
教育委員会だより 第１７９号 

令和元.６.４ 

阿賀野市 

教育委員会 

阿賀野市教育委員会の構成 

 令和元年５月２１日付けで岩村教育長が退

任され、５月２２日に新教育長として神田教育

長および教育委員に再任された瀧澤委員が辞

令交付を受け就任しました。結果、阿賀野市教

育委員会の構成は、次のようになりました。 

・教育長  神 田 武 司（新任） 

・委 員  渡 邉 栄 二 

      （教育長職務代理者） 

・委 員  圓 山   孝 

・委 員  瀧 澤 圭 子（再任） 

・委 員  酒 井 里佳子 

 また、教育センターには猪俣教育指導主事が

着任しました。 

令和元年第５回教育委員会より 

 令和元年第５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。 

１ 日時 令和元年 5月 29日(水)午前 9時～ 

２ 場所 笹神支所 委員会室１ 

３ 要旨 

(1) 会議録署名委員の指名 

(2) 平成 31 年第４回教育委員会定例会会議

録の承認 

(3) 業務報告 

 ◎教育長から 

＊５月２４日（金）、長岡の小学校で運動会

の練習中、複数名の児童が熱中症で救急搬

送されたという報道を受け、市内小学校に

運動会での熱中症対策を指示しました。ま

た、各小学校に児童用テントの希望をと

り、希望した３校へ合計２２張りのテント

を搬入し、グラウンドに設置しました。 

 ＊５月２５日（土）、熱中症対策を万全に、

市内小学校８校の運動会が実施されまし

た。猛暑の中でも、元気一杯に競技に応援

に取り組む姿が見られました。 

 ＊５月２８日（火）、川崎市で通学中の児童

が刺されるという事件を受け、園児、児童 

生徒の安全確保の強化を各学校、園に依頼

しました。 

 ◎学校教育課長から 

 ○関東地区都市教育長協議会総会 

 ・５月９日（木）～１０日（金）  

長野県松本市 

 ○総務文教常任委員会 

 ・５月１０日（金）市役所 

 ○市ＰＴＡ連絡協議会評議員会 

 ・５月１０日（金）天朝閣 

 ○第２回校園長会議 

 ・５月１４日（火）笹神支所 

 ○発達障害早期総合支援推進地域協議会 

総会 

 ・５月１５日（水）安田交流センター 

○ＰＴＡ学校説明会 

 ・５月１６日（木）分田小学校 

 ○新潟県都市教育長協議会春季定期総会 

 ・５月１７日（金）見附市 

 ○神田教育長、瀧澤教育委員辞令交付 

 ・５月２２日（水）市役所 

 ○小学校運動会 

 ・５月２５日（土）全小学校 

 ○５月教育委員会定例会 

 ・５月２９日（水）笹神支所 

 ○三市北蒲原郡教育委員会連合協議会総会 

及び研修会 

 ・５月２９日（水）胎内市 

 ◎生涯学習課長から 

 ○阿賀野市成人式（出席率 90.2％） 

 ・５月４日（土）水原総合体育館 

○新発田地域高校生生活指導連絡協議会 

 ・５月９日（木）新発田西高校 

 ○下越公民館連絡協議会 

 ・５月９日（木）新発田中央公民館 

 ○緑の少年団団結式 

 ・５月１１日（土）少年自然の家（14人参加） 

 ○やさしいフラワーアレンジメント講座 

 ・５月１１日（土）水原公民館（14人参加） 

 ○朝ヨガ in水原公民館（毎週日曜３回） 

 ・５月１２日（日）水原公民館 

（延べ 115人参加） 

 ○さわらび学級（高齢者学級） 



・５月１３日（月）ふれあい会館（23人参加） 

○育成センター指導員連絡会（指導員 35人） 

・５月１６日（木）ふれあい会館 

 ○新潟県公民館連絡協議会 

 ・５月１７日（金）新潟市中央公民館 

 ○新潟県図書館協会評議員会 

 ・５月１７日（金）県立図書館 

 ○寿学級（高齢者学級） 

 ・５月２０日（月）京和荘（33人参加） 

 ○山手学級・さわやか女性セミナー 

 ・５月２２日（水）自然の家（21人参加） 

 ○安田地区囲碁将棋大会 

 ・５月２６日（日）安田交流センター 

（16人参加） 

 ◎管理指導主事から 

 【4月 26日～5月 28日】 

 ○児童生徒の事故報告 

 ・不審者２件（小学校）声かけ、追いかけ 

 ・ズボン下ろし２件（小学校） 

 ・暴力行為１件（中学校） 

 ・光化学スモッグの影響２人（中学校） 

 ○教職員の事故報告 

 ・交通事故２件 物損 うち加害１件 

(4) 報告事項 

 ○報告第８号 共催・後援の承諾について 

  【共催４件・後援４件】 

 ①救急法講習会（後援） 

・代表者 新潟県養護教員研究協議会 

      会長 原 栄都子 

 ・日 時 7月 29日(月)13:30～16:30 

 ・会 場 阿賀野市消防署 

 ②第５回就職差別撤廃新潟県集会（後援） 

 ・代表者 就職差別撤廃新潟県集会 

      実行委員会 会長 野田 尚道 

 ・日 時 6月 4日(火)13:00～16:30 

 ・会 場 新潟ユニゾンプラザ 

 ③初級障がい者スポーツ指導員養成講習会 

（共催） 

・代表者 NPO法人阿賀野市総合型クラブ 

理事長 國井 嘉樹 

・日 時 9月 21日(土)～9月 23日(月） 

9：00～19：00 

 ・会 場 水原総合体育館 

④レクリエーション・パラリンピック種目 

体験会（共催） 

・代表者 NPO法人阿賀野市総合型クラブ 

理事長 國井 嘉樹 

・日 時 9月 21日(土)～9月 23日(月） 

9：00～19：00 

 ・会 場 水原総合体育館 

 ⑤瓢湖の空に泳げ  

第 24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 小野 敏 

 ・日 時 6月 9日(日)～6月 16日(日) 

 ・会 場 瓢湖水きん公園 

 ⑥新潟県高等学校春季地区体育大会 

  ほか５大会（共催） 

 ・代表者 新潟県高等学校体育連盟 

      会長 玉木 正己 

 ・日 時 5月 6日(月)・7日(火)ほか 

・会 場 五頭山（登山）ほか 

⑦はつらつ体験塾  

日帰りミニキャンプ in五頭（共催） 

 ・代表者 新潟県少年自然の家 

      所長 名古 善晃 

 ・日 時 8月 1日(木) 

 ・会 場 五頭連峰少年自然の家 

 ⑧新潟県少年の主張大会-わたしの主張- 

三市北蒲原地区大会(後援) 

 ・代表者 新潟県新発田地域振興局 

健康福祉環境部 

部長 阿部 俊幸 

 ・日 時 8月 23日(金)13:30～16:00 

 ・会 場 新発田市生涯学習センター 

 ○報告第９号 要保護及び準要保護児童生

徒の認定等について 

 ・申請者数 455人 認定者数 231人 

 (5) 議件 

 ○議案第１５号 令和元年度阿賀野市一般

会計補正予算（第１号）の議案に関する意

見の申出について  承認 

 ・小中学校長寿命化等改修事業費 

  （京ヶ瀬小学校トイレ改修工事、安田中学

校長寿命化改修工事） 

           △２億２８００万円 

 ・施設型給付事業費（施設型給付費負担金） 

           ３１６万３０００円 

 ・安田交流センター維持管理事業費 

  （駐車場屋外照明工事）   ３２万円 

 ○議案第１６号 学校（園）評議員の委嘱に

ついて  承認 

 ・小学校８校４０人 中学校４校１９人 

  幼稚園２園９人  



 (6) その他 

 ①今後の日程について 

 ＜学校教育課＞ 

 ○新潟県同和教育研究協議会総会 

 ・６月３日（月）長岡市 

 ○第３回校園長会議 

 ・６月４日（火）笹神支所 

 ○阿賀野市議会定例会 

 ・６月６日（木）～２０日（木）市役所 

 ○総務文教常任委員会 

 ・６月１４日（金）市役所 

 ○学校事務共同実施推進協議会 

 ・６月１９日（水）笹神支所 

 ○租税教室推進会議 

 ・６月２１日（金）市役所 

○教育委員会学校訪問 

・６月２４日（月）笹岡小、神山小、笹神中 

 ○下越教育事務所管理主事学校訪問 

 ・６月２５日（火）安野小、京ヶ瀬中 

 ○６月教育委員会定例会 

 ・６月２７日（木）笹神支所 

＜生涯学習課＞ 

 ○ナイターソフトボール大会 

 ・６月１日（土）～２２日（土）水原野球場 

  ２８チーム参加 

 ○こいのぼり大作戦 

 ・６月９日（日）瓢湖水きん公園 

 ○スポーツ＆レクリエーションフェスタ 

 ・６月９日（日）水原総合体育館 

  アルビＢＢラビッツ参加 

 ○親子で味噌作り 

 ・６月１６日（日）安田交流センター 

 ○緑の少年団森林整備活動 

 ・６月２２日（土）育林の森 

 ○スリランカカレー作り講座（異文化交流） 

 ・６月２２日（土）水原公民館 

 ○青少年育成センター指導員研修会 

 ・６月２６日（水）ふれあい会館 

②事務連絡事項 

 ・三市北蒲原郡教育委員会連合協議会総会及

び研修会の参加について 

 

 終了 午前９時４９分 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


