
   定例教育委員会会議録 
 

 

１ 期  日  平成 26年５月 22日（木） 

 

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、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 

   生涯学習課長補佐 宮本浩明  学校教育課指導主事・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  午前９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４月 23 日開催の定例教育委員会会議録、平成 26 年５月 12 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し、出席委員全員が承認し署名する。 

 

９ 教育長報告 

（1） ４月23日 部落解放同盟中高地区協議会第62回定期大会（教育長） 

（2） ４月24日 県教委と市町村教委の連絡会（委員長、教育長） 

（3） ４月26日 唱歌「故郷」「朧月夜」百周年記念事業高野辰之記念祭（教育長） 

（4） ４月26日 信州中野ふるさと交流団定期総会（教育長） 

（5） ４月28日 初任者・10年経験者第１回推進委員会（教育長） 

（6） ４月28日 第62回部落解放同盟中野市協議会定期大会（教育長） 

（7） ５月１日 中野市議会臨時会（教育長） 

（8） ５月４日 中野市成人式（全教育委員） 

（9） ５月７日 中野市議会全員協議会（教育長） 

（10）５月７日 新人議員との懇談会（委員長、教育長） 

（11）５月８日 第１回市就学相談委員会（教育長） 

（12）５月９日 市村尚人委員長退任式 

（13）５月９日 第１回あらゆる差別をなくす推進協議会・学校人権教育部会 

合同部会（教育長） 

（14）５月11日 しんぺい合唱団第31回定期演奏会（教育長） 



（15）５月12日 長島克己教育委員人事発令 

（16）５月12日 臨時教育委員会 

（17）５月13日 第２回校長会（教育長） 

（18）５月14日 長野県公民館館長総会並びに研修会（教育長） 

（19）５月15日 第61回中野市戦没軍人軍属並びに満州開拓殉難者慰霊祭 

（委員長職務代理者） 

（20）５月15日 中野市青尐年健全育成連絡協議会運営委員会（教育長） 

（21）５月16日 関東甲信越静市町村教育委員会連合会総会・研修会（全教育委員） 

（22）５月16日 北茨城市教育委員との交流会（全教育委員） 

（23）５月17日 北茨城市教育委員視察（委員長職務代理者、教育長） 

（24）５月18日 第25回カチューシャふるさとマラソン大会（教育長） 

（25）５月19日 教育委員歓送迎会 

（26）５月20日 第10回あらゆる差別をなくす推進協議会総会（教育長） 

（27）５月21日 長野県博物館協議会総会（教育長） 

（28）５月21日 平成26年度保健予防行政懇談会（教育長） 

  ◆ 以上 28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 

報告第１号 学校評議員の委嘱の専決処分の報告について 

◆ 市内 12 小中学校の各校長から推薦のあった学校評議員（72 名）の委嘱について、

学校教育課長から専決処分した旨の説明を受けた。 

   （名簿省略） 

 

 報告第２号 中野市生涯学習推進会議委員の委嘱（任命）の専決処分の報告に 

ついて 

区  分 氏  名 備  考 

学校教育関係者 上倉 貞雄 市校長会 

社会教育関係者 和田 吉史 公民館非常勤主事会 

社会教育関係者 丸山 剛 市青尐年健全育成会連絡協議会 

◆ 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。 

 

報告第３号 自動車損壊事故に係る示談及び損害賠償の額の決定の専決処分の 

報告について 

  ◆ 以上１件について、学校教育課長から専決処分した旨の説明を受けた。 

 

 

 

 



報告第４号 事業の後援等の専決処分の報告について 

 事  業  名 期 日   申 請 者 

１ 
ダンボール遊園地 in 

NAGANO（後援） 

７月 25日～ 

８月 11日 

信濃毎日新聞社 

事務局長 矢嶋 誠 

２ 
第 53回北信地区中学校 

体育大会（共催） 

６月 21日～ 

７月 13日 

北信地区中学校体育連盟 

会長 宮入 靖 

理事長 久保田 正治 

３ 

長野県高等学校総合体育

大会サッカー競技大会 

（後援） 

５月 31日～ 

６月８日 

長野県高等学校総合体育連盟 

会長 矢島 富士雄 

４ 
きのこの郷信州中野親子

きのこ学校（後援） 

８月１日、３日、

９日、10日 

きのこの郷信州中野親子きの

こ学校推進協議会 

会長 前澤 憲雄 

５ 

創立 45周年記念事業 

（公社）中野青年会議所

2014 年度 7 月公開例会 

MISSON in the Camp!! 

 ～大自然の魅力を発見せ

よ～ （後援） 

７月 19日 

   ～20日 

（公社）中野青年会議所 

 理事長 藏谷 伸太郎 

６ 
信州チャレンジスポーツ

ＤＡＹ2014（後援） 
10月４日 

信州チャレンジスポーツ 

ＤＡＹ2014実行委員会 

会長 青木 弘 

７ 
おとうさんの読み聞かせ

を学ぼう（後援） 
７月 27日 

おはなし♡ びっくりばこ 

小島 佐和子 

◆ 以上７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 

協議第１号  県教育委員会及び市町村教育委員会相互の連絡調整の了解事項の取り交わ

しについて 

◆ 学校教育課長から説明を受け、原案のとおり取り交わすことに決定した。 

 

協議第２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10名のうち8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３号 当面の会議・行事等について 

  ◆ ６月定例教育委員会を６月 23日（月）午後１時 30分から開催することに決定した。 

 

12 その他 

 (1)  中野市立博物館開館５周年企画展について 

  ◆ 生涯学習課長から企画展の説明を受けた。 

 

 



 (2)  中野市文化財調査報告書について 

  ◆ 生涯学習課長から報告書の説明を受けた。 

 

13 閉 会   午前 10時 07分 


