教育委員会だより
平成二四年第九回教育委員会より

笹神支所

日時 平成二四年八月二〇日（月）
午後一時三十分～
委員会室１

平成 二四 年第 九回 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 第八 回 教育委 員 会定 例 会会
議録の承認
（２）報告
前回（七月二五日）から今回までの事務局の
事業報告と質疑
○水原中学校改築工事周辺自治会説明会
・七月二六日（木）学校町集会場
○子ども絵画展（絵画教室２回）
・七月二九日／八月五日 農業歴史資料館
○水原中学校改築工事安全祈願祭

阿賀野市
教育委員会

・七月三〇日（月）水中工事現場
○わたしの主張「二〇一二年阿賀野市大会」
・七月三一日（火）ふれあい会館
○全国高等学校ＡＲＤＦ競技大会
・七月三〇日（月）～五頭連峰少年自然の家
○辞令交付～市長部局＆教育委員会部局
・八月一日（水）保健センター＆笹神支所
○校園長会議
・八月一日（水）笹神支所
○阿賀野市職員人権研修会
・八月二日（木）保健センター研修室
○総務文教常任委員会～閉会中の継続調査
・八月七日（火）山口野中遺跡発掘現場／安
野小耐震改修工事現場／二瓶Ｃなど
○やまびこキャンプ
・八月七日～九日
五頭連峰少年自然の家
○転入教職員地域・諸施設等研修会（巡見）
・八月九日（木）五頭の麓のくらし館ほか
○図書館夏の子どもフェスタ
・八月三日（金）おいしいお話／水原公民館
・八月二十日（月）夏の工作会／市立図書館

H24.９.３

（３）議件
○議案第六六号 阿賀野市小・中学校設置条
例施行規則の一部を改正する規則の制定に
ついて
承認

第９８号

○ 議案 第六 七号 平 成二 四年 度阿 賀野 市一 般
会計補正予算（第３号）の議案に関する意見
承認
申し出について
○ 議 案 第六 八 号 阿 賀野 市 公 民館 条 例の 一
部 改 正 につ い ての 議 案に 関 す る意 見 の申 し
承認
出について
○議案第六九号 共催・後援願いの承認につ
いて
申請 四件
承認 四件
＊ 医 食同 源 味 噌汁 から 変 える 子ど もの 健
後援
康
・ 社( 新)発田青年会議所理事長 石井和郎
・会場 新発田生涯学習センター
・期日
九月二二日（土）
＊ こ ど もの こ とば と ここ ろ の 相談 室 保護 者
後援
会 二〇周年記念事業
・代表者 同保護者会 会長 小泉信也
・会場 京和荘 多目的ホール
・期日 十一月十八日（日）
＊部落解放第二九回新潟県研究集会 後援
・代表 同右実行委員長 寺崎敬道
・新発田市市民会館ほか
・期日 九月三十日（日）
＊第９回阿賀野市少年剣道大会
後援
・代表 阿賀野市剣道連盟会長 木村謙龍
・会場 水原総合体育館
・期日 九月三十日（日）

○議案第七〇号 要保護及び準要保護児童
生徒の認定について
承認
・申請者数二名
認定者数二名
○ 阿 賀 野 市 文 化 財 保 護審 議 会 委 員 の委 嘱 に
承認
ついて

関川 央（自然）石山昭而（古文書）
杉本恵子（考古）鈴木康寛（歴史）
長峰展栄（郷土史）大橋憲造（文化史）
酒井淑幸（建築） 百都政弘（美術工芸）
・任期 二年間（平成二四年九月一日～平成
二六年八月三一日）
４( )協議
○指導・助言のための学識経験者として、前
教育長大江吉賢氏の同席を頂き、次の二点
について懇談
（第一部）
「平成二三年度教育に関する事務の
管理及び執行の状況の点検並びに評価」報告
書の構成・スタイル・内容などについて
☆各委員から
・これまでに比し、構成、コンパクトさ、内
容共に改善が見られる
・参加した市民の声などを入れる工夫を
☆学識経験者（前教育長大江吉賢氏）から
・議会と共に市民に向けたものであることを
共通理解し、具体的記述に心がける
・前年度の実績、改善を伝える記述の工夫を
（第二部）
「阿賀野市に合った“学校と地域と
の連携の在り方”を探る」について
～５人の教育委員に、大江氏のほか事務局
も加わり、教育長の進行で協議、詳細は報
告書を参照されたい
（５）事務連絡
○平成二四年度緊急雇用基金事業並びに美
術品の受贈に係る予算専決について（報告）
○児童・生徒及び教職員の事故報告

児童生徒 交通事故一件
教職員
交通事故一件
○学校関連施設等の放射線測定結果報告
～全ての測定値が通常の範囲以内
○一学期の「いじめ」問題の概況と対応
○学校耐震化率の進捗状況
○その他資料
・７月定例会の教育委員会だより
・全国市町村教育委員会連合会第五七回総会
における文科省大臣官房審議官の指摘
（６）今後の日程について
○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
○少年の主張「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
○人権政策確立キャラバン隊来訪
・八月二四日（金）本所会議室
○ダウケミカル社楽器等贈呈式
・八月二七日（月）副市長室
○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」津村禮次郎ほか
・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
○定例記者会見
九月三日（月）本所
○校園長会議
九月四日（火）笹神支所
月四日（日）五泉市
○第五回阿賀野市議会定例会本会議

・九月六日～十日 本会議・一般質問
・九月十一日（火）総務文教常任委員会
・九月十四日（金）～ 決算審査委員会
・九月二一日（金）本会議採決
○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
○教育委員会定例会 ・九月二五日（火）

終了 午後五時二十分

なお、第十回教育委員会臨時会は、笹神支
所にて、八月二九日（水）午後三時より開会
し、左記のとおり審議を進め、午後五時十五
分に閉会しました。

○議案第七二号 共催・後援願いの承認につ
いて
申請 二件
承認 二件
＊天然記念物北海道犬本部展覧会
後援
・天然記念物北海道犬協会長
中川義雄
・北蒲みなみ農協本部 期日 十月七日（日）
＊トレジャーハンター７～
の歌が
KIZUNA
聞こえる
後援
・（社）新発田青年会議所理事長 石井和郎
・会場 サントピアワールド 十月二七日
○協議１ 第九回定例会の協議（第一部）に
ついて継続して審議
～懇談録及び委員の一言の載せ方など
○協議２ 会議録の公開などについて

