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令和４年第４回 阿賀野市教育委員会定例会会議録 

 

１ 開会年月日  令和４年４月２２日（金) 午前１０時００分開会 

２ 開 催 場 所  阿賀野市笹神支所 ４階 委員会室１ 

３ 出 席 者  教育長 神田 武司 

         教育長職務代理者 渡邉 栄二 

教育委員 瀧澤 圭子、酒井 里佳子、中野 稔 

４ 欠 席 委 員  なし  

５ 議案説明のために出席した者の職・氏名 

         学校教育課 課 長     髙橋 正人 

               管理指導主事  磯部 裕之 

          生涯学習課 課長補佐    渡辺 達郎 

６ 会   期  １日間 

７ 会 議 書 記  学校教育課 課長補佐    高橋 成子 

８ 会議に付すべき事件 

 

日程 議案番号 案       件 

１  会議録署名委員の指名 

２  令和４年第３回教育委員会定例会会議録の承認 

３  業務報告 

４ 

報告第 ９ 号 共催・後援の承諾について 

報告第１０号 
令和４年度阿賀野市学校事務共同実施推進協議会の構成員につ

いて 

５ 議案第１３号 阿賀野市立小・中学校における主任等の承認について 

６ その他 

１ 今後の日程 

２ 事務連絡等 
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午前１０時００分 開会 

髙橋課長  定刻となりましたので、ただ今から「令和４年第４回阿賀野市教育委員会定例会」を

開催いたします。 

 

 神田教育長、よろしくお願いいたします。 

 

神田教育長 おはようございます。換気を十分にしながら進めて参りたいと思います。 

それでは、これより令和４年第４回阿賀野市教育委員会定例会を開会いたします。 

 

令和４年第４回定例会は、４月２２日金曜日、午前１０時００分開会。会場は阿賀野

市笹神支所４階委員会室１です。 

 

本日は全員出席で、欠席の委員はおりません。 

 

 本日、議案説明のために出席する者は、学校教育課から髙橋課長、磯部管理指導主事、

生涯学習課から渡辺課長補佐が出席いたします。 

 

会議書記は、学校教育課の高橋課長補佐です。 

 

 本日の議事は、議事日程のとおりです。議事は番号順に進める予定ですが、時間等の

都合で変更が必要となりましたら、進行の中で対応いたします。 

 

会期は、本日１日でよろしいでしょうか。 

（全員異議なし） 

 

ご異議なしと認め、本日１日の会期といたします。 

 

令和４年第４回教育委員会定例会の会議録署名委員は、瀧澤委員を指名いたします。 

 

 日程第２、令和４年第３回教育委員会定例会会議録の承認について、事務局お願いい

たします。 

 

髙橋課長 

 

 

 

神田教育長 

令和４年第３回教育委員会定例会の会議録につきまして、お気付きの点などがござい

ましたらお願いいたします。 

 

 

 ただ今説明のありました会議録について、ご質問等ございますでしょうか。 

 

（全員異議なし） 

 

それでは、令和４年第３回教育委員会定例会会議録は、承認されました。 

 

 

次に、日程第３、業務報告に移ります。 
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神田教育長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
髙橋課長 

最初に、私の方から報告をさせていただきます。その後、学校教育課長、生涯学習課

長、管理指導主事の順で報告をいたします。 

 

教育長の業務について、資料に基づき報告。 

 

○第 2回阿賀野市奨学生選考委員会 

 3月 28日(月)／笹神支所 

・令和 4年度は、奨学金貸付 46人、入学準備金貸付 35人でした。 

○令和 3年度末教職員退職者及び転出者辞令交付式 

  3月 30日(木)／ふれあい会館 

・退職者は小学校 9人、中学校 7人でした。 

○令和 4年度学校教職員辞令交付式、教育委員会事務局職員辞令交付 

並びに教育長訓示 

 4月 1日(金)／ふれあい会館 

・新採用教職員は、小学校 7人、中学校 3人でした。 

・教育長訓示では、市の総合計画に掲げてある政策の一つである「子どもの育成

支援の充実」に関して改善を図った点について説明し、課題解決をお願いしま

した。 

○春の全国交通安全運動に伴う街頭指導 

 4月 6日(水)／笹岡小学校前交差点 

・笹岡小学校の始業式の日。子どもたちが元気に登校してきました。 

○4月校園長会 

 4月 8日(金)／笹神支所 

主に次のことをお願いしました。 

・学力向上と不登校の解消が大きな課題である。人権が尊重され安心して生活で

きる学校づくりに努めていただきたい。 

・まず SNSの怖さを小学校 4年生以上に指導していただきたい。問題が年々深刻

化してきています。 

・教職員でいじめの定義を再確認し、軽く扱わないようにしていただきたい。 

・交通事故の防止、個人情報の取扱いなど非違行為の根絶に向けた指導をお願い

したい。 

・基本的な感染対策を実行するとともに、学級閉鎖等に対応できるようリモート

授業の準備を早急に進めていただきたい。 

 
 

学校教育課の業務について、資料に基づき報告。 

 

○第 2回奨学生選考委員会 

  3月 28日(月)／笹神支所 

○水原中学校ウクライナ支援募金市長訪問 

3月 28日(月)／市役所 

 ○安田給食センター 会計監査 

  3月 29日(火)／安田給食センター 

 ○教職員退職・異動者辞令交付式 

  3月 30日(水)／ふれあい会館 

 ○教職員転入者辞令交付式、教育委員会事務局職員辞令交付式 

  4月 1日(金)／ふれあい会館 

 ○分田小学校閉校記念事業実行員会との打合せ会議 

4月 5日(火)／分田小学校 
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 ○安田幼稚園入園式 

  4月 6日(水)／安田幼稚園 

 ○小・中学校入学式(京ヶ瀬小、笹神中除く) 

  4月 7日(木)／各小中学校 

 ○京ヶ瀬幼稚園入園式 

  4月 8日(金)／京ヶ瀬幼稚園 

 ○笹神中学校入学式 

  4月 8日(金)／笹神中学校 

 ○4月校園長会 

  4月 8日(金)／笹神支所 

 ○全県教育長会議 

  4月 13日(水)／自治会館・新潟市 

 ○会計実地検査 

・大規模改造(ﾄｲﾚ)(京小、水小、神小) 

 ・認定こども園施設整備(日章幼稚園) 

4月 14日(木)／笹神支所・日章幼稚園 

○京ヶ瀬小学校入学式 

  4月 15日(金)／京ヶ瀬小学校 

○三市北蒲原郡教育委員会連合協議会教育長部会（中止・書面会議） 

 ○第 4回教育委員会定例会 

  4月 22日(金)／笹神支所 

 

  

渡辺課長補佐 生涯学習課の業務について、資料に基づき報告。 

 

○第 2回奨学生選考委員会 

  3月 28日(月)／笹神支所 

 ○スポーツ推進委員協議会総会 

  4月 8日(金)／水原公民館 

 ○高齢者学級「寿学級」開講式（22人） 

  4月 11日(月)／京和荘 

 ○地域ふれあいクリーン作戦 

  4月 17日(日)／市内全域 139自治会 

 ○下越地区生涯学習・社会教育主管課長・担当者合同会議 

  4月 18日(月)／新発田市生涯学習センター 

○高齢者・女性学級「山手学級」「さわやか女性セミナー」開講式 

  4月 21日(木)／安田交流センター 

 
 

磯部管理 

指導主事 

 

 

 

 

管理指導主事の業務について、次の内容を報告。 

 

〔３月２５日（金）～４月２１日（木）〕 

   ○児童生徒の事故報告  

   ・けが 1件（中学校）頭部をぶつけ出血    
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神田教育長 はい。以上で、業務報告が終わりました。ただ今の報告につきまして、ご質問等ござ

いますでしょうか。 

（全員なし） 

 

それでは、ご質問がないようでございますので、次に、日程第４、報告第９号 共催・

後援の承諾について、事務局お願いいたします。 

 

 

渡辺課長補佐 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

報告第９号 共催・後援の承諾につきまして、ご説明申し上げます。 

 

この案件につきましては、共催が１４件、後援が２件でございます。 

 

本日は、生涯学習課の案件のみになりますので、私からご説明申し上げます。 

 

 

後援の内容について、資料に基づき報告。 

 

①親子硬式テニス教室     （共催） 

  代表者 NPO法人阿賀野市総合型クラブ 理事長 國井 嘉樹 

期 日 5月 11日（水）～6月 15日（水） 

毎週水曜（全 6回） 

会 場 水原屋内運動場,水原テニスコート 

②新潟県高等学校春季地区体育大会（共催） 

  代表者 新潟県高等学校体育連盟 会長 中村満夫 

  期 日 5月 5日･6日,5月 27日～29日,6月 2日～4日,11月 8日～10日 

会 場 五頭山(登山),水原総合体育館(バスケットボール,バドミントン) 

③第 7回「あがのボタニカルアートの会」＆「新潟植物画倶楽部」合同展  （後援） 

  代表者 あがのボタニカルアートの会 伊藤 道秋 

期 日 5月 25日（水）～30日（月） 

会 場 水原公民館 

④2022わんぱく相撲大会新発田場所（後援） 

  代表者 一般社団法人新発田青年会議所 理事長 中村 翔 

  期 日 5月 15日（日） 

  会 場 加治川地区公民館 

⑤ゆったり夜ヨガ教室     （共催） 

  代表者 NPO法人阿賀野市総合型クラブ 理事長 國井 嘉樹 

期 日 毎週金曜（4月～令和 5年 3月） 

  会 場 水原公民館 

⑥有酸素運動＆エクササイズ教室（共催） 

  代表者 NPO法人阿賀野市総合型クラブ 理事長 國井 嘉樹 

期 日 毎週土曜（4月～令和 5年 3月） 

  会 場 安田公民館 

⑦けんこつ体操 水原教室    （共催） 

  代表者 NPO法人阿賀野市総合型クラブ 理事長 國井 嘉樹 

  期 日 毎週木曜（4月～令和 5年 3月） 

  会 場 水原公民館 

⑧安田キッズダンス教室、京ヶ瀬キッズダンス教室、水原キッズダンス教室（共催） 

  代表者 NPO法人阿賀野市総合型クラブ理事長 國井 嘉樹 

期 日 安田毎週水曜他、京ヶ瀬毎週木曜,水原毎週金曜（4月～令和 5年 3月） 

会 場 安田公民館、京和荘、水原公民館 
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⑨キッズスポーツ教室          （共催） 

  代表者 NPO法人阿賀野市総合型クラブ 理事長 國井 嘉樹 

期 日 曜日・時間は教室により設定。（4月～令和 5年 3月） 

  会 場 各地区小学校 

⑩スポア陸上競技クラブ        （共催） 

代表者 NPO法人阿賀野市総合型クラブ 理事長 國井 嘉樹 

  期 日 毎週月曜（4月～令和 5年 3月） 

会 場 水原小学校グラウンド･体育館 

⑪幼児期運動能力測定          （共催） 

代表者 NPO法人阿賀野市総合型クラブ 理事長 國井 嘉樹 

期 日 各園の都合に合わせて実施（4月～令和 5年 3月） 

  会 場 笹神体育館 

⑫けんこうくらぶ       （共催） 

代表者 NPO法人阿賀野市総合型クラブ 理事長 國井 嘉樹 

期 日 毎週水曜（4月～令和 5年 3月） 

  会 場 水原総合体育館 

⑬大人のフットサルクラブ   （共催） 

代表者 NPO法人阿賀野市総合型クラブ 理事長 國井 嘉樹 

期 日 月 3回（4月～令和 5年 3月） 

  会  場 水原屋内運動場 

⑭貯筋・増筋トレーニング教室 （共催） 

代表者 NPO法人阿賀野市総合型クラブ 理事長 國井 嘉樹 

期 日 毎週火曜（4月～令和 5年 3月） 

会 場 水原小学校、水原総合体育館 

⑮トレーニングメニュー作成  （共催） 

代表者 NPO法人阿賀野市総合型クラブ 理事長 國井 嘉樹 

期 日 不定期（4月～令和 5年 3月） 

  会 場 水原総合体育館､笹神体育館トレーニングルーム 

⑯いきいき体操くらぶ     （共催） 

代表者 NPO法人阿賀野市総合型クラブ 理事長 國井 嘉樹 

期 日 毎週水曜（4月～令和 5年 3月） 

  会 場 笹神体育館 

   
 

神田教育長 ただ今、説明のありました共催・後援の承諾について、ご質問等ございますでしょう

か。 

（全員なし） 

 

 

 

ないようでございますので、次に、報告第１０号 令和４年度阿賀野市学校事務共同

実施推進協議会の構成員について、事務局お願いいたします。 

 

髙橋課長 

 

 

 

 

 

 

 

 

報告第１０号 令和４年度阿賀野市学校事務共同実施推進協議会の構成員につきまし

て、ご説明申し上げます。 

 

学校事務共同実施は、市内の学校に勤務する学校事務職員が共同で事務を処理するこ

とにより、学校事務の適正かつ円滑な執行、事務機能の強化及び事務処理体制の確立を

図るとともに、学校経営全般に係る支援を行い、学校教育の充実を目指しています。 

学校事務共同実施推進協議会はこの学校事務共同実施のあり方や方針等を決定し、共

同実施を指導・支援するために組織されているものでございます。 

構成員は、校長、教育委員会事務局の職員、学校事務職員の代表などとなっておりま
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 す。 

本年の構成員につきましては、お手元の資料のとおり１２名となっております。 

会長は笹神中学校の石崎校長先生、共同実施のグループ長は同じく笹神中学校の事務

職員の関塚さんが担当しております。 

また、資料の９番目に五泉市の事務職員の新保さんが入っておりますが、阿賀野市と

五泉市と阿賀町の地区を総括する方になりますので、構成員として入っております。 

以上１２名の構成員となっております。 

以上、よろしくお願いいたします。 

 

神田教育長 

 

１年間この構成員で事務の在り方や効率化等を検討していくといくことになります。 

五泉・阿賀地域を統括するのは五泉南小学校の新保さんで、この地域の統括事務主幹

ということになります。 

 

ただ今説明のありました 令和４年度阿賀野市学校事務共同実施推進協議会の構成員

について、ご質問等ございますでしょうか。 

（全員なし） 

 

ないようでございますので、次に、日程第５ 議案第１３号 阿賀野市立小・中学校

における主任等の承認について、事務局お願いいたします。 

 

磯部管理指導

主事 

 

 

 

 

 

 

 

議案第１３号 阿賀野市立小・中学校における主任等の承認につきまして、ご説明申

し上げます。 

 

この案件につきましては、阿賀野市立小・中学校設置条例施行規則（平成１６年阿賀

野市教育委員会規則第１３号）第２４条第７項、同条第８項、第２５条第３項、第２６

条第４項及び第３０条第５項の規定により、教育委員会の承認を求めるものであります。 

 

学年主任につきましては、２学級以上、司書教諭につきましては、県からの通知によ

りまして１２学級以上の学校に置かなければならないとなってございます。 

阿賀野市内ですと、安田小、京ヶ瀬小、水原小、水原中学校が特別支援学級を含めて

１２学級以上ですので、今述べました４つの学校には置かなければいけないことになっ

ております。それ以外の学校でも学校司書教諭の資格を持っている先生がいる場合は、

配置し承認願いとして資料に名前が載ってございます。 

以上、各学校から具申されました主任等の発令につきまして、ご承認をお願いいたし

ます。 

  

神田教育長 はい。説明が終わりました。各校からの主任等の４月１日付けの発令内容となります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ただ今、説明のありました阿賀野市立小・中学校における主任等の承認について、ご

質問等ございますでしょうか。 

（全員なし） 

 

それでは、ないようでございますので、阿賀野市立小・中学校における主任等の承認

について、ご承認いただけますでしょうか。 

（全員異議なし） 

 

それでは、ただ今の案件は承認されました。 

 

次に、日程第６、その他をお願いいたします。 

 

最初に、今後の日程について、事務局お願いいたします。 
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髙橋課長 それでは、最初に、学校教育課の日程につきまして、ご説明申し上げます。 

 

学校教育課の業務について、資料に基づき説明。 

 

○給食再編説明（安野小学校） 

   4月 22日(金)／安野小学校 

  ○給食再編説明（京ヶ瀬中学校） 

   4月 23日(土)／（京ヶ瀬中学校） 

  ○教頭・事務職員との打合せ会議 

   4月 27日(水)／ふれあい会館 

  ○給食再編説明（京ヶ瀬小学校） 

   4月 28日(木)／京ヶ瀬小学校 

 ○5月校園長会 

   5月 2日(月)／笹神支所 

  ○総務文教常任委員会事務調査 

   5月 9日(月)／市役所 

○春城会 市島春城冊子寄付(小学校 6年生) 

   5月 10日(火)／笹神支所 

  ○辞令交付（教育長、渡邉委員） 

   5月 20日(金)／市長室 

○第 5回教育委員会定例会 

   5月 20日(金)／笹神支所 

  ○三市北蒲原郡教育委員会連絡協議会総会 

   5月 20日(金)／笹神支所・歴史民俗資料館 

 

 次回定例会の日程を調整。 

◯令和４年第５回教育委員会定例会 

５月２０日（金）午前１０時００分から／阿賀野市笹神支所  

 

    

渡辺課長補佐 次に、生涯学習課の日程につきまして、ご説明申し上げます。 

 

生涯学習課の業務について、資料に基づき説明。 

 

○図書館キッズウィーク２０２２ 

  4月 22日(金)～5月 8日(日)／市立図書館 

 ○地味にすごい！下越の縄文時代 令和４年度企画展「縄文人と算数・数学」 

※下越６市町、新潟県埋蔵文化財センター連携事業 

  4月 22日(金)～9月 25日(日)／ 歴史民俗資料館 

○下越地区公民絡協議館連会 第１回代議員会 

  4月 22日(金)／新発田市生涯学習センター 

○はたちを祝う会 

  5月 4日(水)／水原総合体育館 

○高齢者学級「さわらび学級」開校式・防災教室 

  5月 12日(木)／ふれあい会館 

○新潟県図書館協議会評議員会 公立図書館長会議 

  5月 13日(金)／県立図書館 

○放課後スクール、温故塾 講師・事務局打ち合わせ会 

  5月 14日(土)／ふれあい会館 
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○まちづくり塾人生を豊かにするわくわく講座 1 「朝ヨガ㏌安田」 

5月 15日(日)／ｺﾐｭﾆﾃｨｰｾﾝﾀｰ 城ノ内 

○高齢者学級「寿学級」けんこつ体操 

  5月 16日(月)／京和荘 

○高齢者・女性学級「山手学級」「さわやか女性セミナー」健康体操 

  5月 26日(木)／安田交流センター 

 

 

神田教育長 ただ今、説明のありました今後の日程について、ご質問等ございますでしょうか。 

（全員なし） 

 

ないようですが、それでは、その他 事務連絡ございますか。 

 

髙橋課長 

 

 

 

 

 

今後の日程等について、ご説明させていただきます。 

 

資料他に基づき説明。 

・令和４年度三市北蒲原郡教育委員会連合協議会定期総会･研修会について 
・令和４年度学校訪問（時間変更）について 

 

神田教育長 それでは、令和４年第４回阿賀野市教育委員会定例会を終了いたします。大変ありが

とうございました。お疲れ様でした。 

 

閉会を宣言した時刻 午前１０時５３分 

 

 

 

 

 

以上、会議の要旨を記し、相違ないことを証するため、ここに署名する。 

 

 

 

     阿 賀 野 市 教 育 長                     

 

 

 

     会 議 録 署 名 委 員                     


