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平成 31年村上市教育委員会４月定例会会議録 

 

○ 日 時 

平成 31年４月 23日（火）午前９時 23分 開会 

 

○ 場 所 

村上市朝日支所 ２階 第１会議室  

 

○ 出席委員 

遠 藤 友 春  教育長 

勝 間 修 二  委員（教育長職務代理者） 

本 図 元 子  委員 

板 垣 英 樹  委員 

大 滝   豊  委員 

 

○ 欠席委員 

なし 

 

○ 出席した事務局職員 

学校教育課長          菅 原   明 

生涯学習課長          板 垣 敏 幸 

学校教育課 管理主事      平   良 徳 

〃   指導主事      五十嵐 めぐみ 

〃   指導主事      磯 部   睦 

〃   教育総務室長    船 山 幸 文 

生涯学習課 課長補佐      加 藤   渉 

〃    社会教育推進室長   太 田 秀 哉 

〃    文化行政推進室長   吉 井 雅 勇 

〃    教育情報センター長   大 倉 佳 代 

村上教育事務所長        五十嵐 忠 幸 

荒川教育事務所長        土 田   孝 

神林教育事務所長        田 村 富 夫 

山北教育事務所長        渡 辺 律 子 

 

○ 欠席した事務局職員 

生涯学習課 スポーツ推進室長  永 田   満 

朝日教育事務所長        百 武 靖 之 
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○ 書 記 

学校教育課 教育総務室長    船 山 幸 文 

 

○ 会議に付した議件等 

・会議録署名委員の指名について 

・３月定例会会議録の確認について 

・報第１号 一般報告事項について 

・議第１号 専決処分の承認を求めることについて 

・議第２号 専決処分の承認を求めることについて 

・議第３号 専決処分の承認を求めることについて 

・議第４号 専決処分の承認を求めることについて 

・議第５号 専決処分の承認を求めることについて 

・議第６号 専決処分の承認を求めることについて 

・議第７号 専決処分の承認を求めることについて 

・議第８号 専決処分の承認を求めることについて 

・議第９号 専決処分の承認を求めることについて 

・議第 10号 村上市における新潟県青少年健全育成条例に基づく立入調査等実施要綱

制定について 

 

 

遠藤教育長     午前９時 23分開会宣言 

 

遠藤教育長     ただいまより４月定例会を開会します。 

 

遠藤教育長  平成最後の定例教育委員会となります。また、勝間委員ご出席の下

での定例教育委員会は、この４月が最後となります。もう少し任期は

ありますが、勝間委員には長い間教育委員をお務めいただき、本当に

ありがとうございました。 

  さて、はじめに学校教育課関係ですが、学校統合により学校が５校

少なくなり、小学校 16 校、中学校７校の計 23 校で新年度がスタート

しました。４月 20日にさんぽく小学校の開校式典を終えましたが、26

日には朝日さくら小学校、27 日には神林中学校の開校式典を予定して

いるところです。この新設校３校と、学校統合に関係した瀬波小学校、

小川小学校を加えた５校の学校運営が順調に、そして子どもたちが安

心して学校生活を送れるよう、教育委員会が学校支援に努めていかな

ければならないと思っているところです。また、印刷などの簡単な事

務の補助を行うスクール・サポート・スタッフが、県から配置される
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こととなりました。昨年から県内全市に配置する予定でしたが、学級

数が 18学級以上の小学校でなければならないということで、村上市の

ほか５市くらいでは未配置でした。それが、全市に配置するという県

の方針になり、村上市にも１名配置の予定となりました。村上市とし

ては、村上南小学校に配置する予定で、現在手続を進めております。

それから、部活動指導員３名を４月 25日から配置する予定としており

ます。村上第一中学校サッカー部、村上東中学校女子バレーボール部、

神林中学校男子バスケットボール部にそれぞれ配置します。他校から

も希望がありましたが、予算的に３名ということで、慎重に選ばせて

いただきました。 

次に生涯学習課関係ですが、４月 16日には荒川地区公民館、４月 19

日には村上市スケートパークの竣工式が、それぞれ盛大に行われまし

た。生涯学習課の皆さんが中心となり、苦労を重ねてここまでたどり

着くことができました。生涯学習課の皆さん、本当にありがとうござ

いました。当初の目的を達成できるように市民に愛され、有効活用さ

れるよう、今後の運営管理に尽力していただきたいと願っているとこ

ろです。明日は、国民文化祭等村上市実行委員会もスタートいたしま

す。それから、５月 10 日、11 日、12 日と日本スケートボード選手権

大会の開催も予定されているところです。通常の業務に加えて、新た

な事業、催しが行われていきますので、負担にはなりますが、やりが

いもあるかと思いますので、準備をお願いいたします。今日は追加議

案もありますので、ご審議よろしくお願いいたします。 

  事務局に人事異動がありましたので、学校教育課長から順に自己紹

介をお願いします。 

 

事務局職員     学校教育課長ほか事務局６名が自己紹介を行う。 

 

 

・会議録署名委員の指名について 

 

遠藤教育長     それでは、会議録署名委員を指名させていただきたいと思いますが、

よろしいでしょうか。 

 

遠藤教育長     会議録署名委員は、今回は本図委員と板垣委員にお願いします。 
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・３月定例会会議録の確認について 

 

遠藤教育長     ３月定例会会議録について確認します。各委員には自分の発言が漏

れていないか、表現が違っていないか確認していただきます。 

学校教育課長報告をお願いします。 

 

学校教育課長    会議録の概要について説明する。 

 

遠藤教育長  ３月定例会会議録について何かございますか。 

 （質問等なし） 

３月定例会会議録は確認されました。 

 

 

・報第１号 一般報告事項について 

 

遠藤教育長     続いて報第１号について上程します。 

最初に私から、一般報告事項を報告させていただきます。 

３月 11日、奨学生選考委員会、第１回村上城跡保存活用計画策定委

員会に出席しました。13 日、臨時市校長会議、平林小・砂山小学校統

合推進委員会に出席しました。15日、市校長会議。16日、村上祭国指

定記念シンポジウムに参加しました。17 日、スポーツ少年団表彰式・

交流会に参加しました。19日、教育委員会定例会、神納小・神納東小・

西神納小学校統合推進委員会、社会教育委員の会議に出席しました。

22日、上海府小学校の卒業式に出席しました。27日、荒川地区公民館

竣工検査がありました。28日、教育委員会辞令交付式。29日、村上市

スケートパーク竣工検査がありました。４月１日、教育委員会の辞令

交付式。３日、大須戸能定期能に出席しました。４日、指導主事会議。

８日、岩船小学校、岩船中学校の入学式に出席しました。９日、保内

小学校、荒川中学校の入学式に出席しました。４月 13日、健民少年団

入団式。14日、第 33回笹川流れマラソン大会に出席しました。15日、

全県教育長会議。16 日、荒川地区公民館竣工式。17 日、市校長会議。

18日、山北高嶺大学開校式。19日、村上市スケートパーク竣工式。20

日、さんぽく小学校開校式典がありました。昨日 22 日、第 10 回廃校

舎利活用検討委員会が開催されました。市のスポーツ推進協議会総会

に出席しました。本日、４月定例教育委員会が開催されております。

そして、午後からむらかみ長寿大学開講式に出席します。以上、報告

させていただきました。 
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学校教育課長  平成 31 年３月 11 日からの学校教育課関係の一般報告事項及び平成

31年５月 31日までの予定について報告する。 

 

社会教育推進室長  社会教育推進室の一般報告事項等について報告する。 

 

生涯学習課長   スポーツ推進室の一般報告事項等について報告する。 

 

文化行政推進室長  文化行政推進室の一般報告事項等について報告する。 

 

教育情報センター長  教育情報センターの一般報告事項等について報告する。 

 

遠藤教育長     それでは学校教育課、生涯学習課の報告事項について質疑等があり

ましたらお願いします。 

 

本図委員      スケートパークの大会等の誘致については生涯学習課が行っている

ようですが、学校教育課では、何か子どもたちが関わるようなことを

考えているのでしょうか。静岡は、誰もがサッカーのまちと認めるよ

うになっています。大会の誘致をするだけでなく、今から子どもたち

がスケートボードをして、大人になったときに、村上に来れば誰でも

スケートボードができると思われるようになると、村上市がスケート

ボードの聖地であると誰もが認めるようになると思います。 

 

生涯学習課長  本図委員がおっしゃるとおり、子どもたちに親しんでもらうことは

必要なことだと思います。先般の校長会でも、学校の授業やＰＴＡ活

動でスケートパークを利用していただきたいというお願いをさせてい

ただきました。子どもたちが触れる機会を作っていただくことは重要

であると思っております。施設側としても教室を作っていきたいと考

えておりますし、学校側にも積極的に施設を利用いただくようにお願

いしたいと思っております。早速、砂山小学校からボルダリングを貸

切りで使用したいという話があると聞いており、いろいろな形で活用

いただきたいと考えております。 

 

本図委員  スケートボード教室については、どのように考えていますか。 

 

生涯学習課長  教室については、スケートボーディング連盟への事業委託という形

で開催する準備を進めております。 
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本図委員  内側から、自分たちがやらなければもったいないような気がするの

で、子どもから大人まで使ってもらいたいと思います。 

 

遠藤教育長  ほかにございませんか。 

 

板垣委員  三面小学校の卒業式に行った際に、旧茎太小学校区の区長から、旧

茎太小学校にある備品をどうすればよいかと聞かれました。ピアノも

あると言っていました。おそらく閉校したときに、その当時の区長や

関係者には伝えてあると思いますが、それが代々引き継がれている様

子もなく、どうすればよいかという話を聞いたので、回答していただ

ければと思います。 

 

遠藤教育長  備品の移動や今後の管理について何か聞いていますか。 

 

船山課長補佐  旧茎太小学校の件につきましては、かなり古い話になろうかと思い

ます。 

 

板垣委員  大分修繕が必要な状態になっているようですが、そこに残っている

ものをどうすればよいのかと聞かれました。 

 

文化行政推進室長  旧茎太小学校については、縄文の里がオープンする前に資料館とし

て一時オープンしました。校舎につきましては、私も何度か行ってい

ますが、学校の備品は見当たらず、当時の資料館で一般公開していた

土器や民具が収蔵展示されています。体育館でしょうか。 

 

板垣委員  体育館です。主に運動会で使ったり、消防団の練習で使ったりして

おり、そこに何か残っているらしいです。ピアノという話を聞きまし

た。 

 

遠藤教育長  確認して、次回の定例委員会で回答させていただきます。 

 

遠藤教育長  それでは一般報告事項は了承されました。 

 

 

・議第１号 専決処分の承認を求めることについて 

 

遠藤教育長  議第１号について上程します。説明をお願いします。 
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学校教育課長  議第１号につきましては、村上市理科教育センター運営委員会委員

の委嘱及び職員の任命に係る専決処分について承認を求めるものであ

ります。 

 

遠藤教育長  それでは、議第１号について承認されます方は挙手をお願いします。 

（全員挙手） 

ありがとうございました。議第１号は承認されました。 

 

 

・議第２号 専決処分の承認を求めることについて 

 

遠藤教育長  次に、議第２号について上程します。説明をお願いします。 

 

学校教育課長  村上市立小・中学校における主任等の専決処分について承認を求め

るものであります。小学校 16 校、中学校７校の計 23 校の主任等でご

ざいます。 

 

遠藤教育長  質問等がありましたらお願いします。 

          （質問等なし） 

 

遠藤教育長  それでは、議第２号について承認されます方は挙手をお願いします。 

（全員挙手） 

ありがとうございました。議第２号は承認されました。 

 

 

・議第３号 専決処分の承認を求めることについて 

 

遠藤教育長  次に、議第３号について上程します。説明をお願いします。 

 

学校教育課長  村上市立小・中学校における事務長の専決処分について承認を求め

るものであります。小学校２校、中学校３校の事務職員を事務長とす

るものであります。 

 

遠藤教育長  質問等がありましたらお願いします。 

          （質問等なし） 
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遠藤教育長  それでは、議第３号について承認されます方は挙手をお願いします。 

（全員挙手） 

ありがとうございました。議第３号は承認されました。 

 

 

・議第４号 専決処分の承認を求めることについて 

 

遠藤教育長  次に、議第４号について上程します。説明をお願いします。 

 

学校教育課長  村上市学校給食共同調理場運営委員会委員の委嘱に係る専決処分に

ついて承認を求めるものでございます。名簿の職名欄に「新」を付し

た方が、今回変更のあった方となります。 

 

遠藤教育長  どういう人に「新」が付いているのですか。 

 

学校教育課長  任期の中途で、新たに委員になった方に「新」を付しております。

砂山学校給食共同調理場、神納学校給食共同調理場、村上東学校給食

共同調理場につきましては、委員の任期の始まりが平成 31年４月１日

ということで、どなたにも「新」を付しておりません。 

 

遠藤教育長   質問等がありましたらお願いします。 

          （質問等なし） 

 

遠藤教育長  それでは、議第４号について承認されます方は挙手をお願いします。 

（全員挙手） 

ありがとうございました。議第４号は承認されました。 

 

 

・議第５号 専決処分の承認を求めることについて 

 

遠藤教育長  次に、議第５号について上程します。説明をお願いします。 

 

生涯学習課長  村上市青少年健全育成センター育成委員の任命に係る専決処分につ

いて承認を求めるものであります。任期満了に伴うもので、再任の委

員が 21名、新任の委員が５名、計 26名であります。任期は平成 31年

４月１日から平成 33 年３月 31 日の２年間であります。なお、伊藤委

員、増子委員、片野委員、加藤委員、吉村委員の５名が新任でござい
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ます。 

 

遠藤教育長  質問等はございませんか。 

          （質問等なし） 

 

遠藤教育長  それでは、議第５号について承認されます方は挙手をお願いします。 

（全員挙手） 

ありがとうございました。議第５号は承認されました。 

 

 

・議第６号 専決処分の承認を求めることについて 

 

遠藤教育長  次に、議第６号について上程します。説明をお願いします。 

 

生涯学習課長  村上市スポーツ推進審議会委員の任命に係る専決処分の承認につい

てであります。スポーツ推進審議会委員のうち、中学校体育連盟会長

として選出されている委員に交代があり、任命するものです。任期に

つきましては、前任者の残任期間の平成 31 年４月１日から平成 32 年

３月 31日までの１年間であります。 

 

遠藤教育長  質問等はございませんか。 

          （質問等なし） 

 

遠藤教育長  それでは、議第６号について承認されます方は挙手をお願いします。 

（全員挙手） 

ありがとうございました。議第６号は承認されました。 

 

 

・議第７号 専決処分の承認を求めることについて 

 

遠藤教育長  次に、議第７号について上程します。説明をお願いします。 

 

生涯学習課長  史跡村上城跡整備委員会委員の委嘱に係る専決処分の承認について

でございます。再任の委員８名、新任の委員１名の計９名であります。

任期につきましては、平成 31年４月１日から平成 33年３月 31日まで

の２年間であります。ただし、冨田委員については、石川県教育委員

会の規定により、１年の任期であります。 
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遠藤教育長  質問等はございませんか。 

          （質問等なし） 

 

遠藤教育長  それでは、議第７号について承認されます方は挙手をお願いします。 

（全員挙手） 

ありがとうございました。議第７号は承認されました。 

 

 

・議第８号 専決処分の承認を求めることについて 

 

遠藤教育長  次に、議第８号について上程します。説明をお願いします。 

 

生涯学習課長  史跡平林城跡整備委員会委員の委嘱に係る専決処分の承認について

でございます。委員７名全て再任であります。任期につきましては、

平成 31 年４月１日から平成 33年３月 31日までの２年間であります。 

 

遠藤教育長  質問等はございませんか。 

          （質問等なし） 

 

遠藤教育長  それでは、議第８号について承認されます方は挙手をお願いします。 

（全員挙手） 

ありがとうございました。議第８号は承認されました。 

 

 

・議第９号 専決処分の承認を求めることについて 

 

遠藤教育長  追加議案に移ります。議第９号について上程します。説明をお願い

いたします。 

 

生涯学習課長  村上市社会教育指導員の委嘱に係る専決処分の承認についてでござ

います。社会教育の特定の分野における指導等を目的として、規則に

基づき指導員を配置したものであります。配置先は生涯学習課スポー

ツ推進室となります。任期につきましては、平成 31 年４月 22 日から

平成 32年３月 31日までであります。 

 

遠藤教育長  質問等がありましたらお願いします。 

          （質問等なし） 



11 

 

遠藤教育長  それでは、議第９号について承認されます方は挙手をお願いいたし

ます。 

（全員挙手） 

ありがとうございました。議第９号は承認されました。 

 

 

・議第 10号 専決処分の承認を求めることについて 

 

遠藤教育長  次に、議第 10号について上程します。説明をお願いします。 

 

生涯学習課長  村上市における新潟県青少年健全育成条例に基づく立入調査等実施

要綱の制定についてであります。新潟県青少年健全育成条例で定める

事務のうち、県から事務移譲された有害図書の販売等に関する立入調

査の実施について要綱を定めるものであります。これまで県が実施し

ていた立入調査の権限が村上市に移譲され、それに伴う要綱の制定で

ございます。 

 

遠藤教育長  誰が、どこに立ち入るのですか。 

 

生涯学習課長  これまでも育成センターを中心として、各地区の市民会議の皆さん、

育成委員の皆さんが環境調査を実施しておりました。書店等で調査を

行い、結果を県に報告しておりました。その結果に基づいて必要な場

合、県が立入調査等を行っておりましたが、今後は、市が立入調査等

行うことになります。 

 

遠藤教育長  質問等がありましたらお願いします。 

          （質問等なし） 

 

遠藤教育長  それでは、議第 10号について承認されます方は挙手をお願いいたし

ます。 

（全員挙手） 

ありがとうございました。議第 10号は承認されました。 

 

遠藤教育長     予定された議案について全て審議終了しましたが、その他あります

でしょうか。 

 

遠藤教育長     次回定例会の予定をお願いします。 
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学校教育課長    ５月の定例会ですが、５月 21日火曜日午後４時から村上市役所５階

第５会議室にてお願いしたいと思います。 

 

遠藤教育長     各委員に確認し、全員了承する。 

 

遠藤教育長     以上をもちまして、平成 31年度村上市教育委員会４月定例会を終了

します。 

 

午前 10時 26分閉会 

 

 

 

 

以上、会議のてん末を承認し、署名する。 

 

教  育  長                

 

会議録署名委員                 

 

会議録署名委員                


