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令和２年第１１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１１月２７日（金) 午後１時３０分開会 

２ 開 催 場 所  阿賀野市役所 １階 第２多目的ホール 

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 

               教育センター長 清水 誠 

         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１０回教育委員会定例会会議録の承認 

３  業務報告 

４ 

報告第３０号 令和２年度阿賀野市一般会計補正予算（第９号）について 

報告第３１号 令和２年度阿賀野市一般会計補正予算（第１０号）について 

報告第３２号 
令和２年度阿賀野市少年自然の家特別会計補正予算（第１号）

について 

報告第３３号 共催・後援の承諾について 

報告第３４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３８号 
令和２年度阿賀野市一般会計補正予算（第１１号）の議案に対

する意見について 

６ 議案第３９号 
令和２年度阿賀野市少年自然の家特別会計補正予算（第２号）

の議案に対する意見について 
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日程 議案番号 議    案    名 

７ 議案第４０号 
阿賀野市立幼稚園設置条例の一部改正の議案に対する意見につ

いて 

８ 議案第４１号 阿賀野市教育振興基本計画の改定について 

９ 議案第４２号 阿賀野市立幼稚園預かり保育実施要綱の一部改正について 

１０ その他 
１ 今後の日程 

２ 事務連絡等 

 

 

 

午後１時３０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１１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、こんにちは。ご苦労さまです。 

 

今日は、予算関係がありますので、議題が多くございます。それから、終わった

後、総合教育会議が続けてあるということで、スムーズに進みますよう、ご協力を

お願いしたいと思います。 

 

それでは、これより令和２年第１１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１１回定例会は、１１月２７日金曜日、午後１時３０分開会。会場は

阿賀野市役所１階第２多目的ホールです。 

 

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・清水教育センター長、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。 

 

 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１１回教育委員会定例会の会議録署名委員は、渡邉委員を指名いたし

ます。 

 

日程第２、令和２年第１０回教育委員会定例会会議録の承認について、事務局お 
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 願いいたします。 

 

長谷川課長 令和２年第１０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

ございましたらお願いいたします。 

 

神田教育長 会議録につきましては、よろしいでしょうか。 

（全員異議なし） 

 

それでは、令和２年第１０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。 

 

最初に、私の方から報告させていただき、次に、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。 

  

○管内人事異動ヒアリング（小学校） 

１０月３０日（金）／笹神支所 

○管内人事異動ヒアリング（中学校） 

１１月２日（月）／笹神支所 

○生活指導サポート委員会講演会 

１１月９日（月）／各中学校  

演題：「正しく怖がるインターネット～事例に学ぶ情報モラル～」 

講師：グリー株式会社 社会貢献チーム 

新潟県においてはＳＮＳ等を介して事件に巻き込まれる事案が発生し、阿

賀野市においても生徒間のトラブルが起こっています。このような状況を踏

まえ、市内全中学生に向け、ＳＮＳの危険性や正しい利用方法を学ぶ講演会

をオンラインで実施しました。 

○人事管理上の課題等に係るヒアリング 

１１月１０日（火）／下越教育事務所 

○第８回校園長会 

１１月１２日（木）／笹神支所  

 主に次の点についてお願いしました。 

・中学校新学習指導要領の全面実施に向け、中学校の教育課程編成に当たっ

ては、働き方改革の視点や今年度のコロナ禍の経験も踏まえ検討するこ

と。 

・小学校のプログラミング学習をどのように広げていくのかを検討するこ

と。 

・押印の見直しや連絡手段のデジタル化については、可能なところから進め

ていくこと。 

・冬季の部活動については、短縮も視野に入れ、安全管理を図ること。 

・室内の換気・手洗い・マスクなど感染予防を徹底すること。  

○第６回市議会臨時会 

１１月１２日（木）／市役所 

○合唱コンクール 

１１月１４日（土）／水原中学校 

○新潟県教職員組合交渉 

１１月１７日（火）／笹神支所 

○１２月補正予算市長査定 

１１月１８日（水）／市役所 
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神田教育長 ○第２回教育支援委員会 

１１月１９日（木）／笹神支所  

県立教育センター指導主事の藤田綾子様や佐潟公園病院医師の増澤菜生

様をはじめ、管内の関係教育機関の皆さまから参加していただき、子どもた

ちの適正就学やより良い支援について、教育・医学・心理学等の専門的見地

から協議して判断しました。 

○人事異動会議 

１１月２０日（金）／笹神支所 

○功労者表彰式 

１１月２２日（日）／市役所 

○青少年育成センター指導員研修会 

１１月２６日（木）／ふれあい会館  

演題：「今の子どもたちの問題について」 

～サポートセンターから見た今の子どもたちの現状～ 

講師：新潟少年サポートセンター 鈴木 美紀 様 

○議員全員協議会 

１１月２７日（金）／市役所 

○第７回市議会臨時会 

１１月２７日（金）／市役所 

○第１１回教育委員会定例会 

１１月２７日（金）／市役所 

○第２回総合教育会議 

１１月２７日（金）／市役所 

 

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。 

 

  ○施設整備担当者会議 

１０月２８日（水）／自治会館 

○堀越小学校給食センター方式移行に伴う打ち合わせ会議 

１１月５日（木）／安田学校給食センター 

○第８回校園長会 

１１月１２日（木）／笹神支所 

○第６回市議会臨時会 

１１月１２日（木）／市役所 

○第５回衛生委員会 

１１月１８日（水）／市役所 

○堀越小学校長寿命化改良工事 ３階部分使用検査 

１１月２４日（火）／堀越小学校 

○議員全員協議会 

１１月２７日（金）／市役所 

○第７回市議会臨時会 

１１月２７日（金）／市役所 

○第１１回教育委員会定例会 

１１月２７日（金）／市役所 

○第２回総合教育会議 

１１月２７日（金）／市役所 
 

羽田課長 生涯学習課の業務について、資料に基づき報告。 

 

  ◯塾のコンビニ まちづくり塾「公民館成人講座」 

〔庵地焼の歴史と蹴りロクロ体験講座〕①（６人）  
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  １１月４日（水）／庵地焼旗野窯 

◯塾のコンビニ まちづくり塾「公民館成人講座」 

〔庵地焼の歴史と蹴りロクロ体験講座〕②（７人） 

１１月７日（土）／庵地焼旗野窯 

◯こどもクッキング「さぁ！お弁当を作ってみましょう！」（５人） 

１１月７日（土）／水原公民館 

◯第６回市議会臨時会 

１１月１２日（木）／市役所 

◯社会教育研究大会新潟大会（３人） 

１１月１２日（木）／アオーレ長岡 

◯こどもクッキング「さぁ！お弁当を作ってみましょう！」（１２人） 

１１月１４日（土）／安田交流センター 

◯下越地区公民館連絡協議会 第２回代議員会 

１１月１８日（水）／新発田市生涯学習センター  

◯「成人をお祝いするメッセージ」動画配信 

１１月２２日（日）～２９日（日） 

／ＹｏｕＴｕｂｅ阿賀野市公式チャンネル  

◯かけっこチャレンジ２０２０（１６２人） 

１１月２２日（日）／水原小学校 

◯ふるさと子ども絵画展（１,１０５人） 

１１月２２日（日）～２３日（月・祝）／ふれあい会館、笹神支所 

◯第２回学校・警察連絡協議会、 

新発田地区中学校・高等学校生活指導連絡協議会 

１１月２５日（水）／新発田中央高等学校  

◯青少年育成センター指導員研修会 

１１月２６日（木）／ふれあい会館  

◯議員全員協議会 

１１月２７日（金）／市役所 

◯第７回市議会臨時会 

１１月２７日（金）／市役所  

◯ふるさと子ども絵画展優秀作品特別展覧会 

１１月２７日（金）～１２月６日（日）／水原公民館 
 

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。 

 

〔１０月２７日（火）～１１月２５日（水）〕 

  ○児童生徒の事故報告 

  ・非行２件（小学校）ズボン下ろし 

（中学校）盗み 

・けが１件（中学校）部活動中 

  ・病気１件（小学校）運動中の過呼吸 

 

神田教育長 

 

はい。以上業務報告でございましたが、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３０号 令和２年度阿賀野

市一般会計補正予算（第９号）について、事務局お願いいたします。 

 

長谷川課長 報告第３０号 令和２年度阿賀野市一般会計補正予算（第９号）につきまして、

ご説明申し上げます。 
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長谷川課長 この案件につきましては、１０月１５日に市長が専決処分をしたもので、１１月

１２日の第６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、添付しております補正予算（第９号）の表紙の次のページ

をご覧ください。次のページの右側の欄でございます。小中学校長寿命化等改修事

業費として１億１,６００万円を計上したものであります。 

 

これは、令和３年度事業として国に要望していた水原小学校と神山小学校のトイ

レ改修工事につきまして、９月３０日付けで前倒しの内示を受けたことから新規に

計上したものであります。 

 

なお、財源につきましては、資料の左側の方に記載がございますが、新型コロナ

ウイルス感染症対応地方創生臨時交付金と学校施設環境改善交付金が全額充当さ

れるものでございます。以上です。 

 

神田教育長 はい。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９号）

は、トイレ改修ということで、新型コロナウイルス対策として急遽決まったもので

ございます。専決処分ということでございますが、ご質問等ございますでしょうか。 

（全員なし） 

 

それでは、ないようでございますので、次に、報告第３１号 令和２年度阿賀野

市一般会計補正予算（第１０号）について、事務局お願いいたします。 

 

長谷川課長 報告第３１号 令和２年度阿賀野市一般会計補正予算（第１０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、本日、１１月２７日の午前に開催されました第７回市

議会臨時会で議決されたものであります。 

 

最初に、学校教育課の案件について、ご説明申し上げます。 

 

添付しております補正予算（第１０号）の表紙の次のページ右側をご覧ください。

学校教育課の内容につきましては、上段から２項目となります。 

 

最初に、教育総務事務費で施設備品費２１１万８千円を計上いたしました。これ

は、教室他での授業や集会などの場において、３密対策を講じるために相互の間隔

を空ける必要があることから、ポータブルワイヤレスアンプの活用により感染対策

を図るため、７校７台、老朽化したポータブルワイヤレスアンプを更新するもので

あります。 

 

次に、中学校給食事業費で施設備品費６１７万９千円を計上いたしました。これ

は、京ヶ瀬中学校の調理室内にある食器洗浄機が昭和５８年製であり、交換部品が

生産終了となっております。破損箇所があるものの修理できず、十分な洗浄ができ

ない状況であることから、新たな食器洗浄機を配備し、感染防止と衛生管理の改善

を図るものであります。 

 

なお、財源につきましては、資料の左側に記載のとおり、新型コロナウイルス感

染症対応地方創生臨時交付金が全額充当されるものであります。以上です。 

 

羽田課長 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。 

 

同じく資料の中段以降をご覧いただきたいと思います。右端の説明を見ますと、 
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 後半の方の丸５つが生涯学習課の部分でございます。 

 

まず１つ目、社会教育総務事務費の諸消耗品費１５万４千円でございます。これ

につきましては、新型コロナウイルス感染症対策ということで、手指消毒用のアル

コールを購入する費用でございます。 

 

その次の少年自然の家特別会計繰出金ということで、後ほど特別会計の説明もさ

せていただきますけれども、五頭連峰少年自然の家の衛生環境の整備、通信環境の

整備ということで工事を予定させていただいております。それに対する一般会計繰

出金ということで、この財源についても新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨

時交付金ということでございます。 

 

その次、ふれあい会館維持管理事業費でございます。これにつきましては、ふれ

あい会館内のトイレ改修工事費でございます。和式の便器を洋式の洗浄機能付き便

座に変更するもので、ふれあい会館については６か所改修する予定としておりま

す。 

 

その次、スポーツ振興事務費の諸消耗品費でございます。これにつきましても、

スポーツ施設のための手指消毒用のアルコールを購入するものでございます。先ほ

どの社会教育総務事務費につきましては、公民館関係ということで、今説明させて

いただいたのは、スポーツ関係、体育館等のものでございます。 

 

最後になりますが、笹神体育館維持管理事業費。こちらに関しましても、トイレ

改修工事費ということで、施設内のトイレ、和式から洋式の洗浄機能付き便座に変

更するものでございますが、こちらにつきましては１０か所改修する予定となって

おります。生涯学習課の所管部分は、以上でございます。 

 

神田教育長 はい。これにつきましては、午前中に市議会臨時会がございまして、議決された

ものでありますが、全て新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を活用

した衛生環境の整備などでございます。 

 

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１０号）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３２号 令和２年度阿賀野市少年自然

の家特別会計補正予算（第１号）について、事務局お願いいたします。 

 

羽田課長 報告第３２号 令和２年度阿賀野市少年自然の家特別会計補正予算（第１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も、本日、１１月２７日の第７回市議会臨時会で議決され

たものであります。 

 

内容につきましては、五頭連峰少年自然の家の衛生環境と通信環境の整備という

ことでございます。 

 

五頭連峰少年自然の家につきましては、相当老朽化している部分がございますけ

れども、全て洋式化して洗浄機能付き便座にするというものでございます。併せて

手洗い場も自動水栓化させていただきます。その他、多目的トイレの新設であった

り、玄関前のスロープの新設であったり、あと大きなもので風呂場関係の改修も盛

り込んだりさせていただきました。浴室・脱衣場の改修、ボイラーの入れ替え、屋 
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羽田課長 上の防水修繕をさせていただきます。あと、通信環境の整備というものは、管内の

玄関フロアや食堂付近のＷｉ-ｆｉ環境整備を予定させていただいております。 

 

全て合わせまして５,８００万円を計上させていただき、ご承認をいただいたも

のでございます。以上でございます。 

 

神田教育長 はい。これについては、衛生環境の整備ということで、もし新型コロナウイルス

が蔓延した場合、軽症者の避難場所としても活用できるという可能性も含めて衛生

環境を整備するという内容で、いざという時の準備という趣旨でございます。 

 

ただ今、説明のありました令和２年度阿賀野市少年自然の家特別会計補正予算

（第１号）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３３号 共催・後援の承諾について、

事務局お願いいたします。 

 

長谷川課長 報告第３３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、後援が２件でございます。 

 

◯「みんなの学校」上映会 in 阿賀野（後援） 

社会教育関係団体 めっけ 代表 松崎 愛美 

２月６日（土）／ふれあい会館 

◯秋葉区ジュニア合唱団「赤い鳥」第１回演奏会 

赤い鳥を訪ねて～童謡・日本歌曲１５０年の歴史～（後援）  

新潟市秋葉区文化会館 館長 田代 雅春   

１月３１日（日）／新潟市秋葉区文化会館 

 

神田教育長 今回は２件ということで、みんなの学校というのは、説明を読んでみますと、障

がいのある子どもがみんなと一緒に学ぶという公立学校だそうです。大空小学校と

いう、よく雑誌に出ている有名な学校ですね。観てみたいなと思います。 

 

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３４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。 

 

長谷川課長 報告第３４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。 

 

この案件につきましては、児童生徒の保護者から申請していただき、審査の結果、

就学援助費の支給対象として、準要保護者を認定するものであります。 

 

配布させていただきました資料をご覧ください。議案として添付いたしました認

定状況の表と、本日配布いたしました要回収の押印のある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。横軸、１１月認定の欄をご覧くださ

い。上から２人の新規申請がございました。この２人はご兄弟であります。なお、 
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 この２人につきましては、４月に一度申請された経過がございます。その際には、

審査の結果、所得が多かったため否認定となっておりました。この度、世帯分離を

されたということで再申請をいただいたところであります。審査の結果、所得基準

を満たすため認定となりました。具体的な審査結果は、要回収の表のとおりであり

ます。 

 

本年度認定者は、この認定により２人増え、４０２人となったことを報告いたし

ます。以上でございます。 

 

神田教育長 それでは、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） 

 

ないようでございますので、次に、日程第５、議案第３８号 令和２年度阿賀野

市一般会計補正予算（第１１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３８号 令和２年度阿賀野市一般会計補正予算（第１１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、１２月の第８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。 

 

添付しております補正予算（第１１号）の表紙の次のページ、めくっていただき

まして右の欄をご覧ください。 

 

なお、数がありますので、主要な事業のみご説明申し上げます。なお、人件費は

省略させていただきます。 

 

最初に、学校情報セキュリティ確保事業費として３１２万９千円を計上いたしま

した。内容は電話等通信料とシステム変更手数料であり、児童生徒１人１台のタブ

レットパソコンが年内に配備されることから、今後家へ持ち帰ってのオンライン通

信を試行するための通信料と、現在、各学校で工事を進めておりますが、通信環境

が高速大容量化することに伴いまして通信接続事業者のシステム設定変更が必要

となることから、その手数料を計上したものであります。 

 

次に、下の方になりますが、小学校コンピュータ教育環境設備整備事業費をご覧

ください。教材備品費１,１３０万円を計上いたしました。これはＩＣＴ機器の活

用をより図るため、デジタル教科書を購入するものであります。小学校につきまし

ては、国語、算数、社会、理科のデジタル教科書を購入するものでございます。な

お、英語は令和２年度当初予算で計上済みでございます。 

 

続きまして、次のページをお願いいたします。上から２項目目、中学校コンピュ

ータ教育環境設備整備事業費でございます。教材備品費として５０６万９千円を計

上いたしました。これは小学校と同様にデジタル教科書を購入するものでありま

す。教科につきましては、国語、数学、英語、社会、理科となっております。 

 

次に、中段、認定こども園京ヶ瀬幼稚園運営管理事業費で、施設改修工事費８０

万円を計上いたしました。これにつきましては、預かり保育を行っていますが、３  
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長谷川課長 密を避けるため保育室から遊戯室に変えて受け入れています。しかし、水銀灯の故

障もあり遊戯室が現在暗い状況にあります。よって、この改修を含め、全体をＬＥ

Ｄ照明に改修するため、このたび計上したものでございます。 

 

また、２枚めくっていただきまして、この資料の下のページ番号で５ページをご

覧ください。債務負担行為の補正であります。 

 

こちらにつきましては、上から、小中学校通学バス運行業務委託の現契約が今年

度で終了することから、新たに令和３年度から令和７年度までの５年間の契約を締

結するため、総額６億５千万円の債務負担行為の補正と、外国語指導講師ＡＬＴの

派遣契約が同じく今年度で終了することから、新たに令和３年度から令和５年度ま

での３年間の契約を締結するため、総額６,６３０万円の債務負担行為の補正を行

うものであります。学校教育課関係は以上でございます。 

 

羽田課長 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、予算書の３ページ、４ページにお戻りいただきたいと思います。最下

段の文化財保護費の関係でございます。外輪橋遺跡発掘調査事業費ということで１

千万円を計上させていただいております。これにつきましては、発注済みではあり

ますけれども、補正増ということで計上させていただいております。場所としまし

ては、安野川の上流部、国道４９号からずっと上流部の大野地で、安野川と大荒川

が合流する付近にございます。試掘調査の段階では遺物などが少ない状況で、工事

立ち合いで済むだろうと、費用が掛からないように本発掘調査に持っていかなかっ

たのですけれども、実際の工事で立会いをしたところ、遺物・遺構が出てきて本発

掘調査に変わったということで増額をさせていただいたものでございます。 

 

めくっていただきまして、６ページの説明欄をご覧いただきたいと思います。丸

ごとに説明をさせていただきます。芸能・文化祭開催事業費としまして、例年、各

文化祭実行委員会に補助金を支出して文化祭を行っていただいておりましたけれ

ども、今年度は文化祭自体が行われなかったということで、補助金を出すことがで

きなかったため、全て減額補正したものでございます。 

 

次に、安田交流センター維持管理事業費としまして、安田診療所の空調設備更新

工事を行いましたが、予算よりも安く工事が済んだため、執行残を減額補正させて

いただくものでございます。 

 

その次の吉田東伍記念博物館運営事業費でございます。施設等修繕料としまし

て、空調関係の修繕料を上げております。当初予算で予定していたものも含め、実

際に修繕を行おうとしたところ、故障箇所が拡大していた所がありまして、その分

を補正計上させていただいたものでございます。 

 

その次になります。資料館再整備事業費としまして、今、一生懸命展示作業を行

っております旧山手小学校のものでございます。開館を目指しまして、これから避

難誘導灯の設置であったり、トイレを洋式化したり、事務室となる所の空調設備を

入れたりするものを計上させていただいております。 

 

最下段になりますけれども、安田Ｂ＆Ｇ海洋センター維持管理事業費でございま

す。こちらにつきましても、コロナ禍の影響でこの夏はプールの営業ができません

でした。そのため、その関係費用が不要だということで予算を減額させていただい

たものでございます。生涯学習課関係は以上でございます。 

 

神田教育長 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１１号）の 
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 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。 

 

タブレットが今度、子どもたちに１人１台入りますので、まだ教師分なのですけ

れどもデジタル教科書を買って、ＩＣＴの整備を進めていこうと。小学校は今年度

分の教科書に準拠していますが、中学校は来年度分の教科書を今年度中に買うとい

うことですよね。 

 

長谷川課長 そのようになります。 

 

神田教育長 先生方は準備しなければなりませんので、早めに買うということでございます。

何がお聞きになりたいことございますか。 

（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

１１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。 

 

次に、日程第６、議案第３９号 令和２年度阿賀野市少年自然の家特別会計補正

予算（第２号）について、事務局お願いいたします。 

 

羽田課長 議案第３９号 令和２年度阿賀野市少年自然の家特別会計補正予算（第２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も、１２月の第８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。 

 

少年自然の家特別会計補正予算（第２号）をご覧いただきたいと思います。めく

っていただきまして、２ページからになります。補正としましては、第１表のとお

り債務負担行為を追加するものでございます。 

 

内容としましては、令和３年度に五頭連峰少年自然の家の調理業務を委託するに

当たり、委託業者の選定手続きを今年度中に行わないと、４月からの業務開始に間

に合わないということで、債務負担行為として補正を計上させていただくものでご

ざいます。令和３年度の調理業務委託料として、限度額７５０万円を計上させてい

ただいたものでございます。 説明は以上でございます。 

 

神田教育長 ただ今、説明のありました令和２年度阿賀野市少年自然の家特別会計補正予算

（第２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年度阿賀野市少年自然の家特別会

計補正予算（第２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。 

 

神田教育長 次に、日程第７、議案第４０号 阿賀野市立幼稚園設置条例の一部改正の議案に 
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神田教育長 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４０号 阿賀野市立幼稚園設置条例の一部改正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、１２月の第８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。 

 

それでは、内容の説明をさせていただきます。議案書に添付しております一部改

正の条例と、その次のページに新旧対照表がございますが、新旧対照表をご覧くだ

さい。 

 

改正の理由につきましては、市立幼稚園の１号認定こどもに対する早朝・夜間の

預かり保育の利用時間及び預かり保育料につきまして、２・３号認定こどもに合わ

せて拡大するものでございます。これまでの条例では、右側の改正前をご覧くださ

い。第３条第１号イ（ア）のとおり、午前８時から午前８時３０分まで、１日５０

円となっているところ、左側の改正案では、午前７時から午前８時３０分までと午

後６時から午後７時までとし、３０分当たり５０円とするものであります。 

 

その下段、第６条につきましては、保育料の無償化に伴い、項目を整理したもの

でございます。市立幼稚園設置条例の一部改正の説明は、以上でございます。 

 

神田教育長 ただ今、説明のありました阿賀野市立幼稚園設置条例の一部改正の議案に対する

意見について、ご意見・ご質問等ございますでしょうか。時間を延長し、保育料を

定めたものでございます。 

 

渡邉委員 時間延長ということで、今のメンバーでシフト的には大丈夫なのでしょうか。 

 

長谷川課長 

 

承認をいただければ、施行は１月からということで考えておりますので、まずは

この態勢で対応していただくと。シフトはまた厳しくなるものとは思いますが、ま

ずは乗り切るということであります。 

 

神田教育長 実際に動ける態勢になっているということでございます。ご安心いただければと

思います。保育が必要な２号認定と同様、今まで１時間ずれていたものを合わせた

ものです。今まで午前８時だったのが、午前７時からになったということでありま

す。他にご意見ございますでしょうか。公立もがんばらなければいけないというこ

とでございます。 

（全員なし） 

 

それでは、ご意見がないようですので、阿賀野市立幼稚園設置条例の一部改正の

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４１号 阿賀野市教育振興基本計画の改定について、事

務局お願いいたします。 

 

清水 

センター長 

議案第４１号 阿賀野市教育振興基本計画の改定につきまして、ご説明申し上げ

ます。 
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 この案件につきましては、教育基本法第１７条第２項の規定に基づき、阿賀野市

教育振興基本計画の計画期間が満了することから、別紙案のとおり改定するもので

あります。 

 

この教育振興基本計画を全て読み上げる時間はありませんので、どのような柱立

て、あるいは構成でできているのかについて、最初はＡ４横の概要版で、まず簡潔

に説明をさせていただきます。横版をご覧ください。 

 

教育大綱で示された教育の基本理念、４つの基本方針に基づいて、それぞれ目標

及び施策の方向を具体的に示しました。 

 

基本方針の１、個性や能力を伸ばす学校教育の推進、学校教育・幼児教育に関す

る領域であります。４つの目標と１１の施策の方向を示しております。目標１、確

かな学力の育成では、授業改善の推進、学習習慣の確立、豊かな学びの基礎を培う

幼児教育の充実に取り組みます。目標２、豊かな人間性や健康でたくましい心身を

育成では、いじめ・不登校を生まない学校づくり、思いやりの心と命を大切にする

道徳教育、健やかな体の育成に取り組みます。目標３、一人一人の教育的ニーズに

応える指導支援の充実では、関係機関との連携による一貫した支援、全校体制によ

る特別支援教育の推進、教職員の資質・専門性の向上に取り組みます。目標４、グ

ローバル化・ＩＣＴ化に対応した教育の推進では、英語力向上の取組、ＰＣ・タブ

レットの積極的な活用に取り組みます。 

 

基本方針の２、人生を豊かにする生涯学習の推進、ここは生涯学習・生涯教育に

関する領域です。ここでは、生涯にわたって学ぶ場とその成果を社会に生かす機会

の充実、豊かな地域文化の創造・発展と担い手の育成、健康でうるおいのある市民

生活に向けた芸術・文化・スポーツの振興と拡充、この３つの目標と６つの施策の

方向を示しました。 

 

基本方針の３、地域協働による活動の推進、学校・地域の協働による郷土愛の醸

成と地域コミュニティの形成に関する領域になります。ここでは、地域の産業・文

化・伝統の学びを通した阿賀野市を愛する心の育成、家庭・地域と連携した学校づ

くりの推進、多様な体験活動や他者とのかかわりを通した心豊かで思いやりのある

健全な青少年の育成、この３つの目標と７つの施策の方向を示しました。 

 

基本方針の４、安全・安心な教育環境づくりの推進、教育のセーフティネットに

関する領域です。ここでは、児童生徒が安心して学べる学校づくりの推進、自分の

命を守る防災教育等の充実、安全・安心で快適な教育環境の整備・充実、３つの目

標と７つの施策の方向を示しました。 

 

以上、概要版で骨子を説明させていただきましたが、当市の教育振興のための施

策に関する計画をまとめ、詳しく記述したものが、その次にある阿賀野市教育振興

基本計画（案）であります。 

 

表紙をめくっていただいて、１・２ページの目次をご覧ください。 

 

第１章 教育振興基本計画の改定に当たって、第２章 阿賀野市の目指す教育、現

状、それから目指すまちの姿、教育の基本理念、基本方針を記述しています。そし

て、第３章が目標及び施策の方向、４つの基本方針について、それぞれ具体的な目

標を掲げ、施策の方向について記述しています。目次の最後の方、２ページになり

ますが、巻末には主な推進指標、それから国連の持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ）

との関連性、阿賀野市教育振興基本計画体系図を載せてあります。 
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清水 

センター長 

次に、３ページをご覧ください。第１章から始まるわけですが、目次に沿って順

次記載されています。 

 

次の５ページ、６ページをご覧ください。４つの基本方針の考え方と目標が記述

されております。 

 

はぐっていただいて、７ページからは、それぞれの基本方針について、具体的な

目標に対し、現状と課題、施策の方向について記述しております。 

 

そして、８ページ以降、基本方針１から基本方針４まで、１７ページまで同じよ

うに記述をしております。 

 

巻末、１８ページをご覧ください。主な推進の指標を表にして載せておきました。

なお、一番右側にあります目標値につきましては、現在見直しを行っておりますの

で、一部変更になる箇所があるかもしれません。１９ページも同様でございます。 

 

２０ページをご覧ください。ＳＤＧｓとの関連表でございます。 

 

最後、２１ページ。これは、教育振興基本計画の体系図ということで表したもの

でございます。 

 

以上、阿賀野市教育振興基本計画（案）について、説明をさせていただきました。

よろしくお願いいたします。 

 

神田教育長 前回の総合教育会議で教育の大綱、この計画の基になる部分は、市長と一緒に確

認をいただきました。それを受けて、今度は教育振興基本計画、細部の計画を立て

たということで、検討会議を１回設けてご意見をもらい、修正が入っております。

また、部内ですが、ワーキンググループでも検討を行い、見直しを経た上での案で

ございます。 

 

ただ今、説明のありました阿賀野市教育振興基本計画の改定について、ご質問等、

それから、ここは再検討をしてほしい部分等がありましたらお願いをいたします。

大綱に沿っての案でございますので、新しいものが出てくるというものではござい

ません。 

（全員なし） 

 

それでは、ないようでございますので、阿賀野市教育振興基本計画の改定につい

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。 

 

なお、この計画（案）につきましては、パブリックコメントといって、市民の皆

さんからご意見をいただく。そして、それについて回答したり、もしくは直したり

しながら、市民の皆さんからも見ていただいて、市長決裁を受けて確定ということ

になるわけでございます。全て終わって完成するめどは、３月末となっております。 

 

次に、日程第９、議案第４２号 阿賀野市立幼稚園預かり保育実施要綱の一部改

正について、事務局お願いいたします。 

 

長谷川課長 議案第４２号 阿賀野市立幼稚園預かり保育実施要綱の一部改正につきまして、

ご説明申し上げます。 
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 この案件につきましては、阿賀野市立幼稚園預かり保育実施要綱の一部を改正す

る要綱を別紙のとおり制定するものであります。 

 

それでは、内容につきまして、ご説明申し上げます。議案書に一部要綱と新旧対

照表をお付けしてございますが、新旧対照表をご覧ください。 

 

改正の理由は、阿賀野市立幼稚園設置条例の一部改正に準じるものでございま

す。市立幼稚園の１号認定こどもに対する早朝・夜間の預かり保育の利用時間を及

び預かり保育料につきまして、２・３号認定こどもに合わせて改正するものであり

ます。 

 

新旧対照表の２枚目でございますが、こちらの方に安田・京ヶ瀬両園の変更内容

がございます。下段の京ヶ瀬幼稚園につきまして、早朝はこれまで午前８時から午

前８時３０分までとなっているところ、早朝は７時から、夜間は７時までとし、料

金につきましては、安田幼稚園、京ヶ瀬幼稚園とも３０分当たり５０円とする改正

を行うものであります。以上でございます。 

 

神田教育長 はい。ただ今、説明のありました阿賀野市立幼稚園預かり保育実施要綱の一部改

正について、ご質問等ございますでしょうか。先ほどの条例を受けての要綱の改正

ということでございます。 

 

ただ、安田幼稚園の利用時間と京ヶ瀬幼稚園の利用時間は、違った設定というこ

とです。ご質問等ございますでしょうか。 

（全員なし） 

 

それでは、ないようでございますので、阿賀野市立幼稚園預かり保育実施要綱の

一部改正について、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１０、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９回校園長会 

１２月２日(水)／笹神支所 

○第８回市議会定例会 

１２月４日（金）～１６日（水）／市役所 

 

次回定例会の日程を調整。 

◯第１２回教育委員会定例会 

１２月２２日（火）午前１０時００分から／笹神支所 

 

羽田課長 生涯学習課の業務について、資料に基づき説明。 

 

 ◯さわやか女性セミナー・山手学級合同閉講式 

１２月３日（木）／安田交流センター 

◯第８回市議会定例会 

１２月４日（金）～１６日（水）／市役所    



16 

羽田課長 ◯寿学級閉講式 

１２月７日（月）／保健福祉センター京和荘 

◯さわらび学級閉講式 

１２月１０日（木）／ふれあい会館 

◯社会厚生常任委員会 

１２月１１日（金）／市役所 

◯家庭教育ゆめ事業〔講演会〕 

「インターネットとこどものかかわりについて」 

１２月１２日（土）／水原公民館 

◯新潟県考古学講演会 

１２月１３日（日）／水原公民館 

◯冬のリース作り 

１２月１９日（土）／水原公民館 

◯こだま１「ミニ門松づくり」 

１２月２０日（日）／五頭連峰少年自然の家  

 

神田教育長 はい。今後の日程について、ご質問等ございますでしょうか。 

（全員なし） 

 

それでは、事務局の方、事務連絡等の用意はございますか。 

 

長谷川課長  次の２点について、資料に基づき説明。 

 

◯クマ出没における徒歩通学児童の通学バス対応について 

  ◯通学バス業務委託事業者に係る事業用自動車の使用停止処分について 

 

神田教育長 他、事務連絡等ございませんでしょうか。 

（全員なし） 

 

それでは、令和２年第１１回阿賀野市教育委員会定例会を終了いたします。あり

がとうございました。 

 

閉会を宣言した時刻 午後２時４８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                     


