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安曇野市教育委員会１月定例会会議録 

 

日時；平成２６年１月２７日（月）午後１時半 

場所；明科総合支所 ２階 会議室３ 

 

出席者 

教育委員：委員長 望月正勝、職務代理者 宮澤豊弘、委員 内田洋子、委員 唐木博夫、 

教育長 須澤真広 

事務局 ：教育次長 北條英明、学校教育課長 下里利行、社会教育課長 赤羽孝明、文化課

長 三澤良彦、学校給食課長補佐 有賀啓多、学校教育課 教育指導室 二木先生 

書記  ：学校教育課長補佐 古幡彰、教育総務係 宮下果奈 

 

 

◎開 会 

教育次長 定刻になりました。改めまして、初めての方もいらっしゃるかと思いますが、明け

ましておめでとうございます。本年もよろしくお願いしたいと思います。 

  それでは、ただいまから安曇野市教育委員会の１月定例会を開催したいと思いますので、

よろしくお願いいたします。 

  委員長、ご挨拶をお願いいたします。 

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

 

◎教育委員長挨拶 

委員長 ［委員長あいさつ］ 

  では進めていきたいと思います。 

  初めに、事務局から配っていただいた会議録ですが、それぞれのところで見ていただいて、

改めたほうがいい点等がありましたら、事務局のほうへご指摘いただければと思います。 

 では早速、協議議案のほうへ入っていきたいと思います。 

（「委員長、１点よろしいですか」の声あり） 

委員長 はい、どうぞ。 

学校教育課長補佐 学校教育課の古幡です。 
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  まず本日、追加議案ということで次第を差しかえさせていただいております。カラーで印

刷してあります資料１から別冊までを本日追加でお手元にお配りしてありますので、この新

しい次第での進行をお願いしたいと思います。よろしくお願いします。 

委員長 はい、ありがとうございました。 

  その辺りも少し前後したりすると思いますが、よろしくお願いします。 

  議案の進行についてですが、第５号から第７号の議案が非公開となっております。それか

ら報告事項の中の（１）児童生徒の区域外通学者について、（２）教育長報告、（３）全国

体力・運動能力、運動習慣等調査の結果概要の報告について、も非公開になっておりますの

で、そちらも後へ回していただいて、報告事項の（８）まで先に進めるような形をさせてい

ただきたいと思います。 

  ですので、これから１時間くらいをめどになるべく先へ進めていきます。特に第５号議案

には時間がかかるかもしれませんので、なるべく前半を多く進めていただいて、１時間過ぎ

たところで休憩をとり、２時間以内で終わるように努力をしていきたいと思いますので、ご

協力をお願いしたいと思います。 

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

 

◎協議議案第１号 後援・共催依頼について 

委員長 それでは、第１号協議議案の後援・共催についてですが、少し追加のものがあります

ので、そちらも見ていただきながらお願いしたいと思います。 

社会教育課長・文化課長 ［資料説明］ 

  No.261 SBCラジオ春休み講演会in松本～春こそ!！今やる人になろう！～ 

                            信越放送株式会社より後援申請 

  No.268 生き物と人が豊かに生きる「絆」づくり   ミヤマシジミ研究会より後援申請 

  No.271 塚越寛さん講演会           株式会社市民タイムスより後援申請 

   ［後援申請３件について審査］ 

   全て異議なく承認された。 

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

 

◎協議議案第２号 安曇野市地区公民館報の表彰規定に基づく審査会委員の選出について 

議案説明 社会教育課長 
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議案要旨 12月定例会において、地区公民館報表彰の実施要領と規定については承認されたが、

規定にあるように教育委員から審査委員を１名選出することについての協議。 

委員長 では、７ページの第４条（１）から（５）の審査委員ということですが、教育委員か

らは唐木委員にお願いするということで、やっていただけるようになりました。皆さん、賛

成ということでもう決まっておりますので、そんなことでよろしくお願いします。 

  唐木委員、よろしくお願いいたします。 

  それから、（５）は社会教育課のほうから人選していただくということで。 

社会教育課長 わかりました。 

委員長 では、これでよろしくお願いしたいと思います。ありがとうございました。 

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

 

◎協議議案第３号 安曇野市穂高陶芸会館管理規則の一部を改正する規則について 

議案説明 文化課長 

議案要旨 行政手続制度の整備の一環として様式の統一をするために、穂高陶芸会館使用料還

付決定書を改正することについての説明。 

委員長 ご質問、ご意見ありますでしょうか。 

（「なし」の声あり） 

委員長 なしということですが、この様式というのは還付については関係ないわけですか。す

みません、教えてください。 

文化課長 文化課、三澤です。 

  これについては、行政手続制度の整備により、教示ということがありまして、申請者が申

請後に不利益があったときに、そういう手続きができるという制度があります。行政不服審

査や訴訟提訴ができるように適正にその様式を改めるというものであります。 

委員長 では、皆さん方からはこれでやっていただいていいということですので、よろしくお

願いします。ありがとうございました。 

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

 

◎協議議案第４号 安曇野市教職員住宅管理規則の一部改正について 

議案説明 学校教育課長 

議案要旨 教職員住宅の用途廃止のため、豊科の３棟の教職員住宅を解体することにより、管
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理規則の一部を改正することについて、資料により説明。 

委員長 ありがとうございました。 

  用途廃止及び解体に伴って抹消していくということですが、ご意見、ご質問はありますで

しょうか。大丈夫ですか。 

（発言する声なし） 

委員長 この前も少し教えてもらいましたが、今の利用状況はどのくらいですか。お願いしま

す。 

学校教育課長 学校教育課、下里です。 

  昨年12月現在ですが、入居率については62％になります。 

委員長 これがなくても十分やっていけるということでよろしいですか。 

学校教育課長 はい。 

委員長 では、これでよろしいですか。 

（「はい」の声あり） 

委員長 そんなことでよろしくお願いいたします。 

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

 

◎報告事項 

（４）後援依頼の教育長専決分の報告について 

委員長 それでは、第４号まで終わりましたので、第５号、第６号、第７号、それから報告事

項の（１）、（２）、（３）を飛ばしまして、報告事項の（４）後援依頼の教育長専決分の

報告について、よろしくお願いしたいと思います。 

社会教育課長・文化課長・学校教育課長 ［資料読み上げ］ 

委員長 ありがとうございました。 

  たくさんの後援依頼ですが、ほとんどが過去に承認済みのものです。いろんな立場に立っ

た大会がたくさん定着してきて、ありがたいことだと思います。何かご質問、ご意見ありま

したらお願いします。もう過去に承認済みですので、よろしいですか。 

（発言する声なし） 

委員長 では、これでお願いしたいと思います。ありがとうございました。 

 

（５）学校教育課報告 
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委員長 それでは次に、学校教育課報告をお願いいたします。 

学校教育課長 ［資料読み上げ］ 

委員長 ありがとうございました。 

  ただいま発表いただいた31ページの報告事項について、何かご意見、ご質問がありました

らお願いします。よろしいでしょうか。 

（発言する声なし） 

委員長 少し教えていただきたいのですが、さっきお話に出てきた１月２３日の第３回安曇野

市心身障害児就学相談委員会、26名の判定ということですが、その26名というのは受けた人

ということですか、それとも特別支援学級に入ったり養護学校に行くなどの判定をいただい

た方が26名ということか、そこを教えていただいてよろしいですか。 

学校教育課長 各小学校並びに中学校から上がってきたものであります。学校については特別

支援学級、あるいは安曇養護学校等の特別支援学校について、26名がそれぞれの判定という

ことです。 

委員長 26名の方にそれぞれの判定をしたということですね。 

学校教育課長 はい、そうです。 

委員長 わかりました。 

  他にはどうでしょうか、よろしいですか。 

（発言する声なし） 

（６）学校給食課報告 

委員長 それでは次へいきたいと思いますが、学校給食課お願いいたします。 

学校給食課長補佐 ［資料読み上げ］ 

委員長 ありがとうございました。 

  ただいま報告がありました１月の報告事項と２月の予定について、学校給食課へご意見、

ご質問ありましたらお願いします。 

（発言する声なし） 

委員長 今、全国ではノロウイルスがすごいですが、去年も少しそのようなことがあった時に、

非常に適切な処置をとっていただいていますが、何か今学校給食課で特に対応策などは考え

てやられていますか。 

学校給食課長補佐 基本的には調理員の方にお話をして、具合が悪かったらすぐ報告するなど

のコミュニケーションをとる中で、具合が悪かったら出てこない、あるいは悪かったら検査
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をして、実際にノロの感染等確認をしながら、調理場の中に入れないという方向で認識して

おります。 

委員長 ありがとうございます。 

  テレビを見たり新聞を読んだりすると、非常に気をつけていても外から入ってきて防ぎよ

うがないような気もしますが、対策をきちんとしていただいて、さらにご努力いただければ

と思います。よろしくお願いいたします。 

 

（７）社会教育課報告 

委員長 では、次の社会教育課の報告をお願いします。 

社会教育課長 ［資料読み上げ］ 

委員長 ありがとうございました。 

  社会教育課へご意見、ご質問ありますでしょうか。よろしいですか。 

（「はい」の声あり） 

委員長 一つ教えてほしいのですが、37ページの真ん中辺りに、新春さわやか元旦マラソンが

ありまして、主催がスポネット常念総合的体育グループですよね。これは今安曇野市では１

つしかないわけですよね。どんなことをやられているのか、そしてこれからの展望みたいな

ものを少し教えていただきたいと思います。というのは近頃、部活が非常に問題になってい

るのですが、この総合的なスポーツクラブをつくって、さらに社会体育のほうの受け皿にし

ていったらというような話も聞いていますので、その辺りと関わって動きがあるかどうかと

いうことを、少し教えていただければ。お願いします。 

社会教育課長 社会教育課、赤羽でございます。 

  こちらにスポネット常念主催というふうに書いてございます。これは地域総合型スポーツ

クラブを指していまして、国の方針としましては、中学校区ぐらいの単位でつくってほしい

と、こんな要望がありました。ただ、なかなか組織をつくるというのは大変でございまして、

現在安曇野市の中では一つということでございます。 

  スポーツ振興計画の中では、何とかこれを増やしていこうというような計画でございまし

て、今１つを２つにというような計画でスポーツ振興計画にはなってございます。 

  具体的にどのような活動をしているかということですが、やはり地域に密着したスポーツ

のスポーツ人口を増やそうということで、いろんな軽スポーツや、それから地域や私どもの

開催するスポーツ大会等々にもご協力をいただいているところでございます。夏には夜グラ
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ウンドゴルフをやりましょう、とか、冬場は軽スポーツを４つないし５つ、囲碁ボールやス

トラックアウトなどの軽スポーツを地域の中で広めていきたい、スポーツ人口を増やしてい

きたい、こんな取り組みもしているところでございます。 

  なお、この団体もサッカーくじ・ｔｏｔｏの補助金をいただいて活動をしているというの

が実態でございます。 

委員長 ありがとうございました。 

  私が長野に十何年か前にいた時に、やはり総合型のスポーツクラブを作ろうということで

だいぶ努力していたようですが、なかなか広まっていかないし、活動の内容がなかなか難し

いということがありました。どういうものなのかというようなことも、割と知らない人が多

いと思いますが、必要不可欠なものなら、また広げていっていただいて、常念さんから色々

と報告をいただいたり、紹介いただいたりもしていかれるとどうかなと、少し思っています。

また部活との関係等でもいろいろ話題になっていると思いますので、アンテナを高くして、

どんなふうにしていったらいいかということなどをご研究いただければと思います。よろし

くお願いいたします。 

 

（８）文化課報告 

委員長 では、社会教育課は終わりにして、文化課お願いします。 

文化課長 ［資料読み上げ］ 

委員長 ありがとうございました。 

  文化課へ何かご意見、ご質問ありましたらお願いします。 

（発言する声なし） 

委員長 一つ質問させていただきます。41ページの２番目のミュージアムパスポート事業です

が、これは去年初めて、いわゆる出前講座のような見える形でやっていただいて非常にわか

りやすかったのですが、今年はどんな感じに進んでいるか、少し教えていただければと思い

ます。 

文化課長 ミュージアムパスポート事業ですが、美術館・博物館連携事業の実行委員会を組織

しまして、それに賛同いただいた16館が参加しまして、この期間中にパスポートみたいなも

のを作りまして、それぞれの館に出向いてもらうという取り組みであります。 

  それから昨年度も行いましたが、こちらから出向いて行う事業も計画してございます。こ

れは２月に小学校１校、中学校１校の２校で計画しており、また16館のうちから作品を出し
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ていただけるところのものを集めまして、それぞれ学芸員がつきまして一日説明をするよう

なことを今年も行う予定であります。 

委員長 ありがとうございました。 

（発言する声あり） 

文化課長 パスポート事業を今行っているわけですが、今どのくらいの人数が行っているかと

いうことを、またご報告させていただきたいと思いますので、よろしくお願いします。 

委員長 思ったのですが、今は冬でほとんどお客さんが来ない時期だと思うので、非常にいい

タイミングでやられていると思います。それから博物館や美術館ではよく入場者数の統計を

とったりしていますが、非常に努力はしているけれどなかなか伸びてこないということなど

から考えると、こういう取り組みには非常に期待を持てます。ぜひまたご報告いただければ

ありがたいと思いますが、よろしくお願いします。 

  その他よろしいでしょうか。 

（発言する声なし） 

委員長 ありがとうございました。非常にたくさんの取り組みで忙しいわけですが、大いに成

果を出してやっていただいております。ありがとうございます。 

  ではここで休憩にして、その後、非公開の協議議案と報告のほうをお聞きしたいと思いま

す。今日は進行がかなりスムーズにいっておりますので、10分間休憩して、あの時計で35分

をめどにやりたいと思いますので、よろしくお願いします。ご苦労さまでございました。 

（休 憩） 

委員長 では再開したいと思います。よろしくお願いいたします。 

  非公開の協議議案第５号の組織改編に伴うものですが、これは一番最後に時間をとってや

りたいと思います。 

  それから報告事項の（３）全国体力・運動能力、運動習慣等調査の結果概要の報告につい

ては、二木先生が来て報告していただくということで、今見えておりますので、先にやりた

いと思います。 

  その後の順番としては、協議議案第６号、第７号をやりまして、その後、区域外通学者の

報告という形で進めていきたいと思いますが、よろしいでしょうか。 

（「はい」の声あり） 

（以後、非公開会議） 

 ─────────────────────────────────────────────────  
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◎報告事項 

（３）全国体力・運動能力、運動習慣等調査の結果概要の報告について 

◎協議議案第６号 安曇野市体育施設条例の一部改正について 

◎協議議案第７号 安曇野市体育施設管理規則の一部改正について 

◎報告事項 

（１）平成25年度児童生徒の区域外通学者について 

（２）教育長報告 

◎協議議案第５号 組織改編に伴う関係規則の整備に関する規則について 

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

（以後、公開） 

 

◎報告事項 

（９）その他 

委員長 ではこれで終わりにさせていただいて、その他に移りたいと思います。 

  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、それから、今後の日程等に

ついて、係のほうでお願いしたいと思います。 

学校教育課長補佐 学校教育課、古幡です。 

  それでは、この新聞記事に関しましては、別冊ということでお配りしてございますので、

またゆっくり読んでいただきたいと思います。文化課の記事が多い中、若干漏れているとい

うようなお話もありますが、今回はこれが最新記事ということでお願いします。 

  なお、今後の日程のことですが、事前に皆様方にお知らせしてある通り、３月の定例議会

が本格化に向けて２月24日の正午に一般質問の通告期限ということがございますので、どう

しても２月中の開催はこの日の午前中しかないというような状況でございますので、次回の

開催、２月24日、９時からこの場所でということで調整いただきたいと思います。 

  以上です。 

委員長 では、新聞紙上のことについては、毎日の新聞で読まれている部分も多いと思います

が、またさらに確認の意味で利用させていただければと思います。 

  それから日程についてですが、次回は２月24日に定例会、朝９時からということですが、

ご都合よろしいでしょうか。 
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（発言する声なし） 

委員長 それで決定していただいてお願いします。 

  会場については、またここの明科でやるということでよろしくお願いいたします。 

  では、全体について何かご意見、ご質問はありますでしょうか。いいでしょうか。 

（発言する声なし） 

委員長 私のほうはこれで終わりにします。 

  文化課長、お願いします。 

文化課長 文化課の三澤です。 

  文化課の部分でのパスポート事業の利用ですが、３館以上回れると一旦回収ということで、

それが150回ありました。それから全部回ったという方が１回ありました。また、３月もま

だ続いていますので、また来次第ご報告させていただきます。 

委員長 近所の人にもよく宣伝していただいて、よろしくお願いします。どうもありがとうご

ざいました。 

  これで終わりにしたいと思います。 

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

 

◎閉 会 

教育次長 どうもお疲れさまでした。 

  以上をもちまして、安曇野市教育委員会１月定例会を閉じさせていただきます。 

  お疲れさまでございました。 

 


