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新発田市教育委員会平成３０年６月定例会 会議録 

 

○ 議事日程 

 

  平成３０年６月５日（火曜日） 午前９時３０分  開 会 

  豊浦庁舎 ２階 教育委員会会議室 

 

  日程第１ 会議録署名委員の指名について 

 

  日程第２ 前回定例会会議録の承認について 

 

  日程第３ 教育長職務報告 

 

日程第４ 議 事 

 

議第１号 夏季休業中の学校無人化の実施について 

 

議第２号 新発田市同和教育推進協議会委員の委嘱について 

 

議第３号 新発田市社会教育委員の任命について 

 

議第４号 教育委員会職員の人事異動について 

 

日程第５  その他 

 

○ 会議に付した事件 

 

  議事日程に同じ 

 

○ 出席者 

 

山 田 亮 一  教育長 

 

関 川   直  委 員（教育長職務代理者） 

 

  桑 原 ヒサ子  委 員 

 

  笠 原 恭 子  委 員 

 

  小 池 庸 子  委 員 

 

○ 説明のため出席した者 

  教育次長     佐 藤 弘 子 
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  教育総務課長   山 口   誠 

 

  教育総務課参事（学校統合担当）  

橋 本 隆 志 

 

学校教育課長   萩 野 喜 弘 

 

学校教育課教育センター長  

小坂井   博 

 

  文化行政課長補佐 横 山 利 弘 

 

  中央図書館長兼歴史図書館長    

平 田 和 彦 

 

中央公民館長   米 山   淳 

 

  青少年健全育成センター所長兼児童センター所長 

井 越 信 行 

  

○ 書 記 

教育総務課長補佐 

佐久間 与 一 

 

教育総務課学事係長 

         小 室 貴 史 

 

○ 資料確認 

 

○山田教育長      

         おはようございます。 

それでは、ただいまから教育委員会平成３０年６月定例会を開会します。 

はじめに、日程第１ 会議録署名委員の指名についてでありますが、関川教育長職

務代理者を指名いたします。よろしくお願いします。 

 

○山田教育長 

    日程第２ 前回定例会会議録の承認について、お諮りいたします。 

すでに送付してあります会議録について、ご質問はございますか。 

 

○山田教育長  

   なければ、承認の方の挙手をお願いいたします。 
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○山田教育長   

  挙手全員でありますので、前回定例会会議録は承認されました。 

 

○山田教育長 

    日程第３ 教育長職務報告を行います。 

        職務報告については、既に送付してあります「教育長職務報告（平成３０年４月２６

日～平成３０年５月２７日分）」によりご承認願います。 

 

○山田教育長      

何かご質問はございますか。 

 

○山田教育長      

ないようですので、教育長職務報告については、承認することとしてよろしいでしょ

うか。 

 

        （「はい」との声） 

 

○山田教育長 

     異議なしと認め、教育長職務報告は承認されました。 

 

 

○山田教育長  日程第４ 議事に入ります。 

議第１号 夏季休業中の学校無人化の実施について、審議します。 

        萩野学校教育課長から説明をお願いします。 

 

○萩野学校教育課長 

        それではお願いいたします。 

        議案の１、２ページ、議案に係る資料も１、２ページをお願いいたします。教職員の 

心身のリフレッシュと休暇取得促進を図るということと夏の省エネルギー対策という 

ことで、８月１３日、１４日、１５日の３日間、学校を無人化したいということであり 

ます。学校の無人化ということで日直を置かなくてもよいという体制をとりたいという 

ふうに考えております。その間の緊急連絡先は、学校教育課ということで対応したいと 

思っております。他の市町村でもすでに先行実施しているところがたくさんございまし 

て、このような体制でやっております。保護者向けの文書についても議案に係る資料２ 

ページに添付しておりますが、教育委員会の方から発出させていただきたいと考えてお 

りますので、ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

        以上です。 

 

○山田教育長 

        何かご質問はございますか。 

 

○山田教育長 

        ご意見、ご質問がないようですので、議第１号 夏季休業中の学校無人化の実施につ
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いては、承認することとしてよろしいでしょうか。 

         

（「はい」との声） 

 

○山田教育長 

        異議なしと認め、議第１号について、承認することに決しました。 

 

○山田教育長 

        次に、議第２号 新発田市同和教育推進協議会委員の委嘱について、審議いたします。 

    萩野学校教育課長から説明をお願いします。 

 

○萩野学校教育課長 

        議案の３、４ページ、議案に係る資料も３、４ページをお願いいたします。 

       小・中学校ＰＴＡ連合会の平成３０年度の会長が決まりましたので、２９年度の会長か

ら交代ということで、同和教育推進協議会委員の委嘱について、竹前幸子様をお願いした

いというものであります。 

       以上です。 

 

○山田教育長 

        ただいまの説明について、何かご質問はございますか。 

 

○山田教育長 

        それでは、ご意見、ご質問がないようですので、議第２号 新発田市同和教育推進協 

議会委員の委嘱については、承認することとしてよろしいでしょうか。 

 

       （「はい」との声） 

 

○山田教育長 

        異議なしと認め、議第２号については、承認することに決しました。  

 

○山田教育長 

        次に、議第３号 新発田市社会教育委員の任命について、審議します。 

        米山中央公民館長から説明をお願いします。 

 

○米山中央公民館長 

        それでは議第３号 新発田市社会教育委員の任命について、ご説明いたします。 

        議案の５、６ページ、議案に係る資料についても、６ページをご覧いただきたいと思 

います。 

 先ほどの同和教育推進協議会委員の委嘱と同じく、法区分が社会教育関係者であり、 

新発田市小・中学校ＰＴＡ連合会からの選出委員が今年度代わりましたので、石井光彦 

様にお願いしたいというものであります。 

 以上です。 
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○山田教育長 

        ただいまの説明に対して、ご質問はございますか。 

 

○関川教育長職務代理者 

        委員の任期、改選回数が問題となったことはありませんか。 

        端的に言えば、同じ方がかなり長くやっていらっしゃることについて、事務局内部で 

いかがなものかと問題になったことはありませんか。 

 

○米山中央公民館長 

        過去にはございます。ただ、６ページの社会教育委員の名簿でいいますと「学識経験

者等」という区分でそういう方がいらっしゃったということは聞いておりますが、最近

については、１期２年でございますので、全体のバランスをみて、まったく新しい方の

感覚が必要になるということもございます。ただ、４期８年、５期１０年といった方は

最近は、ほとんどいらっしゃらないというのが実態でございますので、その時々、ケー

スバイケースでございます。 

        ただ、あまり長くなりますとどちらかというとご自分から継続をご辞退されるという

方が多いようでございます。 

 

○山田教育長 

        他にございませんか。 

 

○山田教育長 

        それでは、ご意見、ご質問がないようでありますので、議第３号 新発田市社会教育 

委員の任命については、承認することとしてよろしでしょうか。 

 

○山田教育長 

        異議なしと認め、議第３号について、承認することに決しました。 

 

○山田教育長  

次に、議第４号 教育委員会職員の人事異動について、審議します。 

 

○山田教育長 

     お諮りします。議第４号につきましては、人事案件でありますので、新発田市教育委

員会会議規則第６条第１項第１号の規定に基づき、当議事は非公開としたいと思います。 

当議事を非公開とすることに賛成の方の挙手をお願いいたします。 

 

○山田教育長   

   挙手全員でありますので、当議事は非公開とします。 

 

○山田教育長  

    佐藤教育次長以外の職員は退席願います。 

 

【佐藤教育次長以外の職員は退席】 
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【審議】 

（新発田市教育委員会会議規則第１５条第３項の規定に基づき、審議内容は記録なし） 

 

○山田教育長 

審議が終わりましたので、議事の非公開を解きます。 

【退席した職員は席に戻る】 

 

○山田教育長 

        続きまして、日程第５その他に入ります。 

        事務局から何かありますか。 

        佐藤教育次長お願いいたします。 

 

○佐藤教育次長 

        私の方から一点お願いいたします。 

        その他資料の１ページをお願いいたします。 

        ６月補正予算につきましては、前回の教育委員会においてお諮りをしてご承認をいた 

だき要求させていただいたところでございますが、その後ヒアリングを受けまして、最 

終的にここに記載をしています歳出の文化行政課の予算については、取り下げることと 

し、要求しないということになりましたので、今回ご説明させていただきたいというも 

のでございます。 

        この経費につきましては、来年度開催をいたします国民文化祭・全国障害者芸術・文 

化祭に係る実行委員会の謝礼ということで、計上したいと前回、ご説明させていただき 

ました。私どもいたしましては、大変大事な会議であるため謝礼をお支払いしたいとい 

うことで要求をさせていただきましたが、その後、財務担当とヒアリングをしている中 

で、謝金のルールに少し外れるものではないかとの指摘を受けました。以前、国民体育 

大会がございましたが、その時も実行委員会を立ち上げてやっておりましたが、調査を 

したところ、謝礼はお支払いしていなかったことがわかりまして、この経費につきまし 

ては取り下げをさせていただいたということでございます。 

他の予算につきましては、前回ご説明させていただいたとおりの予算を今６月定例会 

に上程しているところでございます。 

        以上でございます。よろしくお願いいたします。 

 

○山田教育長 

        ただいまのご説明について、ご意見、ご質問はございますか。 

 

○山田教育長 

        ないようですので、ただいまの説明のとおり事業を進めさせていただきたいと思いま 

す。 

 

○山田教育長 

       その他はございますか。 

山口教育総務課長。 
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○山口教育総務課長 

       それでは私の方から平成３０年度新発田市総合教育会議の開催案について御協議申し 

上げたいと思います。事務局の方で案を作成したものが、その他資料の２ページでござい 

ます。 

 最初に期日ですが、１０月２９日の午後２時から４時、猿橋小学校を会場に開催させて 

いただきたいと考えております。 

 ３番の今年度のテーマということでございますが、猿橋小学校配置の英語専科教員によ 

る授業を見学していただきまして、新発田市の英語教育の現状、今後の方向性、課題につ 

いて、市長と協議、意見交換をさせていただきたいと考えております。 

説明は以上でございます。よろしくお願いいたします。 

 

○山田教育長 

       ただいまの説明にご意見、ご質問はございますか。 

 

○山田教育長 

       ないようであれば、１０月２９日に新発田市総合教育会議を予定させていただくという

ことで、準備を進めていきたいと思います。よろしくお願いいたします。 

 

○山田教育長 

       その他ございますか。 

       横山文化行政課長補佐。 

 

○横山文化行政課長補佐 

       文化行政課から一点ご報告をさせていただきます。 

       資料については、その他資料とは別にお配りしている「２０１９年度 第３４回国民文 

化祭、第１９回全国障害者芸術・文化祭」と書かれたＡ４一枚ものの資料でございます。 

       先ほど、補正予算のところでも若干触れられましたけれども、来年、新潟県を会場に国 

民文化祭、全国障害者芸術・文化祭が開催されます。これについては５月９日のまちづく 

り戦略会議でもご説明いたしまして、市の主催事業の実施計画について、承認をいただき 

ましたので、ご報告いたします。 

       国民文化祭、全国障害者芸術・文化祭は毎年、県単位で開催されておりまして、国民体 

育大会の文化版と言えばわかりやすいと思います。新潟県での開催は初となります。 

 実施内容は大きく分けますと県主催のものと市町村主催のものに分かれます。そのうち 

市主催のものを資料に基づきご説明いたします。市主催事業は、「文化団体連携事業」と 

「市町村独自事業」の２区分に分かれます。「文化団体連携事業」は全国規模の文化団体 

と連携して取り組む事業になりますけれども、新発田市につきましては、日本将棋連盟と 

連携しまして将棋のイベントを実施することが、県とのマッチングの中で内定しておりま 

す。すでに日本将棋連盟の方からは、会場を予定しているカルチャーセンターを視察して 

いただきましたし、話も進めさせていただいております。実施日につきましては、２０１ 

９年の１０月５日、６日の土日に行います。 

 次に、「市町村独自事業」についてですが、これについては、国民文化祭に合わせて新 

しい事業を立ち上げるのではなく、既存の事業を国民文化祭バージョンとして少し拡充を 

するような形で進めたいと思っております。資料にありますように、市所蔵美術作品展、 
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障がい者理解講演会、全国花嫁人形合唱コンクールについてはちょっと拡充を試みたので 

すが、あちらの実行委員会での審議もそう簡単ではないということで、現在は拡充予定な 

しで、「国民文化祭」の冠だけ付けて実施するような形で考えております。 

       今後、実行委員会を立ち上げまして、実施計画をさらに精査して来年の予算要求にも反 

映させていきたいと思っております。 

 説明は以上でございます。 

 

○山田教育長 

       来年度の事業の説明もございましたが、ご質問等はございますか。 

 

○小池委員 

       将棋フェスティバルの会場としてカルチャーセンターとなっておりますが、柔道場には 

和室があったイメージがありますが、広いアリーナで、どういうふうに将棋をやるのかイ 

メージが湧かないのですが。 

 

○横山文化行政課長補佐 

       プロの方の対局となると当然、昔ながらの畳の和室で指すというイメージですが、記念

将棋大会を予定しておりまして、トップレベル、有段者から何級の方までいくつかの階層

に分けて記念将棋大会をするとなると、基本的には長机を使って１組あるいは２組くらい

で指すんだそうです。日本将棋連盟の方からは、和室よりはアリーナのような大きな会場

を使わせてほしいということでした。他県の例ですと、例えば、新発田市でいえば生涯学

習センターのようないくつも部屋があるような施設を使ったりしていますが、今回の新潟

県を担当する方は、できれば大きな会場で目が行き届く中でやりたいということで、カル

チャーセンターをおさえることにさせていただきました。 

 

○関川教育長職務代理者 

       参加者はどれくらいの規模になりますか。 

 

○横山文化行政課長補佐 

       調査はしておりませんが、おそらく１，０００人前後かと思います。 

       そのうち、将棋大会で５００人くらいだと思います。 

 

○関川教育長職務代理者 

       ５００人が対局をするとなるとアリーナが必要ですね。 

 

○笠原委員 

       子ども将棋が昨年、朱鷺メッセで行われていました。わりと最近はそういうフロアでや

るのが主流になってきているのかもしれません。 

 

○小池委員 

       お互いが見合えるというか、オープンな中でやるというのがこれからの視点だと思いま

す。よくわかりました。 
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○山田教育長 

       他にございますか。 

 

○平田中央図書館長 

       それではお手元にお配りしておりました図書館関係の事業のご案内について御説明さ 

せていただきます。新発田市立歴史図書館が７月７日に開館いたしますが、それに合わせ 

まして歴史図書館で所蔵しております古文書や絵図等の特別展を開催する予定にしてお 

ります。７日の開館記念式典に関しましては、教育委員の皆様にご案内しておりますが、 

あわせてこちらの特別展についてもご案内させていただきます。 

       あと、翌週の１５日でございますが、新潟大学人文学部の原直史先生によります「新発 

      田藩の記録と歴史」ということで、御講演を予定しております。原先生は、新発田藩の歴 

史、藩政資料について非常にご研究されていて詳しい方でございますので、ぜひともご来 

場をお願いしたいと思います。 

  もう一点でございますが、こちらは中央図書館の関係する事業でございますが、７月９ 

 日に「図書館と市民協働」と題しまして「図書館パートナーズ」代表の北村志麻先生によ 

ります講演会を予定しております。こちらの方もご案内はお送りしているかと思いますが、 

昨年の開館一周年のときは慶応大学名誉教授の糸賀雅児先生の「地方自治と図書館」とい 

う講演を行いました。その第２弾ということで、図書館と図書館後援会、図書館友の会と 

いう官民協働による講演会の第２弾ということで、こちらの方もぜひご参加いただきたい 

と思います。 

よろしくお願いいたします。 

 

○山田教育長 

       ただいまの説明について、何かご質問はございますか。 

 

○山田教育長 

       よろしければ、事務局から他にありますか。 

 

○山田教育長 

       なければその他についてございますか。 

       小池委員。 

 

○小池委員 

       「教育長職務報告」の中で、５月２日の定例校長会のところに「同和教育データベース」

という文言がありましたが、その中身について教えていただければと思います。 

 

○萩野学校教育課長 

       新発田市教育委員会学校教育課で作成した同和教育データベースですが、これまでの同

和教育の中で各校が指定校として続けてきた授業の指導案、学習プリント等をまとめたも

のでありまして、電子データ等も各校に配付されておりまして、それを少し加工すれば自

校で活用できるということで、平成２９年度の初めに各校に配付させていただいておりま

す。 
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○山田教育長 

       ほかにございますか。 

 

○山田教育長 

       ないようですので、教育委員会今後の日程について、山口教育総務課長から説明をお願

いします。 

 

○山口教育総務課長 

       それでは「その他資料」の３、４ページをお願いいたします。 

       ３ページは教育委員会・今後の日程（予定）ということでお示しさせていただいており 

ます。今回、下段の方に、正式な日にちはまだ決まっておりませんが、「学校・幼稚園訪 

問」を９月から１１月、「先進地視察研修」を１０月から１１月ということでそれぞれ記 

載をしているところでございます。また、７月１３日の金曜日に新潟県市町村教育委員会 

連合会定期総会・研修会ということで見附市と記載しておりますが、このご案内をいただ 

いております。資料は４ページでございます。７月１３日で会場が見附市の「イングリッ 

シュガーデンホテル レアント」ということでございます。当日は公用車で送迎させてい 

ただきますので、ご予定くださいますようお願いいたします。 

       説明は以上でございます。 

 

○山田教育長 

       ただいまの日程について、何かご質問はございますか。 

 

○山田教育長  

       ないようですので、以上で教育委員会平成３０年６月定例会を閉会いたします。 

ありがとうございました。 

  

午前９時５６分 閉会 

平成３０年７月  日 

 

新発田市教育委員会教育長 

 

委 員 


