教育委員会だより

平成二三年第一回教育委員会より
平成 二三 年第 一回 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 平成二三年一月二六日（水）
午後一時三〇分～
二 場所 笹神支所 委員会室一
三 要旨
（１）平成二二年第十三回教育委員会定例会会
議録の承認
（２）報告
前回（十二月二一日）から今回までの事務局
の事業報告と質疑
○平成二二年度図書館協議会
・一二月二二 水( )市立図書館
○第四回水中改築チーム検討会
・一二月二四 金( )笹神支所
○小・中学校教員評価面談（校長）
・一二月二四 金( )笹神支所
○第二回水中改築委員会

阿賀野市
教育委員会

教育目標 （京ヶ瀬幼）
ともだち
いっぱい
げんきな子

～設計案への意見・要望など
・一二月二七日 月( ) 笹神支所
○「御用納め」市長訓示
・一二月二八日 火( )水原保健センター
○市民元旦マラソン（参加者一五五名）
・一月一日 土( ) 水原体育館他
○「仕事始め」訓示
一月四日 火( )
市長訓示
水原保健センター
教育長訓示
ふれあい会館
○義務教育課特別支援室・下越教育事務所挨
拶＆事務連絡 （教育長）
・一月四日 火( )
○新発田市教育長来訪（就任挨拶）
・一月五日 水( )笹神支所
○定例校園長会議
・一月一三日 木( )笹神支所
○青少年問題協議会
・一月一八日 火( )笹神支所
○総務文教常任委員会
・一月一九日 水( )天朝閣
○市議会臨時会
・一月二四日 月( ) 市役所
○第五回水中改築チーム検討会
・一月二五日 火( )笹神支所

H23.2.2

（３）議件

第７９号

○議案第一号 専決処分（専決第一号区域外
就学）の承認について
承認
○議案第二号 専決処分（専決第二号区域外
就学）の承認について
承認
○議案第三号 平成二三年度学区外就学の
承認について
承認
・三三名（継続 三〇名 新規 三名）
○議案第四号 通学バス乗車許可申請の承
認について
承認
○議案第五号 阿賀野市要保護及び準要保
護児童生徒就学援助事務要領の全部改正に
ついて
承認
○議案第六号
阿賀野市旗野裕之・旗野マ
キ子吉田東伍記念博物館基金の処分に係る
意見申し出について
承認
・中期五カ年計画の中の平成二三年度分
○議案第七号 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 「五頭連峰少年自然の家」管理運
営について
・平成二二年度の運営状況について
市内・市外の利用者状況／稼働率／平成二
二 年 度 予 算 状 況 ／ 施 設状 況 ～ 体 育 館 ・ 食
堂・管理棟・宿泊棟・奥外施設
・平成二三年度受け入れ目標について
・今後の課題／展望／目標について
○協議２ 児童生徒体力状況及び学力・学習
状況についての結果と分析

・平成二二年度全国及び新潟県体格・体力運
○事務連絡・報告
動能力調査結果より
・平成二二年度一月補正予算協議内容
【小学校の分析】
地上デジタル放送整備事業
阿賀野市の小学校５年生は、男女とも全
分田小特別支援学級改修工事
国平均を超える「体力・運動能力」を持っ
笹神中保健室エアコン設置事業など
ていると言える。ここに表れたのは１学期
・阿賀野市小学校十一校整備計画の推進スケ
の体力テストの成績である。テスト結果をジ
ジュール（案）
分析した後に、市内全小学校で取り組まれ殻
～６月議会をめどに固めていく
ている弱点克服の運動実践の実態を考え
・国勢調査結果の速報について
ると、活力ある小学校生活を送るにふさわ
・場外車券＆舟券売場に関する情報
しい体力を得ていると考えられる。
・水原中学校改築基本設計Ｃ案の概要
【中学校の分析】
配置図・各階平面図・パース・その他
阿賀野市の中学２年生は、男女とも全国
基本設計完成（３月末）までの予定
や県の平均を超える「体格」を持っている。
・インフルエンザ様疾患集団発生状況報告
体力・運動能力でも抽出２校の男子は、好
・小中学校卒業式・入学式予定日一覧
成績を記録している。中学校の課題は、女
・就学援助関係資料
子の運動能力の向上を図ることと、男子の
要保護児童生徒援助費補助金（要綱）
運動能力の学校間格差の是正である。自校
平成二二年度就学援助認定状況
の調査結果の分析をもとにして、全校体制
（小二二三名・中一三〇名～計三五三名）
での取り組みを構築し実践されるよう期
支給停止一件（婚姻により）
待している。
・児童・生徒事故報告
・平成二二年度全国学力・学習状況調査（小
学校）
（中学校）抽出調査結果より
～資料配付のみで説明は次回へ、

５( )その他
○共催・後援願いの許可状況について
＊教育力啓発事業「親は子どもの鏡」 後援
・代表者 （社）新発田市青年会議所教育力
開発委員長 小林和也
・期日 平成二三年三月十八日（金）
・会場 新発田市生涯学習センター

（６）今後の日程
○Ｂ＆Ｇ財団全国市長会議
・一月二七日 木( )東京都
○Ｂ＆Ｇ海洋センター連絡協議担当者会議
・一月二七日 木( ) 新潟市
○第三回水中改築委員会
～Ｃ案の説明／設計案への意見・要望など
・一月二七日 木( ) 笹神支所
○いじめ根絶県民会議
・一月二七日 木( ) 新潟市自治会館
○給食記念感謝の日
・一月二八日 金( ) 保田小学校

五分

○水中改築に係る周辺自治会への説明会
・一月二九日 金( )学校町集落センター
○子どもお琴教室発表会
・一月三〇日 日( ) 水原公民館
○下越地区公民館連絡協議会「代議員会」
・二月一日 火( )新潟市
○二月定例校園長会
・二月二日 水( )笹神支所
○第二回教職員人事異動会議
・二月四日（金） 下越教育事務所
○青少年健全育成県民会議「市町村ネットワ
ーク代表者会議」
・二月八日 火( ) 新潟市
○社会教育主事・公民館職員等合同研修会
・二月九日 水( ) 新発田市
○白鳥供養祭・守る会総会
・二月一三日 日( )瓢湖・湖四季 笹神支所
○青少年育成センター「指導員連絡会」
・二月二二日 火( ) 市内
○平成二三年第二回教育委員会定例会
・二月二三日 水( ) 笹神支所 委員会室一

終了 午後五時

