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平成３０年１１月教育委員会定例会議事日程 

新潟市教育委員会 

日 時 平成３０年１１月２６日（月） 午後３時３０分 開会 

場 所 新潟市役所白山浦庁舎５号棟３階 教育会議室１ 

日 程 第１ 会議録署名委員の指名 

第２ 付議事件 

議案第２３号 平成３０年１２月議会定例会の議案について･････････１

議案第２４号 陳情の処理経過及び結果について･･･････････････････２

第３ 報告 

・成人式の開催について･････････････････････････････････････････１

・平成３０年度「地域学校協働活動」推進に係る 

文部科学大臣表彰について･････････････････････････････････････２

・平成３２年度 新潟県立高等学校 及び 新潟市立高等学校 

          入学者選抜学力検査等の実施期日について･････４

第４ 次回日程 

１２月定例会 平成３０年 １２月２１日（金）午後３時３０分 

１月定例会 平成３１年  １月１８日（金）午後２時３０分 

※１月は開催時間が変更になる可能性があります。 

第５ 閉会 

第６ 協議会 

・新潟市らしいコミュニティ・スクール（新潟市版ＣＳ）の 

 導入について･･･････････････････････････････････････････････別冊

・新通小学校分離新設校の校名について･･･････････････････････････１





付議事件 





議案第２３号

平成３０年１２月議会定例会の議案について

平成３０年１２月議会定例会の議案について市長より意見を求められたため，その意見につい

て議決を求める。

平成３０年１１月２６日提出

新潟市教育委員会

教育長 前田 秀子

市議会に上程前のため，非公開での審議を予定しており，資料は関係者のみ配布します。 

付議　1



議案第２４号 

平成３０年１２月議会定例会の議案について 

陳情の処理経過及び結果について，次のとおりとしたいため議決を求める。 

  平成３０年１１月２６日提出 

新潟市教育委員会 

教育長 前田 秀子

市議会に上程前のため，非公開での審議を予定しており，資料は関係者のみ配布します。 

付議　2



報  告





平成 30年度成人式の開催について

１ 日時及び内容  平成３１年１月１３日（日）

          １３時 プレイベント

          １４時～１４時４５分 式典

市長祝辞、市議会議長祝辞、二十歳の主張など

２ 会    場  朱鷺メッセ（新潟市中央区万代島６－１）

          ウェーブマーケット（国際展示ホール）

３ 主    催  新潟市、新潟市教育委員会、新潟市成人式実行委員会

４ 新成人対象者  平成 10 年４月２日～平成 11 年４月１日までに生まれた人 

          対象者 約７，６００人 

          参加者 約４，６００人（昨年度の参加率からの推計） 

５ 来賓・主催者  ・来 賓：市議会議長、文教経済常任委員会委員、教育委員、 

               社会教育委員 

          ・主催者：市長、教育長、新潟市成人式実行委員会 

          ・事務局：教育委員会職員、市長部局職員

６ 運 営 体 制  ・事業者：教育委員会地域教育推進課 

          ・受託者：㈱新宣・サップセキュリティ共同事業体 

          ・協力者：新潟県警新潟警察署、佐渡汽船、新潟交通、他 

          ・運営主体：新潟市成人式実行委員会 

７ 広 報 関 係  ・市内に住民票を有する新成人対象者には、１２月中旬に 

案内はがきを送付 

          ・平成３１年１月６日(日)号市報にいがたに開催案内 

８ そ の 他  ・ご来賓関係者には、１２月上旬に式典案内状を発送。 

          ・プレイベントは、恩師からのメッセージ、新潟伝統芸能ステ

ージ、実行委員会ステージ等を予定。 

H30.11.26 地域教育推進課

11 月教育委員会定例会

報告案件資料

報告　1



平成３０年度「地域学校協働活動」推進に係る文部科学大臣表彰について

文部科学省では、地域全体で次代を担う子供たちを育成するために、地域と学校が

連携・協働し、社会総掛かりで地域の教育力の向上を図ることを目的に、標記表彰制

度を設けています。 

新潟市からは、「地域と学校パートナーシップ事業」、「ふれあいスクール事業」な

どに取り組み、地域学校協働活動を積極的に推進し、その実績が認められた下記の２

校が受賞しましたのでご報告いたします。

１ 表彰対象校及び活動の特徴

【新潟市立東山の下小学校】

① 年間を通して，毎日のように学校支援ボランティアが入り，「健康診断補

助」「新潟甚句指導」「水泳監視補助」等，様々な学校支援活動に参加してく

れている。その数は年間で，延べ３,５００人を上回っている。

② 校区は，海抜０ｍ地帯などの低地もあり，信濃川からの遡上により脇を流

れる通船川からの水害を考えなくてはならない。そのため，「地震・津波」

に関する学習内容を教育課程に位置付け，関係機関から多くの協力を得て，

全学年による「防災教育」として組織し直した。

③ 「ふじなみどんぐりらんど」（放課後子供教室）を，月・水・土曜日に実

施しており，子供達の放課後の遊び場を提供している。「笹団子づくり」「ち

まきづくり」「クリスマスイベント」「もちつき」等のイベントも実施してお

り，親子での参加も多い。

H30.11.26 地域教育推進課

11 月教育委員会定例会

報告案件資料

【新潟市立亀田小学校】 

◯ １年「わたしたちのやさい」，２年「わたしのまち大すき」，３年「亀田の

お宝調べ隊」「亀田のお宝伝え隊」，５年「亀田小の未来を考えよう」等，総

合的な学習の時間，生活科を核として，全学年で地域資源を活用した学びを

進めている。 

○ ６年「プロデュース大作戦」では，商店街のお店の方にインタビューする

活動を通して，地域の活性化に取り組んでいる方の存在を知り，自分たちも

地域の一員として商店街活性化のプランを考え，プレゼンテーションを作成

して発表したり，実際に実行したりした。 

○ ４年「亀田大すき」では，岩万燈保存会の方や亀田木遣りの方から指導を

受け，児童は亀田祭り（８月），枠灯籠祭り（９月）に参加した。さらに，

亀田の誇りである三九の市の歴史や課題を学び，自分たちにできることを考

えてリーフレットにまとめたり，実際に出店したりした。

報告　2



２ 文部科学大臣表彰 表彰式

 （１）日  時  平成３０年１２月３日（月） 午後２時１０分～５時

（２）会  場  文部科学省 東館３階 講堂

３ 歴代受賞校

年度 受賞校 

２３年度 入舟小学校（中央区） 坂井東小学校（西区） 

２４年度 東中野山小学校（東区） 味方小学校（南区） 

２５年度 中之口東小学校（西蒲区） 東青山小学校（西区） 

２６年度 西内野小学校（西区） 両川中学校（江南区） 

２７年度 山潟小学校（中央区） 亀田西小学校（江南区） 

２８年度 新潟小学校（中央区） 早通中学校（北区）  

２９年度 笹口小学校（中央区） 新津第一小学校（秋葉区）

報告　3



報告　4

平成３０年１１月２６日提出

１１月定例会 報告案件資料 

学校支援課

平成30年11月27日付で，新潟県教育委員会より公表予定のため，

非公開での報告を予定しております。



協 議 会 





校名候補 提案数 投票数 主な提案理由 開校準備委員会委員からの意見 教育委員会事務局の考え

・新通の西にある
・新通地区にあり、新通小の分割のため
・「新通」という名前は残したい
・新通小学校からの新しい学校の位置を
　考えたため
・場所がどの辺りにあるか分かりやすい。

・「新通」を残したい
・投票数が多い
・校名から学校の位置がわかりやすい
・新通から分離したことがわかる

・校名の提案時から「新通」の名前を残し
　たいという意見は多い
・新通小から分離新設した経緯が伺える
・投票数が最も多い。２位とは差があった

・西と南、どちらの方角も当てはまるから
　どちらかに絞るとしこりが残る
・地名や町内名と重複した場合、紛らわし
　い

・一人一人が背中につばさを持っていろん
　なことに挑戦できる学校であってほしい
・場所がわかるように「新通」をつける

・「新通」を残したい
・児童が大きくはばたけるように
・地域名より良い
・新しさを感じる
・来年で元号も変わる。画期的な名前を
　つけてはどうか。
・子ども、親の意見を反映してほしい

・児童の提案を受けて、開校準備委員会
　の話し合いの中で提案された名前
・投票数も多い
・開校準備委員会では地域の名称や方角
　では決めたくい、しこりが残ることから、
　また夢のある名前にしたいとの意見が
　多かった
・近所に似た名前の幼稚園がある
・これまでにない名前。既設校に影響しな
　いか

・一人ひとり感性が違う。「つばさ」の言葉
　から受けるイメージは多様である
・近所に似た名前の幼稚園がある
・子どもの名前と学校の名前が同じことが
　あるので心配。

新通希望小学校
１
（０）

１２９
（４５）

・伝統ある新通小学校の歴史を引き継ぎ
　これからの発展を願う

・「新通」を残したい
・方角で決めたくない

・児童の提案を受けて、開校準備委員会
　の話し合いの中で提案された名前
・開校準備委員会では地域の名称や方角
　では決めたくない、しこりが残ることか
　ら、また夢のある名前にしたいとの意見
　が多かった

新通西小学校
３９
（２１）

６７２
（８１）

新通つばさ小学校
１
（０）

２５１
（８６）

※（　）内の数字は児童の応募・投票数
※意見の欄の点線より下の部分は校名とするには良くないと思われる意見

○開校準備委員会から推薦された校名候補

協
議
会
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校名候補 提案数 投票数 主な提案理由 開校準備委員会委員からの意見 教育委員会事務局の考え

・新通小学校の南側に位置している
・新通の南にある
・南はひびきが良く，明るい感じがする
・地域に根ざした名前と新通小学校との
　つながり

・投票数が多かった。
・児童の投票が多かったから尊重して欲し
　い

・校名の応募も、投票も児童からは最も多
　かった
・開校準備委員からは児童の意見を反映
　してほしいとの要望あり
・自治会の名称と同じであり、その自治会
　の児童数が多いが、将来的にはわから
　ない。
・開校準備委員会では新設校の校名に相
　応しくないとの意見が多かった。

・現在児童数の多い自治会と同名であり、
　30年後を考えるとやめた方がいい
・新通南という名称はその地域の特定の
　団地名のイメージが強すぎるのではな
　いか

・新通小学校を中心に、坂井東小学校と
　の位置関係も分かりやすい
・新通小を中心に坂井東と坂井西がある
　と素敵
・地名的にも親しみやすい名前である
・小学校の場所が坂井で西区だから
・所在地をイメージしやすい
　（バス停「西坂井」）

・坂井西、西坂井と、地域で親しまれてい
　る名前
・新設校の位置は坂井輪中学校区全体
　の中で西側にある

・坂井という町名の位置を考えた時に新
　設校は坂井の西側になる
・校名の提案時から「新通」の名前を残
　したいという意見は多い
・既設に坂井東小があるため、そこから
　の分離新設校と勘違いされる可能性
　はある

・坂井東小があってその分校、分離校と
　思われる
・校名から場所がイメージできない
・「新通」の名前を残したい
・地名や町内名と重複し紛らわしい

西坂井小学校
６
（１）

１１８
（２３）

・坂井輪地区の西方面ある小学区だから 意見なし ・票数が多くない
・開校準備委員会の委員からの意見も少
　ない

西新通小学校
１
（０）

１１６
（１１）

・伝統ある新通小学校の歴史を引き継ぐ
・旧新潟市では分離校に現在校の前に方
　位をつける例が多い

意見なし ・票数が多くない
・開校準備委員会の委員からの意見も少
　ない

南新通小学校
２
（１）

８１
（２５）

・新通小学校の南側にあるから ・旧新潟市では頭に方角がつく名前が多
　い

・票数が多くない
・開校準備委員会の委員からの意見も少
　ない

新通南小学校
６２
（３９）

４５６
（１８９）

坂井西小学校
１２
（６）

２８１
（８９）

※（　）内の数字は児童の応募・投票数
※意見の欄の点線より下の部分は校名とするには良くないと思われる意見

○投票にかけたその他の校名候補
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新通小学校分離新設校の校名について 

これまでの経緯

時 期 内  容

平成 30年
7 月 12 日
～

【校名案募集】

・新通小学校の全児童、及び新通小学校区内の地域住民へ校名案を募集

 児童：7月 12日から 24日まで
地域：7月 13日以降配付、8月 20日が締切

応募数：104種類、288件
（児童：191件／987人中、地域：97件／6,883世帯中）

平成 30 年
9月 4日

【第 2回開校準備委員会】

・第 2回開校準備員会で校名候補案を 8案に絞り込み
平成 30年
9 月 14 日
～

【校名候補選考投票】

・新通小学校の全児童、及び新通小学校区内の地域住民へ、校名候補案の投票

を実施

児童：9月 12日から 9月 26日まで
 地域：9月 15日配付、10月 14日まで

投票数：2,104件（児童：505件／987人中、地域：1,599件／6,883世帯中）
平成 30 年

10 月 29 日 

【10 月教育委員会定例会】 

・校名候補の選考状況を報告 

平成 30 年

10 月 29 日 

【第 3回開校準備委員会】
・第 3回開校準備委員会で校名候補 3案を決定

平成 30 年

11 月 26 日 

【11 月教育委員会定例会】 

・校名の選考を協議 

平成 30 年
12月中旬

【新潟市議会】

・新潟市議会 12月定例会文教経済常任委員会協議会へ報告（校名の決定）

平成 30 年
12月 21日

【12 月教育委員会定例会】

・小学校設置条例の一部改正を付議

平成 31 年
2月

【新潟市議会】

・新潟市議会 2月定例会に上程（小学校設置条例の一部改正）

協議会　3
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