
1 

令和２年第５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５月２２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 瀧澤 圭子、酒井 里佳子、中野 稔 

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４回教育委員会定例会会議録の承認 

３  業務報告 

４ 

報告第 ８ 号 共催・後援の承諾について 

報告第 ９ 号 令和元年度阿賀野市一般会計補正予算（第８号）について 

報告第１０号 令和２年度阿賀野市一般会計補正予算（第１号）について 

報告第１１号 令和２年度阿賀野市一般会計補正予算（第３号）について 

５ 議案第２０号 
令和２年度阿賀野市一般会計補正予算（第４号）の議案に対す

る意見について 

６ 議案第２１号 
阿賀野市視聴覚ライブラリー条例の廃止の議案に対する意見に

ついて 

７ 議案第２２号 
工事請負契約の締結（堀越小学校長寿命化改良建築工事）の議

案に対する意見について 

８ 議案第２３号 学校（園）評議員の委嘱について 

９ 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５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。それでは、皆さん、ご苦労さまでございます。おはようございます。 

 

これより、令和２年第５回阿賀野市教育委員会定例会を開会いたします。 

 

 議事に入る前に、先ほど中野委員が市長から辞令をいただきまして、今日から教

育委員にご就任ということでございます。よろしくお願いいたします。 

 

 一言、自己紹介をお願いできますでしょうか。 

 

中野委員 【自己紹介】 

 

神田教育長 ありがとうございました。豊富な経験の中から貴重なご意見をお聞かせ願えれば

と思います。 

 

それでは、在来組の方の自己紹介、簡単にお願いいたします。 

 

中野委員を

除く出席者 

【教育委員、教育委員会事務局、教育長の順で自己紹介】 

 

神田教育長 それでは、自己紹介を終わりにいたします。大変ありがとうございました。 

 

それでは、議事の方に入りたいと思います。 

 

令和２年第５回定例会は、５月２２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、今ほど紹介のありました学校教育課から

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。 

 

会議書記は、学校教育課の陸課長補佐です。 

 

 いつも委員会は、このようなメンバーで行っております。 

 

 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。 

 

今日は協議案件がいくつかありますので、協議の時間も設けております。 

 

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５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。 
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 日程第２、令和２年第４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４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４回会議録について、よろしゅう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４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。  

 

○市議会議員全員協議会 

４月２７日（月）／市役所 

○第２回市議会臨時会 

４月２７日（月）／市役所 

○小中学校の臨時休業延長を通知 

４月３０日（木） 

臨時休業を５月７日（木）から５月１７日（日）まで延長することを各校

へ通知しました。  

○第２回校園長会 

５月７日（木）／笹神支所 

・学校再開に向けてどうするのか。 

・学習の保障についてどう取り組むのか。 

・「新しい生活様式」に沿った感染予防の取り組み 

 ○春城会から小冊子寄贈 

 ５月８日（金）／笹神支所  

春城会から小冊子「郷土の誇り・市島春城」３３２冊の寄贈を受けました。

市内小学６年生に配布し、社会科等の学習に活用してもらいます。  

 ○総務文教常任委員会 

５月１１日（月）／市役所 

・市内小中学校施設の現状と課題について  

○小中学校の教育活動再開を通知 

 ５月１３日（水） 

５月１８日（月）から小中学校の教育活動を再開することについて、各校

及び保護者へ通知しました。部活動は当面休止としました。  

○新潟県の緊急事態宣言解除 

 ５月１４日（木） 

政府が「特定警戒都道府県」を除く３４県の緊急事態宣言を解除しました。

○小中学校の教育活動を再開（午前中授業・給食後下校） 

５月１８日（月）／小中学校 

○６月補正予算市長査定 

５月１８日（月）／市役所 

○小中学校の普通授業を開始 

５月１９日（火）／小中学校 
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神田教育長 ○辞令交付式（中野稔教育委員） 

５月２２日（金）／市役所 

○第５回教育委員会定例会 

５月２２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。 

 

◯市議会議員全員協議会 

４月２７日（月）／市役所 

◯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 

◯新型コロナウイルス感染症の対応に係る学校訪問 

５月２０日（水）～２２日（金）／小中学校 

◯辞令交付式（中野稔教育委員） 

５月２２日（金）／市役所 

◯第５回教育委員会定例会 

５月２２日（金）／笹神支所 

 

【会議中止等】  

◯令和２年度新潟県都市教育長協議会春季定期大会  

◯令和２年度関東地区都市教育長協議会総会  

◯三市北蒲原郡教育委員会連合協議会定期総会（書面協議に変更）  

 

羽田課長 生涯学習課の業務について、資料に基づき報告。 

 

 ◯第２回市議会臨時会 

４月２７日（月）／市役所  

 ◯図書館施設再開 

５月８日（金）／ 市立図書館、水原中学校市民図書室、安田図書館、 

笹神図書館（市立図書館のフィットネスルームを除く） 

 ◯社会厚生常任委員会 

５月８日（金）／ 市役所  

 ◯公民館、自然の家、屋外体育施設再開 

５月１１日（月）／安田交流センター、ふれあい会館、水原公民館、 

         五頭連峰少年自然の家、旧前山小グラウンド、 

         大和グラウンド、城ノ内野球場、城ノ内テニスコート、 

安田橋多目的運動広場、安田橋運動公園、水原野球場、 

水原テニスコート、水原ゲートボール場（安田交流セン

ターのフィットネスルーム、学校開放施設を除く） 

◯博物館施設再開 

５月１２日（火）／吉田東伍記念博物館  

◯屋内体育施設再開 

５月１９日（火）／山手体育館、大和体育館、旧前山小学校体育館、 

         安田体育館、立川記念屋内球技練習場、京ヶ瀬体育館、 

京ヶ瀬屋内運動場、水原総合体育館、水原屋内運動場、 

笹神体育館、笹神屋内運動場（水原総合体育館・笹神 

体育館のトレーニングルーム、学校開放施設を除く） 
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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。 

 

〔４月２３日（木）～５月２２日（金）〕 

  ○児童生徒の事故報告 

   ・火災１件（中学校）自宅 

   ・虐待１件（小学校）暴力 

  ○教職員の事故報告 

   ・交通事故１件 車の接触（被害） 
 

神田教育長 

 

はい。報告が終わりました。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。 

 

渡邉委員 よろしいですか。火災の件について、前にもそのような話があったのですが、学

用品などは市の方で負担するという形になるのでしょうか。 

 

磯部管理 

指導主事 

はい。まず教科書について、県の方に係から問い合わせてもらったのですが、こ

のような個人の火災については、対応していないということでありましたので、学

校の方で上の学年の子どもたちが使わなくなったものを貸与して使ってもらって

いるということです。体操着や靴、カバン等は、学校の方に歴代の先輩が残してい

った物があるので、それを使ってもらい、必要な学用品は家庭の方で用意してもら

うということで聞いております。 

 

神田教育長 日本赤十字社の方も入って、服などの支援をしますよね。 

 

磯部管理 

指導主事 

すぐ後に、日本赤十字社を担当する社会福祉課の方がお見舞いに来て、いろいろ

な物資を供与してもらったということでした。 

 

神田教育長 他にいかがでしょうか。 

（全員なし） 

 

はい。それでは、ないようですので、次に、日程第４、報告第８号 共催・後援

の承諾について、事務局お願いいたします。 

 

羽田課長 報告第８号 共催・後援の承諾につきまして、ご説明申し上げます。 

 

本日の案件は、全て生涯学習課の案件でございまして、共催が２件となっており

ます。 

 

議案書に基づき説明。 

 

◯令和２年度社会同和教育市町村巡回研修会（共催）  

  下越教育事務所 所長 丹後 直子 

  １０月２７日（火）／笹神中学校 

 ◯令和２年度新潟県埋蔵文化財公開活用事業（共催）  

新潟県教育委員会 教育長 稲荷 善之  

５月１１日（月）～令和３年３月１９日（金） 

／阿賀野市、津南町、村上市ほか 

 

神田教育長 はい。県の埋蔵文化財の共催が出てきましたが、阿賀野市にも有名な土偶の頭が

あります。最近発掘したものでハート形土偶がありましたが、どこの遺跡でしたで

しょうか。 
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羽田課長 先週ですけれども、土橋遺跡です。 

 

神田教育長 ハート形が珍しいそうなんです。土偶の頭は、さまざまな本に紹介されたり、展

示会に貸し出されたりしています。阿賀野市にも有名な土偶があるということをご

紹介いたします。 

 

さて、共催２件でございますが、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９号 令和元年度阿賀野市一般会計補正予算（第

８号）について、事務局お願いいたします。 

 

長谷川課長 報告第９号 令和元年度阿賀野市一般会計補正予算（第８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、３月３１日に市長が専決処分をしたもので、４月２７

日の第２回市議会臨時会で専決処分の承認が議決されたものであります。 

 

内容につきましては、資料をめくっていただきまして、一般会計補正予算（第８

号）ということで、教育予算抜粋となってございます。 

 

もう１枚めくっていただきますようお願いいたします。奨学貸付基金への支出金

でございますが、これにつきましては、令和元年度に教育への使用を目的とした寄

附金が何件かございます。それらを年度末にまとめて歳入歳出予算に計上したもの

でございます。歳出は繰出金でありまして、現在行っております奨学金の貸付事業

がございますが、その基金に組み入れまして、今後奨学金として活用するものでご

ざいます。 

 

もう１点ございます。繰越明許費の補正につきまして、ご説明申し上げます。こ

ちらにつきましては、令和元年度予算として計上したものでございますが、年度内

に支出が終わらないものを令和２年度に繰り越して使用するもので、繰越明許費と

して承認をいただいたものでございます。 

 

内容につきましては、３件ございます。まず、学校教育課関係では、公立学校情

報通信ネットワーク環境施設整備事業費ということで、いわゆるＧＩＧＡスクール

構想の１つ、校舎内のＬＡＮ環境を整備する事業であります。続きまして、下２件

は生涯学習課の所管になりますが、発掘調査に関わる事業でございます。 

 

上の学校教育課分につきましては、すでに発注済みでございます。各学校におき

まして、今後工事がなされるものであります。下２件につきましては、現在発注準

備を進めているということで聞いております。以上です。 

 

神田教育長 はい。ただ今、令和元年度阿賀野市一般会計補正予算（第８号）の説明が終わり

ました。ご質問等ございますでしょうか。１３８万円の寄附金があって、それを奨

学金の基金として積み立てるという内容でございます。 

（全員なし） 

 

ないようでございますので、次に、報告第１０号 令和２年度阿賀野市一般会計

補正予算（第１号）について、事務局お願いいたします。 

 

長谷川課長 報告第１０号 令和２年度阿賀野市一般会計補正予算（第１号）につきまして、

ご説明申し上げます。 
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 この案件につきましては、４月２７日の第２回市議会臨時会で議決されたもので

ございます。 

 

資料をめくっていただきまして、令和２年度阿賀野市一般会計補正予算（第１

号）、こちらも教育予算抜粋となってございます。 

 

もう１枚めくっていただきまして、新型コロナウイルスに関わる国の緊急経済対

策として打ち出されました各種事業のうち、市が取り組む事業につきまして、予算

化したものでございます。 

 

内容といたしましては、上から小学校コンピュータ教育環境設備事業費でござい

ますが、令和元年度予算から、いわゆる児童１人に１台のタブレット端末を整備し

ていくという構想でございますが、当初、阿賀野市では、令和２年度から令和４年

度にかけて３か年で整備する計画でございました。国の緊急経済対策によりまし

て、全て一括で令和２年度に措置することとなりましたので、阿賀野市につきまし

ても、それに対応した予算を計上したものでございます。 

 

下の中学校コンピュータ教育環境設備事業費につきましても、同様でございま

す。同じく生徒１人に１台の端末を整備するものでございます。 

 

また、下の学校給食各種補償金でございますが、これにつきましては、３月の臨

時休業に伴いまして、当初発注していた給食食材をキャンセルいたしました。その

補償金ということで予算措置をしてございます。 

 

なお、これらに関わる国の補助金等につきましては、左側のページに記載してお

ります。それぞれ国の補助金が入りまして、阿賀野市として執行していくというも

のでございます。以上です。 

 

神田教育長 はい。新型コロナウイルスの緊急経済対策により国から補助金が出ているという

ことで、オンライン授業とよくテレビで放送されていますけれども、学校に行けな

いからパソコン上で遠隔授業をする必要が出てきた。そのため、コンピュータ関連

についての国の補助金が上乗せされた。阿賀野市も令和２年度で１人１台のパソコ

ンが子どもたちに与えられるように予算計上した。簡単に言うと、そういうことで

すよね。 

 

長谷川課長 そういうことでございます。補足させていただきますと、小学校と中学校で予算

額がかなり違いますが、中学校のコンピュータに係る予算につきましては、当初予

算に１年生から３年生までの分が計上されております。この３００万円につきまし

ては、今ほど教育長の方からも補足していただきましたが、コンピュータの他に、

ご家庭にコンピュータを持ち帰りまして、インターネット環境につなぐわけです

が、その環境がない皆さまのためにモバイルルーターを一緒に貸し出すという目的

で、それらの機器代を計上したものであります。 

 

小学校につきましては、令和２年度の当初予算に上がっていなかった学年分とそ

れらのモバイルルーター等の経費が入っております。 

 

神田教育長 はい。予算は付きましたが、整備するとなると全国ですので、なかなかすぐには

納品されないだろうと。いつまでに整備できるかは、まだ見通しが立っていない。

予定としては、本年度中ということでございます。 

 

よろしゅうございますでしょうか。 

（全員なし） 
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神田教育長 はい。ないようでございますので、次に、報告第１１号 令和２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。 

 

長谷川課長 報告第１１号 令和２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、５月２２日に市長が専決処分したもので、６月の第３

回市議会定例会で専決処分の承認について議案を提出するものでございます。 

 

内容につきましては、資料をめくっていただきまして、令和２年度一般会計補正

予算（第３号）、教育予算抜粋とありますが、もう１枚めくっていただきまして、

奨学貸付基金支出金でございます。 

 

経済対策といたしまして、いろいろ計画されておりますが、私共、教育委員会に

関するものといたしましては、新型コロナウイルス感染症の影響で、経済的に困窮

している阿賀野市の学生を支援するために、奨学金の追加募集または一時貸付を行

いたいと考えております。それに伴う予算でございまして、承認をいただいた後、

基金に繰り出すものでございます。以上です。 

 

神田教育長 はい。これも新型コロナウイルス関係ということで、学生支援に使われるための

お金ということでございます。ご質問等、いかがでしょうか。 

 

渡邉委員 現在、大学生などが生活に苦労しているということで、そういう人たちにもお知

らせするという形ですか。 

 

長谷川課長 はい。制度が整いましたら、追加募集につきましては、ホームページ若しくは報

道発表、また、現在借りている奨学生の皆さまにつきましては、個別に通知を差し

上げたいと考えております。 

 

渡邉委員 はい。ありがとうございました。 

 

神田教育長 この基金でどのように支援するのかについては、これから市長部局と協議という

ことになりますか。 

 

長谷川課長 はい。これから協議をいたしまして、確定し次第取り掛かりたいということでご

ざいます。 

 

神田教育長 どのような使われ方をするのか、国の方で専門学校生や大学生に２０万円を支給

するという話も出ていますので、高校生をターゲットにするのか。それから、奨学

生をあらためて募集し直すのか、その方法については、これから市長部局と協議す

るということでございます。 

 

よろしゅうございますでしょうか。 

（全員なし） 

 

ないようでございますので、次に、日程第５、議案第２０号 令和２年度阿賀野市

一般会計補正予算（第４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。 

 

長谷川課長 議案第２０号 令和２年度阿賀野市一般会計補正予算（第４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。 
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 この案件につきましては、６月の第３回市議会定例会で議案を提出するもので、

地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和３１年法律第１６２号）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、付議するものであります。 

 

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。 

 

それでは、資料をご覧ください。安田幼稚園運営管理事業費と認定こども園京ヶ

瀬幼稚園運営管理事業費に関する諸消耗品費でございます。いずれにしましても、

新型コロナウイルス関係の感染防止対策としまして、消毒液・手袋等の購入費の補

正でございます。こちらにつきましては、国庫補助の対象になっており、左側の方

に掲載されているところでございます。以上でございます。 

 

羽田課長 はい。続きまして、生涯学習課の所管部分につきまして、ご説明申し上げます。 

 

同じ資料の１ページ目の中段、７項の保健体育費の補正でございます。 

 

内容としましては、２ページ目の右側に書いてありますが、スポーツ振興活動支

援事業費ということで、２００万円でございます。諸消耗品費で、具体的には柔剣

道用の畳の購入費でございます。 

 

柔剣道大会等、大きなものがあったときにアリーナを使って実施できるようにと

いうことで、６０畳分の畳を購入するというものでございます。通常時は有効活用

としまして、スポーツ少年団である分田柔道クラブの方に使用していただくもので

あります。 

 

今まで使用していただいていた物は、相当昔の物で、他の体育施設で更新があっ

た際にそこで使用していた物をご利用いただいていたということです。修繕を繰り

返して使っていましたが、修繕が難しい状況になってきたということで、今回急遽

購入させていただくものでございます。よろしくお願いいたします。 

 

神田教育長 はい。畳はどこに入れるのでしたでしょうか。 

 

羽田課長 分田小学校に置かせていただいて、常に敷いているのではなく、そのときに敷き

ます。 

 

神田教育長 柔道の練習をするときに６０枚を敷いて、分田小学校の体育館で練習すると。畳

が傷んで大変なので、この際替えるということですね。 

 

上の安田幼稚園、認定こども園京ヶ瀬幼稚園のものについては、国から補助金が

出ましたので、それを使って、手指消毒や感染予防の物を買うということでござい

ました。 

 

ただ今、説明のありました令和２年度阿賀野市一般会計補正予算（第３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。 

（全員なし） 

 

それでは、ご意見がないようですので、令和２年度阿賀野市一般会計補正予算（第

４号）の議案に対する意見について、原案のとおりご承認いただけますでしょうか。 

（全員異議なし） 

 

それでは、ただ今の案件は原案のとおり承認されました。 
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神田教育長 次に、日程第６、議案第２１号 阿賀野市視聴覚ライブラリー条例の廃止の議案

に対する意見について、事務局お願いいたします。 

 

羽田課長 議案第２１号 阿賀野市視聴覚ライブラリー条例の廃止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も、６月の第３回市議会定例会で議案を提出するもので、

地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和３１年法律第１６２号）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、付議するものであります。 

 

内容としましては、合併前から新発田市・豊栄市・阿賀野市・北蒲原郡視聴覚教

育協議会という所で視聴覚ライブラリーを行っておりまして、資機材と教材を用意

して、それを利用させていただいていたという状況でございましたが、平成２３年

度末をもちまして止めるということで、その資機材と教材を市でいただいて、現在

使っております。 

 

ところが、近年、資機材につきましては、だいぶ老朽化が進んできているのと、

教材につきましても、貸出実績がほとんどないという状況になってきております。

予算的にも資機材の点検費用と若干の諸消耗品費がある程度で、一定の役割を終え

たのかなということで、今回事業としては閉じさせていただいたらどうかというこ

とででございます。 

 

資機材につきまして、まだ使えるものは、ふれあい会館の備品として、今後も管

理を続けていくことになっておりますけれども、教材につきましては、内容が１６

㎜フィルムだったり、ビデオテープだったりというものがほとんどでございまし

て、ＤＶＤは若干ありますけれども、そのような物の利用は今後見込めないという

ことで、条例廃止をお願いするものでございます。以上でございます。 

 

神田教育長 ほとんど活用されていない１６㎜フィルムなどということで、スクリーンや機材

の方は、ライブラリーの事業を廃止しても貸し出すということですよね。 

 

羽田課長 はい。プロジェクターやスクリーンもあり、貸し出しできるような形になってお

りますが、こちらの実績もほとんど行政の組織内で借りられているような状況で、

部外の人たちの実績は、ほとんど上がっていない状況であります。 

 

神田教育長  はい。ライブラリーとは名前だけというのが実際のところでありますので、この

際、実績がないということで廃止するという内容でした。 

 

ただ今、説明のありました議案第２１号 阿賀野市視聴覚ライブラリー条例の廃

止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。 

（全員なし） 

 

それでは、ご意見がないようですので、議案第２１号 阿賀野市視聴覚ライブラ

リー条例の廃止の議案に対する意見について、原案のとおりご承認いただけますで

しょうか。 

（全員異議なし） 

 

それでは、ただ今の案件は原案のとおり承認されました。 

 

 次に、日程第７、議案第２２号 工事請負契約の締結（堀越小学校長寿命化改良

建築工事）の議案に対する意見について、事務局お願いいたします。 
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長谷川課長 議案第２２号 工事請負契約の締結（堀越小学校長寿命化改良建築工事）の議案

に対する意見につきまして、ご説明申し上げます。 

 

この案件につきましても、６月の第３回市議会定例会で議案を提出するもので、

地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和３１年法律第１６２号）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、付議するものであります。 

 

 内容につきましては、令和２年４月３０日、制限付き一般競争入札に付した堀越

小学校長寿命化改良建築工事につきまして、小林・宇尾野。ライズビルド特定共同

企業体と２億７０９３万円で締結をするというものでございます。以上です。 

 

神田教育長 はい。工事請負契約の締結ということでございました。これは議会で承認を受け

なければいけない案件なわけですよね。 

 

長谷川課長 １億５,０００万円以上の工事として規定があります。 

 

神田教育長 その前に、教育委員会としての意見を伺うというわけでございます。ただ今、説

明のありました議案第２２号 工事請負契約の締結（堀越小学校長寿命化改良建築

工事）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。 

（全員なし） 

 

それでは、ご意見がないようですので、議案第２２号 工事請負契約の締結（堀

越小学校長寿命化改良建築工事）の議案に対する意見について、原案のとおりご承

認いただけますでしょうか。 

（全員異議なし） 

 

それでは、ただ今の案件は原案のとおり承認されました。 

 

次に、日程第８、議案第２３号 学校（園）評議員の委嘱について、事務局お願

いいたします。 

 

磯部管理 

指導主事 

議案第２３号 学校（園）評議員の委嘱につきまして、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３３条第３項、阿賀野市立学校学校評議員設

置要綱（平成１６年阿賀野市教育委員会告示第４７号）第３条第１項及び阿賀野市

立幼稚園管理運営に関する規則（平成１６年阿賀野市教育委員会規則第２０号）第

１８条の規定により、校長及び園長から評議員の推薦があったので、次のとおり委

嘱するものとする。 

 

委嘱する学校（園）評議員の人数につきましては、５６人で、任期は令和２年６

月１日から令和３年３月３１日までとなっております。以上です。 

 

神田教育長 はい。学校や幼稚園から推薦依頼が来ておりまして、それを一覧表にしてござい

ます。教育委員会が委嘱するというものでございます。 

 

これにつきましては、申し出ている学校と申し出ていない学校がありますが、そ

れはそれでいいのですか。 

 

磯部管理 

指導主事 

はい。これにつきましては、笹岡小学校と堀越小学校の方から申し出がなかった

のですけれども、その２校は地域と学校の連携を推進する組織で学校評価等に関わ

る内容も審議していただくということで、今年度は以上の学校から推薦が上がって 
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磯部管理 

指導主事 

きているということであります。 

 

神田教育長 特に学校評議員を置かなくても、別に地域と学校の連携を推進する会で委員を選

出しているので推薦しないということですよね。全校が推薦しなければならないと

いう規則ではなく、してもよいという規則なので、推薦すれば教育委員会が委嘱を

しますという内容でございます。学校の評価に関する意見を述べる委員ということ

で、よろしゅうございますでしょうか。 

（全員なし） 

 

それでは、ないようでございますので、議案第２３号 学校（園）評議員の委嘱

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。 

 

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３回校園長会議 

６月２日（火）／笹神支所 

◯第３回市議会定例会 

６月５日（金）～１７日（水）／市役所 

◯総務文教常任委員会 

６月１１日（木）／市役所 

◯教育委員会学校訪問 

６月２４日（水）／水原小学校、水原中学校、白鳥ルーム 

 

次回定例会の日程を調整。 

◯第６回教育委員会定例会 

６月２４日（水）午後３時００分から／笹神支所 ４階 委員会室１ 

 

羽田課長 生涯学習課の業務について、資料に基づき説明。 

 

◯放課後スクール講師・事務局打ち合わせ会 

６月１２日（金）／笹神保健センター 

◯温故塾講師・事務局打ち合わせ会 

６月１３日（土）／笹神保健センター 

◯青少年育成センター指導員連絡会 

６月１６日（火）／ふれあい会館 

◯文化祭地区代表者会議 

６月１７日（水）／安田交流センター 

◯さわらび学級開講式 

６月１８日（木）／ふれあい会館 

◯放課後スクール開講 

６月１９日（金）／安田交流センター 

◯温故塾開講 

６月２０日（土）／安田交流センター、市立図書館、水原公民館 

◯寿学級開講式 

６月２２日（月）／保健福祉センター京和荘 
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 ◯社会教育委員・公民館審議会委員会議 

６月２５日（木）／笹神支所 

◯山手学級・さわやか女性セミナー開講式 

６月２５日（木）／安田交流センター 

 

神田教育長 はい。それでは、事務連絡等に入ります。事務局お願いいたします。 

 

長谷川課長  次の２点について、資料に基づき説明。 

 

 ◯令和２年度教育委員学校訪問日程について 

  ◯令和２年度高等学校等進学者について 

 

神田教育長 はい。それでは、他に事務連絡ございますでしょうか。 

 

それでは、ないようでしたら、本日の令和２年第５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                     


