
   定例教育委員会会議録 
 

１ 期  日  平成 26年７月 24日(木) 

 

２ 場  所  豊田支所 大会議室（２階） 

 

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 

   中央公民館副館長 徳竹雅之  生涯学習課長補佐 宮本浩明 学校教育課指導 

主事兼教育コーディネーター 増田正明  学校教育課長補佐 杉本光正 

 

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 26 年６月 23 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24日 故佐藤善郎氏死亡叙勲伝達式（教育長） 

(2) ６月24日 市議会６月定例会（教育長） 

(3) ６月25日 第３回校長会（教育長） 

(4) ６月26日 中野市行政改革推進委員会（教育長） 

(5) 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   

（委員長、教育長） 

(6) ６月27日 主幹指導主事学校訪問（平野小学校、全教育委員） 

(7) ６月27日 中野市博物館協議会総会（教育長） 

(8) ６月30日 平成26年度中高・飯水地区小学校教科用図書採択準備会 

（委員長、教育長） 

(9) ７月１日 青尐年健全育成強調月間一斉啓発活動（全教育委員） 

(10) ７月１日 定例部課長会議（教育長） 

(11) ７月１日 信濃グランセローズ「中野市の日」チケット贈呈式（教育長） 

(12) ７月２日 理事者打合せ（教育長） 

(13) ７月２日 定例議会全員協議会（教育長） 



(14) ７月３日 旧中野高校跡地・校舎利活用等庁内検討委員会（教育長） 

(15) ７月３日 主幹指導主事学校訪問（南宮中学校、全教育委員） 

(16) ７月３日 新人市職員との懇談会（教育長） 

(17) ７月５日 四者親善ソフトボール大会（教育長） 

(18) ７月７日 中野市行政改革推進本部会議（教育長） 

(19) ７月７日 中高・飯水地区小学校教科用図書採択準備会と校長会との連絡会   

（委員長、教育長） 

(20) ７月８日 主幹指導主事学校訪問（豊田中学校、全教育委員） 

(21) ７月９日 理事者打合せ（教育長） 

(22) ７月９日 第２回教頭会（教育長） 

(23) ７月９日 長野県市町村教育委員会連絡協議会第１回代議員会・情報交換会 

     （委員長） 

(24) ７月10日 中高学校保健会第１回理事会（教育長） 

(25) ７月11日 平成26年度（前期）長野県都市教育長協議会（教育長） 

(26) ７月14日 第１回中高・飯水地区小学校教科用図書採択研究協議会 

（委員長、教育長） 

(27) ７月16日 第１回中野市生涯学習推進会議（教育長） 

(28) ７月16日 平成27年度学校関係負担金・補助金についての中高地区市町村教育 

委員会と校長会との懇談会（委員長、教育長） 

(29) ７月17日 主幹指導主事学校訪問（豊井・永田小学校） 

(30) ７月18日 野村生涯学習研究所来訪（教育長） 

(31) ７月19日 中野祇園祭催物出発式（教育長） 

(32) ７月22日 市町村教育委員会と県教育委員会との懇談会（委員長、教育長） 

(33) ７月23日 理事者打合せ（教育長） 

(34) ７月23日 帰国ＡＥＴ記念品贈呈（教育長） 

(35) ７月23日 平成26年度「学校新聞特派員」及び「中学生被爆地派遣」委嘱式 

及び出発式（教育長） 

(36) ７月24日 旧中野高校跡地・校舎利活用等庁内検討委員会（教育長） 

◆以上 36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 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 

区  分 氏  名 備    考 

社会教育関係者  丸山 清憲  



識見を有する者  丸山 扶美  

 （任期：平成26年６月23日～平成27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。 

 

 報告第２号 中野市子ども読書活動推進連絡会委員の委嘱（任命）の専決処分の 

報告について 

区 分 氏 名 備 考 

識見を有する者 小島 佐和子 読書活動の推進者 

読み聞かせ団体 清水 幸美 
図書館利用団体ともの会おはなしネットワーク

☆ＮＡＫＡＮＯ事務局 

私立幼稚園 綿貫 みづ希 中野中央幼稚園教諭 

私立保育所 髙木 涼 ひよこ保育園長 

小学校 浦野 紫 平岡小学校教諭 

中学校 溝口 貴子 中野平中学校教諭 

子育て課 小林 くに子 中央子育て支援センター所長 

保育課 丸山 晃 保育課保育係長 

公立保育所 武田 恵美 たかやしろ保育園園長 

学校教育課 宮嶋 香代子 学校教育課学校教育係長 

図書館長 田中 重雄 市立図書館館長 

図書館司書 北原 郁 市立図書館副主幹 

（任期：平成 26年 4月 1日～平成 27年 3月 31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。 

 

 

 報告第３号 事業の後援の専決処分の報告について 

 事  業  名 期 日   申 請 者 

１ 
みんなで、電気を作ろう科学

実験教室 

７月 26日 

11月 16日 

ＴＯＳＳみゆき野サークル 

代表 頓所陽子 

２ 第３回親守詩長野県大会 ９月 27日 
長野県親学推進委員会 

会長 小松裕明 



３ 

平成 26年度長野県スポーツ尐

年団競技別交流大会北信地区

柔道交流大会 

８月 24日 
中野市スポーツ尐年団 

本部長 川橋豊司 

４ 2014中野市民音楽祭 ８月 30日  中野市長 池田 茂 

５ 第 33回礰珉展 
10月 23日～ 

11月 16日 
中野市長 池田 茂 

 ◆ 以上５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 営利企業等従事許可について 

◆ 中央公民館副館長から説明を受け、申請のあった２件について許可することに決定 

した。 

 

 協議第２号 当面する諸行事、会議等について 

  ８月定例教育委員会を８月 25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) 平成26年度教育課程研究協議会への参加について 

◆ 学校教育課長補佐から説明を受けて、各教育委員が出席する会場を決定した。 

 

 (2) 広告掲載依頼ついて 

 ◆ 学校教育課長補佐から説明を受けて、広告掲載することに決定した。 

  

 

13 閉 会   午後２時 02分 


