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中野市の教育施策 
 

 

 本市では、平成 27年度（2015年度）に「中野市教育大綱」を策定し、行政と教育委員会が

一体となり、基本理念に基づく各種施策を推進しております。 

 

 

 

 教育大綱   〈対象期間 平成 28年度（2016年度）～2021年度〉 
 

１ 基本理念 

  ふるさとへの愛着と豊かな社会性を身に付ける教育の推進 

 

２ 目指す子ども達の姿 

 

   『ひと・もの・ことと関わりながら 

    学び合い、支え合い、未来を切り拓くたくましい子ども』 

 

３ ５つの柱と施策 

（１）「信州なかの」ふるさと学習の推進 

 

① ふるさとへの誇りと愛着がもてるよう、「信州なかの」の歴史や特性、先人の偉業及び自

然や文化芸術の素晴らしさを学ぶ、ふるさと学習を進めます。 

② 地域の農業者などと連携し、農業体験や地域の食材を使った食育など、特色ある教育を進

めます。 

③ 長年にわたり継承されてきた、有形・無形文化財等の保存・活用・継承を図り、なかのの

歴史を学習する場を充実させます。 
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（２）地域が支え地域に学ぶ生涯学習の推進 

 

① 子どもや学校が抱える課題の解決、未来を担う子ども達の豊かな学びを創造し、地域の絆

をつなぐ仕組みとして、地域社会全体で子どもを育むコミュニティスクールの取組を推進し

ます。 

② 公民館を拠点に、各種講座及び講演会の充実、サークル活動の支援など、地域住民が主体

となった生涯学習や活動を推進します。 

 ③ 図書館や博物館の利用が生涯学習の推進とつながるよう、豊富な資料の充実とサービスを

図ります。 

 ④ 子ども達が本に親しみ、豊かな心を育むよう、子ども読書活動を推進します。 

 

（３）時代に対応した魅力ある学校教育の推進 
 

① 小中学校へ外国語指導助手（ＡＬＴ）を配置し、話す、聞く力等、コミュニケーション能

力を身につけるとともに、グローバルな視点に立った国際感覚を養います。 

② 外部検定試験を活用し、総合的な英語力の向上を図ります。 

 ③ 中学生の海外短期留学制度を導入し、様々な国の人々と理解し合い協働でき 

る異文化への関心意欲を高めます。 

 ④ 学校内のネットワーク環境を整備するとともに、児童生徒がタブレット端末等を活用した

ＩＣＴ教育(※１)を通じて、新しい時代に生きる力を身につける教育を充実します。 

（４）夢をもち、未来にはばたくキャリア教育の推進 

  

① 一流のアスリートや社会人講師の実体験から、将来に夢や目標を持ち、努力することの大

切さや人の生き方を学ぶ「夢の教室」（小学校）と「キャリア教育(※2)講演会」（中学校）

を開催します。 

 ② ふるさとへの愛着がもて、働くことの喜びや大切さを学ぶことができるようにするため、

地元で活躍する各界の第一人者を招いての「ふるさとｊｏｂセミナー」（中学校）を開催し

ます。 

 

 

 (※1) ＩＣＴ教育：デジタル機器やコンピュータ、インターネットなどを活用した教育 

(※2) キャリア教育：一人ひとりの社会的・職業的自立に向け、必要な基盤となる能力や 

態度を育てることを通して、社会の中で自分の役割を果たしながら、自分らしい生き方 

を実現していくための教育 
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（５）豊かな心、健やかな体、確かな学力を向上させるため、安心して 

学べる教育環境の充実 

  

① 障がいのある児童生徒に対し、保護者や関係機関と連携し、一人ひとりのニーズに応じた

支援を行います。 

 ② 小中学校のいじめや不登校に対し、関係機関と連携した教育体制を充実させるとともに、

Ｑ－Ｕ検査(※3)などの実施により、早期発見・早期解決に努めます。 

 ③ 健康診断、健康管理、保健指導を充実し、児童生徒の健やかな育成に努めます。 

 ④ 中学校の部活動を適正かつ効果的に行うため、学校生活におけるバランスのとれた活動時

間の設定や設備の整備、外部指導者の活用を支援します。 

 ⑤ 学校・家庭・地域が連携して、テレビやゲームなどのメディアを自律的にコントロールす

る力を身に着けさせる、規則正しい生活・学習習慣の確立を図ります。 

 ⑥ 少子化に伴う児童生徒の減少を見据え、子どもにとってより良い教育環境を求め、小中学

校の適正規模・適正配置に努めます。 

 ⑦ 学校施設の計画的な整備・改修を推進し、快適な教育環境の確保に努めます。 

 ⑧ 学校・家庭・地域それぞれの「教育力向上」を目指し、中学校区単位で、小小・小中連携

教育を推進します。 

 ⑨ 交通安全対策や安全な学校給食の提供など、子ども達の安全・安心の確保を図ります。 

 

 

 

 (※3) Ｑ-Ｕ検査：学校生活における満足度と意欲、学級集団の状態を調べることができる検査 
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—教育長— 
2018.5.11 現在

氏　　名 役職名 任　　期 就任年月日

2017. 5.11
～

2020. 5.10

—教育委員— 

氏　　名 役職名 任　　期 委員就任年月日

2016. 5.11
～

2020. 5.10
2015. 6.24

～
2019. 6.23
2017. 5.11

～
2021. 5.10
2018. 5.11

～
2022. 5.10

教　育　委　員　会

永江　文樹 教育長職務代理者 2016. 5.11

山本　圭子 2018. 5.11委　　員

市川　真一 委  　員 2015. 6.24

小嶋　隆徳 教 育 長

小野　良一 2017. 5.11委  　員

2017. 5.11
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（事務局　℡0269（22）2111（代） 中野市役所本庁舎内）

教育委員会

教育長

教育次長 学校教育課

小学校(１１校） 中野小学校　　  ℡0269（22）2067
日野小学校 　 　℡0269（22）2595
延徳小学校　  　℡0269（22）2713
平野小学校  　　℡0269（22）2097
高丘小学校　 　 ℡0269（22）3716

  長丘小学校 　 　℡0269（22）3642
平岡小学校　　  ℡0269（22）2629
科野小学校  　　℡0269（22）3754
倭小学校　　　　℡0269（26）8003
豊井小学校　  　℡0269（38）2004
永田小学校  　  ℡0269（38）2503

中学校(４校) 南宮中学校      ℡0269（22）2365
中野平中学校    ℡0269（22）4021
高社中学校　    ℡0269（22）2755
豊田中学校　    ℡0269（38）2131

                          南部学校給食センター　　　　　　　   ℡0269（22）3555

                          北部学校給食センター　　　　　　　   ℡0269（23）3356

                          豊田学校給食センター　　　　　　　   ℡0269（38）3466

生涯学習課

                          中央公民館　　　　　　　　　　　　　　　 ℡0269（22）2691

                          北部公民館　　　　　　　　　　　　　　 　℡0269（26）0677

                          西部公民館（西部文化センター）           ℡0269（23）1024

                          豊田公民館（豊田文化センター）　         ℡0269（38）2922
                          　　　　　永田地区館　　　 　　　　　　　℡0269（38）2501

                          図書館　　　　　　　　 　　　　　　　　　℡0269（26）5841
                          北部分館（北部公民館）　　　　　　　     ℡0269（26）0677
                          西部分館（西部公民館）　　　　　　　　   ℡0269（23）1024
                          豊田分館（豊田公民館）　　　　　　　　   ℡0269（38）2922

                          博物館  　　　　　　　　　　　　　　　　 ℡0269（22）2005

—教育委員会組織図— (H30.4.1現在)

総務係　・　学校教育係　・　施設係

生涯学習推進係　・　文化財係
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H30.4.1 現在

・学校教育課の庶務に関すること。
・教育委員会の会議等に関すること。
・規則、訓令等の制定改廃に関すること。
・議会の議決を経るべき議案に関すること。
・公印の管守に関すること。
・教育行政の企画及び調整に関すること。
・文書の収受、配布及び整理に関すること。
・公告式に関すること。
・儀式及び表彰に関すること。
・事務局、学校その他の教育機関の職員(教職員(市町村立
　学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第１条に規定
　する職員をいう。以下同じ。)以下「職員｣という。）の
　任用及び配置に関すること。
・職員の分限、懲戒、退職及び表彰に関すること。
・職員の服務及び研修に関すること。
・特別職（条例及び規則の規定に基づく設置のものを除
　く。）の任免に関すること。
・公務災害補償に関すること。
・教育行政の調査及び相談に関すること。
・請願及び陳情に関すること。
・広報及び広聴に関すること。
・奨学金に関すること。
・事務局内の他の課の主管に属さないこと。

・教職員の任用、配置、分限、懲戒、退職及び表彰に関す
　ること。
・教職員の服務及び研修に関すること。
・教職員の福利厚生に関すること。
・通学区域の設定及び変更に関すること。
・学級編成に関すること。
・学校運営の指導助言に関すること。
・教科内容の取扱い指導に関すること。
・教科書その他の教材の取扱いに関すること。
・児童及び生徒の就学及び就学相談に関すること。
・児童及び生徒の保健、安全、厚生及び福利に関するこ
　と。
・学校環境の衛生管理に関すること。
・学校人権教育の指導に関すること。
・中野市就学相談委員会に関すること。
・学校給食センターとの連絡調整に関すること。

・工事計画の策定及び教育財産の取得申出に関すること。
・学校及び学校給食センターの整備に関すること。
・学校及び教職員住宅の管理に関すること。

・給食センターの維持管理に関すること。
・給食センターの運営に関すること。
・学校給食に関すること。
・その他給食センターに関すること。

学校教育課

—事務分掌—

施設係

総務係

学校教育係

  学校給食センター
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・生涯学習課の庶務に関すること。
・生涯学習基本構想に関すること。
・中野市生涯学習推進会議に関すること。
・中野市生涯学習推進本部に関すること。
・生涯学習の企画及び調整に関すること。
・生涯学習によるまちづくりに関すること。
・生涯学習情報の収集、提供及び相談に関すること。
・生涯学習の啓発に関すること。
・生涯学習指導者の養成及び活用に関すること。
・生涯学習ボランティアの養成に関すること。
・社会教育計画の策定に関すること。
・社会教育委員に関すること。
・社会教育施設の管理及び整備に関すること。
・社会教育関係団体の育成及び指導に関すること。
・関係機関・団体との連絡及び調整に関すること。
・その他生涯学習の推進に関すること。

・文化財の調査、保護、管理及び活用に関すること。
・中野市文化財保護審議会に関すること。

・中野市公民館運営審議会に関すること。
・公印の管守に関すること。
・予算及び経理に関すること。
・施設、備品の維持管理に関すること。
・文書の保管処理に関すること。
・事業の企画実施に関すること。
・施設、備品の利用に関すること。
・各種学級の開設に関すること。
・講座、講演会等の開催に関すること。
・社会教育資料の刊行、利用に関すること。
・文化及び芸術に関すること。
・分館事業に関すること。
・関係役職員の研修に関すること。
・視聴覚機材の整備、利用に関すること。
・各種グループ、サークルの育成に関すること。
・各種団体、機関との連絡提携に関すること。
・青少年問題に関すること。
・その他の公民館活動の普及浸透に関すること。

・図書の購入、整理、閲覧、貸出しに関すること。
・ブックスタート事業、読み聞かせに関すること。
・中野市立図書館協議会の運営に関すること。

・郷土の歴史、民俗、自然科学等の生活文化に関係する
　資料の収集、保管、保存及び展示に関すること。
・プラネタリウムの運営に関すること。
・各種講座、講演会等の開催に関すること。
・中野市立博物館協議会の運営に関すること。

博物館

図書館

公民館

　生涯学習課

生涯学習推進係

文化財係
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—平成30年度一般会計当初予算—

(単位：千円)

予算額 構成比(％） 予算額 構成比(％）

1 市 税 6,234,600 29.87 1 議 会 費 187,960 0.9

2 地 方 譲 与 税 215,720 1.03 2 総 務 費 3,364,076 16.1

3 利 子 割 交 付 金 10,000 0.05 3 民 生 費 6,158,262 29.5

4 配 当 割 交 付 金 19,000 0.09 4 衛 生 費 1,766,777 8.5

5 株式等譲渡所得割交付金 18,000 0.09 5 労 働 費 27,399 0.1

6 地方消費税交付金 789,000 3.78 6 農 林 水 産 業 費 1,368,231 6.6

7 ゴルフ場利用税交付金 7,000 0.03 7 商 工 費 681,268 3.3

8 自動車取得税交付金 42,000 0.20 8 土 木 費 2,171,635 10.4

9 地 方 特 例 交 付 金 24,000 0.11 9 消 防 費 797,882 3.8

10 地 方 交 付 税 5,155,000 24.70 10 教 育 費 2,001,066 9.6

11 交通安全対策特別交付金 5,900 0.03 11 公 債 費 2,308,444 11.1

12 分担金及び負担金 242,070 1.16 12 予 備 費 40,000 0.2

13 使用料及び手数料 237,034 1.14

14 国 庫 支 出 金 1,938,487 9.29

15 県 支 出 金 1,214,574 5.82

16 財 産 収 入 73,786 0.35

17 寄 附 金 230,100 1.10

18 繰 入 金 1,488,720 7.13

19 繰 越 金 200,000 0.96

20 諸 収 入 846,009 4.05

21 市 債 1,882,000 9.02

20,873,000 100 20,873,000 100歳　入　合　計 歳　出　合　計

歳　　　　　　　　　　　　　　入 歳　　　　　　　　　　　　　　出

款 款

市税 30% 

地方交付

税 25% 市債 9% 
国庫支出

金 9% 

諸収入 

4% 

県支出金 

6% 

その他 

17% 

歳入 
民生費 

32% 

公債費 

11% 
総務費   

12% 
教育費 

8% 

土木費 

11% 

衛生費 

12% 

その他 

13% 

歳出 
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—平成30年度教育費歳出項目別当初予算—

(単位:千円)

特　定 一　般

149,178 7.5 6,535 142,643

(1)教育委員会費 3,503 (0.2) 0 3,503

(2)教育委員会事務局費 141,546 (7.1) 2,413 139,133

(3)教職員住宅費 4,117 (0.2) 4,117 0

(4)奨学基金費 12 (0.0) 5 7

773,902 38.7 167,306 606,596

(1)小学校管理費 575,818 (13.2) 157,476 418,342

(2)小学校教育振興費 198,084 (9.9) 9,830 188,254

255,989 12.8 16,930 239,059

(1)中学校管理費 102,978 (5.1) 421 102,557

(2)中学校教育振興費 153,011 (7.6) 16,509 136,502

395,893 19.8 56,364 339,529

(1)社会教育総務費 53,058 (2.7) 0 53,058

(2)文化財保護費 68,299 (3.4) 34,110 34,189

(3)公民館費 128,638 (6.4) 2,444 126,194

(4)図書館費 82,717 (4.1) 1,078 81,639

(5)博物館費 63,181 (3.2) 18,732 44,449

426,104 21.3 217,001 209,103

(1)学校給食センター費 426,104 (21.3) 217,001 209,103

2,001,066 100 464,136 1,536,930合　　　　計

　２ 小 学 校 費

　３ 中 学 校 費

　４ 社 会 教 育 費

　５ 学 校 給 食 費

構成比
(%)

財　　　源
備　　　考

　１ 教 育 総 務 費

項　　　　目 予　算　額

217,001 

56,364 

16,930 

167,306 

6,535 

209,103 

339,529 

239,059 

606,596 

142,643 

0 100,000 200,000 300,000 400,000 500,000 600,000 700,000 800,000 900,000

学校給食費 

社会教育費 

中学校費 

小学校費 

教育総務費 

項目別財源割合 

特定財源 一般財源 （千円） 
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□　平成17年（2005年） □　平成20年（2008年）
4月1日 新中野市発足(旧中野市と豊田村合併） 2月2日 「生涯学習市民のつどい」開催

4月24日 青木一市長２期目就任 3月 「中野市生涯学習基本構想」策定
5月11日 教育委員長に阿部敏明、教育委員に城本早月就任 4月1日 スポーツ文化関係が文化スポーツ振興課へ移行

　　　　〃 教育長に本山綱規就任 5月11日 教育委員に丸山扶美就任
7月25日 語学指導を行う外国青年招致事業、英語指導助手 7月18日 中野平中学校ビオトープ竣工式

(AET) リチャード・ジョセフ・シェララ着任 8月3日 語学指導を行う外国青年招致事業、
8月1日 語学指導を行う外国青年招致事業、英語指導助手 英語指導助手(AET) デビッド・レイリング着任

(AET) デヴィン・パーカー・スノー、アダム・ 8月14日 「銅戈・銅鐸」展示会
ジョン・ストークス着任 8月29日 山田邸引渡式

11月4日 ＮＨＫラジオ番組｢ひるの散歩道｣公開録音 9月20日～21日 柳沢遺跡「銅戈・銅鐸」現地説明会
11月9日 晋平・辰之メモリアル「シャンティクリアコンサ 10月9日 元中野市長青木一氏逝去

ート」開催 10月26日 元中野市長故青木一氏中野市葬
12月7日 財団法人中野市育英会解散 11月10日 音声告知放送開始

11月23日 小田切治世市長就任

□　平成18年（2006年）
2月4日 ｢生涯学習市民のつどい｣開催 □　平成21年（2009年）

2月20日 南宮中学校武道場竣工式 3月7日 県立中野高等学校卒業式・閉校式
2月25日 ｢第１回高野辰之忌｣ 4月1日 市立博物館オープン
3月27日 北部学校給食センター竣工式 〃　 教育長に栗原満就任
3月28日 市指定無形文化財（工芸技術保持者）「中野土人 5月1日 市立博物館展示室オープン・記念講演

形(立ヶ花人形） 西原邦夫氏」指定解除（死亡の 5月11日 市指定有形文化財「土偶」が大英博物館
ため） （イギリス）での展覧会へ出品決定

4月1日 青少年関係及び放課後児童教室関係が子育て課へ 5月11日 教育委員に土屋正志就任
幼稚園関係が保育課へ移行 5月30日 十三崖チョウゲンボウ探鳥会

5月2日 教育委員に岡村郁子就任 9月4日 豊田中学校アスベスト除去工事完了
5月11日 教育委員長に清水正就任 9月18日 少年の主張長野県大会（会場：高社中学校）
7月13日 図書館新情報システム稼働式 9月18日 中野小学校耐震補強工事完了
7月30日 十三崖チョウゲンボウ応援団設立 　　　　〃 高丘小学校耐震補強工事完了
8月27日 ｢第27回北信越国民体育大会(剣道競技)｣中野市で 　　　　〃 科野小学校耐震補強工事完了

開催 　　　　〃 南宮中学校耐震補強工事完了
10月14日 県立中野実業高等学校創立100周年記念式典 11月20日 豊田中学校耐震補強工事完了

12月1日 平岡放課後児童クラブ（ひらっこ）オープン

□　平成19年（2007年）
1月19日 市営野球場が信濃グランセローズの公式練習グラ □　平成22年（2010年）

ウンドに内定 1月22日 平野小学校グラウンド防球ネット設置工事完了
2月4日 「生涯学習市民のつどい」開催 2月13日 「生涯学習市民のつどい」開催
2月6日 「高梨氏館跡」を国史跡に指定 3月5日 県立中野実業高等学校閉校式

　　　　〃 高梨氏の子孫・高梨政延氏から高梨家古文書 3月12日 南宮中学校テニスコート整備工事完了
約700点が寄託 3月29日 日野小学校他アスベスト除去工事完了

3月 「中野市子ども読書活動推進計画」策定 （日野、平岡、永田）
3月31日 高遠山古墳保存整備実施設計完成 4月30日 （仮称）山田家資料館オープン
4月1日 中山晋平記念館、高野辰之記念館が市の所管施設 5月11日 教育委員長に土屋正志、教育委員に市村尚人就任

に移行 就任
　　　　〃 文化振興関係が文化振興課へ移行 5月29日 十三崖チョウゲンボウ探鳥会
　　　　〃 信濃グランセローズ、キャンプイン 8月4日 語学指導を行う外国青年招致事業、

4月5日 県立中野立志館高等学校開校式 英語指導助手(AET) ダレン・ナカムラ着任
5月13日 高梨氏館跡国史跡指定記念童門冬二氏講演会・ 8月11日 姥ヶ沢遺跡出土の土偶の愛称を「姥ヶ沢ビーナ

館跡標柱除幕式 ス」に決定
6月21日 教育委員に武田洋就任 8月～10月 市民教育懇話会（４会場）
7月14日 市営野球場で初の信濃グランセローズ公式戦 9月17日 豊田中学校等別教室棟屋根葺替工事完了
7月25日 南部学校給食センター竣工式 10月4日 （仮称）山田家資料館で高橋由一油彩画の存在
7月30日 語学指導を行う外国青年招致事業、 を確認

英語指導助手(AET) マシュー・レイノルズ、 10月29日 中野小学校他トイレ洋式化工事（中野、日野、
ヨーク・ピーチャー着任 延徳）

9月19日 中野平中学校エレベーター設置工事完了 10月29日 平野小学校他トイレ洋式化工事（平野、高丘）
豊井、永田小学校耐震補強工事完了 10月29日 長丘小学校他トイレ洋式化工事（長丘、平岡、

10月5日 中野小学校グラウンド整備工事完了 科野、倭、永田）
10月17日 柳沢遺跡から「銅戈」と｢銅鐸」の破片が出土 10月29日 南宮中学校他トイレ洋式化工事（南宮、中野平、
10月29日 高遠山古墳保存整備工事着手 高社）

□　平成23年（2011年）
2月26日 「生涯学習市民のつどい」開催
2月29日 日和山神社鬼獅子が地域伝統芸能まつりに出演
5月18日 高橋由一油彩画の記者会見を実施
6月21日 教育委員に高橋智美就任

　　　　〃 十三崖チョウゲンボウ探鳥会
8月～10月 市民教育懇話会（４会場）

9月16日 中野小学校屋内運動場天井改修工事完了
9月22日 豊田中学校特別教室棟屋根葺替工事完了

—教育行政のあゆみ—　(新中野市)
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□　平成24年（2012年） □　平成26年（2014年）
2月17日 永田小学校プール循環ろ過装置更新工事完了 1月31日 屋内運動場非構造部材耐震化工事完了（中野、
2月26日 「生涯学習市民のつどい」開催 南宮）

3月 「第２次中野市子ども読書活動推進計画」策定 ２月15日～３月９日 陣屋カフェ講座（全６回）
3月26日 科野小学校ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞﾊﾞｯｸﾈｯﾄ更新工事完了 2月16日 「生涯学習市民のつどい」開催

　　　　〃 中野小学校ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞﾊﾞｯｸﾈｯﾄ更新工事完了　 2月25日 屋内運動場非構造部材耐震化工事完了（高丘）
5月11日 教育委員に岡村博子就任 （高丘）
5月21日 日食観察会「金環日食を見よう！」 3月 中野市文化財調査報告書第８集
5月26日 十三崖チョウゲンボウ探鳥会 『東江部村山田庄左衛門家資料目録　山田家

6月16日～17日 （仮称）山田家資料館　初夏の邸内開放と綿くり のくらしと文化―書画・工芸編―』発刊
体験 3月20日 中央公民館ほか耐震補強工事完了

8月6日 語学指導を行う外国青年招致事業、英語指導助手 〃 中央公民館非常用自家発電装置入替工事完了
(AET) ブレア・ウイリアムズ、アンソニー・ガー 　　　　　　　〃 中央公民館高圧受電設備改修工事完了
ディア着任 3月22日 「生涯学習市民のつどい　講演会」開催

8月10日 長丘小学校風力発電機設置工事完了 3月30日 市立博物館ふるさとレポート発表会
9月6日 第１回中野市立小学校及び中学校適正規模等審議 4月1日 市立図書館平日開館時間を午後７時まで延長

会 5月12日 教育委員長に長島克己就任
11月～3月 博物館常設展示室改修工事 5月31日 十三崖チョウゲンボウ探鳥会
11月23日 池田茂市長就任 6月7日～22日 （仮称）山田家資料館特別展

6月11日～8月17日 市立博物館展示「銅戈・銅鐸と柳沢遺跡」
6月28日 遺跡見学会

□　平成25年（2013年） 7月20日 市立博物館講演会「栗林式土器と柳沢遺跡」

2月8日 倭小学校屋外トイレ改修工事完了 8月3日 市立博物館講演会「青銅器と柳沢遺跡」

2月25日 「生涯学習市民のつどい」開催 8月4日 語学指導を行う外国青年招致事業、英語指導

3月20日 第１回ふるさとレポート発表会開催 助手(AET)マイケル・スミス、ダニエル・カチェ

3月25日 柳沢遺跡出土品一括を県宝指定 ン着任

3月28日 高橋由一油彩画寄贈 8月21日 「柳沢遺跡出土品一括」を重要文化財に指定

4月1日 教育長に小嶋隆徳就任 8月7日～10日 子ども音楽講座「ミュージカルを楽しもう！」

4月2日 市立図書館開館時間延長試行事業 8月29日 高丘小学校グラウンド整備工事完了

(３月27日まで) 11月6～7日 夢の教室（長丘小、平岡小、科野小、倭小）

5月13日 教育委員長に市村尚人、教育委員に青木幸子就任 9月4日 中野市立小学校及び中学校適正規模等審議会答申

6月 市立図書館開館20周年 9月12日 平岡小学校図書室、音楽室エアコン設置工事完了

6月1日 十三崖チョウゲンボウ探鳥会 10月15日 屋内運動場非構造部材耐震化工事完了（倭小）

6月1日～30日 （仮称）山田家資料館　特別企画展 10月27日 屋内運動場非構造部材耐震化工事完了（平野小）

7月29日 語学指導を行う外国青年招致事業、英語指導助手 10月31日 高丘小学校、中野平中学校図書室、音楽室　エア

(AET) フランク・トランベッティ着任 コン設置工事完了

7月31日 市指定天然記念物「壁田城山のイヌザクラ」指定 11月21日 屋内運動場非構造部材耐震化工事完了（延徳小）

解除（倒木のため） 12月25日 屋内運動場非構造部材耐震化工事完了（永田小）

9月10日 平野小学校グラウンド整備工事完了

10月18日 南宮中学校図書室

第１音楽室エアコン設置工事完了

10月18日 平野小図書室、音楽室エアコン設置工事完了

10月31日 屋内運動場非構造部材耐震化工事（日野、豊井）

11月12日～13日 夢の教室（中野小）

11月20日 中野市子ども読書活動推進連絡会議先進地視察

（下諏訪町、山形村）

11月30日～12月28日 市立博物館新収蔵展「県宝柳沢遺跡出土品」　

〜ふるさとへ戻った銅戈（どうか）・銅鐸（どう

たく）たち〜
12月8日 記念講演会「柳沢遺跡と弥生社会」

12月21日 市立図書館開館20周年記念講演会
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□　平成27年（2015年）
1月9日 屋内運動場非構造部材耐震化工事完了（科野小） □　平成28年（2016年）
2月8日 H26年度「なかの21市民講座」 1月30日 H27年度「なかの21市民講座」

2月21日 「生涯学習市民のつどい」開催 2月21日 「生涯学習市民のつどい」開催
3月6日 屋内運動場・武道場非構造部材耐震化工事完了 3月 中野市教育大綱策定

（中野平中） 3月20日 市立博物館ふるさとレポート発表会
3月15日 市立博物館ふるさとレポート発表会 4月 中野市立小学校及び中学校適正規模等基本方針
4月1日 市立図書館祝日開館実施 （案）の修正案策定
4月9日 外国語指導助手（ALT)イザベル・コスクユエラ 4月17日 市立博物館　展示室・プラネタリウム無料公開

着任 5月11日 教育委員に永江文樹就任
4月26日 市立博物館　展示室・プラネタリウム無料公開 5月22日～6月18日 中野市立小学校及び中学校適正規模等基本方針
5月4日 H27年度　中野市成人式 (案)修正案市民説明会（全11回）

5月30日～6月28日 合併10周年記念事業「陣屋のまちの文化力」 5月28日 十三崖チョウゲンボウ探鳥会
6月6日 十三崖チョウゲンボウ探鳥会 5月28日～7月3日 市立博物館企画展示　高橋由一作品 -最初の洋画

6月24日 教育委員に市川真一就任  家と山田家-
6月30日 科野小学校、高社中学校図書室、音楽室エアコン 6月10日 西部公民館１階空調機改修工事完了

工事完了 6月11日～19日 （仮称）山田家資料館特別展・邸内公開 
7月6日 中野市立小学校及び中学校適正規模等基本方針 7月9日～8月28日 市立博物館特別公開『青銅器埋納抗　修復完了』

（案）策定 7月1日 日野小学校図書室、音楽室エアコン設置工事
7月17日 延徳小学校図書室、音楽室エアコン設置工事完了 完了

7月1日 豊井小学校図書室エアコン設置工事完了
7月18日～10月10日 博物館・志賀高原ロマン美術館共同企画 7月1日 豊田中学校図書室、音楽室エアコン設置工事完了

「アーティストインプラネタリウム！」 7月25日 外国語指導助手（ALT)クリスチャン・ゴンザレス
7月28日～31日 子ども音楽講座「ミュージカルを楽しもう！」 着任

8月1日～9月27日 合併10周年記念事業 8月9日～12日 子ども音楽講座「ミュージカルを楽しもう！」
「受け継がれた農具たち～豊田の民具～」 9月6日 平岡小学校グラウンド整備工事完了

8月3日 外国語指導助手（ALT)ミッシェル・ダーハー、 ９月10日～24日 市立博物館主催　陣屋カフェ講座（全５回）
マリッサ・ラウ着任 9月13日〜30日 夢の教室（全小学校）

8月24日 「小林家文書一括」を市指定有形文化財に指定 9月28日 中野市総合教育会議において中野市小学校及び
8月25日～9月30日 中野市立小学校及び中学校適正規模等基本 中学校適正規模等基本方針決定

方針（案）市民説明会（全11回） 9月30日 北部公民館２階トイレ洋式化改修工事完了
8月30日 博物館講演会　”モノ”語り～「もののけ姫」か 10月7日 中央公民館非常放送用アンプ取替工事完了

ら見た日本文化 10月8日～12月11日 市立博物館秋季展｢最古の前方後円墳
8月31日～9月4日 夢の教室（日野小、延徳小、平野小、高丘小、 高遠山古墳～中野市の前方後円墳と前方後方墳～｣

豊井小、永田小） 10月9日 北部公民館開館30周年記念事業
8月31日 屋内運動場非構造部材耐震化工事完了 「星空のバイオリン演奏会＆上映会」

（豊田中） 10月15日 市立博物館秋季展　第１回記念講演会「高遠山
9月5日～20日  陣屋カフェ講座（全５回） 古墳とは何か」

9月8日 屋内運動場非構造部材耐震化工事完了 10月17日 西部公民館1階トイレ洋式化改修工事完了
（長丘小） 11月12日～20日 （仮称）山田家資料館　秋の特別企画

9月9日 高社中学校グラウンド整備工事完了 11月13日 市立博物館秋季展　第２回記念講演会
9月18日 中央公民館窓ガラス飛散防止フィルム貼付工事 「高遠山古墳の時代」

完了 11月23日 池田茂市長２期目就任
9月24日 県指定天然記念物「八生（やおい）のカヤ」指定 11月29日 「旧山田家住宅奥座敷」ほか６件を国登録有形

解除（倒木による滅失） 文化財に登録
10月16日 屋内運動場非構造部材耐震化工事完了（平岡小）
10月16日 屋内運動場・武道場非構造部材耐震化工事完了

（高社中）
10月17日～12月20日 合併10周年記念事業

替佐築堤事業出土品展 ～5000年の生命～縄文
土器展

10月25日 博物館講演会　「縄文の世界」
11月21日 合併10周年記念事業

辰野　勇氏　まちづくり講演会

11月22日 博物館講演会　「千田遺跡の調査」
12月6日 博物館講演会　「北信の縄文時代」

12月14日～18日 中野市立小学校及び中学校適正規模等基本方針
（案）保護者懇談会（全４回）

12月28日 北部公民館高圧受変電設備等改修工事完了
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□　平成29年（2017年） □　平成30年（2018年）
1月 「第３次中野市子ども読書活動推進計画」策定 1月20日 H29年度「なかの21市民講座」羽生善治さん

1月28日 H28年度「なかの21市民講座」花田景子さん 2月25日 「生涯学習市民のつどい」開催
1月31日 中野市小学校統合準備委員会発足 3月 「中野市文化財調査報告書第12集　山田庄左衛門
1月31日 市指定天然記念物「新保豊田神社のクヌギ」指定 家文書目録Ⅴ」、「中野市文化財調査報告書第13

解除（倒木のため） 集　中野市域所在古文書目録」発刊
2月13日 市立博物館トイレ改修工事完了 3月1日 埋蔵文化財発掘調査報告書「琵琶島（滝脇）遺跡」
2月18日 市立博物館共催講演会「植物の想いを語る」 発刊
2月26日 「生涯学習市民のつどい」開催 3月6日 第３回中野市北部地区小学校統合準備委員会開催

3月 「第２次中野市生涯学習基本構想」策定 3月24日 市立博物館ふるさとレポート発表会
3月4日 市立博物館講演会「近世の千曲川洪水と地域」 3月27日 第４回中野市豊田地域小学校統合準備委員会開催

3月24日 市立博物館ふるさとレポート発表会 4月15日 市立博物館展示室・プラネタリウム無料公開
3月21日 北部学校給食センター　食器（角仕切皿）購入 4月25日 第４回中野市北部地区小学校統合準備委員会開催

納品完了 5月11日 教育長職務代理に永江文樹、教育委員に山本圭子
3月24日 市指定有形文化財「尾張高梨家史料一括」、「憲 就任

徳学校扁額」指定 5月26日 十三崖チョウゲンボウ探鳥会
3月24日 西部公民館軒樋改修工事完了 5月31日 第５回中野市豊田地域小学校統合準備委員会開催
3月31日 「中野市文化財調査報告書第11集　山田庄左衛門 6月9日～6月17日 （仮称）山田家資料館　平成30年度春の特別展示

家文書目録」発刊 ・邸内公開
4月16日 市立博物館展示室・プラネタリウム無料公開 7月12日 第５回中野市北部地区小学校統合準備委員会開催
5月11日 教育長に小嶋隆徳、同職務代理に長島克己就任 7月28日～8月6日 中学生海外留学研修（オーストラリアビクトリア

　　　　〃 教育委員に小野良一就任 州　メルボルン市）
5月27日～7月17日 市立博物館企画展「逸品展-新指定文化財と新収 7月30日 外国語指導助手（ALT)キャサリン・ホール、モニ

蔵品-」 カ・ワーデン着任
5月30日 第２回中野市豊田地域小学校統合準備委員会開催 8月6日 北部学校給食センター食器購入（ご飯・汁カップ）
6月1日 西部公民館空調機改修工事完了 納入完了
6月3日 十三崖チョウゲンボウ探鳥会 8月11日 市立博物館講演会「巨大望遠鏡でせまる宇宙の

6月10日～18日 （仮称）山田家資料館　春の特別展示・邸内公開 なぞ」
6月29日 豊田文化センターホール電動式移動観覧席修繕 8月30日～9月29日 夢の教室（全小学校）

工事完了 9月14日 延徳小学校グラウンド整備工事完了
6月30日 長丘小学校図書室、音楽室エアコン設置工事完了 9月27日 第６回中野市北部地区小学校統合準備委員会開催

　　　　〃 倭小学校図書室、音楽室エアコン設置工事完了 10月2日 第６回中野市豊田地域小学校統合準備委員会開催
　　　　〃 永田小学校図書室、音楽室エアコン設置工事完了 10月10日～11月14日 学芸員サロン講座

6月30日 北部公民館1階トイレ洋式化改修工事完了 10月31日 高丘小学校教室棟外壁ほか改修工事完了
7月27日 西部公民館トイレ洋式化改修工事完了 11月10日～11月18日 （仮称）山田家資料館　秋の特別展示・邸内公開
8月4日 南部・豊田学校給食センター　食器（角仕切皿） 11月24日 （仮称）山田家資料館特別講演会

購入　納品完了 「幕末から明治期の西江部篠田家～地域資料の活
8月28日～9月29日 夢の教室（全小学校） 用をとおして～」
9月7日～10月6日 中野市学校給食センター集約化（案）に対する

パブリックコメントを実施
9月8日 中野小学校グラウンド整備工事完了

9月20日 第２回中野市北部地区小学校統合準備委員会開催
9月20日～12月10日 重要文化財柳沢１・５号銅戈及び２号銅鐸を兵庫

県立考古博物館へ貸出
9月21日 第３回中野市豊田地域小学校統合準備委員会開催

9月23日～12月３日 市立博物館企画展「高丘丘陵の古代窯跡群-奈良
時代の大窯業地帯-」

10月1日 市立博物館講演会「進化する縄文土器～越後と
信州の顔を持つ中野市千田遺跡・姥ヶ沢遺跡の
土器～」

10月7日 中央公民館非常用アンプ取替工事完了
10月９日～11月５日 市立博物館主催　陣屋カフェ講座（全５回）
11月３日～12月10日 市立博物館公開展示「高橋由一作品」
11月11日～19日 （仮称）山田家資料館　秋の特別展示・邸内公開

11月18日 （仮称）山田家資料館特別講演会
「帝国議会貴族院議員としての山田荘左衛門
-山田家文書から分かること—」

12月14日 中野市立小学校及び中学校条例の一部を改正し、
北部地区統合小学校の名称を「高社（こうしゃ）
小学校」に、豊田地域統合小学校の名称を「豊田
（とよた）小学校」に決定

12月14日 中野市学校給食センター条例の一部を改正し、
平成31年度末をもって豊田学校給食センターを
廃止することを決定
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