
教育委員会の開催状況（平成 21 年度） 

月 日 回 定例･臨時 議     題     等 
 

４ 

 

２ 

 

890 

 

臨 時 

 

（議 題） 

議第１号 教育長の任命について           （総）

議第２号 教育長職務代理者の指定について      （総）

報第１号 職員の人事異動について      （総・義・高）

（教育長報告事項） 

(1) 平成 20 年度退職者の永年勤続教職員表彰について （総）

(2) 平成 20 年度児童生徒教育委員会表彰について   （総）

(3) 平成 21 年度全国学力・学習状況調査の実施について（教）

(4) 平成 20 年度全国体力・運動能力、運動習慣等調査の 

  結果について                  （ス）

(5) 第 64 回国民体育大会冬季大会の総合成績について （ス）
 

４ 

 

９ 

 

891 

 

定 例 

 

（議 題） 

議第１号 平成 21年度長野県教育委員会基本方針につい 
     て                     （総）
議第２号 平成 22年度教員採用選考について （義・高・特）
議第３号 懲戒処分取消控訴事件について       （高）

議第４号 長野地区特別支援学校再編成美計画（案）につ 

     いて                   （特）

議第５号 長野県宝等の指定について         （文）

（教育長報告事項） 

(1) 平成 21 年２月県議会定例会の結果について    （総）

(2) 職員の人事異動の結果について      （総・義・高）

(3) 下伊那農業高等学校損害賠償請求事件の判決について（高）
 

５ 

 

８ 

 

892 

 

定 例 

 

（議 題） 

議第１号 職員の処分について            （高）

議第２号 長野地区特別支援学校再編整備計画について （特）

議第３号 長野県社会教育委員の委嘱（任命）について （文）

議第４号 平成 21年度「長野県教育振興基本計画の進捗 
     状況等に関する評価」及び「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」の 
     実施方針（案）について          （総）

（教育長報告事項） 

(1) 教員採用選考の改善について       （義・高・特）

 



月 日 回 定例･臨時 議     題     等 
 

５ 

 

８ 

 

892 

 

定 例 
(2) 第１期高等学校再編計画（案）に係るパブリックコメ 

  ント等の状況について              （高）

(3) 平成 21 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) 県立高等学校における公金詐取・学校徴収金横領等事 

  件の判決について                （高）

(5) 平成 20 年度公立高等学校卒業者の進路状況について（教）

(6) 平成 20 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）

(7) 青年の家・少年自然の家に係る指定管理者制度の導入 

  について                    （文）

(8) 平成 20 年度児童生徒体力・運動能力調査（新体力テ 

  スト）の結果について              （ス）

 

６ 

 

８ 

 

893 

 

定 例 

 

（議 題） 

議第１号 平成 21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・高・特・文）

議第２号 職員の人事異動について          （義）

議第３号 職員の処分について          （義・特）

議第４号 第１期高等学校再編計画について      （高）

議第５号 長野県スポーツ振興審議会委員の委嘱（任命） 
     について                 （ス）

報第１号 平成 20年度一般会計補正予算について    （総）
（教育長報告事項） 
(1) 活用方法選択型教員配置事業の実施状況について  （義）
(2) 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）

(3) 平成 20年度障害のある児童・生徒の就学相談につい 
  て                       （特）

(4) 平成 20年度特別支援学校等卒業者の進路状況につい 
  て                       （特）

(5) 平成 21年度公立高等学校入学者選抜学力検査結果に 
  ついて                     （教）

(6) 平成 21年度「学力向上のためのＰＤＣＡサイクルづく 
  り支援事業」Ｐ調査分析結果について       （教）

 
 



月 日 回 定例･臨時 議     題     等 
 

７ 

 

16 

 

894 

 

定 例 
（議 題） 
議第１号 職員の処分について          （義・高）

議第２号 長野県青年の家規則の一部を改正する規則案に 
     ついて                  （文）

議第３号 長野県少年自然の家規則の一部を改正する規則   

 案について                （文）

議第４号 平成 22 年度県立高等学校の学科改編について（高）

議第５号 県立高等学校入学者選抜制度について    （高）

議第６号 中高一貫教育について           （高）

（教育長報告事項） 

(1) 平成 21 年６月県議会定例会の結果について    （総）

(2) 平成 22 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）

(3) 長野県教育委員会合否決定委員会オブザーバーの委嘱 

  について                    （総）

(4) 平成 20 年度公立高等学校中途退学者の状況について（心）
 

８ 

 

11 

 

895 

 

定 例 

 

（議 題） 

議第１号 職員の処分について              （義）

議第２号 中高一貫教育について           （高）

議第３号 多部制・単位制高校の設置について     （高）

（教育長報告事項） 

(1) 平成 21 年度長野県中期総合計画主要施策等評価書原 

  案について                   （総）

(2) 特別支援教育連携協議会について         （特）

(3) 学校経営概要について              （教）

(4) 平成 22 年３月末公立高等学校卒業予定者の就職活動 

  支援について                  （教）

(5) 平成 20 年度児童生徒の不登校の状況について   （心）

(6) 平成 20 年度児童生徒のいじめの状況について   （心）

(7) 平成 20 年度児童生徒の暴力行為の状況について  （心）

(8) 新型インフルエンザ対策の経過及び今後の対応につ 

  いて                      （保）
 

９ 

 

10 

 

896 

 

定 例 

 

（議 題） 

議第１号 平成 21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            （総）

 



月 日 回 定例･臨時 議     題     等 

 

９ 

 

10 

 

896 

 

定 例 

 

議第２号 平成 21年度「長野県教育振興基本計画の進捗 
     状況等に関する評価」及び「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３号 平成 22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４号 平成 22年度高等学校教育職員人事異動方針に 
     ついて                  （高）

議第５号 平成 22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６号 県立高等学校入学者選抜制度について    （高）

議第７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 22年度長野県公立高等学校入学者選抜の学校別 
  実施内容について                （高）

(2) 高校再編に係る地域懇話会の状況について     （高）
(3) 中高一貫教育について              （高）
(4) 特別支援教育連携協議会委員について       （特）
(5) 平成 21年度全国学力・学習状況調査結果の概要につ 
  いて                      （教）

(6) 長野県不登校対策検討委員会（仮称）の設置について（心）
(7) 第 30回北信越国民体育大会における成績について （ス）

 

10 

 

13 

 

897 

 

定 例 
委員長の選挙について 

（議 題） 

議第１号 平成 21 年度教育関係功労者表彰被表彰者につ 

     いて                   （総）

議第２号 不利益処分の不服申立てについて    （義・高）

議第３号 長野県教育委員会会議規則の一部を改正する 

     規則案について              （総）

議第４号 管理職昇任選考の改善について     （義・高）

議第５号 県立高等学校入学者選抜制度について    （高）

議第６号 東北信における併設型中高一貫校の設置計画 

     （案）について              （高）

議第７号 平成 22 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事項に 

     ついて                  （特）



月 日 回 定例･臨時 議     題     等 
 

10 

 

13 

 

897 

 

定 例 
議第８号 長野県宝の指定について          （文）

議第９号 職員の人事異動について          （義）

報第１号 職員の人事異動について        （総・文）

（教育長報告事項） 

(1) 平成 21 年９月県議会定例会の結果について    （総）

(2) 平成 22 年度公立学校教員採用選考状況について（義・高）

(3) 第 64 回国民体育大会における総合成績について  （ス）
 

11 

 

２ 

 

898 

 

定 例 

 

（議 題） 

議第１号 平成 22 年度長野県立高等学校生徒募集定員に 

     ついて                  （総）

議第２号 県立高等学校入学者選抜における前期選抜の見 

     直しについて（案）            （高）

（教育長報告事項） 

(1) 今後の不登校対策について －プロジェクトチーム 

  検討結果報告－                 （総）

(2) 小・中学校ＬＤ（学習障害）・ＡＤＨＤ（注意欠陥／ 

  多動性障害）及びＯＤＤ（反抗挑戦性障害）の児童 

  生徒数調査結果について             （義）

(3) 長野県生涯学習審議会の答申について       （文）

 

11 

 

16 

 

899 

 

定 例 

 

（議 題） 

議第１号 平成 21 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・特・文）

議第２号 県立高等学校入学者選抜における前期選抜の見 

     直しについて（案）            （高）

議第３号 平成 22 年度全国学力・学習状況調査への対応に 

     ついて                  （教）

（教育長報告事項） 

(1) 長野県の教育を考える懇談会委員の委嘱について  （総）

(2) 東北信地区における併設型中高一貫校の設置計画（案） 

  に係るパブリックコメントの状況について     （高）

(3) 高校再編に係る懇話会の状況について       （高）

(4) 平成 21 年度高等学校における発達障害に関する実態 

  調査の結果について           （高・特・教）

(5) 平成 22 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）

 



月 日 回 定例･臨時 議     題     等 
 

11 

 

16 

 

899 

 

定 例 
(6) 長野県不登校対策検討委員会における検討内容につい 

  て                       （心）

(7) 平成 21 年度上半期公立高等学校中途退学者の状況に 

  ついて                     （心）

 

12 

 

17 

 

900 

 

定 例 

 

（議 題） 

議第１号 東北信における併設型中高一貫校の設置計画に 
     ついて                  （高）

議第２号 県立高等学校入学者選抜における新型インフル 
     エンザへの対応の方向について       （高）

報第１号 長野県学校職員の給与に関する条例等の一部を 
改正する条例案について        （義・高）

（教育長報告事項） 
(1) 平成 21年 11月県議会定例会の結果について    （総）
(2) 丸子実業高等学校損害賠償請求訴訟審取下げについて（高）
(3) 平成22年度教科用図書選定審議会委員の公募について（教）
(4) 平成 21年度上半期児童生徒の不登校の状況について （心）
(5) 平成 21年度上半期児童生徒のいじめの状況について （心）
(6) ＳＷＡＮプロジェクトについて          （ス）

 

１ 

 

７ 

 

901 

 

定 例 

 

（議 題） 

議第１号 職員の処分について            （義）

議第２号 平成 23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）

（教育長報告事項） 

(1) 併設型中高一貫校（屋代高校）の開設準備について （高）

(2) 平成 22 年度における特別支援学校分教室の設置に 

  ついて                     （特）

(3) 「平成 21 年度全国体力・運動能力、運動習慣等調査」 

  の結果における長野県の状況について       （ス）
 

１ 

 

21 

 

902 

 

定 例 

 

（議 題） 

議第１号 平成 22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・高・保）

議第２号 学校徴収金について            （高）

議第３号 県立高等学校入学者選抜における新型インフル 
     エンザへの対応について          （高）

報第１号 平成 21年度一般会計補正予算（案）について（総）
 



月 日 回 定例･臨時 議     題     等 
 

１ 

 

21 

 

902 

 

定 例 
（教育長報告事項） 

(1) 高校再編に係る懇話会の状況について       （高）

(2) 義務教育関係諸学校における会議等の見直しにかか 

  わる提言について                （教）

(3) 平成 22 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）

(4) 長野県不登校対策検討委員会における検討内容につい 

  て                       （心）

(5) 平成 21 年度全国中学校体育大会第 30 回全国中学校ス 

  ケート大会について               （ス）

(6) バンクーバー冬季オリンピック出場予定の長野県関係 

  選手について                  （ス）
 

 

２ 

 

８ 

 

903 

 

定 例 

 

（議 題） 

議第１号 平成 22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            （高）

議第３号 学校徴収金について          （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22年１月県議会臨時会の結果について     （総）
(2) 平成 21年度「学力向上のためのＰＤＣＡサイクルづく 
  り支援事業」Ｃ調査分析結果について        （教）
(3) 平成 21年度長野県学校保健統計調査の概要について （保）
(4) 第 65回国民体育大会冬季スケート・アイスホッケー 
  競技会の成績について              （ス）

(5) 長野県特別支援教育連携協議会からの中間報告（骨子 
  （案））について                 （特）

(6) 平成 22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 

 

18 

 

904 

 

定 例 

 

（議 題） 

議第１号 職員の人事異動について      （総・義・高）

議第２号 職員の処分について          （義・高）

議第３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）
 



月 日 回 定例･臨時 議     題     等 

 

３ 

 

18 

 

904 

 

定 例 
議第４号 長野県教育委員会事務処理規則の一部を改正 

     する規則案について            （総）

議第５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６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７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８号 平成 22 年長野県教育委員会基本方針について（総）

議第９号 学校徴収金の基本的な考え方について 

                    （義・高・特・教）

議第 10 号 平成 23 年度県立高等学校入学者前期選抜の実 

     施校について               （高）

議第 11 号 平成 22 年度長野県教科用図書選定審議会委員 

     の委嘱（任命）について          （教）

議第 12 号 平成 22 年度長野県教科用図書選定審議会への 

     諮問について               （教）

議第 13 号 長野県宝の指定について          （文）

（教育長報告事項） 

(1) 平成 22 年２月県議会定例会の結果について    （総）

(2) 教員採用選考の改善について       （義・高・特）

(3) 管理職昇任選考の改善について        （義・高）

(4) 高校再編に係る懇話会の状況について       （高）

(5) 平成 22 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）

(6) 教科用図書採択地区の変更について        （教）

(7) 長野県不登校対策検討委員会における検討内容につ 

  いて                      （心）

(8) 第 65 回国民体育大会冬季大会の総合成績について （ス）

(9) バンクーバー冬季オリンピックにおける長野県関係 

  選手の成績について               （ス）

 

（ ）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 


