教育委員会だより
平成二三年第四回教育委員会より
平成二三年第四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 日時 平成二三年三月二五日（金）
午後一時三十分～
二 場所 笹神支所 委員会室一
三 要旨
（１）平成二三年第三回教育委員会会議録の承
認
（２）報告
前々回（二月二三日）から今回までの事務局
の事業報告と質疑
○団塊の世代等社会参加モデル推進事業
「大山治郎氏講演会」～県との共催
・二月二七日 日( )ふれあい会館
○阿賀野市スポーツ振興審議会
・二月二八日 月( )笹神支所
○臨時教育委員会
・二月二八日 月( )笹神支所委員会室一
○発達障害支援講演会～新大・増澤菜生氏
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阿賀野市

教育委員会

教育目標 笹(神中学校 )
清く たくましく
進んで
向上を目指す生徒

・三月一日 火( )ふれあい会館
○水中改築事業当初案説明～市長・三課へ
・二月二八日（月）／三月一日 火( )本庁
○三月定例議会
本会議・議案上程 三月二日／一般質問
二日～四日／総務文教常任委員会 八
日・十六日／本会議・採決 十八日
○阿賀野高校卒業式 ・三月四日 金( )
○学校支援ボランティア養成講座
「中学生と保護者の状況」～水中広瀬校長
・三月六日 日( )／「学校と地域の連携」～
新潟市立入舟小・小島良子地域教育コーデ
ィネーター ・三月一三日（日）
○教職員異動内示
・第二次～三月五日／第三次～三月十一日
○管内小・中学校卒業証書授与式
・中学校～八日 火( )小学校～二四日（木）
○公民館運営審議会＆社会教育委員会
・三月九日 水( ) 各施設の巡回＆笹神支所
○定例阿賀野市校園長会議
・三月十日 木( )水原小学校
○教員評価面談～校長・教頭
・三月一四日（月）～一八日 金( )笹神支所
○市長・三課に対する水中改築基本設計見直
し案説明
・三月一六日 水( ) 本庁
○東日本大震災避難者受け入れ（約二百人）

第 81 号

・三月一七日 木( ～) 五頭連峰少年自然の家
○安田・京ヶ瀬幼稚園修了式
・三月二三日 水( )両幼稚園

（３）議件
○議案第二一号 平成二二年度末・二三年度
初市職員人事異動について
承認
○議案第二二号 専決処分（専決五号区域外
就学）の承認について
承認
○議案第二三号 専決処分（専決六号区域外
就学）の承認について
承認
○議案第二四号 専決処分（専決七号通学区
域外就学）の承認について
承認
○議案第二五号 専決処分（専決八号区域外
就学）の承認について
承認
○議案第二六号 通学区外就学の承認につ
いて
承認
○議案第二七号 区域外就学の承認につい
て
承認
○議案第二八号 阿賀野市生涯学習推進本
部設置要綱の一部を改正する要綱の制定に
ついて
承認
○議案第二九号 阿賀野市生涯学習推進協
議会設置要綱の廃止について
承認
○議案第三〇号 阿賀野市社会教育関係団体
の認定について
認定
＊九条を守る阿賀野の会
・目的 憲法九条を守り、大切さを広める活動
を行う
・代表者 伊藤道秋（緑岡）
・構成員数 三五人
＊シャキ！いき！スマイルクラブ
・目的 体力の維持及び増進のため、シャキい
き健康法や運動を通じて体力づくりを行い、

心身ともに健康的な生活を送るとともに、市
が掲げる「幸福祉のまちづくり」に寄与する
・代表者 権瓶桂子（小松） ・構成員十人
＊シャキ！いき！クラブ
・目的 スマイルクラブと同じ
・代表者
石塚美砂（上高関） ・構成員 二〇人
＊さわやかくらぶ
・目的 スマイルクラブと同じ
・代表者
荒木ナリ子（下条） ・構成員 一六人
○議案第三一号 寄附採納について 採納
＊笹神中学校へ
美術全集など
・寄贈者 山﨑耕一（新発田市）
＊笹神中学校へ
体育館暗幕 ・寄贈者
平成二二年度卒業生保護者代表瀧澤圭子
＊安野小学校へ
ＤＶＤ ・寄贈者 平成
二二年度卒業生保護者代表 星恵子
＊笹岡小学校へ デジタルカメラ ・寄贈者
平成二二年度卒業生保護者代表 杉山悟
＊分田小学校へ
デジタルカメラ
・寄贈者 中村美和子（上福岡）
＊赤坂小学校へ
本棚
・寄贈者 安達由美子（小松）
○議案第三二号 専決処分（専決九号通学区
域外就学）の承認について
承認
○議案第三三号 通学区外就学の承認につ
いて
承認
○議案第三四号 専決処分（専決十号通学区
域外就学）の承認について
承認
○議案第三五号 通学区外就学の承認につ
いて
承認
○議案第三六号 通学バス乗車許可申請の
承認について
承認
○議案第三七号 阿賀野市社会教育指導員
の任命について
承認

・後藤千代吉（再任）
○議案第三八号 阿賀野市青少年育成セン
ター相談員の委嘱について
委嘱
・渡邉政和（任期一年）
○議案第三九号 阿賀野市体育施設条例施
行規則の一部を改正する規則の制定につい
て
承認
４( )協議
○協義１ 東日本関東大震災被災者に対す
る就学支援等について
・五頭連峰少年自然の家における被災者の
受け入れ状況について
・被災者児童生徒受け入れに伴う諸経費
○協議２ 水原中学校改築基本設計案の見
直しについて
・３月議会における経緯と今後について
・基本設計見直し案について
５( )その他
○共催・後援願いの許可状況について
＊民話の語り手講座
共催
・新潟の民話の語り手交流会代表五十嵐絹子
・期日 四月～六月（毎月第２・４木曜）
・会場 ふるさと農業歴史館
＊中村文昭トークショー
後援
・代表者 同右実行委員会委員長 小林祥平
・期日 六月一九日 日( ) ふれあい会館
＊平成二三年度新潟県中学校トップ校卓球
強化大会
共催
・代表者 新潟県中体連会長
吉村正史
・期日 四月九日、十日 水原総合体育館
＊第三三回東日本軟式野球大会２部 後援
・代表者 全日軟連新潟県支部 山内春夫

・六月十日～一三日 水原野球場
○事務連絡～児童・生徒・教職員の事故報告
（参考）阿賀野市立小・中学校長の異動
・保田小 転出 須原修（燕・市教委）
転入 相馬重輔（新発田・二葉小）
・赤坂小 転出 武藤真理子（燕・粟生津小）
転入 長谷川栄（三条・三条小）
・前山小 転出 目黒武志（新発田・二葉小）
転入 芋川敏之（阿賀野・水原小）
・安野小 転出 西澤真一（新潟大付属幼）
転入 安達清重（新発田・荒橋小）
・水原中 転出 広瀬松司（新潟・坂井輪中）
転入 渋谷雅秀（新潟・黒埼中）
・笹神中 転出 村山幸一（県教委・下越）
転入 中村義則（三条・市教委）

午後六時

（６）今後の日程について
○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
○市立小・中学校入学式 四月七日（木）
○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
○クリーン作戦 四月一七日（日）市全域
○津村禮次郎「能講演会」
・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
○阿賀野市自治会長会議
・四月二五日 月( )水原保健センター
○第五回教育委員会定例会
・四月二六日 火( ) 安田支所

終了

