
 

 

教育委員会の開催状況（平成 26年度） 

月 日 回 定例･臨時 議     題     等 
 

４ 

 

10 

 

974 

 

定 例 

 

（議 題） 

議第１号 平成 27 年度教員採用選考について  （義、高、特） 

報第１号 教職員の人事異動について     （総、義、高） 

報第２号 職員の処分について            （義）    

（教育長報告事項） 

(1) 平成 26年２月県議会定例会の結果について     （総） 

(2) 教職員の人事異動の結果について     （総、義、高） 

(3) 平成 26年度中学校 30人規模学級の実施状況について（義） 

(4) 小諸養護学校高等部分教室の開設について     （特） 

(5) 長野県特別支援教育連携協議会について      （特） 

(6) スーパーグローバルハイスクールの指定について  （教）                                    
 

４ 

 

24 

 

975 

 

定 例 

 

（議 題） 

議第１号 職員の処分について           （義、特） 

議第２号 長野県産業教育審議会委員の委嘱（任命）につ 

いて                      （高） 

議第３号 少子・人口減少社会に対応した活力ある学校環 

境のあり方及び支援方策（案）について     （義） 

議第４号 匿名性を担保した授業評価と学校評価の実施に 

ついて                   （高） 

（教育長報告事項） 

(1) 県内大学奨学金給付事業について        （高） 

(2) 長野県高等学校スーパーバイザー制度について    （高） 

(3) 特別支援学校高等部卒業者の進路状況について    （特） 

(4) 平成 26年３月公立高等学校卒業者の就職内定状況に 

ついて                          （教） 
 

５ 

 

29 

 

976 

 

定 例 
（議 題） 

議第１号 長野県産業教育審議会への諮問について     （高） 

議第２号 平成 27年度長野県立中学校入学者選抜要綱 

（案）について                      （高） 

（教育長報告事項） 

(1) 県教育委員会及び市町村教育委員会相互の連絡調整に 

ついて                     （義） 

(2) 平成 26年度活用方法選択型教員配置事業実施状況に 

ついて                      （義） 



 

 

月 日 回 定例･臨時 議     題     等 

(3) 平成 26年度長野県公立高等学校入学者選抜の結果に 

ついて                     （高） 

(4) 平成 25年度公立高等学校卒業者の進路状況について（教） 

(5) 非違行為により懲戒処分を受けた教職員に対する研修 

の実施状況について                （教） 

(6) 平成 26年度「学力スパイラルアップ事業」Ｐ調査分析 

結果について                   （教） 

(7) 平成 25年度「こどもの権利支援センター」相談受付状 

況について                   （心） 
 

６ 

 

12 

 

977 

 

定 例 

 

（議 題） 

議第１号 平成 26年６月県議会に提出される予定の議案 

に対する意見について        （総、義、特） 

議第２号 須坂創成高等学校（仮称）の学科設置について （高） 

議第３号 佐久平総合技術高等学校（仮称）の学科設置に 

ついて                    （高） 

（教育長報告事項） 

(1) 平成 27年度長野県公立高等学校入学者選抜における 

学校別実施予定概要について           （高） 

(2) 平成 25年度障がいのある児童・生徒の就学相談につ 

いて                      （特） 

(3) 平成 25年度特別支援学校等卒業者の進路状況につい 

て                                              （特） 

(4) 平成 26年度公立高等学校入学者選抜学力検査結果に 

ついて                     （教） 

(5) 武道振興施設のあり方検討会について        （ス） 
 

7 

 

 

10 

 

978 

 

定 例 

 

（議 題） 

議第１号 職員の処分について                  （義） 

議第２号 不利益処分の審査請求について         （総、義）                  

（教育長報告事項） 

(1) 平成 26年６月県議会定例会の結果について        （総） 

(2) 平成 25年度地方教育費調査(長野県)の概要について（総） 

(3) 平成 27年度長野県公立学校教員採用選考申込状況に 

ついて                                       （義・高） 

(4) 不利益処分（分限処分）の審査請求の裁決について  （特） 

(5) 学校経営概要から見る長野県公立小・中・高等学校の 

現状について                                    （教） 



 

 

月 日 回 定例･臨時 議     題     等 

(6）平成 26年度「信州の山の文化財トレッキングツアー」 

の実施について                                  （文） 
 

７ 

 

24 

 

979 

 

定 例 

 

（議 題） 

議第１号 平成 27年度長野県立高等学校入学者選抜要綱 

（案）について                     （高）                    

議第２号 長野県高等学校将来像検討委員会の設置につい 

て                                        （高） 

（教育長報告事項） 

(1) スーパーグローバルハイスクール(ＳＧＨ)の活動状況 

について                                        （教） 

(2) 「信州山の日」に関連した教育委員会の取組について 

（教・文） 
 

8 

 

7 

  

980 

 

定 例 

 

（議 題） 

議第１号 平成 27年度義務教育関係諸学校教育職員等人 

事異動方針について                        （義） 

議第２号 平成 27年度高等学校教育職員人事異動方針に 

ついて                                    （高） 

議第３号 平成 27年度県立高等学校教員と公立中学校教 

員との人事交流に関する基本要綱について（義、高） 

議第４号 長野県文化財保護審議会への諮問について  （文） 

（教育長報告事項）            

(1) 平成 26年度 信州自然エネルギー・環境教育支援事業 

について                    （教） 

(2) ＳＷＡＮプロジェクト６期生の募集について    （ス） 
 

9 

 

18 

  

981 

 

定 例 
（議 題） 

議第１号 平成 26年９月県議会に提出される予定の議案 

に対する意見について             （高、教） 

議第２号 職員の処分について            （高） 

議第３号 平成 26年度「長野県教育委員会の事務の管理及 

び執行状況の点検及び評価」について     （総） 

議第４号 長野県高等学校将来像検討委員会委員の委嘱 

（任命）について              （高）  

議第５号 長野県文化財保護審議会委員の委嘱について  （文） 

議第６号 長野県天然記念物の指定について      （文） 

 

 



 

 

月 日 回 定例･臨時 議     題     等 

（教育長報告事項） 

(1) 平成 27年度長野県公立高等学校入学者選抜における 

学校別実施内容について             （高） 

(2) 平成 26年度全国学力・学習状況調査の結果について （教） 

(3) 平成 27～30年度 小学校及び特別支援学校小学部で使 

用する教科書について              （教） 

(4) 平成 26年度全国中学校体育大会及び全国高等学校総 

合体育大会等における成績について        （ス） 

(5) 第 35回北信越国民体育大会における成績について  （ス） 
  

10 

  

16 

  

982 

  

定 例 

  

（議 題） 

議第１号 職員の処分について                       （義） 

議第２号 平成 26年度教育関係功労者表彰被表彰者に 

ついて                                   （総） 

議第３号 長野県立歴史館協議会委員の委嘱について   （文） 

議第４号 平成 27年度長野県立特別支援学校の幼稚部の 

幼児及び高等部の生徒募集に係る基本的事項 

について                                  （特） 

（教育長報告事項） 

(1) 平成 26年９月県議会定例会の結果について       （総） 

(2) 平成 27年度公立学校教員採用選考状況について （義、高） 

(3) 平成 27年度県立高等学校及び特別支援学校高等部で 

使用する採択教科書の概要について                （教） 

(4) 平成 26年度「インターネットについてのアンケート」 

調査結果について                                （心） 
 

11 

 

6 

 

983 

 

定 例 
（議 題） 

議第１号 職員の処分について                       （義） 

議第２号 平成 27年度長野県立高等学校生徒募集定員に 

ついて                                  （高） 

報第１号 職員の人事異動について                   （総） 

（教育長報告事項） 

(1) 平成 26年度長野県全国学力・学習状況調査分析委員会 

の報告について                                 （教） 

(2) 平成 25年度「児童生徒の問題行動等生徒指導上の諸問 

題に関する調査」について                         （心） 

(3) 「長野県中学生期のスポーツ活動指針」を踏まえた取 

組状況について                                  （ス） 

(4) 第 69回国民体育大会における総合成績について     （ス） 



 

 

月 日 回 定例･臨時 議     題     等 
 

11 

 

20 

 

984 

  

定 例 

 

（議 題） 

議第１号 平成 26年 11月県議会に提出される予定の議案 

に対する意見について   （総、義、高、特、文、ス） 

議第２号 長野県いじめ防止に関する総合対策推進条例 

（仮称）骨子案について                       （心） 

（教育長報告事項） 

(1) 平成 26年度発達障がいに関する実態調査の結果につ 

いて                                （義、高、特、心） 

(2) 平成 27年３月公立高等学校卒業予定者の就職内定状況 

について                                        （教） 

(3) 教員研修の改善状況について                      （教） 

(4) 「学校登山のすすめ」ホームページコンテストについて（教） 
 

12 

 

18 

 

985 

 

定 例 
（議 題） 

議第１号 職員の処分について                      （義） 

議第２号 県立長野図書館協議会委員の委嘱について    （文） 

議第３号 平成 28年度長野県立中学校入学者選抜の実施 

日程について                              （高） 

議第４号 平成 28年度長野県立高等学校入学者選抜の実 

施日程について                            （高） 

議第５号 第 72回国民体育大会冬季大会の開催について （ス）                

（教育長報告事項） 

(1)平成 26年 11月県議会定例会の結果について        （総） 

(2)平成 27年度長野県立中学校入学者選抜について     （高） 

(3)平成 26年度上半期における生徒指導関係調査結果につ 

いて                                             （心） 
 

1 

 

29 

 

986 

 

定 例 
（議 題） 

議第１号 平成 27年２月県議会に提出される予定の議案 

に対する意見について   （総、義、央、特、心） 

議第２号 長野県文化財保護審議会への諮問について  （文） 

（教育長報告事項） 

(1) 平成 27年３月公立高等学校卒業予定者の就職内定状 

況について                  （教）  

(2) 「武道振興施設のあり方に関する報告書」について（ス） 

 

 

 



 

 

月 日 回 定例･臨時 議     題     等 
 

2 

 

12 

 

987 

 

定 例 
（議 題） 

議第１号 平成 27年２月県議会に提出される予定の議案に 

対する意見について                        （総） 

議第２号 職員の処分について                      （義、特） 

議第３号 不利益処分の不服申立て（審査請求）について （義） 

議第４号 平成 27年度長野県教育委員会基本方針素案につ 

いて                                       （総）  

議第５号 長野県宝及び長野県無形民俗文化財の指定につい 

て                                         （文）                 

（教育長報告事項） 

(1) 長野県特別支援教育連携協議会の検討結果について  （特） 

(2) 平成 27年度長野県立中学校入学者選抜適性検査問題 

の評価について                                  （教） 

(3) 平成 26年度「全国体力・運動能力、運動習慣等調査」 

長野県の結果について                            （ス） 

(4) 第 70回国民体育大会冬季大会スケート・アイスホッケ 

ー競技会の成績について                          （ス）    
 

3 

 

12 

 

988 

 

 

定 例 
（議 題） 

議第１号 教育委員の辞職について           （総） 

議第２号 職員の人事異動について       （総、義、高） 

議第３号 職員の処分について             （義） 

議第４号 平成 26年度退職者の永年勤続教職員表彰につ 

いて                         （総） 

議第５号  平成 27年度長野県教科用図書選定審議会委員 

の委嘱について                   （教） 

議第６号  平成 27年度長野県教科用図書選定審議会への 

諮問について                      （教） 

報第１号 平成 26年度児童生徒教育委員会表彰について （総） 

（教育長報告事項） 

(1) 第 70回国民体育大会冬季大会の総合成績について  （ス） 

(その他) 

(1) 白馬高等学校の今後に係る検討の方向性について   （高）    
 

3 
 

  

 

26 
 

 

 

989 
 

 

 

定 例 
 

 

 

（議題） 

議第１号 平成 27年度長野県教育委員会基本方針（案）に 

ついて                                     （総） 

議第２号 教職員の人事異動について          （総、義、高） 

 



 

 

月 日 回 定例･臨時 議     題     等 

議第３号 長野県教育委員会公告式規則等の一部を改正す 

る規則案について                          （総） 

議第４号 長野県教育委員会事務局及び学校以外の教育機 

関の組織に関する規則の一部を改正する規則案 

について                                   （総） 

議第５号 長野県短期大学付属幼稚園規則の一部を改正す 

る規則案について                           （総） 

議第６号 学校職員の特殊勤務手当に関する規則の一部を 

改正する規則案について              （義、高、特） 

議第７号 学校職員のへき地手当等に関する規則の一部を 

改正する規則案について                    （義） 

議第８号 長野県立高等学校管理規則の一部を改正する規 

則案について                               （高） 

議第９号 特別支援学校管理規則の一部を改正する規則案 

について                                （特）           

議第 10 号 平成 28年度教員採用選考について  （義、高、特）  

議第 11号 第３次長野県子ども読書活動推進計画（案）に 

ついて                                    （文） 

報第１号 特定任期付職員の採用について               （総） 

（教育長報告事項） 

(1) 平成 27年２月県議会定例会の結果について        （総） 

(2) 平成 26年度学校納入金等調査について            （総） 

(3)「信州教育の信頼回復に向けた行動計画」の成果につ 

いて                                            （総） 

(4) 教職員の業務を改善し、子どもと向き合う時間の確保・ 

充実を図るための総合的な方策」実践事例集について （義） 

（ ）内：議題等提出課略称  

総…教育総務課、義…義務教育課、高…高校教育課、特…特別支援教育課、教…教学指導課 

心…心の支援室、文…文化財・生涯学習課、保…保健厚生課、ス…スポーツ課 

 


