
教育委員会だより 第 181号 

令和元.8.1 

阿賀野市 

教育委員会 

令和元年第 7回教育委員会より 

 令和元年第 7回教育委員会が開催されました

ので、その要旨を報告します。 

 教育委員会の会議録については、市ホームペ

ージに掲載していますので、「阿賀野市教育委

員会会議録」で検索し、閲覧してください。 

 

1 日時 令和元年 7月 25日（木） 

午後 1時 30分～ 

2 場所 阿賀野市役所 応接室 

3 要旨 

（1）会議録署名委員の指名 

（2）令和元年第 6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 

＊7月 3日（水）、第 4回校園長会がありまし

た。地域、家庭と子どもとのつながりを大

事にした教育活動を進め、地域との信頼関

係の構築に努めるようお願いしました。ま

た、今年度から 3回となった県の Web配信

集計システム診断問題の結果分析に基づ

き、教職員で授業の在り方について話し合

うなど、授業改善に生かすよう指示しまし

た。 

＊7月 5日（金）、阿賀野市学校教育研究会「教

育研究発表会」が、神山小学校を会場に開

催されました。5年・6年の算数の授業を

公開し、研究の成果発表と研究協議を行い

ました。友達と考え合い問題を解き明かし

ていく子どもたちの姿を見ることができ

ました。（参加者 42人） 

 ＊7 月 10 日（水）、水原中学校区いじめ見逃

しゼロスクール集会「なかよし子どもサミ

ット」が開催されました。水原中学校生徒

会役員と各学年委員、水原中学校区の 4小

学校 6年生、約 220人が水原中学校体育館

に集まり、「いじめのない学校であり続け

るために、私たちができることは何か？」

などのテーマでグループ会議を行いまし

た。また、人権擁護委員や PTA関係者の方

からも感想をいただきました。出された 

アイデアを各学校に持ち帰り、実行に移し

ていきます。 

 ＊7 月 22 日（月）、三市北蒲原郡教育委員会

教科書採択協議会が開催されました。調査

委員会、選定委員会が行った教科書の調

査・研究の結果に基づき、厳正に審議し、

令和 2年度に使用する小・中学校の教科書

を選定しました。 

 ＊7 月 24 日（水）、総務文教常任委員会が開

催され、水原小学校のエアコンを視察しま

した。 

 ◎学校教育課長から 

 ○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 

 ○新潟県 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・京ヶ瀬中・ 

京ヶ瀬小 

 ○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）水原中・水原小・安野小 

 ○新潟県市町村教育委員会連合会理事会・ 

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・水原小 

 ○第 7回教育委員会定例会 

・7月 25日（木）市役所 

 〇第 1回教育総合会議 

 ・7月 25日（木）市役所 

 ◎生涯学習課長から 

 ○子どもクッキング（19人ほか） 

 ・7月 6日（土）水原公民館 

 ○新発田地区中学校・高等学校生活指導 

  連絡協議会 



 ・7月 8日（月）新発田高等学校 

○ゆめづくりスポーツ教室（県事業） 

  アルビレックス BBバスケットボール教室 

  （小・中学生 66人） 

 ・7月 13日（土）水原総合体育館 

 ○緑の少年団市外活動（12人） 

 ・7月 13日（土）㈱重川木材店 

 ○第 16回阿賀野市合唱祭（60人） 

 ・7月 14日（日）水原公民館 

 ○新潟県公民館連合会県大会 

（全県から約 400人） 

 ・7月 19日（金）新発田市文化会館 

 ○社会厚生常任委員会 

 ・7月 22日（月）旧山手小学校 

◎管理指導主事から 

 【6月 27日～7月 24日】 

 ○児童生徒の事故報告 

 ・交通事故 1件（小学校）自転車飛び出し 

 ・不審者 1件（小学校）不審な行動 

 ・非行 1件（中学校）盗み 

 ○教職員の事故報告 

 ・交通事故 1件 被害 

（4）報告事項 

 ○報告第 14号 共催・後援の承諾について 

  【共催 2件・後援 5件】 

①第 1回新潟県人権保育研究集会（後援） 

・代表者 第 1回新潟県人権保育研究集会 

実行委員会  

実行委員長 長谷川 サナエ 

 ・期 日 10月 26日（土） 

 ・会 場 新発田市生涯学習センター 

 ②第 21回新潟水俣環境賞作文コンクール 

（後援） 

 ・代表者 新潟水俣病被害者の会 

会長 小竹 節子 

 ・期 日 【募集期間】10月 1日（火）～ 

令和 2年 3月 31日（火） 

【表彰式】令和 2年 6月中 

 ・会 場 県立環境と人間のふれあい館 

 ③夏のあそび虫 スポーツキャンプ（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 

・期 日 8月 3日（土）・4日（日） 

 ・会 場 五頭連峰少年自然の家 

④第 1回阿賀北ベースボールフェスタ（後援） 

 ・代表者 新潟県高等学校野球連盟 

会長 富樫 信浩 

新潟県中学校体育連盟 

      会長 佐藤 幹夫 

・期 日 10月 20日（日） 

〔予備日：10月 27日（日）〕 

 ・会 場 新発田市五十公野公園野球場・陸

上競技場 

 ⑤第 64回剣道夏季講習会（後援） 

 ・代表者 阿賀野市剣道連盟 

会長 木村 謙龍 

・期 日 8月 1日（木）～4日（日） 

 ・会 場 水原総合体育館 

 ⑥阿賀野市親善ソフトバレーボール大会 

第 5回ごずっちょオープン（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 

・期 日 9月 22日（日） 

 ・会 場 笹神体育館 

 ⑦第 5回阿賀野市ゆかりの文人展（後援） 

 ・代表者 阿賀野市ゆかりの文人展実行委員会 

実行委員長 菅井 慶輔 

・期 日 11月 1日（金）～3日（日・祝） 

 ・会 場 水原公民館 

 ○報告第 15 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 462人 認定者数 403人 

  （令和元年 7月 24日現在） 

（5）議件 

 ○議案第 19 号 阿賀野市いじめ問題対策連

絡協議会委員の委嘱について   承認 

 ○議案第 20 号 令和 2 年度使用小学校教科

用図書及び中学校教科用図書の採択につ

いて              承認 

（6）その他 

 ①今後の日程について 

 ＜学校教育課＞ 

 ○学校給食関係職員夏季研修会 

 ・7月 29日（月）ふれあい会館 

 ○介助員研修会 

 ・7月 29日（月）笹神支所 

 ○イングリッシュ キャンプ 

 ・7月 30日（火）市立図書館 

 ○第 5回校園長会 

 ・8月 1日（木）笹神支所 

 ○人権教育・同和教育研修会 

 ・8月 2日（金）ふれあい会館 

○平成 30年度会計 決算審査 

 ・8月 2日（金）市役所 



 ○広島平和記念式典中学生派遣事業 

・8月 5日（月）～6日（火） 広島市 

 ○学校事務共同実施関係者研修会 

 ・8月 5日（月）阿賀町公民館 

 ○転入教職員視察研修 

 ・8月 7日（水）市内公共施設 

 ○第 8回教育委員会定例会 

 ・8月 28日（水）笹神支所 

 〇教育に関する事務の管理及び執行の状況

の点検並びに評価懇談会 

 ・8月 28日（水）笹神支所 

＜生涯学習課＞ 

○キッズ夏休み料理教室 

・7月 27日（土）安田交流センター 

○バレエ教室（幼児～小 3・小 4～大人） 

・7月 27日（土）、 8月 4日（土）京和荘 

○青少年健全育成県民大会 

・7月 28日（日）長岡市中之島文化センター 

○夏休み茶道教室（裏千家淡美会） 

・7月 28日（日）水原公民館 

○夏休み茶道教室（石川流翠州会） 

・8月 4日（日）水原公民館 

○青空童夢 

・8月 11日（日）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

作成に関するお願い 

 

 終了 午後 2時 23分 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


