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令和元年第６回 阿賀野市教育委員会定例会会議録 

 

１ 開会年月日  令和元年６月２７日（木) 午前１０時００分開会 

２ 開 催 場 所  阿賀野市笹神支所 ４階 委員会室１ 

３ 出 席 者  教育長  神田 武司 

         教育委員 渡邉 栄二、圓山 孝、瀧澤 圭子、酒井 里佳子 

４ 欠 席 委 員  なし  

５ 議案説明のために出席した者の職・氏名 

         学校教育課  課 長    菅井 裕治 

                管理指導主事 伊藤 浩 

         生涯学習課  課 長    齋藤 弥一 

６ 会   期  １日間 

７ 会 議 書 記  学校教育課  課長補佐   陸 俊弘 

８ 会議に付すべき事件 

日程 議案番号 議    案    名 

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 

４ 

報告第１０号 共催・後援の承諾について 

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 

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 

報告第１３号 教職員の勤務時間外の電話対応について 

５ 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 

６ 議案第１８号 阿賀野市就学援助要綱の一部改正について 

７ その他 
１ 今後の日程 

２ 事務連絡等 
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午前１０時００分 開会 

菅井課長 

 

 それでは、定刻となりましたので、ただ今から「令和元年第６回阿賀野市教育委

員会定例会」を開催いたします。 

 

 神田教育長、よろしくお願いいたします。 

 

神田教育長 皆さん、ご苦労さまです。 

 

これより、令和元年第６回阿賀野市教育委員会定例会を開会いたします。 

 

 令和元年第６回定例会は、６月２７日木曜日、午前１０時００開会。会場は阿賀

野市笹神支所４階委員会室１です。 

 

本日は全員出席で、欠席の委員はおりません。 

 

 本日、議案説明のために出席する者は、学校教育課から菅井課長・伊藤管理指導

主事、生涯学習課から齋藤課長が出席いたします。会議書記は、学校教育課の陸課

長補佐です。 

 

 本日の議事は、日程表のとおりです。議事は番号順に進める予定ですが、時間等

の都合で順序の変更が必要となりましたら、進行の中で対応いたします。 

 

会期は、本日１日でよろしいでしょうか。 

（異議なし） 

 

ご異議なしと認めまして、本日１日の会期といたします。 

 

 令和元年第６回教育委員会定例会の会議録署名委員は、酒井委員を指名いたしま

す。 

 

 日程第２ 令和元年第５回教育委員会定例会会議録の承認について、事務局お願

いいたします。 

 

菅井課長 

 

 

令和元年第５回阿賀野市教育委員会定例会の会議録につきまして、お気付きの点

などがございましたらお願いいたします。 

 

なお、先般の総務文教常任委員会におきまして、議員の方から教育委員会定例会

の会議録が市のホームページに掲載されていないというご指摘を受けたところで

あります。今後調整し、会議録をホームページ上に掲載したいと考えておりますの

で、ご理解をお願いいたします。 

 

神田教育長  いかがでしょうか。会議録については、よろしいでしょうか。 

（全員異議なし） 

 

それでは、令和元年第５回教育委員会定例会の会議録を承認することといたしま

す。 

 

なお、今後、会議録については、ホームページに載せる方向で検討していくこと

で、ご承知置きをいただければと思います。 

 

次に、日程第３ 業務報告に移ります。  
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神田教育長  最初に、私の方から報告させていただきます。 

 

教育長の業務について、資料に基づき報告。  

 

○６月期定例記者会見及び懇談会 

学校の取り組みを新聞に紹介していただき、学校・地域を元気にしてもら

いたいとお願いしました。 

５月３０日（木）／市役所、室町 

  ○春城会定例総会 

記念講演：「越後府・水原県と市島家」 

講師：東京大学史料編纂所 学術専門員 杉山 巖 様 

６月２日（日）／コミュニティセンター瓢湖憩の家 

  ○第３回校園長会 

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４日（火）／笹神支所 

○令和元年第２回阿賀野市議会定例会本会議 

教育委員会関連の一般質問 

・学校教育について 

・保育料の無償化に伴う影響について 

・交通安全対策について 

６月６日（木）／市役所  

○令和元年第２回阿賀野市議会定例会本会議 

６月７日（金）／市役所 

○阿賀野市笹神地区敬老会 

６月８日（土）／笹神体育館 

○第２４回こいのぼり大作戦 

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。工夫を凝らした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９日（日）／瓢湖あやめ園 

○令和元年第２回阿賀野市議会定例会本会議 

６月１０日（月）／市役所 

○外国語活動授業研究会 

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

校の戸松教諭から授業を公開していただきました。小学校１２人、中学校３

人が参加し研修しました。 

６月１１日（火）／安田小学校 

○綱紀委員会 

６月１２日（水）／市役所 

○社会教育委員会 

６月１３日（木）／笹神支所 

○県立阿賀野高等学校を活性化する意見交換会 

６月１３日（木）／市役所 

○総務文教常任委員会 

６月１４日（金）／市役所 

〇前岩村教育長の送別会・総務文教常任委員会面識会 

６月１４日（金）／魚勝 

 



4 

神田教育長 ○阿賀野市京ヶ瀬地区敬老会 

６月１５日（土）／京ヶ瀬体育館 

○第２４回阿賀野市緑の少年団育成チャリティーゴルフ大会 

チャリティー金受領 

６月１８日（火）／笹神五頭ゴルフ倶楽部  

○阿賀野市職員互助会評議員会 

６月１８日（火）／市役所 

  ○山形県沖地震 

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。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１８日（火）／笹神支所  

○令和元年第２回阿賀野市議会定例会本会議 

６月２０日（木）／市役所 

○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）／笹岡小学校、神山小学校、笹神中学校 

○阿賀野市小・中学校長会管理研修会 

 ６月２５日（火）／水原小学校 

〇阿賀野市小・中学校長会情報交換会  

６月２５日（火）／花泉 

○阿賀野市育成センター指導員研修会 

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。 

６月２６日（水）／笹神支所 

 

菅井課長 学校教育課の業務について、資料に基づき報告。 

 

○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）／神山小学校、笹岡小学校、笹神中学校 

 ○下越教育事務所管理主事学校訪問 

   ６月２５日（火）／安野小学校、京ヶ瀬中学校 

  ○第 6回教育委員会定例会 

   ６月２７日（木）／笹神支所 

 

齋藤課長 生涯学習課の業務について、資料に基づき報告。 

  

○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    
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齋藤課長 ○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）～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 

 

伊藤管理指

導主事 

管理指導主事の業務について、次の内容を報告。 

 

〔５月２９日（水）～６月２７日（木）〕 

○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 

 

神田教育長 

 

ただ今の業務報告について、ご質問等ございますでしょうか。 

（全員なし） 

 

ないようですので、次に、日程第４ 報告第１０号 共催・後援の承諾について、

事務局お願いいたします。 

 

菅井課長 

 

報告第１０号 共催・後援の承諾につきまして、ご説明申し上げます。 

 

今回は、共催が２件、後援が５件となっております。 

 

学校教育課の案件について、議案書に基づき説明。 

 

○令和元年度「いじめ見逃しゼロ 県民の集い」 

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 

９月２３日（月）／長岡リリックホール        ＜共催＞ 

 

齋藤課長 生涯学習課の案件について、議案書に基づき説明。 
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齋藤課長 

 

○Ｄａｉｓｕｋｅ Ｋａｔｓｕｍａｔａ コンサート 

  ＵＮＩＣＯＲＮ 代表 徳永 絵麻 

 ７月１３日（土）／安田交流センター           ＜後援＞ 

○水原郷絵を描く会 第５６回展 

  水原郷絵を描く会 斎藤 敏昭 

  ６月２５日（火）～３０日(日）／水原公民館       ＜後援＞ 

○下越地区中学校総合体育大会 

  二市北蒲中学校体育連盟 会長 田澤 充哉 

  ６月１４日（金）、２８日（金）～２９日（土） 

／水原野球場、水原総合体育館、笹神体育館、笹神中学校、 

水原テニスコート（予備会場）             ＜共催＞ 

○食育講演会 

  阿賀野市ＰＴＡ連絡協議会 会長 藤田 郁雄 

  ８月４日（日）／ふれあい会館             ＜後援＞ 

○第 16回阿賀野市合唱祭 

  阿賀野市合唱連盟 野村 幸子 

  ７月１４日（日）／水原公民館              ＜後援＞ 

○文藝賞 第 12回「阿賀北ロマン賞」公募事業 

 学校法人敬和学園 敬和学園大学 学長 山田 耕太 

  ６月２４日（月）～１０月１１日（金） 

  ／【応募先】敬和学園大学                ＜後援＞ 

 

神田教育長 それでは、質問等ございますでしょうか。 

（全員なし） 

 

ないようですので、次に、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、事務局お願いいたします。 

 

菅井課長 報告第１１号 要保護及び準要保護児童生徒の認定等につきまして、ご説明申し

上げます。 

 

本日配布させていただきました認定状況の一覧表と個人の名前の入った要回収

の表で説明したいと思います。 

 

一覧表をご覧ください。５月の委員会の時点で４５５人の申請がありましたが、

認定保留者が２２４人おりました。これは、前年度の収入の確定、賦課がまだでし

たので保留とさせていただいておりました。この２２４人と６月の１人、合わせて

２２５人の申請がありましたが、最終的に認定となったのが１５２人でございま

す。 

 

６月の下から２行目に４７人という数字が出ているかと思います。これは非認定

者数で認定できなかった数字ですが、保護者の方の承諾を得て税務資料を確認した

ところ、ある程度の収入があるため要保護・準要保護にはならない、却下された人

数でございます。 

 

そして、認定保留者の２６人という数字がございます。この数字は、税の申告を

していない親御さんや、阿賀野市で調べることができない市外から転入された方

で、この方に関しては申告してください、前の住所地から所得証明をもらってきて

くださいという指導をしております。この認定保留者分につきましては、７月の委

員会での提案になるかと思います。 

 

また、この表の一番右側をご覧ください。前年度と比べますと、申請者数・認定 
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菅井課長 者数とも若干落ち気味という傾向が見られます。要回収の表を見ていただくと、そ

れぞれのお名前、認定結果が中ほどにございます。ご覧いただくと、それぞれの学

校で前年と同じような割合で認定になっているかと思います。以上です。 

 

神田教育長 はい。それでは、この件につきまして、ご質問等ございますでしょうか。 

今現在、昨年度よりも認定者数は６０人ほど少なくなっている状況です。非認定

が４７人、保留している方が２６人というような状況であります。 

（全員なし） 

 

それでは、ないようですので、次に、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、事務局お願いいたします。 

 

伊藤管理指

導主事 

それでは、説明いたします。 

 

年次有給休暇又は夏季休暇の優先取得日について、これは前年度の２月に校長会

に出した文書でございます。要は、働き方改革の一環で、この日は日番を置かない

で先生方は休んでくださいという日にしております。 

 

ちなみに５月の時間外勤務の集計結果で、過労死ラインは８０時間といわれてい

ますが、阿賀野市の教員約２４０人のうち、８０時間を超える者が１５％おります。

中には、１００時間超えて１３０時間という人もおります。２０日働いて１００時

間とすると、勤務時間以外に１日５時間ずつ働いているということです。平日には

２、３時間かもしれませんが、教員は土・日に働いてもお金が出ないものの、仕事

が間に合わなかったり、部活動に来たりして、土・日に働いています。部活動に行

ったり、大会に引率したりすれば、１日とか半日とか当然なってしまします。 

 

そのため、教育委員会としては、部活動について、土・日はいずれか１回休み、

平日は約２時間、５日のうち１日は休みという通知を出していますが、実態は今言

ったように８０時間超える者が４０人くらいいます。 

 

過労死で亡くなった先生が、阿賀野市にはいませんが、全国にはいるわけで、こ

のような日を決めて休まないと、なかなか先生方は休めないので、休む日を設定し

たということです。子どもたちが来ていれば休めませんので、夏季休業中が一番休

めるだろうということで設定しています。 

 

ただ今回、割と期間は取れましたが、その前後は研修であったり、保護者会があ

ったり、来学期の前になれば中学校は体育祭の準備が始まったり、子どもたちが学

習会をやったりして休みがないのです。ですので、目いっぱい集中してこの期間に

休んでもらいたいというものであります。 

 

働き方改革ということで、４月１日には通知も出ていて、超過勤務時間は４５時

間以内となっていますが、その数字に至っていないというのが現状です。仕事の整

理をし、いらないものは削りなさいとは言っているのですが、ずっとやってきた行

事だからとか、地域の皆さんの意向だからやらなきゃだめだとか、部活の大会があ

るからやるとか、なかなか業務改善が進まないということも一つあろうかと思いま

が、そんな状況にあることをご承知置き願えればということでございます。以上で

す。 

 

神田教育長 

 

ただ今の説明、ご質問等ございますでしょうか。 

（全員なし） 

 

ないようですので、次に、報告第１３号 教職員の勤務時間外の電話対応につい 
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神田教育長 

 

て、事務局お願いいたします。 

伊藤管理指

導主事 

教職員の勤務時間外の電話対応について、先ほど実態で話したように、何とか業

務改善を含め、休む時間、本来業務をやる時間を勤務時間内に取れるようにする一

つの対応です。保護者の方が電話連絡をする時間を午前７時３０分から午後６時ま

でにしてくださいとするものです。 

 

ただ、午前７時３０分から午後６時という時間帯も、実は勤務時間を超えてるわ

けですが、これまでのように、朝早くから午後８時、９時まで電話がかかってくる

という状況はできるだけなくしていこうとするものです。教員の実態についても、

数字を挙げていますが、実態を知っていただくためにこのようにしました。 

 

他の市町村や県では、連絡取れないようにしている所もたくさんありますが、そ

うすると緊急時に連絡が取れなかったり、転送などでお金も掛かってしまったりす

るので、阿賀野市としては、保護者の方の意識を高めるとともに、緊急時は連絡が

取れるようにするため、この時間帯にできるだけ電話をくださいとお願いするもの

でございます。以上です。 

 

神田教育長 ただ今、説明のありました教職員の勤務時間外の電話対応について、ご質問等ご

ざいますでしょうか。 

 

酒井委員 はい。 

 

神田教育長 酒井委員。 

 

酒井委員 何か学校であった場合、保護者の方と先生が連絡を取りたいという時には、この

時間以外にも学校側から連絡があるのでしょうか。 

 

伊藤管理指

導主事 

はい。学校からの連絡はもちろん行きますし、保護者もこの時間帯以外に連絡が

できないわけではありません。できるだけこの時間帯にしてくださいというお願い

なので、双方連絡は可能です。 

 

酒井委員 ありがとうございます。 

 

神田教育長 

 

新潟市辺りは、午前７時４５分から午後６時まででしょうか、留守番電話とか警

備保障につながる、つまり学校につながらないようになっています。 

 

酒井委員 警備会社等から学校、校長先生につながるのですか。 

 

神田教育長 

 

そのようになるかと思います。詳しくは分からないのですが。とにかく学校の先

生は出たくても出れない、違う所につながるようになっているようです。 

 

他にいかがでしょうか。 

（全員なし） 

 

ないようでございますので、次に、日程第５、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、事務局お願いいたします。 

 

菅井課長 それでは、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

につきまして、ご説明申し上げます。 

 

皆さま、ご存じのとおり、市でも防犯カメラを去年１台、今年４台設置すること 
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菅井課長 としております。 

 

つきましては、その情報の管理とそのカメラの管理責任者などを明文化するため、

防犯カメラを設置している課がそれぞれこの規程を作っているものでございます。 

 

学校教育課におきましては、この資料の裏面の方に記載していますが、安田小学

校の職員玄関に１台ございます。あと、水原中学校には何台か設置されております。

ただ、俗世間でいうような防犯カメラとしての運用はしておりません。教務室で玄

関に来た人が誰かはカメラで見れますが、実際のところ、安田小学校はその情報を

記録しておりません。教務室のモニターで見れるという状況ではありますが、まず

は統一した規程を作って、情報が外に漏れず、プライバシーの侵害にならないよう

にという意味で作らせていただくものでございます。以上です。 

 

神田教育長 それでは、ただ今、説明のありました阿賀野市立小・中学校防犯カメラ管理運用

規程の制定について、ご質問等ございませんでしょうか。 

 

瀧澤委員 はい。 

 

神田教育長 瀧澤委員。 

 

瀧澤委員 今、安田小学校と水原中学校だけですが、他の所に設置する予定はあるのですか。 

 

菅井課長 今現在はございません。 

 

瀧澤委員 学校の状態を見てということですか。 

 

菅井課長 学校本体に防犯カメラの設置というご意見もいただくのですが、今、よく要望に

上がるのは通学路で、原っぱやトンネルなどの箇所に付けてほしいというものや、

昨年の新潟市の事件後、緊急点検を警察、学校、地域の皆さま等と行ったところ、

２２か所に付けたらどうかという報告は伺っております。 

 

議会でもお答しましたが、教育委員会単独の施策として付けていくということ

は、考えておりません。今、阿賀野市では、市としてカメラの設置要綱がございま

して、それぞれ必要な所に付けていくという事業がありますので、その中で通学路

に設置されることもあるかもしれません。 

 

瀧澤委員 はい。 

 

神田教育長 他にいかがでしょうか。 

（全員異議なし） 

 

それでは、ただ今の案件は了承されました。 

 

次に、日程第６、議案第１８号 阿賀野市就学援助要綱の一部改正について、事

務局お願いいたします。 

 

菅井課長 議案第１８号 阿賀野市就学援助要綱の一部改正につきまして、ご説明申し上げ

ます。 

 

先ほどご報告させていただきました就学援助の支給要綱を一部改正するという

ものでございます。 
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菅井課長 具体的に言いますと、昨年の１０月、準要保護の基礎となる生活保護費の基準が

若干下がり悪くなりました。 

阿賀野市では、この要綱で生活保護費の基準の１．３倍以内の収入であれば、準

要保護にしていますが、その基準が悪くなり、同じ１．３倍であると、今までもら

えていた人たちが外れてしまうことになります。それを今回、要綱の１枚目の一番

上の方に書いていますが、１．３倍以下の者という所を１．５倍以下にして、平成

３０年度の認定レベルまでカバーしようとするものです。そこで、先ほどの要回収

の表をご覧ください。１枚目の１番上の人がいますが、一番右側に所得倍率１．３

３６となっています。この方は、改正がなければ認定できませんが、１．５倍以下

にしましたので認定になります。ずっと見ていくと、１．４２５倍というものも出

てきますので、昨年並みのレベルまで認定できているというのが大きな改正点の一

つです。 

 

また、各項目のそれぞれ上限額が改正になりましたので、それぞれ金額を若干ず

つ上げております。 

 

あと、もう一つ。要綱の改正の１枚目の裏ですが、卒業アルバム代も要保護・準

要保護で手当てするものであります。恐らく令和元年度は阿賀野市が県内唯一だと

思います。 

 

基本的な考え方につきましては、平成３０年度の認定基準を落とすことなく、同

じレベルで令和元年度以降の認定をしていきたいというものでございます。以上で

す。 

 

神田教育長 ちなみに認定者は、１．５倍にすると昨年度並みに認定できるということです。

試算の下で１．５倍ということを聞いております。今のまま１．３倍だと基準が下

がった分だけ非認定になるということです。 

 

それでは、ただ今、説明のありました阿賀野市就学援助要綱の一部改正について、

ご質問等ございますでしょうか。 

（全員異議なし） 

 

それでは、ただ今の案件は了承されました。 

 

次に、日程第７ その他をお願いいたします。 

 

最初に、今後の日程について、事務局お願いいたします。 

 

菅井課長 学校教育課の業務について、資料に基づき説明。 

 

○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）／安田幼稚園、安田小学校、安田中学校 

 ○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）／京ヶ瀬幼稚園、京ヶ瀬小学校、京ヶ瀬中学校 

 ○児童虐待防止研修会 

  ７月１１日（木）／水原保健センター 
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菅井課長 ○教育委員学校訪問 

  ７月１７日（水）／水原小学校、安野小学校、水原中学校 

 ○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 

 

次回定例会の日程を調整。 

 

〇令和元年第７回 阿賀野市教育委員会定例会 

７月２５日（木）午後１時３０分から／阿賀野市役所（部屋未定） 

 

齋藤課長 生涯学習課の業務について、資料に基づき説明。 

 

○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 

 

神田教育長 それでは、次に、事務連絡等について、事務局お願いいたします。 

 

菅井課長 ○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 

 

神田教育長 その他、ございますでしょうか。 

（全員なし） 

 

ないようでしたら、本日の令和元年第６回阿賀野市教育委員会定例会は、これで

終了といたします。皆さん、お疲れさまでした。 

 

閉会を宣言した時刻 午前１１時１０分 
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以上、会議の要旨を記し、相違ないことを証するため、ここに署名する。 

 

 

 

     阿 賀 野 市 教 育 長                     

 

 

 

     会 議 録 署 名 委 員                     


