
定例教育委員会会議録 

 

 

１  期  日  

   平成１９年６月２９日 (金) 

２  場  所  

   市役所  第４委員会室  

３  出席委員  

   清水正、浦野良一、岡村郁子、武田洋、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    外山健一郎   スポーツ振興課長  竹内羊一  

学校給食センター所長  久保広二  学校教育課長補佐  原  誠  

６  開  会  

   午後１時５６分  

  （会議に先立ち、武田洋新教育委員が就任のあいさつを行う。）  

７  清水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  前回及び前々会会議録の承認署名  

  平成 19年５月 25日開催の定例教育委員会会議録及び平成 19年６月 19

日開催の臨時教育委員会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)  5月 26日  北信州植樹祭 (文化公園 ) 
(2)  5月 27日  第 18回カチューシャふるさとマラソン大会 (中野小グ

ラウンド ) 
(3)  5月 27日  土砂災害防災訓練 (延徳地区 ) 
(4)  5月 27日  山岸修君世界選手権出場等を祝う会 (越構造改善セン

ター ) 
(5)  5月 28日  主幹指導主事による学校訪問 (科野小学校 ) (委員長、教

育長 ) 
(6)  5月 29日  主幹指導主事による学校訪問 (倭小学校 ) (委員長、教育



長 ) 
(7)  5月 30日  あらゆる差別をなくす推進協議会総会（委員長）  

(8)  5月 30日  保健予防行政懇談会  

(9)  5月 31日  主幹指導主事による学校訪問 (長丘小学校 ) (委員長、教

育長 ) 
(10)  5月 31日  中高駅伝協会総会  

(11)  6月  1日  社会教育委員会議  

(12)  6月  2日  2007なかのバラまつり開会式  

(13)  6月  2日  第 24回無相大師奉賛弓道大会  

(14)  6月  4日  市議会６月定例会招集  

(15)  6月  7日  中野平中学校創立 50周年記念第 1回文化講座  

         「ロボコン文化の継承」  

(16)  6月  7日  中高学校保健会理事会  

(17)  6月 11日  市議会６月定例会 (市政一般質問 ) 
(18)  6月 12日  山本捷子前教育委員に市から感謝状贈呈  

(19)  6月 15日  主幹指導主事による学校訪問 (中野平中学校 ) 
(20)  6月 17日  北信濃白鳥バレエフェスティバル  

(21)  6月 18日  青少年の非行防止に取り組む全国強調月間等推進会

議  

(22)  6月 19日  臨時教育委員会  

(23)  6月 19日  叙位伝達（故元科野小学校長  齊藤親氏）  

(24)  6月 19日  教育長講話 (高丘小学校 ) 
(25)  6月 19日  長野教育事務所  青木生涯学習課長との懇談会  

(26)  6月 20日  県市町村女性教育委員連絡協議会研修会・総会  

（長野市教育センター、岡村委員）  

(27) 6月 21日  教育委員人事発令（武田洋氏）  
(28)  6月 22日  市体育協会総会  
(29)  6月 24日  市民プール  オープン  
(30)  6月 25日  生涯学習推進会議  
(31)  6月 26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  
(32)  6月 28日  教育長講話 (豊井小学校 )  

 

◆以上 32件について、教育長から会議等の概要の説明を受ける。  



 

10 議  事  

 議案第１号  中野市学校給食センター運営委員会委員の委嘱（任命）

について  

◆以上１件について、学校給食センター所長から説明を受け、可決した。  

  ・藤森義一、山崎衛一、金子高幸、上野慎一、佐野純子、日野澄子、

樋口和雄、小湊眞  以上８名  

 

 議案第２号  中野市公民館運営審議会委員の委嘱について  

◆以上１件について、生涯学習課長から説明を受け、可決した。  

  ・佐藤恭博、関川孝一、山口恭子、竹内晋一、内田光子、上原勝、

池田久江、山本通子、関冷子、宮嵜三雄、小島佐和子、小林重保、

原毅、長島政弘、金井昇治、吉家誠、清水重寿、藤澤渥子、岩崎

由紀夫、岡田昭  以上 20名  

 

11 報  告  

(1) 中野市立小学校の学校評議員の委嘱の専決処分の報告について 

◆以上１件について、学校教育課長から専決した旨の説明を受けた。  

 ・中野小学校、豊井小学校、永田小学校 

 

(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  

◆以上１件について、生涯学習課長から専決した旨の説明を受けた。  

  ・蟻川スミ、番場信義、上原勝 以上3名 

            

(3) 事業等の後援の専決処分の報告について 

◆以上１件について、学校教育課長から専決した旨の説明を受けた。  

  ・第 19回みんなでいっしょにうたおう会  

 

12 協  議  

(1) 参議院議員通常選挙における期日前投票立会に係る営利企業等従事許可

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、許可することに

決定した。  

  ・樋口新一（北部公民館長）、畔上義男（西部公民館長）、 



   黒崎和重（豊田公民館長） 

 

(2) 県教育委員会及び市町村教育委員会相互間の連絡調整の了解事項の 

取り交わしについて                                

◆以上１件について、学校教育課長から説明を受け、取り交わしをす

ることに決定した。  

 

(3) 事業の共催及び後援について 

  ①第52回中部日本都市対応軟式野球大会高水大会｛後援｝ 

  ②ロシア少年少女民族舞踏団～未来からの使者の「友情の虹の橋」～ 

｛後援｝ 

  ③演劇「銃口」を観る会｛後援｝ 

  ④中山晋平生誕120年記念2007「中山晋平音楽祭」｛共催｝ 

◆以上４件について、学校教育課長から説明を受け後援及び共催する  

ことに決定した。  

                                                  

 (4) 当面する諸行事・会議等について   

 ７月定例委員会を、７月２４日午後２時に開催することに決定した 。 

 

13 その他  

 (1) 6月市議会定例会  市政一般質問の概要について  

◆教育次長から質問内容及び答弁内容について説明を受けた。  

 

 (2) 平成 19年度教育課程研究協議会への参加について  

◆学校教育課補佐から、 10月 17日に開催される研究協議会に教育委員

も出席する旨の説明を受けた。  

 

 (3) 青少年健全育成一斉啓発活動について  

◆ 7月 2日に実施される啓発活動に参加する旨の説明を受けた。  

 

14 閉  会    午後３時５４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  


