
教育委員会だより 第 185号 
令和元.11.26 

阿賀野市 

教育委員会 

令和元年第 11回教育委員会より 

 令和元年第 11 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 11月 20日（水） 

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 10回教育委員会定例会 

会議録の承認 

（3）業務報告 

 ◎教育長 

 ＊10月 30日（水）、阿賀野高等学校で阿賀野

地域キャリア教育支援協議会が開催され

ました。高校 2年生のインターンシップ成

果発表会を参観した後、職業体験を中心

に、阿賀野高等学校のキャリア教育の推進

に関して意見交換を行いました。 

 ＊11 月 3 日（日）、旧前山小学校で「黒板ア

ート」鑑賞ツアーが行われました。市内中

学生の希望者約 20 人が、武蔵野美術大学

の学生による鑑賞授業を受けるとともに、

黒板アートを制作した学生による解説を

聞きながら作品を鑑賞しました。 

 ＊11月 7日（木）、緊急小学校長会を招集し、 

これまでのいじめ事案について、対応の仕

方を点検し、保護者への説明を丁寧に行う

よう指示しました。 

 ＊11月 12日（火）、第 8回校園長会では、令

和 2年度の教育課程の編成に当たり、働き

方改革の観点から標準授業時数を大幅に

上回ることのないよう注意を促すととも

に、神戸市の教師いじめ事案を受け、日頃

から職員への毅然とした対応や風通しの

良い職場環境の大切さを指導しました。ま

た、時間外勤務に改善傾向が見られます

が、健康保持のため一層の勤務時間管理を

お願いしました。 

＊11月 13日（水）、ふれあい会館で第 15回 

明るい家庭づくり作文コンクール表彰式を 

  行いました。石井一輝さん（安田小学校 5

年）の「ひいおばあちゃんとぼく」が最優

秀賞に輝きました。 

 ◎学校教育課長 

 ○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 ㏌ 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 

 ・11月 20日（水）市役所 

 ○第 2回総合教育会議 

 ・11月 20日（水）市役所 

◎生涯学習課長 

 ○阿賀野市ゆかりの文人展（347人） 

 ・11月 1日（金）～3日（日）水原公民館 

 ○阿賀野市ＰＴＡ連絡協議会研修（50人） 

 ・11月 1日（金）水原公民館 

 ○安田文化祭（722人） 

 ・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  

 ○市民茶会（60人） 

 ・11月 3日（日）水原公民館 

 ○笹神文化まつり（1,103人） 

 ・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 

 ○国民文化祭 

 ・11月 9日（土） 

市事業：やすだ瓦ロードまちあるき（84人） 

やすだ瓦ロード 



  県事業：シンポジウム（150人） 

安田交流センター 

○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 

 ○第 15 回明るい家庭づくり作文コンクール

表彰式 

 ・11月 13日（水）ふれあい会館 

◎管理指導主事 

 【10月 28日～11月 19日】 

 ○児童生徒の事故報告 

 ・暴力 1件（小学校）蹴られる 

 ・けが 1件（中学校）骨折 

 ○教職員の事故報告 

 ・交通事故 1件 物損 

 ○その他 

 ・学級閉鎖 1件（小学校）インフルエンザ 

（4）報告事項 

 ○報告第 23号 共催・後援の承諾について 

  【後援 3件】 

①市民とともに「市島春城を学び落語を楽し

む会」（文化講座）（後援） 

・代表者 水原文化協会 会長 須田 一彦 

 ・期 日 12月 1日（日） 

 ・会 場 水原公民館 

 ②第 3回世界大正琴交流大会 

琴リンピック 2020 イン 新潟（後援） 

 ・代表者 琴リンピック実行委員会 

      実行委員長 琴源（金子 秀樹） 

・期 日 令和 2年 8月 20日（木） 

              ～24日（月） 

・会 場 新潟市民芸術文化会館 

 ③第 17回全国高等学校ＡＲＤＦ競技大会 

（後援） 

 ・代表者 全国高等学校アマチュア無線連盟 

全国高等学校ＡＲＤＦ競技大会 

準備委員会 

準備委員長 佐藤  久 

・期 日 令和 2年 7月 25日（土） 

～27日（月） 

・会 場 五頭連峰少年自然の家周辺 

 ○報告第 24号 令和元年度阿賀野市一般会

計補正予算（第 3号）について 

 ・市立図書館運営管理事業費（103万円） 

 ○報告第 25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 466人  認定者数 411人 

（令和元年 11月 20日現在） 

（5）議件 

○議案第 25 号 阿賀野市立学校財務事務取

扱要綱の制定について            承認 

 ○議案第 26 号 令和元年度阿賀野市一般会

計補正予算（第 4号）の議案に関する意見

の申出について         承認 

（6）その他 

 ①今後の日程について 

 ◎学校教育課長 

 ○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 

 ○市議会定例会 

 ・12月 3日（火）～13日（金）市役所 

 ○第 9回校園長会 

 ・12月 4日（水）笹神支所 

 ○総務文教常任委員会 

 ・12月 9日（月）市役所 

 ○第 4回 Ｍａｙｏｒ’ｓ Ｃｕｐ 

  Ｐｒｅｓｅｎｔａｔｉｏｎ 

  Ｃｏｎｔｅｓｔ 

 ・12月 25日（水）ふれあい会館 

 ○第 12回教育委員会定例会 

・12月 27日（金）笹神支所 

◎生涯学習課長 

○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 

 ○3市町社会教育委員合同研修会 

（阿賀野市・五泉市・阿賀町） 

 ・11月 25日（月）五泉市総合会館 

 ○新発田地域警察連絡協議会・中高生活指導

連絡協議会 

 ・11月 27日（水）新発田商業高等学校 

 ○緑の少年団修了式 

 ・12月 7日（土）ふれあい会館 

 ○定期監査 

 ・12月 16日（月）笹神支所 

②事務連絡等 

・平成 30 年度教育に関する事務の管理及び

行の状況の点検並びに評価報告書の配布

と説明 

 ・阿賀野高等学校のパン 

フレット配布と説明 

 

終了 午後 2時 35分 

 


