
教育委員会だより 第 202号 

令和 3.5.6 

阿賀野市 

教育委員会 

令和 3年第 4回教育委員会定例会より 

 令和 3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 3年 4月 22日（木） 

午前 10 時 30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 3 回教育委員会定例会会議録

の承認 

（3）業務報告 

 ◎教育長 

○教職員退職者並びに転出者辞令交付式 

 3月 30日（火）／ふれあい会館 

・定年退職 3人、勧奨退職 1人、 

普通退職 3人 

・転出 校長 1人、教頭 8人 

○教職員辞令交付式 

 4月 1日（木）／ふれあい会館 

本年度転入した教職員は、71名でした。

うち新規採用教職員は小学校 4人、中学校

6人です。 

○4月校園長会 

 4月 9日（金）／笹神支所 

主に次の点についてお話しました。 

・阿賀野市の教育の基本理念は「ふるさとを

愛し、未来を切り拓いていく人を育てる教

育」です。 

・「自立・協働・創造」が目指す資質・能力

は、子どもの主体的な学びによってこそ身

についていきます。 

・学校園と市教委が連携して課題の解決を解

決し、楽しく学べる学校にしていくことが

目標です。 

・地域と連携した教育活動の推進、英語教育、

ＩＣＴの活用に力を入れています。 

・感染予防対策を万全に教育活動を止めず、

工夫して進めること。 

○全県教育長会議 

 4月 19日（月）／県自治会館 

 ・令和 3年度県教育施策の概要について県各

課長から説明がありました。 

 ・「ＩＣＴを活用した教育の取組について」

及び「部活動の地域移行に関する取組につ

いて」情報交換を行いました。 

◎学校教育課長 

 ○安田学校給食センター会計監査 

  3月 25日（木）／安田学校給食センター 

○第 2回校務支援システムプロジェクト会議 

 3月 26日（金）／新発田市健康長寿 

アクティブ交流センター 

 ○教職員退職者並びに転出者辞令交付式 

3月 30日（火）／ふれあい会館 

 ○教職員辞令交付式 

教育委員会職員辞令交付式 

4月 1日（木）／ふれあい会館 

 ○幼稚園入園式 

  4月 6日（火）／安田幼稚園 

 ○小中学校入学式（分田小、笹神中以外） 

  4月 7日（水）／各小中学校 

 ○幼稚園入園式 

  4月 8日（木）／京ヶ瀬幼稚園 

 ○小中学校入学式（分田小、笹神中） 

4月 8日（木）／各小中学校 

○4月校園長会 

 4月 9日（金）／笹神支所 

○三市北蒲原郡教育委員会連合協議会 

会計監査 

4月 15日（木）／笹神支所 

○全県教育長会議 

 4月 19日（月）／県自治会館 

 ○第 4回教育委員会定例会 

4月 22日（木）／笹神支所 

 ◎生涯学習課長 

○図書館協議会 

  3月 26日（金）／市立図書館 

 ○スポーツ推進委員協議会総会 

  4月 9日（金）／水原公民館 

 ○下越地区生涯学習・社会教育主管課長・ 

担当者合同会議 

  4月 14日（水）／新発田地域振興局 



 ○歴史民俗資料館開館 

 4月 17日（土）／旧山手小学校 

・17日 60人、18日 67人入館 

○地域ふれあいクリーン作戦 

 4月 18日（日）／市内全域・114自治会 

○社会厚生常任委員会 

 4月 21日（水）／歴史民俗資料館・市役所 

◎管理指導主事 

 【3月 26日～4月 21日】 

 ○児童生徒の事故報告 

・非行 2件（中学校）万引き 

・骨折 1件（小学校）遊具からの落下 

・不審者 3件（小学校 2件、中学校 1件） 

       声かけ事案 

（4）報告事項 

 ○報告第 8号 共催・後援の承諾について 

  【共催 12件・後援 1件】 

 ①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 4月～令和 4年 3月 

  会 場 各地区小学校 

 ②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 4年 3月） 

  会 場 水原小学校 

 ③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 4月～令和 4年 3月 

 会 場 笹神体育館 

④スポア色んなスポーツ（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 

  （4月～令和 4年 3月） 

  会 場 水原小学校 

 ⑤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 4年 3月） 

  会 場 水原総合体育館 

 ⑥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 4年 3月） 

  会 場 水原屋内運動場 

 ⑦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 4年 3月） 

  会 場 水原小学校・水原総合体育館 

 ⑧安田キッズダンス教室（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 毎週水曜（4月～令和 4年 3月） 

  会 場 安田公民館 

 ⑨京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 4年 3月） 

  会 場 保健福祉センター京和荘 

 ⑩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 12日（水）～6月 16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 

 ⑪第 6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 5月 28日（水）～6月 2日（水） 

  会 場 市立図書館 

 ⑫令和 3年度新潟県高等学校 

春季地区体育大会＜登山＞（共催） 

  代表者 新潟県高等学校体育連盟 

会長 中村満夫 

  期 日 春季地区体育大会 5月 5日･6日 

県大会 6月 3日～5日 

  会 場 五頭山 

 ⑬いきいき 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（6月～令和 4年 3月） 

  会 場 笹神体育館 

 ○報告第 9号 令和３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 

 ○報告第 10 号 阿賀野市立小･中学校 学校

事務共同実施要領の一部改正について 

 



（5）議件 

○議案第 16 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 

（6）その他 

 ①今後の日程について 

 ◎学校教育課長 

○三市北蒲原郡教育委員会連合協議会 

第 1回教育長部会 

 4月 27日（火）／新発田市生涯 

学習センター 

○5月校園長会 

 5月 6日（木）／笹神支所 

○総務文教常任委員会による事務調査 

 5月 11日（火）／市役所・堀越小学校 

○三市北蒲原郡教育委員会連合協議会定期

総会及び研修会 

 5月 19日（水）／笹神支所・歴史民俗 

資料館 

○酒井教育委員辞令交付式 

 5月 21日（金）／市役所 

○第 5回教育委員会定例会 

5月 21日（金）／笹神支所 

◎生涯学習課長 

 ○阿賀野市スポーツ協会 表彰式・総会 

〔中止〕 

 ○下越地区公民館連絡協議会 

第１回代議員会 

  4月 28日（水）／新発田市生涯学習 

センター 

 ○成人式【秋以降に延期】 

 ○市ＰＴＡ連絡協議会評議員会〔中止〕 

 ○まちづくり塾・成人講座 朝ヨガ 

inふるさと公園 

5月 16日（日）／ふるさと公園 

 ○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 

②事務連絡事項 

 なし 

 

終了 午前 11時 11分 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

  

 

 

 

 

～感染拡大防止に努めましょう～ 

○県境をまたぐ移動は自粛しましょう。 

 とくに、緊急事態宣言やまん延防止等重点措

置の対象地域への旅行等は控えましょう。 

○食事を伴う会合等については、感染防止対策

を徹底しましょう。 

 ふだん一緒にいない人との食事には気を配

りましょう。 

 

 


