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令和元年第５回 阿賀野市教育委員会定例会会議録 

 

１ 開会年月日  令和元年５月２９日（水) 午前９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４回教育委員会定例会会議録の承認 

３  業務報告 

４ 
報告第 ８ 号 共催・後援の承諾について 

報告第 ９ 号 要保護及び準要保護児童生徒の認定等について 

５ 議案第１５号 
令和元年度阿賀野市一般会計補正予算（第１号）の議案に関す

る意見の申出について 

６ 議案第１６号 学校（園）評議員の委嘱について 

７ その他 
１ 今後の日程 

２ 事務連絡等 

 

 

 

午前９時００分 開会 

菅井課長 

 

 定刻となりましたので、ただ今から「令和元年第５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。 
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神田教育長 皆さん、おはようございます。ご苦労さまです。これより、令和元年第５回阿賀

野市教育委員会定例会を開会いたします。 

 

会議に入る前に、一言ごあいさつを申し上げたいと思います。 

 

５月２２日付けで教育長を拝命いたしました神田武司と申します。 

現場の生活は長かったわけですが、教育行政ということから考えますと大変不慣

れでございますので、皆さま方のお力・お知恵をお借りして、阿賀野市のより良い

教育行政の推進に努めてまいりたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

 

なお、教育長は交代いたしましたが、教育長職務代理につきましては、引き続き

渡邉委員にお願いしたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

 

また、瀧澤委員におかれましては、議会の同意をいただきまして、５月２２日に

再任されました。引き続き阿賀野市の教育の充実のためにご尽力を賜りますよう、

よろしくお願いいたします。 

 

それでは、会議に入ります。 

 

 令和元年第５回定例会は、５月２９日水曜日、午前９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。 

 

 令和元年第５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 平成３１年第４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４回阿賀野市教育委員会定例会の会議録につきまして、何かお気付

きの点などがございましたらお願いいたします。 

 

神田教育長  いかがでしょうか。 

（全員異議なし） 

 

それでは、平成３１年第４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。  
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神田教育長 初めに、私の方から報告させていただきます。 

 

 教育長の業務について、資料に基づき報告。 

 

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。 

 

神田教育長 

 

それでは、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。 

 

渡邉委員 すみません。 

 

神田教育長 はい。 

 

渡邉委員 業務報告の中に入っていなかったのですが、５月１６日に分田小学校でＰＴＡ三

役や地域の方々に対して説明する予定だというのが会議録に載っていましたが、ど

うなりましたか。 

 

菅井課長 失礼しました。予定どおり説明に行ってまいりました。地域の方を含め、ＰＴＡ

会長やそのＯＢが集まっておられまして、活発にご質問等をいただきました。 

市の姿勢が統合を前提とした前回と正反対であったため、地域の方は少し一安

心、財政的にどうこうではないという説明もできました。 

やはり複式学級が発生しますので、そのことについての質問が多く、どうなるの

だろう、どのように勉強を教えてくれるのだろうということや、地域で育った方か

らは、小さい学校から中学校に上がって本当に苦労したことから、これを機会に統

合もいいのではないかという意見もありました。 

あと、ＰＴＡ会長のＯＢからは、今の市の考えを聞いて、私たちの方も何か考え

なければいけない、アンケートでも取ろうかとの雰囲気になっていると感じられま

した。 

 

神田教育長 それは、ＰＴＡが主催の学校説明会ですか。 

 

菅井課長 はい。ＰＴＡが主催です。 

 

神田教育長 それに課長が呼ばれて説明をしてきたということ。渡邉委員、よろしいでしょう

か。 

 

渡邉委員 はい。 

 

神田教育長 他にいかがでしょうか。 

（全員なし） 

 

ないようでしたら、次に、日程第４ 報告第８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。 

 

○救急法講習会 

新潟県養護教員研究協議会 会長 原 栄都子 

令和元年７月２９日（月） 
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菅井課長 

 

  阿賀野市消防署                    ＜後援＞ 

○第５回就職差別撤廃新潟県集会 

就職差別撤廃新潟県集会実行委員会 会長 野田 尚道 

令和元年６月４日（火） 

  新潟ユニゾンプラザ                  ＜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。 

 

○初級障がい者スポーツ指導員養成講習会 

  ＮＰＯ法人阿賀野市総合型クラブ 理事長 國井 嘉樹 

  令和元年９月２１日（土）～令和元年９月２３日（月） 

   水原総合体育館                     ＜共催＞ 

○レクリエーション・パラリンピック種目体験会 

  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３０日（火）～令和元年５月２日（水） 

  笹神体育館                       ＜共催＞ 

○瓢湖の空に泳げ 第２４回こいのぼり大作戦 

  手作りこいのぼりを泳がせる会 実行委員長 小野 敏 

  令和元年６月９日（日）～令和元年６月１６日（日） 

   瓢湖水きん公園                    ＜後援＞ 

○平成３１・令和元年度新潟県高等学校春季地区体育大会ほか５大会 

  新潟県高等学校体育連盟 会長 玉木 正己 

  【阿賀野市開催分】 

春季地区体育大会 登山 

令和元年５月６日（月）・７日（火） 

  五頭山                         ＜共催＞ 

○はつらつ体験塾 日帰りミニキャンプ in五頭 

  新潟県少年自然の家 所長 名古 善晃 

  令和元年８月１日（木） 

   五頭連峰少年自然の家                  ＜共催＞ 

○２０１９年度新潟県少年の主張大会 

 ―わたしの主張― 三市北蒲原地区大会 

  新潟県新発田地域振興局健康福祉環境部 部長 阿部 俊幸 

  令和元年８月２３日（金） 

  新発田市生涯学習センター                ＜後援＞ 

 

神田教育長 はい。学校教育課の案件で２件、生涯学習課の案件で６件ということでございま

すが、質問等、ありますでしょうか。 

（全員なし） 

 

次に、報告第９号 要保護及び準要保護児童生徒の認定等について、事務局お願

いいたします。 

 

菅井課長 議案書に基づき説明。 

 

神田教育長 現在で２３１人を認定。そして、準要保護については、申請者数の５１％を認定

している状況ということであります。 

 

何かご質問等、ありますでしょうか。 

（全員なし） 

阿賀野市の小中学校の子どもは約３０００人。申請者数は４５５人で、これから

段々増えていくと思いますが、要保護・準要保護が１割を超えているということ。 



5 

神田教育長 それをどう解釈するのかは別としまして、他の市町村と比べてどうなのでしょう

か。１割というのは、数としては大きいかなと私個人では思います。 

 

次に、日程第５ 議案第１５号 令和元年度阿賀野市一般会計補正予算（第１号）

の議案に関する意見の申出について、事務局お願いいたします。 

 

菅井課長 議案書に基づき説明。 

 

神田教育長 １０月から保育の無償化という制度が始まりますので、その関係の予算も入って

おります。 

何かご質問等、ありますでしょうか。 

（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 議案第１６号 学校（園）評議員の委嘱について、事務局お願

いいたします。 

 

伊藤管理指

導主事 

議案書に基づき説明。 

 

神田教育長 これは法で定められた会議で、学校の校長が委嘱するのではなく、学校の校長が

推薦を上げて教育委員会が委嘱するものです。ご覧になって特に問題点がなけれ

ば、教育委員会で委嘱ということであります。〇が付いている人が新規で、〇がな

い人は昨年度からの継続ということであります。 

数は５人以内ということで定められています。大体５人ですね。 

 

渡邉委員 余談ですが、現会長の評議員は初めてですか。現会長は評議員にあまり名前が上

がりませんが。 

 

神田教育長 ＰＴＡ会長ですか。 

 

酒井委員 なっていますね。あまり上がらないものなのですか。 

 

渡邉委員 サポート役に回るというか。 

 

伊藤管理指

導主事 

そうですね。今おっしゃられたようにサポート役に回る方が多いのですが、決し

てなってはいけないということもないことから、そういうこともございます。 

 

神田教育長 ＰＴＡ会長が評議員になってはいけないという決まりはございませんので、そこ

はよろしいでしょうか。 

 

渡邉委員  はい。 

 

神田教育長 よくあるのは、評議員会を開くとき、評議員とは別にＰＴＡ会長・副会長同席の

下、評議員会を設定する学校も多い。そのため、あえてＰＴＡ会長を評議員にする

までもないと考える学校も多いのですが、評議員になっていただくという考え方、

これも間違いではないと判断しますので、よろしくお願いします。 

 

いかがでしょうか。 

（全員異議なし） 

 

それでは、ただ今の案件は承認されました。 
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神田教育長 

 

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。 

 

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。 

 

令和元年第６回 阿賀野市教育委員会定例会 

日時：６月２７日（木） 午前１０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。 

 

神田教育長 以上のような業務がございます。こいのぼり大作戦は、私も参加させていただく

ことで予定が入っております。 

 

次に、事務連絡等について、事務局お願いいたします。 

 

菅井課長 ・本日の三市北蒲原郡教育委員会連合協議会総会及び研修会の日程を説明。 

・学校訪問の日程を配布。 

 

神田教育長 その他、何かありますでしょうか。 

（全員なし） 

 

ないようでしたら、本日の令和元年第５回阿賀野市教育委員会定例会は、これで

終了といたします。大変お疲れさまでした。 

 

閉会を宣言した時刻 午前９時５９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                     


