教育委員会だより
明けましておめでとうございます
本年もよろしくお願いいたします

平成二二年第一三回教育委員会より
平成二二年第一三回教 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 平成二二年一二月二一日︵火︶
午後一時三〇分〜
二 場所 笹神支所 委員会室一
三 要旨
︵１︶平成二二年第一二回教育委員会会議録の
承認
︵２︶報告
前回︵一一月二五日︶から今回までの事務局
の事業報告と質疑
○市ＰＴＡ連絡協議会表彰式・﹁講演会﹂
・一一月二八日 日( )水原保健センター
○市議会臨時会〜笹小耐震・改修工事変更議決
・一一月二九日 月( )本庁

阿賀野市
教育委員会

教育目標︵水原中学校︶
豊かな知性とたくましい
実践力のある生徒

○第三回水中改築チーム検討会
・一二月一日 水( )笹神支所
○第一回人事異動会議︵県費負担教職員︶
・一二月一日 水( )笹神支所
○一二月定例校園長会
・一二月二日 木( )水原小学校
○第九回市議会定例会・一般質問等
本会議・一般質問 一二月三日〜五日
総務文教委員会 一二月八日 水( )
本会議採決
一二月十三日︵月︶
○笹神屋内ゲートボール・運動場リニューア
ル工事竣工式
・一二月四日 土( )同右運動場
○就学指導委員会
・一二月七日 火( )笹神支所
○第一回水中改築委員会
・一二月九日 木( )笹神支所
○国民読書年基調講演会〜柳田邦男氏
・一二月一二日 日( )ふれあい会館
○ 水 中改 築 説明 ︵市 長 ・ 副 市 長 ・ 管 理 三 課 ︶
・一二月一六日 木( )本庁市長室
○五頭連峰少年自然の家運営協議会
・一二月一七日 金( )笹神支所
○緑の少年団 修了式 他
・一二月一九日 日( )ふれあい会館
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○ブックスタート︵健康推進課と共催︶
・一二月二〇日 月( )水原保健センター

︵３︶議件
○議案第一〇四号 専決処分︵専第一三号区
域外就学︶の承認について
承認
○議案第一〇五号 専決処分︵専第一四号区
域外就学︶の承認について
承認
○議案第一〇六号 通学区域外就学の承認
について
承認
○議案第一〇七号 要保護及び準要保護児
童生徒の認定について
・申請者数二名
認定者数 一名
○議案第一〇八号 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︵継続審議︶
○議案第一〇九号 専決処分︵専第一五号通
学区域外就学︶の承認について
承認
○議案第一一〇号 専決処分︵専第一六号区
域外就学︶の承認について
承認
○議案第一一一号 冬季休業日の変更申請
の承認について
承認

︵４︶協議
○教育振興基本計画への対応について
・平成十八年の教育基本法の改正に対する対
応として︑新たな策定は行わず︑市の総合
計画をもって代える
・県が策定した﹁教育施策ビジョン﹂︵十一
月刊行︶も踏まえる
・後期基本計画の見直し・策定の中で市教委

としてのビジョンの明確化を図る
○水原中学校改築事業計画︵平面図等︶の説
明・意見交換
・長谷川施設係長の説明
基本構想を踏まえた水原中学校整備プ
ロジェクト／基本設計作成・検討スキー
ム／基本設計作成スケジュール
・生涯学習課の説明
水原図書館の現状と移設構想／学校運営
支援室の設置と社会全体で﹁子どもを育
む運動﹂
・石動設計事務所によるＡ・Ｂ案の説明

︵５︶その他
○共催・後援願いの許可状況について
＊第一六回世界洋らん展ｉｎにいがた 後援
・代表者 ︵有︶サントピアワールド
代 表取 締 役 社 長 朝 妻 信 一
・期日 平成二三年二月十一日〜二七日
・会場 安田フラワーガーデン
＊みんなで Ｍｙ Ｎａｖｉ２
共催
・代表者 総合型クラブ〜やろでば！みんな
で 会 長 代 行 佐 野 邦雄
・期日 平成二三年二月二七日︵日︶
・会場 ふれあい会館・長生館
＊第三〇回新潟小児糖尿病キャンプ
後援
・代表者 ペガサスの会代表 小川洋平
・期日 平成二三年八月二二日〜二五日
・会場 五連峰少年自然の家
＊第二〇回阿賀野カップ
共催
・代表者 阿賀野市体育協会会長 柄澤仲一
・期日 平成二二年十二月二五日〜二六日

・会場 水原中・笹神中・水原総合体育館
＊平成二二年度瓢湖 探鳥会及び野鳥保護の
集い
後援
・代表者 県愛鳥センター紫雲寺さえずりの
里所長 増谷郁昭
・期日 平成二三年二月十三日︵日︶
・会場 瓢湖・水原福祉会館
＊確認事項
・﹁申請の期限﹂は事業等の実施日初日の前
月十日までとする
・﹁共催申請の扱い﹂使用料金の免除を伴う
共催申請については特に慎重に審議する
○事務連絡など
・市立小学校十一校整備計画︵案︶説明会の
報告について
〜安田地区は︑︵方向性︶を変更して山手
小・赤坂小を同時統合とし︑将来は当初方
針のとおり小学校１校とする
〜地元の要望︑急速な少子化を踏まえでき
るだけ早期の統合を目指す
〜必要となる教室増を二六年度までに達
成し︑二七年度からの統合が実施できるよ
う市長部局に要請していく
○平成二三年度幼稚園３歳児募集結果
・安田幼
二四名︵在園予定五八名︶
・京ヶ瀬幼 一九名︵在園予定六八名︶
○児童・生徒及び教職員事故報告一覧
○資料配布と補足説明
・平成二二年度︵二一年度繰越︶学校施設耐
震補強・大規模改造工事進捗状況
︵６︶今後の日程
○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
〜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﹂市長訓辞
・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﹂訓辞
一月四日 火( )
市長
水原保健センター
教育長
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
○市体育協会﹁新年会﹂
・一月二一日 金( )天朝閣
○第一回教育委員会定例会
・一月二六日 水( )笹神支所
○Ｂ＆Ｇ財団全国市長会議
・一月二七日 木( )東京都

終了 午後五時三五分

