
教育委員会だより 第 180号 

令和元.7.3 

阿賀野市 

教育委員会 

令和元年第 6回教育委員会より 

 令和元年第 6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 6月 27日（木） 

午前 10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）令和元年第 5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 

＊6月 4日（火）、第 3回校園長会がありまし

た。教え込むことに終始するのではなく、

自分の考えを発揮できる場を用意し、個性

を包み込む温かさのある授業を展開する

など、伸び伸びとした教育の推進をお願い

しました。また、校外学習に伴う危険防止

の徹底とともに、保護者や地域ボランティ

アによる子どもの見守り活動を強化して

もらうよう依頼しました。 

 ＊6月 9日（日）、第 24回こいのぼり大作戦

の開会式が行われました。園児、小・中学

生、町内会、福祉施設の皆さんなど 27 団

体が参加しました。工夫をこらした 36 本

のこいのぼりが、雨上がりの空に元気よく

泳ぎました。 

 ＊6月 11日（火）、外国語活動授業研究会を

安田小学校で開催しました。次年度から始

まる小学校英語科に備え、英語推進リーダ

ーである安田小学校 戸松教諭から授業

を公開していただきました。小学校教員 

12人、中学校教員 3人が参加しました。 

 ＊6 月 18 日（火）午後 10 時 22 分頃、山形

県沖を震源とする地震発生。阿賀野市は震

度 4を観測しました。阿賀野市の児童生徒

のけが、校舎等の被害は確認されませんで

した。 

 ＊6月 26日（水）、阿賀野市育成センター指 

導員研修会をふれあい会館で行いました。

ＮＰＯ法人にいがた地域情報化推進協議

会の横山博一様を講師に、インターネット

にかかわる現状や課題、その解決策等につ

いて学びました。 

 ◎学校教育課長から 

 ○令和元年度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 

 ・6月 4日（火）笹神支所 

 ○令和元年第 2回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 

 ○租税教育推進協議会 

 ・6月 21日（金）市役所 

 ○教育委員学校訪問 

 ・6月 24日（月）神山小、笹岡小、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 

 ○第 6回教育委員会定例会 

 ・6月 27日（木）笹神支所 

 ◎生涯学習課長から 

 ○令和元年度第 1回新潟県同和教育推進協議会  

 ・5月 30日（木）県庁 

 ○第 15 回阿賀野市ナイターソフトボール大

会開会式（28チーム参加） 

 ・6月 1日（土）水原野球場 

 ○新潟県同和教育研究協議会第 1回理事会・

第 28回総会 

 ・6月 3日（月）長岡市 

○令和元年第 2回阿賀野市議会定例会 

 ・6月 6日（木）～20日（木）市役所 

 ○第 24回こいのぼり大作戦 

 ・6月 9日（日）～6月 16日（日）瓢湖 

 ○親子で味噌作り（56人参加） 

 ・6月 16日（日）安田交流センター 

 ○社会厚生常任委員会 

 ・6月 17日（月）市役所 

 ○第 15 回阿賀野市ナイターソフトボール大

会決勝・閉会式（優勝：山本新チーム） 



・6月 20日（木）水原野球場 

○スリランカカレー作り講座（16人参加） 

 ・6月 22日（土）水原公民館 

 ○緑の少年団森林活動（14人参加） 

 ・6月 22日（土）育林の森 

◎管理指導主事から 

 【5月 29日～6月 27日】 

 ○児童生徒の事故報告 

 ・非行 1件（中学校）器物破損 

 ・いじめ 1件（小学校）ズボン下ろし 

 ・暴力行為 1件（中学校）生徒間 

 ・虐待 2件（小学校） 

 ・不審者 1件（中学校）不審な行動 

 ○教職員の事故報告 

 ・交通事故 1件 自損 

（4）報告事項 

 ○報告第 10号 共催・後援の承諾について 

  【共催 2件・後援 5件】 

 ①令和元年度「いじめ見逃しゼロ 県民の集

い」（共催） 

・代表者 深めよう 絆 にいがた県民会議  

新潟県教育委員会 

教育長 稲荷 善之 

 ・日 時 9月 23日（月）13：30～16：25 

 ・会 場 長岡リリックホール 

 ②Daisuke Katsumataコンサート（後援） 

 ・代表者 UNICORN 代表 徳永 絵麻 

 ・日 時 7月 13日（土）16：30～ 

 ・会 場 安田交流センター 

 ③水原郷絵を描く会 第 56回展（後援） 

 ・代表者 水原郷絵を描く会 斎藤 敏昭 

 ・日 時 6月 25日（火）13：00～ 

30日（日）16：00 

 ・会 場 水原公民館 

 ④下越地区中学校総合体育大会（共催） 

 ・代表者 二市北蒲中学校体育連盟 

会長 田澤 充哉 

 ・日 時 6月 14日（金）、28日（金）、 

29日（土） 

 ・会 場 水原野球場、水原総合体育館他 

⑤食育講演会（後援） 

 ・代表者 阿賀野市ＰＴＡ連絡協議会 

会長 藤田 郁雄 

 ・日 時 8月 4日（日）10:00～12:00 

 ・会 場 ふれあい会館 

⑥第 16回阿賀野市合唱祭（後援） 

 ・代表者 阿賀野市合唱連盟 野村 幸子 

 ・日 時 7月 14日（日）13：30～ 

 ・会 場 水原公民館 

 ⑦文藝賞 第 12 回「阿賀北ロマン賞」公募  

事業（後援） 

 ・代表者 学校法人敬和学園 敬和学園大学 

学長 山田 耕太 

 ・日 時 6月 24日（月）～10月 11日（金） 

 ・会 場 応募先 敬和学園大学 

 ○報告第 11 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 456人  認定者数 383人 

 ○報告第 12号 教職員の年次有給休暇又は 

夏季休暇の優先取得日について 

 ・優先取得日 8月 8日（木）、9日（金）、 

13日（火）～16日（金） 

       12月 26日（木）、27日（金） 

 ○報告第 13号 教職員の勤務時間外の電話 

対応について 

 ・授業日における学校への電話連絡・問い合

わせ時間 7:30～18:00 

（5）議件 

 ○議案第 17 号 阿賀野市立小・中学校防犯

カメラ管理運用規程の制定について 

                  承認 

 ・第 1 条（設置目的）、第 2 条（設置場所及

び撮影範囲）、第 3条（管理責任者）、第 4

条（管理及び運用）、第 5 条（操作取扱者

の遵守事項）、第 6条（情報の保持）、第 7

条（画像の保存期間及び消去）、第 8条（問

い合わせ等の対応）、第 9 条（その他）に

ついて 

 ○議案第 18 号 阿賀野市就学援助要綱の一

部改正について         承認 

 ・別表第 1 準要保護者の項中「1.3 倍以下

の者」を「1.5倍以下の者」に改める。 

 ・支給上限額を引き上げる。 

 ・卒業アルバム代を加える。 

（6）その他 

 ①今後の日程について 

 ＜学校教育課＞ 

 ○第 4回校園長会 

 ・7月 3日（水）笹神支所 

 ○教育委員学校訪問 

 ・7月 8日（月）安田幼、安田小、安田中 

 ○教育支援委員会 

・7月 10日（水）笹神支所 

 ○20市学校教育主管課長会議 



 ・7月 10日（水）笹神支所 

 ○教育委員学校訪問 

 ・7月 11日（木）京ヶ瀬幼、京ヶ瀬小、 

  京ヶ瀬中 

 ○児童虐待防止研修会 

 ・7月 11日（木）水原保健センター 

 ○教育委員学校訪問 

 ・7月 17日（水）水原小、安野小、水原中 

 ○新潟県市町村教育委員会連合会定期総会・ 

研修会 

 ・7月 19日（金）村上市 

 ○三市北蒲原郡教育委員会教科書採択協議会 

 ・7月 22日（月）新発田市 

 ○総務文教常任委員会 

 ・7月 24日（水）市役所 

＜生涯学習課＞ 

 ○子どもクッキング 

 ・7月 6日（土）水原公民館 

 ○新発田地域中高学校生活指導連絡協議会 

 ・7月 8日（月）新発田高校 

 ○社会厚生常任委員会 

 ・7月 22日（月）旧山手小学校 

 ○キッズ夏休み料理教室 

 ・7月 27日（土）水原公民館 

 ○クラシックバレエ教室 

 ・7月 27日（土）京和荘 

 ○夏休み茶道体験教室 

・7月 27日（土）水原公民館 

②事務連絡事項 

・「平成 30 年度 教育に関する事務の管理及

び執行の状況の点検並びに評価 報告書」

の執筆について 

 ・安田地区及び京ヶ瀬地区の学校訪問の 

日程等について 

 

 終了 午前 11時 10分 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


