
定例教育委員会会議録 

 

 

１  期  日  

   平成１７年８月２９日 (月) 

 

２  場  所  

   第４委員会室  

 

３  出席委員  

   阿部敏明、山本捷子、浦野良一、城本早月、本山綱規  

 

４  欠席委員  

   な  し  

 

５  会議に出席した事務局職員  

   教育次長  豊田博文   学校教育課長  髙木幹男  

   生涯学習課長  高野澄江  スポーツ振興課長  畔上義男  

   学校給食センター所長  原  伸一  中央公民館長  清水  正  

 図書館長  武田良平   中山晋平記念館長  高橋和行  

 西部公民館長  神田六郎   北部公民館長  丸山邦夫  

 豊田公民館長  市村尚人   高野辰之記念館副館長  高野富久   

歴史民俗資料館副館長  中島庄一  学校教育課長補佐  関塚千代美  

 

６  開  会  

   午後２時  

 

７  阿部委員長が開会の宣告に続きあいさつを行い、会議の議長となる。  

 

８  前回、前々回及び前前々回会議録の承認署名  

  平成１７年７月２５日開催の臨時教育委員会、平成１７年７月  

２５日開催の定例教育委員会及び平成１７年８月１９日開催の臨時教

育委員会会議録を学校教育課長補佐が朗読、出席委員全員が承認し署

名する。  

 



９  教育長報告  

(1)  7月 26日  学校給食センター運営委員会  

(2)  7月 27日  中学生被爆地派遣事業・姉妹都市派遣事業出発あいさつ  

(3)  7月 28日  生涯学習推進会議  

(4)  7月 28日  文化芸術振興懇話会  

(5)  7月 29日  中野市人権センター運営委員会  

(6)  7月 31日  親子ふれあい魚つかみどり事業  

(7)  7月 31日  第 11回長野県童謡・唱歌フェステイバル  

(8)  8月  1日  臨時市議会  

(9)  8月  3日  第 42回教育モラロジー研究会  

(10 )  8月  3日  新規ＡＥＴ辞令交付及び市長あいさつ  
(11 )  8月  4日  中野市北部学校給食センター起工式  
(12 )  8月  4日  青少年問題協議会  
(13 )  8月  4日  中学生被爆地派遣 (高社中）  
(14 )  8月  4日  中学生姉妹都市派遣 (南宮中）  
(15 )  8月  6日  第 22回中野市長杯争奪三高校野球大会  
(16 )  8月  8日  中野市教職員会  
(17 )  8月  9日  中高・飯水地区中学校教科用図書採択研究協議会  
(18 )  8月 12日  中学生被爆地派遣事業・姉妹都市派遣事業あいさつ  
(19 )  8月 12日  南宮中学校武道場建設工事起工式  
(20 )  8月 15日  豊田地域成人式  
(21 )  8月 20日  子どもサポートネットワーク推進会議  
(22 )  8月 20日  中山晋平記念館サマーコンサート  
(23 )  8月 27日  市民音楽祭  
(24 )  8月 28日  早起き野球閉会式  
(25 )  8月 28日  合併イベント第１回中野市民水泳大会  
(26 )  8月 28日  高野辰之記念館コンサート  
◆以上 26件について、教育長から会議等の概要を説明する。  

 

10 議  事  

議案第１号  平成 16年 度中野市一般会計 (教育費 )歳入歳出決算  

について              

◆以上１件について、学校教育課長、生涯学習課長、スポーツ振興  

課長、中央公民館長、図書館長、中山晋平記念館長から説明を受け、  

原案のとおり同意した。  



 議案第２号  平成 16年度中野市学校給食共同調理場事業特別会計  

歳入歳出決算について  

◆以上１件について、学校給食センター所長から説明を受け、原案のとお

り同意した。  

 

議案第３号  平成 16年 度豊田村一般会計 (教育費 )歳入歳出決算  

について  

◆以上１件について、学校教育課長、生涯学習課長、スポーツ振興  

課長から説明を受け、原案のとおり同意した。  

 

議案第４号  平成 1７年 度中野市一般会計 (教育費 )補正予算 (第２号 ) 

について    

◆以上１件について、学校教育課長、生涯学習課長、スポーツ振興  

課長、図書館長から説明を受け、原案のとおり同意した。  

 

 議 案第５号  平成 18年度以降中学校における使用教科書の採択に  

ついて                   

◆以上１件について、学校教育課長から説明を受け、原案のとおり  

決定した。  

 

11 報  告  

(1) 平成 17年度第３回｢わくわくスポーツセミナー｣の後援の専決処分  

の報告について  

(2) チャリティー『ろうきん親子アニメ祭』 の後援の専決処分の報告  

について                

(3) 第 20回中野市少年少女サッカー大会の後援の専決処分の報告について                                

(4) 第８回長野オリンピック記念長野マラソン大会の後援の専決処分の報告に

ついて  

(5) 中野市ビーチボール交流大会の後援の専決処分の報告について  

(6) 第３回五色百人一首長野県大会の後援の専決処分の報告について  

(7) 平成17年度長野県社会教育研究大会(東北信会場)北信地区社会教育 

研究大会(中高大会) の後援の専決処分の報告について  

(8) おはなしドキドキぱーくの後援の専決処分の報告について  

◆以上８件について、学校教育課長から専決した旨の説明を受けた。  



 

12 協  議  

(1) 外国人子弟の就学希望申し込みについて           

◆以上１件について、学校教育課長から説明を受け許可することに  

決定した。  

(2) 中野市合併記念交流事業 ｢本当の美しさを求めて ｣の後援につ いて  

(3) 二胡演奏家野田裕子コンサートの夕べの後援について 

◆以上２件について、学校教育課長から説明を受け承認することに  

決定した。  

 

(4) 当面する諸行事・会議等について           

◆９月定例委員会を、９月 29日午後２時に開催することに決定した。  

 

13 その他 

(1) 教育施設のアスベストの調査結果について  
◆以上１件について、学校教育課長、生涯学習課長及びスポーツ振興課長

から説明を受け了承した。  

 
(2) 南部学校給食センターの建設事業について  
◆以上１件について、学校教育課長から説明を受け了承した。  

 
(3) 長野県議会文教企業委員会への陳情について      
◆以上１件について、学校教育課長補佐から説明を受け了承した。  

  

 

 

 

14 閉  会   午後６時３７分  

 

 

 



  以上会議のてん末を記録し、相違ないことを証するため署名する。  

 

 

 

 

平成１７年９月２９日  

 

 

 

 

          委  員  長  

 

 

          委員長職務代理者  

 

 

          委   員  

 

 

          委   員  

 

 

          教育長  

 

 

          調製者  


