
定例教育委員会会議録 

 

１  期  日  

   平成１８年１０月２６日 (木) 

 

２  場  所  

   中野市役所  第４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  

   学校教育課長補佐  原  誠  

 

６  開  会  

   午後１時５８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９月２５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)  9月 26日  市議会 9月定例会最終日 (閉会 ) 
(2)  9月 27日  主幹教育支援主事学校訪問 (平野小学校 ) 
(3)  9月 28日  歴民展オープニングセレモニー、表彰式  

(4)  9月 28日  合同金婚式  

(5)  9月 28日  主幹教育支援主事学校訪問 (平岡小学校 ) 



(6)  9月 29日  長野県女性教育委員会連絡協議会東北信ブロック研  

修会 (坂城町、山本委員長職務代理、岡村委員 ) 

(7)  9月 29日  中野市子ども読書活動推進計画策定委員会  

(8)  9月 29日  総合学科高校を創る会  

(9)  9月 29日  各中学校学校祭（～ 30日）  
(10)  9月 30日  人権センターまつり  
(11)  10月  1日  中央幼稚園運動会  
(12)  10月  1日   中山晋平記念館まつり  
(13)  10月  2日  主幹教育支援主事学校訪問 (長丘小学校 )  
(14)  10月  4日  教頭会  
(15)  10月  4日  中野・下高井教育会館表札除幕式  
(16)  10月  5日  「西沢今朝夷」絵画常設展オープニングセレモニー  
(17)  10月  5日  アップルちゃんカレンダー用絵画審査会  
(18)  10月  6日  市政善行功労者表彰式  
(19)  10月  6日  主幹教育支援主事学校訪問 (倭小学校 )  
(20)  10月  7日  下高井教育研究集会  
(21)  10月  7日  地域史講演会  
(22)  10月  7日  山田家資料調査報告会  
(23)  10月  8日  第 21回中野市少年少女サッカー大会  
(24)  10月  8日  飯山養護学校学校祭「銀嶺祭」  
(25)  10月  9日  第２回支部対抗球技大会  
(26)  10月  9日  第１回オペラを学ぶ会演奏会  
(27)  10月 11日  青色回転灯パトロール隊出発式  
(28)  10月 11日  中野市文化芸術振興懇話会  
(29)  10月 12日  中高学校保健会理事会  
(30)  10月 12日  山田家活用検討委員会  
(31)  10月 13日  長野県市町村教育委員会研修総会 (全委員 )  
(32)  10月 14日  中野実業高校創立 100周年記念式典  
(33)  10月 15日  ゲートボール連盟秋季大会  
(34)  10月 15日  中野市剣道大会  
(35)  10月 15日  中野市ママさんバレーボール大会閉会式  
(36)  10月 16日  中山晋平記念音楽賞審査会 (長野市 )  
(37)  10月 16日  第 2回青少年健全育成推進市民集会関係団体代表者

会議 (委員長 )  



(38)  10月 17日  部落解放同盟行政交渉  
(39)  10月 19日  主幹教育支援主事学校訪問 (豊田中学校 )  
(40)  10月 20日  主幹教育支援主事学校訪問 (豊井小学校 )  
(41)  10月 20日  第 5回保育所あり方検討懇話会 (委員長 )  
(42)  10月 20日  県縦断駅伝中野・下高井チームを強くする会  
(43)  10月 22日  中野地区青少年健全育成運動会  
(44)  10月 22日  第 12回市民茶会  
(45)  10月 22日  中野市総合文化祭  
(46)  10月 24日  中野市教職員組合要望交渉  
(47)  10月 25日  教育課程研究協議会 (全委員 )  
(48)  10月 26日  県教委と市町村教委との連絡会 (飯山市役所 )  

◆以上 48件について、教育長から会議等の概要を説明する。  

 

10 報  告  

(1) 中野地区青少年健全育成運動会(第18回綱引き大会)の後援の専決処分の

報告について  

(2) 第55回中高柔道選手権大会の後援の専決処分の報告について 

(3) 中野市民体育大会(中野市駅伝大会)の後援の専決処分の報告について 

(4) 晋平少年少女合唱団第15回定期演奏会の後援の専決処分の報告について 

(5) 第30回中野市長杯争奪少年柔道大会の後援の専決処分の報告について 

(6) 第20回中高飯水ソフトバレーボール大会の後援の専決処分の報告につい

て 

◆以上６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。  

 

11 協  議  

(1) 第31回長野県ミニバスケットボール選手権大会東北信大会の後援につい

て 

(2) 生誕250周年によせて モーツアルトはお好き？モーツアルトを歌う会発

表会の後援について 

◆以上２件について、学校教育課長から説明を受け、許可することに決

定した。  

 

 (3) 当面する諸行事・会議等について   

 11月定例委員会を、 11月 27日午後２時に開催することに決定した。  



 

12 研究 (検討 )事項  

 (1) ①統合、②コミュニティ・スクール、③保育園・小学校での英語

教育について、資料提供を受けた。  

 

13 その他  

 (1) 平成 19年度関東甲信静市町村教育委員会連合会総会・研修会 (静岡

大会 )について (学校教育課長補佐説明 ) 

 ◆平成 19年 5月 17日に富士市で開催される旨を説明した。  

 

(2) 中野市の今後の成人式のあり方について(教育次長説明) 

 ◆中央公民館で検討してきた結果、平成 20年の成人式から 5月 4日 (みど

りの日 )に中野市統一で行う方向になったことを了承した。  

 

(3) 中野市の文化芸術振興に関する提言について (生涯学習課長説明 ) 

 ◆平成 18年 10月 11日に中野市文化芸術振興懇話会から提言がされた旨

を説明した。  

 

(4) 施設使用料の改定について  

(学校教育課長、生涯学習課長、スポーツ振興課長説明 ) 

 ◆市全体の使用料見直しの方針に基づき、施設使用料等の改定を検討

している旨の説明をした。  

 

(5) 平成 19年度予算編成方針について (学校教育課長説明 ) 

 ◆市が示した予算編成方針について説明した。  

 

(6) 学校給食センター調理部門の民間委託について (教育次長説明 ) 

 ◆北部・豊田については来年 4月から、南部については改築時から委託

することで進めていたが、３センター一括で委託する方向で検討し

ている旨の説明をした。  

 

 

14 閉  会    午後４時２８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  


