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令和元年第９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９月２７日（金) 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８回教育委員会定例会会議録の承認 

３  業務報告 

４ 

報告第１８号 共催・後援の承諾について 

報告第１９号 
平成３１年度（令和元年度）全国学力・学習状況調査における

調査結果の概要について 

報告第２０号 要保護及び準要保護児童生徒の認定等について 

５ 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９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９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９回定例会は、９月２７日金曜日、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９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 令和元年第８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８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８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。  

 

○教育委員会への要望書受理 

   ８月２９日（木）／笹神支所 

小学校長会・中学校長会から「令和２年度 阿賀野市小中学校教育の振興

に関する要望書」を受理しました。 

○教育委員会への寄贈 

８月２９日（木）／笹神支所 

若葉町の荒木和博様から頼支峰の書「飛瀑之詩」の書幅を寄贈いただきま

した。 

  ○定例記者会見 

８月３０日（金）／市役所 
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 ○地域防災訓練 

   ９月１日（日）／安野小学校  

安野小学校区の地域住民を対象にした防災訓練に、安野小学校児童全員も

参加しました。あおぞら防災講習では、応急担架の作成や土のう積みなどを

体験。消防のブースで濃煙体験やＡＥＤ操作体験を行い、ドクターヘリや県

防災ヘリによる救助活動を見学するなど、防災の日にふさわしい一日を過ご

しました。 

○生活指導サポート委員会総会 

９月２日（月）／笹神支所 

○第６回校園長会 

 ９月４日（水）／笹神支所 

子どもの自殺が１年間で最も多くなる時期であることを踏まえ、子どもの

小さな変化を見落とすことなく、丁寧な対応を取るようお願いしました。 

学級全員の子どもが分かった、納得したという授業を目指すことが基本で

あり、その時間を生み出すマネジメントをお願いしました。 

○令和元年第３回市議会定例会  

   ９月４日（水）～２０日（金）／市役所 

○熊の目撃情報 

 ９月５日（木）  

午前５時２５分に白鳥荘付近で、午前５時５６分に前山諏訪神社付近で熊

１頭が目撃され、京ヶ瀬地区と水原地区の小中学校に対して登下校時の通学

路巡視を指示しました。加えて市内全学校に対して保護者への注意喚起を依

頼しました。  

○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 

市内４中学校で体育祭が開催されました。フェーン現象で３５度に近い暑

さの中、熱気あふれる応援や白熱したリレーなど、力を合わせ真剣に取り組

む姿が見られました。  

○褒賞審査委員会 

９月９日（月）／市役所 

○総務文教常任委員会 

 ９月１０日（火）／市役所 

○熊の目撃情報 

９月１０日（火） 

午前６時頃に安田地区野田の新江用水路付近で熊の足跡が発見されまし

た。安田小学校と分田小学校に下校時の見守りを指示し、学校教育課では翌

日登校時のパトロールを実施しました。 

○第１６回小学校親善陸上大会 

９月１２日（木）／水原小学校  

すがすがしい天気の中、男女１００ｍ走、男子走り幅跳びで、それぞれ大

会新記録が出るなど、よい大会となりました。 

○決算審査特別委員会 

９月１３日（金）～１８日（水）／市役所 

○水原地区敬老会 

 ９月１４日（土）／水原総合体育館 

○第３４回国民文化祭・にいがた２０１９ 

 第１９回全国障害者芸術・文化祭にいがた大会開会式 

９月１６日（月・祝）／朱鷺メッセ 

○インターンシップ実習 

９月１８日（水）／笹神支所 

新潟大学人文学部の学生１人を受け入れました。  
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神田教育長 ○熊の目撃情報 

９月１９日（木） 

早朝に白鳥荘付近で熊の目撃情報あり。水原地区と京ヶ瀬地区の関係小中

学校へ注意喚起を依頼しました。  

○子ども科学展審査会 

 ９月２０日（金）／水原公民館  

標本２３点、模型２１点、科学写真１９点、発明工夫１９点の中から、最

優秀賞１点、優秀賞６点を選考。最優秀賞は安野小学校３年の平栁実稟さん

の標本「夏の花」が受賞しました。  

○新潟アルビレックスＢＢラビッツ決起集会 

９月２２日（日）／天朝閣 

○社会教育委員会 

 ９月２５日（水）／笹神支所  

○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 

○科学研究発表会 

９月２６日（木）／ふれあい会館 

 小学生１２人、中学生１６人が参加し、１９の科学研究が発表されました。

○第９回教育委員会定例会 

９月２７日（金）／笹神支所  

○いじめ問題対策連絡協議会  

９月２７日（金）／笹神支所 

 

 続きまして、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 

〇第１６回小学校親善陸上大会 

９月１２日（木）／水原小学校 

〇決算審査特別委員会 

９月１３日（金）～１８日（水）／市役所 

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 

〇第９回教育委員会定例会 

９月２７日（金）／笹神支所 

〇いじめ問題対策連絡協議会 

９月２７日（金）／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。 
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 〇まちづくり塾 

８月３０日（金）／安田瓦ロード 

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回市議会定例会 

９月４日（水）～２０日（金）／市役所  

〇社会厚生常任委員会 

９月１１日（水）／市役所  

〇決算審査特別委員会 

９月１３日（金）～１８日（水）／市役所  

〇県下弓道阿賀野大会（３００人） 

９月１５日（日）／水原総合体育館 

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  

〇子ども科学展 

９月２１日（土）・２２日（日）／水原公民館  

〇新潟アルビレックスＢＢラビッツ決起集会（８０人） 

９月２２日（日）／天朝閣 

〇第３４回国民文化祭関連 世阿弥大学（８０人） 

９月２３日（月・祝）／吉田東伍記念博物館 

〇社会教育委員会 

９月２５日（水）／笹神支所  

〇公民館運営審議会 

９月２５日（水）／笹神支所 

 

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。 

 

 〔８月２８日～９月２７日〕 

  ○児童生徒の事故報告 

   ・交通事故２件（小学校１件・中学校１件）飛び出し 

   ・非行１件（中学校）いたずら電話 

  ○教職員の事故報告 

   ・交通事故１件 追突被害 

 

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１８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１８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。 
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菅井課長 〇保護者と教職員の会主催講演会「もっと子育てが楽しくなるために」（後援） 

新潟県教職員組合下越支部 長谷川 直紀 

１１月２３日（土・祝）／新発田市地域交流センター 

〇阿賀野市小中学校音楽祭（後援） 

  阿賀野市学校教育研究会 

阿賀野市小中学校音楽祭実行委員会 実行委員長 小泉 明美 

  １０月２４日（木）／水原総合体育館 

 

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。 

 

〇元気長生き運動教室（共催） 

  ＮＰＯ法人阿賀野市総合型クラブ 理事長 國井 嘉樹  

  ９月２４日（火）～１１月２６日（火）の毎週火曜／水原総合体育館  

 〇世阿弥大学（後援） 

世阿弥大学実行委員会 長谷川 安生 

  ９月２３日(月・祝)／吉田東伍記念博物館 

 〇第１６回阿賀野市少年剣道大会（後援） 

  阿賀野市剣道連盟 会長 木村 謙龍  

  １０月６日(日)／安田体育館 

 〇第４７回下越地区柔道大会（後援） 

下越地区柔道連盟 会長 五十嵐 聖一 

阿賀野市柔道連盟 会長 雪 孝光  

  １０月６日(日)／笹神体育館 

〇わくわくサロン おてんとさま（共催） 

ＮＰＯ法人阿賀野市総合型クラブ 理事長 國井 嘉樹  

１０月３日（木）～令和２年３月２６日（木）の毎週木曜／水原公民館など 

 

神田教育長 はい。全部で７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１９号 平成３１年度（令和元年度）全国学力・

学習状況調査における調査結果の概要について、事務局お願いいたします。 

 

伊藤管理 

指導主事 

報告第１９号 平成３１年度（令和元年度）全国学力・学習状況調査における調

査結果の概要について、ご説明申し上げます。 

 

これにつきましては、先月、三間教育指導主事の方から話があったとおりですけ

れども、最後の３１年度という所の数字が抜けていましたのでご覧ください。 

 

全国を１００としたときに比べて、これぐらいですよというものなのですが、こ

れまで小学校の方は、ここ何年かは１００ということで同じだったのです。けれど

も、今回は９９ということで、ほぼほぼ同じですが、若干下がっています。そして、

算数の方ですけれども、これは下降気味です。今年度につきましては、少し悪いと

いう結果になりました。細かく下の方に分析がありますので、また後ほどご覧いた

だければと思います。 

 

裏面に行きまして、中学校の方です。中学校の国語につきましては、ほぼほぼ全

国平均と見ていいかなというものです。ただ、数学、そして英語に関しましては、

全国よりも低いということになっております。そこを踏まえ、教育センターを中心

に学校の授業改善を進め、学力の定着を図るよう指導を続けているところでござい

ます。以上です。 
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教育長 はい。前回お示しした内容に３１年度の標準化得点が加わったということで、正

式に報告をさせていただきます。 

これについては、そのまま市のホームページに載せて、市民に公表することで考

えております。こ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、ないようですので、次に、報告第２０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２０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。 

 

今日配布させていただきました資料、要回収が１枚と認定状況の表でございま

す。 

 

まず９月認定につきましては、０でございます。９月認定の一番下に認定後支給

停止者１というものがございます。これにつきましては、要回収の個人名が出てい

る所をご覧いただきたいと思いますが、一番下、９月認定取消、◯◯中の◯◯さん、

◯◯市の方に転出されたので、認定が取り消しになったというものでございます。 

 

８月認定でございますけれども、委員会終了後、８月中に学校を経由して申請が

あったもの、辞退があったもの等がありましたので、ご説明をしたいと思います。

まず一番下、認定後支給停止者に１が入ってございます。これは要回収の中段、◯

◯小の◯◯さんでございます。廃止理由は辞退、今まで児童扶養手当をもらってい

た方が再婚により辞退ということでございます。認定の方は１、新規の認定が◯◯

の◯◯さんでございます。児童扶養手当を受給、８月３０日の受け付けでございま

す。児童扶養手当でございますので、母子家庭になられたということでございます。 

 

９月までの認定者数でまいりますと、昨年度に対しまして、おおよそ９１％にな

っております。支給者数の割合に関しましては、対前年度比、一番下の数値ですけ

れども９４％。今後またポツポツと認定になりますと、昨年度並みの支給者数にな

るのではないかと思っております。以上であります。 

 

神田教育長 はい。異動があったものが３件ということでありますが、ただ今の報告について、

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 その他について、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。 

 

〇幼稚園運動会 

９月２９日（日）／安田幼稚園、京ヶ瀬幼稚園 

〇就学時健康診断 

１０月１日（火）／安田小学校 

 〇第７回校園長会 

１０月２日（水）／笹神支所 

〇部落解放第３６回新潟県研究集会 

１０月５日（土）／村上市 
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菅井課長 〇教育委員学校訪問 

１０月８日（火）／こどものこころとことばの相談室、分田小学校、 

堀越小学校 

〇就学時健康診断 

１０月９日（水）／水原小学校（分田小学校就学予定児童を含む) 

〇定期監査（学校施設） 

１０月９日（水）／神山小学校、安田幼稚園 

〇就学時健康診断 

１０月１１日（金）／笹岡小学校（神山小学校就学予定児童を含む） 

〇新潟県都市教育長協議会秋季定期総会 

１０月１５日（火）／燕市 

〇定期監査（事務局）  

１０月１６日（水）／笹神支所 

〇就学時健康診断 

１０月１７日（木）／安野小学校（堀越小学校就学予定児童を含む） 

〇新潟県都市教育委員会庶務主管課長会議 

１０月２４日（木）／燕市 

〇小中学校音楽祭 

１０月２４日（木）／水原総合体育館 

〇第１回新潟県人権保育研究集会 

１０月２６日（土）／新発田市 

〇就学時健康診断 

１０月２９日（火）／京ヶ瀬小学校 

 

次回定例会の日程を調整。 

〇第１０回教育委員会定例会 

１０月２８日（月）午前１０時から／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。 

 

〇山手学級・さわやか女性セミナー健康料理教室 

９月２７日（金）／安田交流センター 

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 

〇寿学級 

９月３０日（月）／京和荘 

〇さわらび学級 

１０月３日（木）／ふれあい会館 

〇下越教育事務所社会教育担当交流訪問 

１０月４日（金）／笹神支所 

〇新潟アルビレックスＢＢラビッツ開幕戦 

１０月５日（土）・６日（日）／水原総合体育館 

〇山手学級・さわやか女性セミナー押し花教室 

１０月１０日（木）／安田交流センター 

〇安田芸能のつどい 

１０月１３日（日）／安田交流センター 

〇寿学級・健康体操教室 

１０月１５日（火）／京和荘 

〇水原地区芸能発表会 

１０月２０日（日）／水原公民館 

〇第７２回新潟県駅伝競走大会 

１０月２０日（日）／長岡市～新潟市 
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 〇山手学級・さわやか女性セミナー干支の押し絵教室 

１０月２４日（木）／安田交流センター 

〇緑の少年団森林整備活動 

１０月２６日（土）／育林の森 

〇分田地区芸能まつり 

１０月２７日（日）／分田小学校 

 

神田教育長 続きまして、事務連絡等について、事務局お願いいたします。 

 

菅井課長 １つ情報提供がございます。旧赤坂小学校につきましては、今、管財課が所管を

しております。進出する企業があるとのことで、お貸しするということになり、１

０月３日に地域の市民の方に説明会が行われます。 

 

私共には関係なさそうなのですけれども、赤坂小学校では現在、大きなスクール

バスの旋回をしております。そこから乗る生徒もおりますが、それが不可能になり

ます。そのため、少しスクールバスの運行に変更があるのですけれども、その説明

会を１０月８日の夜に行う予定としております。 

 

乗降場所は、民家を１軒おいて隣りに六野瀬公会堂がございます。今内々で自治

会長さんにお願いをしていまして、そのようになった場合は、軒先を貸してくださ

いという話をさせていただいております。 

 

そして、会議の前に少しお話をしましたが、またスマートフォンで遊ぶゲームで、

一般常識を超えたような時間に外で遊んでいるという話がありましたので、校園長

会で各学校長に注意喚起をしたいと思っております。学校教育課からは以上であり

ます。 

 

神田教育長 他に何かございますでしょうか。 

（全員なし） 

 

圓山委員 県縦断は１日になったんですよね。手応えはどうですか。 

 

齋藤課長 ２０位以内を目指すということです。 

 

酒井委員 学力と学習状況の所に戻って、すみません。 

 

少し下がっているのが気になって。児童への意識調査の中に、国語も算数も「大

切だと思う」「授業の内容がよく分かる」の設問で下回っているということなので、

先生方も一生懸命分かりやすい授業をするように研究されていると思うのですが、

ここが少しでも伸びるように。小学校が少し上がれば、中学校へも影響するのでは

ないかと思うので、お願いしたいと思います。以上です。 

 

教育長 国語で勉強が好きというのは、全国を上回っているのだけれども、算数では、勉

強が好き、他の設問でも全国を下回っています。算数は苦手意識がとても強いので、

成績も伸びていない。それは、とても関連性が強いと思うので、校長や教育センタ

ーの教育指導主事に興味を持たせる指導の工夫をあらためてお願いしたいと思い

ます。いろいろな方法があるのですが、言っているのは、子どもが自ら考え、子ど

もが主体となって考える授業への転換、先生が頭から教える授業から子どもが解き

明かしていく楽しさを体得できる授業への転換という話はしております。少しでも

喜びが感じられる授業になれば。 

 

酒井委員 そうですね。子どもたちのやる気も出てくると思います。 
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神田教育長 おのずと吸収していく、力が付いていくのですね。大変ありがとうございます。

そのようにまた、いろいろな機会を見て指導していきたいと思います。 

 

他にございますでしょうか。 

（全員なし） 

 

ないようでありましたら、本日の令和元年第９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。お疲れさまでした。 

 

閉会を宣言した時刻 午後２時１４分 
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