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令和２年第１回 阿賀野市教育委員会定例会会議録 

 

１ 開会年月日  令和２年１月２４日（金) 午前１０時００分開会 

２ 開 催 場 所  阿賀野市笹神支所 ４階 委員会室１ 

３ 出 席 者  教育長職務代理者 渡邉 栄二 

教育委員 圓山 孝、瀧澤 圭子、酒井 里佳子 

４ 欠 席 委 員  教育長  神田 武司 

５ 議案説明のために出席した者の職・氏名 

         学校教育課  課 長    菅井 裕治 

                管理指導主事 伊藤 浩 

         生涯学習課  課 長    齋藤 弥一 

６ 会   期  １日間 

７ 会 議 書 記  学校教育課  課長補佐   陸 俊弘 

８ 会議に付すべき事件 

日程 議案番号 議    案    名 

１  会議録署名委員の指名 

２  令和元年第１２回教育委員会定例会会議録の承認 

３  業務報告 

４ 報告第 １ 号 共催・後援の承諾について 

５ その他 
１ 今後の日程 

２ 事務連絡等 

 

 

 

午前１０時００分 開会 

菅井課長 

 

 それでは、定刻となりましたので、ただ今から「令和２年第１回阿賀野市教育委

員会定例会」を開催いたします。 

 

 本日、神田教育長が体調不良のため欠席でございます。よって、地方教育行政の

組織及び運営に関する法律第１３条第２項の規定に基づきまして、あらかじめ指名

されております渡邉教育長職務代理者が、本日の会議の進行を務めていただきま

す。よろしくお願いいたします。 

 

渡邉教育長

職務代理者 

はい。それでは、皆さん、ご苦労さまでございます。 

 

これより、令和２年第１回阿賀野市教育委員会定例会を開会いたします。 
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渡邉教育長

職務代理者 

令和２年第１回定例会は、１月２４日金曜日、午前１０時００分開会。会場は阿

賀野市笹神支所４階委員会室１です。 

 

本日は教育長が体調不良により欠席しております。その他の委員に欠席はありま

せん。 

 

 本日、議案説明のために出席する者は、学校教育課から菅井課長・伊藤管理指導

主事、生涯学習課から齋藤課長が出席いたします。会議書記は、学校教育課の陸課

長補佐です。 

 

 本日の議事は、議事日程のとおりです。議事は番号順に進める予定ですが、時間

等の都合で順序の変更が必要となりましたら、進行の中で対応いたします。 

 

会期は、本日１日でよろしいでしょうか。 

（全員異議なし） 

 

ご異議なしと認め、本日１日の会期といたします。 

 

 令和２年第１回教育委員会定例会の会議録署名委員は、瀧澤委員を指名いたしま

す。 

 

 日程第２ 令和元年第１２回教育委員会定例会会議録の承認について、事務局お

願いいたします。 

 

菅井課長 

 

 

令和元年第１２回教育委員会定例会の会議録につきまして、お気付きの点などが

ございましたらお願いしたいと思います。 

 

渡邉教育長

職務代理者 

 はい。それでは、会議録について、よろしいでしょうか。 

（全員異議なし） 

 

それでは、令和元年第１２回教育委員会定例会の会議録を承認することといたし

ます。 

 

次に、日程第３ 業務報告に移ります。  

 

学校教育課長、生涯学習課長、管理指導主事の順で報告をお願いいたします。 

 

菅井課長 教育長の業務について、資料に基づき報告。 

  

  ○第１６回市民元旦マラソン 

１月１日(水・祝)／水原総合体育館 

○市剣道連盟鏡開き 

１月５日（日）／笹神体育館 

○教育長年頭訓示 

１月６日（月）／笹神支所  

令和２年の幕開けに際して、阿賀野市民が豊かに学び、市民の生活に張り

が生まれ、生活が充実したものとなるよう、次の５つの視点から述べました。 

①服務の在り方     ②働き方改革と職場づくり ③業務改善 

④情報発信の必要性 ⑤事故の防止 

○第１０回校園長会 

１月９日（木）／笹神支所 

１年間のまとめと新年度の準備の時期を迎え、新年度の教育課程の構想と 
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 指導計画の整備、新しい職員体制の構築、学校間のゆるやかな接続等が着実

に進められるようお願いしました。加えて「児童生徒のＳＯＳの出し方に関

する教育」「ＳＮＳに関する教育」が確実に実施されるよう指導計画の整備

を依頼しました。  

○県都市教育長協議会秋季定期総会 

１月１６日（木）／燕市中央公民館 

○総務文教常任委員会 

１月１７日（金）／市役所 

○当初予算市長査定 

１月２０日（月）／市役所 

○学校給食会食会 

１月２０日（月）／笹岡小学校 

○第１２回Ｂ＆Ｇ全国サミット 

１月２１日（火）／笹川記念会館（東京都港区） 

○第２回人事異動会議 

１月２２日（水）／県庁 

 

学校教育課の業務について、資料に基づき報告。 

 

○教育長年頭訓示（学校教育課長代読） 

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）／燕市中央公民館 

○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 

○学校給食会食会 

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 

 

齋藤課長 生涯学習課の業務について、資料に基づき報告。 

 

  ◯第１６回市民元旦マラソン（２７１人） 

１月１日（水・祝）／水原総合体育館 

◯生活指導連絡協議会 

１月９日（木）／笹神支所  

◯冬のあそび虫（８５人） 

１月１９日（日）／安田体育館  

◯第２回県同和教育推進協議会 

１月２３日（木）／新潟県自治会館（新潟市中央区） 

 

伊藤管理 

指導主事 

管理指導主事の業務について、次の内容を報告。 

 

〔１２月２７日～１月２３日〕 

  ○児童生徒の事故報告 

・虐待の疑い２件（小学校）親子関係 
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伊藤管理 

指導主事 
（中学校）親子関係 

   ・けが１件  （中学校）足の骨折 
   

渡邉教育長

職務代理者 

 

ただ今の業務報告について、ご質問等ございませんでしょうか。 

（全員なし） 

 

それでは、ないようですので、次に、日程第４ 報告第１号 共催・後援の承諾に

ついて、事務局お願いいたします。 

 

菅井課長 報告第１号 共催・後援の承諾につきまして、ご説明申し上げます。 

 

今回は、後援が３件となっております。 

 

最初に、学校教育課の案件につきまして、ご説明申し上げます。 

 

議案書に基づき説明。 

 

◯子育ち学び＆ランチ（後援） 

子育ち応援ふわっち 代表 五十嵐 貴子  

  毎月第３水曜（１月～１２月）／モリスバカフェ（新潟市西区） 

◯入園入学お話し会（後援） 

  子育ち応援ふわっち 代表 五十嵐 貴子 

  ３月３日（火）／村さ来新津店（新潟市秋葉区） 

 

齋藤課長 続きまして、生涯学習課案件でございます。１件でございます。 

 

議案書に基づき説明。 

 

 ◯新潟県埋蔵文化財センター２０１９年度冬季企画展 

「発掘！新潟の遺跡２０１９」（後援）  

  新潟県埋蔵文化財センター 指定管理者 

 公益財団法人新潟県埋蔵文化財調査事業団 理事長 稲荷 善之  

 １月１０日（金）～３月２２日（日）／新潟県埋蔵文化財センター 

 

渡邉教育長

職務代理者 

はい。ただ今説明のありました共催・後援の承諾について、ご質問等ございまし

たら、お願いいたします。 

 

何かございませんでしょうか。 

（全員なし） 

 

ないようですので、次に、日程第５ その他をお願いいたします。 

 

最初に、今後の日程について、事務局お願いいたします。 

 

菅井課長 学校教育課の業務について、資料に基づき説明。 

 

◯第１１回校園長会 

 ２月４日（火）／笹神支所 

◯第３回第９地区教科用図書採択協議会 

 ２月１０日（月）／新発田市豊浦支所 

◯第２回学校事務共同実施推進協議会 

 ２月１９日（水）／笹神支所 
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 ◯中学生生活習慣病予防事業報告会 

 ２月２５日（火）／水原保健センター 

◯第１回市議会定例会 

 ２月２８日（金）～３月１９日（木）／市役所 

◯第１２回校園長会 

 ２月２８日（金）／水原小学校 

 

次回定例会の日程を調整。 

◯第２回教育委員会定例会 

２月２１日（金）午後１時３０分から／笹神支所 ４階 委員会室１ 

 

齋藤課長 生涯学習課の業務について、資料に基づき説明。 

 

◯社会厚生常任委員会 

 １月３０日（木）／市役所 

◯こだま４ かんじき体験＆雪灯ろうつくりの冬遊び 

 ２月１日（土）／五頭連峰少年自然の家 

◯第１４回ビーチボールバレー大会 

 ２月２日（日）／安田体育館 

◯下越公民館連絡協議会代議員会 

 ２月７日（金）／じょいあす新潟会館（新潟市中央区） 

◯県公民館連絡協議会理事会・評議員会 

 ２月１２日（水）／クロスパルにいがた（新潟市中央区） 

◯第１回市議会定例会 

 ２月２８日（金）～３月１９日（木）／市役所 

 

渡邉教育長

職務代理者 

はい。次に、事務連絡等について、事務局お願いいたします。 

 

菅井課長 

 

令和元年度卒業（修了）式日程及び出席予定者について、資料に基づき説明。 

 

渡邉教育長

職務代理者 

他にございませんでしょうか。 

 

ないようでしたら、本日の令和２年第１回阿賀野市教育委員会定例会は、これで

終了することといたします。お疲れさまでした。 

 

閉会を宣言した時刻 午前１０時２０分 

 

 

 

以上、会議の要旨を記し、相違ないことを証するため、ここに署名する。 

 

 

 

     阿 賀 野 市 教 育 長                     

 

 

 

     会 議 録 署 名 委 員                     


