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令和元年第１２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１２月２７日（金) 午前１０時４５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  課長補佐   清野 武 

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１１回教育委員会定例会会議録の承認 

３  業務報告 

４ 
報告第２６号 共催・後援の承諾について 

報告第２７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２７号 
阿賀野市遠距離児童及び生徒定期券購入費補助金支給に関する

要綱の一部改正について 

６ その他 
１ 今後の日程 

２ 事務連絡等 

 

 

 

 

午前１０時４５分 開会 

菅井課長 

 

 それでは、ただ今から「令和元年第１２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 ご苦労さまでございます。 

 

それでは、これより、令和元年第１２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１２回定例会は、１２月２７日金曜日、午前１０時４５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、生涯学習課から今日は清野課長補佐が出席いたします。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１２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１１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１１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

ございましたらご意見をお願いいたします。 

 

神田教育長  会議録について、いかがでしょうか。 

（全員異議なし） 

 

それでは、異議なしと認めまして、令和元年第１１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。  

 

○「特別の教科 道徳」教育研究発表会 

１１月２１日（木）／笹岡小学校 

市教育委員会が指定する授業研究会です。問題意識を持ち、関わり合って

考えを深めていく道徳授業を目指し、２年生では「仲間外し」、４年生では

「いじめ」について考える授業を公開しました。市内小中学校の先生等４０

人が参加しました。 

○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 
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 総合的な学習の時間で行った地域学習について発表しました。安田小６年

生は劇仕立てで「酪農発祥の地」「庵地焼」「吉田東伍」について、安田中２

年生は職場体験や、地域に貢献する活動として福祉体験・ボランティア活動

について発表しました。子どもたちの郷土を大切に思う気持ちが伝わってき

ました。引き続き「いじめ見逃しゼロスクール集会」が行われました。 

○第１５回阿賀野市書道展懇親祝賀会 

１１月２４日（日）／水上屋 

○五泉市・阿賀野市・阿賀町社会教育委員等合同研修会 

１１月２５日（月）／五泉市総合会館 

○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 

京ヶ瀬小６年生は、道の駅構想や梅・桜デザートづくり、市の空き屋調べ、

未来にほしい施設調べを通して、未来の阿賀野市の姿について提案しまし

た。京ヶ瀬中２年生は、消防本部や県立リウマチセンターの職場体験を通し

て学んだことを発表しました。引き続き行われた「いじめ見逃しゼロ集会」

では、小中学生が１８グループに分かれ、いじめへの対応の仕方について意

見交流を行いました。 

○１２月期 定例記者会見 

１１月２７日（水）／市役所 

○ＮＩＥ研究発表会 

 １１月２７日（水）／水原小学校 

県ＮＩＥ推進協議会の実践委嘱校として、新聞を学習に生かして活用力を

育成しようとする研究の２年次発表が行われました。５年２組の国語の公開

授業では「携帯電話を持つことになったとき、どのように使っていくとよい

か」をテーマに、さまざまな新聞記事を読み、自分の考えを書いていました。 

○第２回教育支援委員会（対象幼児２４人、対象児童生徒１４人） 

１１月２８日（木）／笹神支所 

就学に係る教育支援について協議しました。 

○新潟県教職員組合交渉 

１１月２９日（金）／笹神支所 

○「市島春城を学び、落語を楽しむ会」文化講座 

１２月１日（日）／水原公民館 

○第４回市議会定例会 

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 

 主な指導事項は、次のとおりです。 

・今年度の授業日数が残り８０日程度になっていることから、学校全体とし

て１年間の復習を計画的に行うこと。 

・絵画や音楽発表における担任の力量差を埋める手立てを講ずること。 

・多忙な時期に発生しがちな個人情報の流出や交通事故の防止に努めるこ

と。 

・ＳＮＳの危険性について児童生徒に指導するとともに、体育授業での事故

防止に努めること。 

○緑の少年団修了式 

１２月７日（土）／ふれあい会館 

○総務文教常任委員会 

１２月９日（月）／市役所 

○教職員評価面談 

１２月１１日（水）・１２日（木）／笹神支所 

○第３回県立阿賀野高校を活性化する意見交換会 

１２月２３日（月）／市役所 
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神田教育長 ◯第４回 Ｍａｙｏｒ’ｓ Ｃｕｐ Ｐｒｅｓｅｎｔａｔｉｏｎ Ｃｏｎｔｅｓｔ 

小学校では、暗唱の部に２人と１組、自由発表の部に１人と２組が、中学

校では、自由発表の部に１１人が参加しました。きれいな発音や主張のしっ

かりした発表内容が印象に残りました。 

１２月２５日（水）／ふれあい会館 

○第１２回教育委員会定例会 

１２月２７日（金）／笹神支所 

○市長年末訓示 

１２月２７日（金）／市役所 

 

次に、学校教育課長、生涯学習課長補佐、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。 

 

◯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 

◯第４回市議会定例会 

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 

◯第１２回教育委員会定例会 

１２月２７日（金）／笹神支所 

 

清野 

課長補佐 

生涯学習課の業務について、資料に基づき報告。 

 

  ◯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・６５人） 

１１月２４日（日）／水原野球場 

◯アルビレックス新潟県内全市町村ホームタウン化記念セレモニー 

１１月２４日（日）／デンカビッグスワンスタジアム  

◯五泉市・阿賀野市・阿賀町社会教育委員等合同研修会（６人） 

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  

◯お楽しみミニ運動会（１１１人） 

１１月３０日（土）／水原総合体育館  

◯第４回市議会定例会 

１２月３日（火）～１３日（金）／市役所  

◯緑の少年団修了式（１１人） 

１２月７日（土）／ふれあい会館   

◯社会厚生常任委員会 

１２月１０日（火）／市役所  

◯定期監査 

１２月１６日（月）／笹神支所 

◯土橋遺跡発掘調査現場一般公開（～２６日・７８人）  

１２月２１日（土）～２７日（金）／土橋遺跡（土橋地内） 
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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。 

 

〔１１月２０日～１２月２６日〕 

 ○児童生徒の事故報告 

・交通事故２件（小学校）自転車飛び出し 

歩行中 

・けが２件（中学校）骨折、失神 

・不審者１件（小学校）写真撮影 

・虐待１件（中学校）兄弟関係 

・暴力２件（中学校）対教師、生徒間 

・いじめ２件（小学校）からかい 

      （中学校）ＳＮＳでの嫌がらせ 

・盗み１件（中学校）持ち物 

 ○教職員の事故報告 

  ・交通事故１件 追突加害 

  

神田教育長 

 

はい。業務報告は以上のとおりですが、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２６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２６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、全て後援でありまして、承諾した案件が４件、承諾しない案件が１件と

なっております。 

 

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。 

 

議案書に基づき説明。 

 【承諾】 

◯国際交流＆イングリッシュキャンプ(後援) 

宮城復興支援センター センター長 茂木 秀樹  

令和２年６月６日（土）・７日（日）、８月１日（土）・２日（日） 

／国立妙高青少年自然の家 

◯新潟県子ども観光大使実行委員会 実行委員長 田代 勝巳 

①第５回新潟県子ども観光大使大会・認定証授与式 

  令和２年２月１５日（土）／燕三条地場産業振興センター 

 ②第６回全国連合子ども観光大使大会 ｉｎ 新潟 (後援)  

令和２年５月３日（日・祝）／朱鷺メッセ 

 

清野 

課長補佐 

続きまして、生涯学習課課の案件につきまして、ご説明申し上げます。 

 

議案書に基づき説明。 

【承諾】 

◯令和元年度新潟県野鳥保護の集い（瓢湖）（後援） 

新潟県愛鳥センター紫雲寺さえずりの里 所長 上原 伸   

令和２年２月１６日(日)／探鳥会：瓢湖周辺、その他：福祉会館 

◯世界の洋らん展２０２０ ｉｎ サントピアワールド（後援） 

サントピアワールド株式会社 代表取締役 佐藤 十九一  

令和２年３月６日（金）～１５日（日）／安田フラワーガーデン 
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清野 

課長補佐 

【不承諾】 

◯２０２０にいがたコレクション（後援）  

にいがたコレクション 実行委員会 後藤 英夫 

１２月２８日(土)／朱鷺メッセ 

理由：催しの中心がミス・コンテストで、文化や伝統などの魅力発信という

趣旨に疑問が残るため。 

 

神田教育長 はい。最後に１つ、不許可にした「にいがたコレクション」ですが、文化や伝統

の発表もあるのですけれども、中心がミス・コンテストなんですね、水着審査があ

ったり、何か洋服の審査があったり。今、ミス・コンテストというのは、人権を尊

重するという立場から取りやめが多いのですね、差別感があるということで。その

ような意味合いを込めて、文化や伝統などの魅力発信というところとは、趣旨が異

なった部分が大部分を占めているという意味合いでございます。 

 

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） 

 

はい。それでは、ないようですので、次に、報告第２７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２７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。 

 

資料の方は、いつものとおり２枚でございます。１枚目が現在の認定状況の数字

の一覧でございます。２枚目が要回収となっております、このたびの児童生徒名、

保護者名等が載っている表でございます。 

 

１２月の申請は０件でしたが、１１月の定例会が若干早かったものですから、１

１月中に３人の申請がありました。理由といたしましては、両親の離婚ということ

でございます。そのようなことで、３人全て税務調査で確認の上、認定になりまし

た。今のところ昨年度に比べると、認定者数におきましては９２％ということにな

っております。以上です。 

 

神田教育長 はい。ただ今の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２７号 阿賀野市遠距離児

童及び生徒定期券購入費補助金支給に関する要綱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２７号 阿賀野市遠距離児童及び生徒定期券購入費補助金支給

に関する要綱の一部改正につきまして、ご説明申し上げます。 

 

３枚目をご覧いただきたいと思います。新旧対照表がありますので、こちらの方

がよろしいかと思います。右側の方が旧、左側の方が新、改正したいという内容で

ございます。それでは、この表を見ていただきながら、今回の改正の説明をさせて

いただきます。 

 

遠距離通学をする児童及び生徒につきましては、通学路が片道３ｋｍ以上の場

合、通学に要する費用を全額市が負担しております。ただ、片道２ｋｍから３ｋｍ 
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 の児童・生徒につきましては、通学バスまたは路線バスを利用する場合、一部自己

負担をいただいた上で利用をしていただいております。 

 

自己負担額につきましては、通学バス、路線バス共に同一としておりました。路

線バスの定期券購入費の補助金額に上限、ここまでしか補助しませんよという上限

を設けておりますが、１０月の消費税アップによって定期券の値段が上がりまし

た。そのことにより、路線バスの利用者が通学バスの利用者よりも自己負担額が高

くなるということが発生をいたしました。 

 

そのようなことから、改正の内容といたしましては、支給の上限額を撤廃して、

保護者の皆さまが支払う部分は、同じ額にするという内容でございます。表を見て

いただいたとおり、右側を見ていただくと、「ただし、１５,０００円を上限額とす

る。」「ただし、７,５００円を上限額とする。」という記載がございます。この部分

を削りまして、上限額をなくしたという点。 

 

もう１点がですね、実績報告という所でございます。今までですと１２月から３

月の頭ぐらいまで乗るのですけれども、それが全部終わってからしか、お金をお支

払いしていませんでした。それでは、あまりにもということで、今回はその定期券

を購入したという事実があった時点で、お支払いをするということに改正させてい

ただきました。 

 

いずれも保護者の負担が軽減されるものという内容でございます。以上でありま

す。 

 

神田教育長 はい。それでは、ただ今説明のありました阿賀野市遠距離児童及び生徒定期券購

入費補助金支給に関する要綱の一部改正につきまして、ご質問等ございますでしょ

うか。 

（全員異議なし） 

 

はい。それでは、よろしいでしょうか。全員異議なしということで、ただ今の案

件は承認されました。 

 

次に、日程第７ その他をお願いします。 

 

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。 

 

◯教育長年頭訓示 

１月６日（月）／笹神支所 

◯第１０回校園長会 

１月９日（木）／笹神支所 

◯県都市教育長協議会秋季定期総会 

１月１６日（木）／燕市 

◯総務文教常任委員会 

１月１７日（金）／市役所 

◯教育委員会合同新年会 

１月１７日（金）／亀田屋 

◯市長招待給食会 

１月２０日（月）／笹岡小学校 

◯第２回人事異動会議 

１月２２日（水）／県庁 
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菅井課長 次回定例会の日程を調整。 

◯第１回教育委員会定例会 

１月２４日（金）午前１０時００分から／笹神支所 ４階 委員会室１  

 

清野 

課長補佐 

生涯学習課の業務について、資料に基づき説明。 

 

◯元旦マラソン 

１月１日（水・祝）／水原総合体育館 

◯第２回生徒指導連絡協議会 

1月９日（木）／笹神支所 

◯冬のあそび虫 

１月１９日（日）／安田体育館 

 

神田教育長 はい。今後の日程でございました。 

 

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 ２点ございます。 

 

まず、１点目が、先ほど今後の日程でお話をさせていただきました１７日の教育

委員会合同新年会について、皆さまの出欠の方はいかがでしょうか。 

 

（各委員に出欠を確認） 

 

 もう１点であります。今年度も小中学校、幼稚園の学校訪問を行わせていただき

ました。そろそろ来年度の日程を学校等の日程の中に組み込んでいただく関係か

ら、確認させていただきたいことがございます。 

 

 確か最後に、こどものことばとこころの相談室へずっと行っているのですけれど

も、ここは毎回同じ内容になるし、ある程度私たちも知識が得られたということで、

相談室の方におきましては行くのをやめて、大規模校、クラス数の多い学校の時間

を少し長くとって訪問したらどうだろうというご意見をいただいたと記憶してお

りますが、そのような考え方で予定を組ませてよろしいでしょうか。 

 

神田教育長  こどものことばとこころの相談室に行かないでカットする。 

 

菅井課長  カットして、要は１０クラス以上あるような大きな所を。クラスの授業参観が走

り走りになるので、そこを少し長くして、じっくり見れるようにという時間設定を

させていただきたいと思います。 

 

神田教育長  白鳥ルームは、入れなくていいですか。 

 

菅井課長  近年は組んだことがない。ただ、新しい場所に移ってからは、行っていないです。 

 

伊藤管理 

指導主事 

 そんなに時間をとらなくても、いいと思うのですけれども。 

神田教育長  １０分ぐらいであれば。あがの市民病院の駐車場の横というか。不登校の子ども

が学校に行けないので、学校と離れた施設であれば勉強ができそうだということで

通っています。 

 

酒井委員 以前は、どこにあったのですか。 
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伊藤管理 

指導主事 

旧水原高等学校農業科があった時代の建物があって、それがデイサービスセンタ

ーわかばの里の近くにありました。そこから今は、あがの市民病院に移ったという

ことです。 

 

圓山委員  ちなみに何人くらい通っているのですか。 

 

伊藤管理 

指導主事 

 通常はそんなに多くいなくて、多くても３人ぐらいなのですけれども、一度この

ような施設があるのだなということを見てもらった方がいいのかなと。 

 

神田教育長 

 

 子どもたちが恥ずかしいとか緊張するということであれば、中をのぞかなくて

も、外側だけでも見ていただいた方がいいかなと。 

 

菅井課長 

 

 了解です。 

神田教育長 それでは、入れるということでお願いします。 

 

菅井課長  はい。私の方からは以上です。 

 

神田教育長 はい。他に事務連絡ございませんか。 

 

それでは、ないようでしたら、本日の令和元年第１２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。 

 

予定よりも時間が遅くなってしまいました。不手際があって、大変申し訳ござい

ませんでした。大変お疲れさまでした。ありがとうございました。 

 

閉会を宣言した時刻 午前１１時３５分 
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