教育委員会だより
平成二四年第十一回教育委員会より

笹神支所

日時 平成二四年九月二五日（火）
午後一時三十二分～
四階 委員会室１

平成 二四 年第 十一 回教 育委 員会 が開 催さ れ
ましたので、その要旨を報告いたします。
この内容はあくまでも要旨でありますので、
詳細につきましては、正式な手続きにより会議
録を閲覧ください。

一
二

三 要旨
（１） 平 成 二四 年 第九 回 教育委 員 会定 例 会及
び第十回の臨時会会議録の承認
（２）報告
前回（八月二十日）から今回までの事務局の
事業報告と質疑
○市教研教育講演会「授業のユニバーサルデサ
イン化」新潟大 長澤正樹先生
・八月二一日（火）保田小学校
○わたしの主張「二〇一二年三市北蒲大会」
・八月二三日（木）阿賀野市ふれあい会館

第９９号

阿賀野市
教育委員会

○人権政策確立キャラバン隊来訪
・八月二四日（金）本所
○ダウケミカル社楽器等贈呈式
・八月二七日（月）本所・会議室
○臨時教育委員会
・八月二九日（水）笹神支所
○「能楽ワークショップ」津村禮次郎
・八月三一日（金）安田中学校
○吉田東伍記念博物館十五周年記念事業
津村禮治郎「庭園能」
・九月一日（土）吉田東伍記念博物館園庭
○校園長会議
九月四日（火）笹神支所
○第五回阿賀野市議会定例会
・九月六日～十日 本会議・一般質問
・十一日（火）総務文教常任委員会
・十四日（金） ～)決算審査委員会
・十九日（水）全員協議会～水中屋体の増工
・二一日（金）本会議採決
○先進記念館視察～竹久夢二伊香保記念館
・九月二十日（木）文化財保護審議委員ほか
○阿賀野市小学校親善陸上大会
・九月二〇日（木）水原小学校グラウンド
○阿賀野市子ども科学展審査＆展示
・九月二一日（金）～吉田東伍記念博物館
○二瓶コレクションの搬入
・九月二二日（土）
、二三日（日） )
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○五頭の麓のくらし館のボラティア大清掃
・九月二二日（土）神山っ子を育む会
○教育委員会定例会 ・九月二五日（火）

（３）議件
○議案第七三号 専決処分（専決第三号後援
承認
願い）の承認について
＊「北蒲水墨画合同展」
後援
・代表者 雪笹水墨会 会長 渡辺小夜子
・九月二二日（土）～二六日（水）ふれあい会館
○ 議 案 第七 四 号 阿 賀野 市 教 育委 員 会事 務
局 組 織 規則 の 一部 を 改正 す る 規則 の 制定 に
承認
ついて
○議案第七五号 阿賀野市社会教育団体の
認定について
承認
＊スワン健康クラブ
・目的 体力の維持及び増進のため、シャキ
いき健康法や運動を通じて体力づくりを行
い、心身ともに健康的な生活を送る‥‥
・構成員五名 ・代表者 樋熊征夫（緑町）
＊シャキ！ いき！元気会
・目的 右団体に同じ
・構成員八名
・代表者 佐藤和子（畑江）
＊元気サークル
・ 目的 シ ャキいき 健康 法や運動 を通じて 、
心身のコンデヂィショニングを行い、健康
・構成員六名
的な生活を送る
・代表者 五十嵐昇平（中央町）
＊和実（なごみ）会
・目的 針、糸を使い、和裁・手芸を楽しむ
・構成員十名
・代表 宮田レイ（緑町）
○議案第七六号 共催・後援願いの承認につ
承認 六件
いて

＊映画「うさぎドロップ」上映会
後援
・代表 市男女共同参画参加型セミナー実行
委員会 代表 山川敦子
・会場 水原保健センター 十一月十一日
＊第十四回新潟水俣環境賞作文コンクール
後援
・代表 新潟水俣病被害者の会会長 小武節子
・応募先 新潟市 勤労福祉会館内
・期日 十月十五日～平成二五年三月三一日
＊二〇一二年度北新支部「父母と教職員の
会」
後援
・代表 県教職員組合北新支部 湯浅 要
・新発田市生涯学習センター
・期日 十一月十三日（日）
＊市民のためのデジカメ講座
共催
・代表 市水原文化協会 会場 水原公民館
・期日 十月二七日（土）より三回講座
＊指導者向けテーピング＆応急処置講習会
共催
・代表 総合型クラブ「やろでば！みんなで」
・ふれあい会館
十一月十一日、十七日
＊阿賀野市の名将「水原常陸介親憲」復活祭
共催
・代表 未来の阿賀野市を考える会
・水原総合体育館
十月二八日（日）
○議案第七七号 寄付採納について
採納
＊五頭連峰少年自然の家へ 野鳥看板 １台
・粋虎卯会 代表 中山 明
○ 議案 第七 八号 要 保護 及び 準要 保護 児童 生
承認
徒の認定について
申請者数四名
認定者数四名
○ 議案 第七 九号 阿 賀野 市青 少年 育成 セン タ
ー指導員の委嘱について

瀬崎光明（保田）
・任期 十月一日～平成二六年三月三一日
（４）協議
○協義１ 教育委員会制度・運用の改革につ
いて ～論点などの報告と意見交換
☆教育長が論点や組織改革の動向について
報告（資料九月二四日朝日朝刊社説配布）
☆改善点について意見交換
○協議２ 教育問題に関する九月議会一般質
問への答弁趣旨と今後の課題ついて
・就学援助の認定基準や支給額・項目などの
見直し・改善
・奨学金給付制度の課題
・給食費の無償化や学校徴収金の内容確認
（５）その他
○資料説明など
・水原中学校屋体建築工事の変更
・全員協議会並びに議会追加議案の可決
○事務連絡
・児童・生徒及び教職員の事故報告
交通事故 児童、教職員各一件
非行事故 生徒一件
・学校関連施設等の空間放射線測定の結果
～全測定点共に通常の測定範囲
・給食食材の放射性物質測定の結果
～以下の食材全てについて検出限界以下
小松菜・ごぼう・えのき茸・じゃが
いも・豚肉・焼き豆腐
・教育委員会だより九八号配布
・市の名将「水原常陸介親憲」復活祭案内

（６）今後の日程について
○緑の少年団チャリティ謝恩ゴルフ大会
・九月二七日（木）五頭ＣＧ
○県小・中学校ＰＴＡ連合会研究大会
・九月二九日（土）笹神体育館
○部落解放第二九回新潟県研究大会
・九月三十日（日）新発田市市民文化会館
○安田・京ヶ瀬幼稚園運動会
・九月三〇日（日）各幼稚園
○校園長会議・十月二日（火）笹神支所
○市教委学校訪問
・十月四日（木）安田幼・安田中・笹岡中
・十月九日（火）分田小・堀越小・安野小
・十月十一日（木）京ヶ瀬幼・小・中学校
・十月十六日（火）前山小・水原中・水原小
・十月二三日（火）神山小・笹岡小
○阿賀野市科学研究発表会
・十月五日（金）ふれあい会館
○市町村教委連合会臨時理事会
・十月十一日（木）長岡市 アオーレ長岡
○平成二五年度人事異動方針説明会
・十月十二日（金）県立教育ンター
○下越教育事務所管内教育長会議
・十月十五日（月）下越教育事務所
○新潟県社会教育研究大会
・十月十八日（木）妙高市
○新潟県縦断駅伝競走大会
・十月二一日（日）安野小学校前中継
○県都市教育長協議会秋季定期総会
・十月二五日（木）魚沼市
○教育委員会定例会
十月二六日（金）
終了 午後五時〇七分

