
教育委員会だより 第 188号 

令和 2.2.27 

阿賀野市 

教育委員会 

令和 2年第 2回教育委員会定例会より 

 令和 2年第 2回教育委員会定例会が開催され

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 2年 2月 21日（金） 

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 2年第 1回教育委員会定例会会議録 

の承認 

（3）業務報告 

 ◎教育長 

＊1月 29日（水）、「あがの子ども未来フォー

ラム」検討会が開催され、市内小中学校の

校長が参加しました。実施後のアンケート

結果を報告し、それに基づいて次年度の実

施の在り方について検討しました。 

＊1月 29日（水）、「コミュニティ・スクール

推進準備校」実践発表会が開催されまし

た。指定 1年目の分田小学校・笹神中学校、

指定 2 年目の安野小学校・安田中学校の 4

校から実践発表をしてもらいました。その

後、コミュニティ・スクール導入に向け、

実践の方向性について協議しました。 

 ＊1 月 31 日（金）、青少年問題協議会が開催

されました。阿賀野警察署からは、万引き

は少なくなっているものの、なくなったわ

けではないと注意喚起がありました。ま

た、睡眠時間が十分に確保されているのか

が話題となりました。中学校からは、スマ

ホ・ゲーム等に触れる時間が長くなり、依

存傾向もあるため、医療機関に通っている

生徒がいるとの事例が紹介されました。睡

眠時間の不足により問題行動が引き起こ

されることが危惧されるので、睡眠時間の 

大切さを啓発していくことが大切だとい

うことが確認されました。 

＊2 月 4 日（火）、第 11 回校園長会が開催さ

れました。主な指導事項は次のとおりで

す。 

・新型コロナウイルス関連で偏見や差別が

生じないよう、職員や児童生徒に指導す

るとともに、中学校においては、修学旅

行先の状況把握に努めること。 

・各学校がこれまでに大切にしてきた伝

統・文化を確実に引き継いでいくこと。 

・個人情報の流失や交通事故等、年度末に

発生しやすい事故の防止に努めること。

そのために計画的・効率的に業務を進め

るよう促すこと。 

・小 1プロブレム、中 1ギャップが児童生

徒に大きく影響しないよう、ゆるやかな

接続のための連携を図ること。 

＊2月 19日（水）、臨時中学校長会を招集し、

新型コロナウイルスに関わる修学旅行へ

の対応について協議しました。 

 ◎学校教育課長 

 ○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 1回議員全員協議会 

 ・2月 14日（金）市役所 

 ○臨時中学校長会 

 ・2月 19日（水）笹神支所 

 ○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 

 ○第 2回教育委員会定例会 

 ・2月 21日（金）笹神支所 

 ◎生涯学習課長 

 ○「パッチワークで小物作り」教室（21人） 

 ・1月 29日（水）・30日（木）水原公民館 

 ○社会厚生常任委員会 

 ・1月 30日（木）市役所 

○青少年問題協議会 



 ・1月 31日（金）笹神支所 

○「小学生のマスコットづくり」教室（9人） 

・2月 1日（土）水原公民館 

 ○こだま 4 かんじき体験＆雪灯ろうつくり

の冬遊び（32人） 

 ・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 

             （8チーム 64人） 

 ・2月 2日（日）安田体育館 

 ○第 11回校園長会 

 ・2月 4日（火）笹神支所 

 ○下越公民館連絡協議会代議員会 

 ・2月 7日（金） 

ジョイアス新潟会館（新潟市中央区） 

 ○大人の味噌作り（27人） 

 ・2月 9日（日）安田交流センター 

 ○県公民館連絡協議会理事会・評議員会 

 ・2月 12日（水） 

クロスパル新潟（新潟市中央区） 

 ○安田芸能祭（13団体発表 140人） 

 ・2月 16日（日）安田交流センター 

 ○高校生活指導連絡協議会 

 ・2月 19日（水）阿賀野高等学校 

 ○パン作り教室（16人） 

 ・2月 20日（木）水原公民館 

◎管理指導主事 

 【1月 25日～2月 20日】 

 ○児童生徒の事故報告 

 ・虐待 1件（小学校）脅し 

 ・SNS被害 1件（中学校）誹謗・中傷 

 ・いじめ 1件（小学校）ズボン下ろし 

 ○教職員の事故報告 

 ・交通事故 1件 追突（物損加害） 

（4）報告事項 

 ○報告第 2号 共催・後援の承諾について 

  【後援 2件】 

①第 42回新潟県空手道選手権大会（後援） 

・代表者 公益社団法人日本空手協会 

新潟県本部 井上 勝之 

 ・期 日 4月 26日（日） 

 ・会 場 水原総合体育館 

②鮭の稚魚放流大会（後援） 

・代表者 百津自治会 

自治会長 小野 秀雄 

・期 日 3月 29日（日） 

・会 場 安野川百津橋左岸下（百津地内） 

○報告第 3号 要保護及び準要保護児童生徒

の認定等について 

・就学援助認定 

申請者数 469人  認定者数 414人 

・新入学用品費入学前支給就学援助認定 

 申請者数 81人  認定者数 73人 

        （令和 2年 2月 20日現在） 

（5）議件 

 ○議案第 1号 令和元年度末・令和 2年度初

阿賀野市立小・中学校管理職の人事異動の

承認について                    承認 

○議案第 2号 令和元年度阿賀野市一般会計

補正予算（第 8号）の議案に対する意見に

ついて             承認 

○議案第 3号 令和元年度阿賀野市少年自然

の家特別会計補正予算（第 1号）の議案に

対する意見について       承認 

○議案第 4号 令和 2年度阿賀野市一般会計

予算の議案に対する意見について 承認 

○議案第 5号 令和 2年度阿賀野市少年自然

の家特別会計予算の議案に対する意見に

ついて             承認 

○議案第 6号 工事請負契約の変更（安田中

学校長寿命化改良工事）の議案に対する意

見について           承認 

○議案第 7号 阿賀野市公民館条例施行規則

等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 

 ○中学校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 12回校園長会 

 ・2月 28日（金）水原小学校 

 ○第 1回市議会定例会 

 ・2月 28日（金）～3月 19日（木）市役所 

 ○阿賀野高等学校卒業式 

 ・3月 3日（火）阿賀野高等学校 

 ○中学校卒業式 

 ・3月 3日（火）笹神中学校 



 

 ○中学校卒業式 

・3月 4日（水）安田中学校、京ヶ瀬中学校、 

水原中学校 

 ○総務文教常任委員会 

・3月 9日（月）市役所 

 ○給食運営委員会 

 ・3月 10日（火）ふれあい会館 

 ○予算審査特別委員会 

 ・3月 12日（木）～16日（月）市役所 

 ○幼稚園修了式 

 ・3月 19日（木）京ヶ瀬幼稚園 

 ○駒林特別支援学校卒業式 

 ・3月 19日（木）駒林特別支援学校 

 ○幼稚園修了式 

 ・3月 23日（月）安田幼稚園 

 ○小学校卒業式 

 ・3月 24日（火）全小学校 

○第 3回教育委員会定例会 

 ・3月 26日（木）笹神支所 

 ○教職員辞令交付式 

 ・3月 30日（月）ふれあい会館 

◎生涯学習課長 

○文化特別表彰式 

・2月 26日（水）市役所 

○第 12回校園長会 

・2月 28日（金）水原小学校 

○第 1回市議会定例会 

・2月 28日（金）～3月 19日（木）市役所 

○まちづくり教室「歴史講座 in笹神」 

・3月 7日（土）ふれあい会館 

○水原文化協会春の宴 

・3月 7日（土）水原公民館 

○駒林・五郎巻伝統芸能発表会 

・3月 8日（日）駒林特別支援学校 

○社会厚生常任委員会 

・3月 10日（火）市役所 

○予算審査特別委員会 

 ・3月 12日（木）～16日（月）市役所 

②事務連絡事項 

・卒業式・修了式の告辞について 

 ・辞令交付式の案内について 

 

終了 午後 3時 02分 

  

  

   

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 


