
教育委員会だより 第 182号 

令和元.9.2 

阿賀野市 

教育委員会 

令和元年第 8回教育委員会より 

 令和元年第 8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 8月 28日（水） 

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 7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 31日（水）、第 16回わたしの主張 2019

阿賀野市大会がふれあい会館で開催され

ました。8 人の中学生の皆さんが、中学生

らしい視点から堂々と自分の考えを述べ

てくれました。審査の結果、笹神中学校 3

年の荒木優那さんと同中学校 3年の坂田菜

月さんが、優秀賞を受賞しました。 

＊8 月 1 日（木）、第 5 回校園長会では、教

育委員学校訪問の様子から「話をしっかり

聞くこと」など、基本的な行動を身に付け

ることについて全校体制で指導してほし

いとお願いしました。また、各校において

本年度の全国学力・学習状況調査の結果分

析を行い、何をどう改善していくのか、具

体的な学力向上対策を立てるよう指示し

ました。また、同日、7月以降に児童生徒

が関わる交通事故が 4 件発生したことを

受け、学校を通じて各家庭に「飛び出し禁

止」の注意喚起を行いました。 

＊8月 2日（金）、ふれあい会館で人権教育、

同和教育研修会を開催しました。阿賀野市

の教職員が正しい認識を身に付けたり、人

権感覚を磨いたりすることを狙った研修

会です。胎内市教育相談センターの岩村 

守先生から「部落差別解消推進法」「部落

の発生」「同和教育の授業」などについて 

ご指導いただきました 

 ＊8 月 5 日（月）・6 日（火）、広島平和記念

式典中学生派遣事業で、各中学校 2人ずつ

計 8人の生徒の皆さんが、広島を訪問しま

した。平和記念式典への参列や慰霊碑への

献花、千羽鶴の奉納、広島平和記念資料館

等の見学を通し、原爆被害の悲惨さと平和

の尊さを学んできました。 

 ＊8月 21日（水）、下越地区緑の少年団交流

集会 in 阿賀野が開催されました。五泉市、

新発田市、胎内市、阿賀野市の緑の少年団

67 人が、五頭連峰少年自然の家を会場に

交流活動を行いました。 

 ＊8 月 23 日（金）、第 2 回県立阿賀野高等学

校を活性化する意見交換会が、市役所で行

われました。前回の参加者に校長、進路指

導主事、ＰＴＡ会長が加わり、具体的な高

校の教育課程や進路指導の在り方につい

て意見交換しました。 

 ＊8 月 26 日（月）、不登校未然防止対策会議

を初めて招集しました。小・中学校の生徒

指導担当者が集まり、不登校の未然防止の

観点から、中学校区ごとに各校の現状につ

いて情報交換し、共通して取り組むことに

ついて協議しました。 

 ◎学校教育課長から 

 ○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 

○小学生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・廿日市市 

 ○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 

○2019年人権政策確立キャラバン 

 ・8月 21日（水）市役所 

 ○第 8回教育委員会定例会 

 ・8月 28日（水）笹神支所 

 ○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 

◎生涯学習課長から 

○キッズ夏休み料理教室（24人） 

・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）、 8月 3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 

○夏休み茶道体験教室（20人） 

（裏千家淡美会） 

・7月 28日（日）水原公民館 

 ○第 16回わたしの主張 2019阿賀野市大会 

・7月 31日（水）ふれあい会館 

 ○剣道夏期講習会（90人／日） 

 ・8月 1日(木)～4日(日) 水原総合体育館 

 ○はつらつ体験塾（県事業 7人） 

 ・8月 1日（木）五頭連峰少年自然の家 

 ○夏のあそび虫スポーツキャンプ（59人） 

 ・8月 3日(土)・4日(日)  

五頭連峰少年自然の家 

○夏休み茶道体験教室（20人） 

（石川流翠州会） 

・8月 4日（日）水原公民館 

 ○シネマクラブ上映会（20人） 

 ・8月 8日（木）ふれあい会館 

○青空童夢（300人） 

（お化け屋敷、アトラクション） 

・8月 11日（日）水原公民館 

 ○下越地区緑の少年団交流集会 in 阿賀野 

 ・8月 21日（水）五頭連峰少年自然の家 

 ○2019年人権政策確立キャラバン 

 ・8月 21日（水）市役所 

 ○まちづくり塾（29人） 

 （まち歩きガイド育成） 

 ・8月 23日（金）安田交流センター 

◎管理指導主事から 

 【7月 25日～8月 27日】 

 ○児童生徒の事故報告 

 ・交通事故 4件（小学校 3件・中学校 1件） 

  自転車飛び出し、車の一時不停止等 

・虐待の疑い 3件（小学校） 

 ○教職員の事故報告 

 ・交通事故 2件 加害 

 ・交通違反 2件 シートベルト、速度超過 

（4）報告事項 

 ○報告第 16号 共催・後援の承諾について 

  【共催 2件・後援 3件】 

①部落解放第 36回新潟県研究集会（後援） 

・代表者 部落解放第 36回新潟県研究集会

実行委員会長 野田 尚道 

・期 日 10月 5日（土） 

・会 場 村上市民ふれあいセンター 

②「いのち・愛・人権」燕展（後援） 

 ・代表者 「いのち・愛・人権」燕展実行委

員会 実行委員長 関﨑 幸孝 

「いのち・愛・人権」新潟県実行

委員会 委員長 寺崎 敬道 

新潟県人権・同和センター 

理事長 黒田 玲 

部落解放・人権政策確立要求新潟

県実行委員会会長 村井 良一 

部落解放同盟新潟県連合会執行 

委員長 長谷川 均 

・期 日 11月 19日(火)～25日(月)  

 ・会 場 燕市中央公民館・燕市文化会館 

 ③親子硬式テニス教室（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 4日(水)～10月 9日(水） 

毎週水曜（全 6回） 

 ・会 場 水原屋内運動場 

水原テニスコート 

 ④親子硬式テニス大会（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 

・期 日 10月 13日(日) 

・会 場 安田体育館・城ノ内テニスコート 

 ⑤第 15回阿賀野市書道展（後援） 

・代表者 第 15 回阿賀野市書道展実行委員会 

実行委員長 菅井 慶輔 

 ・期 日 11月 22日(金)～24日(日) 

 ・会 場 水原公民館 

 ○報告第 17 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 464人 認定者数 409人 

  （令和元年 8月 27日現在） 



 

（5）議件 

 ○議案第 21 号 令和元年度阿賀野市一般会

計補正予算（第 2号）の議案に関する意見

の申出について         承認 

 ○議案第 22 号 阿賀野市立幼稚園設置条例

の一部改正についての議案に関する意見

の申出について         承認 

 ○議案第 23 号 阿賀野市立小・中学校設置

条例施行規則の一部改正について 承認 

 ○議案第 24 号 阿賀野市青少年育成センタ

ー指導員の委嘱について     承認 

（6）その他 

 ①今後の日程について 

 ＜学校教育課＞ 

 ○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回阿賀野市議会定例会 

 ・9月 4日（水）～20日（金）市役所 

 ○中学校体育祭 

 ・9月 7日（土）市内中学校 

 ○総務文教常任委員会 

 ・9月 10日（火）市役所 

 ○阿賀野市小学校親善陸上大会 

 ・9月 11日（水）水原小学校 

 ○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、安田小、安田中 

 ○第 9回教育委員会 

・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＞ 

 ○まちづくり塾 

 ・8月 30日（金）安田交流センター 

 ○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回阿賀野市議会定例会 

 ・9月 4日（水）～20日（金）市役所 

 ○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 

○緑の少年団グリーンキャンプ 

 ・9月 28日（土）・29日（日） 

五頭連峰少年自然の家 

②事務連絡事項 

 ・阿賀野市小学校親善陸上大会のご案内 

 

終了 午後 2時 37分 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


