
教育委員会だより 第 203号 

令和 3.6.1 

阿賀野市 

教育委員会 

阿賀野市教育委員会の構成 

令和 3 年 5 月 22 日付けで酒井里佳子氏が教

育委員に再任されました。 

阿賀野市教育委員会の構成は次のとおりです。 

・教育長 神田 武司 

・委員  渡邉 栄二（教育長職務代理） 

・委員  瀧澤 圭子 

・委員  酒井 里佳子（再任） 

・委員  中野 稔 

令和 3年第 5回教育委員会定例会より 

 令和 3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 3年 5月 21日（金） 

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 4 回教育委員会定例会会議録

の承認 

（3）業務報告 

 ◎教育長 

○5月校園長会 

 5月 6日（木）／笹神支所 

  主に次のことをお願いしました。 

・一人一台のタブレットが整備され、今後使

用頻度が高まることを期待しています。健

康に与える影響に留意し、本物に触れさせ

る体験を基礎としてタブレットを有効に

活用していただきたい。 

・ウイルス感染が好転しません。変異ウイル

スは子どもに感染しやすいと言われてい

ます。家庭内感染をいち早く察知し、感染

を最小限に止める感染防止対策の徹底が

必要です。 

・さまざまな工夫をして感染防止を図りなが

ら、児童生徒や保護者の理解が図られるよ

う配慮し、教育活動をできる限り実施して 

いく方向で検討してください。 

・教職員間で子どもたちについて話題にし、

共通理解・共通認識をもって指導できるよ

うにしてください。 

○総務文教常任委員会事務調査 

  5月 11日（火）／市役所・堀越小学校 

・施設見学「堀越小学校長寿命化改良工事に

ついて」 

・授業見学「タブレット端末を活用した教育 

 について」 

 ○辞令交付式 

  5月 21日（金）／市役所 

  令和 3年 3月 第 1回市議会定例会で同意

を得て、酒井里佳子氏が阿賀野市教育委員

会委員に任命されました。（再任で 2期目） 

◎学校教育課長 

○5月校園長会 

5月 6日（木）／笹神支所 

○総務文教常任委員会事務調査 

  5月 11日（火）／市役所・堀越小学校 

 ○第 2回市議会臨時会 

  5月 18日（火）／市役所 

 ○新潟県都市教育長協議会春季定期総会 

  5月 18日（火）／五泉市総合会館 

 ○辞令交付式（酒井里佳子教育委員） 

  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 

【会議中止等】 

 ○三市北蒲原郡教育委員会連合協議会教育

長部会 

○三市北蒲原郡教育委員会連合協議会定期

総会 

 ◎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開講式（38人） 

  4月 22日（木）／安田交流センター 

 ○図書館キッズウィーク 2021（1,953人） 

  4月 23日(金)～5月 5日(水)／市立図書館 

 ○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 

 ○放課後スクール他講師･事務局打合せ会 

5月 8日（土）／ふれあい会館 



 ○「高齢者学級」（21人） 

さわらび学級開講式 

 5月 13日（木）／ふれあい会館 

 ○新潟県図書館協議会評議員会公立図書館

長会議 

 5月 14日（金）／新潟県立図書館 

○温故塾（前期）開講（31人申込） 

5月 15日（土）～7月 17日（土）／ 

安田交流センター、市立立図書館、水原公

民館（市民図書館は中止） 

○まちづくり塾 

成人講座朝ヨガ inふるさと公園（19人） 

 5月 16日（日）／ふるさと公園 

○「高齢者学級」（10人） 

寿学級 健康体操教室 

 5月 17日（月）／京和荘 

○第 2回市議会臨時会 

  5月 18日（火）／市役所 

○放課後スクール（前期）開講（60人申込） 

5 月 18 日（火）～7 月 16 日（金）／安田

交流センター（以降各会場） 

◎管理指導主事 

 【4月 22日～5月 20日】 

 ○児童生徒の事故報告 

 ・非行 1件（中学校）SNSへの投稿 

 ・不審者 2件（中学校）つきまとい 

（小学校）写真を撮られる 

○教職員の事故報告 

 ・交通事故 1件（小学校）被害 追突 

（4）報告事項 

 ○報告第 11 号 令和２年度阿賀野市一般会

計補正予算（第 16号）について 

 ○報告第 12 号 令和２年度阿賀野市少年自

然の家特別会計補正予算（第４号）につい

て 

 ○報告第 13号 工事請負契約の締結につい 

 て（水原小学校大規模改造工事（建築）） 

 ○報告第 14号 共催・後援の承諾について 

  【共催 2件 後援 2件】 

①令和 3年度 子ども読書レベルアップ研修

会（下越地区）（共催） 

  代表者 下越教育事務所長 相澤 祐助 

期 日 7月 20日(火)・8月 26日(木) 

 会 場 市立図書館 

②瓢湖の空に泳げ第 25 回「こいのぼり大作

戦」（後援） 

代表者 手作りこいのぼりを泳がせる会 

 実行委員長 小野 敏 

期 日 6月 13日(日)～6月 20日(日) 

 会 場 瓢湖水きん公園あやめ園周辺 

③はつらつ体験塾日帰りミニキャンプ in 五

頭（共催） 

代表者 新潟県少年自然の家 

所長 佐久間 義久 

期 日 9月 12日(日) 

会 場 五頭連峰少年自然の家 

 ④憲法 9条を守る阿賀野の会 結成 16周年

記念事業（後援） 

  代表者 憲法 9条を守る阿賀野の会 

代表 川上 壽造 

  期 日 7月 8日(木)～7月 11日(日) 

  会 場 水原公民館 

○報告第 15 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 180人 

          認定保留者数 269人 

  （令和 3年 5月 21日現在） 

（5）議件 

 ○議案第 17 号 令和３年度阿賀野市一般会

計補正予算（第３号）の議案に対する意見

について                     承認 

 ○議案第 18 号 阿賀野市児童生徒ボランテ

ィア活動補助金交付要綱の一部を改正す

る要綱について         承認 

 ○議案第 19 号 学校（園）評議員の委嘱に

ついて             承認 

 ○議案第 20 号 阿賀野市立小・中学校設置

条例施行規則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 

○6月校園長会 

 6月 1日（火）／笹神支所 

○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 

 ○第 6回教育委員会定例会 

  6月 24日（木）／笹神支所 

 ○教育委員会学校訪問 

  6月 29日（火）／水原小学校、ことばとこ

ころの相談室、水原中学校 

  

   

  



◎生涯学習課長 

○山手学級・さわやか女性セミナー 

健康体操教室 

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 

○第 17回ナイターソフトボール大会【中止】 

 ○寿学級 認知症予防教室 

  6月 7日（月）／京和荘 

○スポーツ＆レクリエーションフェスティ

バル【中止】 

○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 

 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 

大人のスキルアップ教室① 寄せ植え体験 

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（水）／水原公民館 

 ○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 

 ○アウトドア達人養成講座（初級編）第 1回 

  6月 26日（土）／五頭連峰少年自然の家 

②事務連絡事項 

 ・教育委員会学校訪問についての確認 

 

終了 午前 11時 13分 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新型コロナウイルス感染症に関する 

警報発令継続中 
 次のことが大切です。 

 ○不要・不急の場合は、感染拡大が見られる

都道府県との往来を控える。 

 ○普段顔を合わせない人との飲み会・食事会

は、極力控える。 

 ○イベント実施の際は、感染防止対策を徹底

する。 

 

 

 

 

 


