
 

    定例教育委員会会議録 

  

                  

１ 期  日  平成27年９月28日(金) 

 

２ 場  所  中野市豊田支所 大会議室 

 

３ 出席委員  長島克己、青木幸子、岡村博子、市川真一、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 石川保文、学校教育課長 宮澤利彦 

学校教育課指導主事 増田正明、湯本明雄、丸本真利子 

学校教育課長補佐 小林由美 

 

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 27 年８月 20 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) ８月21日 科野小、倭小学校教育委員学校訪問（教育長除く教育委員） 

(2) ８月21日 中野市人権センターまつり実行委員会（教育長） 

(3) ８月22日 教員採用試験面接（教育長） 

(4) ８月23日 市長杯平野地区分館対抗球技大会（教育長） 

(5) ８月24日 市町村教育委員会と校長会との懇談会（委員長、教育長） 

(6) ８月25日 定例部課長会議（教育長） 

(7) ８月25日 満州開拓団殉職者慰霊法要（教育長） 

(8) ８月25日 中野市立小学校及び中学校適正規模等基本方針（案）市民説明会 

     科野小学校（全教育委員） 

(9) ８月26日 理事者打合せ（教育長） 

(10) ８月26日 決算公表（教育長） 

(11) ８月26日 長野県市町村教育委員会連絡協議会（委員長） 



 

(12) ８月26日 新任教育委員研修会（委員長、市川委員） 

(13) ８月26日 第１回北信地区市町村教育委員会合同結核対策委員会（教育長） 

(14) ８月27日 中高学校保健会定期総会・講演会（教育長） 

(15) ８月28日 南宮中学校教育委員学校訪問（教育長除く教育委員） 

(16) ８月28日 小林茂雄先生死亡叙位叙勲伝達（教育長） 

(17) ８月28日 合併10周年記念事業徳川恒孝記念講演会実行委員会（教育長） 

(18) ８月28日 中野市立小学校及び中学校適正規模等基本方針（案）市民説明会 

     長丘小学校（全教育委員） 

(19) ８月31日 まち・ひと・しごと創生本部会議（教育長） 

(20) ８月31日 豊井小学校夢の教室（教育長） 

(21) ８月31日 中野市立小学校及び中学校適正規模等基本方針（案）市民説明会 

     平岡小学校（全教育委員） 

(22) ９月１日 中野市防災訓練 科野小 （教育長） 

(23) ９月１日 人事発令（教育長） 

(24) ９月１日 中野市立小学校及び中学校適正規模等基本方針（案）市民説明会 

倭小学校（全教育委員） 

(25) ９月２日 市議会全員協議会（教育長） 

(26) ９月２日 市議会本会議（委員長、教育長） 

(27) ９月３日 平野小学校夢の教室（教育長） 

(28) ９月３日 中野ライオンズクラブ来訪（教育長） 

(29) ９月５日 中野下高井教育研究集会（教育長） 

(30) ９月８日 中野市立小学校及び中学校適正規模等基本方針（案）市民説明会 

豊井小学校（全教育委員） 

(31) ９月９日 理事者打合せ（教育長） 

(32) ９月９日～11日 市議会本会議（議案質疑・一般質問）（委員長、教育長） 

(33) ９月９日 中野市立小学校及び中学校適正規模等基本方針（案）市民説明会 

永田小学校（全教育委員） 

(34) ９月10日 倭小学校、豊田・南宮中学校主幹指導主事学校訪問 

（青木委員長職務代理） 

(35) ９月10日 中野市立小学校及び中学校適正規模等基本方針（案）市民説明会 

中野小学校（全教育委員） 

(36) ９月11日 中野・下高井教育七団体陳情（青木委員長職務代理） 

(37) ９月11日 永田・豊井、延徳小学校主幹指導主事学校訪問（岡村教育委員） 

(38) ９月11日 総合計画庁内策定委員会、創生本部会議（教育長） 

(39) ９月12日 臨時教育委員会協議会（全教育委員） 



 

(40) ９月14日 中野市立小学校及び中学校適正規模等基本方針（案）市民説明会 

日野小学校（教育委員） 

(41) ９月15日 県と市町村教育委員会連絡会（教育長） 

(42) ９月15日 中野市立小学校及び中学校適正規模等基本方針（案）市民説明会 

延徳小学校（教育委員） 

(43) ９月16日 理事者打合せ（教育長） 

(44) ９月16日 第４回校長会（教育長） 

(45) ９月16日 十三崖チョウゲンボウ繁殖地保全整備事業打合せ会議（教育長） 

(46) ９月18日 北信教育事務所来訪（教育長） 

(47) ９月19日 小学校運動会（中野・日野・高丘・長丘・科野・豊井・永田小学校） 

     （全教育委員） 

(48) ９月23日 第35回中野市ふれあい広場（教育長） 

(49) ９月25日 市議会本会議（委員長、教育長） 

(50) ９月25日 日野・平野小学校、高社中学校主幹指導主事学校訪問 

（青木委員長職務代理） 

(51) ９月25日 総合計画・総合戦略及び旧中野高校利活用に係る住民懇談会 

（教育長） 

◆ 以上51件について、教育長から主な会議等の内容について説明を受けた。 

 

10 報 告 

報告第１号 市議会９月定例会における市政一般質問（教育委員会関係）の概要に 

ついて   

◆ 教育次長から質問及び答弁の概要について説明を受けた。 

 

報告第２号 事業の共催、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 27年度「中野市人権セ

ンターまつり」（共催） 
10月 17日(土) 

中野市人権センターまつり 

実行委員長 山田 欣一 

２ 
チャリティーろうきん 

親子アニメ祭り（後援） 
10月 10日(土) 

北信地区労働者福祉協議会 

会長 本間直幸 

長野県労働金庫中野支店 

運営委員長 村田 光広 

３ 
第 30回中野市少年少女 

サッカー大会（後援） 
10月 12日(月) 

中野市サッカー協会 

会長 町田 和信 



 

４ 
ド キ ド キ  ハ ロ ウ ィ ン 

2015 （後援） 
10月 31日(土) 

中野市商店会連合会 

会長 宮川 浩 

５ 
平成 27 年度北信地区社会

教育研究大会（後援） 
10月 23日(金) 

北信地区社会教育委員連絡

協議会 

会長 小島 佐和子 

６ 
日本体育大学集団行動発表

会前合宿の見学（後援） 

11月３日(火) 

～ 

11月７日(土) 

日本体育大学集団行動を 

見学する会 

代表 青木 律子 

◆ 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。 

 

報告第３号 第２次中野市総合計画の概要について 

◆ 以上１件について、学校教育課長から現在の進捗状況について説明を受けた。 

 

11 協 議 

協議第１号 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、申請のあった１名について貸与することが適当

であるとの意見とした。 

 

協議第２号 当面の会議、行事等について 

 ◆ 10月定例教育委員会を10月23日(金)午後１時30分から開催することに決定した。 

 

12 その他 

 中野下高井・飯水教育課程研究協議会他出席会議について、連絡事項の報告をした。 

 

13 閉 会  午後２時21分 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


