教育委員会だより
平成二四第七回教育委員会より

日時 平成二四年六月二二日（金）
午後一時三十分～
阿賀野市市役所 笹神支所委員会室１

平成 二四 第七 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）平成二四第六回教育委員会会議録の承認
（２）報告
前回（五月二三日）から今回までの事務局の
事業報告と質疑
○県都市教育長協議会春季定期総会
・五月二三日～二四日 佐渡市
○県青少年育成センター連絡協議会総会
・五月二五日（金）上越市
○全国市町村教育委員会連合会第五七回定
期総会（代議員参加）
・五月二五日（金）東京都 学士会館
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阿賀野市
教育委員会

○県教育委員会人事管理懇談会（下越地区）
・五月二八日（月）新発田市教育委員会
○第一回新潟県深めよう「絆」県民会議
・五月二八日（月）新潟市 自治会館別館
○阿賀野市生活指導サポート委員会総会
・五月三〇日（水）笹神支所
○ 阿 賀 野市 発 達障 害 早期 総 合 支援 推 進地 域
協議会総会及び第一回定例地区部会
・五月三一日（木）ふれあい会館
○県教委（下越教育事務所）管理主事訪問
・六月一日（金）水原小学校 水原中学校
○ナイターソフトボール大会開会式
・六月二日（土）水原野球場
○吉田東伍記念博物館開館十五周年記念
コンサート ・六月二日（土）同館
○校園長会議
六月五日（火）笹神支所
○三市北蒲教育委員会連合協議会総会
・六月八日（金）阿賀野市
○六 月議 会 一般 質問 六 月十 一日 ～／ 総
文常任委員会 一五日／採決 二一日
○第十七回「こいのぼり大作戦」
・六月十日（日）瓢湖・野外ステージ
○青少年育成センター指導員研修会
・六月二〇日（水）ふれあい会館
○防犯協会総会・地域安全代表者会議
・六月二一日（木）天朝閣
（３）議件

第９６号

○議案第五三号 専決処分（専決第二号 後
承認
援願い）の承認について
○議案第五四号 阿賀野市立学校施設使用
承認
条例施行規則の一部改正について
○ 議 案 第五 五 号 阿 賀野 市 社 会教 育 関係 団
承認
体の認定について
＊にこやか サクラ会
・目的 健康の維持・増進、介護予防、地域の
つながりと、孤立を予防するために、教室を
通じて心身共に健康な生活が送れること
・団体構成員 女子十二名
・代表者 五嶋ノイ（外城町）
○議案第五六号 共催・後援願いの承認につ
承認
いて
＊下越地区中学校総合体育大会
共催
・代表者 下越地区中体連会長 工藤ひとし
・会場 笹神体育館・水原総合体育館ほか
・期日 七月四日（水）
・五日（木）
＊第四三回県中学校総合体育大会
共催
・代表者 県中体連会長 竹田幸雄
・会場 笹神体育館・水原総合体育館ほか
・期日 七月四日（水）
・五日（木）
＊第六五回新潟県縦断駅伝競争大会 共催
・代表者 同大会会長 高橋道映
・会場 妙高～新潟十八区間一九八ｋｍ
・期日 十月二十日（土）・二一日（日）
＊クールシェア～リフレッシュヨガ 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 七月四日～八月二九日 毎週水曜
＊クールシェア～やさしいピラティス共催
・ 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 七月五日～八月三〇日 毎週木曜
＊二〇一二ふるさとだしの風まつり 後援
・代表者 安田まつり同実行委員長本間武
・会場 サントピアワールド／市道横門前線
・期日 七月二八日（土）・二九日（日）
＊第十回いそずカップミニバスケットボー
ル交歓大会
後援
・代表者 安田ミニバススポ少 小林高一
・会場 水原総合体育館・水原小体育館
・期日 八月十八日（土）・十九日（日）
＊平成二四年度下越地区社会教育委員研究
集会兼同公民館関係職員等研修会 後援
・代表者 同連絡協議会長 高橋雅男
・会場＆期日 ふれあい会館 十月三日（水）
＊ウィナーズカップ・キッズトーナメント
後援 ・代表者 新潟市西部地区野球連盟
会長 伊藤忠一 ・会場 新潟市周辺野球
場 ・九月十六日～十月十四日
＊第九回阿賀野市合唱祭
後援
・代表者 市合唱連盟理事長 野村幸子
・期日 七月一六日（月）水原公民館
＊第五二回新潟県ＰＴＡ研究大会
後援
・阿賀野市Ｐ連協議会 会長 山口茂樹
・会場 笹神体育館 ・期日 九月二九日
＊「東日本大震災早期復興福祉チャリティ」
奥田流阿賀野地区舞踊発表会
後援
・代表者 橋謡会会長 橋本 勇
・水原総合体育館
十月七日（日）
＊福島の子ども保護プロジェクトｉｎ新潟
後援 ・代表者 県生協連合会 田才栄敏
・五頭連峰少年自然の家 七月二六～二八日
＊第五回「阿賀北ロマン賞」公募事業 後援

・代表者 敬和学園大学学長 鈴木佳秀
・期日 六月一日（金）～十月一九日（金）
＊第五七回剣道夏季講習会
後援
・代表 市剣道連盟会長 木村謙龍
・水原総合体育館 八月二日～五日
＊市の名将「水原常陸介親憲」復活祭！
上杉神社より上杉砲術隊見参
後援
・代表 未来の阿賀野市を考える会 坂爪和
浩 ・旧安田高校グラウンド 十月十四日
＊二〇一二年度人権・同和教育指導者養成講
座 後援 ・県人権・同和センター理事長
黒田玲
・県内各地 通年八講座
○議案第五七号 寄附採納について 採納
＊安野小学校へ
一、健やかサポーターシリーズ（本）一式
一、子ども健康ずかん（本・ＣＤ）一式＾
・元安野小学校医 山崎医院長 山崎雅司
＊市内小学校六年生ほかへ
・小冊子「郷土の誇り市島春城」四八〇部
・春城会 代表 小泉豊信
○ 議 案 第五 八 号 要 保護 及 び 準要 保 護児 童
承認
生徒の認定について
・申請数 一二六名
認定数 九四名
（４）協議
○ 協 義 １ 小 学校 十 一校 整 備 計画 事務 の
進捗について
・ 市 長 レク と 議会 上 程へ の 判 断及 び 六月 議
会・総務文教常任委員会の報告
・前山小及び学区の要望について
○協議２ 「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」の作成
準備について
・昨年度報告の総括と今後の対応

（５）その他～事務連絡＆配布資料
○事務連絡
・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報告について
・学校給食の安心安全対策の再確認について
・市適応指導教室（白鳥ルーム）の現状と対応
・ 市｢長へのたより へ｣の対応について
・学校施設の工事進捗状況について～水原中
解体と安野小耐震補強＆大規模改造など
○配布資料
・学校関連施設等の放射線測定結果
・市内小中学校のインフルエンザ等感染症
に係る臨時休業措置等について
・市内小中学校児童生徒用机椅子天板交換
及び食器購入の学校別集計表
・教委だより＆他地区教育委員の異動報告
・市男女共同参画プランに係る現状調査
・遺跡調査現地説明会及び新聞報道

（６）今後の日程について
○阿賀野市租税教育推進協議会総会
○県教委主催「越後国域確定１３００年リレ
ー講演会」 共催
・六月三〇日（土）ふれあい会館
○校園長会議
七月三日（金）笹神支所
○県教育委員会管理主事訪問
・七月十三日（月）分田・堀越・神山小
○公立学校施設整備促進期成会総会
・七月十八日（水）新潟市自治会館
○県市町村教委連合会総会・研修会
・七月二〇日（木）柏崎市産業文化会館
○第八回教育委（水）笹神支所
終了 午後五時二十分

