
教育委員会だより 第 191号 

令和 2.6.1 

阿賀野市 

教育委員会 

阿賀野市教育委員会の構成 

 令和 2 年 5 月 21 日付けで圓山孝氏が任期満

了で退任され、5月 22日付けで中野稔氏が新教

育委員として就任しました。 

・教育長 神田 武司 

・委員  渡邉 栄二（教育長職務代理者） 

・委員  瀧澤 圭子 

・委員  酒井 里佳子 

・委員  中野 稔（新任） 

令和 2年第 5回教育委員会定例会より 

 令和 2年第 5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 5月 22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 4回教育委員会定例会会議録 

の承認 

（3）業務報告 

 ◎教育長 

＊4 月 30 日（木）、小中学校の臨時休業を 5

月 7 日（木）から 5 月 17 日（日）まで延

長することを各校へ通知しました。 

＊5月 7日（木）、笹神支所で第 2回校園長会

が開催され、次の事項について指導しまし

た。 

・学校再開に向けてどうするのか。 

・学習の保障についてどう取り組むのか。 

・「新しい生活様式」に沿った感染予防の

取り組み。 

＊5月 8日（金）、笹神支所で春城会から小冊

子「郷土の誇り・市島春城」332 冊の寄贈

を受けました。市内 6年生に配布し、社会 

 科等の学習に活用してもらいます。 

＊5 月 13 日（水）、小中学校の教育活動を 5

月 18 日（月）から再開することを各校及

び保護者へ通知しました。なお、部活動は

当面休止としました。 

＊5 月 14 日（木）、政府が「特定警戒都道府

県」を除く 34 県の緊急事態宣言を解除し

ました。 

＊5 月 18 日（月）、小中学校の教育活動を再

開しました（午前中授業・給食後下校）。 

＊5 月 19 日（火）、小中学校の普通授業を開

始しました。 

＊5 月 21 日（木）、新型コロナウイルス感染

症の対応に係る学校訪問で、児童生徒の学

習の様子を参観しました。全員マスクをし

て、先生の話に耳を傾ける様子が見られま

した。長い休業明けでも落ち着いた態度で

学習していました。 

 ◎学校教育課長 

○市議会議員全員協議会 

  4月 27日（月）／市役所 

○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 

○新型コロナウイルス感染症の対応に係る

学校訪問 

  5月 20日（水）～22日（金）／小中学校 

○辞令交付式（中野稔教育委員） 

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 

○令和 2年度新潟県都市教育長協議会 

春季定期大会（中止） 

○令和 2年度関東地区都市教育長協議会総会 

（中止） 

○三市北蒲原郡教育委員会連合協議会 

定期総会（書面協議に変更） 



◎生涯学習課長 

○第 2回市議会臨時会 

4月 27日（月）／市役所 

○図書館施設再開 

5 月 8 日（金）／市立図書館、水原中学校

市民図書室、安田図書館、笹神図書館（市

立図書館のフィットネスルームを除く） 

 ○社会厚生常任委員会 

  5月 8日（金）／市役所 

 ○公民館、自然の家、屋外体育施設再開 

  5月 11日（月）／安田交流センター、ふれ

あい会館、水原公民館、五頭連峰少年自然

の家、旧前山小グラウンド、大和グラウン

ド、城ノ内野球場、城ノ内テニスコート、

安田橋多目的運動広場、安田橋運動公園、

水原野球場、水原テニスコート、水原ゲー

トボール場（安田交流センターのフィット

ネスルーム、学校開放施設を除く） 

○博物館施設再開 

  5月 12日（火）／吉田東伍記念博物館 

 ○屋内体育施設再開 

  5月 19日（火）／山手体育館、大和体育館、

旧前山小学校体育館、安田体育館、立川記

念屋内球技練習場、京ヶ瀬体育館、京ヶ瀬

屋内運動場、水原総合体育館、水原屋内運

動場、笹神体育館、笹神屋内運動場（水原

総合体育館・笹神体育館のトレーニングル

ーム、学校開放施設を除く） 

◎管理指導主事 

 【4月 23日～5月 22日】 

 ○児童生徒の事故報告 

 ・火災 1件（中学校）自宅 

 ・虐待 1件（小学校）暴力 

 ○教職員の事故報告 

 ・交通事故 1件 車の接触（被害） 

（4）報告事項 

 ○報告第 8号 共催・後援の承諾について 

  【共催 2件】 

①令和 2年度社会同和教育市町村巡回研修会 

（共催） 

代表者 下越教育事務所 

所長 丹後 直子 

  期 日 10月 27日（火） 

 会 場 笹神中学校 

②令和 2年度新潟県埋蔵文化財公開活用事業 

（共催） 

  代表者 新潟県教育委員会 

教育長 稲荷 善之 

期 日 5月 11日（月）～ 

令和 3年 3月 19日（月） 

 ○報告第 9号 令和元年度阿賀野市一般会計

補正予算（第 8号）について 

○報告第 10 号 令和 2 年度阿賀野市一般会

計補正予算（第 1号）について 

 ○報告第 11 号 令和 2 年度阿賀野市一般会

計補正予算（第 3号）について 

（5）議件 

 ○議案第 20 号 令和 2 年度阿賀野市一般会

計補正予算（第 4号）の議案に対する意見

について                        承認  

 ○議案第 21 号 阿賀野市視聴覚ライブラリ

ー条例の廃止の議案に対する意見につい

て               承認             

 ○議案第 22 号 工事請負契約の締結（堀越

小学校長寿命化改良建築工事）の議案に対

する意見について        承認 

 ○議案第 23 号 学校（園）評議員の委嘱に

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 

○定例記者会見 

5月 27日（水）／市役所 

 ○第 3回校園長会 

  6月 2日（火）／笹神支所 

 ○第 3回市議会定例会 

  6月 5日(金)～17日(水) ／市役所 

 ○総務文教常任委員会 

  6月 11日（木）／市役所 

○教育委員会学校訪問 

6月 24日（水）／水原小学校、水原中学校、 

白鳥ルーム 

 ○第 6回教育委員会定例会 

  6月 24日（水）／笹神支所 

◎生涯学習課長 

○放課後スクール講師・事務局打ち合わせ会 



  6月 12日（金）／笹神保健センター 

○温故塾講師・事務局打ち合わせ会 

6月 13日（土）／笹神保健センター 

○青少年育成センター指導員連絡会 

6月 16日（火）／ふれあい会館 

○文化祭地区代表者会議 

6月 17日（水）／安田交流センター 

○さわらび学級開講式 

6月 18日（木）／ふれあい会館 

○放課後スクール開講 

6月 19日（金）／安田交流センター 

○温故塾開講 

6月 20日（土）／安田交流センター、 

         市立図書館、水原公民館 

○寿学級開講式 

6月 22日（月）／京和荘 

○社会教育委員・公民館審議会委員会議 

6月 25日（木）／笹神支所 

○山手学級・さわやか女性セミナー開講式 

6月 25日（木）／安田交流センター 

②事務連絡事項 

・令和 2年度教育委員学校訪問日程について 

・令和 2年度高等学校等進学者について 

 

 

  終了 午前 11時 14分 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


