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新発田市教育委員会令和元年５月定例会 会議録 

 

○ 議事日程 

 

  令和元年５月７日（火曜日） 午後１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 ３月臨時会及び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 題 

 

議第 ５号 令和元年度新発田市一般会計６月補正予算について 

 

議第 ６号 新発田市いじめ防止対策等に関する委員会委員の委嘱について 

 

議第 ７号 新発田市社会教育委員の任命について 

 

議第 ８号 新発田市公民館運営審議会委員の任命について 

 

議第 ９号 新発田市民文化会館運営審議会委員の委嘱について 

 

議第１０号 新発田市少年補導委員の委嘱について 

 

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 

 

工 藤 ひとし  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 
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  小 池 庸 子  委 員 

 

 

○ 説明のため出席した者 

  教育次長    佐 藤 弘 子 

 

  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  平 山   真 

 

  中央図書館長  平 田 和 彦 

 

  歴史図書館長  大 森 雅 夫 

 

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 

中 山 友 美 

 

教育総務課教育総務係長 

        杉 林 直 樹 

 

○ 資料確認 

 

○工藤教育長 

それでは、皆さんお揃いですので、ただ今から教育委員会令和元年の５月定例会を

開催いたします。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したいと思います。お願いいたします。 

 

○工藤教育長 

     それでは、日程第２ ３月臨時会及び前回定例会会議録の承認について、お諮りい
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たします。 

すでに送付してあります議事録について、なにかご質問等ございますでしょうか。 

 

○工藤教育長  

    なければ、承認の方の挙手をお願いいたします。 

 

○工藤教育長   

   はい、ありがとうございます。挙手全員でありますので、前回定例会議事録は承認

されました。 

 

○工藤教育長 

     日程第３に入ります。 教育長職務報告を行います。 

         職務報告につきましては、既に送付してあります「教育長職務報告（平成３１年４

月１日～平成３１年４月２５日分）」により承認をお願いいたします。何か質問等ござ

いましたら、お願いします。 

 

    （「ありません」との声） 

 

○工藤教育長  

         よろしいでしょうか。 

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。 

異議なしと認め、教育長職務報告は、承認されました。 

 

〇工藤教育長 

         それでは、日程第４の議題に入りたいと思います。 

議第５号 令和元年度新発田市一般会計６月補正予算について、審議いたします。 

それでは、佐藤教育次長から説明をお願いします。 

 

○佐藤教育次長 

         よろしくお願いいたします。議案の１ページをお願いいたします。今回６月補正に

つきましては、歳入が１件、そして歳出が５件でございます。 

歳出からご説明をさせていただきます。まず１つ目、教育総務課分、教育委員費８

万８千円でございます。これにつきましては、議案に係る資料の１ページ目をお願い

します。教育長職務代理者の報酬の引上げについてでございまして、改正理由で述べ

させていただいておりますけれども、教育長職務代理につきましては、教育長に事故

等あった場合、不在となった場合に教育長に代わり、教育行政の全面的な責任を負う

立場にあります。その職責が重いことに鑑み、その報酬を引き上げさせていただきた

いものでございます。改正の内容でございますが、現在、月額５７，９００円でござ

いますが、６７，６００円に改正させていただきたいということでございます。そし

て、施行日でございますが６月定例会での議決をいただきました後の７月１日からと

いうことで改正をさせていただきたいということでございます。１か月９，７００円

の増額ということで８７，３００円、補正額８８，０００円の増額の補正をさせてい
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ただきたいというものでございます。なお、この案件につきましては、一般議案の方

もございまして、その条例改正につきましては、人事課が所管となってございますの

で、そちらの改正もあわせてやらせていただきたいというものでございます。 

         続きまして、議案の方に戻っていただきたいと思いますが、教育委員会の事務局費

１２９万６千円の増額補正をさせていただきたいというものでございますが、これに

つきましては、職員の産前産後の休暇に伴う代替の臨時職員に係る賃金分を増額させ

ていただきたいというものでございます。 

         その次でございます。小学校の管理運営事業、それから中学校の管理運営事業、そ

れぞれ１７８万１千円の増と同額の減ということでございますが、これにつきまして

は、昨年の６月でもご説明させていただいたとおりですが、用務手の臨時・パートの

賃金でございます。要求段階では３０年度の配置を参考に要求しておりまして、４月

１日付けの人事異動で配置が正式に決まり、それに伴いまして補正を行いたいという

ものでございます。 

         続きまして、最下段でございます。青少年健全育成センター、１４万３千円の増を

お願いしたいというものであります。放課後子ども教室推進事業でございまして、子

ども教室のコーディネーター、統括指導をお願いしております、このコーディネータ

ーの報酬でございますが、財源を少しでも確保したいということで有償ボランティア

の報酬として予算計上すれば、補助の対象のなるという情報が入ってきたものですか

ら、当初予算の中で報償費ということで予算を計上していたのでございますが、いよ

いよスタート、補助申請という段階で、補助の対象にならないという指導がございま

したので、従来のとおり嘱託として、雇用させていただきたいということで戻させて

いただくというものであります。 

         続きまして、歳入でございます。今ほど説明させていただきました放課後子ども教

室の歳出の予算の組替えに伴いまして、６８万３千円の減額補正ということでお願い

をしたいというものでございます。以上でございます、よろしくお願いします。 

 

○工藤教育長 

        それでは、何かこの件につきまして、ご質問ございますか。 

        ご意見ご質問がないようですので、議第５号 令和元年度新発田市一般会計６月補正

予算について、議案のとおり可決することとしてよろしいでしょうか。 

       （「はい」との声） 

 

○工藤教育長 

        ありがとうございました。 

        異議なしと認め、議第５号について、可決することに決しました。 

 

○工藤教育長 

        それでは次に議第６号 新発田市いじめ防止対策等に関する委員会委員の委嘱につ

いて、審議いたします。 

それでは、萩野学校教育課長から説明をお願いいたします。 

 

○萩野学校教育課長 

        お願いいたします。新発田市いじめ防止対策等に関する委員会の委員ですが、今回の
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人事異動で新発田市児童相談所の所長であった神田所長が異動になりました。それから

工藤委員長が教育長に就任ということで欠員２名となっておりましたけれども、その代

わりとして、新しく新発田市の児童相談所の所長になられます、伊藤信行さん、それか

ら猪股博英さん、猪股さんにつきましては、新潟市の中学校長を退職した方であります。

教育分野、学校分野、特に子ども達の生徒指導関係で力を発揮されてこられた方なので、

ぜひご承認いただければと思っております。以上です。 

 

○工藤教育長 

        はい、それでは、この件について、なにかご質問等ございますでしょうか。 

 

〇工藤教育長 

        ご質問、ご意見等ないようですので、議第６号 新発田市いじめ防止対策等に関する

委員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） 

 

○工藤教育長 

異議なしと認め、議第６号について承認することに決しました。 

それでは、議第７号 新発田市社会教育委員の任命について、審議を行います。それ

では、米山中央公民館長から説明をお願いいたします。 

 

○米山中央公民館長 

        それでは、議第７号 新発田市社会教育委員の任命についてでございます。社会教育

委員につきましては、この５月３１日をもちまして、現在の任期が満了いたしますので、

次期２年間の任期を新たに任命するものであります。委員につきましては、定数が１０

名以内となっておりますが、今現在７名となっております。ＰＴＡ連合会から選出の方

につきましては、ＰＴＡ連合会の評議員会が月末に開催される予定でございますので、

決定次第、定例教育委員会でご承認いただくということにしておりますので、よろしく

お願いしたいと思います。以上であります。 

 

○工藤教育長 

        はい、それでは何か質問等ございますでしょうか。 

 

○工藤教育長  

ご質問ご意見がないようですので、議第７号 新発田市社会教育委員の任命につきま

しては、原案のとおり承認することとしてよろしいでしょうか。 

       （「はい」との声） 

 

○工藤教育長 

異議なしと認め、議第７号について承認することに決しました。 

 

〇工藤教育長 

それでは、次に、議第８号 新発田市公民館運営審議会委員の任命について、審議い

たします。米山中央公民館長から説明をお願いいたします。 
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○米山中央公民館長 

        それでは、次に、議第８号 新発田市公民館運営審議会委員の任命についてでありま

す。こちらも５月３１日をもちまして、任期を満了いたしますので、次期２年間につき

まして、新たに委嘱をしたいというものでございます。 

なお、こちらも定数は１０人以内となっておりますが、今のところ、９名となってお

ります。引き続き、特に学識経験者などに適任者がいれば、次回以降の定例教育委員会

でご承認いただくということになるかと思います。よろしくお願いいたします。 

 

○工藤教育長  

はい、それでは今の件につきまして、ご質問等ございますでしょうか 。 

 

○工藤教育長  

ご質問ご意見がないようですので、議第８号 新発田市公民館運営審議会委員の任命

については、原案のとおり承認することとしてよろしいでしょうか。 

       （「はい」との声） 

 

○工藤教育長 

異議なしと認め、議第８号について、承認することに決しました。 

 

〇工藤教育長 

        次に、議第９号 新発田市市民文化会館運営審議会委員の委嘱について審議を行いま

す。引き続き、米山中央公民館長から説明をお願いいたします。 

 

○米山中央公民館長 

        それでは、次に、議第９号 新発田市民文化会館運営審議会委員の委嘱についてでご

ざいます。こちらの運営審議会の委員につきましては、任期が３０年の４月１日から令

和２年３月３１日になっておりますが、任期途中で人事異動に伴います委員が１名おり

ますので、残任期間を委嘱したいというものでございます。以上でございます。 

 

〇工藤教育長 

        何かご質問ございますでしょうか。よろしいでしょうか。 

ご質問、意見がないようですので、議第９号 新発田市民文化会館運営審議会委員の

委嘱については、原案のとおり承認することとしてよろしいでしょうか。 

       （「はい」との声） 

 

○工藤教育長 

異議なしと認め、議第９号について、承認することに決しました。 

 

〇工藤教育長 

        次に、議第１０号 新発田市少年補導委員の委嘱について審議を行います。 

井越青少年健全育成センター所長から説明をお願いいたします。 
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〇井越青少年健全育成センター所長 

        はい、それでは、議第１０号 新発田市少年補導委員の委嘱についてご説明いたしま

す。議案の方が、１０、１１ページ、議案に係る資料については、１１、１２ページに

なります。少年補導委員につきましては、一般の少年補導委員と教職員の少年補導委員

がおりますが、一般の少年補導委員については、先月ご承認をいただいたところでござ

います。今回は、教職員の少年補導委員についてでごさいます。教職員の少年補導委員

につきましては、市内の小中高各校から推薦をいただいております２０名の先生方に委

嘱しているところでございますが、このたび任期満了及び教職員の異動に伴い、新たに

１０名の先生方に少年補導委員を委嘱したいというものでございます。委嘱期間につき

ましては、委嘱の日から２年間となっております。説明は、以上であります。 

 

〇工藤教育長 

        はい、この件につきまして、何かご質問ございますでしょうか。 

ご質問ご意見がないようですので、議第１０号 新発田市少年補導委員の委嘱につい

ては、原案のとおり可決することとしてよろしいでしょうか。 

       （「はい」との声） 

 

○工藤教育長 

異議なしと認め、議第１０号について、可決することに決しました。 

続きまして、日程第５ その他に入ります。事務局から何かございますか。 

（「ありません」との声） 

他に報告事項等ございますでしょうか。せっかくの機会ですので、委員の皆様からな

にかございますでしょうか。はい、笠原委員、どうぞ。 

 

〇笠原委員 

        ゴールデンウィーク中に児童クラブを開けていただいて、保護者の方からとてもあり

がたかったというふうに御免町小学校も他の小学校の方の知り合いの方からも連絡を

いただきました。今回、特に新しい場所というか、いつも行ってる場所ではないところ

で、いろんな道具を使って、一輪車をやったとか、普段の児童クラブで体験できないよ

うなことをさせてもらったとすごく感謝されていました。 

今回、どれくらいの人数の利用があったのでしょうか。 

 

〇工藤教育長  

        井越青少年健全育成センター所長、お願いします。 

 

〇井越青少年健全育成センター所長 

        このたび、４月３０日、５月１日、２日と、３日間臨時で開設させていただきました

が、登録利用人数が６０名ということでした。ただ、３日間の平均でとりますと半分前

後の３０名の利用となっておりました。今回、児童センターで開催するということで、

普段できないようなこと、遊具もありましたし、児童厚生員を配置させていただいて、

ちょっとした遊びも体験していただいたところであります。 

 

〇工藤教育長  
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        はい、井越青少年健全育成センター所長ありがとうございました。 

他に委員の皆様からありますか。はい、小池委員、どうぞ。 

 

○小池委員 

        先ほど、この会が始まる前の話で教育長様の方から、連休中には速報に匹敵するよう

な事故がなかったということをお聞きしまして、本当にありがたくてよかったなと思い

ました。自分の経験の感覚からすると冬休みぐらいに匹敵する子ども達を家庭へ預ける

長期的な時間だったので、管理職を含めた先生方の危機感を維持するような働きかけが

教育委員会できちんとなされていたおかげだなと感じており、よかったなと思いました。 

       現職を離れてそんなにたっていませんが、いつか事故の速報があがってくるような、そ

んな感覚もまだ拭いされていなかったので、本当に何もない１０日間、速報に匹敵する

ことがなかった１０日間は、ありがたいと思いました。ですが、今日午前中から学校が

始まり、これから週末までの間に実はこんなことがあったということが子ども達からで

てくると思いますので、それを聞き取る担任を含めた学校のアンテナの感度をあげてい

ただきたいです。それは、ついこの前、悲しい経験をしてしまった我々が持つべき危機

感だと思いますので、この後の校長会がどのような日程であるかはわかりませんが、そ

の他教職員の研修会もあると思いますので、子どもの声に細かに丁寧に耳を傾けていた

だいて、危機の小さな芽を、手抜かりなく、摘んでいただくような意識、危機感の維持、

働きかけをしていただければ、ありがたいなと思います。以上です。 

 

〇工藤教育長  

        ありがとうございました。小池委員からは、今後の危機管理についても言及いただき

ました。ありがとうございました。こういう長期の連休ですけれども、子ども達が新学

期を迎えて気が緩むといいますか、本当に大きな事故がなく良かったなと思っています。

本当に、校長先生方、先生方、一生懸命してくださったな、呼びかけしてくださったな

という気がします。これから夏に向けて、水の事故もありますので、先生方から子ども

達にご指導いただければと思いますので、よろしくお願いします。 

 

○小池委員 

        小学校は、５月の末運動会があり、これがあけると、子どもの声を聞く間もなく、行

事のほうに意識が向いてしまって、とりこぼすような場面というのは増えてくる可能性

が高くなるかなという思いがあり、発言させていただきました。 

 

○工藤教育長 

        ありがとうございました。委員の皆様からほかにお気づきの点ありましたら。よろし

いですか。 

 

○関川教育長職務代理者 

        歴史図書館長から配布資料について一言を。 

 

○工藤教育長 

        大森歴史図書館長、お願いします。 
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○大森歴史図書館長 

        歴史図書館からご案内します。今回、春の通常展ということで、昨年実施いたしまし

た新発田藩の歴史資料展を２７日から新たに模様替えをして行っております。また、併

せまして５月の２５日には、大変好評であります、城下町まち歩き、学芸員が解説しな

がら実際に新発田のまちを歩くというイベントも予定しております。展示、まち歩きの

方もご参加いただければと思います。よろしくお願いいたします。 

 

○工藤教育長 

        私もこの間、歴史図書館で、はんこ、印章というのでしょうか、侍の花文字というも

のが手で書くだけでなくて、はんこだったということを初めて知り、新発田は城下町な

ので、こうしたものが残っているというのは、子ども達にとっては、すばらしいことだ

と思うので、多くの市民の皆さんや子ども達に見ていただく場になればと思います。 

他になにかお気づきの点、なんでも結構ですので、委員の皆さんからありましたら、

お願いいたします。 

 

○工藤教育長 

        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

お願いいたします。 

 

〇山口教育総務課長 

        それではその他資料の裏面の教育委員会今後の日程について説明させていただきま

す。記載のとおりでございますが、網掛けの部分が今回、新しくお示しした部分でござ

います。私からは以上でございます。 

 

〇工藤教育長 

        それでは、この日程につきまして、何かご質問、確認したいことはありますでしょう

か。 

 

○関川教育長職務代理者 

        ５月２９日の三市北蒲の定期総会研修会につきましては、別途、案内があるのでしょ

うか。 

 

○山口教育総務課長 

        別途ご案内させていただきたいと思います。本年度については、胎内市での開催であ

りますのでよろしくお願いいたします。 

 

○関川教育長職務代理者 

        胎内市のどこでやるのか、会場などは分かりますか。 

 

○中山教育総務課長補佐 

        胎内市の黒川庁舎の会議室で総会と研修会を行いまして、その後、胎内自然天文館な

どに現地視察に行く予定にしております。 
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○関川教育長職務代理者 

        ここ集合になりそうですか。 

 

○中山教育総務課長補佐 

        送迎については、調整させていただきたいと思います。 

 

○工藤教育長 

        その点も含めて、改めでご案内させていただくということでよろしくお願いいたしま

す。他にありますでしょうか。 

 

○萩野学校教育課長 

        事前にお話していなくて、申し訳ありません。各校への教育委員訪問は、例年、秋口

に３年に１回、３年で一回りという形で実施していますが、新発田竹俣特別支援学校が

開校して３年目くらいになりますし、竹俣の校長先生は校長会にも来られており、新発

田の子ども達も大勢通っておりますので、我々としては支援学校も訪問したいと考えて

おります。もちろん、県立ですので我々の管轄ではないのですが、新発田の子ども達の

様子をご覧いただければと思っておりますが、いかがでしょうか。 

 

○工藤教育長 

        今、萩野課長から、新発田市の管轄ではないけれども竹俣の特別支援学校への訪問、

見学はいかがですかということの皆さんへの投げかけがありました。よろしいでしょう

か。  

では、是非その方向で計画をしていただければと思います。私も今年の入学式に本校

と分校に行きましたが、先生方が丁寧に寄り添って一人一人の子どもを大切にしていら

っしゃって、保護者の方が大変感激されていました。また、大変自然豊かなところで、

大変素晴らしい建物で、子ども達が一生懸命頑張る姿がまた感動的でありましたので、

教育委員の皆様からも見ていただくと励ましになるかと思います。よろしくお願いいた

します。 

 

〇工藤教育長 

       他になにかございますでしょうか。よろしいでしょうか。 

ないようですので、以上で教育委員会令和元年５月定例会を閉会いたします。 

        

 

  

午後２時００分 閉 会 

 

令和元年６月４日 

 

新発田市教育委員会教育長 

 

委 員 


