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第６回信濃町総合教育会議 会議記録

１ 開会及び閉会 開会：令和３年１月 18 日（月）午後１時 00 分

閉会： 午後２時 45 分

２ 会議場所 信濃町役場第１会議室

３ 出 席 者 横川町長、高橋副町長、佐藤教育長、

吉川職務代理、竹島委員、水澤委員、大澤委員

４ 欠席者 なし

５ 事務局等の出席職員 松木教育次長､小林総務教育係長、海口子ども支援係長、

須藤生涯学習係長、渡辺野尻湖ナウマンゾウ博物館係長

松木一茶記念館係長、児玉黒姫童話館係長

６ 町長あいさつ

７ 協議事項

（１）保育園の運営について

（２）学校における ICT 環境整備について

（３）文化三館等の運営について

（４）その他当面の課題について

８ その他

９ 閉会
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松木教育次長

只今から第６回信濃町総合教育会議を開催します。

総合教育会議の招集は町長が行うこととなっておりますので、横川町長からあいさつを

お願いします。

横川町長

総合教育会議は法に定められた会議となります。よろしくお願いします。

昨年は、コロナの影響で教育委員会に関係する分野を含め、様々な影響があった１年と

なりました。まだまだコロナの影響は続いていますが、少しでも早く終息してほしいと願

っているところです。

また、教育委員会が所管する保育園の運営について、昨年から保育士不足により新年度

の保育園運営がどうなるか心配をしていましたが、最終的には従来どおりの４園で運営す

る見通しが立ったところです。今後、保育士の採用面接を行って最終的な決定をしますが、

これまでの間、ご苦労をいただきました教育委員の皆さんと事務局の職員に対しまして御

礼申し上げます。保育園は、信濃町における子育て環境の最も基本的な事業であり、なん

としても支障が無いよう進めていただくようお願いをしてきたところです。

また、保育園だけでなく町政を取り巻く状況は、様々な分野でも変化してきており、そ

のことによって町政運営は厳しさをましています。新年度の予算編成を例年より１ヶ月早

く終え内示をしたところですが、コロナ禍において町税収の見通しも厳しいことが予想さ

れ、厳しい行財政運営が強いられると思っています。

その中で、今日の会議の議事にもありますが、保育園の問題、あるいは文化三館の問題

を含め、現在置かれている状況の中でどのような運営方法の改善が良いか考える必要があ

ります。特に文化三館は、入館者が年々減少している中でかかる経費は増えています。大

胆な発想を持って対応しなければ、町財政そのものが厳しいので、本日の会議でご審議い

ただき、実りのある方向性が示されるよう期待しています。

それぞれ年始めのお忙しい中をご参集いただきましたことに感謝と御礼を申し上げて冒

頭の挨拶といたいます。

松木教育次長

これから議事に移りますが、本日は教育委員会に関わる全ての係長が参加しております

ので、議事に入る前に自己紹介をさせていただきます。

【６係長自己紹介】

それでは議事の進行を町長お願いします。

横川町長

お手元の次第にしたがって議事に入りますが、最初に会議の相対的なことについて申し

上げます。項目別に議事が示されていますが、今日のこの会議の中で深く結論を出すこと

は難しいので、教育委員の皆さんは、現状について把握をしていただき、教育委員会事務

局は、今後の行動へつなげることを前提にお願いします。

はじめに（１）保育園の運営について議題といたします。経過と今後の見通しについて

事務局から説明をお願いします。
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松木教育次長

資料１により概略を説明をした後、担当する係長から今後の状況を説明します。

・子ども子育て支援事業計画のアンケート結果について説明

・子育て支援の中で保育園と保育士の役割の果たすところが大きい

・就学後の児童クラブの利用ニーズが高い

・平成 25 年度（66.1％）と比較して令和元年度（79.1％）の子育て環境の保護者満足度

が約 13 ポイント向上している

・保育園施設は築年数が経っており老朽化している

・入園希望者は 135 名となっている。前年度と比較して園児数は 38 名減少しているが

未満児は同等であることから未満児保育ニーズは依然高い

・保育士不足解消のため 31 項目に取り組んだ

海口子ども支援係長

【資料１により令和３年度の保育園の職員体制について説明】

・令和２年度は、野尻保育園と富士里保育園の園長を兼務していたが、令和３年度から

４名の園長体制に戻す

・新規採用正規職員とフルタイム会計年度任用職員でクラス担任を配置する。また長野

市の私立保育園から研修で１名派遣してもらうことも予定している

・特別な配慮を有する園児が増えてきている。（富士里保育園に医療ケアを有する園児）

・現時点での見込み数でクラス編成しているが、移住希望者が増えているので今後、保

育士の必要数は変更になる

横川町長

ただいま事務局から子ども子育て支援事業計画と保育園の新年度に向けての体制につい

て説明をいただきました。

事務局としては、保護者の未満児保育のニーズと保育士の確保が一番の課題であるとい

うことでした。保育士の配置基準は、どのようになりますか。

松木教育次長

資料の 21 ページに配置基準があります。

・０歳児：概ね児童３人につき保育士１人

・１、２歳児：概ね児童５人につき保育士１人

・３歳児：概ね児童 20 人につき保育士１人

・４、５歳児：概ね児童 30 人につき保育士１人

横川町長

未満児保育の体制は、毎年、保護者の希望に合わせて整えなければならないので、教育

委員会としてご苦労されていることが分かりました。ご質問やご意見ありますか。

（質疑なし）

令和３年度はどうにか、保育園を４園存続することができるのですが、近い将来、子ど

もの絶対的な人数の問題と施設の老朽化を含めて、どのような保育体制が子どもたちにと

って一番良い保育ができるかについて方向性を模索していくことが必要になると思います。
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事務局では、今後の見通しを保護者の理解をいただきながら検討を進めていただきたいと

思います。

つづいて（２）学校における ICT環境整備について事務局から説明をお願いします。

松木教育次長

概略説明をした後、担当する係長から資料２により説明いたします。

・GIGA スクール構想に基づく児童生徒１人１台のタブレット端末整備を既存のタブレッ

ト端末を含め 480 台の整備を完了した

・２月末までに校内 LAN 工事の整備を進めている

小林総務教育係長

【資料２により学校における ICT 環境整備の状況について説明】

・国庫補助金と臨時交付金を活用して整備をしている

・予算額でタブレット端末整備 17,550 千円、LAN 工事関係 11,282 千円、遠隔授業システ

ム 3,234 千円、その他整備 675 千円

・計画どおり導入と施設整備は進んでいる

・令和３年度に ICT 教育支援の GIGA スクールサポートを業務委託する計画がある

横川町長

ただいま事務局から ICT 環境整備について説明がありました。

ICT 整備について導入の段階では万全の体制にあるとの説明内容でしたが、今後スクール

サポートがどのように活動されるのかについてがポイントであると感じました。

特に、ICT の整備には、コロナの関係で万が一の状況になった場合でも学習保証をする理

由もありますし、時代の流れとともに教育スタイルの変化について、国の方向性に沿って

対応しているとの説明でしたが、教育委員の皆さんから質問やご意見ありますか。

（質疑なし）

現状における報告ということでご理解をお願いします。

つづいて（３）文化三館等の運営について事務局から説明をお願いします。

松木教育次長

資料３により文化三館とふれあい広場の状況について説明いたします。

・運営費用のうち一般財源：野尻湖ナウマンゾウ博物館 16,205 千円、黒姫童話館 33,488

千円、一茶記念館 30,853 千円

・文化三館の入館者の推移：野尻湖ナウマンゾウ博物館は平成 29 年にリニューアル工事

で 23 千人に減少したが翌年 34 千人に回復、黒姫童話館と一茶記念館は年々減少

・ふれあい広場の施設入館者の推移：いこいの家は指定管理の導入後に微増、ウエルネ

ス倶楽部は横ばい、屋外スポーツ施設は減少傾向

・文化三館の収支状況：野尻湖ナウマンゾウ博物館はリニューアル後に歳入歳出の差額

改善し全体的に横ばい傾向、黒姫童話館と一茶記念館は施設の老朽化にともなう修繕

工事費用が増加している一方で入館者の減少によって歳入が減少

・ふれあい広場の収支状況：平成 25 年の指定管理導入後から運営費用は安定している
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横川町長

ただいま事務局から説明があったとおり、文化三館の最近の運営状況は厳しい状況にあ

ります。相対的に見て入館者は右肩下がりで、逆に運営費用は右肩上がりになってきてい

ます。文化三館の収支が年間８千万円、文化振興費を含めると年間９千万円の赤字となっ

ています。これは町の行政運営にとって非常に大きな課題です。赤字収支を縮小するよう

サービスのあり方や運営のあり方を考えないければならないと私自身は考えています。

是非、担当する職員がしっかりとそのことを胸に刻んで、館の運営のあり方そのものを

根本的に考えるよう知恵を絞っていただくようお願いします。

８千万円から９千万円の赤字は、町全体の財政状況を考えると極めて大きな金額です。

民間であれば続けられないと思いますが、観光政策として考えるとある程度やむを得ない

と今までは考えてきました。しかし現実の問題として現在の置かれている状況を考えると

この状況は放置できないところまできていると思っています。

余談になりますが、信越病院の改築を進めており、改築の基金として６億円を積み立て

て事業実施に移ろうとしています。そう考えると単年度で８千万の赤字は、単純計算で 10

年で８億円のロスと言えることから、極めて重大に受け止めなければなりません。

これは、担当されている職員が良いとか、悪いとかを言っているのではなく、それぞれ

に置かれている現実をしっかり踏まえた上で今後のあり方を考えてください。

来館者が減ってきている中で、物価の上昇と合わせて支出が上昇し、また人件費も同じ

ように運営をしてきました。これは余程のことを考えなければ赤字収支の縮小は上手くい

かないことは常識的に分かります。

具体的な改善策を取れるよう早急な検討を行いっていただき、最終的な判断は、教育委

員会と私で相談をしながら決めていくようにしたいと思っています。

是非よろくしお願いします。教育委員の皆さんから質問やご意見ありますか。

吉川職務代理

決算状況の中で黒姫童話館のその他経費が桁違いに多いのですが、内容的にはどんなも

のなのでしょうか。

児玉係長

その他経費の 380 万円は、昨年黒姫童話館の中央監視装置の更新をした際の過疎債です。

吉川職務代理

令和元年度に限った歳入で毎年望めるものではないということですね。

児玉係長

そのとおりです。

横川町長

この問題は難しい問題ですが、少なくとも今までと同じことはできない前提で考えてく

ださい。例えば人件費をどう抑制するか、また費用を投じて開催している企画展のあり方

などを検討していただき、投資した経費の全てを回収できなくても改善できるようお願い

します。
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企画展を開催するために苦労をされているとは思うのですが、これまでの反省や

経過を踏まえながら、改善方法を考えていただくことが大事になると思います。

現実を考えると厳しい状況であることを私の立場から皆さんにうったえなければなら

ない立場でもありますので、予算ヒアリングの際にもお伝えしましたが重ねてお願いしま

した。この件についてはよろしいでしょうか。

それでは、（４）その他当面の課題について事務局から何かありますでしょうか。

松木教育次長

こちらからは特段ありません。

横川町長

それでは、教育委員さんから何かありますでしょうか。

水澤委員

保育園の運営、学校における ICT 環境整備、文化三館の運営についてそれぞれ説明をお

聴きして気付いたことを伝えさせていただきます。

保育園の運営については、保育士の確保について事務局でご苦労いただいた結果、良い

方向に向かっていると思うのですが、町長の話しにもありましたが、園児数の減少や施設

の老朽化の問題、また特別な支援を必要とする園児が増えているなどの状況を踏まえた上

で保育園のマネージメントや仕組みについて検討いただければと思いました。

ICT については、現在ステップ１の段階で非常に順調に進んでいるという印象を持ちまし

た。今後ステップ２、３と計画どおりに進めていただければと思います。

文化三館の件については、私が教育委員になった時からの課題でもありましたので、非

常に関心があったのですが、町長から運営そのものを考えるようお話がありました。

私も素人ながら収入を増やす方法として、入館料だけに頼るのではなくクラウドファン

ディングやふるさと納税など様々な方法で収入を増やすよう考えましたので方法の一つと

してご検討いただければと思います。

横川町長

個々の課題について水澤委員からご意見をいただきました。それぞれ参考にしていただ

きながら検討をお願いします。

保育園の今回のような状況は、初めての経験でした。町の保育園全体の規模が大きいわ

けではないので、保育士の余剰人員を確保することができませんでしたが、今回の状況は

内部的な様々なことが重なって変動したものだったと認識しています。

しかしながら、信濃町全体のゆくゆくの状況を考えると出生率も下がってきている中で、

保育園のあり方について検討すべき大事な時期にさしかかっていますし、若い母親が安心

して子育てができる環境をつくる保育ニーズに応えることについて検討することも大切だ

と感じたところです。

それでは、今日の会議で結論を出すことはできませんが、それぞれの現状と課題につい

て認識をさせていただきましたのでこれで総合教育会議を閉会といたします。

ありがとうございました。

【午後２時 45 分 閉会】


