
教育委員会だより 第 186号 

令和 2.1.9 

阿賀野市 

教育委員会 

令和元年第 12 回教育委員会より 

 令和元年第 12 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 12月 27日（金） 

午前 10 時 45分～ 

2 場所 阿賀野市笹神支所 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 11回教育委員会定例会 

会議録の承認 

（3）業務報告 

 ◎教育長 

 ＊11月 21日（木）、「特別の教科 道徳」教育

研究発表会が、笹岡小学校で開催されまし

た。これは、市教育委員会が指定する授業

研究会です。問題意識を持ち、関わり合っ

て考えを深めていく道徳授業を目指し、2

年生では「仲間外し」、4年生では「いじめ」

について考える授業を公開しました。市内

小中学校の先生等 40人が参加しました。 

 ＊11月 22日（金）、あがの子ども未来フォー

ラム in YASUDAが、安田中学校で行われま

した。総合的な学習の時間で行った地域学

習について発表しました。安田小学校 6年

生は劇仕立てで「酪農発祥の地」「庵地焼」

「吉田東伍」について、安田中学校 2年生

は職場体験や地域に貢献する活動として

の福祉体験・ボランティア活動について発

表しました。子どもたちの郷土を大切に思

う気持ちが伝わってきました。引き続き

「いじめ見逃しゼロスクール集会」が行わ

れました。 

 ＊11月 26日（火）、あがの子ども未来フォー

ラム in 京ヶ瀬が、京ヶ瀬中学校で行われ

ました。京ヶ瀬小学校 6年生は、道の駅構

想や梅・桜デザートづくり、市の空き屋調

べ、未来にほしい施設調べを通して、未来

の阿賀野市の姿について提案しました。 

 

京ヶ瀬中学校 2年生は、消防本部や県立リ

ウマチセンターの職場体験を通して学ん

だことを発表しました。引き続き行われた

「いじめ見逃しゼロ集会」では、小中学生

が 18 グループに分かれ、いじめへの対応

の仕方について意見交流を行いました。 

 ＊11月 27日（水）、NIE研究発表会が水原小

学校で行われました。県 NIE推進協議会の

実践委嘱校として、新聞を学習に生かして

活用力を育成しようとする研究の 2年次発

表が行われました。5 年 2 組の国語の公開

授業では「携帯電話を持つことになったと

き、どのように使っていくとよいか」をテ

ーマに、さまざまな新聞記事を読み、自分

の考えを書いていました。 

 ＊11月 28日（木）、第 2回教育支援委員会を

笹神支所で開催し、次年度の就学に係る教

育支援について協議しました。 

  （対象幼児 24人、対象児童生徒 14人） 

 ＊12 月 4 日（水）、第 9 回校園長会が笹神支

所で開催されました。主な指導事項は次の

とおりです。 

・今年度の授業日数が残り 80 日程度にな

っていることから、学校全体として 1年

間の復習を計画的に行うこと。 

・絵画や音楽発表における担任の力量差を

埋める手立てを講ずること。 

・多忙な時期に発生しがちな個人情報の流

出や交通事故の防止に努めること。 

・ＳＮＳの危険性について児童生徒に指導

するとともに、体育授業での事故防止に

努めること。 

 ＊12月 25日（水）、第 4回 Mayor’s Cup 

 Presentation Contest をふれあい会館で

開催しました。小学校では、暗唱の部に 2

人と 1組、自由発表の部に 1人と 2組が、

中学校では、自由発表の部に 11 人が参加

しました。きれいな発音や主張のしっかり

した発表内容が印象に残りました。水原中

学校 2年の石塚めいさんが市長賞を、安田

小学校 5年の坂井優奈さんが教育長賞を受

賞しました。 



◎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 

 ○第 4回市議会定例会 

 ・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 

◎生涯学習課長補佐 

○ゆめづくりスポーツ教室（65人） 

（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 

 ○アルビレックス新潟県内全市町村 

ホームタウン化記念セレモニー 

 ・11月 24日（日） 

デンカビッグスワンスタジアム 

 ○五泉市・阿賀野市・阿賀町社会教育委員等 

合同研修会（6人） 

 ・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 

 ○お楽しみミニ運動会（111人） 

 ・11月 30日（土）水原総合体育館 

 ○第 4回市議会定例会 

 ・12月 3日（火）～13日（金）市役所 

 ○緑の少年団修了式（11人） 

 ・12月 7日（土）ふれあい会館 

 ○社会厚生常任委員会 

 ・12月 10日（火）市役所 

 ○定期監査 

 ・12月 16日（月）笹神支所 

 ○土橋遺跡発掘調査現場一般公開 

（12月 26日現在 145人） 

 ・12月 21日（土）～27日（金） 

土橋遺跡（阿賀野市土橋地内） 

◎管理指導主事 

 【11月 20日～12月 26日】 

 ○児童生徒の事故報告 

 ・交通事故 2件（小学校）自転車飛び出し 

・交通事故 2件（小学校）歩行中 

・けが 2件（中学校）骨折、失神 

 ・不審者 1件（小学校）写真撮影 

・虐待 1件（中学校）兄弟関係 

・暴力 2件（中学校）対教師、生徒間 

・いじめ 2件（小学校）からかい 

       （中学校）SNSでの嫌がらせ 

 ・盗み 1件（中学校）持ち物 

 ○教職員の事故報告 

 ・交通事故 1件 追突加害 

（4）報告事項 

 ○報告第 26号 共催・後援の承諾について 

  【後援 5件】うち不承諾 1件 

①国際交流＆イングリッシュキャンプ 

（後援） 

・代表者 宮城復興支援センター 

     センター長 茂木 秀樹 

・期 日 令和 2年 6月 6日（土）・7日（日）、 

8月 1日（土）・2日（日） 

・会 場 国立妙高青少年自然の家 

 ②第 5回新潟県子ども観光大使大会・ 

認定証授与式 

第 6回全国連合子ども観光大使大会 

in新潟            （後援） 

 ・代表者 新潟県子ども観光大使実行委員会 

      実行委員長 田代 勝巳 

 ・期 日 令和 2年 2月 15日（土） 

5月 3日（日） 

 ・会 場 燕三条地場産業振興センター 

      朱鷺メッセ 

 ③令和元年度新潟県野鳥保護の集い（瓢湖） 

（後援） 

 ・代表者 新潟県愛鳥センター 

紫雲寺さえずりの里 

所長 上原 伸 

・期 日 令和 2年 2月 16日（日） 

・会 場 探鳥会：瓢湖周辺、 

その他：福祉会館 

 ④世界の洋らん展 2020  

inサントピアワールド （後援） 

 ・代表者 サントピアワールド株式会社 

代表取締役 佐藤 十九一 

・期 日 令和 2年 3月 6日（金） 

～15日（日） 

 ・会 場 安田フラワーガーデン 

 ⑤2020にいがたコレクション（後援・不承諾） 

 ・代表者 にいがたコレクション 



実行委員会 後藤 英夫 

 ・期 日 12月 28日（土） 

・会 場 朱鷺メッセ 

○報告第 27 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 469人  認定者数 414人 

 （令和元年 12月 26日現在） 

（5）議件 

 ○議案第 27 号 阿賀野市遠距離児童及び生

徒定期券購入費補助金支給に関する要綱

の一部改正について      承認 

（6）その他 

 ①今後の日程について 

 ◎学校教育課長 

 ○教育長年頭訓示 

 ・1月 6日（月）笹神支所 

 ○第 10回校園長会 

 ・1月 9日（木）笹神支所 

 ○県都市教育長協議会秋季定期総会 

 ・1月 16日（木）燕市 

 ○総務文教常任委員会 

 ・1月 17日（金）市役所 

 ○教育委員会合同新年会 

 ・1月 17日（金）亀田屋 

 ○市長招待給食会 

 ・1月 20日（月）笹岡小学校 

 ○第 2回人事異動会議 

 ・1月 22日（水）県庁 

 ○第 1回教育委員会定例会 

 ・1月 24日（金）笹神支所 

◎生涯学習課長補佐 

○元旦マラソン（申し込み 254人） 

・1月 1日（水・祝）水原総合体育館 

 ○第 2回生徒指導連絡協議会 

 ・1月 9日（木）笹神支所 

 ○冬のあそび虫 

 ・1月 19日（日）安田体育館 

②事務連絡等 

・教育委員会合同新年会について 

 ・令和 2年度教育委員学校訪問の日程につい

て 

 

 終了 午前 11時 45分 

 

※「令和元年度新潟県体力テスト結果」を 

市ホームページに掲載しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


