
定例教育委員会会議録 

 

 

１  期  日  

   平成２０年５月３０日 (金) 

 

２  場  所  

   中野市豊田支所  第２会議室  

 

３  出席委員  

   清水正、浦野良一、武田洋、丸山扶美、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      小林次郎   学校教育課長    小林悟志  

   生涯学習課長    成合宣孝   学校教育課長補佐  原  誠  

６  開  会  

   午後２時  

 

７  清水委員長があいさつを行い、会議の議長となる。  

 

８  会議録の承認署名  

  平成 20年４月 24日開催の定例教育委員会及び 5月 12日開催の臨時教

育委員会の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)  ４月 26日  部落解放同盟中高地区協議会定期大会  

(2)  ４月 26日  第３回信州中野ふるさと交流団定期総会  

(3)  ４月 30日  臨時市議会【教育委員長、教育長】  

(4)  ５月４日  中野市統一成人式  

(5)  ５月７日  北信地区市町村教育委員会連絡会  



【教育委員長、教育長】  

(6)  ５月８日  市議会全員協議会  

(7)  ５月９日  中山晋平記念会理事会【教育委員長】  

(8)  ５月 12日  丸山扶美教育委員人事発令  

(9)  ５月 12日  臨時教育委員会  

(10)  ５月 12日  中野子どもの本研究会文部科学大臣表彰報告  

(11)  ５月 13日  第１回あらゆる差別をなくす推進協議会学校人権教  

育部会及び学校人権担当者合同会  

(12)  ５月 14日  校長会  

(13)  ５月 15～ 16日  関東甲信越静市町村教育委員会連合会総会 ･研修

会、行政視察 (山梨県立県民文化ホール、山梨県

立博物館 ) 

(14)  ５月 17日  中野・下高井教育会通常総会【教育委員長、教育長】 

(15)  ５月 19日  中野市振興公社監査会【教育委員長】  

(16)  ５月 20日  市議会全員協議会  

(17)  ５月 20日  読書指導員研修会  

(18)  ５月 21日  中野市振興公社理事会【教育委員長、教育長】  

(19)  ５月 21日  中野市防犯協会理事会 ･総会【教育委員長】  

(20)  ５月 22日  教育委員と市長との懇談会  

(21)  ５月 22日  中高学校保健会定期総会  

(22)  ５月 23日  中野市ＰＴＡ連合会評議員会  

(23)  ５月 24日  福祉のまちづくりフェスティバル  

(24)  ５月 26日  主幹指導主事による学校訪問（日野小学校）  

                【教育委員長、教育長】  

(25)  ５月 27日  主幹指導主事による学校訪問（長丘小学校）  

【教育委員長、教育長、武田委員】  

(26)  ５月 28日  主幹指導主事による学校訪問（科野小学校）  

             【教育委員長、教育長、武田委員】  

(27)  ５月 28日  山田家活用検討委員会  

(28)  ５月 28日  保健予防行政懇談会  

(29)  ５月 29日  主 幹指導主事による学校訪問（豊井小学校）  

             【 教育委員長、教育長】  

 (30) ５月 29日  青少年健全育成連絡協議会運営委員会 (総会 ) 

◆以上 30件について、教育長から会議等の概要説明を受ける。  



 

10 議  事  

 議案第１号  平成 20年度中野市一般会計 (教育費 )補正予 算 (第１号 ) 

◆以上１件について、学校教育課長から説明を受け、原案に同意した。  

  

 議案第２号  中野市学校給食センター運営委員会委員の委嘱について  

        

 

 

 

 

◆以上１件について、学校教育課長から説明を受け、原案どおり可決し

た。  

 

 議案第３号  中野市社会教育委員の委嘱について  

氏  名  所  属  備  考  

上原まゆみ  中野市ＰＴＡ連合会  社会教育関係者  

 

 議案第４号  中野市公民館運営審議会委員の委嘱について  

選出区分  所属団体  氏名  

社会教育関係者  中野市 PTA連合会  宮沢  高広  

北岡  清恵  

 

 議案第５号  中野市立図書館協議会委員の任命について  
      

氏  名  所  属  等  

竹節  博美  中野市ＰＴＡ連合会  

藤澤  高広  中野市公民館分館協議会長  

 

◆以上３件について、生涯学習課長から説明を受け、原案どおり可決し

た。  

 

 

選出区分  所属団体  氏名  

識見を有する者  中野市 PTA連合会  藤澤  佳繁  

春原  紀子  

出川  美雪  



11 報  告  

(1) 中野市立小中学校の学校評議員の委嘱の専決処分の報告について 

◆市内 11小学校及び３中学校の各学校長から推薦のあった学校評議員

(90名 )の委嘱について、学校教育課長から専決した旨の説明を受けた 。 

 

(2)  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  

機関団体名  氏  名  

社会教育委員  丸山  浩  

社会教育委員  白川  理  

中野市区長会  岩下  宗夫  

市民会館運営審議会  

中野市社会福祉協議会  

三井  寛  

中野市保健補導員会  渋川  正枝  

◆ 生 涯学 習課 長から 上 記５ 名の 委嘱に つ いて 専決 した旨 の 説明 を受 けた。 

 

12 協  議                  

(1) 事業の後援及び共催について 

  ①子ども教室北信州(後援) 

  ②第47回北信地区中学校体育大会(共催) 

  ③第10回しんぺい合唱団定期演奏会（後援） 

  ④楽しい理科ものづくり教室（後援） 

  ⑤(社)中野青年会議所７月公開例会  

いただきます～食べることは命のつらなり～（後援） 

  ⑥長野県知事杯第23回長野県ゲートボール選手権大会兼第24回全日本ゲ

ートボール選手権大会長野県予選会（後援） 

  ⑦アニメ映画「ドラえもん2008」上映会 (後援) 

◆以上７件について、学校教育課長から説明を受け、①～⑤について事

業の後援、共催を決定した。  

 



(2) 中野市奨学基金の貸与について     

◆学校教育課長から説明を受け協議した結果、予算が許せば申請のあっ

た 13名について、貸付することが妥当であるとの教育委員会の意見を

まとめた。  

 

 (3) 外国人子弟の就学希望申し込みについて  

◆学校教育課長から説明を受け、就学することを了承した。  

 

(4) 当面する諸行事・会議等について       

  ６月定例委員会を、６月 24日午後２時から開催することに決定した。 

 

13 その他  

(1)  学校基本調査結果について  

(2)  平成 19年度不登校児童生徒の状況について  

(3)  平成 19年度小中学校のいじめの状況について  

◆以上３件について学校教育課長から資料提供を受けた。  

 

14 閉  会    午後４時４８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 


