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【 次  第 】 

○ 開   会 

 

○ 教育長報告 

 

○ 議   題 

１．公共施設等総合管理計画における個別施設計画の策定について  【資料 No1】   （各課） 

２．平成２９年度教育委員会各課重点項目の取り組み状況について  【資料 No2】   （各課） 

 

○ 報   告 

１．岡谷市要保護及び準要保護児童生徒援助費支給要綱の改正について【資料 No.3】（教育総務課） 

 

○ そ  の  他 

  ・行事等について（各課） 

    ・その他 

 

【次回開催予定】 １１月８日（水）定例教育委員会 １０時００分 ６階 ６０１会議室 

 

出席委員  

教育長 岩本 博行、職務代理者 草間 吉幸、教育委員 橋爪 園美、教育委員 髙木 千奈美、 

教育委員 藤森 一俊 

 事務局（説明員） 

教育部長  吉澤 洋人、教育部教育担当参事  三村 靖夫、教育総務課長  帯川 豊博、 

生涯学習課長  小坂 英之、スポーツ振興課長 小松 厚、教育総務課統括主幹 山田 勝由紀、 

教育総務課主幹 高橋 卓、教育総務課主査 保科 圭吾 
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＜会議録＞   

○開  会 

岩本教育長： おはようございます。１０月に入りましたが、１０月になったら急に気温が下がって体調管理

がなかなか難しい季節になってきております。今年度の後半戦をむかえている訳でありますけど

も、実りの秋でございます。前半の実践を基に更に色々な成果が出るようにまたみんなで力を合

わせて頑張っていきたいなと思っているところでございます。今日もお世話になりますが、よろ

しくお願いいたします。 

それでは、只今より１０月の定例教育委員会を始めさせていただきます。本日の署名委員は橋爪

委員さんと髙木委員さんにお願いをいたします。 

最初に私から教育長報告をさせていただきます。 

○教育長報告 

まず、教育総務課関係から２件報告をさせていただきます。 

１．岡谷小学校の解体工事の進捗状況について 

 岡谷小学校の解体工事の進捗状況でありますが、今年度は、管理教室棟と南校舎、そして南体育館とプールの

解体工事を進めているところであります。途中で、予定していなかったアスベストが管理教室棟と南校舎の天井

からで検出されたわけですが、補正予算や予備費対応により、除去作業は８月中に完了をいたしました。 

１０月３日現在の状況でありますが、建物につきましては、南体育館と南校舎の一部を除き、上屋部分につい

て、解体が終了したところであります。 

今後は、基礎部分の解体と廃材の搬出を進めていく予定でありまして、来年１月３１日の工期内での竣工を目

指し、順調に工事を進めているところでございます。 

跡地の安全対策工事につきましては、市の土木課で実施していくことになっており、現在は、詳細設計を進め

ているところでありますが、基本的には里山に戻していく方向で検討を進めているところであります。 

また、岡谷小学校の歴史を物語る石碑やブロンズ像といった記念となる物品については、関係者と協議をしな

がら、設置場所などについて検討しているところであります。 

いずれにしましても、まだまだ工事が続いていくわけですので、事故のない安全な工事ができるよう、努めて

まいりたいと思っております。 

 

２．岡谷東部中学校校内企業説明会の開催について 

１０月１３日（金）午後２時４０分から４時までの予定で岡谷東部中学校において３年生を対象とした「校内

企業説明会 キャリアＵＰセミナー in 岡谷東部２０１７」が開催されます。 

今年度、岡谷東部中学校では、キャリア教育に力を入れており、東中から教育総務課に相談があったことから、

市工業振興課を通じて、岡谷労務対策協議会、岡谷商工会議所等に働きかけたところ７社の企業さんの協力を得

ることができ、初めての試みとなります。岡谷市役所からも総務課が参加をいたします。 

８つの教室に各企業に入っていただき、東中の３年生を８つのグループに分けて、順に教室を回り、会の最後

には体育館に全企業と３年生全員が集まり、振り返りの会を行うそうです。 

企業からの説明は、「どんなことをしている企業なのか。」、「自社に入社するために必要なこととは？」、

「岡谷市で仕事をすることの想い。」、「中学生に対するメッセージ。」などを予定しています。将来の地元定

着やＵターン就職への種まきとして、企業さんも期待をしているそうです。 

市教育委員会といたしましても、「ふるさと回帰」の心を育む岡谷スタンダードカリキュラム実践に通じる取

り組みとして、大変期待をしております。 

今回、ご協力をいただく市工業振興課と岡谷労務対策協議会では、平成２７年度から「若者未来の就職応援事

業」と銘打って、職場体験を行う中学２年生を対象に企業による講演が実施されています。 

また、先日、岡谷商工会議所が来年度の予算要望を市長に提出したとの新聞記事が出ておりましたが、“小中

学生へのキャリア教育の推進”が、要望の一つにあがっておりました。 

商工会議所からこのような要望をいただくことは、市教育委員会としては、ありがたいことと思っております。
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説明会当日は、私も見学に行きたいと思っておりますので、委員の皆様も、もし、よろしかったらお出かけいた

だけたらと思います。 

 

３．図書館での新たな取り組みについて  

図書館では利用促進のために、シルキーバス利用者への来館の呼びかけや、「闘病記コーナー」の充実を図っ

てきておりますが、今月１０月２２日の日曜日には、第 6回岡谷市民病院祭が開催されます。 

隣接する市民病院と図書館が一体となって開催するイベントで、図書館の前庭も会場となり、「読み聞かせ」

や「昔の工作」のコーナーを設ける予定でおります。現在、社会教育委員の皆さんが、「図書館の更なる利用促

進に向けた提案書」を取りまとめておりますが、このような機会を通じて岡谷図書館のＰＲとイメージアップを

図り、市民の皆さんに親しみ愛される図書館をめざしていきますので、教育委員の皆さんにも、ぜひお出かけい

ただきたいと思います。 

岩本教育長： 以上、私からの報告とさせていただきます。只今の報告につきまして、ご質問、ご意見等ござ

いましたらお願いいたします。髙木委員さんどうですか。 

髙 木 委 員： 社会教育委員の皆さんが課題に一斉に取り組んでくださっているということで、どんな風な提 

案がされてくるのかとても楽しみにしております。 

岩本教育長： 藤森委員さん、東部中学校で説明を開催しますけども、ご意見や要望がありましたらお願いし

ます。 

藤 森 委 員： とても良い試みだと思います。今回東部中学校でということですので、もしこれで何か成果が 

あれば他の中学校でも広めていただいたりしてやっていただければいいなあと思いますし、子ど

も達に将来地元に戻ってきて働いてもらいたいという思いを込めて、企業側としてもそういった

ところに重点をおいた良いＰＲが出来ればいいなあと思っております。都合がつけば是非私も見

学させていただきたいと思います。 

岩本教育長： キャリア教育というのはとても大事な教育の一つかなあと思いますので、教育委員会としても

後押しをしながら学校と連携していきたいなあと思っております。 

草間職務代理者： 岡谷小学校の件ですが、いよいよ建物が解体されて更地の状態になってきて、今後、先ほど教

育長先生が言われたように記念のモニュメントみたいなものを建築する予定があると思うんです

が、そういうのはＰＴＡ、地元、市などで委員会みたいな組織を作って、地元意見を吸い上げて

進めるようになるでしょうか。 

事 務 局： 今すでに「ありがとう岡谷小の会」に地元の方にも入っていただき、現場で何を残していくの 

かというものをピックアップしていただいて、今の解体に支障があるものは移転して保存してあり

ます。残っている部分につきましても、今、詳細設計をしておりますが、実りの丘辺りは手を付け

ずに残せるのではないかという設計になってきておりますので、そんなところを中心に現場を見な

がら、ご意見をいただく中で配置を検討していきたいと思います。 

草間職務代理者： 子ども達や卒業生がタイムカプセルとか色々なそういったものを置けるかどうかという声もち

ょっと聞いたので、またそういうお話を吸い上げながら、子ども達や卒業生の意見も聞きながら、

是非思い出に残るものを残していただきたいと思っております。 

岩本教育長： 岡谷小学校の象徴であったあかしや窯についても、何とか良い方法で繋いでいくことが出来な

いかなということも、今、考えているところで業者の皆さんにもお知恵をお借りながら検討して

いるところでありますので、また、教育委員のみなさんもご意見等ありましたら遠慮なく言って

いただいて、一緒になって考えていただきたいなと思っております。よろしくお願いします。 

それでは議事に移りたいと思います。 

○議  題 

１． 公共施設等総合管理計画における個別施設計画の策定について  （各課） 

岩本教育長： 議題１について事務局より説明をお願いします。 

＜事務局より公共施設等総合計画に示されている各教育関係施設の方向性について説明。＞ 

-3-



岩本教育長： 何かご質問等はございますか。 

草間職務代理者： スポーツ振興課についてですが、これからは施設も広域的ということで、例えば陸上競技場に

ついては、諏訪圏を一つに考えると茅野市に立派な陸上競技場があって、どうしても東部中学校

の校庭は公認を取ったからといって、茅野市の陸上競技場と比較すると記録という面で劣ってし

まうような気がします。それとは別にスケート場については、今、選手も育ってきているし、今

後、岡谷市として残したい施設だと思いますが、経費を掛けても岡谷市に残す施設と、広域とし

て考えて、岡谷になくても他の市町村の施設を利用すればいいと思われる施設との考え方につい

てはどうなんでしょうか。 

事 務 局： 今、おしゃっていただいたように色々なご意見があると思いますが、広域的な部分といのは非

常に大切な部分かと思います。岡谷市で残してかなければいけない部分もございますので、そう

いった部分は市民のみなさんのご意見をいただきながら検討していかなければいけないと思って

おります。 

藤 森 委 員： 背景としては、少子化とか、人口減とか、厳しい財政状況というところで、こういった公共施

設の在り方について見直しをしていかなくていけないということは、当然やっていくべきことだ

という風に理解をしているところです。ただし、統廃合等あり方の検討というところで、そうい

った言葉でとどまっているんですけども、とかくこういう話になるとネガティブな思考で、利用

価値がないからやめようとか、廃止しようとかいう方向にちょっといきがちな部分というのも無

きにしも非ずだということだと思いますので、岡谷市として、有効的に活用できる方法というこ

とを、まず、ありきということで考えていただいて、特に教育関係の施設というのはやっぱり人

を育てていくとか、岡谷市としての文化レベルを高めていくとか、スポーツの力を維持していく

とか、とても重要な部分だという風に考えていますので、あまりネガティブな方向に陥るのでは

なく、いかに有効に使える方法がどんな形であるだろうというところをしっかり意見等を集約し

ていただいて、進めていっていただきたいなというこれは意見でありますけどもお願いしたいと

思います。 

それと一点教えいただきたいんですが、生涯学習課の方であった分室というのは、ちょっと私も

勉強不足でいけないんですが、どんな内容で使われているんでしょうか。 

事 務 局： 主に二点ありまして、一点は埋蔵文化財の発掘等で出土されたものの整理、保存をしておりま

す。件数こそ今、公共事業が少なくなりましたので、発掘事業は少なくなってきておりますが、

民間の工事等で発掘したものを分室に運びまして、それを整理しております。もう一点は民族資

料を保存しておりまして、古い農機具ですとか、昔使っていたもの、それから製糸関連の資料も

相当数ございまして、そういったものを収める器として分室を使用しております。 

岩本教育長： 公共施設の管理のあり方というのは、みなさんの意見をしっかりとお聞きする中で、私共もき

ちっと定めていかないといけない課題かなと思っております。今、ご意見をいただきましたので、

そんなことを加味しながら、一応方向性とすれば今日ご説明をさせていただいたような方向で、

これから検討を進めていくということでありますが、そんなことでご了解をいただきたいと思い

ますがよろしいでしょうか。 

【承   認】 

岩本教育長： ありがとうございます。それでは、教育委員会として、こんな内容で公共施設のあり方につい 

て検討を進めていくということでお願いいたします。これは今日だけの議題ではなくて、これから

ずっと色々な場面でご意見をお伺いしなければいけない、そんな大きな課題かなあと思いますので

よろしくお願いいたします。それでは、次に議題２に移りたいと思います。 

 

２． 平成２９年度教育委員会各課重点項目の取り組み状況について  （各課） 

岩本教育長： 議題２について事務局より説明をお願いします。 

＜事務局より前期分の平成２９年度教育委員会各課重点項目の取り組状況等について各課より説明。＞ 
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岩本教育長： ただいま３つの課から重点項目の取り組み状況についご説明を申し上げましたが、ご質問、 

ご意見等ございましたらお願いをいたします。 

髙 木 委 員： 先日、授業を見学させていただきましたので、その点からお願いいたします。スポーツの体力

アッププログラム事業を小井川小学校の授業で見学させていただいたんですけども、始まってす

ぐに子ども達がとっても楽しそうに取り組んでいて、一時間の授業の中でとても生き生きスポー

ツに取り組んでいて、体を動かすことって楽しいんだなあっていうのを実感できる授業であった

と思います。私が見ていたお子さんが、一人最初から遅れ気味で心配して見ていたんですが、先

生から目を離すともう自分が何をしていいのか分からなくなっちゃう感じで、右へいっても左へ

いっても先生から目を離せなかったんですけども、「今の体操楽しかった人」って先生が聞いた

時に思いきり元気よく手を挙げていて、この子も楽しんでこれに取り組んでいるんだなあと思っ

て、とても嬉しくなりました。やっている間にそのお子さんがずっと先生を顔で追いかけて動い

ていたんですが、途中から先生に背を向けて自分で活動できるようになっていて、自分で自信を

持って動けるようになったんだなという風に感じました。 

この授業ですけども、年に数回しかないので是非先生方にも指導者講習会があるとのことでした

ので、担任の先生がその中の一つでもご自分の授業の中に取り入れていただいて、年間通して子ど

も達とそのプログラムの運動を授業の中に取り入れていただければ定着していくのかなあという

風に感じました。 

草間職務代理者： これから３０年度に向けて取り組んでいくと思うんですが、例えば、ロボットの授業などの岡

谷独自の授業や昨日、外国語の授業を見させていただいたんですが、今までの授業とちょっと違

っていて、ＡＬＴの先生と協力しながらやっていて、非常に先生達の授業の準備が大変かなあと

いうことが考えられたので、これから岡谷独自の岡谷版をどうやって伸ばして、これを広めてい

くのかということ。それから、新しい学習指導要領の中で、道徳より外国語の方が大変だと思い

ますが、先生達への岡谷市としての支援方法について、３０年度は是非力を入れていただきたい

と思っております。２９年度は非常にきめ細かい施策が子ども達にひしひしと伝わっていると感

じております。作文のコンテストなんかを見ても、岡谷の子ども達の成績が素晴らしいというの

も実感しております。これを是非３０年度に向けて、今年の実績を来年度の計画の中に反映させ

ていただきたいということを希望いたします。 

岩本教育長： 昨日、草間職務代理者さんには、教育課程で神明小学校の外国語活動を見ていいただきました。 

その他、委員さんで昨日授業を見ていただいて、学力向上という点でご意見等ありましたらお願い

いたします。 

髙 木 委 員： 私は上の原小学校の理科の授業を見させていだいたんですけれども、授業自体もとても工夫さ

れていましたし、子ども達と先生との信頼関係もとてもあるクラスだと思うんですけども、一人

ひとりが活発に授業に取り組んでいて、グループの中で話し合う時にも一人ひとりが自分の意見

を持って話し合うことが出来ていて本当に素晴らしいなあと思いました。その中で、担任の先生

がおっしゃっていたんですけども、子ども達がこの単元が始まってからとても書く力がついたと

いう風におっしゃっていて、それは他の先生方も見学されている中で、どの子ども達も最後の考

察にしてもそうですが、しっかりと書くことが出来ていたということで、多くの先生からそのこ

とについてとてもよかったという意見が出されていたんですけども、担任の先生が今まではそう

ではなかったけども、この単元が始まってから特に力がついたという風におっしゃった時に、や

っぱり教育課程ということで、学校でチームを組んでその単元について色々な方向から先生方が

研究をなさって、いかに授業を進めるかということで工夫をされたんだと思います。その中で、

担任の先生もチームの先生方も、子ども達に書く力をどうやってつけていくかといことを、多分

プリントの書き方にしても、板書にしても工夫をされたということが反映されて、子ども達に力

がついてきたのかなあと思い、とても嬉しく感じました。 

岩本教育長： 各教科の、例えば理科なら理科の狙いというのがあって、それを達成しなければならい訳です 

けども、それと同時にその教科の学びを続ける中で書く力や聞く力、或いは対話する力、表現力み

たいなもの、そういったものを培っていく。それが新しい学習指導要領の方向でもあり、新しい学

力感かなあという風に思います。私も昨日、神明小学校の外国語活動を見せていただきましたが、

単なる英語がしゃべれるというだけではなくて、英語を通して分かり合おうとする。或いは人を思
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いやるとか、色々な要素を培えるそういう授業かなと思って、本当に良い授業だったと思います。

それがどのクラスでも、どの授業でもそういったことが出来るように私共もしっかりと応援してい

きたいと思っております。 

それでは、前期の重点項目については、本当にみんなで力を合わせてやってきている訳でありま

すけども、更に実りがあるように頑張って行きたいということで、現時点でのこの取り組み状況に

ついては、教育員会としてご了解をいただけたということでよろしいでしょうか。 

【承   認】 

岩本教育長： ありがとうございます。それでは、議題は以上でございます。引き続き報告事項に入りたいと

思います。 

 

○報 告 

１． 岡谷市要保護及び準要保護児童生徒援助費支給要綱の改正について  （教育総務課） 

岩本教育長： 報告事項１について事務局より説明をお願いします。 

＜事務局より岡谷市要保護及び準要保護児童生徒援助費支給要綱の改正について説明。＞ 

岩本教育長： 何かご質問、ご意見等はございますか。 

        よろしいですか。本当にこういった制度が開始されて大変助かるご家庭もあるのかなあと思っ

ております。私共もこれを有効に活用しながら、子ども達が期待を持って入学が出来るようにそ

んな風にしていきたいと思っております。よろしくお願いいたします。 

次にその他ということで、事務局からお願いします。 

 

○その他 

・行事等について（各課） 

＜各課より行事予定について説明＞ 

・その他 

岩本教育長： 他によろしいでしょうか。それでは、事務局より次回の開催予定についてお願いします。 

＜次回開催日の調整＞  

岩本教育長： それでは以上をもちまして、１０月の定例教育委員会を終了とします。  

  

終了１１時３０分 
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