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平成３１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  平成３１年４月２６日（金) 午後３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  岩村 弘一 

         教育委員 渡邉 栄二、圓山 孝、瀧澤 圭子、酒井 里佳子 

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    菅井 裕治 

                管理指導主事 伊藤 浩 

         生涯学習課  課 長    齋藤 弥一 

６ 会   期  １日間 

７ 会 議 書 記  学校教育課  課長補佐   陸 俊弘 

８ 会議に付すべき事件 

日程 議案番号 議    案    名 

１  会議録署名委員の指名 

２  平成３１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 ６ 号 共催・後援の承諾について 

報告第 ７ 号 
平成３１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 阿賀野市青少年育成センター指導員の委嘱について 

６ 議案第１４号 阿賀野市立小・中学校における主任等の承認について 

７ その他 
１ 今後の日程 

２ 事務連絡等 

 

 

 

午後３時００分 開会 

菅井課長 

 

 定刻となりましたので、ただ今から「平成３１年第４回阿賀野市教育委員会定例

会」を開催いたします。 

 

 岩村教育長、よろしくお願いいたします。 
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岩村教育長 ご苦労さまです。これより、平成３１年第４回阿賀野市教育委員会定例会を開会

いたします。 

 

 平成３１年第４回定例会は、４月２６日金曜日、午後３時００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、学校教育課から菅井課長・伊藤管理指導

主事、生涯学習課から齋藤課長が出席いたします。 

 会議書記は、陸課長補佐です。 

 

 本日の議事は、日程表のとおりです。議事は番号順に進める予定ですが、時間等

の都合で順序の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。 

（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。 

 

 平成３１年第４回教育委員会定例会の会議録署名委員は、圓山委員を指名いたし

ます。 

 

 本日は傍聴者がおられます。議案により退出願うことがあります。傍聴の方は、

よろしくお願いいたします。 

  

 日程第２ 平成３１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。 

 

菅井課長 

 

 

平成３１年第３回阿賀野市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、何かありましたらお願いいたします。 

 

岩村教育長  いかがでしょうか。 

（全員異議なし） 

 

それでは、平成３１年第３回教育委員会定例会の会議録を承認することといたし

ます。 

 

次に、日程第３ 業務報告に移ります。 

 

 教育長の業務について報告。 

 

菅井課長 学校教育課の業務について、資料に基づき報告。 

 

齋藤課長 生涯学習課の業務について、資料に基づき報告。 

 

伊藤管理指

導主事 

管理指導主事の業務について報告。 

 

岩村教育長 

 

 

 

ただ今の業務報告について、ご質問等はありますでしょうか。 

（全員なし） 
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岩村教育長 次に、日程第４ 報告第６号 共催・後援の承諾について、事務局お願いいたし

ます。 

 

菅井課長 

 

学校教育課の案件について、議案書に基づき説明。 

 

○国際交流＆イングリッシュキャンプ 

宮城復興支援センター センター長 茂木 秀樹 

平成３１年６月２２日(土)・２３日（日）、 

平成３１年７月２６日(金)・２７日（土）、 

平成３１年９月２８日(土)・２９日（日） 

  国立妙高青少年自然の家               ＜後援＞ 

○アルビレックス新潟ホームゲーム観戦招待 

株式会社アルビレックス新潟 代表取締役社長 是永 大輔 

平成３１年５月４日(土・祝)～平成３１年１１月２４日(日） 

  デンカビッグスワンスタジアム             ＜後援＞ 

○人形劇団プーク「八郎」「にんぎょう祭りばやし」 

新潟市北区文化会館 館長・芸術監督 田代 雅春 

平成３１年７月２８日(日) 

  新潟市北区文化会館                  ＜後援＞ 

○２０１９わんぱく相撲大会中条場所 

わんぱく相撲大会中条場所実行委員会 大会会長 井上 大輔 

平成３１年５月１２日(日) 

  新発田市教育施設 加治川公民館            ＜後援＞ 

   

齋藤課長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

生涯学習課の案件について、議案書に基づき説明。 

 

○スポア陸上競技クラブ 

  ＮＰＯ法人阿賀野市総合型クラブ 理事長 國井 嘉樹 

  平成３１年４月１３日(土)～平成３２年３月２８日(土） 

   水原小学校                      ＜共催＞ 

○貯筋・増筋トレーニング教室 

  ＮＰＯ法人阿賀野市総合型クラブ 理事長 國井 嘉樹 

  平成３１年４月２日(火)～平成３２年３月３１日(火） 

  水原小学校・水原総合体育館               ＜共催＞ 

○幼児期運動能力測定 

  ＮＰＯ法人阿賀野市総合型クラブ 理事長 國井 嘉樹 

  平成３１年４月１日(月)～平成３２年３月３１日(火) 

   笹神体育館                      ＜共催＞ 

○京ヶ瀬キッズダンス教室 

  ＮＰＯ法人阿賀野市総合型クラブ 理事長 國井 嘉樹 

  平成３１年４月１１日(木)～平成３２年３月１９日(木) 

  保健福祉センター京和荘                 ＜共催＞ 

○トレーニングメニュー作成 

  ＮＰＯ法人阿賀野市総合型クラブ 理事長 國井 嘉樹 

  平成３１年４月１日(月)～平成３２年３月３１日(火) 

   笹神体育館・水原総合体育館               ＜共催＞ 

○大人のフットサルクラブ 

  ＮＰＯ法人阿賀野市総合型クラブ 理事長 國井 嘉樹 

  平成３１年４月１０日(水)～平成３２年３月１８日(水) 

  水原屋内運動場                     ＜共催＞ 

○キッズスポーツ教室 

  ＮＰＯ法人阿賀野市総合型クラブ 理事長 國井 嘉樹 
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齋藤課長   平成３１年４月８日(月)～平成３２年３月３１日(火) 

   各地区小学校                      ＜共催＞ 

○けんこうくらぶ 

  ＮＰＯ法人阿賀野市総合型クラブ 理事長 國井 嘉樹 

平成３１年４月３日(水)～平成３２年３月２５日(水） 

  水原総合体育館                     ＜共催＞ 

○親子硬式テニス教室 

  ＮＰＯ法人阿賀野市総合型クラブ 理事長 國井 嘉樹 

  平成３１年５月８日(水)～平成３１年６月１２日(水） 

   水原屋内運動場・水原テニスコート            ＜共催＞ 

○災害復興祈念事業「子どもの遊びのひろば」 

  一般社団法人新潟県子ども会育成連合会 会長 須田 貴子 

  平成３１年５月１９日(日) 

  水原公民館                       ＜共催＞ 

○青空童夢（あおぞらどーむ） 

  クリエイティブユース 藍木 雅義 

  平成３１年８月１１日(日) 

   水原公民館                       ＜共催＞ 

○瓢湖トリムウォーキング大会 

  日の出町自治会 井上 文雄 

  平成３１年５月１９日(日) 

  瓢湖                          ＜後援＞ 

 

岩村教育長 たくさんの案件がありましたが、質問等はありますでしょうか。 

（全員なし） 

 

次に、報告第７号 平成３１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。 

 

菅井課長 議案書に基づき説明。 

 

岩村教育長 ご質問等はありますでしょうか。 

（全員なし） 

 

次に、日程第５ 議案第１３号 阿賀野市青少年育成センター指導員の委嘱につ

いて、事務局お願いいたします。 

 

齋藤課長 議案書に基づき説明。 

 

岩村教育長 先生は異動して来た人だけですね。 

 

齋藤課長 はい、そうです。井上さんにつきましては、１名欠員が出ておりましたので委嘱

するものでございます。 

 

岩村教育長 先生方で去年より引き続きやっている人は、２年間の任期のため、今回は委嘱し

ないのですね。 

 

齋藤課長 そうです。 

 

岩村教育長 

 

 

ご質問等はありますでしょうか。 

（全員異議なし） 

 



5 

岩村教育長 それでは、ただ今の案件は承認されました。 

 

次に、日程第６ 議案第１４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。 

 

菅井課長 

 

議案書に基づき説明。 

 

岩村教育長 管理指導主事から他に補足がありますか。 

 

伊藤管理指

導主事 

昨年もご質問があった内容ですが、生徒指導主事・進路指導主事は３クラス以上

学校であれば上げるということになってなっております。生活指導主任も同じで、

３クラス以上との条件が付いております。 

 

岩村教育長 名称は、小学校が生活指導主任、中学校が生徒指導主事。 

 

伊藤管理指

導主事 

そうでございます。 

岩村教育長 小学校の学年主任が上がっていない学校は。 

 

伊藤管理指

導主事 

学年主任は２クラス以上で上げるということになっております。 

岩村教育長 それで、手当の出る主任と手当が出ない主任があるのですよね。 

 

伊藤管理指

導主事 

そうですね。学年主任・生徒指導主事・生活指導主任・進路指導主事は出ます。

司書教諭に関しては出ないと思います。 

 

岩村教育長 事務主任とね。 

 

伊藤管理指

導主事 

はい。保健主事も出ないと思います。 

岩村教育長 教務主任、学年主任、研究主任、生活指導主任、生徒指導主事、進路指導主事、

これは出るのですね。 

 

伊藤管理指

導主事 

はい。 

圓山委員 研究主任とは、どのようなことをやられているのですか。 

 

伊藤管理指

導主事 

学校の課題がありますが、それを解決するために、学校として研究課題を設定し

て、それを校内全体で推進していくために、研究主任が中心になって行っていくと

いう、そういう役目でございます。 

 

岩村教育長 

 

よろしいでしょうか。 

 

それでは、承認して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７ 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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菅井課長 学校教育課の業務について、資料に基づき説明し、次回定例会の日程を調整。 

 

平成３１年第５回 阿賀野市教育委員会定例会 

日時：５月２９日（水） 午前９時００分から 

  場所：阿賀野市笹神支所 ４階 委員会室１ 

 

齋藤課長 生涯学習課の業務について、資料に基づき説明。 

 

岩村教育長 次に、事務連絡等について、事務局お願いいたします。 

 

・４月２４日に小中学校・幼稚園エアコン設置工事の検査完了を報告。 

・５月１６日に分田小学校でＰＴＡ三役や地域に方々に対し、分田小学校の現状

と将来について、特に児童数の推移を中心に説明予定と報告。 

 

その他、何かありますでしょうか。 

（全員なし） 

 

何もないようでしたら、本日の平成３１年第４回阿賀野市教育委員会定例会は、

これで終了することといたします。私にとって最後の定例会でございました。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 午後４時００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                     


