
須坂市教育委員会 平成 28年度 3月定例会 

 

日時 平成 29年 3月 24日（金曜日）午後 2時 00分 ～5時 04分 

 

場所 須坂市役所 理事者控室 

 

出席者 

教育委員 

委員長 内藤靖、委員長職務代理 神戸要子、岡部昭弘、丸山浩恵、小林雅彦 

説明のため出席した職員 

教育次長 中島圭子、市民共創部長 吉川一夫（協議事項まで） 

学校教育課長 関政雄、子ども課長 徳永武彦、人権同和教育課長 角田智子、学校給

食センター所長 滝澤学、生涯学習スポーツ課長 中澤公明、中央公民館長 田中賢一、

指導主事 山岸洋子、指導主事 小林和市 

事務局出席職員 

庶務係長 中村健司、庶務係主査 土屋尚代 

 

本日の会議に付した事項 

（1）議題 

   議案第 11号 須坂市教育委員会事務局職員の任免について 

   議案第 12号 須坂市子ども・子育て会議委員の委嘱について 

     議案第 13号 須坂市人権教育推進員の委嘱について 

   議案第 14号 須坂市立学校施設開放管理指導員の委嘱について 

（2）協議 

   ・市立博物館移転計画（案）の検討状況について 

（3）一般行政報告 

・教育長出席行事の報告について 

・行事共催等承認の報告について 

・平成 28年度 3月定例会一般質問の報告について 

・情報公開制度運用状況の報告について 

（4）その他 

・教育委員会行事予定について 



・須坂市教育委員会主催・共催大会等への出席について 

・年度末、年度始の辞令交付等日程について 

・小・中・須坂支援学校の入学式の出席について 

・大雪による市内文化財被害状況報告について 

・学校等の状況報告について 

・その他 

 

会議の概要 

 

内藤教育委員長が開会を宣した。 

 

【議題】 

 議案第 11 号「須坂市教育委員会事務局職員の任免」について 

内藤委員長が説明を求めた。 

関学校教育課長が説明した。 

特に質問はなく、原案のとおり承認された。 

 議案第 12 号「須坂市子ども・子育て会議委員の委嘱」について 

内藤委員長が説明を求めた。 

徳永子ども課長が説明した。 

特に意見はなく、原案のとおり承認された。 

 議案第 13 号「須坂市人権教育推進員の委嘱」について 

内藤委員長が説明を求めた。 

角田人権同和教育課長が説明した。 

特に意見はなく、原案のとおり承認された。 

 議案第 14 号「須坂市立学校施設開放管理指導員」について 

内藤委員長が説明を求めた。 

中澤生涯学習スポーツ課長が説明した。 

特に意見はなく、原案のとおり承認された。 

 

 

 



【協議事項】 

 

協議事項第 1号「市立博物館移転計画（案）の検討状況について」 

 

内藤教育委員長が説明を求めた。 

 

中澤生涯学習スポーツ課長： 

・ 現在の博物館は昭和 41年 3月の建築で、建物の外部内部に劣化が目立つ。 

・ 博物館の改修費用は、新潟で約 30億円、松本で約 100億円と報道されている。 

・ 大規模改修でも 2～3億円かかる。 

・ 大規模改修しても耐用年数が延びるわけではないので、費用対効果は低い。 

・ 博物館の移転先として、笠鉾会館を選んだ。 

・ 笠鉾会館の 2階、3階部分を改修して博物館スペースとする計画。 

・ ふれあい館「まゆぐら」も分館として活用したい。 

・ 平成 29年度から 30年度にかけて移転基本計画を作成する。 

・ 博物館に関する過去の議会答弁を紹介した。 

 

吉川市民共創部長： 

（補足説明）今後も教育委員会と相談していく。よろしくお願したい。 

 

内藤教育委員長： 

検討会の委員にはどういった方を予定しているのか。 

 

中澤課長： 

専門家の方、各種委員の方、また高校生にも聞いたらどうかとの意見をいただいてい

る。 

 

小林教育長： 

博物館が老朽化し、財源が無い中で、どういうことができるのかを考えるときに、例

えば笠鉾に移転する意義について、しっかり理念をもって、それを修正していく。そう

いうものが無いと、説得する大きな流れにならない。検討委員会の前に、これまで須坂



市に関わってくれた専門家の方々のところに行って、一緒に考えてもらったらどうか。 

博物館で重要なのは、活用と保存。保存の部分では相当お金をかけないとならない。

富士通の倉庫での保存はどう考えているのか。 

 

中澤生涯学習スポーツ課長： 

今の博物館の収蔵庫は空調が無い。必要があれば適切に保存ができるようにしていか

なくてはならないと考えている。 

 

内藤教育委員長： 

市内には埋もれている資料もたくさんあると思う。そういったものをまとめて、セン

ターにしてやるといったことも検討していけると良いと思うがどうか。 

 

中澤課長： 

これまで各自で管理していたものが、どんどん行政に持ち込まれる。どこで線を引く

かというのは悩ましい。民芸品や写真についてはどう整理するか、これから考えたい。 

 

岡部委員： 

移転した場合、今ある博物館をどうするのか。また笠鉾会館に物理的に入りきるのか。 

 

中澤生涯学習スポーツ課長： 

まゆぐらに製糸関係が行く。また全部を展示するのではなく、テーマを分けて展示す

るなど、工夫すれば大丈夫。特別展の分の面積が減るので、特別展については課題とな

っている。 

 

小林教育長： 

子どもたちが授業で訪問した時に、説明を受けたり学習するようなスペースがあった

方がいいのではないか。 

 

神戸職務代理者： 

何で笠鉾会館なのか。耐震基準を満たしていないとか、蔵の町並みの活性化といった

理由で良いのか。 



 

中澤生涯学習スポーツ課長： 

後ろ向きな理由だけでなく、蔵の町並みに資するような施設にしたい。蔵の町並みに

移すことで、縄文から近現代までの系統だった歴史を伝えることができる。 

   

【一般行政報告】 

 

報告第 1号「教育長出席行事の報告について」 

 

内藤教育委員長が説明を求めた。 

 

小林教育長： 

主だった行事について説明 

・ 3 月 3 日にぷれジョブ墨坂に行った。心が温まる非常に良い会だと思う。この活動

は宣伝をして広めていくということはしないので、新聞などに出ることは無いけれ

ど、着実に浸透していると思う。教職員組合の先生方がここに寄付してくれる。教

員も支援しながら一緒になってやっていることも知っていただきたい。 

・ 3月 10日、学校給食センターの運営委員会で、給食費の話になった。一食あたり小

学校 272円、中学校 318円のうち、米飯に使うお金は小学校で 47円、中学校で 55

円。コッペパンは小学校 45 円。米粉パンは 67 円。メロンパンは 76 円。残ったお

金で工夫しておかずを作っている。食育の中で、こんな風にお金がかかっているこ

とも伝えられないかと感じた。 

・ 同じ 10 日に子ども読書チャレンジ表彰式があった。一番多く本を読んだ子は一年

間で 1300 冊だった。表彰された子の中に支援学校の子も入っていて、とても嬉し

かった。ただ、学校によって差があった。 

・ 3月 14日に文化振興事業団の理事会があり、チラシを配るときは、担任の先生方が

どう説明したらいいのか、文書を付けてほしいとお願いした。 

・ 3月 18日に市民学園の卒業式があり、来年の入学者が非常に少ないとの話があった。

だんだん減ってきている。 

・ 3月 21日に、市の業務改善事例報告会があり、子ども課から、小学生の球技大会を

ドッジビー大会に変えた事例の報告があった。次回の定例教育委員会で話題にして



もらいたいと思う。 

・ 3月 22日に中学生の生徒会サミットがあった。4年目に入る。28年度はあいさつを

テーマに取り組んだ。来年度は SNSの使用制限を 4校でそろえたいという提案があ

った。 

・ 同じ 22 日の堀直虎没後 150 年祭実行委員会で、劇のゲネプロを小中学生に見ても

う話が決まった。 

【卒業式の様子】 

・ コツコツ音のする靴を履いていた先生がいた。 

・ ヒーターがずっとついていたのは良かった。 

・ 対面式の授与式について意見も頂いていたが、最終的には学校が大事にしているこ

とは何かを考えてもらって、学校長が判断していると伝えている。 

 

報告第 2号 行事共催等承認の報告について 

内藤教育委員長が説明を求めた。 

関学校教育課長が説明した。 

 

報告第 3号 平成 28年度 3月定例会一般質問の報告について 

内藤教育委員長が説明を求めた。 

中島教育次長が説明した。 

 

報告第 4号 情報公開制度運用状況について 

内藤教育委員長が説明を求めた。 

関課長が説明した。 

 

【その他】 

（1）教育委員会行事予定について 

   内藤教育委員長が説明を求めた。 

   各所属長が主な行事の日程について説明した。 

   次回定例教育委員会について中島教育次長から提案があり、4 月 26 日（水）午後 2

時から理事者控室と決定した。 

 



（2）須坂市教育委員会主催・共催大会等への出席について 

   内藤教育委員長が説明を求めた。 

   関学校教育課長が説明した。 

 

（3）年度末、年度始の辞令交付等日程について 

   内藤教育委員長が説明を求めた。 

   関学校教育課長が説明した。 

 

（4）小・中・須坂支援学校の入学式の出席について 

内藤教育委員長が説明を求めた。 

   関学校教育課長が説明した。 

 

（5）大雪による市内文化財被害状況報告について 

内藤教育委員長が説明を求めた。 

   中澤生涯学習スポーツ課長が説明した。 

   ・大日向しだれ桜は指定文化財の解除はしない。一本の桜として指定していく。 

    

（6）学校等の状況報告について 

内藤教育委員長が説明を求めた。 

   山岸指導主事、小林指導主事が説明した。 

   ・中学校では新たな不登校が出ていない。頑張りどころが見えてきたと感じる。 

・中学校で、120日以上休んでいる生徒 21人のうち、14人が 3年生。全県では 2学

年が多い中、須坂市では 3学年が多いという傾向。 

 

【質疑応答】 

・ 保育園の事故で、病院対応が多いが、保護者対応は大丈夫か。 

→ 特にクレームは無い。 

・ 体力調査について、過去はどうか。 

→ 経年変化はまとめていないのでわからない。外遊びが減っていることも影響し

ているかもしれない。 

・ 体力調査は、各学校で分析しているのか。 



→ 学力ほどは分析していない。日常の中に体力づくり活動を入れるということは

少なくなってきている。 

小山小学校は全校マラソンがあるので毎日グラウンドを走っていたが、今は走っ

ているところを見かけなくなった。 

→ 危機感は薄いかもしれない。一昔前は中学生でも昼休みにグラウンドがいっぱ

いになったが、今はいない。学力とセットでやっていかなくてはいけないと思う。 

    

（7）その他 

3月をもって退職、転出する職員から一言ずつあいさつがあった。 

 

内藤教育委員長が閉会を宣した。 


