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令和元年第７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７月２５日（木) 午後１時３０分開会 

２ 開 催 場 所  阿賀野市役所 ２階 応接室 

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  令和元年第６回教育委員会定例会会議録の承認 

３  業務報告 

４ 
報告第１４号 共催・後援の承諾について 

報告第１５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１９号 阿賀野市いじめ問題対策連絡協議会委員の委嘱について 

６ 議案第２０号 
令和２年度使用小学校教科用図書及び中学校教科用図書の採択

について 

７ その他 
１ 今後の日程 

２ 事務連絡等 

 

 

 

午後１時３０分 開会 

菅井課長 

 

 それでは、定刻となりましたので、ただ今から「令和元年第７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、ご苦労さまです。 

 

これより、令和元年第７回阿賀野市教育委員会定例会を開会いたします。 

 

 令和元年第７回定例会は、７月２５日木曜日、午後１時３０開会。会場は阿賀野

市役所２階応接室です。 

 

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、学校教育課の陸課

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７回教育委員会定例会の会議録署名委員は、渡邉委員を指名いたしま

す。 

 

 日程第２ 令和元年第６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 

 

 

令和元年第６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。 

 

神田教育長  会議録については、よろしいでしょうか。 

（全員異議なし） 

 

それでは、令和元年第６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。  

 

最初に、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。  

 

○第４回校園長会 

地域、家庭と子どもとのつながりを大事にした教育活動を進め、地域との

信頼関係の構築に努めるようお願いしました。また、今年度から３回となっ

た県の Web配信集計システム診断問題の結果分析に基づき、教職員で授業の

在り方について話し合うなど、授業改善に生かすよう指示しました。 

７月３日（水）／笹神支所 

  ○阿賀野市学校教育研究会「教育研究発表会」 

神山小学校を会場に５年・６年の算数の授業を公開し、研究の成果発表と

研究協議を行いました。友達と考え合い、問題を解き明かしていく子どもた

ちの姿を見ることができました（参加者４２人）。 



3 

神田教育長 ７月５日（金）／神山小学校 

○阿賀野市・新発田地域振興局行政情報交換会  

７月５日（金）／市役所 

○教育委員学校訪問 

７月８日（月）／安田幼、安田小、安田中 

○新潟県２０市学校教育主管課長会議 

７月１０日（水）／笹神支所 

○水原中学校区いじめ見逃しゼロスクール集会 

「なかよし子どもサミット」 

水原中学校生徒会役員と各学年委員、水原中学校区の４小学校６年生、約

２２０人が水原中学校体育館に集まり、「いじめのない学校であり続けるた

めに、私たちができることは何か？」などのテーマでグループ会議を行いま

した。また、人権擁護委員やＰＴＡ関係者の方からも感想をいただきました。

出されたアイデアを各学校に持ち帰り、実行に移していきます。 

７月１０日（水）／水原中 

○教育委員学校訪問 

７月１１日（木）／京ヶ瀬幼、京ヶ瀬中、京ヶ瀬小 

○児童虐待防止研修会  

７月１１日（木）／水原保健センター 

○阿賀野市教頭研修会 

７月１２日（金）／笹神支所 

○第１６回阿賀野市合唱祭 

７月１４日（日）／水原公民館 

○「手紙文化振興事業」寄付贈呈式 

７月１５日（月）／笹神支所 

○教育委員学校訪問 

７月１７日（水）／水原中、水原小、安野小 

○新潟県市町村教育委員会連合会理事会・定期総会・研修会 

７月１９日（金）／村上市 

○三市北蒲原郡教育委員会教科書採択協議会 

調査委員会、選定委員会が行った教科書の調査・研究の結果に基づき、厳

正に審議し、令和２年度に使用する小・中学校の教科書を選定しました。 

７月２２日（月）／新発田市 

○総務文教常任委員会 

    水原小学校のエアコンを視察しました。 

７月２４日（水）／市役所、水原小 

○第７回教育委員会定例会 

   ７月２５日（木）／市役所 

○総合教育会議  

７月２５日（木）／市役所 

 

 次に、学校教育課長、生涯学習課長、管理指導主事の順で報告をお願いいたしま

す。 

 

菅井課長 学校教育課の業務について、資料に基づき報告。 

 

○第４回校園長会 

   ７月３日（水）／笹神支所 

○教育委員学校訪問 

７月８日（月）／安田幼・安田小・安田中 
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菅井課長 ○教育支援委員会 

   ７月１０日（水）／笹神支所 

  ○新潟県２０市学校教育主管課長会議 

   ７月１０日（水）／笹神支所 

  ○教育委員学校訪問 

   ７月１１日（木）／京ヶ瀬幼・京ヶ瀬中・京ヶ瀬小 

  ○児童虐待防止研修会 

   ７月１１日（木）／水原保健センター 

  ○教育委員学校訪問 

   ７月１７日（水）／水原中・水原小・安野小 

  ○新潟県市町村教育委員会連合会理事会・定期総会・研修会 

   ７月１９日（金）／村上市 

  ○三市北蒲原郡教育委員会教科書採択協議会 

   ７月２２日（月）／新発田市 

  ○総務文教常任委員会 

   ７月２４日（水）／市役所・水原小 

  ○第７回教育委員会定例会 

７月２５日（木）／市役所 

  〇第１回教育総合会議 

   ７月２５日（木）／市役所 

 

齋藤課長 生涯学習課の業務について、資料に基づき報告。 

  

○子どもクッキング（１９人ほか） 

   ７月６日（土）／水原公民館 

  ○新発田地区中学校・高等学校生活指導連絡協議会 

７月８日（月）／新発田高等学校 

○ゆめづくりスポーツ教室（県事業） 

 アルビレックス BBバスケットボール教室 

   （小・中学生６６人） 

   ７月１３日（土）／水原総合体育館 

  ○緑の少年団市外活動（１２人） 

   ７月１３日（土）／㈱重川木材店 

○第１６回阿賀野市合唱祭（６０人） 

   ７月１４日（日）／水原公民館 

○新潟県公民館連合会県大会 

（全県から約４００人） 

   ７月１９日（金）／新発田市文化会館 

  ○社会厚生常任委員会 

   ７月２２日（月）／旧山手小学校 

   

伊藤管理指

導主事 

管理指導主事の業務について、次の内容を報告。 

 

〔６月２７日～７月２４日〕 

  ○児童生徒の事故報告 

   ・交通事故１件（小学校）自転車飛び出し 

   ・不審者１件（小学校）不審な行動 

・非行１件（中学校）盗み 

○教職員の事故報告 

・交通事故１件 被害 
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神田教育長 

 

ただ今の業務報告について、ご質問等ございますでしょうか。 

（全員なし） 

 

ないようですので、次に、日程第４ 報告第１４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 

 

報告第１４号 共催・後援の承諾につきまして、ご説明申し上げます。 

 

今回は、共催が２件、後援が５件となっております。 

 

学校教育課の案件について、議案書に基づき説明。 

 

〇第１回新潟県人権保育研究集会（後援） 

第１回新潟県人権保育研究集会実行委員会 実行委員長 長谷川 サナエ 

  １０月２６日（土）／新発田市生涯学習センター 

 〇第２１回新潟水俣環境賞作文コンクール（後援） 

  新潟水俣病被害者の会 会長 小竹 節子 

  【募集期間】１０月１日（火）～令和２年３月３１日（火） 

【表彰式】令和２年６月中 

  ／県立環境と人間のふれあい館             

 

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。 

 

〇夏のあそび虫 スポーツキャンプ（共催） 

  ＮＰＯ法人阿賀野市総合型クラブ 理事長 國井 嘉樹 

８月３日（土）・４日（日）／五頭連峰少年自然の家 

〇第１回阿賀北ベースボールフェスタ（後援） 

  新潟県高等学校野球連盟 会長 富樫 信浩 

新潟県中学校体育連盟 会長 佐藤 幹夫 

１０月２０日（日）〔予備日：１０月２７日（日）〕 

／新発田市五十公野公園野球場・陸上競技場 

 〇第６４回剣道夏季講習会（後援） 

  阿賀野市剣道連盟 会長 木村 謙龍 

８月１日（木）～４日（日）／水原総合体育館 

 〇阿賀野市親善ソフトバレーボール大会 

第５回ごずっちょオープン（共催） 

  NPO法人阿賀野市総合型クラブ 理事長 國井 嘉樹 

９月２２日（日）／笹神体育館 

 〇第５回阿賀野市ゆかりの文人展（後援） 

  阿賀野市ゆかりの文人展実行委員会 実行委員長 菅井 慶輔 

１１月１日（金）～３日（日・祝）／水原公民館 

 

神田教育長 共催が２件、後援が５件、計７件の内容について、ご質問等ございますでしょう

か。 

（全員なし） 

 

ないようですので、次に、報告第１５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 報告第１５号 要保護及び準要保護児童生徒の認定等につきまして、ご説明申し

上げます。 
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菅井課長 本日配布させていただきました認定状況と要回収の名簿一覧をご覧ください。 

 

７月、新たに６名の方から申請がございました。６月の認定保留者２６名と合わ

せまして、認定になるかどうかの確認をさせていただきました。その結果、２２名

の方が新たに認定になり、非認定が９名、認定保留が２名となったものでございま

す。 

 

要回収の方をご覧いただきますと、上の方から国民健康保険税が減免という方が

続いております。次に所得審査ということで、他市町村から転入された方や阿賀野

市で調べようがなかった方から書類の提出があり、それを確認した上で認定・非認

定を出しております。 

 

裏面を見ていただきますと、７月に申請をされた６名の方がございます。所得審

査または児童扶養手当の受給ということが確認でき、認定になったものでございま

す。 

 

あと、最後の２行でございます、認定取消者。こちらは再婚により再度所得審査

を行った結果、遡及して認定を取り消すという結果となったものでございます。 

 

１枚目の合計欄の方をご覧いただきたいと思います。平成３０年度と比べた人

数、前年度比が出ております。今後８月から来年２月ぐらいまで、数は少ないと思

いますが、申請が上がってくると思います。申請者数、認定者数共に、おおよそ前

年並みの数字になっていくのではないかと考えております。以上でございます。 

 

神田教育長 はい。ただ今説明のありました要保護及び準要保護児童生徒の認定等について、

ご質問等ございますでしょうか。 

（全員なし） 

 

それでは、ないようですので、次に、日程第５、議案第１９号 阿賀野市いじめ

問題対策連絡協議会委員の委嘱について、事務局お願いいたします。 

 

伊藤管理指

導主事 

それでは、議案第１９号 阿賀野市いじめ問題対策連絡協議会委員の委嘱につき

まして、ご説明申し上げます。 

 

阿賀野市いじめ問題対策連絡協議会等条例（平成２７年阿賀野市条例第４０号）

第４条第２項の規定に基づき、別紙のとおり委嘱しますので、承認をお願いしたい

ということでございます。 

 

次のページに名簿が載っておりますが、教育長、教育長職務代理、阿賀野警察署

の生活安全課長、阿賀野高校の校長、中学校の方は中学校全部の校長、小学校の方

は校長会長の水原小学校校長と地区ごとに１名ずつ校長を出しました。そして、市

ＰＴＡ連絡協議会の連合会長、主任児童委員、人権擁護委員、そして市の方から、

こども若者相談支援係長、私、教育指導主事というメンバーになっております。よ

ろしくお願いいたします。 

 

神田教育長 それでは、ただ今、説明のありました阿賀野市いじめ問題対策連絡協議会委員の

委嘱について、ご質問等ございませんでしょうか。 

 

８月１日から来年の７月３１日まで、任期は１年間ということで、第三者委員会

である調査委員会とはまた違い、いろんな案件について、いじめ問題の対策を協議

するものです。 
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圓山委員 はい。 

 

神田教育長 圓山委員。 

 

圓山委員 こちらは、年何回やると決まっているものですか。 

 

伊藤管理指

導主事 

基本は年度１回です。ただし、何かあれば、集まっていただくということになっ

ております。 

 

ちなみに昨年度は２回でした。１回目の会議と、もう１回集まっていただきまし

た。 

 

神田教育長 昨年度は中学校で困難な事例があったものですから、いろんな方々から意見をい

ただいて、どうやったら打開・解消できるのか考えをいただいた会議が１回ありま

した。計２回です。 

 

酒井委員 はい。 

 

神田教育長 酒井委員。 

 

酒井委員 任期は８月１日から来年の７月３１日までということになっていますが、もし校

長先生が異動された場合は、その学校で引き継がれるのでしょうか。 

 

伊藤管理指

導主事 

そのようになっております。 

酒井委員 はい。ありがとうございました。 

 

神田教育長 他にいかがでしょうか。 

（全員異議なし） 

 

それでは、ただ今の案件は了承されました。 

 

次に、日程第６、議案第２０号 令和２年度使用小学校教科用図書及び中学校教

科用図書の採択について、事務局お願いいたします。 

 

伊藤管理指

導主事 

議案第２０号 令和２年度使用小学校教科用図書及び中学校教科用図書の採択に

つきまして、ご説明申し上げます。 

 

令和２年度から使用する小学校教科用図書および中学校教科用図書を別紙のと

おり採択するものとするとありますが、別紙をご覧ください。 

 

教科書には、小学校教科用、中学校教科用がそれぞれあるのですが、この採択に

おきましては、先ほど話があったように、教育長と教育長職務代理が最後の採択協

議会に出席されておりまして、その会議で決まります。 

 

それまでは、委員会がございまして、その委員には、保護者、教育委員会、校長、

そして教科書を採択するための資料を作成する三市北蒲原郡の先生が委嘱されま

す。その方々がまとめたものについて、教育長と教育長職務代理が出席された採択

協議会で話し合いが行われ、その結果がこの用紙にまとめられています。 

 

伊藤管理指

導主事 

話し合われた際の資料はここにあり、ものすごく厚くて見るのが大変ですが、会

議を重ねて公平・公正に決められたものです。よろしければ、私が資料を持ってい 
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伊藤管理指

導主事 

ますので、後ほどご覧ください。 

このような会議を経て、この教科書でどうかという提案をさせていただきます。

承認の方、お願いいたします。以上です。 

 

神田教育長 今ほど説明のありました令和２年度使用小学校教科用図書及び中学校教科用図

書の採択について、ご質問等ございますでしょうか。 

 

採択協議会に出られた渡邉委員、いかがでしょうか 

 

渡邉委員 本当に選考委員になられた先生方、大変なご苦労だなということを思います。 

 

あと、どうしても各書店との癒着があるんじゃないかということで、それを防止

するために、この協議会があります。 

 

そして、各市町村は、第９地区という我々の協議会になるのですが、そこで決め

られたもの以外を使いたいと各市町村教育委員会が決めることも可能です。ただ

し、その場合は自己負担ということになります。 

 

神田教育長 無償にならないということですね。 

 

瀧澤委員 地域用の本というのは、市で買ったりとかしないと駄目ということですよね。地

域に根差したような。 

 

神田教育長 副読本、資料ですね。 

 

瀧澤委員 はい。 

 

菅井課長 「わたしたちの阿賀野市」でしょうか。今年改訂作業を行っておりまして、非常

に金額が張るものですから、簡単に言うと、全面改訂したいということで、担当の

方で今作業を進めております。 

 

神田教育長 今お話のあった副読本や教材、それから準教科書、教科書に準ずる読み物につい

ては、教育委員会の許可がないと、市町村立学校では使用ができない。ですから、

春一番に使用する教材の検討がここでなされて、委員の皆さんから了承をいただ

き、今、学校で使用しているという状況です。 

 

それから、教科書という扱いをされるものは、国の検定が通ってないと認められ

ない。県の審査を受けて国の検定を通ったものがここに載っています。一番地域に

合った、地域の子どもたちの興味・関心に沿った、能力に合ったものはどれかとい

うことで、三市北蒲原郡の採択協議会で決めるということになります。 

 

調査委員は各教科に４、５人いまして、全部の教科書を見て、全部評定します。

全体の体裁はどうか、それから紙面のつくりはどうか、内容は分かりやすいかとい

う観点があって、全部評定を書いて、総合計を出したのが、あの分厚い資料です。

その説明を我々が受けて、どれが一番阿賀野市の子どもたちにふさわしいかという

判断を下して決めたということで、感覚で決めているわけではないということをご

承知置きいただければと思います。 

 

 

渡邉委員 点数制度で最高点のものが、そのまま決定というわけではありません。我々の中

でも、こっちの方も捨てがたいということになると、協議をしながら決めていきま

す。 
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神田教育長 ですから、調査委員の皆さんが付けてくれた評定が高ければ、それで決まりとい

うわけではないということです。 

 

 ちなみに、今まで使っていた教科書と違ったのは、地図、算数、生活、保健。４

つがこれまで使用していたものと違う教科書になっています。 

 中学校は、来年度１年間しか使わないので、今までと同じです。２年使った中間

の見直しのため、今までどおりのものを引き続き１年間使おうという結果になりま

した。 

 

 いろいろ意見が出されましたが、他に質問等ございませんでしょうか。 

（全員異議なし） 

 

それでは、全員異議なしということで、ただ今の案件は了承されました。 

 

伊藤管理指

導主事 

なお、この内容につきまして、９月１日までは我々の内だけにしていただきたい。

公になるのは、９月１日からということでございますのでお願いいたします。 

 

神田教育長 ９月１日に事務局から公表されるという段取りになっておりますので、その前に

は明かさないようにということでお願いします。 

 

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。 

 

○学校給食関係職員夏季研修会 

  ７月２９日（月）／ふれあい会館 

 ○介助員研修会 

  ７月２９日（月）／笹神支所 

 ○イングリッシュ キャンプ 

  ７月３０日（火）／市立図書館 

 ○第５回校園長会 

  ８月１日（木）／笹神支所 

 ○人権教育・同和教育研修会 

  ８月２日（金）／ふれあい会館 

○平成３０年度会計 決算審査 

  ８月２日（金）／市役所 

○広島平和記念式典中学生派遣事業 

８月５日（月）～６日（火）／広島市 

 ○学校事務共同実施関係者研修会 

  ８月５日（月）／阿賀町公民館 

 ○転入教職員視察研修 

  ８月７日（水）／市内公共施設 

 ○第８回教育委員会定例会 

  ８月２８日（水）／笹神支所 

 〇教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検並びに評価懇談会 

  ８月２８日（水）／笹神支所 

 

次回定例会の日程を調整。 

〇令和元年第８回 阿賀野市教育委員会定例会 

８月２８日（水）午後１時３０分から／笹神支所 委員会室１ 
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齋藤課長 生涯学習課の業務について、資料に基づき説明。 

 

○キッズ夏休み料理教室 

７月２７日（土）／安田交流センター 

○バレエ教室（幼児～小３・小４～大人） 

７月２７日（土）、 ８月４日（土）／京和荘 

○青少年健全育成県民大会 

７月２８日（日）／長岡市中之島文化センター 

○夏休み茶道教室（裏千家淡美会） 

７月２８日（日）／水原公民館 

○夏休み茶道教室（石川流翠州会） 

８月４日（日）／水原公民館 

○青空童夢 

８月１１日（日）／水原公民館 

 

神田教育長 それでは、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 ○「平成３０年度 教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検並びに評価

報告書」の作成に関するお願いについて 

 

神田教育長 その他、ございますでしょうか。 

（全員なし） 

 

ないようでしたら、本日の令和元年第７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。皆さん、お疲れさまでした。 

 

閉会を宣言した時刻 午後２時２３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                     


