教育委員会だより
平成二四年第五回教育委員会より

日時 平成二四年四月二四日（火）
午後一時三十分～
場所 笹神支所 委員会室１

平成 二四 年第 五回 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）平成二四年第四回教育委員会会議録の承
認
（２）報告
前回（三月二二日）から今回までの事務局の
事業報告と質疑
○市内各小学校卒業式 ・三月二三日（金）
○子 ども若者 育成支援推進 に関する 担当者
会議 ・三月二六日（月）新潟県自治会館
○吉田東伍記念博物館協議会
・三月二七日（火）吉田東伍記念博物館
○市内学校介助員研修会
・三月二八日（水）ふれあい会館

第９４号

（３）議件
○議案第三五号 専決処分（専第一号市立
小・中学校における主任等）の承認について
承認
○ 議 案 第三 六 号 阿 賀野 市 私 立幼 稚 園就 園
奨 励 費 補助 金 交付 要 綱の 一 部 を改 正 する 要
承認
綱の制定について
○市職員退職辞令交付式／退職教職員・異動
○議案第三七号 要保護及び準要保護児
校長教頭辞令交付式
承認
童・生徒の認定について
・三月三〇日（金）ふれあい会館
・申請者数三〇一名
認定者数三〇一名
○市職員辞令交付＆市長訓示
○議案第三八号 阿賀野市社会教育関係団
転入校長・教頭辞令交付及び教委部局職員
三団体 承認
体の認定について
辞令交付＆教育長訓示
＊ママレモンバレーボールクラブ
・四月二日（月）水原保健センターほか
・目的 バレーボールを通じ、会員相互の親睦
○本年度入学式
と体力・健康の維持を図る
・小中学校＆県立阿賀野高校 四月六日（金）
・団体構成員 二七名 男(五人・女二二人 )
・京ヶ瀬中学校 ・四月五日（木）
・代表者 小菅美保子（市内高田）
・市立安田・京ヶ瀬幼稚園 四月九日（月）
＊阿賀野市ミニテニス協会
○第一回学校支援本部立ち上げ検討会
・目的 体力の維持・増進を図ると共に、ミニ
・四月九日（月）笹神支所
テニスを通じ健康的な生活を送り「幸福祉の街
○校園長会議 ・四月十一日（水）笹神支所
づくり」に寄与する
○ことばとこころの相談室来庁＆協議
・団体構成員 四六名（男十九人・女二七人）
・四月十二日（木）笹神支所
・代表者 斎藤文夫（市内上館）
○スポーツ推進委員協議会「総会」
＊ＫＮＯＴ（ノット）
・四月十四日（土）
・
目的 音楽を通して地域との交流、曲作り、
○クリーン作戦 ・四月十五日（日）
練習、発表をする
参加者数 六七五九人（子ども一三三一人）
・団体構成員 四名
○全県教育長会議 ・四月十七日（火）県庁
・代表者 荒木清裕（市内村杉）
○市長＆議員補欠選挙 ・四月二二日（日）
○議案第三九号 共催・後援願いの承認につ
○全県指導主事会議
七件
承認
いて
・四月二三日（月）県立教育センター
＊越後国域確定千三百年記念事業
共催
・代表 新潟県教育委員会教育長 武藤克己
・会場 阿賀野市ほか
H24.５.１

阿賀野市
教育委員会

・期日 六月二日～平成二五年三月三一日
＊第二〇回「阿賀野岸辺にて」映画上映と講
演の集い
後援
・阿賀に生きるファン倶楽部代表 旗野秀人
・会場 安田公民館
・期日 五月四日（金）
＊本年度新潟県高体連春季地区大会 後援
・代表 県高体連会長 茂木暢雄
・会場 五頭山
・期日 五月八日（火）～九日（水）
＊全国高等学校ＡＲＤＦ競技大会
後援
・代表者 全国高文連アマチュア無線専門部
設立準備会代表 栗山正弘
・期日 七月二八日（土）～三〇日（月）
・会場 五頭連峰少年自然の家
＊シングルペアレント家庭のためのはじめ
てのキャンプ
後援
・代表者 ＮＰＯ法人野外遊人～阿賀野の自
然 理事長 田中雅之
・期日 五月二六日（土）、二七日（日）
十月八日（土）～九日（日）
・会場 五頭連峰少年自然の家
＊第十八回粋いきカラオケ連合発表会 後援
・代表者 同会代表 碓井守
・期日 平成二四年六月十七日（日）
・会場 ふれあい会館
＊瓢湖の空に泳げ第十七回「こいのぼり大作
戦」
後援
・代表者 手作りこいのぼりを泳がせる会
実行委員長 石川恒夫
・期日 平成二四年六月十日～十七日
・会場 瓢湖湖畔・あやめ園

○議案第四〇号 寄附採納について
＊阿賀野市教育委員会へ
・男谷燕斎（彦四郎） 漢詩書
・寄贈者 佐藤信次（下条町）
＊阿賀野市へ 剥製 アルマジロ 一体
・寄贈者 清野洋之・清野恵美子（小浮）
○ 議 案 第四 一 号 阿 賀野 市 青 少年 育 成セ ン
ター指導員の委嘱について
承認
・泉田康助（阿賀野高校）中島菊映（保田小）
富樫 慶（京ヶ瀬中）三原弘之（前山小）
佐々木一夫（下黒瀬）石塚次夫（下条）
音田祐子（堀越小）堀内厚子（堀越小）
・任期 平成二四年四月一日より二年間
（４）協議
○協議１ 教育委員会の在り方について
・議事録について
・議事録の公表について
○協議２ 三市北蒲教育委員会連合協議会
定期総会の開催について
・期日 六月八日（金）午後
・時程及び視察・講演のテーマ
・情報交換会について
○協議３ 教育委員会表彰規則について
・第２条の表彰対象者の考え方を協議検討
（５）その他
（事務連絡）
・児童生徒及び教職員の事故報告
～小学校二件 中学校二件 教職員〇件
・外国語指導助手（ＡＬＴ）の配置について
・被災児童生徒就学援助該当者の報告

・長期欠席児童へ対応について
・給食食材の放射能測定の結果報告
・市立小学校整備計画（前山小学校区）に関
することについて

午後四時五五分

（６）今後の日程について
○北陸地区Ｂ＆Ｇ地域海洋センター連絡協
議会「総会」 四月二五日 胎内市
○定例校園長会 ・五月二日（水）笹神支所
○阿賀野市成人式
・五月四日（水）水原総合体育館
○ 三 市 北蒲 教 育委 員 会連 合 会 教育 長 部会 ／
同右地区視聴覚協議会・ほか
・五月八日（火）新発田市
○下越地区社会教育委員連絡協議会「代議員
会」 五月十日（木）新潟市
○新潟県公立図書館長会議
・五月十一日（金）新潟市
○阿賀野市Ｐ連協議会評議員会・総会
・五月十一（金）天朝閣
○緑の少年団育成会総会並びに結団式
・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）天朝閣
○下越地区公民館連絡協議会
・五月十五日（火）新潟市
○臨時市議会～教委人事案件ほか
・五月十六日（月）本所議会
○教育委員任命辞令交付並びに第六回教育
委員会定例会
・五月二二日（火）笹神支所

終了

