教育委員会だより
平成二四年第八回教育委員会より

笹神支所

日時 平成二四年七月二五日（水）
午後一時三十分～
委員会室１

平成 二四 ＋年 第八 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 第七 回 教育委 員 会定 例 会会
議録の承認
（２）報告
前回（六月二二日）から今回までの事務局の
事業報告と質疑
○Ｂ＆Ｇ安田海洋センタープール開館
・六月二三日（土）～九月二日（日）まで
○市民ナイターソフトボール大会閉会式
・六月二三日（土）水原野球場
○租税教育推進協議会
・六月二八日（木）市役所

第９７号

阿賀野市
教育委員会

○県教委主催・市教委共催「越後国域確定千
三百年記念リレー講演会」
・六月三〇日（木）ふれあい会館
○北陸地区・新潟県スポーツ推進委員研修会
・六月三〇日、七月一日
新潟市
○校園長会議
七月三日（火）笹神支所
○子ども読書計画策定委員会三専門部会
・七月三日（火）市立図書館
○臨時議会～前山小の統合・水中改築ほか
・六日（金）本会議場
○緑の少年団「グリーンキャンプ」
・七月七日、八日（土・日）少年自然の家
○奨学貸付金奨学生選考委員会
・七月九日（月）笹神支所
○下越教育事務所管理主事訪問
・七月一三日（水）分田・堀越・神山小
○県立図書館員との懇談会
～学校の中の地域図書室の運営
・七月十三日（金）市立図書館
○公立学校施設整備期成会総会
・七月一八日（水）新潟市自治会館
○県公民館大会・七月二〇日（金）糸魚川市
○市町村教育委員会連合会総会・研修会
・七月二〇日（金）柏崎市「産業文化会館」
○二瓶コレクションの市への贈与契約
・コレクションの概要

H24.８.１

「竹久夢二」関係美術品を中核とし、相馬
御風、会津八一、釈超空の書や手紙類を
含む社会的・歴史的にも重要な資料群
・去る五月二五日付で、所有者の二瓶文和氏
と田中市長の間で契約が交わされたもの

（３）議件
○議案第五九号 阿賀野市教育委員会事務
承認
局組織規則の一部を改正について
○議案第六〇号 平成二四年八月一日付市
承認
人事異動について
吉野生涯学習課長が企画政策課長へ転出
見原市民生活課長が生涯学習課長へ転入
○議案第六一号 阿賀野市社会教育委員の
承認
委嘱について
・浅間美保子（保田、前小学校教諭）の新任
を除き、他の９人は全て再任
○議案第六二号 阿賀野市社会教育団体
の認定について
承認
＊和（なご）やか筆ペン
・目的 筆ペンを通し、会員相互の親睦と学
習意欲の向上を図る
・団体構成員 女子十六名
・代表者 小林宏美（学校町）
○議案第六三号 共催・後援願いの承認につ
いて
六件
承認
＊クールシェアＤＥからだづくり
共催
・ 代 表者 阿 賀 野市 総合 型 クラ ブ「 やろ で
ば！みんなで」 会長 國井嘉樹
・会場 水原公民館
・期日 八月六日～九月二四日 毎週月曜
＊ウエイト手おレーニングクラブ
共催
・代表者 阿賀野市総合型クラブ「やろで

ば！みんなで」 会長 國井嘉樹
・会場 笹神体育館
・期日 九月～十二月
隔週金曜
＊「いのち・愛・人権」柏崎展
後援
・代表者 「いのち・愛・人権」新潟県実行委
員長 黒田 玲
・会場 柏崎文化会館あるフォーレ
・期日 十二月五日（水）～十日（月）
＊にいがた世界の蘭展２０１３
後援
・代表者（株）テレビ新潟放送網 代表取締役
室川治久
・会場 朱鷺メッセ
・期日 二五年三月五日（火）～十日（日）
＊第九回阿賀野市書道展
後援
・代表者 阿賀野市書道展実行委員会
委員長
菅井慶介 ・会場 水原公民館
・期日 十一月十六日（金）～十八日（日）
＊ 平成 二三 年度 阿賀 野市 少年 柔道 夏季 合宿 講
後援
習会
・代表者 阿賀野市柔道連盟会長 神田福雄
・会場 京ヶ瀬中学校・五頭連峰少年自然の家
・期日 八月三日（金）～五日（日）
○議案第六四号 寄附採納について
採納
＊阿賀野市へ
扇風機 ２台
・Ｙｏｇａクラブあがの 代表 大野美恵
○議案第六五号 要保護及び準要保護児童生
徒の認定について
承認
・申請四件
認定四件
（４）協議
○協議１ 阿賀野市の「いじめ」問題の概況と
対応について
・平成二三年度の概況と対応状況
・今年度の「いじめ」報告の事例確認

・県教育長の通知及び「文部科学大臣談話」
」
・質疑と要望
・阿賀野市教育委員会の今後の対応
○協義２ 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」の
今後の対応について
・報告書の内容・形式については、前年度を
概ね踏襲する。
・五人の教育委員が、一年間の総括または所
感などについて一文を掲載する。
・懇談録は、教育委員会の活動全体を網羅す
るのではなく、「学校と地域との連携」を
テーマとして次回に実施する。
・市内在住の学識経験者からの助言を生かし
て最終報告を作成する。
○事務連絡
・前山小学校の統合議決について
・児童・生徒及び教職員の事故報告
・給食食材の放射能測定の結果～「豚もも肉
＆きゅうり」／「レタス＆長ネギ」／「チ
ンゲン菜＆キャベツ」／「とうがん＆なす」
の８品目について実施、共に検出限界未満
・学校関連施設等の空間放射線測定結果につ
いて～全て通常の測定範囲内
・子どもの読書に関するアンケート結果報告
・吉田東伍記念博物館叢書一の刊行
○その他資料編
・平成二三年度電話・来室 相
+談のまとめ
・ 平成二三 年度スポ ーツ 大
｢ 会 出場選手 への
激励費交付について
・石綿除去の新聞報道について
・教育委員の異動について
・教育委員会だより

（６）今後の日程について
○水原中学改築工事周辺自治会説明会
・七月二六日（木）学校町集会所
○全国高等学校ＡＲＤＦ競技大会
・七月三〇日（土）～五頭連峰少年自然の家
○水原中学改築工事安全祈願祭
・七月三〇日（月）水原中学工事現場
○私の主張「二〇一二年阿賀野市大会」
・七月三一日（火）ふれあい会館
○辞令交付（８月人事）八月一日（水）
○校園長会議
八月一日（水）笹神支所
○阿賀野市職員人権講演会
・八月二日（木）水原保健センター
○Ｂ＆Ｇ安田海洋センター事業
・八月一日～水辺の安全教室 希(望保育園
・八月二日～カヌー教室３回コース
○図書館夏の子どもフエスタ２０１２
・八月三日
八月八日
八月二十日
○県同和教育研究集会
・八月三日（金）
燕市吉田産業センター
○市発達障害早期総合支援推進地域協議会
第２回安野・堀越地区部会
・八月七日（火）ふれあい会館研修室
○総務文教常任委員会（休会中の継続調査）
・八月七日（火）
「山口野中遺跡」
「安野小学
校改修工事現場」視察ほか
○やまびこキャンプ
・八月七日（火）～
九日（木）五頭連峰少年自然の家ほか
○転入教職員市内視察研修会
・八月九日（木）五頭の麓くらし館ほか
○第九回（８月）教育員会定例会
・八月二〇日（月）笹神支所
終了 午後五時三一分

