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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２５年１２月２５日（水）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 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、学校給食課長 高橋正光、社会教  

     育課長 赤羽孝明、文化課長 三澤良彦 

書記  ：学校教育課教育総務係長 古幡彰、教育総務係 宮下果奈 

 

◎開 会 

教育次長 どうもお疲れさまでございます。 

  それでは、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。 

  望月委員長、ご挨拶をお願いいたします。 

委員長 では、よろしくお願いいたします。 

  始めにいつものことですが、前回の会議録が既に配られております。委員の先生方、何か

ご異議のところがあったら出していただきたいと思いますが、特によろしいでしょうか。 

（「はい」の声あり） 

  では、進めさせていただきます。 

  ［委員長あいさつ］ 

  それでは、１号議案のほうから進めていきます。議題の進め方ですが、今回も非公開の部

分があります。非公開の部分につきましては後のほうへ回すようにしたいと思いますが、ボ

リュームがたくさんありますので、６号議案までは進めていきたいと思います。６号議案ま

でいって時間がありましたら、報告事項（４）後援依頼の教育長専決分へ話を進めていって、

およそ１時間というところで休憩をとりたいと思います。前回は先に内容のことを話してし

まったので、休憩までに１時間半もかかってしまいましたが、今回はそんな形で進めていき

たいと思います。よろしいでしょうか。 

  では、始めさせていただきます。 

 ─────────────────────────────────────────────────  
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◎協議議案第１号 後援・共催依頼について 

委員長 まず、協議議案第１号 後援・共催依頼について、文化課・社会教育課のほうでお願

いします。 

  予め配付されてありまして見ていただいてあると思いますので、簡単に説明していただく

ようにお願いしたいと思います。 

文化課長・社会教育課長 ［資料説明］ 

  No.250 声楽家集団「土の会」第13回公演（協力：オペラを楽しむ会） 喜歌劇「こうも   

り」（J.シュトラウスⅡ作曲、日本語上演）   

声楽家集団「土の会」より後援申請 

  No.251 ハッピー子育てセミナー６回シリーズ     家庭倫理の会中信より後援申請 

  No.252 岡村実和子 ソプラノリサイタル       La pace collina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 安曇野市社会教育委員設置条例の一部改正について 

議案説明 社会教育課長 

議案要旨 社会教育委員の委嘱の基準を条例で定めるにあたり、参酌すべき基準が定められた

ため、社会教育委員設置条例の一部改正について、資料により説明。 

委員長 ありがとうございました。 

  条例の改正ということですが、ご意見、ご質問ありましたら、お願いします。 

  宮澤委員、何か。 

宮澤委員 ありません。 

委員長 いいですか。 

  これは時期的なものや２条のつけ加えということですので、進めさせていただきます。 

  では、お願いします。 

 ─────────────────────────────────────────────────  
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◎協議議案第３号 安曇野市地区公民館報の表彰規定の制定について 

議案説明 社会教育課長 

議案要旨 公民館報は地区公民館のみの活動だったが、活動の活性化につなげたいため、補助

金関係の見直しを行い、表彰規定の制定をすることについて、資料により説明。 

 

委員長 ありがとうございました。 

  新しく規定を起こすということですが、先立って、今年の初め頃、明科の荻原地区で公民

館報を本にされたりしましたね。反響もあったと思いますが、いろいろなところで公民館の

広報活動をされています。何かこれについてご意見、ご質問がありましたら、お願いします。 

  教育長先生、何かこれについてありますか。 

教育長 結構です。 

  これは一人ずつということですね。この委員以下、委員は１人。 

社会教育課長 今、教育長が言われるように、第４条でうたわれております、１から５の委員

各一人ずつで組織をしたい、こんな考え方です。 

教育長 つまり（１）と（５）が複数も可能な文面なので、少しお聞きしたところです。 

委員長 （１）と（５）のあと、すみません、聞き取れなくて。 

教育長 そうですか。（１）の教育委員会委員、それから（５）の安曇野市中央公民館長の推

薦する者、これは何人という規定がないので、一人ですかとお聞きしました。 

委員長 そこのところはどうでしょうか。 

社会教育課長 社会教育課、赤羽です。 

  ここに掲げてあります委員さん、それぞれ各お一人ずつの５人で組織をしたい、こういう

考え方です。 

委員長 では、これは役職名ですので、一人ずつということになっているから５名ということ

で、そこは明記したほうがいいですか、教育長、どうですか。 

教育長 もし明記するなら、「応募作品は次に掲げる委員５名により」などにすると明確です。 

委員長 そこはどうですか。その他の方、少しご意見をいただければと思います。 

教育長 初めてですので。 

委員長 では今、審査員の人数等をきちんとしておいたほうがいいという意見が出されました。

初めての会ですし、ここを読めばわかるようにしておきたいですね。例えば（５）のところ

で、公民館長の推薦する者が複数あった場合というようなこともこれだけでは読み取れない
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部分もあるかもしれませんので、人数はあってもいいと思いますが、原案尊重で、これでや

ってもらうということでいいですか。 

（「はい、結構です」の声あり） 

委員長 これでいいですか。 

  唐木委員、よろしいですか。 

唐木委員 では私、基本的なところを質問させていただいて。 

委員長 どうぞ。 

唐木委員 こういう表彰規定の場合、表彰者というのが誰だというのは特に明記しなくてもよ

ろしいわけですか。これは安曇野市教育委員会が安曇野市地区公民館報を表彰するにあたり

ということになるのか、それとも公民館活動であれば、中央公民館長が表彰するのか。表彰

者と特に明記しなくても教育委員会ということに自動的になっていくのか、それとも教育委

員長になるのか、その辺は特に議論はされないわけでしょうか。 

委員長 そこはどんなふうに考えるか、どうぞ。 

社会教育課長 社会教育課、赤羽です。 

  地区公民館報でございますので、中央公民館長の名前で表彰したいと思います。 

唐木委員 それについては特に明示しなくても、これは自動的にわかるというふうに解釈して

よろしいわけですか。 

委員長 その辺のところはどんなふうに。お願いします。 

社会教育課長 もし表示をなさったほうがいいということであれば、していきたいと思います

が、地区公民館報の関係でございますので、中央公民館長が表彰すればいいことだというふ

うに考えております。 

委員長 実施要領にあるように、公民館大会でやられるわけですよね。ですので公民館長がや

るということで、読み取れますね。 

  どうぞ。 

唐木委員 公民館長が表彰を行うのであれば、この作品の審査委員に公民館長が入っていませ

んよね。教育委員会から１名、教育長、教育次長、それから、課長、館長の推薦する者で、

公民館長が入っていないわけですが、それは整合がとれるということでよろしいでしょうか。 

委員長 そこはどうですか。 

社会教育課長 あえて今回は公民館長は入れませんでした。それはやはり広く公平な目で見た

いということで、やはり中央公民館長とはいえ地域を持った公民館長でございますので、公
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平に選考するためです。 

唐木委員 わかりました。 

委員長 結局、内輪の問題になるため、公平さを欠くということですよね。 

  では、そこのところ、よろしいですか。 

唐木委員 はい。 

委員長 では、初めての規定で、進めていくといろいろあるかもしれないですが、附則のほう

で12月25日から施行するということで、急いでいる部分もありますが、特に問題なければこ

れで進めさせていただくということでよろしいですか。 

（「はい」の声あり） 

委員長 では、これでよろしくお願いします。 

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

 

◎協議議案第４号 安曇野市明科学習館管理規則の一部改正について 

議案説明 社会教育課長 

議案要旨 明科学習館に関する申請書などの様式が他地域と整合性がとれていなかったため、

管理規則の一部改正について、資料により説明。 

 

委員長 では、第４号議案の一部改正について、ご意見、ご質問を受けます。 

（「なし」の声あり） 

委員長 他の人もよろしいですかね。 

では、これで進めていただくということで、よろしくお願いしたいと思います。 

社会教育課長 委員長、すみません。 

先ほどの公民館報を選考していただける委員さんの選出をお願いしたいのですが。 

委員長 ここで選ぶわけですね。 

社会教育課長 お願いできますでしょうか。 

委員長 今日は１名欠席しているものですから。 

社会教育課長 では改めて。 

委員長 いいですか。すみません。次回、皆さんそろったところで決めさせていただこうと思

いますが、私もどういうふうに決めるか考えていなかったもので、申し訳ありません。 

  では、それは次回に残させていただいて、第４号議案までを終わりにさせていただきます。 
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 ─────────────────────────────────────────────────  

 

◎協議議案第５号 平成26年度給食費の見直しに係る学校給食センター運営委員会か

らの答申と給食費の決定について 

議案説明 学校給食課長 

議案要旨 11月の定例会で出されて話し合いのあった給食費の見直しについて、給食センター

運営委員会を経て、第３案が良いという答申が出たことについて、資料により説明。 

 

委員長 ありがとうございます。 

  前回もかなり意見が出まして、さらに答申案を見て結論を出していくということで諮問し

たわけですが、43ページに結論が出ています。今説明がありましたとおり、第３案です。27

年度の給食費について、３年に１回考えるというようなこの前の話もありましたが、これで

は教育委員会からの諮問を受けて審議して答申するというようなこともつけ加えられていま

す。それから付帯意見のことにつきましては、その会議概要で書いてあるとおりの説明があ

りますが、それも含めてご意見、ご質問がありましたら、お願いしたいと思います。 

  どうぞ。 

唐木委員 答申に基づいて据え置きということでいいのではないかと思います。 

委員長 質を落とさないこと、それから子供たちの非常に大事な食の問題ですので、副食の問

題なども含めていろいろご検討いただいてありましたが、父母負担の軽減や、非常に家計の

苦しくなっている子供たちもテレビなどで報道されていますので、非常にいい方向ではない

かと思います。 

  では、このような形で答申を受けさせていただいたということでよろしいですか。 

（「はい」の声あり） 

委員長 ではそのようなことで、よろしくお願いいたします。 

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

 

◎協議議案第６号 安曇野市図書館管理規則の一部改正について 

議案説明 文化課長 

議案要旨 図書の購入リクエストと相互貸借の受付対象範囲拡大や、相互貸借の搬送料無料化

など、図書館管理規則の一部改正について、資料により説明。 
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委員長 ありがとうございました。 

  経過の中にもありますが、６月25日の定例会でも議論されて、図書館協議会での意見も踏

まえて、受益者負担とする結論になりました。しかし、その後の図書館協議会や、資料にあ

りますように他市町村を色々調査いただきまして、受益者負担の制限を撤廃するという形に

なったそうです。このことについても６月25日にかなり議論を進めてありますが、それに加

えてということでご意見がありましたら。これは図書館が大いに開かれるということですの

で、よろしいですか。 

  では、この方向で進めてもらうということで、よろしくお願いします。 

  これは現状でいくと、年間どのくらい負担になりますか。 

文化課長 文化課、三澤です。 

  規則改正後の財政負担等ということで、44ページの下のほうに明記をしてございます。 

  現在、安曇野市の負担は10万円前後ということであります。これを全部無償としますと20

万円前後が見込まれます。ただし、冊数の多い松本市においても30万円ということですので、

それ以下ということで。 

委員長 では、負担も大きくなるかもしれないですが、利用者の便利性ということで、ぜひよ

ろしくお願いしたいと思います。 

  それでは６号議案まで終わりましたが、もう少し進めていきたいと思います。 

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

 

◎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、報告事項のほうへ入りますが、後援依頼の教育長専決分の報告について、

お願いします。 

学校教育課長・文化課長・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。 

  数が多いですが、ご質問・ご意見ありましたらお願いします。 

  よろしいですか。 

（「なし」の声あり） 

委員長 では、いずれも過去承認で、見させていただいてもスポーツや文化に寄与していく面、

私たちの活動、安曇野市の活動を高めていくということですので、そのような形でやってい
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ただいたということで、よろしくお願いします。 

 

（５）穂高鐘の鳴る丘集会所管理規則の一部改正について 

委員長 それでは、次にいきます。 

  （５）穂高鐘の鳴る丘集会所管理規則の一部改正について、これは前回出していただいた

ものの字句等を少し見直されたという認識でよろしいですか。 

社会教育課長 はい。 

委員長 では、よろしくお願いします。 

社会教育課長 社会教育課、赤羽です。 

  これは11月の時に提案させていただきました。この中で61ページをご覧いただきたいと思

います。 

  遵守事項の第７条の関係の（５）でございます。設備等というように改正をしたいと考え

ていたところ、備品等というような形で記載をしてございました。大変申し訳ございません。

間違いでございましたので、ここで改めさせていただきます。 

  よろしくお願いします。以上であります。 

委員長 細かいところまで、ありがとうございました。 

  その部分はこの前もう審議が済んでいますので、よろしいですか。 

（「はい」の声あり） 

委員長 では、そんなことでよろしくお願いいたします。 

  ありがとうございました。 

  ちょうど約１時間になりますので、休憩をとらせていただいて、次のほうへ移りたいと思

います。 

  それでは、３時５分まで休憩をしていただいて、その後非公開へいく前に、報告事項の

（６）以降を進めていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

（休 憩） 

委員長 それでは、再開させていただきます。 

 

（６）学校教育課報告 

委員長 では、報告事項（６）からということで、学校教育課の報告をお願いいたします。 

学校教育課長 ［資料読み上げ］ 
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委員長 ありがとうございました。 

  何かご意見ありましたら、お願いします。 

  よろしいでしょうか。 

（「はい」の声あり） 

委員長 私、理解不足で申し訳ないのですが、教えてください。 

  英語の課外授業の実施状況についてですが、これはどんな形で、何人くらいがどんなふう

に利用しているか、それでどんな内容をやられているか、少し教えていただいてもいいです

か。 

学校教育課長 学校教育課、下里です。 

  これは本年度、中学校を主体に始めたものでありまして、毎週水曜日の４時過ぎに約１時

間という時間の中でこの授業を実施しております。安曇野市と提携している松本市にあるテ

ヅカという委託会社からALTの講師を派遣いただいて実施しているものであります。 

  生徒についてはその中学校によって違います。10名くらいの生徒から、多いところでは二

十五、六名の生徒が参加しております。 

  ただ、この中間打ち合わせという中でもほとんどが初めての試みでありますし、参加であ

ります。当初は少し戸惑いもあったということであります。しかし生徒の皆さんからは、来

年も課外授業に参加したいと、そういう積極的な意見が結構ありました。次年度へ向けての

結果でありまして、まだ最終的に３月上旬までありますので、最終的に１カ年の年度を経た

中でまた報告を詳細に申し上げたいと思います。 

  以上です。 

委員長 ありがとうございました。 

  よろしいですか。 

  では、次の報告をお願いします。 

 

（７）学校給食課報告 

学校給食課長 ［資料読み上げ］ 

委員長 ありがとうございました。 

  学校給食課へ、ご意見、ご質問ありましたら、お願いします。 

  よろしいですか。 

（「はい」の声あり） 
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（８）社会教育課報告 

委員長 では、社会教育課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。 

  成人式のほうは教育委員また全員で参加していただきたいと思います。よろしくお願いし

ます。 

（９）文化課報告 

委員長 それでは、文化課の報告をお願いします。 

文化課長 ［資料読み上げ］ 

委員長 ありがとうございました。 

 文化課にご意見、ご質問ありますでしょうか。よろしいでしょうか。 

（「はい」の声あり） 

委員長 では、全体を通してありましたら。 

  いいですか。 

（「なし」の声あり） 

委員長 では、もとへ戻りたいと思います。 

（以後、秘密会） 

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

 

◎協議議案第７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８号 安曇野市各種競技会及び発表会出場者補助金交付要綱の激励金交

付要綱への見直しについて 

◎協議議案第９号 安曇野市教育委員会事務局組織規則の一部改正について 

◎協議議案第１０号 博物館等施設の統廃合と新市博物館構想について 

◎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 

（３）平成２６年度予算要求の概要について 

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

（以後、公開） 
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（１０）その他 

委員長 それでは、その他へいきたいと思います。 

  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、古幡補佐お願いします。 

学校教育課教育総務係長 学校教育課、古幡です。 

  それでは、本日お配りいたしました別冊２ということでお願いいたします。 

  １２月３日分が一番最初のものでありますが、それぞれ記事を両面にコピーしてございま

す。これにつきましてはまたゆっくり読んでいただければと思います。 

  以上です。 

委員長 ありがとうございました。 

  ぜひ読んでいただいて、記事の内容の人に会ったら、声をかけてやるといいのではないか

と思います。よろしくお願いします。 

  その他何かありますでしょうか。 

（発言する声なし） 

委員長 なければ、あとは１月の定例会の日程についてお諮りしたいと思います。 

教育次長 教育次長、北條です。 

  先ほど古幡補佐からは説明させていただきましたが、１月24日にいろいろな例規の法規審

査がございます。それを受けて定例教育委員会をさせていただきたいと考えておりますので、

27日の週で日程のお話し合いをしていただければと思います。 

  もう一点、28日の午後は、予算の最終理事者査定が半日入っておりますので、その日の午

後は避けていただければというのが事務局側のお願いでございます。 

委員長 はい、わかりました。 

  では今、次長さんからのお話にあったことを踏まえて、お聞きしていきたいと思いますが、

なるべく後ろへいかないで、27日の月曜日はどうでしょうか。皆さん頭を下げていてくれま

すので、27日に定例会ということで決めさせていただきます。 

  午後１時半ということでいつもどおりやっていただいて、会場についてはまた後でお知ら

せいただくということで、よろしくお願いいたします。 

  では、これで私の進める部分については終わりたいと思います。どうもありがとうござい

ました。 

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

教育次長 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12月定例会を閉じさせていただきます。 

  どうもお疲れさまでした。 


