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はじめに 

 

地方教育行政の組織及び運営に関する法律第２７条の規定により、教育委員会の権限

に属する事務の管理及び執行の状況について点検・評価を行いましたので、その報告書

を議会に提出するとともに公表します。 

（評価は３段階（Ａ：順調 Ｂ：おおむね順調 Ｃ：遅れている）で行いました。） 

 
 本報告書により、教育委員会の事務・事業にご理解を深めていただくとともに、信

濃町の未来を担う子どもたちのために、一層のご支援とご協力をお願い申しあげます。 

 

 

信濃町教育委員会 
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☆ 教育委員会会議関係   （評価 B） 
    平成２２年度は定例会を１２回、臨時会を３回開催しました。主な内容は 

次のとおりです。 

    また、６月２４日には小中一貫教育校建築工事の起工式を開催しました。 

 
 

４月定例会（第６８９回）４月１９日 公 室 

第１号  専決処分事項の承認について（児童生徒の転入・転出） 

第２号  専決処分事項の承認について 

（平成２１年度一般会計補正予算（第１３号）） 

第３号  専決処分事項の承認について 

（信濃町学校給食センター運営委員の任命） 

第４号  専決処分事項の承認について 

（信濃町黒姫童話館運営協議会委員の任命） 

第５号  専決処分事項の承認について（信濃町立学校医の任命） 

第６号  専決処分事項の承認について（寄託契約書・古文書の取扱い） 

第７号  専決処分事項の承認について（長水地区教科用図書採択協議会規約） 

第８号  長水地区教科用図書採択協議会委員の選任について 

第９号  県教育委員会及び市町村教育委員会相互の連絡調整について 

        （了解事項、覚書の作成について） 

第１０号  事業の後援について 

 

 

５月定例会（第６９０回）５月２６日 公 室 

第１号  専決処分事項の承認について（児童生徒の転入） 

第２号  専決処分事項の承認について（事業の後援及び共催） 

第３号  請負契約の締結について 

      ・信濃町小中一貫教育校建築工事 建築主体工事   

      ・信濃町小中一貫教育校建築工事 電気設備工事 

      ・信濃町小中一貫教育校建築工事 機械設備工事 

第４号  平成２２年度信濃町一般会計補正予算（第１号）について 

第５号  学校づくり委員会の答申について  

 

 

６月定例会（第６９１回）６月１７日 公 室 

第１号  専決処分事項の承認について（事業の後援及び共催） 

第２号  信濃中学校学校評議員の任命について 

第３号  学校づくり委員会の答申について 

 

 

臨時会 （第６９２回）７月６日 公 室 

第１号 学校づくり委員会の答申について  
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７月定例会（第６９３回）７月２６日 公 室 

第１号  平成２２年度一般会計補正予算（第２号）について 

第２号  専決処分事項の承認について（事務局職員の退職） 

第３号  専決処分事項の承認について（事務局職員の療養休暇） 

第４号  専決処分事項の承認について（英語指導助手の雇用契約） 

第５号  専決処分事項の承認について（非常勤職員の採用） 

第６号  専決処分事項の承認について（児童・生徒の就学すべき学校の指定） 

第７号  専決処分事項の承認について（高齢者叙勲の申請） 

第８号  専決処分事項の承認について（営利企業等従事許可申請） 

第９号  専決処分事項の承認について（地域ぐるみの共育フォーラムの後援） 

第１０号 レクチャーコンサートの後援について 

 

 

臨時会 （第６９４回）8月６日 公 室 

第１号  平成 23年度使用小学校教科用図書(特別支援学級用図書を含む)の採択

について 

第２号  平成 23年度使用中学校教科用図書の採択について 

 

 

８月定例会（第６９５回）８月２５日 公 室 

第１号  平成２１年度決算の認定について 

第２号  平成２２年度補正予算（第３号）について 

第３号  専決処分事項の承認について（児童生徒の転入）  

第４号  専決処分事項の承認について（事業の後援） 

第５号  信濃町表彰条例に基づく一般表彰の内申について 

第６号  工事請負変更契約の締結について（小中一貫教育校）  

 

 

９月定例会（第６９６回）９月２２日 公 室 

第１号 委員長・職務代理の選任について 

第２号 臨時職員等の人事について（任用） 

第３号 臨時職員等の人事について（任用期間の延長） 

第４号 事業の後援について（専決処分事項の承認） 

第５号 事業の後援について 

 

 

１０月定例会（第６９７回）１０月２７日 公 室 ※現地視察あり                                             

第１号 専決処分事項の承認について（教育長の懲戒処分）  

第２号 専決処分事項の承認について（児童生徒の転入） 

第３号 専決処分事項の承認について（実施計画の策定） 

第４号 専決処分事項の承認について（基金財産の引き受けについて） 

第５号 専決処分事項の承認について（事業の後援） 
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１１月定例会（第６９８回）１１月１６日 公 室 

第１号  専決処分事項の承認について 

（信濃町一般会計補正予算第５号について） 

第２号  就学相談委員会対象児童生徒の就学等判断について（報告） 

第３号  学校づくり委員会答申の取扱いについて 

第４号  小学校閉校式・記念式典について 

第５号  信濃小中学校開校式・開校記念式典（竣工式含む）について 

 

 

１２月定例会（第６９９回）１２月２１日 公 室 

第１号  信濃町教員住宅管理規則の一部を改正する規則について 

第２号  ３５人以下学級編成の導入について 

第３号  信濃町埋蔵文化財発掘調査報告書の作成について 

第４号  学校づくり委員会答申の取扱いについて 

 

 

１月定例会（第７００回）１月２６日 公 室 

第１号  平成２２年度補正予算第６号に対する意見申出について 

第２号  児童生徒の就学指定校変更について 

第３号  平成２３年度小・中学校入学予定者の就学通知について 

第４号  専決処分事項の承認について（平成２３年度全国学力・学習状況調査） 

第５号  事業の後援について 

第６号  ２３年度学校給食費の諮問について 

第７号  学校づくり委員会答申の取扱いについて 

 

 

２月定例会（第７０１回）２月２２日 公 室 

第 1号  信濃町営ふれあい広場しなのの設置及び管理等に関する条例の一部を

改正する条例に対する意見について 

第２号  信濃町公民館設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例に対す

る意見について 

第３号  平成２２年度一般会計補正予算（第７号）に対する意見について 

第４号  平成２３年度教育予算に対する意見について 

第５号  平成２３年度学校給食費について 

第６号  平成２１年度教育に関する事務の管理及び執行状況の点検及び評価に

ついて 

第７号  学校づくり委員会答申の取扱いについて 

第８号  信濃小中学校 学校運営計画について 

第９号  教室への冷房設備設置に関する申し入れについて 

第１０号 ２０１１年度全国学力・学習状況調査に関する申し入れ 

第１１号 事業の後援について 

第１２号 専決処分事項の承認について（児童生徒の転出）  
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３月定例会（第７０２回）３月７日 第６会議室 

第１号  ２３年度教職員人事について 

第２号  ２３年度教育委員会非常勤職員・嘱託職員人事について 

第３号  就学予定者の就学すべき小学校の指定に関する規則の廃止について 

第４号  信濃町就学指定校変更事務取扱い要綱の廃止について 

 

 

臨時会 （第７０３回）３月１４日 第６会議室 

第１号  ２３年度教職員人事について 

第２号  ２３年度教育委員会非常勤職員・嘱託職員人事について 

第３号  ２３年度教育委員会非常勤特別職の任命について 

   

 

☆ 総務教育関係 （評価 A） 
   小中一貫教育校「信濃小中学校」の建築工事を発注し、６月２４日には中学生と

一緒に起工式を開催しました。 

また、信濃中、野尻湖小、古海小、柏原小、古間小の各体育館の耐震補強工事が

終了し、全小中学校体育館の耐震性が確保できました。 

 国庫補助制度を活用し、教員住宅の下水道整備、小中学校図書館の図書購入を行

うなど、、総務教育関係の事務事業は、計画どおり実施することができました。 

 

 

☆ 給食センター関係 （評価 A） 
栄養教諭、調理員の創意工夫で、安全な学校給食を美味しく安心して楽しく食べ

てもらうことを目標に、町内６小中学校の約７００食の給食調理を行いました。 

２２年度は次の点に留意し、内容の充実を図ることができました。 

○細菌に対する衛生管理の徹底。 

○新鮮で質の良い国産食品の使用。 

○行事食、郷土食などを献立に取り入れました。 

 ○地元の特別栽培米（あきたこまち）、「うまい牛乳」を使用しました。 

 ○ふるさと振興公社など町内の農家の新鮮な野菜を使用しました。 

○地域食材を利用することで、給食費は据え置くことができました。 

        小学校低学年  １食あたり ２４５円 

        小学校高学年  １食あたり ２６０円 

        中学生     １食あたり ２９０円 

 

 

☆ 社会教育関係 （評価 B） 
   生涯学習事業については、旧村単位にある４つの公民館で、専門委員を中心に特

色ある事業に取り組むことができました。 

特に年１回の文化展は、各公民館の主要事業であり、千人近い参加者・見学者が

集い、日頃の生涯学習活動の成果を発表する場として盛り上がりました。 

総合体育館、ふれあい広場、ウェルネス倶楽部は、町民の健康増進のための施設
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ですが、夏場の総合体育館は合宿誘致など観光面からも有効活用を図ることができ

ました。 

また、懸案のウエルネス倶楽部の屋根塗装工事を完了することができました。 

古間支館、富士里支館の耐震診断（２次）を行った結果、古間支館が地震により

倒壊する可能性が高いと診断されたため、２３年２月４日から使用停止にしました。 

 

 

２２年度の主な事業は計画どおり実施できました。 

○市町村対抗小学校駅伝競走大会 

○小学生マラソン大会      ○生涯学習フェスティバル 

  ○やまなみ大学         ○信濃町成人式 

  ○町民スポーツフェスティバル  ○信濃町駅伝大会 

  ○文化展            ○人権教育推進大会 

  ○黒姫クロカンスキー大会    ○レルヒ杯スキー大会 

  ○ウインタースポーツ大会 

 

 

☆ 一茶記念館関係  （評価 Ｂ） 
   平成１５年度にリニューアル開館した一茶記念館（博物館相当施設）と史跡「小

林一茶旧宅」の管理運営を行いました。 

特に５月５日の一茶生誕を記念した「一茶まつり」や１１月１９日の「一茶忌」

は、関係各位と連携して成功裏に実施できました。 

「全国小中学生俳句大会（一茶まつり）」には８５校４，６８９句、「一茶忌全国

俳句大会」には５，００４句の投句が全国からありました。 

この成功は、行事を支えてくださる「一茶保存会」「一茶ふるさと案内人の会」

など、一茶を顕彰する皆さんのおかげと感謝しております。 

一茶記念館開館５０周年を記念して特別展、感謝会、記念講演やコンサート、一

茶百句かるたの制作などを行いました。 

また、一茶研究の第一人者を講師に招き「一茶記念館講座」を５回開催しました。 

１９年度から観光協会と連携し、信濃町に宿泊し、一茶記念館・野尻湖ナウマン

ゾウ博物館・黒姫童話館を見学するプランを造成するなど、観光施策にも積極的に

取り組みました。 

    

２２年度の入館者数と主な事業は次のとおりです。  

    ◎２２年度入館者数 １７，９８６人 （２１年度２１，６５８人） 

    ○企画展 「一茶とカエル展」「一茶百句かるた作品展」  

    ○５０周年記念特別展 「一茶の旅 江戸からふるさとへ」             

    ○一茶記念館講座 ５回 

○小林一茶１８４回忌全国俳句大会 

    ○第９回全国小中学生俳句大会  
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☆ 野尻湖ナウマンゾウ博物館関係 （評価 Ｂ） 
   昭和５９年に開館した野尻湖ナウマンゾウ博物館（登録博物館）の管理運営を行

いました。 

野尻湖の湖底からゾウの臼歯が出土したことから発掘調査が始まり、これまでに

１８回の湖底発掘を行い、それぞれ貴重な成果を収めています。 

全国の「野尻湖友の会」の皆さんが、町内に宿泊し発掘に参加するという、他に

例のない大衆発掘の方法を採用するなど、国内外から注目を集めています。 

博物館事業では、体験学習を大切にした博物館運営を行い、町内の学校等との連

携による環境学習や地域学習を積極的に行いました。 

入館者はピーク時の４０％台に低下していますが、同規模の全国の類似博物館と

比較しても入館者は多く、専門性の高い活動と誘客努力の成果と評価しています。 

 

２２年度の入館者数と主な事業は次のとおりです。  

    ◎２２年度入館者数 ３５，３７９人 （２１年度４２，４９９人） 

    ○特別展 「オノの石・ヤリの石」―石器になった石を探そうー  

    ○収蔵資料展 「ナウマンゾウとマンモスゾウ」 

    ○学習会 ２０回  

    ○博物館ミニ講座 ２０回 

    ○信濃町地域・学校・公民館との連携事業 ２１回 

    ○学習会・講演・総合学習支援事業 ３０回 

    ○環境学習（クリーンラリー） 

    ○博物館講座 ４回 

 

 

 ☆ 黒姫童話館関係  （評価 Ｂ） 
平成３年に開館した黒姫童話館（博物館類似施設）と平成１１年に開館した童

話の森ギャラリーの管理運営を行いました。 

黒姫童話館事業では、ミヒャエル・エンデ氏や松谷みよ子氏の常設展示を中心

に、併設のホールを活用し、童話文学に親しむ活動に取り組みました。 

入館者はピーク時の４０％を割っていますが、全国の類似施設と比較しても入

館者は多く、来館者アンケートではリピーター率が３０．１％、もう一度童話館

に来たいと答えた方は８６．１％でした。 

「オペラ不思議の国のアリス」は信濃中の生徒の出演もあり、ホールが満席に

なるほど盛況でした。 

また、屋外イベントの「黒姫高原クラフト祭り」は３２グループの出店があり、

約７００名のお客様でにぎわいました。 

童話の森ギャラリー事業では、松木重雄所蔵作品展と４回の企画展を行い、特

に８～９月に開催した「不思議の国のアリス展」は好評でした。 

併設の体験実習室ではバター・アイスづくり体験やクラフト教室を開催しまし

た。 
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２２年度の入館者数と主な事業は次のとおりです。  

◎ ２２年度入館者数  

童話館   ２５，４４８人 （２１年度２８，３６１人） 

  ギャラリー １８，０４０人 （２１年度１８，８５１人） 

○童話館企画展 「松谷みよ子 おはなしの世界」 

○童話館ホール催事 

  語り・朗読・落語 ８日間  劇・ショー １０日間  

  紙芝居 ８日間       お話しの会  ６日間 

  講演会  ３日       童話入門教室 ４日間 

○オペラ不思議の国のアリス 

○童話の森フェスティバル  

○第２回童話の森クラフト祭り 

○ギャラリー  常設展 松木重雄所蔵作品展 Ⅰ～Ⅳ 

○ 〃     企画展 桜井誠の描く童話の世界 

○ 〃     企画展 大友康夫の新所蔵作品展 

○ 〃     企画展 不思議の国のアリス展 

○ 〃     企画展 松谷みよ子のおはなしの世界 

○バター、アイスクリームづくり体験 

○森のクラフト教室 

 

 


