
教育委員会だより 第 184号 

令和元.10.30 

阿賀野市 

教育委員会 

令和元年第 10回教育委員会より 

 令和元年第 10 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 10月 28日（月） 

午前 10 時 00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 9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 

＊9 月 29 日（日）、安田幼稚園、京ヶ瀬幼稚

園の運動会が開催されました。あいにくの

雨模様で屋内での運動会となりましたが、

障害物を軽々と越えたり、リズムに乗って

生き生きと踊ったりと、楽しい運動会でし

た。 

＊10 月 2 日（水）、第 7 回校園長会では、8

月以降、県内教員の逮捕事案が連続して発

生したことから、特に SNSに関する指導を

行い、危機意識を高めるようお願いしまし

た。また、「勉強が好き」という教科は正

答率が高いことから、友達との対話的な授

業を行い、楽しい授業づくりを心掛けてほ

しいと話しました。次年度から、小学校で

プログラミング教育が導入されることか

ら、今からタブレットを活用し、機器に慣

れさせておくようお願いしました。 

 ＊10 月 7 日（月）、県が招集した緊急校長会

に出席しました。教育は信頼関係がなけれ

ば成立しない。信頼を取り戻し、教える者

としての心構えを取り戻すため、繰り返

し、粘り強く指導し、非違行為を根絶しな

ければならないという県教育庁義務教育

課長からの強い指導がありました。 

＊10 月 15 日（火）、台風 19 号による被害に

ついて、水原小学校から防砂ネットの破損、 

  樹木の枝折れ、京ヶ瀬幼稚園から窓ガラス

のひび割れという報告を受けました。 

 ＊10月 24日（木）、水原総合体育館で小中学

校音楽祭が開催されました。市内 8小学校

の 3・4 年生が工夫を凝らした合唱や合奏

を披露しました。また、4 中学校 1 年生に

よる合同合唱、吹奏楽部の合同演奏の迫力

には圧倒されました。 

 ◎学校教育課長から 

 ○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）村上市民ふれあいセンター 

 ○教育委員学校訪問 

・10月 8日（火）こどものことばとこころの

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 

○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 

 ○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） 

新発田市生涯学習センター 

 ○第 10回教育委員会定例会 

 ・10月 28日（月）笹神支所 

 ○三市北蒲原郡教育委員会連合協議会 

研修会 

 ・10月 28日（月）イクネスしばた 

◎生涯学習課長から 

 ○緑の少年団「グリーンキャンプ」（13人） 

 ・9月 28日（土）・29日（日） 



五頭連峰少年自然の家 

○寿学級（高齢者学級）「ちぎり絵」 

 ・9月 30日（月）京和荘 

 ○さわらび学級（高齢者学級）「作品づくり」 

 ・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 

（高齢者学級）「押し花教室」 

 ・10月 10日（木）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 

 ○第 72回新潟県駅伝競走大会（24位） 

 ・10月 20日（日）安野小学校（中継所） 

 ○水原地区芸能発表会（210人） 

 ・10月 20日（日）水原公民館 

 ○山手学級・さわやか女性セミナー 

「干支押し絵教室」 

 ・10月 24日（木）安田交流センター 

 ○緑の少年団「森林整備活動 2」 

 ・10月 26日（土）五頭連峰少年自然の家 

 ○分田地区芸能まつり 

 ・10月 27日（日）分田小学校 

◎管理指導主事から 

 【9月 28日～10月 27日】 

 ○児童生徒の事故報告 

 ・いじめ 1件（中学校） 

 ○教職員の事故報告 

 ・交通事故 1件 追突（加害） 

 ・交通違反 1件 信号無視 

 ○その他 

・不審者 2件（小学校）不審な行動、 

写真撮影 

 ・学級閉鎖（インフルエンザ）2校 2学級 

（4）報告事項 

 ○報告第 21号 共催・後援の承諾について 

  【共催 1件・後援 4件】 

①第 72回全国人権・同和教育研究大会 

兼第 28回新潟県同和教育研究集会（後援） 

 ・代表者 第 72 回全国人権・同和教育研究

大会新潟県実行委員会 

実行委員長 野澤 朗 

 ・期 日 令和 2 年 10 月 31 日（土）・11 月

1日（日） 

・会 場 リージョンプラザ上越、上越科学 

館、上越観光物産センターほか 

②越後府開府 150年記念小展（後援） 

 ・代表者 春城会 会長 小泉 豊信 

・期 日 10月 26日（土）～28日（月） 

 ・会 場 水原公民館 

③秋葉ジュニア合唱団「赤い鳥」と季節の歌 

を一緒に歌おう（後援） 

 ・代表者 新潟市秋葉区文化会館 

館長 荒井 和真 

 ・期 日 12月 3日（火） 

・会 場 新潟市秋葉区文化会館 

 ④親子で楽しむクラシック 

～はじめての演奏会～（後援） 

 ・代表者 新潟市秋葉区文化会館 

館長 荒井 和真 

・期 日 令和 2年 2月 24日（月・振休） 

・会 場 新潟市秋葉区文化会館 

 ⑤令和元年度下越地区中学生新人 

バレーボールフェスティバル（共催） 

 ・代表者 下越地区中学生新人バレーボール 

フェスティバル実行委員会 

宮川 太一 

 ・期 日 11月 23日（土・祝）・24日（日） 

・会 場 笹神体育館、笹神中学校 

 ○報告第 22 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 

 ・認定後支給停止者数 11人 

  （令和元年 10月 25日現在） 

（5）その他 

 ①今後の日程について 

 ＜学校教育課＞ 

 ○就学時健康診断 

 ・10月 29日（火）京ヶ瀬小学校 

 ○総務文教常任委員会 

 ・11月 1日（金）市役所ほか 

 ○あがの子ども未来フォーラム inささかみ 

 ・11月 5日（火）笹神中学校 

 ○あがの子ども未来フォーラム in水原 

 ・11月 5日（火）水原中学校 

 ○第 8回校園長会 

 ・11月 12日（火）笹神支所 

 ○第 1回人事異動会議 

 ・11月 19日（火）笹神支所 

 ○「いのち・愛・人権」燕展 

 ・11月 19日（火）～25日（月） 



燕市文化会館ほか 

○第 11回教育委員会定例会・総合教育会議 

・11月 20日（水）市役所 

 ○あがの子ども未来フォーラム in YASUDA 

 ・11月 22日（金）安田中学校 

 ○あがの子ども未来フォーラム in京ヶ瀬 

・11月 26日（火）京ヶ瀬中学校 

＜生涯学習課＞ 

○安田文化祭 

・11月 2日（土）・3日（日） 

安田交流センター 

○京ヶ瀬文化祭 

・11月 2日（土）・3日（日）京和荘 

○水原文化祭 

・11月 2日（土）～4日（月） 

水原総合体育館 

○笹神文化まつり 

・11月 3日（日）・4日（月）ふれあい会館 

○社会厚生常任委員会 

・11月 7日（木）五頭連峰少年自然の家 

○第 16回市民 9人制ソフトバレーボール 

大会 

・11月 10日（日）水原総合体育館 

○京ヶ瀬芸能祭 

・11月 10日（日）京和荘 

○音楽コンサート 

・11月 10日（日）水原公民館 

○明るい家庭作文コンクール表彰式 

・11月 12日（火）ふれあい会館 

○ゆめづくりスポーツ教室 

（新潟アルビレックスＢＣ・少年野球教室） 

・11月 24日（日）水原野球場 

②事務連絡事項 

・人事異動 幼稚園教諭の採用 2人 

 ・人事異動 健康推進課から生涯学習課への

異動 1人 

 

 終了 午前 10時 45分 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


