
教育委員会の開催状況（平成 23 年度） 

月 日 回 定例･臨時 議     題     等 

 

４ 

 

７ 

 

922 

 

定 例 

 

（議 題） 

議第１号 平成 24年度教員採用選考について （義、高、特） 

報第１号 職員の人事異動について      （総、高、特） 

報第２号 長野県教育委員会の権限に属する事務の処理の 

特例に関する条例の一部を改正する条例につい 

て                    （義） 

（教育長報告事項） 

(1) 職員の人事異動の結果について      （総、義、高） 

(2) 平成 22年度退職者の永年勤続教職員表彰について （総） 

(3) 平成 22年度児童生徒教育委員会表彰について   （総） 

(4) 30人規模学級の実施状況について         （義） 

(5) 須坂市立須坂支援学校の設置について       （特） 

 

 

４ 

 

21 

 

923 

 

定 例 

 

（議 題） 

議第１号 職員の処分について          （義、高） 

議第２号 県立長野図書館協議会委員の委嘱について  （文） 

（教育長報告事項） 

(1) 平成 22年度公立高等学校卒業者の進路状況について（教） 

(2) 特別支援学校高等部卒業者の進路状況について   （特） 

(3) 人権教育推進プラン「人権教育指導の手引改訂版」の 

概要について                  （心） 

(4) 県立長野図書館の祝日開館について        （文） 

 

５ 

 

19 

 

924 

 

定 例 

 

（議 題） 

議第１号 教育長職務代理者の指定について      （総） 

議第２号 職員の処分について            （義） 

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 懲戒処分取消請求事件について       （義） 

 

（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任免及び 

人事等に関する連絡調整について          （義) 

(2) 平成 23年度長野県公立高等学校入学者選抜の結果 

について                    （高）                
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(3) 長野県立中学校の適性検査に対する外部評価結果の 

概要について                   （教） 

(4) 「笑顔で登校」支援事業の平成 22年度成果と課題及 

び平成 23年度選定結果について         （心） 

(5) 平成 22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 

 

２ 
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定 例 

 

（議 題） 

議第１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 22年度一般会計補正予算について   （総） 

（教育長報告事項） 

(1) 栄村復興支援方針について            （総） 

(2) 東北地方太平洋沖地震に係る対応について     （総） 

(3) 「県政タウンミーティング（熟議方式）」の開催概要 

について                    （総） 

(4) 活用方法選択型教員配置事業の実施状況について  (義) 

(5) 長野県屋代高等学校附属中学校の学校運営・教育課 

程編成計画について               （高） 

 

６ 

 

16 
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（議 題） 

議第１号 平成 23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、高、ス、特） 

議第２号 職員の処分について             （義） 

議第３号 平成 24年度県立高等学校の学科改編について（高） 

（教育長報告事項） 

(1) 平成 24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 22年度障害のある児童・生徒の就学相談につい 

て                        (特) 

(3) 平成 22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 23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) 

(5) 平成 23年度公立高等学校入学者選抜学力検査結果に 

ついて                      (教) 
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委員長職務代理者の指定について 

（議 題） 

議第 1号 長野県山岳総合センター規則の一部を改正す 

る規則案について              (ス) 

議第２号 平成 23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３号 平成 24年度長野県立高等学校入学者選抜要綱 

（案）について              (高) 

報第１号 長野県高等学校授業料等の徴収に関する規則 

の一部を改正する規則について        (高) 

（教育長報告事項） 

(1) 平成 23年６月県議会定例会の結果について     (総) 

(2) 第２次長野県教育振興基本計画の策定方針について (総) 

(3) 第３次長野県男女共同参画計画における教育委員会 

関係の施策について               (総) 

(4) 平成 24年度長野県公立学校教員採用選考について               

(義、特、高) 

(5) 平成 23年度長野県公立高等学校入学者選抜に関する 

アンケートの集計結果について           (高) 

(6) 平成 23年度第１回長野県不登校対策検討委員会の検 

討結果について                  (心) 

(7) 平成 22年度児童生徒の食に関する実態調査結果の概 

要について                    (保) 

(8) 長野県スポーツ推進計画の策定方針について    (ス) 

 

８ 

 

11 

 

928 

 

定 例 

 

（議 題） 

議第１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) 信州型事業仕分けについて            (総) 

(2) 学校経営概要について              (教) 

(3) 長野県キャリア教育推進協議会の審議内容について (教) 

(4) 平成 22年度公立高等学校中途退学者の状況につい 

て                       (心) 

(5) 平成 22年度児童生徒の不登校の状況について    (心) 
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(6) 平成 22年度児童生徒のいじめの状況について    (心) 

(7) 平成 22年度児童生徒の暴力行為の状況について  （心) 

(8) ＳＷＡＮプロジェクト３期生の募集について    (ス) 

 

  

９ 

  

８ 
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（議 題） 

議第１号 平成 23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、義、高、ス） 

議第２号 職員の人事異動について          （高） 

議第３号 職員の処分について          （義、高） 

議第４号 平成 23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５号 平成 24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６号 平成 24年度高等学校教育職員人事異動方針に 

ついて                   （高） 

議第７号 平成 24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） 

（教育長報告事項） 

(1) 市町村教育委員会と県教育委員会との懇談会の開催結 

果について                    （総） 

(2) 平成 24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） 

(3) 平成 24～27年度に公立中学校で使用する採択教科書 

について                     （教） 

(4) 第 32回北信越国民体育大会における成績について （ス） 

 

 

９ 

 

22 
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（議 題） 

議第１号 県議会からの意見聴取について       （義） 

議第２号 長野県宝及び長野県天然記念物の指定等につい 

て                     （文） 

（教育長報告事項） 

(1) 信州型事業仕分け結果について           （総） 
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委員長の選挙について 

（議 題） 

議第１号 職員の人事異動について          （高） 

議第２号 職員の処分について            （義） 

議第３号 平成 23年度教育関係功労者表彰被表彰者につ 

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 長野県立中学校管理規則案について     （高） 

議第６号 長野県スポーツ推進審議会委員の委嘱（任命） 

について                 （ス） 

議第７号 平成 24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) 「県政タウンミーティング（熟議方式）」の開催結果 

について                    （総） 

(2) 平成 24年度公立学校教員採用選考状況について （義、高） 

(3) 第 66回国民体育大会における総合成績について  （ス） 

 

 

11 

 

２ 
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（議 題） 

議第１号 職員の処分について            （高） 

議第２号 平成 24年度長野県立高等学校生徒募集定員に 

ついて                  （高） 

（教育長報告事項） 

(1) 平成 23年９月県議会定例会の結果について    （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) 長野県キャリア教育推進協議会の審議内容について （教） 

(4) 放射性物質の偏在に係る空間放射線量測定等につい 

て                       （保） 
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（議 題） 

議第１号 平成 23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、高、ス） 

議第２号 長野県キャリア教育ガイドラインについて  （教） 

（教育長報告事項） 

(1) 平成 23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、心） 

(2) 平成 24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） 

 

 

12 
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（議 題） 

議第１号 職員の処分について            （高） 

（教育長報告事項） 

(1) 平成 23年 11月県議会定例会の結果について    （総） 

(2) 第３回「県政タウンミーティング（熟議方式）」の開 

催結果について                  （総） 

(3) 平成 24年度県立中学校入学者選抜について     （高） 

(4) 「平成 23年度全国学力･学習状況調査希望利用採点 

集計補助事業」集計結果の概要について      （教） 

(5) 平成 23年度上半期公立高等学校中途退学者の状況に 

ついて                     （心） 

(6) 平成 23年度上半期児童生徒の不登校の状況について（心） 

(7) 平成 23年度上半期児童生徒のいじめの状況について（心） 

(8) 学校給食用食材の放射性物質検査について     （保) 

(9) ＳＷＡＮプロジェクト３期生について       （ス） 

 

 

１ 

 

26 

 

935 

 

定 例 

 

（議 題） 

議第１号 平成 24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、教、文） 

議第２号 長野県文化財保護審議会への諮問について  （文） 

議第３号 高等学校の校名変更について        （高） 

議第４号 平成 25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５号 平成 25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） 
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（教育長報告事項） 

(1) 学校におけるパワー・ハラスメント防止ついて    

（義、高、特） 

(2) 平成 24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) 平成 23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） 

(4) 平成 23年度長野県学校保健統計調査の概要について（保） 

(5) 学校給食用食材の放射性物質検査について     （保） 

(6) 平成 23年度全国中学校体育大会第 32回全国中学校 

スケート大会について              （ス） 

 

 

２ 

 

９ 
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（議 題） 

議第１号 平成 24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 県立長野図書館規則の一部を改正する規則案に 

ついて                  （文） 

（教育長報告事項） 

(1) 第４回「県政タウンミーティング（熟議方式）」の開 

催結果について                 （総） 

(2) 平成 24年度長野県立中学校入学者選抜適性検査結果 

について                    （教） 

(3) 平成 23年度体力テストの結果及び体力向上の取組に 

ついて                     （ス） 

(4) 第 67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 

 

15 

 

937 
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（議 題） 

議第１号 職員の人事異動について      （総、義、高） 

議第２号 平成 24年度長野県教育委員会基本方針につ 

いて                   （総） 

議第３号 長野県教育委員会公告式規則の一部を改正す 

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） 
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議第５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６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７号 長野県立高等学校管理規則等の一部を改正す 

る規則案について         （義、高、特） 

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 長野県総合教育センター規則の一部を改正す 

る規則案について             （教） 

議第 10号 長野県立歴史館管理規則の一部を改正する規 

則案について               （文） 

議第 11号 平成 24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 24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 長野県諏訪清陵高等学校附属中学校（仮称）の 

全体構想について             （高） 

議第 14号 長野県宝の指定等について         （文） 

（教育長報告事項） 

(1) 児童生徒の情報モラル教育の推進について    （教、心） 

(2) 平成 24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) 中学校武道必修化への対応について        （ス） 

(4) 第 67回国民体育大会冬季大会の総合成績について  （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 


