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令和２年第２回 阿賀野市教育委員会定例会会議録 

 

１ 開会年月日  令和２年２月２１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 

         教育長職務代理者 渡邉 栄二 

教育委員 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２年第１回教育委員会定例会会議録の承認 

３  業務報告 

４ 
報告第 ２ 号 共催・後援の承諾について 

報告第 ３ 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 １ 号 
令和元年度末・令和２年度初阿賀野市立小・中学校管理職の人

事異動の承認について 

６ 議案第 ２ 号 
令和元年度阿賀野市一般会計補正予算（第８号）の議案に対す

る意見について 

７ 議案第 ３ 号 
令和元年度阿賀野市少年自然の家特別会計補正予算（第１号）

の議案に対する意見について 

８ 議案第 ４ 号 令和２年度阿賀野市一般会計予算の議案に対する意見について 

９ 議案第 ５ 号 
令和２年度阿賀野市少年自然の家特別会計予算の議案に対する

意見について 

１０ 議案第 ６ 号 
工事請負契約の変更（安田中学校長寿命化改良工事）の議案に

対する意見について 

１１ 議案第 ７ 号 阿賀野市公民館条例施行規則等の一部改正について 
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日程 議案番号 議    案    名 

１２ 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、ただ今から「令和２年第２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２年第２回阿賀野市教育委員会定例会を開会いたしま

す。 

 

令和２年第２回定例会は、２月２１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、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２年第２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２年第１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２年第１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  第１回会議録について、何かございますでしょうか。 

（全員異議なし） 

 

それでは、令和２年第１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。 
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 次に、日程第３、業務報告に移ります。 

 

本日配布されたものです。私の方から報告させていただいて、続いて学校教育課

長、生涯学習課長、管理指導主事の順で報告をいたします。 

 

教育長の業務について、資料に基づき報告。  

 

○学校給食調理等業務委託受注候補者選定審査委員会(第２次審査) 

１月２８日（火）／笹神支所 

○「あがの子ども未来フォーラム」検討会 

１月２９日（水）／笹神支所  

市内小中学校の校長が参加。実施後のアンケート結果を報告し、それに基

づいて次年度の実施の在り方について検討しました。  

○「コミュニティ・スクール推進準備校」実践発表会 

１月２９日（水）／笹神支所  

指定１年目の分田小学校・笹神中学校、指定２年目の安野小学校・安田中

学校の４校から実践発表をしてもらいました。その後、コミュニティ・スク

ール導入に向け、実践の方向性について協議しました。  

○青少年問題協議会 

１月３１日（金）／笹神支所  

阿賀野警察署からは、万引きが少なくなっているものの、なくなったわけ

ではないとの注意喚起がありました。また、睡眠時間が十分に確保されてい

るのかが話題となりました。中学校からは、スマホ・ゲーム等に触れる時間

が長くなり、依存傾向もあるため、医療機関に通っている生徒がいるとの事

例が紹介されました。睡眠時間の不足により問題行動を引き起こすことが危

惧されるので、睡眠時間の大切さを啓発していくことが大切だと確認しまし

た。  

○第１１回校園長会 

２月４日（火）／笹神支所  

主な指導事項は、次のとおりです。 

・新型コロナウイルス関連で偏見や差別が生じないよう、職員や児童生徒に

指導するとともに、中学校においては、修学旅行先の状況把握に努めるこ

と。 

・各学校がこれまでに大切にしてきた伝統・文化を確実に引き継いでいくこ

と。 

・個人情報の流失や交通事故等、年度末に発生しやすい事故の防止に努める

こと。そのために計画的・効率的に業務を進めるよう促すこと。 

・小１プロブレム、中１ギャップが児童生徒に大きく影響しないよう、ゆる

やかな接続のための連携を図ること。  

○第３回第９地区教科用図書採択協議会 

２月１０日（月）／新発田市豊浦支所 

○当初予算説明会 

２月１４日（金）／市役所 

○第 1回議員全員協議会 

２月１４日（金）／市役所 

○臨時中学校長会 

２月１９日（水）／笹神支所  

新型コロナウイルスに関わる修学旅行への対応について協議しました。 

○青少年育成センター指導員連絡会 

２月２０日（木）／水原保健センター  

○第２回教育委員会定例会 

２月２１日（金）／笹神支所 
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菅井課長 学校教育課の業務について、資料に基づき報告。 

 

◯第１１回校園長会 

２月４日（火）／笹神支所 

◯第３回第９地区教科用図書採択協議会 

２月１０日（月）／新発田市豊浦支所 

◯第 1回議員全員協議会 

２月１４日（金）／市役所 

◯臨時中学校長会 

２月１９日（水）／笹神支所 

◯第２回学校事務共同実施推進協議会 

２月１９日（水）／笹神支所 

◯第２回教育委員会定例会 

２月２１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。 

 

 ◯「パッチワークで小物作り」教室（２１人） 

  １月２９日（水）～３０（木）／水原公民館  

◯社会厚生常任委員会（環境センター関連） 

  １月３０日（木）／市役所  

◯青少年問題協議会 

  １月３１日（金）／笹神支所 

◯「小学生のマスコットづくり」教室（９人） 

  ２月１日（土）／水原公民館 

◯こだま４ かんじき体験＆雪灯ろうつくりの冬遊び（３２人） 

  ２月１日（土）／五頭連峰少年自然の家 

◯第１４回ビーチボールバレー大会（８チーム・６４人） 

  ２月２日（日）／安田体育館  

◯第１１回校園長会 

  ２月４日（火）／笹神支所  

◯下越公民館連絡協議会代議員会 

  ２月７日（金）／ジョイアス新潟会館（新潟市中央区）  

◯大人の味噌作り（２７人） 

  ２月９日（日）／安田交流センター  

◯県公民館連絡協議会理事会・評議員会 

  ２月１２日（水）／クロスパル新潟（新潟市中央区）  

◯安田芸能祭（１３団体発表・１４０人） 

  ２月１６日（日）／安田交流センター 

◯高校生活指導連絡協議会 

  ２月１９日（水）／阿賀野高等高校  

◯パン作り教室（１６人） 

  ２月２０日（木）／水原公民館 

 

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。 

 

〔１月２５日～２月２０日〕 

 ○児童生徒の事故報告 

  ・虐待 1件（小学校）脅し 

  ・ＳＮＳ被害 1件（中学校）誹謗・中傷 

  ・いじめ 1件（小学校）ズボン下ろし 

 ○教職員の事故報告   
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  ・交通事故 1件 追突（物損加害）  

神田教育長 

 

はい。１月から２月にかけて、いろいろなことがたくさん起きていますが、大き

な事件につながっていません。不登校や児童相談所による一時保護になる前に水際

で食い止めているという感じでしょうか。 

 

ただ今、４名から報告がありましたが、ご質問等ございますでしょうか。実質的

には、虐待が１件で、教職員の交通事故が１件と、あとはその他ということで勘定

をしています。 

 

ないようでしたら、次に進めてよろしいですか。 

（全員なし） 

 

次に、日程第４に入ります。 報告第２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２号 共催・後援の承諾につきまして、ご説明申し上げます。 

 

それでは、今回は生涯学習課の案件、後援が２件でございます。私の方からご説

明申し上げます。 

 

議案書に基づき説明。 

 

 ◯(公社）日本空手協会第４２回新潟県空手道選手権大会（後援） 

公益社団法人日本空手協会新潟県本部 井上 勝之 

４月２６日（日）／水原総合体育館 

◯鮭の稚魚放流大会（後援） 

百津自治会 自治会長 小野 秀雄 

３月２９日（日）／安野川百津橋左岸下（百津町地内) 

 

神田教育長 このたびは、後援が２件ということですが、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、次に移ります。 

 

報告第３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３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。 

 

皆さまからご覧いただきたいのが、毎月提示しております数字の入った横型のも

のと、今日はもう１枚、就学援助費新入学用品費入学前支給に関する数字の書いて

ある表、それと要回収となっております名簿でございます。 

 

それでは、要保護・準要保護児童生徒の就学援助認定状況の方からご説明をいた

します。 

 

今年度も、もう２月でございます。支給していた２名の方が支給停止となったも

のでございます。内容につきましては、要回収の用紙の１枚目、保護者の再婚によ

って児童扶養手当が停止になったため、準要保護の方も停止となったという２名で

ございます。 
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菅井課長 続きまして、令和２年４月に小中学校に入学する児童生徒の学用品費につきまし

て、数年前から阿賀野市も入学前の支給を始めております。これにつきましては、

保護者の方から申請してもらい、それを審査させていただきました。申請者数が８

１名、小学校が３６名、中学校が４５名ということで、それぞれ認定基準と照らし

合わせたところ、認定者数は７３名、小学校が２９名、中学校が４４名ということ

でございます。 

 

名簿の方をご覧いただきますと、きょうだいで既にもらっている方も多いようで

ございます。小学校の名簿の最後に１人当たり５０,６００円、２９名でございま

すので１４６万７,４００円、これを３月中に保護者の方へ支給をするということ

でございます。中学校の方は、最終ページをご覧いただきますと、４４名、２５２

万５,６００円、１人当たり５７,４００円を支給するものでございます。よろしく

お願いいたします。 

 

神田教育長 はい。後半の方は、入学前支給者の名簿ということで見ていただければ。小学校

も中学校も入学準備金として１人当たり５万円を超える金額が支給されていると

いう説明でありました。 

 

２月の認定状況の方は、認定取り消しということであります。 

 

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、次に移ります。日程第５、議案第１号 令和元年

度末・令和２年度初阿賀野市立小・中学校管理職の人事異動の承認について、事務

局お願いいたします。 

 

伊藤管理指

導主事 

それでは、議案第１号 令和元年度末・令和２年度初阿賀野市立小・中学校管理

職の人事異動の承認につきまして、ご説明申し上げます。 

 

人事異動について、資料に基づき説明 

 

（人事案件のため、非公開） 

 

神田教育長 はい。ただ今説明のありました令和元年度末・令和２年度初阿賀野市立小・中学

校管理職の人事異動の承認について、承認いただけますでしょうか。 

（全員異議なし） 

  

はい。それでは、ただ今の案件は承認されました。 

 

次に、日程第６、議案第２号 令和元年度阿賀野市一般会計補正予算（第８号）

の議案に対する意見について、事務局お願いいたします。 

 

菅井課長 議案第２号 令和元年度阿賀野市一般会計補正予算（第８号）の議案に対する意

見につきまして、ご説明申し上げます。 

 

この案件につきましては、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、阿賀野市長から意見を求められたので、付議するものでございます。 

 

最初に、学校教育課の所管部分につきまして、ご説明申し上げます。 

 

ページをお開きいただきたいと思います。一番上段、教育総務費の事務局費でご 
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 ざいます。報酬で４４万円の減、工事請負費で４億８，１００万円の増でございま

す。 

 

内容的には、教育指導主事報酬の減が４４万円、教育センター長が病気をなさい

まして、しばらくの間お休みをいただいたということでの減でございます。 

 

次に、工事請負費でございます。小中学校長寿命化等改修事業費３億４，７００

万円でございますが、これは本来、令和２年度の改修工事として予定しておりまし

たが、国の内示が１３か月予算で執行という考え方から、前倒しで予算化するとい

うものでございます。実際の事務執行は、令和２年度に入ってからということにな

ります。 

 

次に、公立学校情報通信ネットワーク環境施設整備事業費１億３，４００万円で

ございます。これが業務報告の時にお話しした「ＧＩＧＡスクール構想」で、大き

な国の考え方であります。高速大容量の通信ネットワークを学校の中に整備する、

および生徒一人一人にパソコンを与えるという計画です。それぞれ補助金等が付く

のですけれども、このネットワーク環境の事業費につきましては、今、阿賀野市の

小中学校全て１ギガという通信速度でのＷｉ-Ｆｉ環境は整ってございます。ただ、

その環境ですと、子どもたち一人一人がパソコンで通信をしようと思うと、遅くな

ったり、つながらなかったりするということで、１０ギガの通信速度を持つ配線に

替えるという工事であります。ただし、分田小学校と神山小学校は、全員にパソコ

ンを配備したとしても、１ギガで十分通信環境が整うということで、２校は除いて

ございます。その他の小中学校１０校を整備する予算でございます。これも予算が

通った後、実際の事務執行は令和２年度に入ってから、繰越明許をするというもの

になります。予算の確保ができたということで捉えていただければと思います。 

 

次に、小学校費の学校管理費でございます。施設改修等工事費１９１万２千円、

施設備品費４６万７千円がございます。内容的には、特別支援学級が増える神山小

学校と京ヶ瀬小学校に、教室を２つに分けるためのアコーディオンカーテンを設置

いたします。そのようなものを中心として、特別支援学級で必要な備品を揃えると

いう予算でございます。例年学級編成が決まりますと、３月補正で整備をさせてい

ただいているものでございます。 

 

続きまして、マイナスの予算なので、詳しく説明はいたしませんが、幼稚園費の

認定こども園京ヶ瀬幼稚園運営管理費６１０万円の減。予算は確保したけれども、

先生方の確保ができなかったというのが現実としてありましたので、６１０万円の

減額という形をとってございます。学校教育課の方は以上でございます。 

 

齋藤課長 それでは、続きまして、生涯学習課の所管部分でございます。 

 

ページは、３ページから６ページとなります。 

 

社会教育費全体としまして、５，１９４万１千円の減でございます。大まかな説

明をしますと、実績に伴い、入札残、不要残があったものについて、減額をしてい

るものでございます。順を追って説明させていただきます。 

 

４ページ目の中ほどになります。土橋北遺跡発掘調査事業費４，０００万円の減

でございます。これにつきましては、入札を行った結果、減額となりましたので、

４，０００万円を不要残として減額いたしました。 

 

ページを改めまして、６ページ目になります。６ページの一番下段になりますが、

水原野球場維持管理事業費の国庫支出金返還金に４９４万円を計上させていただ 
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齋藤課長 きました。これにつきましては、水原野球場の敷地内で県道を拡幅する工事が今度

始まります。この用地買収に伴い、水原野球場が当時国庫補助金をもらって建設し

ていたものですから、もらった分の国庫補助金を返還しなさいということで、４９

４万円を計上したところであります。以上でございます。 

 

神田教育長 はい。これで説明は終わりです。 

 

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

８号）の議案に対する意見について、ご意見・ご質問等ございますでしょうか。 

 

３月補正で通信ネットワークの予算を組んで、パソコン自体は新年度、令和２年

度予算ということになりますので、ここにはパソコンの分は入っていないというこ

とです。まずは通信ネットワークの整備分と考えていただければと思います。 

 

特別支援学級の増設で施設改修工事が行われるのは、神山小学校と京ヶ瀬小学

校、中学校はありますでしょうか。 

 

菅井課長 中学校はありません。 

 

神田教育長 中学校教育振興事業費の教材備品費、これは違いましたでしょうか。 

 

菅井課長 大変失礼いたしました。１ページの下から３行目、教育振興費の歳入に教育寄附

金４３万６千円と同じ金額のものがありまして、それをそっくり教材備品費として

支出するというものであります。女堂にありますローム・アンド・ハース電子材料

株式会社が、笹神中学校の楽器購入に寄附してくださるという内容でございます。 

 

神田教育長 はい。ありがとうございました。寄附金ですよね。 

 

菅井課長 はい。寄付金です。 

 

神田教育長 そうですね。特別支援学級が増えるのは、５校でしたでしょうか。 

 

菅井課長 京ヶ瀬小学校、堀越小学校、水原小学校、安野小学校、神山小学校が増えます。

改修工事が必要なのは、そのうちの神山小学校と京ヶ瀬小学校の２校になります。 

 

神田教育長 その他は増えますが、工事がいらないのですよね。 

 

菅井課長 はい。 

 

神田教育長 中学校の施設改修はなかったですよね。 

 

菅井課長 ないです。中学校は水原中学校が減るのみです。 

 

神田教育長 ご意見がないようですが、生涯学習課部分も含めて承認していただけますでしょ

うか。 

（全員異議なし） 

 

それでは、ただ今の案件は原案のとおり承認されました。 

 

次に、日程第７、議案第３号 令和元年度阿賀野市少年自然の家特別会計補正予

算（第１号）の議案に対する意見について、事務局お願いいたします。 

 

齋藤課長 それでは、議案第３号 令和元年度阿賀野市少年自然の家特別会計補正予算（第 
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 １号）の議案に対する意見につきまして、ご説明申し上げます。 

 

ページをめくっていただきまして、少年自然の家管理運営事業費で２１８万４千

円の減でございます。内訳につきましては、パート賃金５０万４千円、調理業務委

託料１６８万円でございます。これにつきましては、入所者が思うように入らなか

ったということで、不要残を減額するものでございます。以上です。 

 

神田教育長 ただ今、説明のありました令和元年度阿賀野市少年自然の家特別会計補正予算

（第１号）の議案に対する意見について、ご意見・ご質問等ございますでしょうか。

不要残ということでありますが。 

（全員異議なし） 

 

ご意見がないようですので、ただ今の案件は原案のとおり承認することといたし

ます。 

 

次に、日程第８、議案第４号 令和２年度阿賀野市一般会計予算の議案に対する

意見について、事務局お願いいたします。 

 

菅井課長 議案第４号 令和２年度阿賀野市一般会計予算の議案に対する意見につきまし

て、ご説明申し上げます。 

 

最初に、学校教育課の所管部分につきまして、ご説明申し上げます。 

 

非常に分厚くなっております。例年に準ずるものは説明を省略させていただきま

して、新年度の重点施策として目立つもの、新たなものを説明させていただきます。 

 

ページをめくっていただきたいと思います。４ページの下から２つ目の◯、教育

指導主事事業費９５７万６千円でございます。現在、教育センター長以下５名の体

制でございますけれども、新年度からは１名減、４名の体制で運営させていただき

ます。 

 

ページをめくっていただきまして、６ページの通学バス運行事業費。とうとう１

億５，０００万円を超えてしまいました。消費税の増税等により、どうしても増え

てしまうということでございます。 

 

ページをめくっていただきまして、８ページでございます。８ページの下から３

つ目の◯、小中学校長寿命化等改修事業費２，０８０万円、小中学校長寿命化等改

修設計業務委託料でございます。令和３年度から改修工事を行いたい学校の設計を

する予算でございます。 

 

小学校費に入ります。めくっていただきまして、１２ページ。下から２つ目の◯、

小学校コンピュータ教育環境整備事業費１億４，０８５万３千円計上してございま

す。そのうちの一番下の行、教材備品費９，６８８万円。これがパソコンを１人１

台買うための予算でございます。ただし、一度に全学年を揃えることはいたしませ

ん。これは、小学校の５・６年生の分でございます。翌年度に３・４年生の分、３

年度目に１・２年生の分を配備することとしております。そのお金が９，６８８万

円掛かるということでございます。 

 

それから、１４ページに行きまして、教育振興費でございます。要保護・準要保

護児童就学援助費２，９２７万３千円でございます。前年度との比較がないので、

あまりピンとこないと思いますが、令和元年度から生活保護基準額の１．５倍にし

ましたし、卒業アルバム代の援助も始めさせていただきました。令和２年度からは、 
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菅井課長 小学校の新１年生などが使う算数セット、あと各学年で使用するアルトリコーダー

等の笛、その他図工で使う教材等について、国の基準にない項目ですけれども、阿

賀野市独自で追加して支給することとしました。これは、小学校・中学校とも一緒

でございます。そのようなことで、予算が４００万円ほど増額しているかと思いま

す。 

 

続きまして、中学校費でございます。１８ページ中段に、中学校コンピュータ教

育環境設備整備事業費１億４，１５０万８千円がございます。一番下の行、教材備

品費１億１，６０６万円であります。これがパソコンの購入費なのですけれども、

中学校は１年生から３年生まで、一度に整備をするという計画でございます。これ

は、国のロードマップ、計画より１年前倒しということで、本来２・３年生が外れ

ていたのですけれども、２・３年生も令和２年度で配備してしまおうという阿賀野

市の方針でございます。 

 

幼稚園費でございます。安田幼稚園は、新年度の入園予定者が５名でございます。

４歳児が５名、合計１０名の体制で始まります。一番上の５歳児が在園児ゼロとな

ります。そのような体制ですが、若干特別な支援が必要なお子さまがいるというこ

とで、人的配置は今年度と同様の体制を予算上取らせていただいております。引き

続き園の運営を頑張って、年度途中に３歳児入園のお子さまを確保し、３学年を揃

えたいというのが、令和２年度の目標であります。 

 

めくっていただきまして、２４ページ。認定こども園京ヶ瀬幼稚園運営管理事業

費４，４０１万７千円でございます。年度当初は６７名で始まる予定でござます。

未満児は１７名でございます。ただ、京ヶ瀬地区をご覧になると分かるとおり、ど

んどん住宅開発が進んでおります。３月議会でもある議員から受け入れは大丈夫な

のかという質問をいただいております。それに対応すべく正職員、会計年度任用職

員の経費、子どもたちに掛かる経費を計上させていただいたところであります。 

 

２６ページ、幼稚園費の最後の〇でございます。幼稚園舎等改修補助事業費３億

９，１５０万円。これはひまわり幼稚園と日章幼稚園が園舎の改築を予定し、手上

げをしております。市教育委員会として、県の方に補助金の申請をしており、２園

とも認可になれば、この３億９，１５０万円が執行になります。国・県の予算の関

係で１園のみとなれば減額となります。事業費の４分の１を阿賀野市が負担すると

いうことになっておりますので、市の方針として、２園分をしっかり用意していま

すという態勢を取らせていただいております。 

 

あと、学校給食費でございます。教育長の業務報告にありましたとおり、令和元

年度で５年間の長期継続契約が終了いたします。その次の５年間の契約をするた

め、プロポーザル方式により、手上げをした専門業者から考え方や金額を聴いて決

定しました。現在委託をしております株式会社メフォスが全て、小学校、中学校、

安田学校給食センター共に受託をされました。今日、市長の決裁が下りましたので、

今日付けで契約を締結することとしてございます。４月１日から開始となります水

原小学校、京ヶ瀬小学校の準備が開始できるということでございます。学校教育課

の方からは、以上でございます。 

 

齋藤課長 続きまして、生涯学習課の案件につきまして、ご説明申し上げます。 

 

ページは２９ページからとなります。 

 

社会教育費としまして、令和２年度は５億７，９７１万２千円を計上してござい

ます。前年度比１億２，０５９万１千円の減でございますが、これにつきましては、

後ほど説明する遺跡発掘調査費がなくなったため減少したものであります。それ以 
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 外の事業費は令和元年度同様に確保しておりますが、その中で特徴的なものをピッ

クアップして説明させていただきます。 

 

ページを改めていただきまして、３３ページ、３４ページでございます。文化財

保護費１億５５８６万３千円の減額となっております。これにつきましては、土橋

北遺跡発掘調査が令和元年度で終わりになるため減額となるものでございます。 

 

次に、公民館費につきましては、７，５１２万８千円で２７６７万６千円の増額

となります。これにつきましては、３８ページをご覧ください。安田交流センター

隣りの安田診療所につきましては、建物が市の所有物でございまして、その空調設

備を今回更新するものであります。そのため、安田診療所空調設備更新工事費３，

０００万円を計上しておりまして、前年度の予算を上回っております。 

 

次に、４４ページの中ほど、下から３つ目の◯に五頭の麓のくらし館があります

が、その上に吉田東伍記念博物館運営事業費の収蔵庫用空調機更新工事費５６０万

円、二酸化炭素消火設備機器更新工事費５００万円がございます。これらにつきま

して、従来から老朽化が進んでいるので機器の更新をしたいと要求してきたもので

すが、３年計画で機器の入れ替えを行うものでございます。 

 

続きまして、４７ページ、４８ページ、屋内体育施設費が３，０２０万４千円減

となっております。これにつきまして、昨年度行いました安田地区の立川記念屋内

球技練習場の屋根改修工事と安田体育館の耐震診断業務委託料分が３，０００万円

ほどの減によるものでございます。屋内体育施設費の維持管理事業費につきまして

は、例年どおりの予算となっているものでございます。大まかではございますが、

以上でございます。 

神田教育長 はい。それでは、大変量が多くて、ポイントを絞った説明ということでありまし

たが、いかがでしょうか。令和２年度阿賀野市一般会計予算の議案に対する意見に

ついて、ご意見・ご質問等ございますでしょうか。 

 

渡邉教育長

職務代理者 

はい。 

神田教育長 渡邉委員 

 

渡邉教育長

職務代理者 

学校教育課の方で新規のコンピュータを入れるという説明がありました。その場

合、何年ぐらいを目処に入れ替えを行うという案があるのか。 

 

あと、もう一つ。コミュニティ・スクールの人件費等が上がってないような気が

しますが、その辺はどのように行っていくのか。 

 

菅井課長 

 

パソコンの方でございます。このＧＩＧＡスクール構想が出る前、それまでは、

阿賀野市はリース契約を行っております。５年間の契約を結んで、５年後にその時

代に合ったパソコンに更新をしておりました。今回、備品購入費で計上しているの

ですけれども、正直、まずは予算を上げておこうということで、備品購入費として

おります。補助制度自体がちょっとぶれていて、要綱が出ていないものですから、

各市町村がみんな手探りの状況で予算化しているということでございます。簡単に

言うと５年後、この補助金があるかどうかすら分からないという状況なので、まず

備品購入費に上げましたけれども、国の状況を確認しながら、もし契約するときに

リースの方が良いとなれば、リース契約で導入するという考えも持っております。

現状では５年ぐらい経つと、パソコンのスペック、能力が変わりますので、５年が

目処ではないかと事務局では思っているところであります。 

 

コミュニティ・スクールの方でございます。地域コーディネーター１名分、これ 
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菅井課長 

 

につきましては、とりあえず令和元年度どおりの予算を上げさせていただいており

ます。ただ、これを２人、３人というものは、計上できなかったいうことです。教

育長の業務報告でもありました「コミュニティ・スクール推進準備校」実践発表会

後の会議の中で、阿賀野市では、コミュニティ・スクールではなく、「地域と学校

の連携を推進する会」という名称を前提に導入をお願いしたところであります。指

定校ではなく１２校全てで導入し、その予算は各学校５人分の委員謝礼を上げさせ

ていただいた上で検討してくださいとするものです。コミュニティ・スクールとい

う名称は出ないけれども、その前段の準備としての予算は少し確保させていただき

ました。 

 

神田教育長 伊藤管理指導主事、補足説明ありませんか。 

 

伊藤管理指

導主事 

委員５人のうち、４人は年間６千円なのですが、そのうちの１人は年間１万２千

円にしてあります。ゆくゆくは地域コーディネーター的な役割をやってもらいたい

ので、学校の方に足を運んでいただきたいということです。そのため、他の委員よ

り大変だろうということで年間１万２千円に。いずれにしても非常に安いのですけ

れども。 

 

渡邉教育長

職務代理者 

市として、地域と表裏一体型の学校づくりは、もう少し様子見ようねということ

ですか。 

 

伊藤管理指

導主事 

ただ、聞くところによると、コミュニティ・スクールが義務化されるという情報

があるのです。そうした時に、阿賀野市として何も準備をしていないのでは、大変

なことになるので、その下準備というか。もうコミュニティ・スクールなんです、

もうすでに来年度は。ただ、一遍には行かないと思いますので、来年度は組織をつ

くってくださいということをお願いしているわけです。 

 

神田教育長 よろしいでしょうか。 

 

渡邉教育長

職務代理者 

はい。 

神田教育長 他にいかがでしょうか。 

（全員異議なし） 

 

それでは、ご意見がないようですので、ただ今の案件は原案のとおり承認されま

した。 

 

次に、日程第９、議案第５号 令和２年度阿賀野市少年自然の家特別会計予算の

議案に対する意見について、事務局お願いいたします。 

 

齋藤課長 議案第５号 令和２年度阿賀野市少年自然の家特別会計予算の議案に対する意見

につきまして、ご説明申し上げます。 

 

ページを開いていただきまして、１ページ。前年度比で５８万８千円増の３，３

２２万２千円の予算を計上させていただきました。 

 

内容的には、消費税の値上がり分だけでありまして、通常の予算を計上しており

ます。 

 

少年自然の家の運営状況を説明させていただきますが、今までは小学５年生・６

年生の野外授業中心の利用でございましたが、令和２年度からは利用率を上げるた

めに、スポーツの合宿や大会の宿泊施設など空き時間を有効に使うような施設の運 
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 営に努めていく計画でございます。以上でございます。 

 

神田教育長 はい。運営の仕方に新しさを取り入れて、集客数を増やすとの説明がありました。 

 

ただ今の説明について、ご意見・ご質問等ございますでしょうか。 

（全員異議なし） 

 

それでは、ないようであれば、ただ今の案件は原案のとおり承認されました。 

 

次に、日程第１０、議案第６号 工事請負契約の変更（安田中学校長寿命化改良

工事）の議案に対する意見について、事務局お願いいたします。 

 

菅井課長 議案第６号 工事請負契約の変更（安田中学校長寿命化改良工事）の議案に対す

る意見につきまして、ご説明申し上げます。 

 

安田中学校長寿命化改良工事の契約変更の議案の写しがございます。現在１億

６，９０７万円の契約額でございます。それを１億７，３６７万２，４００円に増

額したいというものでございます。めくっていただきますと、すでに仮契約を結ん

でございます。本議会におきまして議決を受けますと、この仮契約書が本契約書に

切り替わるという内容でありまして、増額の額は４６０万２，４００円となってご

ざいます。どのようなことで増額となったかということでございます。新たなもの

を追加したというものではなく、改修工事でございますので、壁を取っ払って新し

い壁を造るというときに、設計段階では発見し得なかった部分が出てきたというこ

とでございます。あと、夏休みを利用できずに工事になったものですから、生徒た

ちがいる中で工事を進めることが必要となりました。そのため、仮設工事の方の増

工もございました。そのようなことで減った部分、増えた部分、差し引きまして４

６０万２，４００円ということでございます。 

 

先般田上町の私共と同じような事案で、議会に変更契約を出して紛糾したという

事案がございます。本契約の設計の中になかった新たな工事を行って、完全に終わ

ってしまったものを変更契約に入れて上程したものですから、議会軽視ということ

で紛糾したという新聞記事が出ておりました。私共の方は進めていく中で、軽微な

変更が積み重なって、この額になったというものでございます。本議会におきまし

ても、議員の皆さまからご理解を得たいというものでございます。 

 

神田教育長 ただ今、説明がありました。新しいものを付け加えて高くなったのではなくて、

工事に必要なものを細かく積み上げていったら増えてしまった。それから、期間の

関係で夏休みが利用できれば仮設工事がいらなかったのに、夏休みではない時に工

事をしたものだから、間仕切りをしたり、ドアを付けたり、付帯工事と言うのです

か、そのようなものが必要となった。合わせると約４６０万円という、かいつまん

で言いますと、そういうことでありますが、ご意見・ご質問等ございますでしょう

か。 

（全員異議なし） 

 

それでは、ご意見がないようですので、ただ今の案件は原案のとおり承認されま

した。 

 

次に、日程第１１、議案第７号 阿賀野市公民館条例施行規則等の一部改正につ

いて、事務局お願いいたします。 

 

齋藤課長 議案第７号 阿賀野市公民館条例施行規則等の一部改正につきまして、ご説明申

し上げます。 
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齋藤課長 この案件につきましては、阿賀野市公民館条例施行規則、コミュニティ供用施設

「阿賀野市ふれあい会館」条例施行規則、阿賀野市立図書館条例施行規則、阿賀野

市少年自然の家条例施行規則及び阿賀野市立学校施設使用条例施行規則の一部を

改正する規則を別紙のとおり制定するものであります。 

 

要旨につきましては、新旧対照表をご覧ください。それぞれの規則において使用

団体の追加と名称の変更を行うものでございます。 

 

第１条関係、使用料の減免割合の表でございます。左側が「旧」、右側が「新」

となります。「市内の幼稚園、保育園、小学校又は中学校が使用する場合」に認定

こども園と放課後児童健全育成事業を加え「市内の幼稚園、保育園、認定こども園、

小学校、中学校又は放課後児童健全育成事業を実施する団体が使用する場合」に、

「市内の幼稚園若しくは保育園の保護者会、又は小・中・高等学校ＰＴＡが使用す

る場合」に認定こども園の保護者会を加え「市内の幼稚園、保育園又は認定こども

園の保護者会、又は小・中・高等学校ＰＴＡが使用する場合」に変更するものであ

ります。 

 

そして、そのページの下の方でございます。これまで「阿賀野市体育協会」と称

していましたが、今年度、「阿賀野市スポーツ協会」と名称を変更したことにより、

それに係る名称を変更するものであります。 

 

なお、それ以降の新旧対照表全てにおいて、同様に一部改正するものであります。

以上でございます。 

 

神田教育長 はい。使用団体の追加や名称の変更ということで、関係規則の別表を改正すると

の説明でありましたが、ご質問等ございますでしょうか。 

（全員異議なし） 

 

それでは、ないようですので、ただ今の案件は承認されました。 

 

次に、日程第１２、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。 

 

◯中学校生活習慣病予防事業報告会 

２月２５日（火）／水原保健センター 

◯第１２回校園長会 

２月２８日（金）／水原小学校 

◯第１回市議会定例会 

２月２８日（金）～３月１９日（木）／市役所 

◯阿賀野高等学校卒業式 

３月３日（火）／阿賀野高等学校 

◯中学校卒業式 

３月３日（火）／笹神中学校 

◯中学校卒業式 

３月４日（水）／安田中学校・京ヶ瀬中学校・水原中学校 

◯総務文教常任委員会 

３月９日（月）／市役所 

◯給食運営委員会 

３月１０日（火）／ふれあい会館 
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 ◯予算審査特別委員会 

３月１２日（木）～１６日（月）／市役所 

◯幼稚園修了式 

３月１９日（木）／京ヶ瀬幼稚園 

◯駒林特別支援学校卒業式 

３月１９日（木）／駒林特別支援学校 

◯幼稚園修了式 

３月２３日（月）／安田幼稚園 

◯小学校卒業式 

３月２４日（火）／全小学校 

◯教職員辞令交付式 

３月３０日（月）／ふれあい会館 

 

次回定例会の日程を調整。 

◯第３回教育委員会定例会 

３月２６日（木）午前１０時００分から／笹神支所 ４階 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。 

 

◯文化特別表彰式〔岩橋静哉氏（篆刻）・菅井慶輔氏（書道）〕 

２月２６日（水）／市役所 

◯第１２回校園長会 

２月２８日（金）／水原小学校 

◯第１回市議会定例会 

２月２８日（金）～３月１９日（木）／市役所 

◯まちづくり教室「歴史講座 in笹神」 

３月７日（土）／ふれあい会館 

◯水原文化協会春の宴 

３月７日（土）／水原公民館 

◯駒林・五郎巻伝統芸能発表会 

３月８日（日）／駒林特別支援学校 

◯社会厚生常任委員会 

３月１０日（火）／市役所 

◯予算審査特別委員会 

３月１２日（木）～１６日（月）／市役所 

 

神田教育長 はい。それでは、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   ◯中学校卒業式における教育委員の告辞について 

  ◯辞令交付式について 

 

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２年第２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、お疲れ様でした。 

 

閉会を宣言した時刻 午後３時０２分 
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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                     


