
定例教育委員会会議録 

 

１  期  日  

   平成１８年１１月２７日 (月) 

 

２  場  所  

   中野市役所  第１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  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１０月２６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)  10月 27日  主幹教育支援主事学校訪問 (高社中学校 ) 
(2)  10月 29日  第 43回市民ソフトテニス大会  

(3)  11月  1日  主幹教育支援主事学校訪問 (中野小学校 ) 
(4)  11月  1日  ＰＴＡ連合会との懇談会  

(5)  11月  2日  晋平・辰之メモリアル新垣勉コンサート  



(6)  11月  3日  第 55回中高柔道選手権大会  

(7)  11月  4日  下高井農林高校創立 100周年記念式典  

(8)  11月  4日  第 20回北部公民館文化祭（～ 5日）  

(9) 11月  5日  中野市駅伝大会  
(10)  11月  5日  晋平少年少女合唱団第 16回定期演奏会  
(11)  11月  6日  飯水・中高合同校長会教育懇談会  
(12)  11月  7日   主幹教育支援主事学校訪問 (南宮中学校 )  
(13)  11月  7日  総合学科高校を創る会  
(14)  11月  8日  第 2回中野市小学校合同音楽会  
(15)  11月  9日  北信公民館運営協議会館長・主事研修会  
(16)  11月  9日  長野県都市教育委員会連絡協議会総会 (千曲市 )  
(17)  11月  9日  中高学校保健会研究大会  
(18)  11月 10日  第 2回県市町村教育委員会連絡協議会代議員会  

(長野市、委員長 )  
(19)  11月 11日  中野市総合文化祭（～ 12日）  
(20)  11月 11日  第 16回西部公民館文化祭（～ 12日）  
(21)  11月 12日  第 30回市長杯争奪少年柔道大会  
(22)  11月 14日  市長と教育委員との懇談会  
(23)  11月 15日  校長会  
(24)  11月 17日  景観賞表彰式  
(25)  11月 17日  学校人権教育指定校 2年次発表会 (平野小学校 )  
(26)  11月 17日  第 6回中野市保育所あり方検討懇話会 (委員長 )  
(27)  11月 20日  保育問題連絡協議会  
(28)  11月 21日  子ども議会  
(29)  11月 22日  中野市健康体操連絡協議会総会 (山ノ内町 )  
(30)  11月 26日  第 2回中野市青少年健全育成推進市民集会  
(31)  11月 26日  高野辰之記念館もみじコンサート  
(32)  11月 26日  第 22回晋平忌  
(33)  11月 27日  県教委と市町村教委との連絡会  

◆以上 33件について、教育長から会議等の概要の説明を受けた。  

 

10 議  事  

 議案第１号  平成 18年度中野市一般会計 (教育費 )補正予算 (第 5号 )に

ついて  



◆  以上１件について、教育次長、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から説明を受け、同意することに

決定した。  

 

 議案第２号  中野市中山晋平記念館条例の一部を改正する条例案につ

いて  

議案第３号  中野市高野辰之記念館条例の一部を改正する条例案につ

いて  

◆以上２件について、教育次長から説明を受け、同意することに決定し

た。  

 

 議案第４号  中野市体育施設条例の一部を改正する条例案について  

 議案第５号  中野市Ｂ＆Ｇ海洋センター条例の一部を改正する条例案

について  

◆以上２件について、スポーツ振興課長から説明を受け、同意すること

に決定した。  

 

 議案第６号  中野市立小学校及び中学校の教育施設使用条例の一部を

改正する条例案について  

◆以上１件について、学校教育課長から説明を受け、同意することに決

定した。  

 

 議案第７号  中野市体育施設規則の一部を改正する規則案について  

 議案第８号  中野市Ｂ＆Ｇ海洋センター規則の一部を改正する規則案

について  

◆以上２件について、スポーツ振興課長から説明を受け、可決した。  

 

 

11 報  告  

(1) 児童・生徒理解シンポジウムの後援の専決処分の報告について  

(2) 第28回中野市少年剣道大会の後援の専決処分の報告について 

◆以上２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) 当面する諸行事・会議等について   

 12月定例教育委員会を、 12月 22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) 放課後子どもプランの創設、いじめへの取り組み (県内他市の動

き )等について意見交換をした。  

 

14 その他  

 (1) 市内小中学校のいじめの状況 (前期調査 )について  

 ◆学校教育課長から調査結果の説明を受けた。  

 

(2) 高梨氏館跡の国史跡指定について 

 ◆生涯学習課長から、 国史跡として指定するよう国の文化審議会から文部

科学大臣に答申され、来年２月ころ正式に指定される予定との説明を受 け

た。  

 

(3) 給食センター調理部門の民間委託について  

 ◆教育次長から、本年度予定していた業者選定を見合わせることとし

た旨の説明を受けた。  

 

(4) 北部学校給食センターの給湯について  

 ◆教育次長から、建設を担当した業者と協議した結果、担当した業者

において温水器を増設することとなった旨の説明を受けた。  

 

 

15 閉  会    午後４時２５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   年   月   日  

 

        委  員  長  

 

 

        委員長職務代理  

 

 

        委   員  

 

 

        委   員  

 

 

        教  育  長  

 

 

        調  製  者  


