
定例教育委員会会議録 

 

１  期  日  

   平成１８年８月２８日 (月) 

 

２  場  所  

   中野市役所  第２委員会室  

 

３  出席委員  

   清水正、山本捷子、浦野良一、岡村郁子、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    小古井義治  スポーツ振興課長  竹内羊一  

   学校給食センター所長  原  伸一   図書館長    江口茂久  

   中央公民館長    丸山邦夫   北部公民館長    樋口新一  

   西部公民館長    畔上義男   豊田公民館長    市村尚人  

   中山晋平記念館長  高橋和幸   高野辰之記念館長  霜鳥由夫  

学校教育課長補佐  原  誠  

 

６  開  会  

   午後１時５６分  

 

７  清水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  前回会議録の承認署名  

  平成１８年７月２４日開催の定例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 25日  総合学科高校を創る会  



(2)  7月 26日  中野市体育協会賛助会理事会 (総会 ) 
(3)  7月 27日  第 2回保育所あり方検討懇話会 (教育委員長 ) 
(4)  7月 28日  (前期 )長野県都市教育長協議会 (上田市 ) 

(5)  7月 31日  市民懇談会 (永田地区 ) 
(6)  8月  3日  青少年問題連絡協議会  

(7)  8月  4日  中野市総合計画審議会  

(8)  8月  6日  第 41回市長杯ソフトテニス大会  

(9)  8月  6日  信州中野ふるさと交流会歓迎会  

(10)8月  7日  中野市教職員会  
(11)8月  8日  生徒指導問題連絡会  
(12)8月  9日   学校教育課題情報交換会 (塩尻市）  
(13)8月 10日  中野 ･下高井地区初任者研修 (保育体験 )まとめの会  
(14)8月 11日  中学生被爆地派遣事業・姉妹都市派遣事業報告会  
(15)8月 12日  中野市長杯争奪３高校野球大会  
(16)8月 15日  豊田地域成人式  
(17)8月 18日  中野市総合計画審議会  
(18)8月 18日  中野青年会議所（ 8月）通常総会  
(19)8月 19日  中山晋平記念館サマーコンサート  
(20)8月 20日  市民水泳大会  
(21)8月 20日  平野地区分館球技大会  
(22)8月 20日  高野辰之記念館サマーコンサート  
(23)8月 21日  総合学科高校  校名選考委員会  
(24)8月 22日  教員採用選考面接試験 (長野県短期大学 )  
(25)8月 23日  教員採用選考面接試験 (長野県短期大学 )  
(26)8月 24日  第３回保育所あり方検討懇話会 (教育委員長 )  
(27)8月 26日  早起き野球大会閉会式  
(28)8月 26日  市民音楽祭  
(29)8月 27日  第 1回小泉杯争奪中学校軟式野球大会  
(30)8月 27日  国体北信越大会 (剣道会場 )  
(31)8月 28日  地教委人事懇談会  

◆以上 31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 17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、

学校給食センター所長、図書館長、中央公民館長、中山晋平記念館長、

高野辰之記念館長から説明を受け、原案どおり同意した。  

 

 議案第２号  平成 18年度中野市一般会計 (教育費 )補正予算 (第４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、学校給食センター

所長から説明を受け、原案どおり同意した。  

 

 議案第３号  中野市南部学校給食センター建設工事請負契約の締結に

ついて  

◆以上１件について、学校教育課長から説明を受け、原案どおり同意し

た。  

 

 議案第４号  中野市基本構想 (関係部分 )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、原案について承知した。  

 

11 報  告  

(1) 18年度北信支部対抗柔道大会の後援の専決処分の報告について  

(2) 第43回高社山一周駅伝大会の後援の専決処分の報告について 

(3) 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 

(4) 第４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 

(5) 第27回中野市民合唱団コール・ヴェルデ定期演奏会の後援の専決処分の報

告について 

(6) 中野市吹奏楽団クリスマスコンサートの後援の専決処分の報告について 

(7) 第９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 

◆以上７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。  

   

 (8) 中野市生涯学習推進会議委員の委嘱の専決処分の報告について 

◆以上１件について、生涯学習課長から専決した旨の説明を受けた。  

 



12 協  議  

(1) 第２回ミズノ杯争奪小学生女子ソフトボール大会の後援について 

(2) 中野華道会創立40周年記念花展の後援について 

(3) オペラ歌手に導かれて｢オペラを学ぶ会の発表会と小林大作先生のコンサ

ート｣の後援について 

◆以上３件について、学校教育課長から説明を受け、後援することに

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２５日午後２時に開催することに決定した 。 

 

13 研究 (検討 )事項  

 (1) 本市における教育課題について  

◆①それぞれの機関 ･組織 ･立場から子どもの育成 ･教育に取り組むと

き、共通理解しておきたいことは何だろうか。②児童生徒数の変動

と学校経営の問題をどのようにとらえ、対応していったらようだろ

うか (学校の統合問題 )。③学校訪問で示唆されたこと、について資

料提供を受けた。  

 

14 その他  

 (1) 第 50回長野県市町村教育委員会研修総会について  

 ◆ 10月 13日 (金 )に長野県総合教育センター (塩尻市 )で開催される旨を

説明した。  

 

15 閉  会    午後５時５５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１８年  月   日  

 

        委  員  長  

 

 

        委員長職務代理  

 

 

        委   員  

 

 

        委   員  

 

 

        教  育  長  

 

 

        調  製  者  


