
   定例教育委員会会議録 
 

１ 期  日  平成 25 年７月 25日(木) 

 

２ 場  所  豊田支所 大会議室（２階） 

 

３ 出席委員 

   市村尚人、青木幸子、高橋智美、岡村博子、小嶋隆徳 

 

４ 欠席委員  なし 

 

５ 会議に出席した事務局職員 

   教育次長 小林悟志  学校教育課長 荻原由美子  生涯学習課長 佐々木正 
   図書館長 丸山松良  生涯学習課長補佐 宮本浩明  中央公民館副館長 小林学  

学校教育課指導主事兼教育コーディネーター 増田正明  学校教育課指導主事 

湯本明雄   学校教育課長補佐 杉本光正 

 

６ 開 会  午後１時 30分 

 

７ 市村教育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 会議録の承認署名 

  平成 25 年６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し、出席

委員全員が承認し署名する。 

 

９ 教育長報告 

(1) ６月26日 第３回校長会（委員長、教育長） 

(2) ６月26日 中野市職員ＯＢ会（教育長） 

(3) ６月27日 中高地区教育委員会連絡協議会と中野・下高井校長会との懇談会   

（委員長、教育長） 

(4) ６月28日 主幹指導主事学校訪問（平岡小学校） 

(5) ７月１日 青尐年健全育成強調月間一斉啓発活動（市内中学校ほか） 

(6) ７月２日 定例部課長会議（教育長） 

(7) ７月３日 理事者打合せ（教育長） 

(8) ７月３日 定例議会全員協議会（教育長） 

(9) ７月４日 北信地区社会教育委員連絡協議会総会（教育長） 

(10) ７月４日 中高学校保健会第１回理事会（教育長） 

(11) ７月６日 第36回中高女性団体研修会（委員長） 

(12) ７月６日 四者親善ソフトボール大会（教育長） 

(13) ７月８日 中野市学校給食センター運営委員会（教育長） 

(14) ７月８日 中野小学校建造物侵入等事件（教育長） 



(15) ７月９日 第２回教頭会（委員長、教育長） 

(16) ７月10日 長野県市町村教育委員会連絡協議会第１回代議員会・情報交換会 

     （委員長） 

(17) ７月10日 中野市文化財保護審議会（教育長） 

(18) ７月11日 主幹指導主事学校訪問（高丘小学校・長丘小学校） 

(19) ７月12日 平成25年度（前期）長野県都市教育長協議会（教育長） 

(20) ７月13日 中野祇園祭催物出発式（教育長） 

(21) ７月15日 白鳥バレエ発表会（教育長） 

(22) ７月17日 主幹指導主事学校訪問（豊井小学校・永田小学校） 

(23) ７月18日 しんきん図書カード贈呈式（教育長） 

(24) ７月18日 中野市立小学校及び中学校適正規模等審議会 

(25) ７月19日 学校関係負担金・補助金についての中高地区市町村教育委員会と 

校長会との懇談会（委員長、教育長） 

(26) ７月19日 図書贈呈に関する打合せ会（教育長） 

(27) ７月19日 第１回生涯学習推進会議（教育長） 

(28) ７月23日 市町村教育委員会と県教育委員会との懇談会（委員長、教育長） 

(29) ７月24日 主幹指導主事学校訪問（科野小学校・倭小学校） 

(30) ７月24日 中野市中学生スポーツ・文化クラブ活動連絡協議会（教育長） 

◆以上 30件のうち教育長から主な会議等の内容について説明を受けた。 

 

 

10 議 事 

 議案第１号 中野市公民館運営審議会委員の委嘱について 

区  分 氏  名 備    考 

学識経験者  小林 保 中野市社会福祉協議会 

（任期：議決の日から平成27年６月30日まで） 

◆以上１件について中央公民館副館長から説明を受け、原案のとおり可決した。 

 

 

 議案第２号 市指定天然記念物の指定解除について 

天然記念物 所在地 所有者 

壁田城山のイヌザクラ 中野市大字壁田字横手2576番地2 （宗教法人）長丘神社 

◆以上１件について生涯学習課長から説明を受け、原案のとおり可決した。 

 

 

 

 



11 報 告 

(1) 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 任     期 

社会教育関係者 田尻 裕之 平成25年６月25日～平成27年４月30日 

市立図書館協議会 小林 豊彦 平成25年６月21日～平成27年４月30日 

市文化財保護審議会 郷道 哲章 平成25年７月10日～平成27年４月30日 

 ◆ 以上１件について、生涯学習課長から専決処分した旨の説明を受けた。 

 

 

 (2) 中野市子ども読書活動推進連絡会委員の委嘱（任命）の専決処分の 

報告について 

氏  名 所 属 等 備   考 

伊東 奈美 中野マリア幼稚園教諭  

山﨑 智子 中野平中学校教諭  

山﨑 まゆみ 永田保育園長  

宮嶋 香代子 学校教育課学校教育係長  

丸山 松良 市立図書館長  

（任期：平成25年５月1日から平成26年６月30日まで） 

◆ 以上１件について、生涯学習課長から専決処分した旨の説明を受けた。 

 

 

 (3) 事業の後援の専決処分の報告について 

 

 事  業  名 期 日   申 請 者 

１ 

平成 25 年度情報教育対応教員研修

全国セミナー（信州会場） 

「 Educational Solution Seminar 

2013 in 信州 」 

８月５日 
一般社団法人 日本教育工

学振興会 会長 赤堀侃司 

２ 信州たかやま星野富弘花の詩画展 

９月 28日

～ 

10 月 14日 

高山村教育委員会 

教育長 小山修二 

３ 第９回中野市民水泳大会 ８月 25日 
中野市体育協会 

会長 中嶋元三 

４ 第 17回中野女声合唱団定期演奏会 10 月６日  中野女声合唱団 春日和代 



５ 
平成 25 年度 地域ぐるみ共有フォ

ーラム 
９月１日 北信教育事務所長 

６ 2013中野市民音楽祭 ８月 31日 

中野市長 池田 茂 

中野市音楽団体連盟会長 

小林 泉 

 ◆ 以上６件について、学校教育課長から専決処分した旨の説明を受けた。 

 

 

(4)  中野市立図書館子ども読書推進活動事業計画について 

   （資料省略） 

◆ 以上１件について、図書館長から事業計画の説明を受けた。 

 

 

12 協議 

 (1) 当面する諸行事、会議等について 

  教育委員会を８月 22 日（木）午後１時 30分から開催することに決定した。 

 

 

13 その他 

(1) 平成25年度教育課程研究協議会への参加について 

◆ 学校教育課長から説明を受けて、各教育委員が出席する会場を決定した。 

 

 (2) 広告掲載依頼ついて 

 ◆ 学校教育課長補佐から説明を受けて、広告掲載することに決定した。 

  

 

14 閉 会   午後２時 19分 


