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令和２年第４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４月２４日（金) 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    長谷川 政喜 

                管理指導主事 磯部 裕之 

         生涯学習課  課 長    羽田 正佳 

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３回教育委員会定例会会議録の承認 

３  業務報告 

４ 

報告第 ６ 号 共催・後援の承諾について 

報告第 ７ 号 
令和２年度阿賀野市学校事務共同実施推進協議会の構成員につ

いて 

５ 議案第１７号 阿賀野市立小・中学校における主任等の承認について 

６ 議案第１８号 阿賀野市青少年育成センター育成員の任命について 

７ 議案第１９号 阿賀野市青少年育成センター指導員（教員）の任命について 

８ その他 
１ 今後の日程 

２ 事務連絡等 
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午前１０時００分 開会 

長谷川課長 

 

 それでは、定刻となりましたので、ただ今から「令和２年第４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 はい。皆さん、ご苦労さまでございます。今回は圓山委員さんの最後の定例会と

なります。よろしくお願いいたします。 

 

それでは、令和２年第４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４回定例会は、４月２４日金曜日、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、学校教育課から長谷川課長・磯部管理指

導主事、生涯学習課から羽田課長が出席いたします。 

 

 新しい面々ですので、一言お願いいたします。 

 

長谷川課長 あらためまして、４月１日付けで学校教育課長を拝命いたしました長谷川です。

これから委員の皆さまにお世話になりますが、よろしくお願いいたします。 

 

磯部管理 

指導主事 

おはようございます。４月１日付けで学校教育課管理指導主事を仰せつかってお

ります。微力ながら努めてまいりたいと思います。よろしくお願いいたします。 

 

羽田課長 ４月１日付けで生涯学習課長を拝命しております羽田でございます。皆さまから

ご指導いただきながら、微力ながら頑張っていきたいと思いますので、よろしくお

願いいたします。 

 

教育長 はい。ありがとうございました。 

 

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４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２年第３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。 

 

長谷川課長 

 

 

令和２年第３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。 
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神田教育長  第３回会議録について、いかがでしょうか。意義ございませんでしょうか。 

（全員異議なし） 

 

それでは、令和２年第３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して、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。  

 

○令和元年度教職員退職者並びに転出者辞令交付式 

３月３０日（月）／ふれあい会館 

 ・定年退職者８人、勧奨退職者７人、普通退職者２人 

・異動者 校長５人、教頭２人  

○阿賀野市退職者辞令交付式 

３月３１日（火）／水原保健センター 

  ○阿賀野市辞令交付式 

４月１日（水）／水原保健センター 

○令和２年度学校教職員辞令交付式 

 ４月１日（水）／ふれあい会館  

・小学校長３人、小学校教頭１人、中学校長３人、中学校教頭１人  

○令和２年度教育委員会職員辞令交付式 

 ４月１日（水）／ふれあい会館 

・採用１１人、昇任・昇格２人、異動１人、兼務・併任３人 

○阿賀野市臨時校園長会 

 ４月２日（木）／笹神支所 

新学期の教育活動を再開するに当たり、感染防止対策を確認し、徹底を図

るよう共通理解しました。また、１学期中に行われる行事等について、実施

するかどうかについて話し合いました。  

 ○５月６日（水・振休）まで、部活動を休止する旨、通知しました。 

  ４月３日（金） 

○春の全国交通安全運動街頭指導 

 ４月７日（火）   

○突然、臨時休業となった場合でも、児童生徒が家庭で健康的に生活し、学習

を進めることができるよう、日課表の作成や教材の作成等、準備に取り掛か

るよう指示しました。  

  ４月７日（火）  

 ○新型コロナウイルス感染症対策本部会議招集 

４月７日（火）／市役所  

阿賀野市における新型コロナウイルス感染症患者の発生を受け、４月８日

（水）から４月１４日（火）まで、市内小中学校の授業を午前中のみとし、

給食後下校させることを決定しました。 

 ○国が緊急事態宣言を発令しました。 

４月７日（火） 

○国の緊急事態宣言を受け、対象地域となった７都道府県への旅行を自粛する

とともに、今後、対象地域へ旅行したり、対象地域の人と濃厚な接触をした

りした教職員は、接触した最後の日の翌日から２週間の自宅勤務を要請する

旨の通知を発出しました。 

４月８日（水） 
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神田教育長 ○新型コロナウイルス感染症対策本部会議招集 

４月８日（水）／市役所 

○第１回校園長会 

４月９日（木）／笹神支所 

○新型コロナウイルス感染症対策本部会議招集 

４月９日（木）／市役所 

濃厚接触者の中で児童生徒に感染者がいなかったことから、予定どおり４

月１５日（水）に通常授業に戻すこととしました。  

○臨時記者会見 

４月９日（木）午後６時３０分～／市役所 

○４月１５日（水）から普通授業に戻すこと、感染予防として緊急事態宣言対

象地域の往来に配慮することについて、保護者宛てに学校を通じて通知を配

布しました。  

 ４月１０日（金） 

○県教育長が記者会見し、４月１５日（水）から５月６日（水・振休）まで、

感染拡大防止のため、県立学校を臨時休業すると述べました。 

 ４月１３日（月） 

○４月１５日（水）から、県立学校の休業措置を受け、保護者宛てに午前中授

業・給食後下校を４月１７日（金）まで延長することをお知らせしました。 

４月１４日（火） 

○運動会の中止や修学旅行の中止または延期について、市内小学校長に要請し

ました。 

 ４月１５日（水）   

○国が緊急事態宣言を全国に発令しました。 

４月１６日（木）   

○保護者宛てに、４月２０日（月）以降、５月６日（水・振休）まで、授業は

午前中のみとし、給食後下校とすることを通知しました。 

 ４月１７日（金）  ） 

○緊急事態宣言により、県から小中学校の臨時休業の要請がありました。この

要請を受けて、４月２１日（火）から５月６日（水・祝）まで、市内一斉臨

時休業としました。 

４月１７日（金）  

○奨学生選考委員会 

４月１７日（金）／笹神支所 

○第４回教育委員会定例会 

４月２４日（金）／笹神支所 

 

長谷川課長 学校教育課の業務について、資料に基づき報告。 

 

○令和元年度教職員退職者並びに転出者辞令交付式 

３月３０日（月）／ふれあい会館 

○令和２年度学校教職員、教育委員会職員辞令交付式 

４月１日（水）／ふれあい会館 

○臨時校園長会 

４月２日（木）／笹神支所 

○中学校入学式 

４月６日（月）／水原中学校 

○小中学校入学式、幼稚園入園式 

４月７日（火）／安田小学校を除く小学校、安田中学校、笹神中学校、 

安田幼稚園 

○小中学校入学式、幼稚園入園式 

４月８日（水）／安田小学校、京ヶ瀬中学校、認定こども園京ヶ瀬幼稚園 
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 ○第１回校園長会 

４月９日（木）／笹神支所 

○新型コロナウイルス感染症の対応に係る学校訪問 

４月１５日（水）／全小中学校 

○奨学生選考委員会 

４月１７日（金）／笹神支所 

○第４回教育委員会定例会 

４月２４日（金）／笹神支所 

 

羽田課長 生涯学習課の業務について、資料に基づき報告。 

 

○図書館キッズウィーク（新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止） 

  ４月１日（水）～５月６日（水・振休）／市立図書館 

 ○文化・スポーツ特別表彰（スポーツ特別表彰個人６人） 

  ４月７日（火）／市役所 

 ○図書館・博物館を含め全所管施設休館 

（新型コロナウイルス感染拡大防止のため） 

  ４月７日（火）午後６時～当分の間／安田体育館ほか 

 ○地域ふれあいクリーン作戦（新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止） 

  ４月１２日（日）／市内 

 ○下越地区生涯学習・社会教育主管課長・担当者合同会議 

（新型コロナウイルス感染拡大防止のため書面会議に変更） 

  ４月１５日（水）／新発田市生涯学習センター 

○その他の市主催事業も、４月１日（水）から当分の間中止。 

（新型コロナウイルス感染拡大防止のため） 

 

磯部管理 

指導主事 

管理指導主事の業務について、次の内容を報告。 

 

〔３月２６日～４月２２日〕 

 ○児童生徒の事故報告 

  ・交通事故１件（中学校）自転車転倒 

 ○教職員の事故報告 

  ・救急搬送１件 発作 

 

神田教育長 

 

はい。それでは、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） 

 

新型コロナウイルスの関係で連絡等がかなり出ているのですけれども、前回ご要

望があったので教育委員の皆さんに送付させてもらっているのですが、届いていま

すでしょうか。 

（「はい」との声） 

 

はい。ありがとうございます。それでは、ないようでございますので、次に日程

第４、報告第６号 共催・後援の承諾について、大変多ございますが、事務局お願

いいたします。 

 

羽田課長 報告第６号 共催・後援の承諾につきまして、ご説明申し上げます。 

 

今回の共催・後援につきましては、共催が１４件、後援が１件でございます。 

 

議案書に基づき説明。 

◯ゆったり夜ヨガ教室（共催）   
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羽田課長 ＮＰＯ法人阿賀野市総合型クラブ 理事長 國井 嘉樹 

毎週金曜（４月～令和３年３月）／水原公民館 

◯有酸素運動＆エクササイズ教室（共催） 

ＮＰＯ法人阿賀野市総合型クラブ 理事長 國井 嘉樹  

  毎週月曜（４月～令和３年３月）／安田公民館 

◯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 

毎週木曜（４月～令和３年３月）／水原公民館ほか 

 ◯京ヶ瀬キッズダンス教室（共催）  

ＮＰＯ法人阿賀野市総合型クラブ 理事長 國井 嘉樹 

毎週木曜（４月～令和３年３月）／保健福祉センター京和荘 

 ◯親子硬式テニス教室（共催）  

ＮＰＯ法人阿賀野市総合型クラブ 理事長 國井 嘉樹 

５月１３日（水）～６月１７日（水）の毎週水曜（全６回） 

／水原屋内運動場・水原テニスコート 

◯第５回「あがのボタニカルアートの会」＆「新潟植物画倶楽部」合同展 

（後援） 

あがのボタニカルアートの会 伊藤 道秋 

  ６月１７日（水）～６月２２日（月）／水原公民館 

◯スポア陸上競技クラブ（共催）  

  ＮＰＯ法人阿賀野市総合型クラブ 理事長 國井 嘉樹 

毎週土曜（４月～令和３年３月）／水原小学校 

 ◯貯筋・増筋トレーニング教室（共催）  

ＮＰＯ法人阿賀野市総合型クラブ 理事長 國井 嘉樹 

毎週火曜（４月～令和３年３月）／水原小学校・水原総合体育館 

 ◯幼児期運動能力測定（共催）  

  ＮＰＯ法人阿賀野市総合型クラブ 理事長 國井 嘉樹 

各園の都合に合わせて実施（４月～令和３年３月）／笹神体育館 

 ◯トレーニングメニュー作成（共催）  

  ＮＰＯ法人阿賀野市総合型クラブ 理事長 國井 嘉樹 

利用者に合わせて調整（４月～令和３年３月） 

／笹神体育館・水原総合体育館 

◯大人のフットサルクラブ（共催）  

  ＮＰＯ法人阿賀野市総合型クラブ 理事長 國井 嘉樹 

月３回（４月～令和３年３月）／水原屋内運動場 

 ◯キッズスポーツ教室（共催） 

ＮＰＯ法人阿賀野市総合型クラブ 理事長 國井 嘉樹 

曜日・時間は教室により設定（４月～令和３年３月）／各地区小学校 

 ◯けんこうくらぶ（共催）  

ＮＰＯ法人阿賀野市総合型クラブ 理事長 國井 嘉樹 

毎週水曜（４月～令和３年３月）／水原総合体育館 

◯楽育運動教室（共催）  

ＮＰＯ法人阿賀野市総合型クラブ 理事長 國井 嘉樹 

毎月第４土曜（５月～令和３年３月）／水原小学校 

◯spore 色んなスポーツ（共催） 

ＮＰＯ法人阿賀野市総合型クラブ 理事長 國井 嘉樹  

毎月土曜３回程度（５月～令和３年３月）／水原小学校 

 

神田教育長 はい。以上、報告でございました。大体がＮＰＯ法人阿賀野市総合型クラブと教

育委員会との共催で、運動に親しむとか、体力を向上させるとか、そのような取り

組みをしています。 
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 ご質問等ございますでしょうか。 

（全員なし） 

 

はい。よろしいでしょうか。それでは、次に移ります。 

 

次が報告第７号になります。令和２年度阿賀野市学校事務共同実施推進協議会の

構成員について、事務局お願いいたします。 

 

羽田課長 報告第７号 令和２年度阿賀野市学校事務共同実施推進協議会の構成員につきま

して、ご説明申し上げます。 

 

本件につきましては、阿賀野市立小・中学校設置条例施行規則第３３条の２の規

定によりまして、教育委員会に学校事務の共同実施組織を置くこととしておりま

す。また、教育委員会は、共同実施組織の責任者を事務職員の中から指定すること

となっていますので、報告資料のとおり、会長の駒形京ヶ瀬小学校長以下、指名し

たものでございます。以上、報告いたします。 

 

神田教育長 はい。ただ今の報告について、ご質問等ございますでしょうか。 

 

結局、学校がグループを組んで、学校の事務を点検したり、分担したり、会計を

それぞれ担当したり、事務を効率良く進めるために相談したりする組織でありま

す。その組織のメンバーは、今年度これで行くということであります。 

 

事務職員も変わっている所があろうかと思います。教育委員会の方からは、学校

教育課長以下、入っております。会長・副会長は校長で、このようなメンバーでい

ろいろな事務の推進してまいります。 

 

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１７号 阿賀野

市立小・中学校における主任等の承認について、事務局お願いいたします。 

 

磯部管理 

指導主事 

私の方から、議案第１７号 阿賀野市立小・中学校における主任等の承認につき

まして、ご説明申し上げます。 

 

この案件につきましては、阿賀野市立小・中学校設置条例施行規則（平成１６年

阿賀野市教育委員会規則第１３号）第２４条第７項、同条第８項、第２５条第３項、

第２６条第４項及び第３０条第５項の規定により、教育委員会の承認を求めるもの

でございます。 

 

第２４条第７項では教務主任・学年主任・研究主任・司書教諭、同条第８項では

保健主事、第２５条第３項では生活指導主任、第２６条第４項では生徒指導主事・

進路指導主事、第３０条第５項では事務主任を、教育委員会の承認を得て、校長が

任命するということになっておりますので、ご承認をお願いいたします。 

 

神田教育長 はい。説明は終わりました。 

 

ご質問等ございますでしょうか。 

 

圓山委員 堀越小学校の学年主任が全然載っていないのですが、分田もそうですね。 
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磯部管理 

指導主事 

学年主任は２学級以上の学校としております。堀越小学校につきましては、１学

級しかないので上げてございません。よろしくお願いいたします。 

 

神田教育長 他にいかがでしょうか。司書教諭を選任しなければいけないのは、学年２学級以

上・１２学級以上の学校が、司書教諭を選任しないといけないと記憶しています。

だから、小さい学校は司書教諭が空欄になっております。 

 （全員なし） 

 

他にご質問等ないようでございましたら、阿賀野市立小・中学校における主任等

の承認について、ご承認いただけますでしょうか。 

（全員異議なし） 

 

それでは、ただ今の案件は承認されました。 

 

 次に、認定第６、議案第１８号 阿賀野市青少年育成センター育成員の任命につ

いて、事務局お願いいたします。 

 

羽田課長  議案第１８号 阿賀野市青少年育成センター育成員の任命につきまして、ご説明

申し上げます。 

 

この案件につきましては、阿賀野市青少年育成センター規則（平成１６年阿賀野

市教育委員会規則第３２号）第４条第４項の規定により、別紙のとおり任命するも

のでございます。 

 

対象者としましては、昨年度まで安田公民館の方でお勤めいただいておりました

田中恵子さんにお願いしたいというものであります。職務としましては、育成セン

ター指導員の育成・支援、主に巡回指導の計画や運営に携わっていただきます。そ

の他に青少年に関わる各種調査を行っていただくということで、週３日、月・火・

水の３日間の勤務となります。選任に時間を要しておりましたが、５月１日からと

いうことでお願いしたいと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。阿賀野市青少年育成センター育成員の任命について、ご質問等ございませ

んでしょうか。 

 （全員なし） 

 

 巡回指導の計画を立てたり、青少年の育成に関わったりという仕事をしてもらう

ということでございます。 

 

ご質問等ないようでございましたら、阿賀野市青少年育成センター育成員の任命

について、ご承認いただけますでしょうか。 

（全員異議なし） 

 

それでは、ただ今の案件は承認されました。 

 

 次に、日程第７、議案第１９号 阿賀野市青少年育成センター指導員（教員）の

任命について、事務局お願いいたします。 

 

羽田課長 議案第１９号 阿賀野市青少年育成センター指導員（教員）の任命につきまして、

ご説明申し上げます。 

 

この案件につきましては、阿賀野市青少年育成センターに指導員を置くことと

し、別紙のとおり任命するものでございます。 
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 前回、第３回の教育委員会定例会の際に地域指導員ということで任命させていた

だきましたけれども、今回は学校指導員ということで、教員の方々の任命でござい

ます。 

 

昨年度まで月１回の巡回ということで、区別なく回っていただきましたが、今回

学校指導員の方々につきましては、年に２回程度、地域指導員の人たちと一緒に回

れる中間の班ということで、通常の業務時間内に終われる形で、夜間になったりし

ないように配慮して、班編成を組み上げるものでございます。今回は教員の学校指

導員ということで、１３名の方々を任命させていただくというものでございます。

よろしくお願いいたします。 

 

神田教育長 はい。以上、説明がありましたが、前回が地域の人たちの指導員、異動がありま

したので、今回は教員の指導員、主な業務は地域のパトロール、巡回指導というこ

とでございます。 

 

ご質問等ございますでしょうか。 

（全員なし） 

 

「新任」と書いてある所は新任なんだけど、書いていない所は昨年度から継続と

いうことですかね。 

 

羽田課長 今回任期が終わりましたので、４月１日から新たに全員をお願いすることになり

ます。同じ人にお願いするものについては、備考欄に何も記載していないというこ

とです。 

 

神田教育長 同じ人であれば記載がなく、「新任」と記載があるのは新たに任命される人とい

うことですね。年２回のパトロールということです。ご意見等がないようでござい

ますが、阿賀野市青少年育成センター指導員（教員）の任命について、ご承認いた

だけますでしょうか。 

（全員異議なし） 

 

それでは、ただ今の案件は承認されました。 

 

 次に、日程第８、その他ということで、お願いします。 

 

 最初に、今後の日程について、事務局お願いいたします。 

 

 

長谷川課長 学校教育課の業務について、資料に基づき説明。 

 

◯第２回市議会臨時会 

４月２７日（月）／市役所 

◯第２回校園長会 

５月７日（木）／笹神支所 

◯総務文教常任委員会 

５月１１日（月）／市役所 

◯中野教育委員辞令交付 

５月２２日（金）／市役所 

 

次回定例会の日程を調整。 

◯第５回教育委員会定例会 

５月２２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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羽田課長 生涯学習課の業務について、資料に基づき説明。 

 

◯第２回市議会臨時会 

４月２７日（月）／市役所 

◯成人式〔延期：１１月２２日（日）〕 

５月４日（月・祝）／水原総合体育館 

◯社会厚生常任委員会 

５月８日（金）／市役所 

◯市ＰＴＡ連絡協議会評議員会（中止） 

５月８日（金）／天朝閣 

◯青少年育成センター指導員連絡会（延期：未定） 

５月中旬／ふれあい会館 

◯上記以外の市主催事業も、新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止 

（当分の間） 

 

神田教育長 はい。次に、事務連絡等があれば、事務局お願いいたします。 

 

長谷川課長  特に用意してございません。 

 

神田教育長 はい。事務連絡はなしということでございます。 

 

今日の日程、全て終わりました。他にないようでございましたら、本日の令和２

年第４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。 

 

大変お疲れ様でした。 

 

閉会を宣言した時刻 午前１０時４６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                     


