
   定例教育委員会会議録 
 

１ 期  日  平成 23年７月 20日（水） 

 

２ 場  所  中野市役所３Ｆ 第２委員会室 

 

３ 出席委員 

   土屋正志、武田洋、丸山扶美、市村尚人、栗原満 

 

４ 欠席委員  なし 

 

５ 会議に出席した事務局職員 

   教育次長 横田清一  学校教育課長 荻原由美子  生涯学習課長 小林治男 

   生涯学習課長補佐 佐々木正  学校教育課指導主事 小野良一 

   学校教育課長補佐 杉本光正 

 

６ 開 会  午後１時 25分 

 

７ 土屋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 23 年６月 21 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22日 主幹指導主事学校訪問（中野平中学校） 

(2) ６月23日 第２回中高学校保健会理事会（教育長） 

(3) ６月24日 中高飯水地区中学校教科用図書採択準備会と中高飯水校長会との 

連絡会（委員長、教育長、次長） 

(4) ６月27日 中野小学校前庭芝生化作業（教育長、次長） 

(5) ６月27日 (財)野村教育研究所来訪 

(6) ６月28日 中高飯水地区中学校教科用図書採択研究協議会（委員長・次長） 

(7) ６月29日 第３回校長会（委員長、教育長） 

(8) ６月29日 北信総合病院倫理委員会（委員長） 

(9) ７月１日 青少年健全育成強調月間一斉啓発活動（市内中学校ほか） 

(10) ７月２日 第28回全日本少年軟式野球大会北信越ﾌﾞﾛｯｸ予選会（教育長ほか） 

(11) ７月５日 中野・下高井教育会の打合せ（教育長、次長） 

(12) ７月５日 放課後子どもプラン推進事業運営委員会・子どもセンター協議会 

(13) ７月７日 主幹指導主事学校訪問（南宮中学校） 

(14) ７月８日 中野市生涯学習推進会議（教育長） 



(15) ７月10日 第37回長野県早起き野球ダークホース大会（教育長） 

(16) ７月11日 第２回教頭会（委員長、教育長ほか） 

(17) ７月11日 学校新聞特派員・被爆地派遣平和使節委嘱式（教育長） 

(18) ７月12日 前教育委員武田洋氏感謝状贈呈式（教育長、次長） 

(19) ７月12日 長野県小学校陸上大会優勝報告会（教育長） 

(20) ７月12日 第１回中野市就学指導調査委員会（教育長） 

(21) ７月13日 長野県市町村教育委員会連絡協議会役員会（教育長） 

(22) ７月13日 長野県市町村教育委員会連絡協議会代議員会（委員長、教育長） 

(23) ７月13日 長野県市町村教育委員会連絡協議会教育行政懇談会 

（委員長、教育長） 

(24) ７月14日 主幹指導主事学校訪問（豊田中学校） 

(25) ７月15日 （前期）県都市教育長協議会（教育長） 

(26) ７月15日 高丘小・永田小表敬訪問（陸上競技全国大会出場） 

(27) ７月19日 教科用図書採択調査研究委員会からの答申（委員長、次長） 

(28) ７月19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） 

(29) ７月20日 学校教育関係市町村負担金・補助金要望に関する校長会との懇談会 

（教育長） 

◆以上 29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 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 

 社会教育委員   坂本 長生 平成23年６月21日～平成25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計画策定委員の委嘱（任命）の専決処分の 

報告について 

氏  名 所 属 等 備   考 

武田 まゆみ 中野市ＰＴＡ連合会 
(平岡小学校ＰＴＡ副会長) 学識経験者 

小林 幸子 おはなしネットワーク☆ 
ＮＡＫＡＮＯ会員 学識経験者 

小島 佐和子 中野市子ども読書活動推進 
連絡会議委員長 学識経験者 



湯本 美奈子 中野マリア幼稚園園長 学識経験者 

村田 忠久 豊井小学校教諭 学校関係者 

堀内 敏 南宮中学校教諭 学校関係者 

酒井 美智子 西町保育園長 行政関係者 

関野 玲子 北部子育て支援センター所長 行政関係者 

北原 郁 中野市立図書館司書 図書館関係者 

 ◆ 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) 事業の共催及び後援の専決処分の報告について 

 事  業  名 期 日   申 請 者 

１ ふれあいわんぱく学校（後援） 

８月７日 

～ 

８月８日 

信州中野ふるさと交流団 

団長 北山和夫 

２ 
第 23 回みんなでいっしょにうたお

う会（後援） 
７月 17日 

MIU実行委員会 代表 

女声合唱団フィオーレ 

村田久子 

３ 
長野県早起き野球ダークホース大

会（共催） 
７月 10日 

長野県早起き野球連盟 

山田正文 

４ 第 16回定期演奏会（後援） 10月 16日 
中野女声合唱団 

代表 永沢みき江 

５ 
北信地区童謡唱歌を歌う会交流会

第 10回記念中野大会（後援） 
９月３日 

北信地区童謡唱歌を歌う会 

代表 金井保 

６ 2011中野市民音楽祭（後援） ８月 27日 

中野市長 小田切治世 

中野市音楽団体連盟 

会長 小林泉 

７ 
長野県小学生ソフトバレーボール

北信地区フェスティバル（後援） 
７月 17日 

長野県小学生バレーボール

連盟北信東支部 

支部長 竹内政則 

８ 第 7回中野市民水泳大会（後援） 8月 28日 
中野市体育協会 

会長 中嶋元三 

９ 
平成 23 年度人権センターまつり

（後援） 
10月８日 

中野市人権センターまつり

実行委員会  

 ◆ 以上９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。 

 

 

11 協議 

(1) 平成23年度市民教育懇話会の開催について 

 ◆ 教育長から説明を受け、平成23年度も、ブロック別に４会場で、８月下旬から 

10月下旬までの間に、２テーマを設定して開催することを決定した。 



 (2) 当面する諸行事、会議等について 

  臨時教育委員会を８月２日（火）午後２時から、８月定例教育委員会を８月 23日（火）

午後２時から開催することに決定した。 

 

12 その他 

(1)平成23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)小中学校の放射線量測定について 

 ◆ 学校教育課長から放射線量測定方法について説明を受けた。 

 (3)小田中教員住宅への避難者の入居について 

 ◆ 学校教育課長から避難者入居について説明を受けた。 

 

 

13 閉 会   午後２時 26分 


