
教育委員会だより 第 204号 

令和 3.7.6 

阿賀野市 

教育委員会 

令和 3 年第 6 回教育委員会定例会より 

 令和 3年第 6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 3年 6月 24日（木） 

午前 10 時 00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 3 年第 5 回教育委員会定例会会議録

の承認 

（3）業務報告 

 ◎教育長 

○6月校園長会 

6月 1日（火）／笹神支所 

主に次の点についてお願いしました。 

・県の新型コロナウイルスの感染者数が減ら

ず、変異株の割合も増しています。一層の

予防対策をお願いします。 

・ヤングケアラーとは何かを認識し、児童生

徒の情報から発見し、支援につなげたいと

考えています。 

・校則について問題視されています。プライ

バシーや人権に関わる不合理な校則はあ

りませんか。人権を侵害する可能性はない

か見直してみてください。 

・インクルーシブ教育システムを構築するた

めに、いろいろな方策をとっています。交

流学級での授業では、かかわり合いの中で

授業の楽しさを感じられるように工夫し

てくたさい。 

 ○ＩＣＴ機器活用研修会参観 

 6月 14日（月）／笹岡小学校 

・授業公開 ６年算数「分数どうしのわり算

の意味やしかたを考えよう」 

・授業者  北澤 慶介 教諭 

・協議会参加者  市内各校等 30名  

・指導者 県立教育センター 

指導主事 永井 茂 様 

◎学校教育課長 

 ○6月校園長会 

  6月 1日（火）／笹神支所 

○新潟県同和教育研究協議会第 30回総会 

  (ＷＥＢ会議) 

 6月 2日（水）／笹神支所 

○給食主任会議 

 6月 3日（木）／安田給食センター 

○第 3回市議会定例会 

  6月 4日（金）～17日（木）／市役所 

 ○総務文教常任委員会 

  6月 11日（金）／市役所 

 ○阿賀野市学校事務共同実施推進協議会 

  6月 15日（火）／笹神支所 

 ○第 6回教育委員会定例会 

  6月 24日（木）／笹神支所 

 ◎生涯学習課長 

 ○「高齢者学級」山手学級・さわやか女性セ

ミナー 健康体操教室（学級生 20人） 

  5月 27日（木）／安田交流センター 

○青少年育成センター指導員連絡会 

  5月 28日（金）／ふれあい会館 

○第 3回市議会定例会 

 6月 4日（金）～17日（木）／市役所 

○寿学級 認知症予防教室（学級生 17人） 

 6月 7日（月）／京和荘 

○社会厚生常任委員会 

 6月 14日（月）／市役所 

○さわらび学級自殺予防教室（学級生 16人） 

 6月 17日（木）／ふれあい会館 

○塾のコンビニ事業 まちづくり塾（11人） 

大人のスキルアップ教室① 寄せ植え体験教室 

 6月 20日（日）／安田交流センター 

○社会教育委員・公民館審議会委員会議 

 6月 22日（火）／笹神支所 

○文化協会地区代表者会議 

 6月 23日（火）／水原公民館 

◎管理指導主事 

 【5月 21日～6月 23日】 

 ○児童生徒の事故報告 

 ・交通事故 2件（小中学校）自転車飛び出し 

・いじめ 1件（中学校）悪口、いやがらせ 

・非行 1件（中学校）個人情報の送信 



・けが 1件（小学校）遊び時間での骨折 

○教職員の事故報告 

・交通事故 1件（中学校） 

一時不停止による車同士の衝突 

（4）報告事項 

 ○報告第 16号 共催・後援の承諾について 

  【後援 8件 共催 1件】 

①第 6回就職差別撤廃新潟県集会 （後援） 

  代表者 就職差別撤廃新潟県集会実行委

員会  会長  野田 尚道 

 期 日 6月 8日（火） 

 会 場 新潟ユニゾンプラザ 

②一日館長 お笑い芸人・高橋なんぐと新潟

水俣病を学ぼう！       （後援） 

  代表者 新潟県福祉保健部生活衛生課       

（環境と人間のふれあい館） 

     課長 吉岡 丹 

  期 日 7月 31日（土） 

  会 場 県立環境と人間のふれあい館 

③第 2回新潟県人権保育研究集会 （後援） 

  代表者 第 2 回新潟県人権保育研究集会 

実行委員長  長谷川 均  

期 日 9月 11日(土) 

  会 場 コミュニティホール「さわらび」 

④郷土を元気にする会      （後援） 

 代表者 郷土を元気にする会 

代表 土佐 信一 

 期 日 8月 7日（土） 

 会 場 水原保健センター 

⑤新潟県少年の主張大会 

-わたしの主張三市北蒲原地区大会（後援） 

 代表者 新潟県新発田地域振興局健康福

祉環境部 部長 中山 均 

 期 日 8月 20日(金) 

 会 場 聖籠町文化会館 

⑥水原郷絵を描く会第 58回展   （後援） 

  代表者 水原郷絵を描く会 斎藤 敏昭 

  期 日 6月 22日(火)～27日(日) 

  会 場 市立図書館 

 ⑦第 29 回下越地区スポーツ少年団バレーボ

ール大会 兼第 41 回新潟県スポーツ少年

団競技別交流大会下越地区予選 （後援） 

代表者 阿賀野市スポーツ少年団 

本部長 新田 眞輝 

  期 日 7月 4日(日) 

  会 場 水原総合体育館ほか 

市内４体育館 

 ⑧第 2回阿賀北ベースボールフェスタ（後援） 

  代表者 新潟県高等学校野球連盟 

会長 笠井 兵彦 

新発田市青少年野球協議会 

会長 神田 武 

期 日 10月 30日(土） 

  会 場 新発田市五十公野公園野球場 

および周辺施設 

 ⑨下越地区中学校総合体育大会  （共催） 

  代表者 二市北蒲中学校体育連盟 

会長 堀田 正秀 

期 日 6 月 9日(水)、6月 25日(金) 

6月 26日(土) 

  会 場 水原野球場ほか市内５会場 

○報告第 17 号 教職員の年次有給休暇又は

夏季休暇の優先取得日について 

  ・8月 6日（金）～13日（金） 

  ・12月 28日（火）～1月 4日（火） 

○報告第 18 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 449人 認定者数 347人 

  （令和 3年 6月 24日現在） 

（5）その他 

 ①今後の日程について 

 ◎学校教育課長 

 ○阿賀野市地域公共交通協議会 

  6月 28日（月）／市役所 

 ○教育委員学校訪問 

  6月 29日（火）／水原小、ことばとこころ

の相談室、水原中 

 ○7月校園長会 

  7月 6日（火）／笹神支所 

 ○教育委員学校訪問 

  7月 8日（木）／分田小、堀越小、安野小 

 ○教育委員学校訪問 

  7月 13日（火）／神山小、笹岡小、笹神中 

○新潟県市町村教育委員会連合会理事会、 

定期総会及び研修会【中止・書面協議】 

○総務文教常任委員会事務調査 

 7月 29日（木）／市役所、京ヶ瀬幼稚園 

○第 7回教育委員会定例会 

 7月 30日（金）／市役所 

○第 1回総合教育会議 

7月 30日（金）／市役所 

◎生涯学習課長 

 ○山手学級・さわやか女性セミナー自殺予防

教室 



6月 24日（木）／安田交流センター 

○人材育成事業 アウトドア達人養成講座

（初級編）〔全 6回〕【中止】 

○第 4回成人式実行委員会 

 6月 29日（火）／水原公民館 

○さわらび学級健康体操教室 

 7月 1日（木）／ふれあい会館 

○寿学級健康体操教室 

 7月 5日（月）／京和荘 

○非核平和祈念事業「被爆者が描いた原爆の 

絵画展」 

7月 28日(水)～8月 15日(日)／安田交流

センター、市立図書館、水原中学校市民図書室、

笹神支所 

②事務連絡事項 

 なし 

 

終了 午前 11時 04分 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


