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令和３年第１０回 阿賀野市教育委員会定例会会議録 

 

１ 開会年月日  令和３年１０月２２日（水) 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     髙橋 正人 

               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    高橋 成子 

８ 会議に付すべき事件 

 

日程 議案番号 案       件 

１  会議録署名委員の指名 

２  令和３年第９回教育委員会定例会会議録の承認 

３  業務報告 

４ 

報告第２５号 共催・後援の承諾について 

報告第２６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２６号 阿賀野市いじめ防止サポート委員会委員の委嘱について 

６ 議案第２７号 
阿賀野市立小・中学校防犯カメラ管理運用規程の一部改正に

ついて 

７ その他 

１ 今後の日程 

２ 事務連絡等 
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午前１０時００分 開会 

髙橋課長  それでは、定刻となりましたので、ただ今から「令和３年第１０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 皆さん、お疲れ様でございます。これより令和３年第１０回阿賀野市教育委員会定例

会を開会いたします。 

 

令和３年第１０回定例会は、１０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、学校教育課から髙橋課長、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、学校教育課の高橋課長補佐です。 

 

 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３年第１０回教育委員会定例会の会議録署名委員は、中野委員を指名いたします。 

 

 日程第２、令和３年第９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。 

 

髙橋課長 

 

 

 

 

 

 

 

神田教育長 

令和３年第９回教育委員会定例会の会議録につきまして、始めに修正をお願いします。

会議録 10ぺージの 10月 5日と 8日の公立園の秋の遠足について、日程が逆でしたので、

「10 月 5 日（火）京ヶ瀬幼稚園 瓢湖ほか」「10 月 8 日（金）安田幼稚園 ふるさと公

園」と修正をお願いいたします。 

 

他にお気付きの点などがございましたらお願いいたします。 

 

 

ただ今説明のありました 10ページについて２か所修正いたします。このほかに、会議

録について、ご質問等ございますでしょうか。 

（全員異議なし） 

 

それでは、この修正を加えたうえ、令和３年第９回教育委員会定例会会議録は、承認

されました。 

 

次に、日程第３、業務報告に移ります。 
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神田教育長 

 

 

 

最初に、私の方から報告をさせていただきます。その後、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。 

 ○10月校園長会 

10月 7日（木）／笹神支所 

主に次のことをお願いしました。 

・いじめに対しては、阿賀野市いじめ防止基本に沿った対応を確実に行うこと。 

・児童生徒のワクチン接種に関しては、同調圧力が働いたりいじめにつながった

りしないように配慮すること。 

・学力向上に関して、家庭学習の時間の確保が必要であること。小学校ではきち

んとした学習態度を身に付けることが中学校での基礎になること。 

・SOSの出し方教育においては、生きづらさと向き合ってくれる大人たちがいる

ことがまず大切であること。 

・生徒の意識調査に基づき、生徒とともに校則の見直しを行うこと。他 

 ○阿賀野市いじめ問題対策連絡協議会 

  10月 13日（水）／笹神支所 

   小・中・高校の学校関係者、教育委員、警察署員、市福祉関係者が協議会の委

員として参加しました。そして、いじめ関連の条例や規則の確認、阿賀野市のい

じめの状況の共有を行った後、「ＳＮＳを使ったいじめなど、見えにくいいじめ

にどう対応するか」について協議しました。 

 

 

髙橋課長 学校教育課の業務について、資料に基づき報告。 

 

  ○校務支援システムプロジェクトチーム会議 

9月 30日（木）／新発田市 

  ○就学時健診 

   10月 1日（金）／水原小学校 

○笹神中学校体育祭 

   10月 4日（月）／笹神中学校 

○就学時健診 

  10月 4日（月）／京ヶ瀬小学校 

○京ヶ瀬幼稚園遊具設置検査 

  10月 4日（月）／京ヶ瀬幼稚園 

○京ヶ瀬幼稚園 秋の遠足 

  10月 5日（火）／瓢湖ほか 

○学校事務共同実施懇談会 

  10月 5日（火）／笹神支所 

○就学時健診 

  10月 6日（水）／安田小学校 

○10月校園長会 

  10月 7日（木）／笹神支所 

○安田幼稚園 秋の遠足 

  10月 8日（金）／ふるさと公園 

○新採用職員研修(学校教育課関係) 

10月 8日（金）／笹神支所 

○就学時健診 

10月 8日（金）／堀越小・分田小学校 
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○定期監査（学校施設関係）  

  10月 11日(月）／安田中・京ヶ瀬幼稚園 

○通学路合同点検 

  10月 11日(月）／分田･神山･安野小学校区 

○教育委員学校訪問 

  10月 12日（火）／安田幼稚園、安田小･安田中学校 

○就学時健診 

  10月 12日(火）／安野小学校 

○通学路合同点検 

  10月 12日(火）／堀越･水原･笹岡小学校区 

○就学時健診 

  10月 13日（水）／笹岡小・神山小学校 

○分田小学校統合地域説明会（分田小学校地区） 

10月 14日（木）／分田小学校 

○定期監査（学校教育課） 

   10月 15日（金）／笹神支所 

  ○部落解放新潟県研究集会 

   10月 16日（土）／オンライン 

  ○京ヶ瀬小学校オンラインミーティング 

   10月 16日（土）／京ヶ瀬小学校 

  ○新潟県都市教育長協議会秋季定期総会 

   10月 19日（火）／ふれあい会館 

○分田小学校統合地域説明会（堀越小学校地区） 

   10月 21日（木）／堀越小学校 

  ○第 10回教育委員会定例会 

   10月 22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。 

 

○高齢者学級「さわらび学級」干支の押し絵づくり（14人） 

   9月 30日（木）／ふれあい会館 

  ○社会教育委員の会議・公民館運営審議会 

   10月 4日（月）／笹神支所 

  ○山手学級・さわやか女性セミナー パッチワーク教室（17人） 

   10月 6日（木）／安田交流センター 

  ○新採用職員研修（生涯学習関係）19人 

   10月 8日（金）／笹神支所 

  ○監査委員現地視察 

   10月 8日（金）／歴史民俗資料館 

  ○新潟県文化財保護指導員及び市町村文化財担当職員合同会議 

   10月 13日（水）／市役所 

  ○高齢者学級「さわらび学級」 アメリカンフラワー教室（18人） 

10月 14日（木）／ふれあい会館 

  ○家庭教育ゆめ事業「家庭教育講座」 お金の使い方（12人） 

 10月 16日（土）／水原公民館 

○第 74回新潟県駅伝競走大会 

  10月 17日（日）／市内通過 

○水原文化祭「芸能発表会」（75人） 

10月 17日（日）／水原公民館 
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羽田課長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

磯部管理 

指導主事 

 

 

 

 

  ○社会厚生常任委員会 

  10月 18日（月）／市役所、市立図書館 

○高齢者学級「寿学級」 健康体操教室（11人） 

  10月 18日（月）／京和荘   

○下越地区公民館関係役職員等研修会兼下越地区社会教育研究集会 

  10月 20日（水）／ラポルテ五泉 

○山手学級・さわやか女性セミナー 干支の押し絵づくり 

 10月 21日（木）／安田交流センター 

 

 

管理指導主事の業務について、次の内容を報告。 

 

〔９月２９日（水）～１０月２１日（木）〕 

○児童生徒の事故報告 なし 

○教職員の事故報告  なし 

   

 

神田教育長 はい。以上で、業務報告が終わりました。ただ今の報告につきまして、ご質問等ござ

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４、報告第２５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２５号 共催・後援の承諾につきまして、ご説明申し上げます。 

 

この案件につきましては、共催が１件、後援が１件でございます。 

２件とも生涯学習課の案件でございますので、案件について、ご説明申し上げます。 

 

議案書に基づき説明。 

 

○令和 3年度新潟県文化財保護指導委員及び市町村文化財担当職員合同会議 

（下越・佐渡地区）                   （共催） 

   代表者 新潟県教育庁文化行政課 課長 澁谷有子 

  期 日 10月 13日(水) 

   会 場 越後府跡、珠数掛ザクラ（梅護寺）、阿賀野市役所 

○第 16回阿賀野市書道展                 （後援） 

  代表者 修竹会 横山 白水 

  期 日 11月 21日(日)～23日(火・祝) 

  会 場 水原公民館 

 

 

神田教育長 

 

 

 

 

 

 

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） 

 

ないようでございますので、次に報告第２６号 要保護及び準要保護児童生徒の認定

等について、事務局お願いします。 
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髙橋課長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

報告第 26号 要保護及び準要保護児童生徒の認定等について、ご説明申し上げます。 

配布させていただきました資料をご覧ください。議案として配布いたしました認定状

況表と、本日配布しました要回収、個人名の入ったものでございます。 

 

それでは、認定状況をご説明申し上げます。 

10 月分について、今回新規に申請があった者が 2人おり、所得状況調査により新たに

認定いたしました。また、認定保留者が 1 人いましたが、表の下の欄外に理由を記載さ

せていただきましたが、認定条件に該当するものがなかったということで、今回否認定

（却下）者としております。 

以上、よろしくお願いいたします。 

 

神田教育長 

 

 

 

 

 

2名新たに認定し、保留としていた 1名について、書類が揃い判定されたということで

す。 

ただ今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、次の議事に移ります。 

  

  

神田教育長 

 

 

 

磯部管理 

指導主事 

 

 

 

 

 

続きまして、日程第５ 議案第２６号 阿賀野市いじめ防止サポート委員会委員の委

嘱について、事務局お願いいたします。 

 

 

議案第２６号 阿賀野市いじめ防止サポート委員会委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、阿賀野市いじめ問題対策連絡協議会等条例第 11条第 2項の

規定に基づき、別紙のとおり 5名の方について委嘱するものであります。 

この第 11条には、いじめ防止サポート委員会は、5人以内をもって組織すると定めて

ございます。その第 2項には、委員は教育心理、福祉及び法律等に関する専門的な知識、

経験を有する者のうちから教育委員会が委嘱すると定めてございます。 

阿賀野市内でいじめの重大事案事態が発生した場合、教育委員会から招集をかけお出

でいただき事案についてご審議いただくということになります。 

 

2年前、そちらに、お名前がある 5名の方から、このサポート委員になっていただきま

した。11月 1日から令和 3年 10月 31日ということで委嘱したものが、この今月末に委

嘱期間が切れるということで、再任を妨げないとなっていることから、再度ご依頼させ

ていただいたところ、引き続きもう 2年ご承諾いただいたところです。 

 

なお、四番の橋本委員からは、いじめの重大事態とならないように、今現在、教育委

員会や学校ともに力を合わせて、対応していることから、このように招集かからずに済

んでるので、引き続き丁寧な対応をしていただきたいというふうな言葉もいただいてお

ります。 

以上この 5名を委嘱したいと考えております。 

よろしくお願いいたします。 

 

神田教育長 

 

 

 

橋本定男先生は約 2年前から、新潟県のいじめ根絶県民会議の座長をなさっておられ

ます。 

阿賀野市いじめ防止基本方針でも、いじめ防止サポート委員会を設置すると定めてい

ます。簡単に言いますと、市教育委員会が招集する第三者調査委員会です。この委員会
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神田教育長 

 

でも明らかとならない場合は、市長が調査委員会を召集することになります。 

 

ただ今、説明のありました阿賀野市いじめ防止サポート委員会委員の委嘱について、

ご質問等ございますでしょうか。 

（全員なし） 

 

 

それでは、ないようでございますので、議案第２６号 阿賀野市いじめ防止サポート

委員会委員の委嘱について、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。 

 

 

神田教育長 次に、日程第６、議案第２７号阿賀野市立・小・中学校防犯カメラ管理運用規程の一

部改正について、事務局お願いたします。 

 

髙橋課長 議案２７号 阿賀野市立小・中学校防犯カメラ管理運用規程の一部改正について、ご

説明申し上げます。 

 

議案書 1枚めくっていただきまして、新旧対照表を見た方がわかり易いと思いますの

で、お開きいただきたいと思います。 

 

 水原中学校の敷地内に新たに防犯カメラを設置することになったため、別表の撮影範

囲を追加するため、改正するものです。設置場所は、正門駐車場、敷地内通路（グラウ

ンド側）、裏通用口、市民図書室脇駐輪場の４か所となります。夜間、休日における防犯

のため、設置するものでございます。 

 

水原中学校の校内には設置がございましたが、今回設置の理由としましては、春先か

ら物が壊されたり、たばこの吸い殻が落ちている事象がありましたので、そのための防

犯用になります。 

警察等と話をいたしまして、パトロールを強化していただいておりますが、特定には

至っていないということで、検討して設置したものでございます。 

 

 

神田教育長 7月くらいから顕著でして、学校も大変苦慮しています。 

ただ今、説明のありました阿賀野市立小・中学校防犯カメラ管理運用規程の一部改正

の議案について、ご質問等ございますでしょうか。 

（全員なし） 

 

それでは、ないようでございますので、議案２７号 阿賀野市立小・中学校防犯カメ

ラ管理運用規程の一部改正の議案について、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。 

 

髙橋課長 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。 
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最初に、学校教育課の日程につきまして、ご説明申し上げます。 

 

学校教育課の業務について、資料に基づき説明。 

 

 ○水原小学校運動会 

 10月 23日（土）／水原小学校 

○教育委員学校訪問 

   10月 26日（火）／京ヶ瀬幼稚園・京ヶ瀬小学校・京ヶ瀬中学校 

  ○総務文教常任委員会事務調査 

   10月 27日（水）／水原小学校・市役所 

  ○教育支援委員会 

   10月 27日（水）／笹岡小学校 

  ○教育支援委員会 

   10月 28日（木）／安田小学校 

○教育支援委員会 

   11月 1日（月）／水原小学校 

  ○11月校園長会 

   11月 2日（火）／笹神支所 

  ○阿賀野市功労者表彰式 

   11月 3日（水）／市役所 

  ○食育運営研修会 

   11月 5日（金）／オンライン 

○教育支援委員会 

   11月 5日（金）／京ヶ瀬小学校 

  ○地域スポーツクラブ推進体制基盤強化事業 

スポーツ推進のための地域ミーティング 

11月 7日（日）／笹神体育館 

○教育支援委員会 

   11月 9日（火）／笹神支所 

  ○施設整備担当者会議 

   11月 10日（水）／オンライン 

  ○人権・同和教育啓発推進講座 

   11月 22日（月）／オンライン 

    

 次回定例会の日程を調整。 

◯第１１回教育委員会定例会 

１１月２４日（水）午後１時３０分から／阿賀野市役所 

 ○総合教育会議 

  １１月２４日（水）午後３時００分から／阿賀野市役所 の予定 

     

羽田課長 次に、生涯学習課の日程につきまして、ご説明申し上げます。 

 

生涯学習課の業務について、資料に基づき説明。 

 

○塾のコンビニ事業 まちづくり塾 

公民館成人講座 「すっきり暮らすかたづけ講座」 

   10月 23日（土）／水原公民館 

  ○水原文化祭 

   11月 1日(月)～3日(水)／水原総合体育館 
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  ○京ヶ瀬文化祭 

11月 2日(火)～3日(水)／市立図書館 

  ○高齢者・女性学級「山手学級」「さわやか女性セミナー」健康料理教室 

  11月 5日（金）／安田交流センター 

○青少年育成センター指導員研修会 

  11月 11日（木）／ふれあい会館 

○下越地区公民館連絡協議会第 2回代議員会 

11月 17日（水）／新発田市生涯学習センター 

○ギッズ体験教室「子どもクッキング」 

  11月 20日（土）／水原公民館 

○成人式 

11月 20日（土）／水原総合体育館 

○こども夢フェスタ２０２１ 

「ふるさと子ども絵画展」  

11月 20日（土）～21日（日）／笹神支所・ふれあい会館 

  ○「ふるさと子ども絵画展」優秀作品特別展示会 

11月 26日（金）～12月 5日（日）／水原公民館 

  ○ギッズ体験教室「子どもクッキング」 

   11月 27日（日）／京和荘 

   

神田教育長 ただ今、説明のありました今後の日程について、ご質問等ございますでしょうか。 

 

 

 

羽田課長 

 

 

神田教育長 

 

 

成人式は教育委員さんにご案内があるのでしょうか。 

 

今年度は、感染対策のため、お招きする来賓の範囲を非常に狭くしておりますので、

教育委員さんにもご案内しない予定です。 

 

わかりました。他にご質問はございませんか。 

（全員なし） 

 

ないようですが、それでは、その他 事務連絡ございますか。 

髙橋課長 令和４年度三市北蒲原郡教育委員会連合会総会について、令和４年５月頃、 

当市にて開催予定でありますので、教育委員におかれましてはご予定くださるようお

願いします。 
 

  

神田教育長 それでは、令和３年第１０回阿賀野市教育委員会定例会を終了いたします。大変あり

がとうございました。お疲れ様でした。 

 

閉会を宣言した時刻 午前１０時５９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                     


