教育委員会だより
平成二三年第五回教育委員会より

日時 平成二三年四月二六日（火）
午後一時三十分～
場所 安田支所 第四会議室

平成二三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）平成二三年第二回教育委員会会議録の承
認（第四回分は次回へ）
（２）報告
前回（三月二五日）から今回までの事務局の
事業報告と質疑
○教職員退職・転出教職員辞令交付式
・三月三一日 木( )ふれあい会館
○教委職員・学校教職員等転入辞令交付式
・四月一日（金）ふれあい会館
○阿賀野高校・京ヶ瀬中学校入学式
・四月六日（水）
○市立小・中学校入学式 四月七日（木）
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阿賀野市

教育委員会

教育目標 保(田小学校 )
学びをつなぎ
心ゆたかに生きる

（３）議件
○議案第四〇号 専決処分（専第十一号区域
外就学）の承認について
承認
○議案第四一号 専決処分（専第十二号区域

○安田・京ヶ瀬幼稚園入園式 四月八日 金( )
○校園長会議
四月八日 金( )笹神支所
○赤坂小学校六年生 鮭稚魚放流
・四月一四日 木( ) 大和水辺の楽校
○クリーン作戦 四月一七日（日）市全域
○津村禮次郎氏講演会「能を楽しむ」
・四月一七日（日）ふるさと会館
○全県教育長会議 四月一八日 月( )県庁
○「ことばと心の相談室」来訪・連携協議
・四月一九日 火( )笹神支所
○平成二三年度緑の少年団育成会議総会／
結団式／エコ施設見学
・四月二三日 土( )ふるさと会館ほか
○阿賀野市体育協会「表彰式」＆「総会」
・四月二四日 日( )市内「飲食店」
○阿賀野市自治会長会議
・四月二五日 月( )水原保健センター
○「発達障害総合支援協議会」推進委員会
・四月二五日 月( )笹神支所

第 82 号

外就学）の承認について
承認
○議案第四二号 専決処分（専第十三号市立
小中学校における主任等）の承認について
承認
○議案第四三号 区域外就学の承認につい
て
承認
○議案第四四号 要保護及び準要保護児
童・生徒の認定について
承認
・申請者数二九二名
認定者数二九二名
○議案第四五号 阿賀野市一般会計補正予
算（第 号）の議案に関する意見申し出につ
いて
承認
○議案第四六号 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
・佐藤幸雄（保田）
姉崎正治（安田中）
八幡栄一（保田小） 木村哲也（赤坂小）
大澤まり子（緑岡）六田将司（京ヶ瀬小）
高綱 敬（安野小）橋本強正（阿賀野高）
酒井文彦（水原中） 土屋隆昌（分田小）
木村美恵子（堀越小）樋口孝行（神山小）
・任期 平成二三年四月一日より二年間
○議案第四七号 寄附採納について 採納
＊安田幼稚園へ
加湿空気清浄機
・寄贈 昨年度修了児保護者代表 長島裕子
○議案第四八号 専決処分（専第十四号区域
外就学）の承認について～避難対応 承認
・山手小三名
安田中二名

４( )協議
○協義１ 水原中学校改築事業について
・議会への説明状況について
・繰越明許を含む今後のスケジュール

・改築基本設計案の調整について
○協議２ 小学校十一校整備計画について
～分田小学区のアンケート調査結果聴取
・アンケート調査の趣旨と実施方法
・調査結果の概要説明
・質疑と意見交換～分田小学区の特性など
・今後の対応について
地区毎の異なる事情を踏まえ、着手可能な
地区の整備計画具体案を準備して各地区
や学校に提示していく
（５ )その他
○共催・後援願いの許可状況について
＊第十九回「阿賀の岸辺にて」映画上演と講
演の集い
後援
・代表者 阿賀に生きるファン倶楽部 代表
籏野秀人
・期日 五月四日 木( )
・会場 安田公民館大集会室
＊第十七回粋いきカラオケ連合発表会 後援
・代表者 同右連合委員会
碓井守
・期日 六月五日（日） ・ふれあい会館
＊「校外ホームルーム」
後援
・代表 阿賀野高校 山崎公子校長
・五頭連峰少年自然の家
＊瓢湖トリムウォーキング大会
後援
・日の出町自治会長 丸山 昇
・五月八日（日） 胎内市産業文化会館
＊瓢湖の空に泳げ第一六回「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 六月十二日 日( ～)一九日 日( )

・会場 瓢湖湖畔／あやめ園
（６）今後の日程について
＊県高等学校春季地区大会（登山） 共催
○三市北蒲教育委員会連合会教育長部会／
・五月六日（金）
、七日（土） ・五頭山
同右地区視聴覚協議会・ほか
・代表 県高体連会長 高山俊彦
・四月二八日 木( )新発田市
＊県高校総体兼全国高校総体県予選会（バト
○五頭山山開き
・五月三日 火( )
ミントン男子）
共催
○阿賀野市成人式
・五月二七日（金）～二九日（日）
・五月四日 水( )水原総合体育館
・場所 笹神体育館
○定例校園長会 ・五月六日 金( )笹神支所
・代表 高体連会長 高山俊彦
○総合型クラブ総会
○安田Ｂ＆Ｇ開催新企画について
・五月八日 日( )市内飲食店
～スタンプカードによる利用促進
○下越地区公民館連絡協議会
（事務連絡）
・五月十日 火( ) 新潟市
・社会教育団体申請者「九条を守る阿賀野
○青少年育成センター指導員連絡会
の会」の活動状況について
・五月十二日（木）
ふれあい会館
・避難所「五頭少年自然の家」の近況
○新潟県図書館協議会「評議員会」
・安田中耐震化工事進捗状況視察（次回）
・五月十三日 金( )県立図書館
・児童・生徒及び教職員の事故報告
○阿賀野市Ｐ連協議会評議員会・総会
（参考）阿賀野市立小・中学校教頭の異動
・五月一三日 金( )市内「飲食店」
・京ヶ瀬小 転出 堀文夫（川東小・校長）
○市議会総務文教常任委員会
転入 磯部正樹（胎内・黒川小）
・五月十六日 月( )本所委員会室
・前山小 転出 川池雅樹（東小千谷小）
○都市教育長会議春季総会
転入 吉田勇一（長岡・越路中）
・五月十七日 火( 、)十八日（水）五泉市
・堀越小 転出 長谷川栄一郎（日出谷小）
○第六回教育委員会定例会
転入 安澤たい子（新発田赤谷小）
・五月二〇日 金( )笹神支所
・水原小 転出 芋川敏之（前山小・校長）
○人権教育行政担当者研究協議会
転入 土田暢也（阿賀・三郷小）
・五月二〇日 金( ) 新潟市
・笹岡小 転出 長谷川洋志（三条・長沢小）
○教育委員任命辞令交付 五月二二日付け
転入 青木善治（三条・月岡小）
・神山小 定年退職 関谷敏雄
終了 午後五時二五分
転入 波多野孝（胎内・きのと小）
・安田中 転出 会田政弘（新潟・潟東中）
転入 市川茂明（柏崎・第一中）

