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令和元年第８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８月２８日（水) 午後１時３０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  令和元年第７回教育委員会定例会会議録の承認 

３  業務報告 

４ 
報告第１６号 共催・後援の承諾について 

報告第１７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２１号 
令和元年度阿賀野市一般会計補正予算（第２号）の議案に関す

る意見の申出について 

６ 議案第２２号 
阿賀野市立幼稚園設置条例の一部改正についての議案に関する

意見の申出について 

７ 議案第２３号 阿賀野市立小・中学校設置条例施行規則の一部改正について 

８ 議案第２４号 阿賀野市青少年育成センター指導員の委嘱について 

９ その他 
１ 今後の日程 

２ 事務連絡等 
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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８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 皆さん、ご苦労さまです。 

 

これより、令和元年第８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８回定例会は、８月２８日水曜日、午後１時３０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。 

（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。 

 

 令和元年第８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。 

 

 日程第２ 令和元年第７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７回教育委員会定例会の会議録につきまして、お気付きの点など何か

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７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。  

 

○事業成果市長説明 

７月２６日（金）／市役所 

  ○第１６回わたしの主張２０１９阿賀野市大会 

７月３１日（水）／ふれあい会館 
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 ８人の中学生の皆さんが、中学生らしい視点から堂々と自分の考えを述べ

てくれました。審査の結果、笹神中学校３年の荒木優那さんと同中学校３年

の坂田菜月さんが、優秀賞を受賞しました。 

○第５回校園長会 

８月１日（木）／笹神支所 

教育委員学校訪問の様子から「話をしっかり聞くこと」など、基本的な行

動を身に付けることについて、全校体制で指導してほしいとお願いしまし

た。 

平成３１年度（令和元年度）全国学力・学習状況調査の結果が公表されま

した。各校において結果分析を行い、何をどう改善していくのか、具体的な

学力向上対策を立てるよう指示しました。 

  ○教育講演会 

８月１日（木）／笹神支所 

主催：阿賀野市学校教育研究会 

演題：「いじめの未然防止について 

～県資料集から見える原理とポイント～」 

講師：新潟薬科大学非常勤講師 橋本 定男氏（いじめ根絶県民会議座長） 

○交通事故防止の注意喚起 

８月１日（木） 

７月以降、児童生徒が関わる交通事故が４件発生しました。緊急事態と捉

え、学校を通じて各家庭に「飛び出し禁止」の注意喚起を行いました。 

○人権教育、同和教育研修会 

８月２日（金）／笹神支所 

阿賀野市の教職員が正しい認識を身に付けたり、人権感覚を磨いたりする

ことをねらって開催しました。胎内市教育相談センターの岩村守先生から

「部落差別解消推進法」「部落の発生」「同和教育の授業」などについてご指

導いただきました。 

○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・廿日市市 

各中学校２人ずつ計８人の生徒が、平和記念式典への参列や慰霊碑への献

花、千羽鶴の奉納、広島平和記念資料館等の見学を通し、原爆被害の悲惨さ

と平和の尊さを学んできました。 

   引率：水原中学校 校長   伊藤 守 

   随行：学校教育課 課長補佐 陸 俊弘 

○９月補正予算市長査定 

８月９日（金）／市役所 

○台風１０号の接近  

 ８月１６日（金） 

被害の報告なし 

○下越地区緑の少年団交流集会 in 阿賀野 

   ８月２１日（水）／五頭連峰少年自然の家 

五泉市、新発田市、胎内市、阿賀野市の緑の少年団員６７人が、交流活動

を行いました。 

  ○２０１９年人権政策確立キャラバン 

８月２１日（水）／市役所 

○第２回県立阿賀野高等学校を活性化する意見交換会 

 ８月２３日（金）／市役所 

前回の参加者に各中学校の校長、進路指導主事、ＰＴＡ会長が加わり、具

体的な高校の教育課程や進路指導の在り方について意見交換しました。 

○不登校未然防止対策会議 

   ８月２６日（月）／笹神支所 

   小中学校の生徒指導担当者が集まり、不登校の未然防止の観点から、中学校 
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神田教育長 区ごとに各校の現状について情報交換し、共通して取り組むことについて協

議しました。 

 

 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。 

 

〇学校給食関係職員夏季研修会 

７月２９日（月）／ふれあい会館 

〇介助員研修会 

７月２９日（月）／笹神支所 

  〇小学生イングリッシュキャンプ 

７月３０日（火）／市立図書館 

  〇第５回校園長会 

８月１日（木）／笹神支所 

  〇人権教育、同和教育研修会 

８月２日（金）／ふれあい会館 

〇平成３０年度会計 決算審査 

８月２日（金）／市役所 

〇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、廿日市市 

〇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 

〇転入教職員視察研修 

８月７日（水）／市内公共施設 

〇２０１９年 人権政策確立キャラバン 

８月２１日（水）／市役所 

〇第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 

 

齋藤課長 生涯学習課の業務について、資料に基づき報告。 

  

〇キッズ夏休み料理教室（２４人） 

７月２７日（土）／水原公民館  

〇クラシックバレエ教室 

７月２７日（土）・８月３日（土）／京和荘  

〇青少年健全育成県民大会 

７月２８日（日）／長岡市  

〇夏休み茶道体験教室（裏千家淡美会・２０人） 

７月２８日（日）／水原公民館  

〇第１６回わたしの主張 ２０１９阿賀野市大会 

７月３１日（水）／ふれあい会館  

〇剣道夏期講習会（９０人／日） 

８月１日（木）～４日（日）／水原総合体育館  

〇はつらつ体験塾（県事業・７人） 

８月１日（木）／五頭連峰少年自然の家  

〇夏のあそび虫スポーツキャンプ（５９人） 

８月３日（土）・４日（日）／五頭連峰少年自然の家 
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 〇夏休み茶道体験教室（石州流翠州会・２０人） 

８月４日（日）／水原公民館 

〇シネマクラブ上映会（２０人） 

８月８日（木）／ふれあい会館 

〇青空童夢（お化け屋敷・アトラクション・３００人） 

８月１１日（日）／水原公民館 

〇下越地区緑の少年団交流集会 in 阿賀野（６７人） 

８月２１日（水）／五頭連峰少年自然の家 

〇２０１９年 人権政策確立キャラバン 

８月２１日（水）／市役所 

〇まちづくり塾（まち歩きガイド育成・２９人） 

８月２３日（金）／安田交流センター 

 

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。 

 

〔7月 25日～8月 27日〕 

  ○児童生徒の事故報告 

   ・交通事故 4件（小学校 3件・中学校 1件） 

自転車飛び出し、車の一時不停止等 

   ・虐待の疑い 3件（小学校） 

  ○教職員の事故報告 

   ・交通事故 2件 加害 

   ・交通違反 2件 シートベルト、速度超過 

 

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１６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１６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３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。 

 

 〇部落解放第３６回新潟県研究集会（後援） 

部落解放第３６回新潟県研究集会実行委員会 実行委員長 野田 尚道 

１０月５日（土）／村上市民ふれあいセンター 

  〇「いのち・愛・人権」燕展（後援） 

「いのち・愛・人権」燕展実行委員会 実行委員長 関﨑 幸孝 

「いのち・愛・人権」新潟県実行委員会 委員長 寺崎 敬道 

新潟県人権・同和センター 理事長 黒田 玲 

部落解放・人権政策確立要求新潟県実行委員会 会長 村井 良一 

部落解放同盟新潟県連合会 執行委員長 長谷川 均  

１１月１９日（火）～２５日（月）／燕市中央公民館、燕市文化会館             

 

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。 

 

〇親子硬式テニス教室（共催） 

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 ９月４日（水）～１０月９日（水）毎週水曜（全 6回） 

／水原屋内運動場、水原テニスコート 

〇親子硬式テニス大会（共催） 

  ＮＰＯ法人阿賀野市総合型クラブ 理事長 國井 嘉樹  

１０月１３日（日）／安田体育館、城ノ内テニスコート 

〇第１５回阿賀野市書道展（後援） 

  第１５回阿賀野市書道展実行委員会 実行委員長 菅井 慶輔  

１１月２２日（金）～２４日（日）／水原公民館 

 

神田教育長 はい。全部で５件でありますが、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１７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１７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。 

 

本日配布させていただきました資料をご覧ください。１枚目が数字の入ったも

の、２枚目の要回収、個人名の入ったものでございます。それでは、１枚目の数字

が入りました認定状況の方からご説明申し上げます。 

 

８月に入りまして２人の新規申請がございました。認定理由としましては、国民

年金・国民健康保険料減免世帯であるということでございます。下の方にまいりま

して、税務調査等必要世帯で２人認定になっております。合計４人でございます。

こちらの税務調査等必要世帯の２人というのは、７月に認定保留者としておりまし

たが、資料等の提出があり認定になったもので、８月からの認定となりました。以

上です。 

 

神田教育長 はい。ただ今説明のありました件について、ご質問等ございますでしょうか。 

 

８月までで４６４人申請のあったところ、認定が４０３人という結果で、昨年度

の実績と比べて、ほぼ同一くらいで推移しているかなと、結果を見てみないと分か

らないのですが。よろしゅう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２１号 令和元年度阿賀

野市一般会計補正予算（第２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 それでは、議案第２１号 令和元年度阿賀野市一般会計補正予算（第２号）の議

案に関する意見の申出につきまして、ご説明申し上げます。 

 

この件につきましては、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第２９条の規

定によりまして、このたび９月議会に提案されます議案に関して意見を求められた

ので、阿賀野市教育長に対する事務の委任等に関する規則第１条第１４号の規定に

より、意見を申し出るものでございます。 

 

それでは、内容につきまして、ご説明させていただきます。予算書の抜粋がござ

います。見開きにしていただきまして、ご覧をいただきたいと思います。 

 

学校教育課に関する部分につきましては、教育総務事務局費で需用費に３６４千 
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 円を計上させていただきました。これにつきましては、１０月から幼児教育・保育

の無償化に係る事務、対象者への広報等が必要だろうということで、国の方が補助

金を出してくれました。左のページの３行目に子ども・子育て支援事業費補助金で

１,２５９千円とございます。このうち、３６４千円を追加補正いたしまして、既

に予算化しておりました一般財源８９５千円減額したという内容でございます。 

 

小学校費の教育振興費、同じく中学校費の教育振興費、それぞれ１,０４９千円、

１,２００千円を増額させていただきました。内容としましては、要保護・準要保

護児童生徒の就学援助費の追加でございます。追加させていただいた理由につきま

しては、この４月に補助金の単価が改定になりまして、１０円・２０円上がったも

のを改定させていただいたこと。あと一番大きなものは、阿賀野市が今年度から認

定になった児童生徒の卒業アルバム代を援助の項目に加えたことから、少々値は張

りましたけれども充実させていただくというものでございます。 

 

続きまして、幼稚園費でございます。こちらの理由といたしましては、同じく１

０月からの幼児教育・保育の無償化に関することで、国の方からは１,０７０千円

の臨時交付金がございます。歳出の補正といたしましては、負担金で７５６千円、

扶助費で１,２３２千円がございます。内容的には、安田幼稚園で２４３千円の給

食費の補助、京ヶ瀬幼稚園で同じく５１３千円の補助、これが１９節の負担金補助

及び交付金の７５６千円でございます。扶助費の１,２３２千円につきましては、

説明欄にあります施設型給付事業費１６２千円と施設等利用給付事業費１,０７０

千円がございます。これにつきましては、いずれも私立幼稚園への補助でございま

す。ひまわり幼稚園と日章幼稚園の補助であります。 

 

学校教育課は以上でございます。 

 

齋藤課長 引き続きまして、生涯学習課に関する件でございます。 

 

社会教育費のうちの公民館費でございます。内訳といたしましては、安田交流セ

ンターを今年３月にオープンしましたが、旧安田町役場というのは、隣りに保健セ

ンターを設けておりまして、齋藤先生に地域の診療をしていただいていました。そ

の保健センターについては、今回の安田交流センターの建て替え時に改修工事を計

画しておりませんでした。安田交流センターの利用を今年始めましたところ、齋藤

先生の所の空調設備に老朽化による不備が発生し始めました。それによりまして齋

藤先生が診療できないような影響が出ると悪いことから、空調設備の入れ替えを検

討しようということで、空調設備実施設計業務委託料を５００千円計上させていた

だきました。 

 

そして、安田交流センターの来客者についてでございますが、公民館、安田支所、

図書館、それぞれ目的が違う来客者があるわけですが、それについてカウンターを

付けておりませんでした。やはり利用者の促進を図るためには、来場者の内容を把

握するべきだろうということで、各施設の来場者を把握するべくカウンター設置工

事費３５０千円計上いたしました。以上でございます。 

 

菅井課長 教育長、追加で。 

 

神田教育長 はい。 

 

菅井課長 今の見開きのページをもう１枚めくっていただきますと、第２表 債務負担行為

補正というものがございます。 

 

内容的には、給食調理業務の委託料を令和２年度から令和６年度までの５年間の 
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菅井課長 債務負担行為を計上したいという内容でございます。 

 

少し細かく説明をさせていただきます。２行目、３行目の安田学校給食センター

調理業務委託料、中学校調理業務委託料につきましては、令和元年度で今結んでい

る５年間の契約が切れることから、来年の春に向けて委託契約を締結したいので、

その事務を進めるために今回この債務負担行為を計上させていただきました。 

 

また、新規のものがございます。小学校調理業務委託料でございます。これにつ

きましては、安田小学校は安田学校給食センターが調理業務を行っておりますので

別なのですが、令和２年度から２つの小学校の調理業務委託を開始したいという計

画でございます。今後、対象となる学校の方へご説明に入らせていただきますが、

保護者及び児童にとりまして、作り手が変わるというだけで、献立及び食材の納入

等は全て私共でやらせていただくと。いわば調理をする手間を委託するということ

で、中学校や安田学校給食センターで実績がございますので、何ら不都合がないと

いう旨を説明してまいりたいと思っております。 

 

対象となりますのは、水原小学校、京ヶ瀬小学校の２校でございます。目的とい

たしましては、一番の目的というと、正職員の採用がなく調理員がどんどん退職さ

れていく、簡単に言うと市で調理ができる人間がいなくなるということから、民間

活力を生かしたいという観点も含めまして、委託に出したいということでございま

す。以上です。 

 

神田教育長 はい。それでは、ただ今、説明のありました補正予算の議案に関する意見の申出

ということで、ご質問等ございませんでしょうか。 

 

いわゆる業者委託というのは、お金を効率よく使うということですよね。 

 

菅井課長 結果、それがなければ駄目ですけれども、市役所で雇っている職員がどんどん減

っていくというのが一番の理由です。 

 

渡邉委員 委託業者は入札で選定するのですか。 

 

菅井課長  プロポーザル方式というもので、値段だけでなく、どれだけ誠意を込めて、真心

込めて作ってくれるかということで、９月議会で承認になれば、その後、プロポー

ザル方式で業者を選定するという作業に入っていきたいと思っております。 

 

神田教育長 前に赴任した市でも委託というのはどんどん進めています。 

 

補正予算につきまして、１つは要保護・準要保護の国の基準が変わったというこ

とと、市で項目を増やしアルバム代を補助することにしたということ。それから、

１０月から始まる幼児教育・保育の無償化に伴う補助ということ。それから、安田

交流センターの維持管理に関すること。大きく雑ぱくに話をすると、その３点かと

思いますが、いかがでしょうか。 

 

圓山委員 ちょっとよろしいですか。調理の業務委託について、京ヶ瀬中学校はどのように

なっているのですか。 

 

菅井課長 委託に出しております。 

 

圓山委員 そのような形で京ヶ瀬小学校や水原小学校もなるということなのですか。 

 

菅井課長 はい。 
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圓山委員 ありがとうございました。 

 

神田教育長 中学校は、安田中学校が安田学校給食センターで、あとは委託でやっております。 

 

圓山委員 今まで正直言って、委託なのか職員がやっているのか分からなかった。 

 

菅井課長 メニューを考える、食材を選択する、それは学校の栄養士が今までどおりやりま

す。刻んだり調理したりする、その業務をお願いするという内容です。 

 

瀧澤委員 京ヶ瀬中学校という話がありましたが、他はどこが委託業務としてやっています

か。 

 

菅井課長 安田地区と中学校は全部。あとは自前で、阿賀野市が雇った正職員や嘱託員、臨

時職員でやっております。 

 

瀧澤委員 今回、水原小学校と京ヶ瀬小学校が委託になるということ。これからの流れ的に

は委託業務になっていくのか。 

 

菅井課長 正職員の人数が非常に少なくなっていまして、それを各学校に今散らばしていま

す。私共の計画では正職員をできるだけまとめたいわけです。水原小学校と京ヶ瀬

小学校を委託すると、来年度、正職員が４人浮くので、それを今の１人職場や２人

職場の所に従事させるというものです。１人職場では、正職員が責任のある立場で、

休めないという状況が続いておりましたので、それを解消する目的もあります。 

 

神田教育長 はい。それでは、補正予算の議案に関する意見の申出について、ご異議ございま

せんでしょうか。 

（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２２号 阿賀野市立幼稚園設置条例の一部改正について

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 議案第２２号 阿賀野市立幼稚園設置条例の一部改正についての議案に関する意

見の申出について、ご説明申し上げます。 

 

意見の申出につきましての関係する法律・規則は、前段のものと同様でございま

すので省略をさせていただきます。 

 

ページをめくっていただきまして、現在の幼稚園設置条例の一部を改正するとい

う内容でございます。１枚目めくっていただくと、一部を改正する条例ということ

で、文章のどこをどういうふうに改めるというものが書いてございますが、これを

読んでもよく分かりませんので、めくっていただきまして、枠に入っております新

旧対照表というものをご覧いただきたいと思います。 

 

先ほど補正予算でも申し上げましたけれども、１０月からの幼児教育・保育の無

償化により、１号認定につきましては、３歳から５歳までの保育料が無料になりま

す。２号認定といわれる方々につきましては、その所得によって免除になるという

内容です。そのための文言の改正ということで今回提案させていただきます。 

 

横線が引いてある所をご覧いただきたいと思います。今まで幼稚園は、年間７２

千円の保育料をいただきますという規定が、左側のゼロになりますということで 
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菅井課長 す。その次が所得によってゼロになる人、ならない人という規定で、それぞれ文言

が変わるということ。今、幼稚園も給食費をいただいて給食の提供をしております

が、今回の無償化に関しまして、主食と副食、要はご飯とおかずの関係なのですけ

れども、若干内容が変わりまして、実費をいただくほか、副食の方の補助になると

いうことで、内容が違ってきております。一番重要なところは、無償化によってゼ

ロになる、給食の部分は主食と副食で若干補助が違いますという内容でございま

す。以上です。 

 

神田教育長 はい。１号認定とか２号認定とか、ちょっと分かりづらい言葉がありましたが。 

 

菅井課長 １号認定というのが、要は幼稚園児です。３歳から５歳の幼稚園児。２号認定と

いうのが、３歳から５歳の保育園児。京ヶ瀬幼稚園は混在しております。３号認定

というのが、０歳から２歳のことでございます。 

 

神田教育長 はい。このような区分があります。 

 

菅井課長 今度の議会では、幼稚園部分はこれで出ますし、現在、私立しかありませんけれ

ども、認定こども園と保育園の方も社会福祉課の方から同様な条例改正が出てくる

ものであります。 

 

神田教育長 これは、幼稚園の部分だけの改正ということ。 

 

菅井課長 幼稚園設置条例とあり、これは幼稚園部分となります。 

 

これらの条例は、恐らく日本全国の９月議会で一部改正を出して、１０月からの

法律改正に準備をしておくということになります。 

 

神田教育長 第３条第１号に掲げる子どもの保育料はゼロ。この第１号は、１号認定というこ

とではないのか。 

 

菅井課長 そういう意味です。『以下「１号認定の子ども」という』ですので。 

 

神田教育長  そうですね。そうすると（２）は子ども・子育て支援法による２号認定のこども

たちは、（ア）は３歳以上であれば、なし。 

 

菅井課長  保育園部分ということで、なしです。 

 

神田教育長  ３歳まで満たない子どもについては、条例で定める額と、このように読んでいけ

ばいいのですね。 

 それで、２号認定に関して、３歳より上の子の給食費は実費、けれども３歳に達

する日以後の最初の、つまり３歳未満の子どもはご飯代のみ実費、副食費、おかず

代は補助。 

 

菅井課長  それが補正予算に上がっていた給食費の補助に、それぞれ金額が上がっているも

のでございます。 

 

神田教育長  では、１号認定の幼稚園の子どもたちの給食費、いわゆる主食、副食代というの

は今までどおり実費。 

 

菅井課長  そうですね。多分、世間一般、新聞報道などのとおり、幼稚園はあまり関係ない、

今までどおり保育料と給食費の両方払っています。それで、保育料がゼロになり、

よかったということになります。 
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 問題は保育園の方で、保育園の保育料は所得によって段階が違っていまして、ゼ

ロの人もあったわけです。この保育料には、給食費が含まれていますので、それも

含めてゼロであったわけです。１０月からは保育料が無償化になりますが、今まで

０円であった子は、給食費をもらわないといけなくなります。新聞報道などでもそ

こが問題でないかということで、主食費と副食費を分けて、主食はどうしても食べ

なければならないので払ってください、副食はそれぞれの市町村の判断、その保育

園の判断で３００円のおかずを作るのか１００円のおかずを作るのか、それを補助

してもいいのではという内容です。従って、１００％の保護者がこの無償化によっ

て安くなるというわけでもないということです。 

 

神田教育長  幼稚園部分は皆さんがよかったとなるわけですけれども、２号認定または３号認

定の保育園部分の低所得者に対しては、自分の持ち出しが多くなるという状況も発

生するということです。これは国の基準というか、法に則っての改正ですよね。 

 

菅井課長  そのとおりです。 

 

神田教育長  このような内容でございます。ご質問等ございますでしょうか。 

 国の改正に沿っての改正です。いかがでしょうか。 

（全員異議なし） 

 

 異議なしということで、ただ今の案件は了承されました。 

 

 次に進みます。日程第７、議案第２３号 阿賀野市立小・中学校設置条例施行規

則の一部改正について、事務局お願いいたします。 

 

菅井課長 それでは、議案第２３号 阿賀野市立小・中学校設置条例施行規則の一部改正に

ついて、ご説明申し上げます。 

 

阿賀野市立小・中学校設置条例施行規則の一部を改正する規則を別紙のとおり定

めたいとするものであります。 

 

内容的には、京ヶ瀬地区、京ヶ瀬小学校の学区に「曽郷あさひ」という新しい自

治会ができました。それを条例施行規則の京ヶ瀬小学校の学区に追加するというも

ので、曽郷エコタウンの次に追加するというものであります。以上です。 

 

神田教育長 はい。これは分かりやすいと思うのですが、ご異議ございませんでしょうか。 

（全員異議なし） 

 

 異議なしということで、ただ今の案件は了承されました。 

 

次に、日程第８、議案第２４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 それでは、生涯学習課から、阿賀野市青少年育成センター指導員の委嘱について

ということで、阿賀野市青少年育成センター規則第４条第５項の規定により委嘱す

るものであります。 

 

前任者が個人都合で退職されたものですから、新たに京ヶ瀬地区の小林定次さん

を委嘱するものでございます。以上です。 

神田教育長 はい。説明のとおりです。退職に伴う委嘱ということですが、ご質問等ございま

せんでしょうか。 
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神田教育長 それでは、これでよろしゅうございますか。 

（全員異議なし） 

 

 異議なしということで、ただ今の案件は了承されました。 

 

次に、日程第９ 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。 

 

〇地域防災訓練 

９月１日（日）／安野小学校 

 〇第６回校園長会 

９月４日（水）／笹神支所 

 〇令和元年第３回阿賀野市議会定例会 

９月４日（水）～２０日（金）／市役所 

〇中学校体育祭 

９月７日（土）／安田中学校、京ヶ瀬中学校、水原中学校、笹神中学校 

〇総務文教常任委員会 

９月１０日（火）／市役所 

〇阿賀野市小学校親善陸上大会 

９月１１日（水）／水原小学校 

〇発達障がい早期総合支援協議会講演会 

９月２５日（水）／ふれあい会館 

〇下越教育事務所管理主事訪問 

９月２６日（木）／笹岡小学校、安田小学校、安田中学校 

〇いじめ問題対策連絡協議会 

 ９月２７日（金）／笹神支所 

 

次回定例会の日程を調整。 

〇令和元年第９回阿賀野市教育委員会定例会 

９月２７日（金）午後１時３０分から／笹神支所 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。 

 

〇まちづくり塾 

８月３０日（金）／安田交流センター 

〇地域防災訓練 

９月１日（日）／安野小学校 

〇生活指導サポート委員会総会 

９月２日（月）／笹神支所 

〇令和元年第３回阿賀野市議会定例会 

９月４日（水）～２０日（金）／市役所 

〇ＰＴＡ連絡協議会意見交換会 

９月１８日（水）／魚源 

〇新発田地域高校生活指導連絡協議会 

９月１９日（木）／新発田南高等学校 

〇緑の少年団グリーンキャンプ 

９月２８日（土）・２９日（日）／五頭連峰少年自然の家 

 

神田教育長 次に、事務連絡等について、事務局お願いいたします。 
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菅井課長 ○阿賀野市小学校親善陸上大会について 

○阿賀野市教育委員会協議会の開催について 

 

神田教育長 その他、ございますでしょうか。 

（全員なし） 

 

ないようございましたら、本日の令和元年第８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３７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                     


