
教育委員会だより 第 190号 

令和 2.4.27 

阿賀野市 

教育委員会 

令和 2年第 4回教育委員会定例会より 

 令和 2年第 4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 4月 24日（金） 

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 2年第 3回教育委員会定例会会議録 

の承認 

（3）業務報告 

 ◎教育長 

＊3 月 30 日（月）、ふれあい会館で令和元年

度教職員退職者並びに転出者辞令交付式

を挙行しました。 

・定年退職者 8人、勧奨退職者 7人、 

普通退職者 2人 

・異動者 校長 5人、教頭 2人 

＊4月 1日（水）、ふれあい会館で令和 2年度

学校教職員辞令交付式を挙行しました。 

・小学校長 3人、小学校教頭 1人、 

中学校長 3人、中学校教頭 1人 

＊4月 1日（水）、ふれあい会館で令和 2年度

教育委員会職員辞令交付式を挙行しまし

た。 

・採用 11人、昇任・昇格 2人、異動 1人、 

  兼務・併任 3人 

＊4月 2日（木）、笹神支所で臨時校園長会を

開催しました。新学期の教育活動を再開す

るに当たり、感染防止対策を確認し、徹底

を図るよう共通理解しました。また、1 学

期中に行われる行事等について、実施する

かどうかについて話し合いました。 

＊4月 3日（金）、5月 6日（水・振休）まで、

部活動を休止する旨、通知しました。 

＊4月 7日（火）、突然、臨時休業となった場

合でも、児童生徒が家庭で健康的に生活

し、学習を進めることができるよう、日課 

表の作成や教材の作成等、準備に取り掛か

るよう指示しました。 

＊4月 7日（火）、阿賀野市における新型コロ

ナウイルス感染症患者の発生を受け、市役

所で新型コロナウイルス感染症対策本部

会議が招集されました。4 月 8 日（水）か

ら 4 月 14 日（火）まで、市内小中学校の

授業を午前中のみとし、給食後下校させる

ことを決定しました。 

＊4月 7日（火）、国が緊急事態宣言を発令し

ました。 

 ＊4月 9日（木）、市役所で新型コロナウイル

ス感染症対策本部会議が招集されました。

濃厚接触者の中で児童生徒に感染者がい

なかったことから、予定どおり 4 月 15 日

（水）に通常授業に戻すこととしました。 

 ＊4月 14日（火）、４月 15日（水）から、県

立学校の休業措置を受け、保護者宛てに午

前中授業・給食後下校を 4 月 17 日（金）

まで延長することをお知らせしました。 

＊4 月 15 日（水）、運動会の中止や修学旅行

の中止または延期について、市内小学校長

に要請しました。 

 ＊4 月 16 日（木）、国が緊急事態宣言を全国

に発令しました。 

 ＊4 月 17 日（金）、緊急事態宣言により、県

から小中学校の臨時休業の要請がありま

した。この要請を受けて、4月 21日（火）

から 5月 6日（水・振休）まで市内一斉臨

時休業としました。 

 ◎学校教育課長 

○令和元年度教職員退職者並びに転出者辞

令交付式 

 ・3月 30日（月）／ふれあい会館 

○令和 2年度学校教職員、教育委員会職員辞

令交付式 

 ・4月 1日（水）／ふれあい会館 

 ○臨時校園長会 

 ・4月 2日（木）／笹神支所 

 ○中学校入学式 

 ・4月 6日（月）／水原中学校 

 ○小中学校入学式、幼稚園入園式 

 ・4月 7日（火）／安田小学校を除く小学校、 



安田中学校、笹神中学校、安田幼稚園 

 ○小中学校入学式、幼稚園入園式 

・4月 8日（水）／安田小学校、京ヶ瀬中学 

校、認定こども園京ヶ瀬幼稚園 

 ○第 1回校園長会 

 ・4月 9日（木）／笹神支所 

○新型コロナウイルス感染症の対応に係る

学校訪問 

・4月 15日（水）／全小中学校 

 ○奨学生選考委員会 

 ・4月 17日（金）／笹神支所 

 ○第 4回教育委員会定例会 

 ・4月 24日（金）／笹神支所 

◎生涯学習課長 

 ○図書館キッズウィーク（中止） 

 ・4月 1日（水）～5月 6日（水・振休） 

／市立図書館 

 ○文化・スポーツ特別表彰（個人 6人） 

 ・4月 7日（火）／市役所 

 ○図書館・博物館を含め全所管施設休館 

 ・4月 7日（火）午後 6時～当分の間 

  ／安田体育館ほか 

 ○地域ふれあいクリーン作戦（中止） 

 ・4月 12日（日）／市内 

 ○下越地区生涯学習・社会教育主管課長・担

当者合同会議（書面会議に変更） 

 ・4月 15日（水） 

／新発田市生涯学習センター 

 ○その他の市主催事業は、新型コロナウイル

ス感染拡大防止のため、当分の間中止。 

◎管理指導主事 

 【3月 26日～4月 22日】 

 ○児童生徒の事故報告 

 ・交通事故 1件（中学校）自転車転倒 

 ○教職員の事故報告 

 ・救急搬送 1件 発作 

（4）報告事項 

 ○報告第 6号 共催・後援の承諾について 

  【共催 14件・後援 1件】 

①ゆったり夜ヨガ教室（共催） 

 ・代表者 NPO法人阿賀野市総合型クラブ 

理事長 國井 嘉樹 

・期 日 毎週金曜（4月～令和 3年 3月） 

 ・会 場 水原公民館 

②有酸素運動＆エクササイズ教室（共催） 

 ・代表者 NPO法人阿賀野市総合型クラブ 

理事長 國井 嘉樹 

・期 日 毎週月曜（4月～令和 3年 3月） 

 ・会 場 安田公民館 

③わくわくサロン おてんとさま（共催） 

・代表者 NPO法人阿賀野市総合型クラブ 

      理事長 國井 嘉樹 

・期 日 毎週木曜（4月～令和 3年 3月） 

 ・会 場 水原公民館ほか 

④京ヶ瀬キッズダンス教室（共催） 

・代表者 NPO法人阿賀野市総合型クラブ 

理事長 國井 嘉樹 

・期 日 毎週木曜（4月～令和 3年 3月） 

・会 場 保健福祉センター京和荘 

⑤親子硬式テニス教室（共催） 

・代表者 NPO法人阿賀野市総合型クラブ 

理事長 國井 嘉樹 

・期 日 5月 13日（水）～6月 17日（水） 

毎週水曜（全 6回） 

・会 場 水原屋内運動場 

水原テニスコート 

 ⑥第 5回「あがのボタニカルアートの会」＆

「新潟植物画倶楽部」合同展（後援） 

 ・代表者 あがのボタニカルアートの会 

伊藤 道秋 

・期 日 6月 17日（水）～22日（月） 

 ・会 場 水原公民館 

⑦スポア陸上競技クラブ（共催） 

・代表者 NPO法人阿賀野市総合型クラブ 

理事長 國井 嘉樹 

・期 日 毎週土曜（4月～令和 3年 3月） 

 ・会 場 水原小学校 

⑧貯筋・増筋トレーニング教室（共催） 

・代表者 NPO法人阿賀野市総合型クラブ 

理事長 國井 嘉樹 

・期 日 毎週火曜（4月～令和 3年 3月） 

・会 場 水原小学校、水原総合体育館 

 ⑨幼児期運動能力測定（共催） 

・代表者 NPO法人阿賀野市総合型クラブ 

理事長 國井 嘉樹 

・期 日 各園の都合に合わせて実施 

（4月～令和 3年 3月） 

 ・会 場 笹神体育館 

⑩トレーニングメニュー作成（共催） 

・代表者 NPO法人阿賀野市総合型クラブ 

理事長 國井 嘉樹 

 ・期 日 利用者に合わせて調整 

（4月～令和 3年 3月） 

・会 場 笹神体育館、水原総合体育館 



⑪大人のフットサルクラブ（共催） 

・代表者 NPO法人阿賀野市総合型クラブ 

理事長 國井 嘉樹 

・期 日 月 3回（4月～令和 3年 3月） 

・会 場 水原屋内運動場 

⑫キッズスポーツ教室（共催） 

・代表者 NPO法人阿賀野市総合型クラブ 

理事長 國井 嘉樹 

・期 日 曜日・時間は教室により設定 

（4月～令和 3年 3月） 

 ・会 場 各地区小学校 

⑬けんこうくらぶ（共催） 

・代表者 NPO法人阿賀野市総合型クラブ 

理事長 國井 嘉樹 

・期 日 毎週水曜（4月～令和 3年 3月） 

 ・会 場 水原総合体育館 

⑭楽育運動教室（共催） 

・代表者 NPO法人阿賀野市総合型クラブ 

理事長 國井 嘉樹 

・期 日 毎月第 4土曜 

（5月～令和 3年 3月） 

 ・会 場 水原小学校 

⑮spore 色んなスポーツ（共催） 

・代表者 NPO法人阿賀野市総合型クラブ 

理事長 國井 嘉樹 

・期 日 毎月土曜 3回程度 

（5月～令和 3年 3月） 

 ・会 場 水原小学校 

 ○報告第 7号 令和 2年度阿賀野市学校事務

共同実施推進協議会の構成員について 

  会長 駒形 哲宣（京ヶ瀬小学校長） 

他 14人 

（5）議件 

 ○議案第 17 号 阿賀野市立小・中学校にお

ける主任等の承認について        承認 

 ○議案第 18 号  阿賀野市青少年育成センタ

ー育成員の任命について     承認 

 ・田中 恵子 

（任命期間 5月 1日～令和 3年 3月 31日） 

 ○議案第 19 号 阿賀野市青少年育成センタ

ー指導員（教員）の任命について 承認 

・市内教員 13人           

（6）その他 

 ①今後の日程について 

 ◎学校教育課長 

 ○第 2回市議会臨時会 

 ・4月 27日（月）／市役所   

○第 2回校園長会 

 ・5月 7日（木）／笹神支所 

○総務文教常任委員会  

・5月 11日（月）／市役所 

○中野教育委員辞令交付 

・5月 22日（金）／市役所 

○第 5回教育委員会定例会 

 ・5月 22日（金）／笹神支所 

◎生涯学習課長 

○第 2回市議会臨時会 

・4月 27日（月）／市役所 

○成人式 

・11月 22日（日）に延期／水原総合体育館 

 ○社会厚生常任委員会 

 ・5月 8日（金）／市役所 

 ○市ＰＴＡ連絡協議会評議員会〔中止〕 

 ○青少年育成センター指導員連絡会  

〔延期：未定〕 

②事務連絡事項 

・なし 

 

 終了 午前 10時 46分 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


