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令和４年（２０２２年）３月教育委員会定例会会議録 

 

 

日  時   令和４年（２０２２年）３月２２日（木） 午後１時３０分～午後４時３２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４年度（２０２２年度）教育委員会事務局等の人事異動内示について 

（２）令和３年度（２０２１年度）一般会計補正予算（第２６号）について 

（３）令和３年度（２０２１年度）一般会計補正予算（第２７号）について 

（４）令和４年度（２０２２年度）一般会計補正予算（第２号）について 

（５）柏崎市埋蔵文化財業務専門員任用要綱の一部改正について 

３ 審議事項 

（１）柏崎市立小中学校各種研究研修費等補助金交付要綱の廃止等について 

（２）柏崎市立小中学校校長会運営費補助金交付要綱の制定について  

（３）柏崎市学校教育研究会運営費補助金交付要綱の制定について  

（４）柏崎市私立高等学校運営費補助金交付要綱の一部改正について  
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（５）柏崎市小・中学校遠距離児童生徒通学費補助金交付要綱の一部改正について 

（６）柏崎市特別支援学校児童生徒就学費補助金の一部改正について 

（７）奨学金貸付選考委員会委員の委嘱について 

（８）柏崎市学校運営協議会規則の制定について 

（９）柏崎市就学援助事業実施要綱の一部改正について 

（１０）嘱託指導主事任用要綱の一部改正について 

（１１）令和４（２０２２）年度柏崎市学校教育実践上の努力点について 

（１２）柏崎市スポーツ協会支援事業補助金交付要綱の一部改正について 

（１３）柏崎市体育・スポーツ振興事業補助金交付要綱の一部改正について 

（１４）柏崎市地区体育協会補助金交付要綱の制定について 

（１５）柏崎市地域ジュニア競技スポーツクラブ育成事業費補助金交付要綱の一部改正について 

（１６）柏崎市水球応援事業補助金交付要綱の一部改正について 

（１７）柏崎市教育委員会組織規則の一部改正について 

（１８）図書館協議会委員の委嘱について 

（１９）教職員の人事異動内示について 

４ 報告事項 

（１）市議会２月定例会議の代表質問、一般質問について 

（２）旧野田小学校敷地の一部の公売結果について 

（３）第四次柏崎市生涯学習推進計画について 

（４）セルビアオンライン課外授業が開催されました 

（５）水球写真展inイオンモール新潟南を開催します 

（６）新小学１年生に「水球のまちランドセルカバー」が贈られます 

（７）企画展「柏崎の花―Spring Collection―」の実施報告について 

（８）令和３年度（２０２１年度）蔵書点検の報告について 

（９）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－」の実施報

告について 

（１０）新年度プラネタリウム定期投影及びイベント投影について 

（１１）史跡・飯塚邸「新緑の秋幸苑とつるし雛かざり」事業について 

（１２）春季企画展「柏崎の甕と壺－使われ方と歴史をたどる－」の開催について 

（１３）共催・後援の事業について 

（１４）令和４（２０２２）年度成人式「二十歳のつどい」の開催について 

５ その他 

（１）４月定例会の日程について 

（２）その他 

 

 

              ＜ 午後１時３０分 開会 ＞ 

 

（近藤教育長） 

  審議事項の１９番「教職員の人事異動内示について」は、人事に関する議案であるため、教
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育委員会会議規則第１５条第１項ただし書の規定により非公開で審議することとしたい。併せ

て、審議の日程を「その他」終了後に変更したいが、よろしいか。 

（全委員） 

異議なし。 

 

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４年度（２０２２年度）教育委員会事務局等の人事異動内示についてを議題とす

る。 

（教育部長） 

  令和４年度（２０２２年度）の教育委員会事務局の人事異動内示について報告する。教育委

員会については現員の６７人から１人減の６６人となった。部課長級職員の異動は配付した議

案のとおり、一般職員の異動は添付した内示一覧のとおりである。辞令は、令和４年（２０２

２年）４月１日付けである。 

（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。 

 

（近藤教育長） 

（２）令和３年度（２０２１年度）一般会計補正予算（第２６号）についてを議題とする。 

（教育総務課長） 

  小中学校の除排雪経費をそれぞれ増額した。一度増額補正を行ったが、更に降雪が続いたた

め増額補正を行ったものである。 

（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。 

 

（近藤教育長） 

（３）令和３年度（２０２１年度）一般会計補正予算（第２７号）についてを議題とする。 
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（教育総務課長） 

  槇原小学校の大規模改修工事、内郷小学校の体育館天井改修工事、鯖石小学校の外壁改修工

事、半田小学校のグラウンド改修工事、東中学校改築工事について、国の令和３（２０２１）

年度第１次補正予算で交付金の内定を受けたため、歳入、歳出予算を令和４（２０２２）年度

当初予算から令和３（２０２１）年度補正予算に前倒ししたものである。それぞれ、令和４

（２０２２）年度までの工事期間や事業費の総額は、変更がない。 

（学校教育課長） 

  令和４（２０２２）年３月に予定していた中学校２年生の修学旅行（７校）が、新型コロナ

ウイルス感染症拡大防止のため延期になったことに伴い、キャンセル料を補助するために増額

補正したものである。 

（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。 

 

（近藤教育長） 

（４）令和４年度（２０２２年度）一般会計補正予算（第２号）についてを議題とする。 

（教育総務課長） 

  槇原小学校の大規模改修工事、内郷小学校の体育館天井改修工事、鯖石小学校の外壁改修工

事、半田小学校のグラウンド改修工事、東中学校改築工事について、国の令和３年度第１次補

正予算で交付金の内定を受けたため、令和３（２０２１）年度補正予算に前倒しした歳入、歳

出予算を、令和４（２０２２）年度当初予算から減額したものである。 

  また、小中学校の消毒作業手数料について、新型コロナウイルス感染症の収束を見込んで当

初予算には計上していなかったが、昨今の感染再拡大を受け、４月から６月までの消毒作業手

数料を追加補正したもの。７月以降については今後の状況を見て、随時増額補正を検討する。 

（水球のまち推進室長） 

  水球のまち柏崎推進事業について、５月に開催予定であった第１９回ＦＩＮＡ世界水泳選手

権２０２２福岡大会開催経費を当初予算で計上していたが、新型コロナウイルス感染症の影響

で１年間延期となったため減額補正するものである。 

（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。 

 

（近藤教育長） 

（５）柏崎市埋蔵文化財業務専門員任用要綱の一部改正についてを議題とする。 
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（博物館長） 

  埋蔵文化財行政や普及活動など、専門性の高い業務を担当する業務専門員の任用が必要とな

ることから、要綱の一部を改正したものである。 

（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。 

 

第３ 審議事項 

（近藤教育長） 

審議事項に入る。 

（近藤教育長） 

（１）柏崎市立小中学校各種研究研修費等補助金交付要綱の廃止等について、（２）柏崎市

立小中学校校長会運営費補助金交付要綱の制定について、（３）柏崎市学校教育研究会運営費

補助金交付要綱の制定について、（４）柏崎市私立高等学校運営費補助金交付要綱の一部改正

について、（５）柏崎市小・中学校遠距離児童生徒通学費補助金交付要綱の一部改正について

及び（６）柏崎市特別支援学校児童生徒就学費補助金の一部改正についてを議題とする。 

（教育総務課長） 

  （１）柏崎市立小中学校各種研究研修費等補助金交付要綱の廃止等について、補助金検討委

員会で「補助金の性質により要綱を別にした上で、対象経費、補助基準額（補助割合）を明確

にすべきである。」と指摘を受けたため、本要綱を廃止し、別に要綱を制定するものである。 

  （２）柏崎市立小中学校校長会運営費補助金交付要綱の制定について、柏崎市立小中学校各

種研究研修費等補助金交付要綱の廃止に伴い、同要綱第３条記載の小学校長会及び中学校長会

への補助をするため、新たに「小中学校長会運営費補助金交付要綱」として制定したものであ

る。補助金の交付基準として、補助対象経費の７０パーセント以内と明文化した。 

  （３）柏崎市学校教育研究会運営費補助金交付要綱の制定について、柏崎市立小中学校各種

研究研修費等補助金交付要綱の廃止に伴い、同要綱第３条記載の学校教育研究会への補助をす

るため、新たに「学校教育研究会運営費補助金交付要綱」として制定したものである。補助金

の交付基準として、補助対象経費の７０パーセント以内と明文化した。 

  （４）柏崎市私立高等学校運営費補助金交付要綱の一部改正について、補助金検討委員会か

らの意見を踏まえ、有効期限を令和９年（２０２７年）３月３１日まで５年延長するとともに、

補助対象経費の整理、字句の修正を行うものである。補助金の額として、上限を２５０万円と

明文化した。 

  （５）柏崎市小・中学校遠距離児童生徒通学費補助金交付要綱の一部改正について、補助金

検討委員会からの意見を踏まえ、有効期限を令和９年（２０２７年）３月３１日まで５年延長

するものである。 

  （６）柏崎市特別支援学校児童生徒就学費補助金の一部改正について、補助金検討委員会か

らの意見を踏まえ、有効期限を令和９年（２０２７年）３月３１日まで５年延長するとともに、
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補助上限額を明確にするための修正等を行うものである。 

（近藤教育長）  

質問、意見を求める。  

（阿部委員）  

補助金交付要綱の改正等については、教育委員会の定例会で審議をする性質のものなのか 

（教育総務課長） 

  条例等の制定については市議会で審議するものだが、教育委員会の規則等については定例会

で審議をしていただくものである。今回の件もそれにあたるため審議事項とさせてもらった。 

（三嶋委員） 

  特別支援学校児童生徒就学費補助金について、最近の傾向として特別な支援を受ける子ども

が多くなってきているが、補助金の全体額は変わっていない。補助金を受ける人数は変わって

いないということか。 

（教育総務課長） 

  特別支援学校の児童生徒数は把握していないが、児童生徒の入学、卒業による入れ替わりも

あり、補助金を受ける人数としては大きく変化がないように思われる。また、令和元年度から

幼稚部を補助対象に加えたこと、補助金の使途を制限していないことから、特別支援学校に

通っている子どもの保護者への幅広い支援の一助となっていると考える。 

（近藤教育長） 

  他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） 

（７）奨学金貸付選考委員会委員の委嘱についてを議題とする。 

（教育総務課長） 

柏崎市奨学金貸付選考委員会委員の任期が２年となっており、令和４（２０２２）年３月３

１日で現在の委員の任期が満了することから、新たに委嘱するものである。３名は再任したが

今回１名の交代があり、これまで３期務めていただいた新潟工科大学事務局長の坂田様に替わ

り、新たに新潟産業大学事務局長の小越様を選任させてもらった。 

（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。 

 

（近藤教育長） 

（８）柏崎市学校運営協議会規則の制定についてを議題とする。 

（学校教育課長） 

  現在、文部科学省では、学校における働き方改革の推進や不登校、いじめ、感染症対策、防
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災など学校や地域が抱える社会的課題の解決を目指すとともに、「社会に開かれた教育課程の

実現」に向けた基盤として、学校と地域が連携・協働し、地域全体で未来を担う子供たちの成

長を支えていくため、学校運営協議会（コミュニティ・スクール）と地域学校協働活動を一体

的に推進するよう働き掛けている。令和４（２０２２）年度に柏崎市立第三中学校をモデル校

として学校運営協議会（コミュニティ・スクール）を立ち上げるために、柏崎市学校運営協議

会規則を制定することとした。 

（近藤教育長）  

質問、意見を求める。  

（米谷委員）  

モデル校として第三中学校を選んだ理由はあるか。  

（学校教育課長） 

  第三中学校区では多数の小学校が一つの中学校に通っていること、現在コロナ禍でなかなか

地域との連携が進んでいないことがあり、コーディネーターと相談しながら実践を積み重ねて

いくためにモデル校として選定した。 

（梅田委員） 

  モデル校として取り組んだ後はどのように発展させていくのか。 

（学校教育課長） 

  柏崎市ではコミュニティ・スクールという名称ではないが、これまでも地域と一体となり地

域支援本部事業を行ってきた経緯がある。そのため、現時点ではモデル校として取り組んだ後

に、すぐに全市に拡大したり、モデル校を増やしたりすることは考えていない。 

（近藤教育長） 

  他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） 

（９）柏崎市就学援助事業実施要綱の一部改正についてを議題とする。 

（学校教育課長） 

  柏崎市就学援助事業実施要綱の一部改正について、第３条第３号を令和４（２０２２）年度

から導入される就学援助システムの仕様に適合させる必要があるため。また、第９条及び第１

０条について、令和４（２０２２）年度から学校給食費が公会計化されることに伴い、学校給

食費の支給を、保護者口座への振り込みではなく、現物給付とするため改正するものである。

現物給付という表現だが、現金のやり取りをするのではなく、就学援助費から直接学校給食費

を引くという処理になるため、あえてこの表現とさせてもらっている。 

（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。 
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（近藤教育長） 

（１０）嘱託指導主事任用要綱の一部改正についてを議題とする。 

（学校教育課長） 

  令和４年（２０２２年）度より、学力向上推進事業を担当する嘱託指導主事を任用するにあ

たり要綱改正が必要となったため一部改正を行うものである。 

（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。 

 

（近藤教育長） 

（１１）令和４（２０２２）年度柏崎市学校教育実践上の努力点についてを議題とする。 

（学校教育課長） 

  令和４（２０２２）年度柏崎市学校教育実践上の努力点を作成したので、報告する。令和４

（２０２２）年度は学力向上を目指した授業づくりを推進し、どの子も夢と希望をもてる学校

にをスローガンとし、市内の小中学校がそのような学校になるように教育委員会として取り組

んでいく。その中で一番大きな課題としては、学力向上の推進である。 

（近藤教育長）  

質問、意見を求める。  

（阿部委員）  

成果、結果が期間内に出るように取り組んでいってもらいたい。 

（米谷委員）  

実践上の努力点の調査結果を見ると、外国語教育の項目が多くの学校で評価が高い。英語を

使ったコミュニケーション力が高まっているのではないかと思うが、この調査結果を見てどう

考えているか。また、専門の人材を活用している分野では効果が出ていると聞いており、教員

の指導力向上にもつながっていると考える。 

いくつかの学校では教職員間での問題の共有ができており、組織的対応ができるようになっ

たと聞いた。学力向上や生徒指導において組織的な対応は大切だと思っている。生活面におい

てはメディアコントロールも課題になってくると思うため、注意しながら学習用端末を活用し

て学力向上につなげていってほしい。 

（学校教育課長） 

  外国語教育の面では、柏崎、刈羽にはＡＬＴの他に英語専科の教員が３名配置されており、

各学校を定期的に訪問しているため、専門性を生かした授業が展開されている。また、組織的

対応は非常に重要であると考えている。今後も生徒指導だけではなく、特別支援教育、学力向

上につながるように各学校の教職員の適性を生かした組織的対応を進めていきたいと思ってい

る。メディアコントロールについては、学習用タブレット等でのトラブルが少しずつではある

が発生してきている。来年度も十分に子どもたちを見守りながら適切な指導を行っていきたい。 

（近藤教育長） 

  他になければ承認してよろしいか。 
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（全委員）  

異議なく承認。 

 

（近藤教育長） 

  （１２）柏崎市スポーツ協会支援事業補助金交付要綱の一部改正について、（１３）柏崎市

体育・スポーツ振興事業補助金交付要綱の一部改正について、（１４）柏崎市地区体育協会補

助金交付要綱の制定について、（１５）柏崎市地域ジュニア競技スポーツクラブ育成事業費補

助金交付要綱の一部改正についてを議題とする。 

（スポーツ振興課長） 

各種補助金交付要綱の有効期限を延長するとともに、補助対象経費の明確化、文言の修正及  

 び各種様式の整備を行うものである。 

（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。 

 

（近藤教育長） 

  （１６）柏崎市水球応援事業補助金交付要綱の一部改正について、（１７）柏崎市教育委員

会組織規則の一部改正についてを議題とする。 

（水球のまち推進室長） 

  柏崎市水球応援事業補助金交付要綱の一部改正について、交付要綱の有効期限を令和９年

（２０２７年）３月３１日まで５年延長するものである。 

  柏崎市教育委員会組織規則の一部改正について、東京２０２０オリンピックが終了したこと

伴い、水球のまち推進室の事務分掌の記述から、オリンピックに関する部分を削除するもので

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。 

 

（近藤教育長） 

（１８）図書館協議会委員の委嘱についてを議題とする。 

（図書館長） 

  図書館協議会委員の任期が令和４年（２０２２年）３月３１日をもって満了するため、あら

たに委員を委嘱するものである。新任が３名おり、それぞれ、公募、中学校からの推薦、社会

教育委員会からの推薦である。 

（近藤教育長）  
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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。 

   ※教育長、各課（館）長が資料に沿って説明 

（１）市議会２月定例会議の代表質問、一般質問について 

（２）旧野田小学校敷地の一部の公売結果について 

（３）第四次柏崎市生涯学習推進計画について 

（４）セルビアオンライン課外授業が開催されました 

（５）水球写真展inイオンモール新潟南を開催します 

（６）新小学１年生に「水球のまちランドセルカバー」が贈られます 

（７）企画展「柏崎の花―Spring Collection―」の実施報告について 

（８）令和３年度（２０２１年度）蔵書点検の報告について 

（９）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－」の実施報

告について 

（１０）新年度プラネタリウム定期投影及びイベント投影について 

（１１）史跡・飯塚邸「新緑の秋幸苑とつるし雛かざり」事業について 

（１２）春季企画展「柏崎の甕と壺－使われ方と歴史をたどる－」の開催について 

（１３）共催・後援の事業について 

（１４）令和４（２０２２）年度成人式「二十歳のつどい」の開催について 

 

（近藤教育長） 

以上で報告事項を終わる。 

 

第５ その他 

（１）４月定例会の日程について   ４月２６日（火）午後１時３０分開会 

（２）その他 

 

（三嶋委員） 

  市民から、働き方改革後の学校、教育の様子、教職員の現状について質問があったため教え

てほしい。 

（学校教育課長） 

  柏崎市教育委員会としては、教職員の健康及び福祉の確保、教職員の業務量の適切な管理を

目的として、令和２（２０２０）年１０月１日に独自のガイドラインを定め、取り組んできた。

超過勤務（時間外）月間４５時間以内、年間３６０時間以内、上限を月間６０時間、年間５４

０時間として定め、これを超えた教職員に関しては、管理職から個別に指導をしてもらうこと
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とした。 

  令和３（２０２１）年７月から、市内の小中学校１０校をモデル校とし、日直業務の民間委

託を行った。それに伴い、市内の小中学校全校に午後７時３０分退勤を指示した。教職員４７

２人を対象に午後７時３０分退勤に対するアンケートを実施したところ、賛成、どちらかとい

えば賛成が合わせて８３％、反対、どちらかといえば反対が合わせて１７％であった。主な意

見として、「自分自身の働き方を変えることができてきた」「早めに帰宅し、心身の休養に努

めている」「家族と過ごす時間が増えた」等の前向きな意見や、「土日出勤が増えた」「業務

量が減らないのに早く帰れとだけ言われるのはストレスだ」といった反対意見があった。 

  業務を見直し、時間内に退勤できるようにするのが一番理想的だと思うが、いろいろな立場

で重要な仕事を担っている教職員も多いため、その仕事をやり遂げて帰るのが重要だと考えて

いる場合が多い。これまでもそのような理由でなかなか環境が改善されなかったが、今回の取

り組みは改善のための一つの足掛かりとなったため、大きな成果なのではないかと思う。今後

も校長、教頭へ課題の改善を求めていくとともに、教職員一人一人の意識改革を行っていくこ

とが大切であると考えている。 

 

（事務局） 

  来年度の教育委員会の日程を配付した。３月を変更している。 

  ４月１日の教職員の辞令交付式終了後、３０分程度教育委員会随時会を予定している。 

  令和４（２０２２）年度関東甲信越市町村教育委員会研修会について、書面開催することと

なった。 

 

（近藤教育長） 

  議案説明員以外の職員の退席を求める。 

 

（近藤教育長） 

審議事項に入る。本審議は、非公開で行う。 

（１９）教職員の人事異動内示についてを議題とする。 

 

＜非公開審議＞ 

 

＜ 午後４時３２分 閉会 ＞ 

 

以上、相違ないことを確認する。 

 

   令和４年（２０２２年）４月２６日 

 

教育長  近 藤 喜 祐 

 

委 員  米 谷 杉 子 

 

委 員  三 嶋 崇 史 


