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令和３年（２０２１年）１１月教育委員会定例会会議録 

 

 

日  時   令和３年（２０２１年）１１月３０日（火） 午後１時３０分～午後３時３０分 

 

会  場   柏崎市役所４階４－４会議室 

 

出 席 者   教育長           近 藤 喜 祐 

       委員（教育長職務代理者）  米 谷 杉 子 

   委員            阿 部 健 志 

   委員            三 嶋 崇 史 

   委員            梅 田 広 美 

 

説明のため出席した職員 

教育部長          飯 田   博 

教育総務課長        徳 間   正 

学校教育課長 兼 

教育センター所長     池 田   弘 

文化・生涯学習課長     藤 巻 久 之 

スポーツ振興課長 兼 

 水球のまち推進室長    関 矢 隆 志 

図書館長          平 田   晃 

博物館長          小 黒 利 明 

 

説明及び職務のため出席した事務局職員 

教育総務課課長代理     伊 比   孝 

 

議 題 

１ 会議録署名委員の指名 

２ 教育長専決処理報告 

（１）令和３（２０２１）年度一般会計補正予算（第１８号）について 

（２）かしわざきこども大学運営協議会委員の解嘱及び委嘱について 

３ 審議事項 

（１）柏崎市立小・中学校学区再編方針（案）の策定について 

（２）令和３（２０２１）年度一般会計補正予算（第２０号）について 

（３）新潟県柏崎市立小・中学校大会出場費等補助金について 

（４）第四次柏崎市生涯学習推進計画（案）について 

（５）公の施設の指定管理者の指定について（柏崎市文化会館アルフォーレ） 

４ 報告事項 

（１）第２３回全市一斉地場産給食デーについて 

（２）小中学校学区外就学許可状況（４月～９月）について 
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（３）柏崎マラソンが２年ぶりに開催されました 

（４）幼児期の運動習慣向上に向けた事業が開催されました 

（５）スポーツを楽しみながら障がい者理解を促進する事業を開催しました 

（６）ブルボンウォーターポロクラブ柏崎男子が準優勝 

（７）絵本・こどもフェスタ２０２１「虹いろおはなし会」の開催について 

（８）柏崎市立図書館寄贈資料展の開催について  

（９）「舞踊劇 綾子舞物語」公演の実施報告について 

（１０）博物館夜間開館の実施報告について  

（１１）財産の処分（博物館所管分）について 

（１２）史跡・飯塚邸「紅葉ライトアップ」の実施報告について 

（１３）プラネタリウム・クリスマスイベントの開催について 

（１４）冬季収蔵資料展「むかしのくらしと道具 －生活を支える“入れモノ”たち－」の実施 

について 

（１５）共催・後援の事業 

５ その他 

（１）１２月定例会の日程について 

（２）その他 

 

 

              ＜ 午後１時３０分 開会 ＞ 

 

第１ 会議録署名委員の指名 

（近藤教育長） 

  会議録署名委員に米谷委員、三嶋委員を指名する。 

 

第２ 教育長専決処理報告 

（近藤教育長） 

教育長専決処理報告に入る。 

（１）令和３（２０２１）年度一般会計補正予算（第１８号）についてを議題とする。 

（教育総務課長） 

補正の内容は、職員人件費のみであり、教育委員会内の全ての課が対象であることから一括

して説明する。 

市職員の給与は、新潟県人事委員会の勧告に準拠しているが、この度の新潟県人事委員会の

勧告では、期末手当が０．１か月分引き下げられた。このため、手当の予算額を減額するもの

である。なお、教育委員会全体では、２９５万円の減額である。 

（近藤教育長） 

  質問、意見を求める。 

（近藤教育長） 

  なければ承認してよろしいか。 

（全委員） 

  異議なく承認。 
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（２）かしわざきこども大学運営協議会委員の解嘱及び委嘱についてを議題とする。 

（学校教育課長） 

  令和３年（２０２１年）１０月３１日付けで推薦団体である柏崎市社会福祉協議会から解嘱

の申し出があったため、当該委員を解嘱し、残任期間について新たに委員を委嘱するものであ

る。 

（近藤教育長） 

  質問、意見を求める。 

（阿部委員） 

  委嘱する委員の略歴をお聞きしたい。 

（学校教育課長） 

団体からの推薦のため、個人の情報は不明である。 

（近藤教育長） 

  ほかになければ承認してよろしいか。 

（全委員） 

  異議なく承認。 

（近藤教育長） 

  以上で教育長専決処理報告を終わる。 

 

第３ 審議事項 

（近藤教育長） 

審議事項に入る。 

（１）柏崎市立小・中学校学区再編方針（案）の策定についてを議題とする。 

（教育総務課長） 

  本年２月に開催された総合教育会議で、教育委員の皆さんと児童生徒数の見込みについて意

見交換をした内容を踏まえ、令和３（２０２１）年３月５日の市長定例記者会見において、今

後の児童生徒数の推移を公表し、「急速な子どもの減少を踏まえ、児童生徒にとって望ましい

学習環境を提供することを第一に考え、適正な学校規模や学区の在り方を早急に検討していく」

と市長が述べた。 

  この会見を受け、教育委員会内にプロジェクトチームを立ち上げ、検討を重ねてきたところ

である。並行して市長とも協議を行ってきた。 

  この度、教育委員会として策定する「柏崎市立小・中学校学区再編方針（案）」がまとまっ

たため内容の確認をお願いしたい。 

目的は、教育委員会として考える「柏崎の将来を担う子どもたちにとって望ましい教育環境

を提供する」ための適正な学校規模や学区の在り方を市民の皆さまにお示しし、今後のことを

一緒にお考えいただきたいことから策定したものである。また、少子化の現状に対応した適正

な学校規模とすることで、公共施設の適正な管理・運営の実施に資するものである。 

方針の期間は、令和４年度から令和１３年度までの１０年間とする。 

適正規模は、小学校は、クラス替えが可能な「１学年２学級を下限とする１２学級以上」を

目指すべき適正規模とする。ただし、急激な変更は児童生徒にとって好ましくないことから、

「各学年は、単式学級で編制できる」ことも可とする。また、「１学年当たりの児童数は、２
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０人程度以上が望ましい」ものとする。 

中学校は、クラス替えが可能であり、特定の教科で複数の教員が配置されることが望ましい

ことから、「１学年平均３学級とする９学級以上」を目指すべき適正規模とする。ただし、急

激な変更は児童生徒にとって好ましくないことから、「各学年は、単式学級で編制できる」こ

とも可とする。また、「１学年当たりの生徒数は、２０人程度以上が望ましい」ものとする。 

適正配置の基本的な考え方は、アからキのとおり列記した。それぞれを読み上げないが、記

載した考え方を基に編成方針を検討した。 

別冊の編成方針（案）を説明する。 

１ページの「Ⅰはじめに」には、児童生徒数の将来的な見込みを掲載している。傾向として

は、徐々に児童生徒数が減少している。 

２ページは「Ⅱ方針の策定」である。「１目的」や「２方針の期間」は、先ほど申し上げた

とおりである。「３策定」には、国が示している公立小学校・中学校の適正規模・適正配置に

関する手引や学校教育法施行規則で定めている学級数、公立義務教育諸学校の学級編制及び教

職員定数の標準に関する法律の学級編成を参考にしたことなどを記載している。 

３ページでは「Ⅲ小・中学校の現状と課題」とし、小学校は令和４年度と令和９年度の児童

数と学級数の見込みを、中学校は令和４年度と令和９年度、令和１５年度までの生徒数と学級

数の見込みを算定している。 

小学校では、令和４年度に複式学級になる学校は６校が見込まれるが、令和９年度では３校

増え、９校になる見込みである。 

中学校では、令和１５年度までは複式学級になる学校は見込まれない。ただし、第五中や北

条中は、生徒数の合計が２０人から３０人程度で推移している。 

５ページの上段では、現状のまとめを載せている。小学校においては、複式学級がある学校

や、クラス替えが出来ない１学年１学級の学校が増えていくことが予想される。 

中学校においても、小規模化が進むことが予想される。加えて、推計生徒数には市立中学校

以外に進学する方も含まれるため、生徒の進路選択により更に生徒数が減少し、複式学級が発

生することも考えられる。また、教員の配置は学級数で決まるため、学級数の減少に伴う教員

が減る可能性があり、生徒の学習に大きなデメリットとなる。 

下段の「２学校施設の現状」では、本市の小・中学校施設の大部分は、３０年以上が経過し

ており、老朽化が進行していることから、改修等が必要になってきている状況である。 

現状の把握を前頁以前で行い、６ページでは「学校の適正規模」について記載している。 

小学校は、初めに申し上げたとおり、「１学年２学級を下限とする１２学級以上」を、中学

校は、「１学年平均３学級とする９学級以上」を目標としている。 

７ページは、適正化によるメリットや効果があることをア、イ、ウと記載している。 

８ページでは、繰り返しになるが、適正配置の基本的な考え方をアからキまで載せ、この考

え方を基に、実際の学校名を中段以降に「２中学校の適正配置の実施方法」に載せている。 

中学校の再編について、現在は１１校だが、将来的には６校に再編統合を目指すこととした。 

次の「（２）学校施設及び統合年度」に、具体的な学校名を挙げた。それぞれの学校名の前

に仮称とあるが、統合の形は未定であり、学校の名称も変わる可能性もあることから、全て仮

称としている。必ずしも変わることを前提にしているものではない。 

東中学校は、東中学校の校舎を使用しながら、令和６年度に第五中学校との統合を目指す。

さらに、令和１２年度に北条中学校との統合を目指す。 
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瑞穂中学校は、現在の瑞穂中学校の校舎を使用しながら、令和１２年度に西山中学校との統

合を目指す。 

鏡が沖中学校は、現在の鏡が沖中学校の校舎を使用しながら、令和１２年度に南中学校との

統合を目指す。 

第一中学校は、現在の第一中学校の校舎を使用しながら、令和１２年度に松浜中学校との統

合を目指す。 

第二中学校、第三中学校は、当面、適正規模が見込まれることから、現時点では統合の検討

は行わない。 

続いて、１０ページの「３小学校の適正配置の実施方法」である。 

小学校の再編方法は、基本的には中学校区と連動することとしている。同じ中学校区内で統

合することとし、異なった中学校へ進学することのないよう配慮した。 

鯖石小学校は、現在の鯖石小学校の校舎を使用しながら、令和６年度に高柳小学校との統合

を目指す。 

日吉小学校は、現在の日吉小学校の校舎を使用しながら、令和８年度に中通小学校との統合

を目指す。 

剣野小学校は、現在の剣野小学校の校舎を使用しながら、令和８年度に鯨波小学校、米山小

学校との統合を目指す。 

これ以外の小学校は、将来的には複式学級を解消し、適正規模を確保することを目指すが、

長期的な児童数を推計できないことや、「地域とともにある学校」との考え方も大事な視点で

あることから、現時点では統合の対象とはしない。令和１０年度以降において、その後見込ま

れる児童数の状況により再編統合を検討することとした。 

１２ページでは、「教育環境に関する整備」とし、今後、統廃合に取り組んでいく中で、児

童生徒の教育環境の変化などに対応するための取組として、加配教員の配置や相談体制の整備

を図ること、また、通学支援に関する整備など、統合に伴う児童生徒への配慮について載せて

いる。 

下段には、近年の統廃合の状況を載せている。 

最終ページが、適正規模、適正配置推進ロードマップである。 

学区等審議会、準備委員会について説明する。東中学校と第五中学校は、令和６年度に統合

となっている。令和６年度までは実質２年となるが、例えば、学区等審議会を１年、準備委員

会を１年となるのが最短と考える。先ほども触れたが、第五中では近い将来４人となる学年も

あり、中学校の教育環境としては厳しいと考えている。そのような中で、出来るだけ早いスケ

ジュールをお示ししているものである。 

教育委員会として方針を定めた上で、学区等審議会を立ち上げ、妥当性について諮問し、答

申をいただきたく。また、保護者や地域の皆さんからも同意を得ながら進めていきたいと考え

ている。 

（近藤教育長） 

  質問、意見を求める。 

（阿部委員） 

  本日の審議すべき内容と、全体のスケジュールをお聞きしたい。 

（教育総務課長） 

今の段階における、教育委員会としての方針を定めたいと考えている。教育委員会としては、



6 

年内中に方針を定めた上で、年明けに市議会へ説明する予定である。市民へは２月に広報かし

わざき等でお示ししたい。色々な意見が出されると思うが、方針の妥当性の判断は、学区等審

議会を立ち上げ諮問していく。審議会は、来年度初めから審議が始められるよう年度内に準備

を行っていく。 

（近藤教育長） 

  学区等審議会へ白紙の状態で預けることは出来ない。審議会へたたき台をお示しするものが

この方針である。よって、変わる可能性は十分にあり得る。 

（梅田委員） 

  高柳町地域は令和６年度に小・中どちらもということで計画されている。高柳中学校が統合

する際は、どの学年の時に統合するか結論が出ずに長い期間、協議が続いた。当時の意見とし

て、入学する時に、どう変わっていくか分かった方がいいとの意見が多かったことから、早め

に計画を示していただきたい。また、地域や保護者から多くの意見が寄せられることが予想さ

れるため、十分話し合いの機会を設け、良い方向へ検討していただきたい。 

（教育総務課長） 

  保護者や地域の皆さまには、唐突であると感じられる方もいると思われる。繰り返しになる

が、児童の人数が減っている現実があり、放置できないところから始まっている。先ほど、学

区等審議会に諮問するとの説明をしたが、早い対応をするためには、審議会とは別に教育委員

会が保護者や地域の方への現状を情報提供する機会を設けても良いと思っている。 

（梅田委員） 

  高柳町地域では、このような見通しが出てくるだろうとの予測の中で、これからの高柳を考

える会の中に子育て支援部会があり、月に１回協議している。この部会には、ほとんどの保護

者が参加し、今後、子どもたちを高柳町でどのように育てていくかについて協議をしている。

初めは、この部会と協議を始めることも方法の一つと思う。 

（教育部長） 

  先ほど、教育総務課長が１月に市議会へ説明すると申し上げたが、市議会へ説明する前に高

柳町地区の皆様に教育委員会の方針を説明させていただく必要があると考えている。 

（近藤教育長） 

  学区等審議会について、近年の統廃合で学区等審議会を通さない例もあることから、状況に

応じて対応していきたい。最近、保育園の動きもあった。子どもたちにとって保育園で一緒に

なった友達と別れ小学校で過ごし、そして中学校で一緒になることにも配慮したところである。

地域が大切との思いも理解できるが、子どもたち、保護者を優先して考えていきたい。 

（米谷委員） 

  学区等審議会は、どのようなメンバーで、何人で構成するか。 

（教育総務課） 

  条例で２０人以内と定められており、前回、平成２０、２１年度の審議会の人数は１８人で

あった。メンバーは、新潟産業大学の先生や保育園の保護者、小・中学校の校長、農協や商工

会議所など様々な方から参加していただいていた。今回立ち上げる場合は、改めて検討したい。 

（近藤教育長） 

  前回の委員長は遠藤元男さんであった。三中の校長で退職され、新潟産業大学で教鞭をとら

れていた。 

（三嶋委員） 
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  方針の期間は１０年で、中学校は６校、小学校も順次統合を進めていくとのことだが、１０

年以内に、ほかの小学校も統合を進めていくという考えはあるか。 

また、５年間で小学生が約５００人減少するとうい数字を見るとこれは考えていかなければ

いけない問題である。一番早い統合の計画が令和６年度とあるが、２年間という短い限られた

時間の中で、地域、保護者が納得される統合のためには時間が少ないと思うので、早めの行動

が必要である。 

（教育総務課長） 

  １０年の中で目標を示しているが、この期間の中でも急激に児童生徒が減っている学校もあ

ることから、地域から統合の要望がある場合は対応したい。 

  早めの行動の理由の一つに施設の老朽化の問題もあることから、延命化する施設の選択をし

なければならない側面もある。 

  保護者や地域の方からは性急であると言われるかもしれないが、細かな説明をしていきたい

と考えている。 

（近藤教育長） 

  中学校において部活動のチームスポーツが出来ない学校が出てきている。今回の再編方針は、

どちらかというと、中学校からスタートしたと言える。市長の考えもあるが、小学校は出来る

限り地域に残していく方針であり、この辺も踏まえながら進めていく。 

（阿部委員） 

  人口減少もあり、また合併で面積を広げてきた柏崎の歴史やエリアの特色から考えると、示

された形に着地することは想像できる。方針にある「望ましい教育環境」は聞こえがいいが、

実現するには難しい問題もあると思う。何も変わらない小・中学校もあるが、方針にある「交

流」を考えたとき、様々な人間関係や固定化を防ぐ点からすると、これらの小・中学校につい

ても一工夫が必要ではないか。 

  例えば、部活動で、サッカーは何中に行けば出来る、バスケットボールは何中に行けば出来

るなど、親御さんの負担やきょうだいの通学など問題点もあると思うが、子どものやりたいこ

とが生まれた場所によって出来ないことを解消しつつ、交流ができるような方法を考えていた

だきたい。 

  校舎について、第五中の竣工式に参列してから４年が経つ。市民目線からするともったいな

いと感じる方が多くいると思うが、校舎の活用をどのように考えているか。 

  西川市長の時に１小学区に１コミセンとし、コミセンを充実させてきたが、コミセンは何か

変わるか。 

（教育総務課長） 

  望ましい教育環境は、視点によって変わると思うが、少人数の良さは当然あると思う。しか

し、中学校では、ある程度の人数の中で切磋琢磨していく環境は必要と思う。その上で、交流

や人間関係が固定化しないようにとも考えている。子どもの交流は、学校間で学校生活の中で

も出来ると考えている。 

  統合後の跡地利用は、統合が確定していない段階であることから、白紙である。統合が確定

した時点で、利活用を検討していく。 

  コミセンについては、市全体で公共施設マネジメントの中で検討を進めていると思う。 

（近藤教育長） 

  部活動は、色々な面で過渡期になっていることから、総合的に進めているところである。 
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  統廃合の方法は、最初の段階では地域を分けるなどの検討も行ったが、非常に複雑であり、

教育委員会だけでなく色々なところに影響が出ることから、教育委員会の案としては、現在の

学校を活かしながら再編を進めていくことにした。 

（米谷委員） 

  学校によって教育環境が様々であるが、学校訪問に行った際、小さい学校の子供たちは、こ

こに幸せがあると感じた。優先とは言わないが、市長が言われるように小学校は地域密着の視

点は必要だと思う。 

  五中や北条中も素晴らしい施設である。市の施設として活かしていくかを市民の皆さんや多

方面から意見をいただくことが予想される。統合が決まったわけではないが、懸念事項の一つ

である。 

（近藤教育長） 

  教育委員会案として承認してよろしいか。 

（全委員） 

  異議なく承認。 

 

（２）令和３（２０２１）年度一般会計補正予算（第２０号）についてを議題とする。 

（教育総務課長） 

  職員人件費とあるのは、時間外勤務手当の不足見込み分の増額である。３課の合計は４４３

万７千円である。 

  次に、学校管理運営費、小学校費５９万４千円は、次年度の特別支援学級、通級指導教室を

整備するための備品を来年４月に向け、今年度中に用意するためである。 

  次の学校管理運営費、中学校費１４万６千円も小学校費と同様である。 

  対象校は、小学校は半田小、日吉小、比角小である。中学校は第一中、鏡が沖中である。 

  続いて、繰越明許費の給食設備整備事業は、南部共同調理場の給食配送車を更新するため、

９月に入札を行ったが不調となった。理由は、半導体の供給不足と海外の自動車製造工場の操

業が止まっていたことにより、年度内中の納入が出来ないと業者から申し出があったためであ

る。このため、一旦、今年度の予算を次年度へ繰越し、令和４年度中に給食配送車を調達する

ための予算措置である。 

（近藤教育長） 

  質問、意見を求める。 

（近藤教育長） 

  なければ承認してよろしいか。 

（全委員） 

  異議なく承認。 

 

（３）新潟県柏崎市立小・中学校大会出場費等補助金についてを議題とする。 

（学校教育課長） 

  創設の理由は、令和３年度までは小・中学校に在籍する児童生徒が、陸上等の大会に出場す

る際に発生する交通費等の経費を、大会の種類に応じて教育総務課又はスポーツ振興課が補助

を行ってきた。申請部署が複数にわたっていることや、補助内容が実態に即していないことも

あり、令和４年度から補助金を統合し、申請部署も１部署に集約したいものである。 
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  また、令和２年度から、生徒数の減少に伴う部活動数や参加人数の減少により柏崎刈羽地区

大会が開催されなくなった。このため、上越地区大会から全中学校の生徒が参加する体制と

なった。これにより、大会参加時の借上げバス代などの輸送費が増加したため、保護者へ負担

をお願いしたところである。今後は、保護者負担を軽減するため補助金の増額をしたいもので

ある。 

令和３年度までの補助内容は、教育総務課では小学校体育連盟、中学校体育連盟が主催する

各種大会等に参加する際の児童・生徒輸送費や、吹奏楽部が大会に参加する際の児童・生徒輸

送費として予算額が３００万円であった。内訳は、小学校１００万円、中学校２００万円であ

る。スポーツ振興課では、上越地区大会以上の大会に参加する児童生徒に対する補助とし、小

学校６万円、中学校３５４万５千円であった。合計で約６６０万円である。 

来年度に創設したい補助金額は、小学校に１０６万円、中学校に７４４万円とし、現補助金

に１９０万円を増額した合計８５０万円を要求し、保護者負担を減らしたいものである。 

（近藤教育長） 

  質問、意見を求める。 

（三嶋委員） 

柏崎市で開催の場合はどうなるのか。 

（学校教育課長） 

  生徒の輸送に要するトータルの経費は、同程度である。 

（近藤教育長） 

  ほかになければ承認してよろしいか。 

（全委員） 

  異議なく承認。 

 

（４）第四次柏崎市生涯学習推進計画（案）についてを議題とする。 

（文化生涯学習課長） 

１ページの「策定の趣旨」及び「位置付け」は、前回説明済みのため省略する。 

２ページの「取り組む課題」は追加した。 

３ページには「②アンケート回収結果の分析から見えた課題」を載せている。 

４ページには「③第三次柏崎市生涯学習推進計画における事業の推進状況を踏まえた課題」

を載せた。アンケート結果からの課題を踏まえ、「④第四次生涯学習推進計画が取り組む課題」

を挙げている。アンケートの回答状況や講座の参加状況をみると、若い世代の男性の生涯学習

への関心が低いため、学習内容や提供方法を検討し、市民のニーズにあった学習機会を提供す

ることにより、参加者を増やしていく必要があるなど、取り組むべき課題を載せている。 

「期間」は、前回説明済みのため省略する。 

６ページには、計画の範囲を記載しているが、生涯学習のうち、図の左側の点線に囲んだ

「社会教育における学習活動」を対象としている。この中には、地域課題解決学習や交流イベ

ントなどのコミュニティにおける教育活動、教室・講座・イベントなどの行政等が行う教育活

動に加え、学校教育における学習活動の一部を含んでいる。 

７ページの「基本目標」は、事前に配付した「第四次柏崎市生涯学習推進計画（案）検討内

容」の「２第四次生涯学習推進計画の目指すもの」に載せている。生涯学習推進計画は、現在、

第三次まで来ているが、これまで、過去の計画の目標を継承しながら策定している。したがっ
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て、次期計画は、今の活動が、未来に継続されることから、過去の生涯学習推進計画の目標を、

継承しつつも、まずは「人づくり（人材）」であり、その人づくりが「地域（社会）づくり」

につながると考えることから、基本目標については、「ひとづくり」を前面に出し、「学ぶ喜

びを 未来につなげる ひとづくり・まちづくり」としたいものである。また、４つの重点目

標についても同様の考え方としている。「みんなが学び、成長する ひとづくり・まちづく

り」、「ともに学び、教え合う ひとづくり・まちづくり」、「地域を学び、地域の未来につ

ながる ひとづくり・まちづくり」、「スポーツを楽しみながら次世代につなげる ひとづく

り・まちづくり」としたいものである。その上で、学んだ成果を地域の諸課題の解決に有効に

活用するなど、生涯にわたり学び活躍できる循環型社会の実現を目指している。 

９ページでは、推進の体系を表している。４つの重点目標別の計画として、合わせて２１の

主要施策を示している。 

１０ページ以降は、主要施策ごとに現況と課題を記載し、その後に主な施策を表にまとめて

いる。今後は、それぞれのページに関係する写真等を挿入する。 

以降のページの説明は省略するが、関係するページをご確認ください。 

社会教育委員や各事業主体の担当者に何回か確認作業を依頼しながら、現在も修正をしてい

るところである。 

今後は、パブリックコメントや庁議、議会への説明を予定している。 

（近藤教育長） 

  質問、意見を求める。 

（近藤教育長） 

  なければ承認してよろしいか。 

（全委員） 

  異議なく承認。 

 

（５）公の施設の指定管理者の指定について（柏崎市文化会館アルフォーレ）を議題とする。 

（文化・生涯学習課長） 

地方自治法第２４４条の２第３項の規定により、公の施設の指定管理者を指定するものであ

る。指定管理者に管理を行わせようとする公の施設は、柏崎市文化会館アルフォーレである。

指定管理者となる団体は、かしわざき振興財団・新潟照明技研共同事業体である。指定の期間

は、令和４年（２０２２年）４月１日から令和９年（２０２７年）３月３１日までの５年間で

ある。 

なお、指定管理者の選定にあたっては、非公募とした。指定管理者制度ガイドラインでは、

非公募選定の合理的理由に、特定の団体等に管理を委ねることが適当と認められる場合として、

公益を目的とする事業を行う団体等に管理を委ねることが市の施策や施設の管理運営上、適当

であると判断される場合を挙げている。また、施設を管理するに当たり、専門的かつ高度な技

術を要すること、又は利用者等との関係性の維持が極めて重要であることなどの事由により、

特定の団体等が施設を管理することが適当であると判断される場合を挙げている。 

現指定管理者である「かしわざき振興財団・新潟照明技研共同事業体」は、芸術・文化活動

の振興等を目的とする公益財団法人かしわざき振興財団と、新潟照明技研株式会社との共同事

業体である。文化会館アルフォーレは、大型の舞台機構・音響・照明設備を多数有しており、

各種公演の実施に当たっては、公演運営と保有設備の稼働に、高い技術力とノウハウが必要で
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あり、そのことに精通しているのが、県内では新潟県民会館、新潟市民芸術文化会館（通称、

りゅーとぴあ）、長岡リリックホールなどを管理している新潟照明技研株式会社である。この

ような点を踏まえ、非公募として、引き続き「かしわざき振興財団・新潟照明技研共同事業体」

を指定管理者に指定したいものである。 

なお、新型コロナウイルス感染症対応などの緊急対応、突発的な災害時などにも速やか、か

つ適正に対応できていることも申し添える。 

（近藤教育長） 

  質問、意見を求める。 

（近藤教育長） 

  なければ承認してよろしいか。 

（全委員） 

  異議なく承認。 

 

第４ 報告事項 

（近藤教育長） 

  報告事項に入る。 

※各課（館）長が資料に沿って説明 

（１）第２３回全市一斉地場産給食デーについて 

（２）小中学校学区外就学許可状況（４月～９月）について 

（３）柏崎マラソンが２年ぶりに開催されました 

（４）幼児期の運動習慣向上に向けた事業が開催されました 

（５）スポーツを楽しみながら障がい者理解を促進する事業を開催しました 

（６）ブルボンウォーターポロクラブ柏崎男子が準優勝 

（７）絵本・こどもフェスタ２０２１「虹いろおはなし会」の開催について 

（８）柏崎市立図書館寄贈資料展の開催について  

（９）「舞踊劇 綾子舞物語」公演の実施報告について 

（１０）博物館夜間開館の実施報告について  

（１１）財産の処分（博物館所管分）について 

（１２）史跡・飯塚邸「紅葉ライトアップ」の実施報告について 

（１３）プラネタリウム・クリスマスイベントの開催について 

（１４）冬季収蔵資料展「むかしのくらしと道具 －生活を支える“入れモノ”たち－」の実施 

について  

（１５）共催・後援の事業 

 

（近藤教育長） 

  以上で報告事項を終わる。 

 

第５ その他 

（１）１２月定例会の日程について  １２月２１日（火）午後１時３０分開会  

（２）その他 
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＜ 午後３時３０分 閉会 ＞ 

 

 

以上、相違ないことを確認する。 

 

   令和３年（２０２１年）１２月２１日 

 

教育長  近 藤 喜 祐 

 

 

委 員  米 谷 杉 子 

 

 

委 員  三 嶋 崇 史 

 


