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令和元年第１０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１０月２８日（月) 午前１０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  令和元年第９回教育委員会定例会会議録の承認 

３  業務報告 

４ 
報告第２１号 共催・後援の承諾について 

報告第２２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 

 

 

 

 

 

午前１０時００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１０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、ご苦労さまでございます。 
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神田教育長 これより、令和元年第１０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１０回定例会は、１０月２８日月曜日、午前１０時００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、議事日程のとおりです。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１０回教育委員会定例会の会議録署名委員は、酒井委員を指名いたし

ます。 

 

 日程第２ 令和元年第９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９回教育委員会定例会の会議録につきまして、事前に配布をさせてい

ただいております。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  はい。では、会議録について、いかがでしょうか。 

（全員異議なし） 

 

よろしゅうございましょうか。全員異議なしということですので、令和元年第９

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。  

 

○安田地区敬老会 

９月２８日（土）／安田体育館 

  ○幼稚園運動会 

９月２９日（日）／安田幼稚園、京ヶ瀬幼稚園 

あいにくの雨模様で屋内での運動会でしたが、障害物を軽々と越えたり、

リズムに乗って生き生きと踊ったりと、楽しい運動会でした。  

○辞令交付式（幼稚園教諭２人） 

１０月１日（火）／市役所 

○学校事務職員との懇談会  

１０月１日（火）／水上屋 

○第７回校園長会 

１０月２日（水）／笹神支所 
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 ８月以降、県内教員の逮捕事案が連続して発生したことから、特にＳＮＳ

に関する指導を行い、危機意識を高めるようお願いしました。 

「勉強が好き」という教科は正答率が高いことから、友達との対話的な授

業を行い、楽しい授業づくりを心掛けてほしいと話しました。 

次年度から、小学校でプログラミング教育が導入されることから、今から

タブレットを活用し、機器に慣れさせておくようお願いしました。  

○第１６回少年剣道大会 

１０月６日（日）／安田体育館 

○緊急校長会 

１０月７日（月）／新発田市生涯学習センター  

教育は信頼関係がなければ成立しない。信頼を取り戻し、教える者として

の心構えを取り戻すため、繰り返し、粘り強く指導し、非違行為を根絶しな

ければならないという県教育庁義務教育課長からの強い指導がありました。 

○教育委員学校訪問 

１０月８日（火）／こどものことばとこころの相談室、分田小学校、 

堀越小学校 

○阿賀野市戦没者追悼式 

１０月１２日（土）／市民ホールあがの 

○第７２回新潟県駅伝競走大会団結式  

１０月１２日（土）／福祉会館 

○台風１９号被害 

１０月１５日（火）／水原小学校：防砂ネットの破損、樹木の枝折れ 

京ヶ瀬幼稚園：窓ガラスのひび割れ 

○阿賀野警察署被害者支援連絡協議会 

１０月１８日（金）／阿賀野警察署 

○小学校学習発表会等 

１０月１９日（土）／市内小学校 

○中学校合唱コンクール 

１０月１９日（土）／市内中学校 

○第７２回新潟県駅伝競走大会 

１０月２０日（日）／安野小学校（中継所） 

○下越教育事務所管内教育長会議 

１０月２１日（月）／下越教育事務所 

○小中学校音楽祭 

１０月２４日（木）／水原総合体育館 

○分田小学校文化祭 

１０月２７日（日）／分田小学校 

○第１０回教育委員会定例会 

１０月２８日（月）／笹神支所 

 

神田教育長  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。 

 

◯幼稚園運動会 

９月２９日（日）／安田幼稚園、京ヶ瀬幼稚園 

◯就学時健康診断 

１０月１日（火）／安田小学校 

◯第７回校園長会 

１０月２日（水）／笹神支所 
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菅井課長 ◯部落解放第３６回新潟県研究集会 

１０月５日（土）／村上市民ふれあいセンター 

◯教育委員学校訪問 

１０月８日（火）／こどものことばとこころの相談室、分田小学校、 

         堀越小学校 

◯就学時健康診断 

１０月９日（水）／水原小学校、分田小学校 

◯定期監査（学校施設） 

１０月９日（水）／神山小学校、安田幼稚園 

◯就学時健康診断 

１０月１１日（金）／笹岡小学校、神山小学校 

◯定期監査（事務局） 

１０月１６日（水）／笹神支所 

◯就学時健康診断 

１０月１７日（木）／安野小学校、堀越小学校 

◯小中学校音楽祭 

１０月２４日（木）／水原総合体育館 

◯第１回新潟県人権保育研究集会 

１０月２６日（土）／新発田市生涯学習センター 

◯第１０回教育委員会定例会 

１０月２８日（月）／笹神支所 

◯三市北蒲原郡教育委員会連合協議会研修会 

１０月２８日（月）／イクネスしばた 

 

齋藤課長 生涯学習課の業務について、資料に基づき報告。 

 

◯緑の少年団「グリーンキャンプ」（１３人） 

９月２８日（土）・２９日（日）／五頭連峰少年自然の家  

◯寿学級（高齢者学級）「ちぎり絵」 

９月３０日（月）／京和荘  

◯さわらび学級（高齢者学級）「作品づくり」 

１０月３日（木）／ふれあい会館  

◯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  

◯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  

◯山手学級・さわやか女性セミナー（高齢者学級）「押し花教室」  

１０月１０日（木）／安田交流センター  

◯寿学級「健康体操教室」 

１０月１５日（火）／京和荘  

◯第７２回新潟県駅伝競走大会（２４位） 

１０月２０日（日）／安野小学校（中継所）  

◯水原地区芸能発表会（２１０人） 

１０月２０日（日）／水原公民館  

◯山手学級・さわやか女性セミナー「干支押し絵教室」 

１０月２４日（木）／安田交流センター  

◯緑の少年団「森林整備活動２」 

１０月２６日（土）／五頭連峰少年自然の家  

◯分田地区芸能まつり 

１０月２７日（日）／分田小学校 
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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。 

 

〔９月２８日～１０月２７日〕 

  ○児童生徒の事故報告 

   ・いじめ１件（中学校） 

  ○教職員の事故報告 

   ・交通事故１件 追突（加害） 

   ・交通違反１件 信号無視 

  ○その他 

・不審者２件（小学校）不審な行動、写真撮影 

   ・学級閉鎖（インフルエンザ）２校２学級 

 

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２１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２１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１件、後援が４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。 

 

◯第７２回全国人権・同和教育研究大会兼第２８回新潟県同和教育研究集会 

（後援） 

第７２回全国人権・同和教育研究大会新潟県実行委員会 

実行委員長 野澤 朗（上越市教育委員会教育長）  

令和２年１０月３１日（土）・１１月１日（日）            

／リージョンプラザ上越、上越科学館、上越観光物産センターほか 

 

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。 

 

◯越後府開府１５０年記念小展（後援） 

春城会 会長 小泉 豊信  

１０月２６日（土）～２８日（月）／水原公民館 

◯秋葉ジュニア合唱団「赤い鳥」と季節の歌を一緒に歌おう（後援） 

新潟市秋葉区文化会館 館長 荒井 和真  

１２月３日（火）／新潟市秋葉区文化会館 

◯親子で楽しむクラシック～はじめての演奏会～（後援） 

新潟市秋葉区文化会館 館長 荒井 和真  

令和２年２月２４日（月・振休）／新潟市秋葉区文化会館 

◯令和元年度下越地区中学生新人バレーボールフェスティバル（共催）  

下越地区中学生新人バレーボールフェスティバル  

実行委員会 宮川 太一  

１１月２３日（土・祝）・２４日（日）／笹神体育館、笹神中学校 

 

神田教育長 はい。それでは、共催が１件、後援が４件ということで説明がございましたが、

ご質問等ございますでしょうか。 

（全員なし） 
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神田教育長 ないようですので、次に、報告第２２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２２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人数の一覧と要回収となっております名簿の方

でございます。 

 

１０月中は、準要保護の受給者で認定後支給停止者が７名ございます。小学校６

名、中学校１名であります。 

 

要回収の方の名簿をご覧いただきたいと思います。明細につきましては、以上の

とおりでございますが、廃止の理由でございます。児童扶養手当、一人親の場合に

出る手当なのですけれども、こちらをもらっていれば準要保護に認定しますという

規定があります。 

 

しかし、昨年所得が多かったということで、児童扶養手当の受給権がなくなり、

毎年９月末をもって所得の再審査を行った結果、認定基準を上回っていたため、準

要保護の受給資格もなくなったというものでございます。１１月分から停止になる

というものでございます。以上です。 

 

神田教育長 はい。１０月は新規申請者がなしで、今ほど説明があった９月末で審査した結果、

１０月末をもって認定取り消しということでございます。ご質問等ございませんで

しょうか。 

（全員なし） 

 

それでは、ないようでございますので、続きまして、日程第５ その他に入りま

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。 

 

◯就学時健康診断 

１０月２９日（火）／京ヶ瀬小学校 

◯総務文教常任委員会 

１１月１日（金）／市役所ほか 

◯あがの子ども未来フォーラム（笹神中学校区） 

１１月５日（火）／笹神中学校 

◯あがの子ども未来フォーラム（水原中学校区） 

１１月５日（火）／水原中学校 

◯第８回校園長会 

１１月１２日（火）／笹神支所 

◯第１回人事異動会議 

１１月１９日（火）／笹神支所 

◯「いのち・愛・人権」燕展 

１１月１９日（火）～２５日（月）／燕市文化会館ほか 

  ◯第２回総合教育会議 

   １１月２０日（水）／市役所 

◯あがの子ども未来フォーラム（安田中学校区） 

１１月２２日（金）／安田中学校 
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 ◯あがの子ども未来フォーラム（京ヶ瀬中学校区） 

１１月２６日（火）／京ヶ瀬中学校 

 

次回定例会の日程を調整。 

◯第１１回教育委員会定例会 

１１月２０日（水）午後１時３０分から／市役所 ２階 応接室 

 

齋藤課長 生涯学習課の業務について、資料に基づき説明。 

 

◯安田文化祭 

１１月２日（土）・３日（日・祝）／安田交流センター 

◯京ヶ瀬文化祭 

１１月２日（土）・３日（日・祝）京和荘 

◯水原文化祭 

１１月２日（土）～４日（月・振休）／水原総合体育館 

 ◯笹神文化まつり 

１１月３日（日・祝）・４日（月・振休）／ふれあい会館 

◯社会厚生常任委員会 

１１月７日（木）／五頭連峰少年自然の家 

◯第１６回市民９人制ソフトバレーボール大会 

１１月１０日（日）／水原総合体育館 

◯京ヶ瀬芸能祭 

１１月１０日（日）／京和荘 

◯音楽コンサート 

１１月１０日（日）／水原公民館 

◯明るい家庭作文コンクール表彰式 

１１月１２日（火）／ふれあい会館 

◯ゆめづくりスポーツ教室（新潟アルビレックスＢＣ・少年野球教室） 

１１月２４日（日）／水原野球場 

 

神田教育長 はい。１１月の日程でございました。 

 

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 はい。それでは、人事異動の関係で話をさせていただきたいと思います。 

 

教育長がお話ししましたとおり、１０月１日をもって幼稚園教諭２名を正職員と

して採用いたしました。本間友梨さんと渡邉綾子さん。ずっと臨時職員としてお勤

めいただいておりまして、採用試験を実施いたしたしまして、お２人が採用になっ

たということでございます。学校教育課の方は以上でございます。 

  

斎藤課長 それでは、生涯学習課案件でございます。 

 

年度途中ではございますが、青少年育成センターの三原育成員、また渡邊社会教

育係長が病気で倒れたということがありまして、新たに人事異動がありました。健

康推進課から生涯学習課の方に中村心さんが、１０月２１日付けで異動になりまし

た。以上でございます。 

 

神田教育長 はい。人事異動についてでした。 

他に何かございますでしょうか。 

（全員なし） 
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神田教育長 ないようでありましたら、本日の令和元年第１０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 午前１０時４２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                     


