ３件の後援依頼が出ております。ご質問、ご意見等ございますでしょうか。 

  よろしいでしょうか。 

（発言する者なし） 

委員長 それでは、３件の後援について、ご異議なしということでよろしいでしょうか。 

（「異議なし」の声あり） 

委員長 それでは、３件の後援について認めていくということで進めていただきたいと思いま

す。よろしくお願いします。 

  続いて、お願いいたします。 

文化課長 「共催・後援依頼について」資料により説明。 

No.70 芥川賞作家 羽田圭介公開講演会 ナビゲーター 北野大 

明治大学校友会長野県支部より後援申請 

委員長 ありがとうございました。 

  文化課１件の後援依頼でありますが、ご質問、ご意見等ありますでしょうか。 

（発言する者なし） 

委員長 それでは、70番の後援について異議なしということでよろしいでしょうか。 

（「異議なし」の声あり） 

委員長 異議なしということでありますので、後援を認めたいと思います。よろしくお願いい

たします。 

  以上で、今回の協議議案は終了というふうにいたします。 

 ─────────────────────────────────────────────────  

 

◎報告第１号 安曇野市公式スポーツ施設整備計画策定委員会設置要綱及び安曇野市

公式スポーツ施設整備計画策定委員会設置要綱の廃止について 

委員長 では、報告事項、お願いしたいと思います。 

  報告事項第１号をお願いします。 

生涯学習課長 「安曇野市公式スポーツ施設整備計画策定委員会設置要綱及び安曇野市公式ス

ポーツ施設整備計画策定委員会設置要綱の廃止について」資料を読み上げ。 

委員長 この件につきまして質問、ご意見ございますでしょうか。 

  よろしいですか。 

（「異議なし」の声あり） 
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 ─────────────────────────────────────────────────  

 

◎報告第２号 平成27年度中学校部活動運営委員会の委員委嘱について 

委員長 それでは、報告事項第２号をお願いします。 

学校教育課長 「平成27年度中学校部活動運営委員会の委員委嘱について」資料を読み上げ。 

委員長 この件についてご質問、ご意見等ありますでしょうか。 

（発言する者なし） 

委員長 では、私のほうから二、三、補足の説明を求めたいと思いますけれども、第１点目で

ありますが、本年度今お話がありましたように安曇野市中学校部活動の方針が４月から実施

されておりまして、この方針の中に部活動の運営、それから朝練習、社会体育との関係等に

ついて、部活動運営委員会の中で協議、審議してそしてよりよい形にしていく。さらには平

成27年度中に見直しを一部行いながら、また平成28年度の活動に結びつけていくということ

が明記されているわけですが、12月８日に年度がかなり押した時期に委嘱状が交付され第１

回の運営委員会が持たれ課題について話し合われたということで、年度内にもう一度持つと

いうような報告をいただいたわけなんですが、当初の計画というか、昨年度のうちに説明が

あった中身でいけばもう少し早い時期に会議が開かれ、そして問題点を洗い出してちょうど

部活動については非常に重要な時期を本年度迎えているわけです。こういう経緯になったと

いうこと、それからもう一つは第２回目の会議において何が審議され、そしてどういう方向

が求められていくのか、補足の説明をお願いいたします。 

学校教育課長 資料の35ページをご覧いただきたいと思います。 

  この件につきましては、今年度からスタートしたわけでございますけれども、それ以前か

ら中学校のほうからはいろいろな課題等がきておりました。それを受けまして、教育委員会

としまして10月９日から13日にかけて今現在の状況ということでアンケートを実施いたしま

した。ですので、これが終わって10月中くらいに開けばよかったんですけれども、なかなか

開くことができなくてこのアンケートをまとめた結果を第１回目の会議の中では報告いたし

ました。 

  やはり過去２年間、開いていないということがありますので、そのときの方、いらっしゃ

らない方も大勢いたわけですけれども、ここのところ35、36ページのところにもありますけ

れども、特にこの５番のところです。36ページの中ほど「希望者が既存の競技団体やスポー

ツ少年団等へ参加していますか」というところでございますけれども、ここにつきましては
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いろいろなところに所属しているところもありますし、そうではないところもあるというと

ころでございます。 

  それで、会議に出ていただきました教頭先生からはやはり学校によってはもともと今の新

しい基準に沿ってやっているところもあるというようなお話もありましたし、いろいろな話

が出たんですけれども、例えば親御さんの送迎に関しての保険の問題ですとかさまざまな意

見がありました。なかなか第１回目の会議のときに何が決まったかというようなことまでい

かなかったんですけれども、それぞれの学校で抱えております課題を皆様方から出してもら

ったというようなことでございます。 

  37ページには、部活動の時間の確保ですとか外部指導者との連携について、また体育施設

の利用の関係で市内の学校と比べて簡単には利用できない、豊科南中学校関係でございます

けれども、不公平があると感じたというようなことでございます。 

  従いまして、先ほどのお話と同じですけれども、結果ということではなかったんですけれ

ども、今後これをもう１回持ち帰っていただきまして、さらに実は私どももいけなかったん

ですけれども、なかなかこの資料を事前に配布することができなくて当日ただ見せての会議

になってしまいましたので、その辺のことでなかなか深い議論までには至らなかったもので

すから再度、年度内にはもう１回開きまして来年に向けて指針の中で直せるところがあれば

直すというような形をしていくつもりでございます。 

  以上です。 

委員長 ありがとうございました。 

  ご報告いただいたわけですが、ちょっと要望になります。安曇野市立中学校の部活動の方

針が出た段階もややそれを感じたんですけれども、活動の一番中心になっていくのが子ども

たちであるわけですけれども、このアンケートもやはり子どもの声は見えないわけなんです

ね。学校側の職員に対するアンケートであり、そういうことだと思います。是非、もう１回

会議を持てるということでありますので、子どものアンケートを全部とるということはこれ

は不可能なことでありますが、参加される委員には子どもの声をできるだけ吸い上げて、そ

して次年度の部活動がよりよい方向に進んでいくようにご配慮をお願いしたいなと思います。

このことは体力向上の問題にもかかわっていきますし、それから部活動が抱えているいろい

ろな課題等にもかかわっていくことでありますので是非子どもの立場、活動する者の気持ち

というようなものも汲み上げながらいい方向を是非つくっていただきたいなということは要

望したいと思います。 
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  この件で他の委員から、何かありますでしょうか。 

  どうぞ。 

須澤委員 この委員が委嘱されて、活動がいよいよこれで本格化するのを大いに期待するとこ

ろでございます。アンケートというのは35、36、37ページとございますけれども、35ページ

の３番の顧問がどの程度かかわればよいのか、自主練習についてよくわからないという、こ

ういうコメントがありますが、これは顧問がわからないでは困る。わかって、自主練習を活

動する選手ができるように指導がされている、これが顧問だと思います。これは顧問として

仕事をなし得てないというふうに思いました。 

  それから37ページ、それに関連しますけれども、７番の外部指導者との連携についての最

初の丸ですね。連携を取るのが難しくなっている、こうございますけれども、これも是非各

学校の顧問の先生に全て一任ではかなり難しいだろうと思いますので、これは組織的に連携

する機会が持てるようにしてやらなければならないのではないか。先ほど私は申し上げまし

たけれども、顧問が自主練習への指導をするのとはこれは別だと思うんです。やはり上部に

ある一つの会合なりが持たれて、そこにおいて両者連携を話し合うといったもの、そこら辺

が是非教育委員会において指導力を発揮いただければありがたいなと思います。 

  以上です。 

委員長 ありがとうございました。 

  他によろしいですか。 

  どうぞ。 

横内委員 ただいまの部活動のことについてですけれども、ちょうど１年前に私の地域の明科

中学校ではスポーツ文化活動等連絡協議会というのが開催がありまして、部活動、社会体育

の活動について、教育委員会と地域の指導者、保護者と連携して学校が適正な部活動や社会

体育のあり方を探っていくということを目的として会を開いたんです。そのとき私自身はま

だ教育委員ではなく、保護者の代表という立場で会に出席しました。 

  とてもさまざまな意見が、それぞれの部活からものすごく活発な意見が出ます。その場所

に、教育委員会は参加者に名前がプリントにはあったんですが、１人もいらしてなくて結局

全て親からの質問は校長先生に集中してしまって校長先生もあり方を考え直したいことは結

果からわかるんですけれども、子どもたちが朝練をやりたくないと言っているようには思え

ないということとか、いいという意見が全然教育委員会からの資料にないということとか、

そういうことにはちょっと具体的にはお答えしていただけなくて、ああ、ここに教育委員会
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の方がいたら答えていただけるのになという思いが出席者の中からものすごくあったんです

ね。なので、各中学校で多分こういう協議会が開催されると思うんですが、教育委員会のほ

うからの出席は必須だと思います。生徒が望んでいることとか親の考えとか直に聞けるとい

う機会なのでそこを逃さないで欲しい、そういうふうに思いました。 

  以上です。 

委員長 ありがとうございました。 

  他に委員からありますでしょうか。 

（「なし」の声あり） 

委員長 それでは、ここで幾つかの意見が出ましたので担当のほうでまた検討をいただきたい

と思います。 

学校教育課長 朝部活の先生のかかわり方等はやはり各校によって違うということで、各校で

講じるようにお願いしたんですけれども、今いただきましたご意見を当然このアンケートの

中でも各学校の先生方から意見をいただきましたけれども、次回は今いただきましたそのよ

うな先生たちの思いというものを市のほうでまとめてありますので、それをたたき台にして

実のある第２回目の会議を行いたいと思います。 

  以上です。 

委員長 ありがとうございました。よろしくお願いいたします。 

 ─────────────────────────────────────────────────  

 

◎報告第３号 安曇野市議会 平成27年12月定例会の結果について 

委員長 では、続きまして、第３号をお願いします。 

教育部長 「安曇野市議会 平成27年12月定例会の結果について」資料を読み上げ。 

委員長 ありがとうございました。 

  この件についてご質問等ありますでしょうか。 

（発言する者なし） 

委員長 よろしいですか。 

 ─────────────────────────────────────────────────  

 

◎報告第４号 後援依頼の教育長専決分の報告について 

委員長 では、次の第４号をお願いいたします。 
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生涯学習課長 「後援依頼の教育長専決分の報告について」資料を読み上げ。 

委員長 ありがとうございました。 

  続いて、文化課、お願いいたします。 

文化課長 「後援依頼の教育長専決分の報告について」資料を読み上げ。 

委員長 ありがとうございました。 

  それでは、教育長専決分の後援依頼について、ご質問、ご意見等ありますでしょうか。 

（発言する者なし） 

委員長 よろしいですか。 

  では、報告、ありがとうございました。 

 ─────────────────────────────────────────────────  

 

◎報告第５号 平成27年度事業進捗状況(懸案事項等) 

委員長 続いて、報告第５号、平成27年度事業の進捗状況についてお願いいたします。 

（１）学校教育課報告 

学校教育課長・学校教育課教育総務係長 「平成27年度事業進捗状況報告について」資料を読

み上げ。 

委員長 ありがとうございました。 

  学校教育課について、ご質問等ありますでしょうか。 

  一つ教えていただきたいと思います。奨学金なんですけれども、これは給付型なのか、そ

れとも貸し出し型なのか、どちらを中心に考えていらっしゃるか、もしわかれば。 

学校教育課長 貸すというようなことです。基本的には高校ですと、３年間の就学した後12カ

月後ということですが、そこからその３倍の期間で返すということで、高校ですと１年置い

て９年、大学ですと１年置いて12年ということで、利息はなしというようなことの制度設計

をしておりますけれども、なかなかこの辺市長も後から奨学金制度ですのでできるだけ安曇

野市の特徴を出せというような指示がきておりますが、なかなか奨学金制度で特徴を出すと

いうのは難しいのですけれども、今担当のほうで再度その辺の調整をしております。 

  以上です。 

委員長 ありがとうございました。 

  他はよろしいですか。 

（発言する者なし） 



－11－ 

 

（２）生涯学習課報告 

委員長 それでは、続いて生涯学習課、お願いいたします。 

生涯学習課長 「平成27年度事業進捗状況報告について」資料を読み上げ。 

委員長 ありがとうございました。 

  生涯学習課について、ご質問等ありますでしょうか。 

  どうぞ。 

須澤委員 質問ではございません。感想および激励でございますが、49ページのこの青少年セ

ンターでございます。社会教育分野、県内の市の中で最後にこの設置ができた青少年センタ

ー、是非とも他の市に倍した中身、これにお育てをいただけたらありがたいということでご

ざいます。 

  それから、50ページの施設管理の有明運動場のトイレ、これは私も以前行きまして使わせ

てもらいましたが、バケツを使ってというようなことで本当にこの整備が急務だと思ってい

ましたので非常に結構なことだなと思うところでございます。 

  以上です。 

委員長 ありがとうございました。 

  他によろしいでしょうか。 

（発言する者なし） 

 

（３）文化課報告 

委員長 それでは、文化課、お願いします。 

文化課長 「平成27年度事業進捗状況報告について」資料を読み上げ。 

委員長 ありがとうございました。 

  文化課についてご質問、ご意見等ありますでしょうか。 

  よろしいでしょうか。 

（発言する者なし） 

 

（４）図書館交流課報告 

委員長 それでは、図書館交流課、お願いいたします。 

図書館交流課長 「平成27年度事業進捗状況報告について」資料を読み上げ。 
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委員長 ありがとうございました。 

  図書館交流課についてご質問、ご意見等ありますでしょうか。 

  よろしいでしょうか。 

（発言する者なし） 

委員長 ありがとうございました。 

  それでは、以上で公開部分を終了いたしたいと思います。 

  以後、非公開といたしますので、ありがとうございました。 

  それでは、ここで10分ほど休憩をとりたいと思います。後半を45分から開始したいという

ふうに思います。 

（休 憩） 

  

（以後、非公開会議） 

─────────────────────────────────────────────────  

◎報告第６号 平成27年度児童生徒の指定校変更及び区域外通学者について 

◎報告第７号 教育長報告 

◎報告第８号 平成28年度事業について 

 ─────────────────────────────────────────────────  

（以後、公開会議） 

 

◎その他 

（１）最近の新聞紙上における教育委員会関連記事の報告について 

委員長 それでは、その他に入りますが、最近の新聞紙上における教育委員会関連の記事の報

告でありますけれども、今回も丁寧に集めていただきました。本当にこれで一冊のいい教育

資料になろうかと思うわけですが、読んでいただきたいと思います。 

 

（３）その他 

委員長 では、その他について何かありますでしょうか。よろしいでしょうか。 

（発言する者なし） 

委員長 それでは、これでお返ししたいと思います。 

 ─────────────────────────────────────────────────  
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◎閉 会 

教育部長 どうもありがとうございました。 

  それでは、以上をもちまして安曇野市教育委員会の12月定例会を閉じさせていただきます。 

  おつかれさまでございました。 

 


