
須坂市教育委員会 4月定例会 会議録 

 

1 日 時 平成 30年 4月 23日（月）午後 2時 00分 ～4時 30分  

 

2 場 所 防災活動室 1 

 

3 出席した委員 教育長      小林 雅彦 

         教育長職務代理  神戸 要子 

         教育委員     岡部 昭弘 

         教育委員     丸山 浩恵 

         教育委員     土屋 保男 

 

4 説明のため出席した職員 

         教育次長     関  政雄 

学校教育課長   滝澤 学 

         子ども課長    新井 修一 

         人権同和教育課長 牧  宏 

         学校給食ｾﾝﾀｰ所長 北堀 智 

         生涯学習スポーツ課長 田中 賢一 

         中央公民館長   山岸 一延 

         指導主事     後藤 昭彦 

         指導主事     竹前 金三 

         指導主事     宮崎 健 

 

5 事務局出席職員 

庶務係長     中村 健司 

庶務係企画主事  森井 徳一 

 

 

6 本日の会議に付した事項 

（1）議 題 

  議案第 15号 須坂市教育支援委員会委員の委嘱について 

  議案第 16号 須坂市子ども・子育て会議委員の委嘱について 

  議案第 17号 須坂市解放子ども会等運営委員会委員の委嘱について 

  議案第 18号 須坂市解放子ども会等指導員の委嘱について 



（2）協 議 

  ① 須坂市立学校業務改善方針・計画（修正案）について 

 ② 校長会との懇談テーマについて 

   

3）一般行政報告 

① 教育長出席行事の報告について  

② 行事共催等承認の報告について 

③ 調停事案について 

④ 個人情報開示請求制度運用状況の報告について 

 

（4）その他 

① 教育委員会行事予定について 

② 須坂市教育委員会主催・共催大会等への出席について 

③ 県教育委員会主幹指導主事の学校訪問について 

④ 平成 30年度小・中・須坂支援学校運動会、学校祭出席について 

⑤ 平成 30年度各課事務分担について 

⑥ 平成 30年度 4月 1日現在の児童生徒数について 

⑦ 平成 30年度 4月保育園初日在籍人員報告について 

⑧ 平成 30年度すざか子ども読書ちゃれんじについて 

⑨ 小学校通学用「標準かばん」の導入について 

⑩ 学校敷地内全面禁煙について 

⑪ 運動部活動の在り方に関する総合的なガイドラインについて 

  ⑫ 学校等の状況報告について 

  ⑬ その他 

 

 

小林教育長が開会を宣した。 

4 月 1 日付けの人事異動により出席職員に変動があったため、全員の自己紹介があっ

た。 

 

 

 

 

 

 



1 議題 

議案第 15号「須坂市教育支援委員会委員の委嘱について」 

 小林教育長が事務局に説明を求めた。 

 滝澤学校教育課長が説明した。 

 小林教育長が諮ったところ原案のとおり承認された。 

 

議案第 16号「須坂市子ども・子育て会議委員の委嘱について」 

 小林教育長が事務局に説明を求めた。 

 牧人権同和教育課長が説明した。 

 小林教育長が諮ったところ原案のとおり承認された。 

 

議案第 17号「須坂市解放子ども会等運営委員会委員の委嘱について」 

 小林教育長が事務局に説明を求めた。 

 牧人権同和教育課長が説明した。 

 小林教育長が諮ったところ、原案のとおり承認された。 

 

議案第 18号「須坂市解放子ども会等指導員の委嘱について」 

 小林教育長が事務局に説明を求めた。 

 牧人権同和教育課長が説明した。 

 小林教育長が諮ったところ、原案のとおり承認された。 

 

2 協議事項 

（1）須坂市立学校業務改善方針・計画（修正案）について 

 教育長が説明を求め、滝澤学校教課長が説明した。 

 ・各学校から出た意見を反映して修正した。まず 1つ目に目標の「学校と教員が」 

の部分を「学校と教職員が」に修正、具体的な取組みについては誰に見えるように 

変化するのか、「誰に、誰の」が分かるように記述した。教職員の意識改革につい 

ては「どのような形が良いか」との意見があり、「提案制度の検討」を記載した。 

学校、教職員でなくてもできる業務については「個人情報保護の徹底を」の部分を 

追加。また、意見を反映させるため、「学校行事や各種大会、市が主導する体験学 

習等について・・・必要性を再検討します」と「教職員の知恵や工夫を全体で共有 

できる仕組みをつります」の条文を新たに追加した。評価指標については時間外勤 

「70ｈではなく 60ｈ」を指標とした。 

教育長より質問が出された 

・「学校行事や各種大会、市が主導する体験学習等について・・・必要性を再検討し 



ます」の条文について、開催する主体がみな違うが何処が再検討をするのか。どの 

ように考えればよいか。それぞれが考えるのか、市でありかた検討委員会を作るの 

がよいか。 

事務局より回答が出された 

・市で主導する行事等はこの条文の表現で良いが、他団体のものについてはこの表現 

だけでは足りないと思われる。 

後藤指導主事より意見が出された。 

・上高井教育委会に「ありかた委員会」があり、全部に校長会が関わっている。市 

の校長会で音頭を取りたたき台を作って、校長会より各団体へ要望をあげるのが短期 

で成果をあげる方法ではないか。 

 

（2）校長会との懇談テーマについて 

教育長よりテーマを求められ教育委員が回答した。 

・先生たちの共有について、先生たちが学校の中で共有できているのか。学校と学校 

とで連携ができているのか。やっているとすればどのようにやっているのか。 

・保育園の卒園式に行くと子どもたちは凄く明るく元気にしているが、どうしてその 

ような子の中に 1年生になって不登校の子ができてしまうのか。 

・先生たちの仕事を減らすためにコミュニティースクールのメンバーの方に学校に入 

ってきて貰っているが、やってみての実情はどうなのか。 

・ＩＴＣ教材がだいぶ普及しているが、デメリットや弊害があるのか。 

・保育園・小学校・中学校の縦のつながりがある中学校区があるが、他の通学区にも 

広がってほしい。 

・中学の卒業式について聞きたい。 

 

3 一般行政報告 

（1）教育長出席行事の報告について 

  小林教育長が主だった行事について説明した。 

 ・4 月 4 日に議会全員協議会、校長会、園長会であいさつをしたが、その際に共通

して平成 30年度 須坂市教育委員会として力をいれたいこと 5点話をした。 

①幼児期からの教育の重要性、②須坂に誇りをもち、須坂を好きになる教育の

推進をする、③学力向上に向けた授業づくりに努める、④学校へ来るのを楽しい

と感じる子どもをさらに増やす、⑤命を大切にしようとする心情を育成する。 

 

（2）行事共催等の報告について 

 小林教育長が説明を求め、滝澤学校教育課長が説明した。 



 ・後援事業が 10件。 

 

（3）調停事案について 

 小林教育長が説明を求め、関教育次長が説明した。 

 ・申立人は原因当時の児童の保護者、内容は学校での対応により申立人の権利・利

益が損害され、精神的苦痛を被ったことから、損害賠償として 100万円を請求す

る。教育委員会の判断として当然の対応と受け止めている。申立人に対して、当

時の対応に関し謝罪する考えはない。調停結果は不成立。この件については弁護

士にアドバイスをいただいて対応している。 

 

（4）情報公開制度運用状況の報告について 

 小林教育長が説明を求め、滝澤学校教育課長が説明した。 

 ・一部開示決定 1件 

 

4 その他 

（1）教育委員会行事予定について 

 小林教育長が説明を求め、各課長等が説明した。 

 ・次回教育委員会は、5 月 24 日午後 1 時 30 分から理事者控室で開催することに決

定した。 

 

（2）主催共催大会等への出席について 

 小林教育長が説明を求め、滝澤学校教育課長が説明した。 

 

（3）県教育委員会主幹指導主事の学校訪問について 

 小林教育長が説明を求め、日程と教育委員の担当割について滝澤学校教育課長が説 

明した。 

 

（4）平成 30年度小・中・須坂支援学校運動会、学校祭出席について 

 小林教育長が説明を求め、春の運動会の日程と教育委員の担当割について滝澤学 

校教育課長が説明した。 

 

（5）平成 30年度各課事務分担について 

 小林教育長が説明を求め、各課長等が説明した。 

 

（6）平成 30年度 4月 1日現在の児童生徒数について 



 小林教育長が説明を求め、滝澤学校教育課長が説明した。 

 

（7）平成 30年度 4月保育園初日在籍人員報告について 

 小林教育長が説明を求め、新井子ども課長が説明した。 

 

（8）平成 30年度すざか子ども読書ちゃれんじについて 

 小林教育長が説明を求め、田中生涯学習スポーツ課長が説明した。 

  

（9）小学校通学用「標準かばん」の導入について 

 小林教育長が説明を求め、滝澤学校教育課長が説明した。 

 

（10）学校敷地内全面禁煙について 

 小林教育長が説明を求め、滝澤学校教育課長が説明した。 

 

（11）運動部活動の在り方に関する総合的なガイドラインについて 

 小林教育長が説明を求め、滝澤学校教育課長が説明した。 

 

（12）学校等の状況報告について 

 小林教育長が説明を求め、後藤指導主事、竹前指導主事が説明した。 

 ・特別支援学級の関係で、森上小学校の自・情障学級数が 1 から 2 へ 1 学級増設、

高甫小学校で自・情障学級に 3名の転級があり 1学級を新設。日野小学校は人数が

減り 1 学級減、肢体不自由学級については 29 年度に引続き児童がいないため閉級

した。今後また新たに作る場合には 3 名の入級者がいないと作ることができない。 

 ・ＳＣの活動報告・成果と課題、小・中学校で保護者への対応について成果をあげ 

ている。今、相談相手がおらず抱えてしまっている保護者が増えてきている現状に 

おいてＳＣのカウンセリングによって保護者が安定することによって子ども達 

も安定してきている。 

 ・重大事態の関係、保護者が重大事態と感じ対応を迫ることが増えている。校長 

会において重大事態対応フローを配り対応をお願いした。 

 

（13）その他 

  

 

 小林教育長が閉会を宣した。 

 


