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令和３年第８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８月２７日（金) 午後１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 課長補佐    渡辺 達郎 

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７回教育委員会定例会会議録の承認 

３  業務報告 

４ 
報告第２１号 共催・後援の承諾について 

報告第２２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２３号 
令和３年度阿賀野市一般会計補正予算（第５号）の議案に対

する意見について 

６ 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８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。本日長丁場になりますがよろしくお願いいたします。

これより令和３年第８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８回定例会は、８月２７日金曜日、午後１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、

生涯学習課から渡辺課長補佐が出席いたします。 

 

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８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７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７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。 

（全員異議なし） 

 

それでは、令和３年第７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いたします。 

 

教育長の業務について、資料に基づき報告。 
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 ○第 8回校園長会 

8月 5日（木）／笹神支所 

   主に次の内容について話しました。 

・教育委員学校訪問（前半）を終えて 

・部活等の人間関係について 

・地域と学校の連携を推進する会（仮称）の有効活用 

・市の備蓄非常食について 

・校則に対する生徒の意識調査について  

  ○市人権教育、同和教育研修会 

8月 5日（木）／笹神支所 

    講演「同和教育の必要性と可能性」―「学び」を学校教育に生かす― 

    講師 新発田市教育委員会学校教育課 

         教育センター指導主事 坂井 智 様 

○阿賀野市不登校未然防止対策会議 

  8月 24日（火）／笹神支所 

  阿賀野市の課題の一つである不登校について、実践報告を小学校１校、中学校

２校から発表していただきました。その後、中学校区ごとに担当者が集まり、

不登校の未然防止を図る対策について、具体的に意見交換を行いました。 
 

髙橋課長 学校教育課の業務について、資料に基づき報告。 

 

   ○第 1回総合教育会議 

    7月 30日（金）／市役所 

○発達障がい早期総合支援推進地域協議会【京ヶ瀬地区】 

    7月 30日（金）／京ヶ瀬小学校 

   ○教育講演会 

    8月 2日（月）／笹神支所（Zoom） 

   ○イングリッシュキャンプ（23人） 

    8月 3日（火）／京和荘 

   ○令和 2年度決算審査 

    8月 3日（火）／市役所 

   ○8月校園長会 

    8月 5日（木）／笹神支所 

   ○教職員休暇優先取得期間 

（8月 6日～15日） 

   ○通学バス運行業務安全運転研修会（21人） 

    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 

   ○市議会全員協議会 

    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 

   ○人権啓発確立キャラバン 

    8月 20日（金）／市役所 

   ○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 

   ○校長会令和 4年度要望書受領 

    8月 24日（火）／笹神支所 

   ○第 8回教育委員会定例会、 
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    令和 2年度教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検並びに評価懇談会 

    8月 27日（金）／笹神支所 

   ○発達障がい早期総合支援推進地域協議会【安野・堀越地区】 

8月 27日（金）／安野小学校 
  

渡辺課長補佐 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人） 

    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（24人） 

    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（21人）、 

プログラミング体験（4人） 

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（29人） 

   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（39人） 

   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）（6人） 

8月 7日（土）／市立図書館 

○夏のあそび虫（スポーツキャンプ） 

〔日帰り 1日目〕（65人） 

8月 7日（土）／五頭連峰少年自然の家 

〔日帰り 2日目〕（65人） 

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（12人） 

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）（2人）、  

プログラミング体験（4人） 

8月 9日（月）／水原中学校市民図書室 

○地域と学校の連携・協働に関する研修会 

   8月 19日（木）／笹神支所（8人） 

○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（10人） 

○下越教育事務所担当交流訪問 

8月 26日（木）／笹神支所 
 

 

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。 

 

〔７月３０日（金）～８月２６日（木）〕 

○児童生徒の事故報告 

・非行 1件（中学校）侵入 

○教職員の事故報告 

・交通事故 1件（中学校）一時不停止による事故 

・交通違反 1件（中学校）一時停止違反 
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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２１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２１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。 

いずれも学校教育課の案件でございます。 

 

議案書に基づき説明。 

 

○子供と家族の未来を考えるマネー講座 （後援） 

代表者 子供と家族の未来を考える会 会長 宮本 新治 

   期 日 11月 24日（水）、11月 26日（金）、11月 27日（土） 

   会 場 オンライン開催 

  ○令和３年度いじめ見逃しゼロ県民の集い（共催） 

  代表者 深めよう絆 にいがた県民会議 座長 橋本 定男 

  期 日 9月 18日（土） 

   会 場 配信会場 朱鷺メッセ 

 

神田教育長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

髙橋課長 

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１件 共催１件 です。 

後援は、講座の開催実績があり、審査基準に適合していましたので承認したものです。 

ご質問等よろしゅうございますか。 

（全員なし） 

 

ないようでございますので、次に報告第２２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。 

 

 

報告第２２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、個人名の入った一覧でございます。 
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髙橋課長 

 

 

 

 

 

８月分について、ご説明申し上げます。今回新規に申請があった者が１人おり、税務

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 人いますが、前回でもお話

したとおり書類の不備で保留になっているもので、欄外に理由を記載しております。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。 

また、認定後の支給停止者として１人いますが、こちらは 7月までは対象であったが、

児童扶養手当の支給がなくなったことにより８月から支給停止になった者です。 

以上、よろしくお願いいたします。 

神田教育長 

 

新規認定者 1 名、児童扶養手当が停止になったことにより８月から停止者となった方

が 1名、保留者 1名ということです。 

 

ただ今説明のありました報告第２２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２３号 令和３年度阿

賀野市一般会計補正予算（第５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。 

 

髙橋課長 議案第２３号令和３年度阿賀野市一般会計補正予算（第５号）の議案に対する意見に

ついて、ご説明申し上げます。 

 

この案件につきましては、９月の第４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も

とめられたので、付議するものであります。 

 

最初に、学校教育課の議件につきまして、ご説明申し上げます。 

 

9月の議会定例会に計上する学校教育課の補正予算は２件となります。 

教育予算抜粋資料をご覧ください。 

１件目は、小中学校長寿命化等改修事業費に、工事請負費として 26,000千円を計上い

たしました。これは令和４年度事業として予定していた安田中学校の管理棟のトイレ改

修工事について、国の交付金が前倒しの内定となったことにより今年度事業として補正

するものです。 

これに伴い、事業費の 1/3を国の交付金として歳入に 8,666千円を計上しております。 

なお、安田中学校の普通教室棟については、令和元年度に工事完了しています。 

 

２件目は、認定こども園京ヶ瀬幼稚園運営管理事業費に、会計年度任用職員報酬とし

て 1,116 千円を計上いたしました。これは幼稚園教諭の産休、育休に伴う代替職員とし

て会計年度任用職員を任用するため計上するものです。 

以上、よろしくお願いいたします。 

 

渡辺課長補佐 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

続きまして、生涯学習課の所管議件について、ご説明申し上げます。 

予算書教育費抜粋 1、2ぺージ 中段の社会教育費からでございます。 

 

６項社会教育費の補正は、３目文化財保護費土橋北遺跡発掘調査事業での整理作業支

援業務委託料 39,000千円の減額でございます。 

当初予算では令和３年度単年度で業務を完了する見込みとして 59,000千円を計上して

おりましたが、県との事業調整の遅れにより今年度内では終了の目途が立たなくなった

ため、今年度執行見込み額まで減額し次年度予算に計上し直すものでございます。 

併せて財源となる歳入の県委託金も同様に減額をするものです。 
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渡辺課長補佐 

 

下段の７項保健体育費の補正につきましては、職員人件費であり総務課の所管となっ

ております。当初予算計上時から春の人事異動に伴う調整となっております。 

 

次に、資料を 1ページめくっていただきたいと思います。 

第２表債務負担行為補正についてご説明申し上げます。 

これにつきましては、先ほどの土橋北遺跡発掘調査事業の業務委託料の次年度補正を

担保する手続きとなります。 

これにより、一連の事業として今年度分と次年度分の一括発注が可能となるものでご

ざいます。 

次のページは、この債務負担行為の調書となっております。 

以上ご説明を終わらせていただきます。 

 

神田教育長 はい、説明が終わりました。長寿命化等改修工事は管理棟のトイレの改修です。安田

中学校でよろしかったですね。 

 

ただ今、説明のありました令和３年度阿賀野市一般会計補正予算（第５号）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、令和３年度阿賀野市一般会計補正予算（第５

号）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。 

 

次に、日程第６、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。 

 

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。 

 ○9月校園長会 

  9月 3日（金）／笹神支所 

○京ヶ瀬中学校体育祭 

   9月 4日（土）／京ヶ瀬中学校 

  ○第 4回市議会定例会 

   9月 6日（月）～24日（金）／市役所 

  ○総務文教常任委員会 

   9月 10日（金）／市役所 

  ○安田中学校体育祭 

   9月 11日（土）／安田中学校 

  ○分田小学校地区保護者と意見集約会 

   9月 11日（土）／分田小学校 

○学校栄養士研修会 

   9月 15日（水）／安田小学校 
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髙橋課長   ○水原中学校体育祭 

   9月 18日（土）／水原中学校 

  ○理科センター子ども科学展 

   9月 25日（土）～26日（日）／笹神支所 

  ○第 9回教育委員会定例会 

 9月 29日（水）／笹神支所 

  

 次回定例会の日程を調整。 

◯第９回教育委員会定例会 

９月２９日（水）午前１０時００分から／笹神支所４階 委員会室１ 

   

渡辺課長補佐 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③ ＤＩＹ 
8月 28日（土）／安田交流センター 

 ○第 4回市議会定例会 

  9月 6日（月）～24日（金）／市役所 

 ○読み聞かせボランティア講座 第 1回／全 4回 

  9月 10日（金）／市立図書館 

 ○社会厚生常任委員会 

  9月 13日（月）／市役所 

 ○決算審査特別委員会 

  9月 16日（木）～21日（月）／市役所 

 ○高齢者学級「山手学級」、女性学級「さわやか女性セミナー」 

 阿賀野の歴史と民俗（見学） 

  9月 16日（木）／歴史民俗資料館 

 ○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④  

旅館の料理長から習う「料理教室」 

  9月 25日（土）／安田交流センター 

 ○家庭教育ゆめ事業『家庭教育講座』にこにこ家族のためのお片付け＆お掃除講座 

  9月 25日（土）／水原公民館 

 ○高齢者学級「さわらび学級」 干支の押し絵づくり 

   9月 30日（木）／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。 

（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 はい。令和３年度三市北蒲原郡教育委員会連合協議会教育委員研修会の開催について、

ご案内させていただきます。なお、新型コロナウイルス感染状況によって、変更等ござ

いましたらご連絡いたします。 

 

資料に基づき、説明。 

 

 日程 令和 3年 10月 15日（金） 受付 午後 2時 00分～ 

会場 新発田市カルチャーセンター他 
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神田教育長 それでは、令和３年第８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２６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                     


