
教育委員会だより 第 183号 

令和元.10.2 

阿賀野市 

教育委員会 

令和元年第 9回教育委員会より 

 令和元年第 9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 9月 27日（金） 

午後 1時 30分～ 

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 8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 

 ＊8月 29日（木）、若葉町の荒木和博様から

頼支峰の書「飛瀑之詩」の書幅を寄贈いた

だきました。 

＊9月 1日（日）、地域防災訓練が安野小学校

を会場に行われました。安野小学校児童全

員も参加しました。あおぞら防災講習で

は、応急担架の作成や土のう積みなどを体

験。消防のブースで濃煙体験やＡＥＤ操作

体験を行い、ドクターヘリや県防災ヘリに

よる救助活動を見学するなど、防災の日に

ふさわしい一日を過ごしました。 

 ＊9月 4日（水）、第 6回校園長会では、子ど

もの自殺が 1年間で最も多くなる時期であ

ることを踏まえ、子どもの小さな変化を見

落とすことなく、丁寧な対応を取るようお

願いしました。 

＊9月 7日（土）、市内 4中学校で体育祭が開

催されました。フェーン現象で 35 度に近

い暑さの中、熱気あふれる応援や白熱した

リレーなど、力を合わせ真剣に取り組む姿

が見られました。 

＊9月 12日（木）、水原小学校で第 16回小学

校親善陸上大会が開催されました。すがす

がしい天気の中、男女 100ｍ走、男子走り

幅跳びで、それぞれ大会新記録が出るな

ど、良い大会となりました。 

＊9 月 20 日（金）、ふれあい会館で子ども科

学展審査会が行われました。標本 23 点、

模型 21 点、科学写真 19 点、発明工夫 19

点の中から、最優秀賞 1点、優秀賞 6点を

選考しました。最優秀賞は安野小学校 3年

の平栁実稟さんの標本「夏の花」が受賞し

ました。 

＊9 月 26 日（木）、ふれあい会館で科学研究

発表会が開催されました。小学生 12 人、

中学生 16 人が参加し、19 の科学研究が発

表されました。 

 ◎学校教育課長から 

 ○地域防災訓練 

 ・9月 1日（日）安野小学校 

 ○第 6回校園長会 

 ・9月 4日（水）笹神支所 

 ○令和元年第 3回市議会定例会 

・9月 4日（水）～20日（金）市役所 

○中学校体育祭 

・9月 7日（土）市内 4中学校 

○総務文教常任委員会 

・9月 10日（火）市役所 

○第 16回小学校親善陸上大会 

・9月 12日（木）水原小学校 

○決算審査特別委員会 

・9月 13日（金）～18日（水）市役所 

○発達障がい早期総合支援協議会講演会 

 ・9月 25日（水）ふれあい会館 

 ○下越教育事務所管理主事訪問 

 ・9月 26日（木） 

笹岡小学校、安田小学校、安田中学校 

 ○第 9回教育委員会定例会 

 ・9月 27日（金）笹神支所 

○いじめ問題対策連絡協議会 

・9月 27日（金）笹神支所 

◎生涯学習課長から 

○まちづくり塾 

 ・8月 30日（金）安田瓦ロード 

○地域防災訓練 

 ・9月 1日（日）安野小学校 

○生活指導サポート委員会総会 

 ・9月 2日（月）笹神支所 

 ○令和元年第 3回市議会定例会 



 ・9月 4日（水）～20日（金）市役所 

○社会厚生常任委員会 

 ・9月 11日（水）市役所 

○決算審査特別委員会 

・9月 13日（金）～18日（水）市役所 

 ○県下弓道阿賀野大会（300人） 

 ・9月 15日（日）水原総合体育館 

 ○ＰＴＡ連絡協議会意見交換会 

 ・9月 18日（水）魚源 

 ○新発田地域高校生活指導連絡協議会 

 ・9月 19日（木）新発田南高等学校 

 ○子ども科学展 

 ・9月 21日（土）・22日（日）水原公民館 

 ○新潟アルビレックスＢＢラビッツ 

決起集会（80人） 

 ・9月 22日（日）天朝閣 

 ○第 34回国民文化祭関連 

 世阿弥大学（80人） 

 ・9月 23日（月・祝）吉田東伍記念博物館 

 ○社会教育委員会 

・9月 25日（水）笹神支所 

○公民館運営審議会 

 ・9月 25日（水）笹神支所 

◎管理指導主事から 

 【8月 28日～9月 27日】 

 ○児童生徒の事故報告 

 ・交通事故 2件（小学校 1件・中学校 1件） 

飛び出し 

 ・非行 1件（中学校）いたずら電話 

 ○教職員の事故報告 

 ・交通事故 1件 追突被害 

（4）報告事項 

 ○報告第 18号 共催・後援の承諾について 

  【共催 2件・後援 5件】 

①保護者と教職員の会主催講演会（後援） 

「もっと子育てが楽しくなるために」 

・代表者 新潟県教職員組合下越支部 

長谷川 直紀 

 ・期 日 11月 23日（土・祝） 

・会 場 新発田市地域交流センター 

 ②阿賀野市小中学校音楽祭（後援） 

 ・代表者 阿賀野市学校教育研究会 

阿賀野市小中学校音楽祭 

実行委員会 

実行委員長 小泉 明美 

 ・期 日 10月 24日（木） 

 ・会 場 水原総合体育館 

③元気長生き運動教室（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 24日（火）～11月 26日（火） 

      毎週火曜 

・会 場 水原総合体育館 

 ④世阿弥大学（後援） 

 ・代表者 世阿弥大学実行委員会  

長谷川 安生 

 ・期 日 9月 23日（月・祝） 

 ・会 場 吉田東伍記念博物館 

⑤第 16回阿賀野市少年剣道大会（後援） 

 ・代表者 阿賀野市剣道連盟 

会長 木村 謙龍 

 ・期 日 10月 6日（日） 

 ・会 場 安田体育館 

 ⑥第 47回下越地区柔道大会（後援） 

 ・代表者 下越地区柔道連盟 

会長 五十嵐 聖一 

阿賀野市柔道連盟 

会長 雪 孝光 

 ・期 日 10月 6日（日） 

・会 場 笹神体育館 

 ⑦わくわくサロン おてんとさま（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 10月 3日（木）～3月 26日（木） 

      毎週木曜 

 ・会 場 水原公民館など 

 ○報告第 19号 平成 31年度（令和元年度） 

  全国学力・学習状況調査における調査結果

の概要について 

 ＜小学校＞ 

 ・国語科では全国と同程度、算数科では全国

より低い学力の状況でした。 

 ・正答率から、活用力の向上が課題です。 

 ・国語科の「勉強が好き」という回答は全国

を上回りました。算数科には苦手意識があ

るようです。 

 ・生活習慣は全国を上回る良好な状況です。 

・家庭学習時間は全国を上回っていますが、

昨年度調査より下がりました。 

 ＜中学校＞ 

 ・国語科では全国と同程度、算数科と英語科

では全国より低い学力の状況でしたが、昨

年度調査より向上しました。 

 ・正答率から、活用力の向上が課題です。 



 ・「勉強が好き」「授業内容がよく分かる」の

設問に対して、国語科は良好ですが、算数

科と英語科は全国を下回りました。 

 ・生活習慣は全国を上回る良好な状況です。 

 ・家庭学習時間は全国より低い状況で、家庭

学習の良さを感じさせる工夫が求められ

ます。 

 ※調査結果の概要は、市ホームページに掲載

しています。 

 ○報告第 20 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 465人 認定者数 410人 

  （令和元年 9月 27日現在） 

（5）その他 

 ①今後の日程について 

 ＜学校教育課＞ 

 ○幼稚園運動会 

 ・9月 29日（日）安田幼稚園、京ヶ瀬幼稚園 

 ○就学時健康診断 

 ・10月 1日（火）安田小学校 

 ○第 7回校園長会 

 ・10月 2日（水）笹神支所 

 ○部落解放第 36回新潟県研究集会 

 ・10月 5日（土）村上市 

 ○教育委員学校訪問 

 ・10月 8日（火）こころとことばの相談室、 

  分田小学校、堀越小学校 

 ○就学時健康診断 

 ・10月 9日（水）水原小学校（分田小学校） 

 ○定期監査（学校施設） 

 ・10月 9日（水）神山小学校、安田幼稚園 

 ○就学時健康診断  

 ・10月 11日（金）笹岡小学校（神山小学校） 

 ○新潟県都市教育長協議会秋季定期総会 

 ・10月 15日（火）燕市 

 ○定期監査（事務局） 

 ・10月 16日（水）笹神支所 

 ○就学時健康診断 

 ・10月 17日（木）安野小学校（堀越小学校） 

○新潟県都市教育委員会庶務主管課長会議 

 ・10月 24日（木）燕市 

 ○小中学校音楽祭 

 ・10月 24日（木）水原総合体育館 

 ○第 1回新潟県人権保育研究集会 

 ・10月 26日（土）新発田市 

○第 10回教育委員会定例会 

・10月 28日（月）笹神支所 

 ○就学時健康診断 

 ・10月 29日（火）京ヶ瀬小学校 

 ＜生涯学習課＞ 

○山手学級・さわやか女性セミナー 

 健康料理教室 

・9月 27日（金）安田交流センター 

○緑の少年団グリーンキャンプ（～29日） 

・9月 28日（土）五頭連峰少年自然の家 

○寿学級 

・9月 30日（月）京和荘 

○さわらび学級 

・10月 3日（木）ふれあい会館 

○下越教育事務所社会教育担当交流訪問 

・10月 4日（金）笹神支所 

○新潟アルビレックスＢＢラビッツ開幕戦 

・10月 5日（土）・6日（日） 

水原総合体育館 

○山手学級・さわやか女性セミナー 

 押し花教室 

・10月 10日（木）安田交流センター 

○安田芸能のつどい 

・10月 13日（日）安田交流センター 

○寿学級・健康体操教室 

・10月 15日（火）京和荘 

○水原地区芸能発表会 

・10月 20日（日）水原公民館 

○第 72回新潟県駅伝競走大会 

・10月 20日（日）長岡市～新潟市 

○山手学級・さわやか女性セミナー 

 干支の押し絵教室 

・10月 24日（木）安田交流センター 

○緑の少年団森林整備活動 

・10月 26日（土）育林の森 

○分田地区芸能まつり 

・10月 27日（日）分田小学校 

②事務連絡事項 

・旧赤坂小学校の活用に伴うスクールバス運

行の変更について 

・スマホゲームの遊び方の注意喚起について 

 

 終了 

  午後 2時 14分 

 

 

 

 

 
 


