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令和３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３年４月２２日（木) 午前１０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 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 摘 要 

１  会議録署名委員の指名  

２  令和３年第３回教育委員会定例会会議録の承認  

３  業務報告 資料当日 

４ 

報告第 ８ 号 共催・後援の承諾について  

報告第 ９ 号 
令和３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 
 

報告第１０号 
阿賀野市立小・中学校 学校事務共同実施要領の一部

改正について 
 

５ 議案第１６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 その他 １ 今後の日程 資料当日 

  ２ 事務連絡等  
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午前１０時３０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 皆さん、おはようございます。これより令和３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３年第４回定例会は、４月２２日木曜日、午前１０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３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。 

 

髙橋課長 令和３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

ざいましたらお願いいたします。 

 

神田教育長 

 

 

 

 

それでは、会議録について、ご質問等ございますでしょうか。 

（全員なし） 

 

それでは、令和３年第３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お願いいたします。 

 

教育長の業務について、資料に基づき報告。 

 

 ○図書館協議会 

３月２６日（金）/ 市立図書館 

 

 



3 

神田教育長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

髙橋課長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○教職員退職者並びに転出者辞令交付式 

・定年退職 3人、勧奨退職 1人、普通退職 3人 

・転出  校長 1人、教頭 8人 

３月３０日（火）/ ふれあい会館 

 ○辞令交付式 

３月３１日（水）/ 市役所  

○辞令交付式 

４月１日（木） / 市役所 

○教職員辞令交付式 

４月１日（木） / ふれあい会館 

・転入  校長 2人、教頭 8人 

本年度転入した教職員は、71名。うち新規採用教職員は小学校 4人、 

中学校 6人です。 

○教育委員会職員辞令交付式 

４月１日（木）/ ふれあい会館 

○春の全国交通安全運動街頭指導 

 ４月６日（火）/ 笹岡小前交差点 

○阿賀野市奨学貸付基金奨学生第 2回選考委員会 

４月６日（火） / 笹神支所  

○４月校園長会 

 ４月９日（金）/ 笹神支所 

・阿賀野市の教育の基本理念は「ふるさとを愛し、未来を切り拓いていく

人を育てる教育」です。 

・「自立・協働・創造」が目指す資質・能力は、子どもの主体的な学びに

よってこそ身についていきます。 

・学校園と市教委が連携して課題の解決を解決し、楽しく学べる学校にし

ていくことが目標です。 

・地域と連携した教育活動の推進、英語教育、ＩＣＴの活用に力を入れて

います。 

・感染予防対策を万全に、教育活動を止めず、工夫して進めてください。 

○三市北蒲原郡教育委員会連合会会計監査 

４月１５日（木）/ 笹神支所 

○全県教育長会議 

 ４月１９日（月）/ 県自治会館 

・令和 3年度県教育施策の概要について県各課長から説明がありました。 

・「ＩＣＴを活用した教育の取組について」及び「部活動の地域移行に関す

る取組について」情報交換を行いました。 

 

  
学校教育課の業務について、資料に基づき報告。 

 

○安田学校給食センター会計監査 

 ３月２５日（木）/ 安田学校給食センター 

○第２回校務支援システムプロジェクト会議 

３月２６日（金）/  新発田市健康長寿アクティブ交流センター 

○令和２年度退職、異動教職員辞令交付式 

３月３０日（火）/ ふれあい会館 

○令和３年度転入校長、教頭、教育委員会職員辞令交付式 

 ４月 １日（木）/ ふれあい会館 
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髙橋課長 ○幼稚園入園式 

４月６日（火）  / 安田幼稚園 

○小学校・中学校入学式 

 ４月７日（水）  / 分田小を除く小学校、笹神中を除く中学校 

○幼稚園入園式 

４月８日（木）  / 京ヶ瀬幼稚園 

○小・中学校入学式 

４月８日（木）  / 分田小学校、笹神中学校 

○４月校園長会 

４月９日（金） / 笹神支所 

○三市北蒲原郡教育委員会連合協議会会計監査 

４月１５日（木）/ 笹神支所 

○全県教育長会議 

４月１９日（月）/ 新潟県自治会館 

○第４回教育委員会定例会 

４月２２日（木）/ 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。 

 

○図書館協議会 

３月２６日（金）/ 市立図書館  

○スポーツ推進委員協議会総会 

４月 ９日（金）/ 水原公民館  

○下越地区生涯学習・社会教育主管課長・担当者合同会議 

 ４月１４日（水）/ 新発田地域振興局 

○歴史民俗資料館開館 

４月１７日（土）歴史民俗資料館（旧山手小学校） 

来場者参考 17 日 60 人、18 日 67 人  

  ○地域ふれあいクリーン作戦 

４月１８日（日）/ 市内全域 114 自治会 

○社会厚生常任委員会  

４月２１日（水）/ 歴史民俗資料館、市役所  

 

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２５日（木）～４月２１日（火）〕 

  ○児童生徒の事故報告 

   ・非行 2件（中学校）万引き 

   ・骨折 1件（小学校）遊具からの落下 

・不審者 3件（小学校 2件・中学校 1件）声かけ事案 

 
神田教育長 

 

はい。以上、業務報告がありましたが、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） 

 

はい。ないようでございますので、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。 
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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。 

 

この案件につきましては、共催が１２件、後援が１件でございます。 

  

 一覧表をご覧ください。№１から№１０まで、ＮＰＯ法人阿賀野市総合型クラブ

スポアが申請するものであり、うち７番までは例年実施の事業でございます。 

○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 

4月～令和 4年 3月 曜日・時間は教室により設定。 /各地区小学校  

○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 

 4月～令和 4年 3月 毎週土曜 水原小学校 

○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 

 4月～令和 4年 3月 各園の都合に合わせて実施 /笹神体育館 

○スポア色んなスポーツ（共催） 

ＮＰＯ法人阿賀野市総合型クラブ理事長 國井 嘉樹 

 4月～令和 4年 3月 毎月土曜 / 水原小学校 

○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 

 4月～令和 4年 3月 毎週水曜 / 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 

4月～令和 4年 3月 月３回 / 水原屋内運動場 

○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 

4月～令和 4年 3月 毎週火曜 / 水原小学校、水原総合体育館 

○安田キッズダンス教室（共催）  

ＮＰＯ法人阿賀野市総合型クラブ理事長 國井 嘉樹 

4月～令和 4年 3月 毎週水曜 / 安田公民館 

○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 

4月～令和 4年 3月 毎週木曜 / 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 12日～6月 16日 毎週水曜全６回/水原屋内運動場、水原テニスコート 

○第 6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  

5月 28日（水）～6月 2日（水）/市立図書館 

○令和３年度新潟県高等学校春季地区体育大会（共催） 

【阿賀野市開催分】春季地区体育大会/県大会 

新潟県高等学校体育連盟会長 中村満夫 

5月 5日･6日/6月 3日～5日  /五頭山（登山） 

○いきいきけんこうくらぶ（共催） 

ＮＰＯ法人阿賀野市総合型クラブ理事長 國井 嘉樹 

6月～令和 4年 3月 毎週水曜 /笹神体育館 

 

神田教育長 はい。説明が終わりました。 

ほとんどが、総合型クラブへの共催、ほか例年後援している催しということです。 
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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） 

 

それでは、ないようでございますので、次に、報告第９号 令和３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。 

 

髙橋課長 報告第９号 令和３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。 

 

学校事務共同実施は、市内の学校に勤務する学校事務職員が共同で事務を処理す

ることにより、学校事務の適正かつ円滑な執行、事務機能の強化及び事務処理体制

の確立を図るとともに、学校経営全般に係る支援を行い、学校教育の充実を目指す

ものでございます。 

学校事務共同実施推進協議会はこの学校事務共同実施のあり方や方針等を決定

し、共同実施を指導・支援するために組織されているものです。 

構成員は、校長、教育委員会事務局の職員、学校事務職員の代表などとなってお

ります。 

本年の構成員につきましては、お手元の資料のとおり１２名となっておりますの

で、ご報告させていただきます。以上です。 

 

神田教育長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

髙橋課長 

ただ今、説明のありました 令和３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、ご質問等ございますでしょうか。 

会長が笹神中学校長で、総括事務主幹は五泉南小、阿賀野市の代表は笹神中学校

事務職員ということですね。 

いかがでしょうか。 

 

（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１０号 阿賀野市立小・中

学校 学校事務共同実施要領の一部改正について、事務局お願いします。 

 

報告第１０号 阿賀野市立小・中学校 学校事務共同実施要領の一部改正につき

まして、ご説明申し上げます。 

 

この要領は、特に市の例規の中で定めているものではございませんが、教育委員

会で定めた要領となっておりますので、内容等に変更があった場合は、報告させて

いただいている案件でございます。 

改正内容は、お手元の資料１ページ目の真ん中より下にアンダーラインを引いて

いる文言を追加するものです。 

学校事務共同実施の体制は昨年度まで市内学校を２グループ分け、基幹校となる

学校をそれぞれ「京ヶ瀬小学校」と「笹神中学校」として実施しておりました。 

このたび、そのうちの１校「京ヶ瀬小学校」の事務主幹が異動になり、「主事」

が配置されたことにより変更が生じたものです。 

グループの責任者は、基幹校の事務職員を充てることになっていますが、主事は

責任者にはなれないとなっておりますので、今回改正を行うものです。この改正に

より、令和３年度は別に定めるものとして、市のグループを２つから１つにさせて

いただいて、基幹校を笹神中学校として体制を組んでいくものです。 

以上よろしくお願いいたします。 
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神田教育長 

 

 

 

髙橋課長 

 

神田教育長 

そうすると２の（１）のウの文言を追加したということ、それは事務主幹が異動

しましたので、２グループ編制にせず１グループの組織編制で事務を行うためとい

うことですね。 

 

はい、そのとおりです。 

 

ただ今、説明のありました 阿賀野市立小・中学校 学校事務共同実施要領の一

部改正について、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、次に 日程第５ 議案第１６号 阿賀野

市立小・中学校における主任等の承認について、事務局お願いします。 

 

磯部管理指

導主事 

議案第１６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

であります。 

それぞれ、教育委員会の承認を得て学校長が任命するものとなっておりますの

で、ご承認をお願いいたします。以上です。 

神田教育長 はい。議案第１６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 

説明が終わりました。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。 

小規模校は主任等がないなど、空欄のところもあります。 

 

瀧澤委員 笹岡小学校の４学年の教員で現勤務年数が０の方がいらっしゃるのですが。 

磯部管理指

導主事 

この先生につきましては、新採用の方でこの４月１日から赴任したので勤務年数

は０となってございます。 

瀧澤委員 新採用の方が主任扱いというのは、何かあるのでしょうか。 

磯部管理指

導主事 

 

 

神田教育長 

 

 

瀧澤委員 

ここの学年は、２クラスなのですが、もう一人は講師の方が、ベテランではござ

いますけれども１クラス担当しておられますので、新採用でも教諭ですので主任と

いうことになります。 

 

臨時講師だと、途中で替わったり辞めたりということがありますので、正規職員

が就くということになります。 

 

はい、わかりました。 

 

神田教育長 他、ご質問等いかがでしょうか。 

 

（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） 
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それでは、ただ今の案件は承認されました。 

 

次に、日程第６、その他に入ります。 

 

最初に、今後の日程について、事務局お願いいたします。 

  

髙橋課長 今後の日程につきまして、ご説明申し上げます。  

 

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。 

  

○第１回教育長部会 

  ４月２７日（火） /新発田市生涯学習センター 

○５月校園長会 

  ５月 ６日（木） /笹神支所 

○総務文教常任委員会による事務調査 

５月１１日（火） /市役所、堀越小学校 

○三市北蒲原郡教育委員会連合協議会定期総会及び研修会 

５月１９日（水） /笹神支所、歴史民俗資料館 

○酒井教育委員辞令交付式 

５月２１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２１日（金）午前１０時００分から／笹神支所 

 

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。 

 

 ◯阿賀野市スポーツ協会 表彰式・総会〔中止〕 

４月２４日（土）／水原公民館 

◯下越地区公民館連絡協議会第１回代議員会 

４月２８日（水）／新発田市生涯学習センター 

◯成人式 【秋以降に延期】  

５月４日（火・祝）／水原総合体育館 

◯市ＰＴＡ連絡協議会評議員会〔中止〕 

５月７日（金） 

◯まちづくり塾・成人講座朝ヨガ inふるさと公園 

５月１６日（日）／ふるさと公園 

◯青少年育成センター指導員連絡会 

５月２８日（金）／ふれあい会館 

 

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。 

 

 成人式は秋以降に延期となりますが、状況がどうなるかわかりませんが、今後実

行委員会で日にち等決まることになっていくと思います。 
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神田教育長 

 

髙橋課長 

 

神田教育長 

その他 事務連絡はありますか。 

 

特にございません。 

 

それでは、令和３年第４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１１時１１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                     


