
   定例教育委員会会議録 
 

１ 期  日  平成 26年 10月 28日（火） 

 

２ 場  所  豊田支所 大会議室（２階） 

 

３ 出席委員 

   長島克己、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 石川保文  生涯学習課長 中沢好一 

   中央公民館長 小田切和彦  指導主事兼教育コーディネーター 増田正明 

   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 長島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 26 年 9 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し、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～27日 市内４中学校学校祭（全教育委員） 

(2) ９月29日 中野市理事者と信州中野商工会議所の懇談会（教育長） 

(3) 10月１日 理事者打合せ会（教育長） 

(4) 10月１日 市議会全員協議会（教育長） 

(5) 10月２日 市合同金婚式（教育長） 

(6) 10月２日 中高学校保健会第２回理事会（教育長） 

(7) 10月３日 主幹指導主事学校訪問（高社中、委員長、教育長、教育委員） 

(8) 10月４日 人権センターまつり（教育長） 

(9) 10月４日 高丘小・長丘小学校運動会（高橋委員、岡村委員） 

(10) 10月７日 市行政改革本部会議（教育長） 

(11) 10月７日 平成26年度市政功労者・善行者表彰式（委員長、教育長） 

(12) 10月７日 映画「じんじん」試写会（教育長） 

(13) 10月８日 理事者打合せ会（教育長） 

(14) 10月８日 第３回教頭会（教育長） 

(15) 10月11日 平成26年度中高ＰＴＡ研究集会（教育長） 



(16) 10月15日 平成26年度中野下高井・飯水教育課程研究協議会（全教育委員） 

(17) 10月17日 平成26年度（後期）長野県都市教育長協議会（教育長） 

(18) 10月18日 第42回芸能祭（教育長） 

(19) 10月20日 県教委と市町村教委の連絡会（委員長、教育長） 

(20) 10月21日 主幹指導主事学校訪問（中野平中、全教育委員） 

(21) 10月22日 主幹指導主事学校訪問（平岡小、全教育委員） 

(22) 10月23日 第33回礰珉展（教育長） 

(23) 10月26日 喜歌劇「こうもり」公演（委員長、教育長） 

 ◆以上 23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 

 

 

 

 

 

 

（任期：議決の日～平成 27年６月 30日まで） 

 ◆ 以上１件について、中央公民館長から説明を受け、原案のとおり可決した。 

 

11 報 告 

報告第１号 外国人の就学許可の報告について 

  ・中野小学校 ２年生１人 

◆ 学校教育課長から就学許可した旨の報告を受けた。 

 

報告第２号 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 
青尐年のネットリテラシ

ーを考える勉強会 
平成 26年 10月 18日 

総務省信越総合通信局 

局長 秋本芳徳 

２ 映画「じんじん」上映 
平成 26年 11月 24日 

平成 26年 11月 29日 

中野市「じんじん」上映実行

委員会 

実行委員長 佐藤八栄子 

３ 
中野市消防団音楽隊 第

８回定期演奏会 
平成 26年 11月１日 

中野市消防団 

団長 神田雄樹 

４ 
中野市民体育大会 

（中野市駅伝大会） 
平成 26年 11月９日 

中野市体育協会 

会長 中嶋元三 

区 分 氏 名 備   考 

社会教育関係者 中山 喜美男 市分館協議会 



５ 児童・生徒理解講演会 平成 26年 11月 29日 

県教組下高井支部執行委員長 

湯本文洋 

児童・生徒理解専門委員長 

岡崎礼子 

６ 

創立 45周年記念事業 

（公社）中野青年会議所 

2014 年度 11 月公開例会 

音郷（オトノサト）音楽祭 

～Collabo～ 

平成 26年 11月３日 
（公社）中野青年会議所 

理事長 藏谷伸太郎 

７ 
第３回ＴＯＳＳ教え方 

セミナー 

平成 27年３月 25日 

平成 27年５月８日 

ＴＯＳＳみゆき野サークル 

頓所陽子 

８ 
第 10回中野市社会福祉 

大会 
平成 26年 10月 26日 

社会福祉法人 中野市社会 

福祉協議会 会長 髙木幹男 

９ 
第 38回中野市長杯争奪 

尐年柔道大会 
平成 26年 11月９日 

中野市体育協会 

会長 中嶋元三 

10 
神田加奈登先生を偲ぶ 

コンサート 
平成 26年 11月 24日 

神田加奈登先生を偲ぶ 

コンサート 代表 佐藤清美 

◆ 以上10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。 

 

12 協議 

協議第１号 平成 26年度「全国学力・学習状況調査」結果の概要の公表について 

◆ 学校教育課長から説明を受け、原案のとおり公表することを決定した。 

 

協議第２号 営利企業等従事許可について 

◆ 学校教育課長、中央公民館長及び生涯学習課長から説明を受け、申請のあった４件

について許可することに決定した。 

 

協議第３号 当面の諸行事、会議等について 

◆ 11月定例教育委員会を 11月 20日午後１時から開催することに決定した。 

 

13 その他 

 ◆ 生涯学習課長から（仮称）山田家資料館講演会の説明を受けた。 

 

14 閉会   午後２時 25分 

 


