教育委員会だより
平成二四年第六回教育委員会より
平成 二四 年第 六回 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。

阿賀野市教育委員

日時 平成二四年五月二二日（火）
午前九時三十分～
場所 笹神支所 委員会室１

（平成二四年五月二二日現在）
阿賀 野市 教育 委員 会の 委員 が左 記の よう に
決定しました。
委員長
五十嵐 要 市（再任）
職務代理 大 沼 久 子（新任）
委員
渡 邉 栄 二
委員
圓 山
孝 （新任）
教育長
田 村
仁 （再任）
一
二

三 要旨
（１）平成二四年第五回教育委員会会議録の承
認について

H24.６.２

阿賀野市
教育委員会

（２）報告
前回（四月二四日）から今回までの事務局の
事業報告と質疑
○前山小学校の統合に関するＰＴＡ説明会
・四月二七日（金）前山小学校
○体育協会「表彰式」＆「総会」
・四月二九日（日）天朝閣
○定例校園長会 ・五月二日（金）笹神支所
○阿賀野市成人式
・五月四日（水）水原総合体育館
○山口野中遺跡発掘調査開始
・五月七日～二か月間
○図書館キッズウイークイベント
「昔語りと外国語で楽しむおはなし会」
・五月八日（日）市立図書館
○安田図書館移設工事着工（五月八日）
○第一回三市北蒲地区教育長会議
・五月八日（火）新発田市
○自治会長会議
・五月十一日（金）水原保健センター
○公立図書館長会議
・五月十一日（金）新潟市
○緑の少年団育成会「総会」＆「結団式」
・五月十二日（土）ふれあい会館
○総合型クラブ「やろでば！みんなで」総会
・五月十三日（日）

第９５号

○市島春城記念公園（仮称）標柱建立記念式
典 ・五月一五日（火）春城生家離れ跡
○阿賀野市議会臨時会・面識会
・五月十六日（水）
○第一回阿賀野市まちづくりシンポジウム
・五月二〇日（日）ふれあい会館
○定例課長会議＆総務文教常任委員会
・五月二一日（月）本所
（３）議件
○議案第四二号 教育委員長の選挙につい
委員長 五十嵐 要市
て
○ 議 案 第四 三 号 教 育委 員 長 職務 代 理者 の
職務代理 大沼 久子
指定について
○議案第四四号 教育長の任命について
教育長 田村 仁
○議案第四五号 平成二四年度阿賀野市一
般会計補正予算（第一号）の議案に関する意
承認
見申し出について
○議案第四六号 阿賀野市立小・中学校設置
承認
条例施行規則の一部改正について
○議案第四七号 阿賀野市発達障害早期総
合支援推進地域協議会設置要綱の一部改正
承認
について
○ 議 案 第四 八 号 要 保護 及 び 準要 保 護児 童
生徒の認定について
承認
・申請者数七名
認定者数七名
○議 案第 四九 号 学校 評議 員の 委嘱 につ い
て ～小中合計 七四名
・任期 平成二四年六月一日から平成二五年
三月三一日まで
○議案第五〇号 共催・後援願いの承認につ
いて
六件
承認

＊第三〇回小学生作文コンクール
後援
・代表者 トーア株式会社
浅野久男
・期間 二四年六月一日～九月二三日
・会場（表彰式）長岡グランドホテル
＊水中運動教室
共催
・代表 阿賀野市総合型クラブ「やろでば！
みんなで」会長 國井嘉樹
・期間 七月十七日～八月六日 月曜４回
・会場 安田Ｂ＆Ｇ海洋センター
＊シェイプアップビクス
共催
・代表 阿賀野市総合型クラブ「やろでば！
みんなで」会長 國井嘉樹
・期間 七月二一日～八月十一日 土曜４回
・会場 安田Ｂ＆Ｇ海洋センター
＊二市北蒲中学校総合体育大会
共催
・代表 二市北蒲中体連 会長 高橋和久
・期間 六月六日（水）、七日（木）
・会場 笹神体育館・水原野球場ほか
＊トレーニングメニュー作成します 共催
・代表 阿賀野市総合型クラブ「やろでば！
みんなで」会長 國井嘉樹
・期間 六月四日～二五年三月二五日
・会場 笹神体育館
＊平成二四年度新潟県少年の主張大会～私
の主張～三市北蒲原地区大会
共催
・代表者 新潟県新発田地域振興局長
・八月二三日（木）
・阿賀野市ふれあい会館
○議案第五一号 郷
｢土の誇り・市島春城 発｣
刊への対応について
承認
・監修ではなく、発刊事業に協賛する
○議案第五二号 安田Ｂ＆Ｇ海洋センター

プール利用無料券の配布

承認

（４）その他
○事務連絡
＊学校・園の教育活動等について
・笹神中２年生の新潟日報「窓」への投書
「頼れる先輩目指し頑張る」
・京ヶ瀬中学３年生の大阪修学旅行
「商人の街で商売体験」
～阿賀野市の名産品を販売
～市を通して収益金を被災地に寄附
＊児童・生徒及び教職員の事故報告
＊阿賀野市指定史跡「市島春城生家跡地」現
状変更許可について
・現状変更（標柱建立）報告
＊被災児童生徒就学援助該当者の報告
＊放射線の空間線量測定結果について
～全て通常の範囲
＊給食食材の放射能測定結果について
～全て検出限界未満
＊学校・幼稚園配属の市職員の現況について
○その他資料
・教育委員の異動／教育委員会たより
・新潟日報記事～小中２校の給食に金属片
・水原地内への入墨ショップ開店について
・工事進捗状況について（水原中＆安野小）
（５）今後の日程について
○県都市教育長会議春季定期総会
・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）新潟市

○全国市町村教育委員会連合会第五七回定
期総会（代議員）
・五月二五日（金）東京都 学士会館
○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
○第一回新潟県いじめ根絶県民会議
・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
○校園長会議
六月五日（火）笹神支所
○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）吉田東伍記念博物館
○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 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
○第七回教育委員会定例会
・六月二二日（金）笹神支所

終了 午後〇時二六分

