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令和３年第７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７月３０日（金) 午後１時３０分開会 

２ 開 催 場 所  阿賀野市役所 ４階 ４０２会議室 

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６回教育委員会定例会会議録の承認 

３  業務報告 

４ 
報告第１９号 共催・後援の承諾について 

報告第２０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２１号 阿賀野市いじめ問題対策連絡協議会委員の委嘱について 

６ 議案第２２号 令和４年度使用中学校教科用図書の採択について 

７ その他 
１ 今後の日程 

２ 事務連絡等 
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午後１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７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７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７回定例会は、７月３０日金曜日、午後１時３０分開会。会場は阿賀野市

役所４階４０２会議室です。 

 

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７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３年第６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６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。 

 

酒井委員 

 

 

数字の間違いなのですが、議事録２ページ目４行目ですが、（開催回が）第５回となっ

ていますが第６回に訂正をお願いします。 

 

神田教育長 

 

 

髙橋課長 

 

神田教育長 

議事録２ページ４行目の開催回について、第５回ではなく第６回と訂正すると。事務

局よろしいですか。 

 

はい。そのように訂正いたします。 

 

他にございませんでしょうか。会議録２ページ４行目第５回を第６回と一か所訂正し、

承認ということでよろしいでしょうか。 

（全員異議なし） 

それでは、令和３年第６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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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。 

 ○7月校園長会 

7月 6日（火）／笹神支所 

主に次の点についてお願いしました。 

  ・6月の総務文教常任委員会における令和 2年度の文部科学省問題行動調査結果（暫

定値）の報告から、指摘された今後の生徒指導の改善点について。 

・笹岡小学校で開催されたＩＣＴ機器を活用した授業を紹介し、より一層授業で有

効に活用すること。そのために授業の構想をしっかり立てること。 

・今年度春に実施した標準学力検査の結果に基づき、小学校６年と中学校１．２．

３年のより一層の積み上げが必要なこと。 

・児童生徒性暴力等の防止等に関する法律の公布に関して、非違行為の根絶につい

て。 

・ワクチン接種の有無が、いじめにつながることのないように指導すること。 

・夏休みの過ごし方における、海や川での事故防止、ラジオ体操の推奨、補習指導

の推奨。 

  ○外国語活動授業研究会 

7月 6日（火）／堀越小学校 

・公開学級 ４年１組  

・授業者  大川 栞、中野奈保子 

マイケル・レンギル（ＡＬＴ） 

・単元名  What time is it ? 

・指導者  小林恵子 様 

・助言者  京ヶ瀬小学校 戸松隆行 教諭 

・参加者数 ２２名 

 

 

髙橋課長 学校教育課の業務について、資料に基づき報告。 

 

○第 1回地域公共交通協議会・第 1回地域公共交通会議 

   6月 28日（月）／市役所 

  ○教育委員学校訪問 

   6月 29日（火）／水原小、ことばとこころの相談室、水原中 

○7月校園長会 

7月 6日（火）／笹神支所 

  ○分田小学校ＰＴＡ三役と懇談会 

   7月 7日（水）／分田小学校 

  ○教育委員学校訪問 

   7月 8日（木）／分田小、堀越小、安野小 

  ○庁内自殺対策会議 

   7月 12日（木）／市役所 

  ○教育委員学校訪問 

   7月 13日（火）／神山小、笹岡小、笹神中 

  ○第 1回教育支援委員会 

   7月 14日（水）／笹神支所 

  ○第 2回教科用図書採択協議会 

   7月 20日（火）／新発田市豊浦支所 

  ○分田小学校地区保護者と意見交換会 
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7月 20日（火）／分田小学校 

  ○発達障がい早期総合支援推進地域協議会【笹神地区】 

   7月 26日（月）／笹岡小学校 

  ○発達障がい早期総合支援推進地域協議会【水原・分田地区】 

   7月 27日（火）／水原小学校 

  ○総務文教常任委員会事務調査 

   7月 29日（木）／市役所、京ヶ瀬幼稚園 

  ○分田小学校ＰＴＡ三役と懇談会 

   7月 29日（木）／分田小学校 

  ○第 7回教育委員会定例会 

   7月 30日（金）／市役所 

  ○第 1回総合教育会議 

   7月 30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。 

 

○山手学級・さわやか女性セミナー 

  自殺予防教室（学級生 16人） 

   6月 24日（木）／安田交流センター 

○第 4回成人式実行委員会（11人） 

   6月 29日（火）／水原公民館 

○寿学級 健康体操教室（学級生 11人） 

   7月 5日（月）／京和荘 

○新発田地区中学校・高等学校生活指導連絡協議会 

   7月 14日（水）／新発田南高等学校 

○さわらび学級 健康体操教室（学級生 13人） 

   7月 27日（火）／ふれあい会館 

○文化協会地区代表者会議 

   7月 27日（火）／水原公民館 

○非核平和祈念事業「被爆者が描いた原爆の絵画展」 

7月 28日（水）～8月 15日（日）／ 

   安田交流センター、市立図書館、水原中学校市民図書室、笹神支所 

○令和 2年度決算審査 

  7月 28日（水）／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。 

 

〔６月２４日（木）～７月２９日（木）〕 

○児童生徒の事故報告 

・傷害 4件（小学校）通学バスの急停止 

・交通事故 1件（小学校）自転車飛び出し 

・虐待 1件（小学校）一時保護 

○教職員の事故報告 

・交通事故 1件（中学校）一時不停止 

    

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。 
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瀧澤委員 京ヶ瀬小学校のスクールバスの事故の件ですが、翌日の新潟日報の新聞記事では運転

手さんが８０才と書いてありました。年齢的に８０才という年齢はスクールバスの運転

をお任せできるのか心配だなと思いましたので、その辺りをお聞かせいただきたい。 

 

神田教育長 髙橋学校教育課長 

髙橋課長 はい。８０才というのは事実でございます。現在委託しております通学バスの運転手

の中で最高齢の方となります。事故の翌日バス会社から事情聴取を行い、事故の詳細を

聞きましたところ、高齢だからブレーキを踏んでケガをさせたというものではなく、危

険回避のためにブレーキを踏んだもので、その点では年齢は事故に直接関係はなかった

と認識しております。 

 

報道でありますように８０才というのが特に先行して報道されておりますが、事前に

学校教育課でも毎年確認しておりますが、適正検査の結果は問題なく、人間ドックの結

果も問題なし、免許更新も更新取得されており、毎朝の運転管理点呼でも異常はない、

という報告内容を確認しましたので、一概に年齢だけで問題があるとは当課としても言

えないため、継続しているところです。 

余談ですが、京ヶ瀬小学校から話を聞きますと、日頃から児童の名前も良く覚えてお

り、児童たちから運転手へ「僕大丈夫だったよ」との声かけがあるような間柄で、児童

との関係も良好な方で評判も良いとのことです。 

神田教育長 瀧澤委員よろしゅうございますか。 

瀧澤委員 はい。 

神田教育長 

 

 

 

他にいかがでしょうか。 

ないようでございますので、次に、日程第４、報告第１９号 共催・後援の承諾につい

て、事務局お願いいたします。 

 

髙橋課長 報告第１９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２件、後援が３件でございます。 

最初に、学校教育課の案件について、ご説明申し上げます。 

 

学校教育課の案件につきましては、後援が２件でございます。 

 

議案書に基づき説明。 

 

○おうち花火２０２１ in水原           （後援）  

代表者 水原商工会青年部 部長 渡辺 計一 

期 日 8月 8日（日） 

会 場 水原地区 

○第 23回 新潟水俣環境賞作文コンクール     （後援）  

代表者 新潟水俣病被害者の会 会長 小竹 節子  

期 日 【募集期間】10月 1日（金）～令和 4年 3月 31日（木）、 

【表彰式】令和 4年 6月予定 

会 場 県立環境と人間のふれあい館 
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羽田課長 次に、生涯学習課の案件について、ご説明申し上げます。 

 

生涯学習課の案件につきましては、共催が２件、後援が１件でございます。 

 

議案書に基づき説明。 

   

○映画「弁当の日」上映・講演会            （後援）  

  代表者 阿賀野市ＰＴＡ連絡協議会 会長 島津 渉 

期 日 7月 31日(土)  

会 場 水原保健センター 

○初心者親子硬式 テニス教室             （共催）  

代表者 ＮＰＯ法人阿賀野市総合型クラブ 理事長 國井 嘉樹  

期 日 9月 1日(水)～10月 6日(水）の毎週水曜（全 6回）  

会 場 水原屋内運動場、水原テニスコート 

○親子硬式テニス大会                 （共催）  

代表者 ＮＰＯ法人阿賀野市総合型クラブ 理事長 國井 嘉樹 

期 日 10月 10日(日)  

会 場 安田体育館、城ノ内テニスコート 

 

 

 

 

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。 

 

学校教育課 後援２件 生涯学習課 後援１件 共催２件 です。 

 

ないようでございますので、次に報告第２０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。 

 

 

髙橋課長 報告第２０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。 

 

阿賀野市では、保護者の経済的な理由により、児童生徒の就学が困難な場合に、就学

援助費として必要な援助を行っております。 

 

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、要保護又は準要保護者を認定するものでございます。 

 

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、封筒に入った個人名の一覧でございます。それでは、

認定状況をご説明申し上げます。 

 

まず最初に訂正をお願いいたします。 

前回の委員会で報告させていただいた６月認定の数値に変更がありましたので、訂正

させていただきたいと思います。令和３年度 要保護・準要保護児童生徒の就学援助認

定状況の表をご覧ください。 

６月認定の申請者数に１人入っておりますが、前回の委員会報告では入っておりませ

んでした。委員会後に申請があったもので今回追加するものであります。 

 

次に、税務調査等必要世帯の６月分をご覧ください。162人となっておりますが、前回

の委員会報告で 163 人となっております。認定された者が定例会の後に取り下げをした

ため、減となったものであります。 

取り下げの理由といたしましては、家庭状況の変更によるものです。ひとり親から新

しい配偶者を得たことにより、ひとり親ではなくなったことから本人から取り下げの連
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絡があったものです。 

以上、２件を踏まえて計算いたしますと、６月の認定者数が 165 人となり、要保護認

定者数を含めると 166人、認定保留者が 104人となります。 

資料 102人となっておりますが、104人に訂正をお願いいたします。なお、104人の中

には、今ほど申し上げました取り下げの方が便宜上入っております。以上、訂正をお願

いいたします。 

 

次に７月分について、ご説明申し上げます。令和３年度の国民健康保険税の額が 7 月

15日に決定いたしましたので、それに基づき認定の可否をしたものなどとなります。 

 

まず、国民年金・国民健康保険料減免世帯として認定となった者が 18人、福祉資金の

貸付を受けている世帯として認定となった者が 1 人、税務調査等により認定となった者

が 6人の合計 25人を新たに認定いたしました。 

5月から７月までの調査で認定にならなかった、否認定（却下）者については、先ほど

の取下げ者も含め 78人となっております。 

78人という数ですが、昨年の 7月時点での否認定（却下）者は 68人となっていますの

で、例年並みとなっております。 

 

また、認定保留者が 1 人おられますが、書類の不備で保留になっているものです。何

回か催促しておりますが、まだ提出されないということで保留となっております。書類

が揃いましたら認定の可否を判断して報告させていただきます。 

以上、訂正などがあってわかりにくく申し訳ありませんでしたが、よろしくお願いい

たします。  

 

神田教育長 

 

はい、教育委員会後に取り下げなどいくつかありましたので、前回お配りした６月の

資料から数値が変更になっているということです。 

今月は、認定者が２５人、他、否認定者とは該当にならない方のことですが、税額等

が確定したことにより判定がでたということです。申請者総数も昨年に比べ少ないので

すが、計３７１人の方が認定されています。 

 

髙橋課長 否認定の率ですと、昨年は 14.7%、今年は 17.3%となっています。申請したけれども該

当にならなかった方が割合として多いということですが、要件基準は同じです。 

 

神田教育長 わかりました。ただ今説明のありました報告第２０号 要保護及び準要保護児童生徒

の認定等につきまして、ご質問等ございませんでしょうか。 

（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２１号 阿賀野市いじ

め問題対策連絡協議会委員の委嘱について、事務局お願いいたします。 

 

磯部管理指導

主事 

議案第２１号阿賀野市いじめ問題対策連絡協議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４条第２項の

規定に基づきまして、別紙のとおり委嘱するものでございます。 

 

例年その名簿にあります市内関係機関の代表の方々にご委嘱申し上げ、９月末に協議

会を開催し取り組み状況の報告や情報共有を行っているものです。ご承認をお願いいた

します。以上です。 

 



8 

神田教育長 年１回会議を開催し、いじめ問題対策について各中学校から発表してもらい確認し、

より良い対策にしていくという場です。任期は１年となっております。 

 

ただ今、説明のありました阿賀野市いじめ問題対策連絡協議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、阿賀野市いじめ問題対策連絡協議会委員の委

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。 

 

次に、日程６ 議案第２２号 令和４年度使用中学校教科用図書の採択について、事務

局お願いいたします。 

 

磯部管理指導

主事 

議案第２２号 令和４年度使用中学校教科用図書の採択につきまして、ご説明申し上げ

ます。 

 

この案件につきましては、既にご承認いただいております、令和４年度から使用する

中学校教科用図書のうち、社会科の歴史分野の教科用図書につきまして、別紙のとおり

採択するものであります。 

 

別紙の下段ただし書きにございますが、令和３年度の採択分は、社会、歴史分野のみ

ということになります。 

この度、教科書会社１社が新たに加わったことによりまして、再度採択されたという

ことになります。ご承認をお願いいたします。 

 

神田教育長 当第９地区の教科用図書採択協議会につきましては、私と渡邉委員が採択委員、磯部

管理指導主事が選定委員となっております。選定委員の結果を受けて、採択委員が採択

するということになります。渡邉委員何かご意見ございませんか。 

渡邉委員 この度、１社増えたことで採択し直すということがあるものだなとわかりました。 

（委員の）皆さん本当に公平にやっておられます。 

余談ですが、市独自で教科書を選定したいとなると、別に料金が発生する、採択協議

会で採択しますと国の無償対象となるということだそうです。 

神田教育長 調査委員が調査をして、選定委員会で歴史分野７社の教科書を検討しました。選定委

員が提案したなかで最も良い教科書ということで採択され、結果、前年採択と同じ教科

書であったということです。 

 

ただ今、説明のありました令和４年度使用中学校教科用図書の採択について、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、令和４年度使用中学校教科用図書の採択につ

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、その他をお願いいたします。 
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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。 

 

髙橋課長 ○第１回総合教育会議 

７月３０日（金）/市役所 

○イングリッシュキャンプ 

８月 ３日（火）/京和荘 

○第５回校園長会 

８月５日（木）/笹神支所 

○通学バス運行業務安全運転研修会 

８月１１日（水）/笹神支所 

○地域と学校の協働、連携に係る研修 

８月１９日（木）/笹神支所 

○人権啓発確立キャラバン 

８月２０日（金）/市役所 

○学力向上に向けた小・中学校長部会 

８月２０日（金）/笹神支所 

○財政融資資金地方資金貸付先普通実地監査 

８月２４日（火）/ 市役所 

○校長会要望書受領 

８月２４日（火）/笹神支所 

  

 次回定例会の日程を調整。 

◯第８回教育委員会定例会 

８月２７日（金）午後１時３０分から／笹神支所４階 委員会室１ 

   

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 大人のスキルアップ教室② 

手作りアロマチャーム 

７月３１日（土）/安田交流センター 

○図書館 夏のこどもフェスタ 2021 シネマクラブ上映会 

７月３１日（土）/市立図書館 

○図書館 夏のこどもフェスタ 2021 おはなし会 プログラミング体験 

８月１日（日）/市立図書館 

○図書館 夏のこどもフェスタ 2021 シネマクラブ上映会 

８月３日（火）/安田交流センター 

○社会厚生常任委員会 

８月４日（水）/市役所 

○図書館 夏のこどもフェスタ 2021 シネマクラブ上映会 

８月５日（木）/ふれあい会館 

○図書館 夏のこどもフェスタ 2021 図書館員体験（小学生の会） 

８月７日（土）/市立図書館 
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○夏のあそび虫（スポーツキャンプ）〔日帰り１日目〕 

８月７日（土）/五頭連峰少年自然の家 

○夏のあそび虫（スポーツキャンプ）〔日帰り２日目〕 

８月８日（日）/五頭連峰少年自然の家 

○図書館 夏のこどもフェスタ 2021 おはなし会＆ミニ工作会 

８月８日（日）/水原中学校市民図書室 

○図書館 夏のこどもフェスタ 2021図書館員体験(中学生の会）プログラミング体験 

８月９日（月）/水原中学校市民図書室 

○地域連携研修会 

８月１９日（木）/笹神支所 

○図書館 夏のこどもフェスタ 2021夏の工作会～和紙で作るランプシェード  

８月１９日（木）/市立図書館 

○下越教育事務所担当交流訪問 

８月２６日（木）/笹神支所 

○塾のコンビニ事業まちづくり塾大人のスキルアップ教室③ ＤＩＹﾐﾆﾁｪｱづくり 

８月２８日（土）/安田交流センター 

  

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。 

（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。 

磯部管理指導

主事 

はい。資料をつけさせていただきました、中学校体育祭の実施についてでございます

が、７月２７日付けで市内中学校へ発出したものでございます。新型コロナウイルス感

染症予防対策を十分に行いながら、開催するということで通知をしております。 

その中で、教育委員の皆様から例年ご来賓として観覧いただいておりましたが、感染

症対策として来賓の参加をご遠慮いただくこととしましたので、ご承知おきいただきた

いと存じます。よろしくお願いいたします。 

  

神田教育長 

 

 

それぞれの学校が、工夫をして感染予防をして体育祭を行っています。そのように通

知いたしました。 

 

神田教育長 それでは、令和３年第７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 午後２時３３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                     


