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令和元年第１１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１１月２０日（水) 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１０回教育委員会定例会会議録の承認 

３  業務報告 

４ 

報告第２３号 共催・後援の承諾について 

報告第２４号 令和元年度阿賀野市一般会計補正予算（第３号）について 

報告第２５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２５号 阿賀野市立学校財務事務取扱要綱の制定について 

６ 議案第２６号 
令和元年度阿賀野市一般会計補正予算（第４号）の議案に関す

る意見の申出について 

７ 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１１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 ご苦労さまでございます。 

 

それでは、これより、令和元年第１１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１１回定例会は、１１月２０日水曜日、午後１時３０分開会。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、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１１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１０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１０回教育委員会定例会の会議録につきまして、何かお気付きの点が

ございましたらお願いしたいと思います。 

 

神田教育長  はい。それでは、会議録について、よろしいでしょうか。 

（全員異議なし） 

 

それでは、令和元年第１０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。本日配布されました資料です。  

 

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。  

 

○防災会議 

１０月２８日（月）／市役所 
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 ○人事異動ヒアリング（市内小学校２校） 

１０月２９日（火）／笹神支所 

○人事管理上の課題等に係るヒアリング 

１０月２９日（火）／下越教育事務所 

  ○人事異動ヒアリング（市内小学校６校） 

１０月３０日（水）／笹神支所 

  ○阿賀野地域キャリア教育支援協議会 

   １０月３０日（水）／阿賀野高等学校 

高校２年生のインターンシップ成果発表会を参観した後、職業体験を中心

に、阿賀野高等学校のキャリア教育の推進に関して意見交換を行いました。 

○人事異動ヒアリング（市内中学校４校） 

１０月３１日（木）／笹神支所 

○総務文教常任委員会（通学路視察ほか） 

１１月１日（金）／市役所ほか 

○市功労者表彰式 

１１月３日（日・祝）／市役所 

○阿賀野市ゆかりの文人展 

１１月３日（日・祝）／水原公民館 

○「黒板アート」鑑賞ツアー 

   １１月３日（日・祝）／旧前山小学校 

市内中学生の希望者約２０人が、武蔵野美術大学の学生による鑑賞授業を

受けるとともに、黒板アートを制作した学生による解説を聞きながら作品を

鑑賞しました。  

○あがの子ども未来フォーラム ｉｎ ささかみ 

１１月５日（火）／笹神中学校 

○あがの子ども未来フォーラム ｉｎ 水原 

 １１月５日（火）／水原中学校 

○緊急小学校長会 

１１月７日（木）／笹神支所 

これまでのいじめ事案について、対応の仕方を点検し、保護者への説明を

丁寧に行うよう指示しました。 

○第８回校園長会 

１１月１２日（火）／笹神支所 

令和２年度の教育課程の編成に当たり、働き方改革の観点から標準授業時

数を大幅に上回ることのないよう注意を促しました。 

神戸市の教師いじめ事案を受け、日頃から職員への毅然とした対応や風通

しの良い職場環境の大切さを指導しました。 

時間外勤務に改善傾向が見られますが、健康保持のため一層の勤務時間管

理をお願いしました。  

○１２月補正予算市長査定 

１１月１２日（火）／市役所 

○第２回職員綱紀委員会 

１１月１２日（火）／市役所 

○第１５回明るい家庭づくり作文コンクール表彰式 

１１月１３日（水）／ふれあい会館 

石井一輝さん（安田小学校５年）の「ひいおばあちゃんとぼく」が最優秀

賞に輝きました。  

○第１回人事異動会議 

１１月１９日（火）／笹神支所 

○第１１回教育委員会定例会 

１１月２０日（水）／市役所 
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神田教育長 ○第２回総合教育会議 

１１月２０日（水）／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。 

 

◯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 ｉｎ ささかみ 

１１月５日（火）／笹神中学校 

◯あがの子ども未来フォーラム ｉｎ 水原 

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（水）／燕市文化会館ほか 

◯第１１回教育委員会定例会 

１１月２０日（水）／市役所 

◯第２回総合教育会議 

１１月２０日（水）／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。 

 

  ◯阿賀野市ゆかりの文人展（３４７人） 

１１月１日（金）～３日（日・祝）／水原公民館 

◯阿賀野市ＰＴＡ連絡協議会研修（５０人・講師：県生涯学習センター参事） 

１１月１日（金）／水原公民館 

◯安田文化祭（７２２人） 

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 

◯市民茶会（６０人） 

１１月３日（日・祝）／水原公民館 

◯笹神文化まつり（１,１０３人） 

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 

◯国民文化祭 

１１月９日（土） 

市事業：やすだ瓦ロードまちあるき（８４人）／やすだ瓦ロード 

県事業：シンポジウム（１５０人）／安田交流センター  

◯京ヶ瀬芸能祭 

１１月１０日（日）／京和荘 
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 ◯音楽コンサート 

１１月１０日（日）／水原公民館 

◯第１５回明るい家庭づくり作文コンクール表彰式 

１１月１３日（水）／ふれあい会館 

 

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。 

 

〔１０月２８日～１１月１９日〕 

  ○児童生徒の事故報告 

   ・暴力１件（小学校）蹴られる 

   ・けが１件（中学校）骨折 

  ○教職員の事故報告 

   ・交通事故１件 物損 

  ○その他 

   ・学級閉鎖１件（小学校）インフルエンザ 

 

神田教育長 

 

ただ今の業務報告について、ご質問等ございませんでしょうか。 

（全員なし） 

 

それでは、ないようですので、次に、日程第４ 報告第２３号 共催・後援の承諾

について、事務局お願いいたします。 

 

齋藤課長 報告第２３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、後援が３件で、全て生涯学習課の案件となっておりますので、私の方か

ら説明させていただきます。 

 

議案書に基づき説明。 

 

◯市民とともに「市島春城を学び落語を楽しむ会」（文化講座）（後援） 

水原文化協会 会長 須田 一彦 

１２月１日（日）／水原公民館 

◯第３回世界大正琴交流大会 琴リンピック ２０２０ イン 新潟（後援） 

琴リンピック実行委員会 実行委員長 琴源（金子 秀樹）  

令和２年８月２０日（木）～２４日（月）／新潟市民芸術文化会館 

◯第１７回全国高等学校ＡＲＤＦ競技大会（後援） 

全国高等学校アマチュア無線連盟 

 全国高等学校ＡＲＤＦ競技大会準備委員会 準備委員長 佐藤  久  

令和２年７月２５日（土）～２７日（月）／五頭連峰少年自然の家周辺 

 

神田教育長 はい。それでは、ただ今説明のありました共催・後援の承諾について、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２４号 令和元年度阿賀野市一般会計補正予算

（第３号）について、事務局お願いいたします。 

 

齋藤課長 報告第２４号 令和元年度阿賀野市一般会計補正予算（第３号）につきまして、

ご説明申し上げます。 

 

この案件につきましては、市に寄せられた教育目的の寄付があり、それを財源と 
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齋藤課長 しまして、来年度から始まりますプログラミング教育に向けて、子どもたちにいつ

でもコンピューターに親しんでいただくという目的で、市立図書館にプログラムを

含むコンピューター３台を設置するための補正予算を組みました。コンセント工事

として６万円、コンピューター３台を買うのに９７万円の予算を計上しておりま

す。以上でございます。 

 

神田教育長 はい。今、説明のあったとおりです。寄付金が１００万円、一般財源から３万円、

計１０３万円ということで、コンピューターを買って、プログラムをインストール

し、図書館に来た子どもがプログラミングを体験できるように考えて立てた補正予

算です。これは専決ですよね。 

 

齋藤課長 そうですね。これは納期のことを考えますと、１２月議会を待たないで、市長の

専決ということで決裁をいただいているものでございます。 

 

神田教育長 決裁済みというものであります。 

 

ただ今説明のありました阿賀野市一般会計補正予算（第３号）について、ご質問

等ございますでしょうか。 

 

コンピューターはどのようなものを入れるのですか。 

 

齋藤課長 学校に納入するものと同じものと聞いております。電源を入れると、そのソフト

が動き始めて、子どもが自分で勉強できるという設定になっております。従って、

専門の職員を置くことはしません。 

 

神田教育長 コンピューターが説明してくれるので、先生が隣りに付いて教えなくても。ここ

を押すと、次はこのようなやり方をしてくださいという指示が出て、そのとおりに

動かしていくと、誰か付き添いがなくてもできる。 

 

酒井委員 そのソフトしか使えないのですか。 

 

齋藤課長 インターネットで外に出たりするものではなく、それ専用の機械になります。 

 

神田教育長 また、時間が経って古くなるというか、子どもが大体みんなやってしまえば、違

うものをインストールして、お金は掛かりますけど、また新しいプログラムができ

るということも考えているようでございます。 

 

ご質問等よろしいですか。 

（全員なし） 

 

はい。それでは、ないようでしたら、次に、報告第２５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２５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。 

 

毎月見ていただいている横長の表と要回収の対象者の名簿でございます。 

 

先月の委員会が終わった後、１０月中に申請が１件あったものでございます。こ

れは所得要件に関する方でしたので、調べまして認定になったという内容でござい

ます。 
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 認定分の要回収の名簿をご覧いただきますと、準要保護で所得審査により認定に

なりました。１０月中の申請でありましたので、１０月１日から認定になって支給

いたしますというものでございます。以上です。 

 

神田教育長 はい。１件の認定で、今年度の申請者数が４６６件、認定者数は１件プラスの４

１１件ということであります。 

 

それでは、ただ今の説明について、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、続きまして、日程第５に移ります。議案第２５号 

阿賀野市立学校財務事務取扱要綱の制定について、事務局お願いいたします。 

 

菅井課長 議案第２５号 阿賀野市立学校財務事務取扱要綱の制定につきまして、ご説明申

し上げます。 

 

今回、この取扱要綱を制定するものでございますけれども、内容をご覧いただき

ますと、正直なところ、こんなことも今まで制定していなかったのかと感じられる

かと思います。 

 

これまで、阿賀野市が合併した後は、阿賀野市の財務規則、これを準用いたしま

して、各学校の財務を動かしていたわけなのですが、今、学校との間で、事務職員

や校長先生が入る中で、しっかりとした学校財務事務取り扱いの決まりがあるべき

ということで、２年ほどかけて、各市の良いところ取りをしまして、時代に合った

取扱要綱を今回制定させていただくものでございます。 

 

本当に見ていただくと、誰が責任者であるとか、会計の年度がいつからいつまで

だとか、非常に常識的なことが書いてございます。今まで少し慣れ合いでやってき

た部分をしっかり明文化したと捉えていただければと思います。以上です。 

 

神田教育長 財務ですから、お金の関係の責任者は誰だとか、執行する人は誰だとか、備品は

どうやって受け取ったり、移管したりするのかとか。学校の責任者は校長になって

いますから、学校事務が仕事をして、校長が決裁をする。物品購入の伝票は、学校

教育課長の所まで回ってくるのですよね。そこは学校教育課長が最終的にチェック

をするということ、今まではっきりとこういうものがない中でやってきたのを、責

任の所在をはっきりさせて、適切な取り扱いができるように明文化したということ

であります。 

 

質問等ございますでしょうか。 

 

伊藤管理 

指導主事 

最後の日付けの所は、今日になるのですか。 

菅井課長 承認を得れば、一番上の公布日が明日、一番下の施行日が１２月１日になります。 

 

神田教育長 その他、阿賀野市立学校財務事務取扱要綱の制定について、ご質問等ございます

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。 

 

続きまして、日程第６ 議案第２６号 令和元年度阿賀野市一般会計補正予算（第

４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。 
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菅井課長 議案第２６号 令和元年度阿賀野市一般会計補正予算（第４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。 

 

最初に、学校教育課の案件につきまして、ご説明申し上げます。 

 

お配りしているものを開いていただきまして、１ページ目、２ページ目、教育総

務費から始まりまして幼稚園費まででございます。大きな所は、春の人事異動で職

員が動きました。その関係で職員の給料、職員手当等、共済費を含めまして、プラ

ス、マイナスの補正をさせていただくものでございます。 

 

最後になりますが、幼稚園費、一番下の所をご覧いただきたいと思います。京ヶ

瀬幼稚園でございます。事業費といたしまして、２６万６千円を追加してございま

す。次のページ、４ページの一番上に書いてございますけれども、諸消耗品と施設

備品。なんで今頃買うのだということでございますが、年度途中の未満児の入園が

どんどん増えておりまして、昨年度準備した備品、消耗品等で足りなくなりました。

そのようなことから、今回追加で棚などを整備させていただくものでございます。 

 

学校給食費の方でございます。人件費につきましては、先ほどと同じ理由で若干

動いておりまして、もう１つ、学校給食センター管理事業費でマイナス１６９万１

千円でございます。昨年度予算立てをしたとき、正職員が配置されるかどうか分か

らないという中で、パート賃金を上げていたのですが、再任用ではありましたけれ

ども職員が１人配置になり、もうこれは不要ということで、今回減額をしたところ

でございます。 

 

もう１か所、お願いをしたいと思います。資料の最後のページをご覧いただきた

いと思います。債務負担行為の補正でございます。学校教育課は一番上でございま

す。塾のコンビニ（英語塾）運営業務委託料、令和２年度の１年間でありまして、

限度額５５０万円であります。この債務負担行為というものは、４月１日から仕事

を始めるために、今年度中に債務負担、要は契約行為で、いろんな手続きがありま

すが、それを承認してもらうために、今回の１２月議会で上げるものでございます。

学校教育課は以上でございます。 

 

齋藤課長 はい。続きまして、生涯学習課の案件になります。ページは、３ページ、４ペー

ジになります。 

 

社会教育総務費でございます。学校教育課と同じで、人事案件に伴うプラス、マ

イナスが出ており、特筆すべき所だけを説明させていただきます。社会教育総務費

をずっと右に見ていただきまして、職員人件費、人事給与、職員給料、扶養手当、

通勤手当、住居手当、その後に時間外勤務手当があり、２６０万円という数字が載

ってございます。これにつきましては、年度当初から生涯学習課案件で事業見直し

など、いろいろ進めてきたのですけれども、いろんな事情で時間外勤務手当が不足

したものですから、２６０万円を年度末に向けて計上したものであります。 

 

続きまして、その２行下にありますが、図書館費でございます。京ヶ瀬地区にあ

ります市立図書館には、入り口の自動ドアの所に入場者カウンターが付いてござい

ますが、これが故障しました。図書館を利用する人がどれくらいいるのか統計を取

るため、５０万円かけて入れ替えを行うものでございます。 

 

学校教育課と同じで最後のページになります。先ほども言いましたように、次年

度以降の事務を今年度中に行えませんが、債務負担行為の承認をもらいますと、事

務を前年度中に行えるようになります。 
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 成人式につきましては、来年も５月４日で計画をしているのですが、駐車場の整

理や舞台の設置工事につきましては、４月になってから入札で発注しますと間に合

わないため、業務委託料１００万円を限度に債務負担行為の許可を求めているもの

でございます。 

 

その次は、安田交流センター案件になります。委員の皆さまにも見ていただいて

おりますが、安田交流センターは支所と公民館機能にプラスして、安田診療所があ

りますが、それらを全部含めて安田交流センターを称しております。実は今回の安

田交流センター改築工事で、安田診療所の空調設備は更新工事を行っておりません

でした。築後もう２０年以上経っておりまして致命的な故障が出始めております。

故障が生じれば、安田診療所の診療を中止せざるを得なくなるものですから、あら

かじめ空調更新工事を行うということで、工事監理業務委託料が５０万円、工事費

が３０００万円を上げさせていただいくものです。あくまでも概算の額でございま

す。以上です。 

 

神田教育長 はい。それでは、ただ今、説明のありました令和元年度阿賀野市一般会計補正予

算（第４号）の議案に関する意見の申出について、ご質問等ございますでしょうか。 

 

大体が人事異動絡みの人件費の調整。人事が決まる前に予算立てしなければいけ

ないので、多分何人付くだろう、だからいくら必要だという予算の立て方をするの

だそうです。その後に人の配置が決まるので、誤差が出る。今段階でその誤差につ

いて調整をするというのが、学校教育課では大きな案件ということです。あとは説

明のあったとおりです。 

 

聞き漏らしたようなことは、ございませんでしょうか。 

 

給食センター管理事業費の減額、１６９万１千円の所、もう１回説明してもらえ

ますか。 

 

菅井課長 市の職員が配置されるかどうか確定しておりませんでしたので、臨時職員のパー

ト賃金１人分を上げておりました。上げておりましたけれども、春の人事異動で再

任用の職員が配置になったことから、このパート賃金はいらなくなりましたという

ことでございます。 

 

神田教育長 職員給料とパート賃金で項目が違うわけですね。 

 

酒井委員 

 

安田診療所の件なのですけど、築２５年でしたっけ、 

齋藤課長 細かい建設年が私の頭の中に入っていないので申し訳ないのですが、結構経って

いるはずです。 

 

酒井委員 こちらは空調設備だけで、建物の中はいじらずに。 

 

齋藤課長 そうですね。空調設備だけです、安田診療所は。 

 

酒井委員 この金額。 

 

齋藤課長 令和元年度の当初予算には、外装の方も少し考えています。 

 

神田教育長 安田診療所は安田交流センターの中に入っているのですか。 

 

斎藤課長 建物は２つで３階を渡り廊下で結んでいるという状況です。別棟です。 
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斎藤課長 去年も１、２週間、扇風機でしのいだこともあったらしいです。 

 

神田教育長 安田交流センターと結ばれている。 

 

渡邉委員 １階もつながっていますか。 

 

齋藤課長 １階はつながっていません。３階だけです。３階は渡り廊下でつながっています。 

 

神田教育長 診療所は新しくなっていないわけですね。 

 

渡邉委員 診療所はそのままですね。 

 

齋藤課長 安田町役場が建設されて、その後に建てた施設なので、まだまだ新しいのですが、

設備は大体１５年から２０年で入れ替えが必要になってきますので、その時期を迎

えたということです。 

 

神田教育長 空調を中心に改修する。 

 

齋藤課長 そういうことですね。 

 

神田教育長 酒井委員さん、よろしいですか。 

 

酒井委員  はい。ありがとうございます。 

 

 他にいかがですか。ただ今の案件について、ご異議ございませんでしょうか。 

（全員異議なし） 

 

それでは、この案件については承認されました。 

 

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。 

 

◯あがの子ども未来フォーラム ｉｎ ＹＡＳＵＤＡ 

１１月２２日（金）／安田中学校 

◯あがの子ども未来フォーラム in 京ヶ瀬 

１１月２６日（火）／京ヶ瀬中学校 

◯市議会定例会 

１２月３日（火）～１３日（金）／市役所 

◯第９回校園長会 

１２月４日（水）／笹神支所 

◯総務文教常任委員会 

１２月９日（月）／市役所  

◯第４回 Ｍａｙｏｒ’ｓ Ｃｕｐ Ｐｒｅｓｅｎｔａｔｉｏｎ Ｃｏｎｔｅｓｔ 

１２月２５日（水）／ふれあい会館 

 

次回定例会の日程を調整。 

◯第１２回教育委員会定例会 

１２月２７日（金）午前１０時００分から／笹神支所 ４階 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。 

 

◯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 

◯３市町社会教育委員合同研修会（阿賀野市・五泉市・阿賀町） 

１１月２５日（月）／五泉市総合会館 

◯新発田地域警察連絡協議会・中高生活指導連絡協議会 

１１月２７日（水）／新発田商業高等学校 

◯緑の少年団修了式  

１２月７日（土）／ふれあい会館 

◯定期監査 

１２月１６日（月）／笹神支所 

 

神田教育長 はい。今後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。皆さまにお配りさせていただきました。大変遅くなりました。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が出来上がりましたので、お

読みをいただければと思います。今日印刷ができましたので、明日以降、議員の皆

さまであるとか、その他図書館等に閲覧の依頼をしてまいりたいと思っておりま

す。 

 

もう１点でございます。阿賀野高等学校の総合選択制の学校に変わるという宣伝

用のチラシであります。これにつきましては、１１月に入りまして、校長先生が自

ら各中学校へ進路説明会のある日に出向いて、１０分から１５分熱弁を振るってお

られました。少しでもご父兄の方とか生徒の皆さんに響けばと思います。非常に上

手にお話をされておられました。私は笹神中学校に行ってまいりましたけれども、

本当に良かったと思っております。情報提供ということでお願いをしたいと思いま

す。学校教育課の方は以上でございます。 

  

神田教育長 願書締め切りは１２月末、それとも１月入ってから。 

 

伊藤管理 

指導主事 

 

はい。１月末ですね、願書締め切りは。公立で最終の３月受験のものは、もう少

し遅くなります。 

菅井課長 三者面談が１２月でしたよね。 

 

伊藤管理 

指導主事 

 

三者面談が１２月で、１月の頭ぐらいに私立の願書を出します。そして、１月の

１５日ぐらいに推薦や専願の試験があるんですね。公立の一般入試については、３

月が受験なので、２月の半ばぐらいに出すことになります。 

 

神田教育長 １２月には、ほぼ進路が決定する。そのギリギリに間に合うようなタイミングで、

阿賀野高校の校長先生が最後のお願いということで。 

 

渡邉委員 阿賀野高校は県立ですが、阿賀野市も加わったわけですよね。教育課程とかそう

いうものは、県の指導で決まるわけでしょ。今回、阿賀野市も地域的なもので、や

りましょうと提案して、それで高校を動かしたわけじゃないですか。動くものなの

ですか。 

 

菅井課長 動いたのですね。教育長が出た会議もありますし、関係者が集まる会議を今年２

回、今度３回目も計画していまして、皆さんで情報共有して高校を応援していこう 
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菅井課長 という流れに今なっています。 

 

神田教育長 普通科は特色がないから改善しなければ駄目だという話が国から出ていて、県も

特色のある普通科をつくらなければいけないということで、阿賀野高校は、いろい

ろと教育課程や指導内容を変更しているのですね。単位制になったり、通信制にな

ったりする学校があったり、総合課程になったり、他に阿賀野高校ともう１つ、地

域連携型のような高校があるようだけど、その計画は阿賀野市が騒いだからという

よりも、そういう計画があったのですね。ところが、コマーシャルが足りないと、

良い内容を全員に、各学校に回って説明しなければ駄目だという話になって、最後

のお願いということで回ったものです。将来の姿が見えない。卒業して何になれる

のだという姿が見えなければ、訴えようがないとのことで、具体的にチラシを作っ

たのではと私は思っていますけど、計画自体は元々から県に改革の案はあったもの

です。 

 

県がしたいことが分かるように、中学校相手に校長が出向いて説明をしてもらえ

るとありがたいというつなぎ役を教育委員会としてはやりました、市がやっている

ことなのですが。義務教育学校ですから、働き掛けは教育委員会が校長に対してや

る。校長に対して市長部局が指導することは、ルートとしてふさわしくないという

ことですね。そのようなことで動いていますが、少しでも生徒が多くなれば、市も

活気付くのかなと期待するものであります。 

 

他にございませんでしょうか。ないようでありましたら、本日の令和元年第１１

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３５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。 
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     会 議 録 署 名 委 員                     


