
 

 

教育委員会の開催状況（平成 30 年度） 

月 日 回 定例･臨時 議     題     等 

 

４ 

 

12 

 

1036 

 

定 例 

（議 題）  

報第１号 職員の処分について                 （特） 

（教育長報告事項） 

(1) 教職員の人事異動の結果について            （義、高） 

(2) 平成 29 年度匿名性を担保した授業評価・学校評価の実施状況について   

（義、高、特） 

(3) 長野県選挙管理委員会との協力連携に関する協定の締結について    

  （教） 

 

４ 

 

26 

 

1037 

 

定 例 

（議 題） 

議第１号 白馬高等学校学校運営協議会委員の委嘱について    （高） 

議第２号 平成 30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） 

報第１号 平成 29年度児童生徒教育委員会表彰被表彰者の追加について          

（政）

（教育長報告事項） 

(1) 創造的な２週間の実施について               （政） 

(2) 平成29年度特別支援学校高等部卒業者の進路状況について   （特） 

(3) 平成30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 

 

24 

 

1038 

 

定 例 

（議 題） 

議第１号 平成 29年度児童生徒教育委員会表彰被表彰者の追加について                  

（政）

議第２号 職員の処分について                 （高） 

議第３号 平成 31 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) 平成30年度長野県公立高等学校入学者選抜の結果について      （高） 

(2) 平成29年度学校生活相談センターの相談受付状況について      （心） 

(3) 県立学校における受動喫煙防止対策の強化について         （保） 

 

６ 

 

14 

 

1039 

 

定 例 

（議 題） 

議第１号 平成 30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                   （政、教、ス） 

議第２号 高等学校の学科改編について                （高） 

（教育長報告事項） 

(1) 教育委員会の情報の公表について                 （政） 

(2) 県立学校学習空間デザイン検討委員会の設置について 

                           （政、高、特） 

(3) 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) 



 

 

月 日 回 定例･臨時 議     題     等 

(4) 平成 31 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）

(5) 旧第８通学区の「高校の将来像を考える地域の協議会」について （高）                   

(6) 平成29年度特別支援学校等卒業者の進路状況について       （特） 

(7) 平成 30 年度長野県公立高等学校入学者選抜学力検査の結果について  

                                                 （教） 

(8) 平成 29 年度公立高等学校卒業者の進路状況について        （教） 

(9) 2018 信州総文祭について                    （全） 

(10)SNS を活用した相談体制構築事業「ひとりで悩まないで＠長野」の 

実施について                           （心） 

(11)長野県競技力向上対策本部の設置について              （ス） 

（その他） 

(1) 県立歴史館夏季企画展「君は河童を見たか！－水辺の出会い－」 

について                                                 （文） 

 

７ 

 

19 

 

1040 

 

定 例 

 

（議 題） 

議第１号 平成 31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 平成 31年度採用長野県教育委員会事務局職員の選考（案）に 

ついて（埋蔵文化財に関する業務に従事する職）    （文） 

（教育長報告事項） 

(1) 平成 30 年６月県議会定例会の結果について          （政） 

(2) 平成 31 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、特） 

(3) 学校におけるブロック塀の調査結果について   （義、高、特、保） 

(4) SWANプロジェクト10期生の募集について           （ス） 

(5) ジュニアアスリート発掘・育成事業について         （ス） 

 

８ 

 

23 

 

1041 

 

定 例 

 

（議 題） 

議第１号 職員の処分について                 （高） 

議第２号 平成 31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３号 平成 31年度高等学校教育職員人事異動方針について   （高） 

議第４号 平成 31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５号 高等学校の廃止について               （高） 

議第６号 平成 30年度全国学力・学習状況調査の結果について   （教） 

議第７号 県立特別支援学校及び県立中学校において使用する教科用 

図書の採択について                 （教） 

議第８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） 



 

 

月 日 回 定例･臨時 議     題     等 

(1) 諏訪養護学校高等部分教室の設置について           （特）

(2) ＬＩＮＥ相談窓口「ひとりで悩まないで＠長野」第Ⅰ期の相談実施 

状況について                        （心）

(3) 東京 2020 オリンピック聖火リレー長野県実行委員会の設置について                     

（ス）

（その他） 

(1) 2018 信州総文祭終了報告（速報）について          （全） 

 

９ 

 

19 

 

1042 

 

定 例 

 

（議 題） 

議第１号 平成 30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                     （政、高） 

議第２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      （政） 

議第３号 平成 30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               （政） 

議第４号 「高校改革 ～夢に挑戦する学び～ 実施方針」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（任命）について  （文） 

議第６号 長野県宝、長野県有形民俗文化財及び長野県史跡の指定並びに 

長野県天然記念物の指定解除について         （文） 

報第１号 職員の人事異動について               （政） 

（教育長報告事項） 

(1) 平成 31 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) 台湾高雄市との教育交流協力に関する覚書の締結について   （教） 

(3) 「高校生ＩＣＴカンファレンス 2018 長野大会」の開催について （心） 

(4) 平成 30 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39回北信越国民体育大会における成績について       （ス） 

(6) ジュニアアスリート発掘・育成事業について         （ス） 

（その他） 

(1) 県立歴史館秋季企画展「最古の信州ブランド黒曜石先史社会の石材 

獲得と流通」について                   （文） 

 

10 

 

25 

 

1043 

 

定 例 

 

（議 題） 

議第１号 平成 30年度教育関係功労者表彰被表彰者について    （政） 

議第２号 職員の処分について                 （高） 

議第３号 義務教育諸学校における校長再任用制度について    （義） 

議第４号 平成 31年度長野県立高等学校生徒募集定員について   （高） 

議第５号 平成 31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） 



 

 

月 日 回 定例･臨時 議     題     等 

議第６号 長野県スポーツ推進審議会委員の任命について     （ス） 

報第１号 職員の人事異動について               （政） 

（教育長報告事項） 

(1) 平成 30 年９月県議会定例会の結果について          （政） 

(2) 平成 31 年度公立学校教員採用選考状況について      （義、高） 

(3) 平成 31 年度市町村（組合）立小・中学校、義務教育学校並びに県立高

等学校、特別支援学校高等部で使用する教科書の採択状況について（教） 

(4) 第 42回全国高等学校総合文化祭（2018 信州総文祭）の開催結果に 

ついて                           （全）

(5) ＬＩＮＥ相談窓口「ひとりで悩まないで＠長野」の実施結果について    

（心）

(6) 平成 30 年度「いじめ防止子どもサミットＮＡＧＡＮＯ」について（心） 

(7) 通学路の緊急点検実施状況について                          （保） 

(8) 第 73回国民体育大会における総合成績について               （ス） 

 

11 

 

21 

 

1044 

 

定 例 

  

（議 題） 

議第１号 平成 30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               （政、義、高、特、ス） 

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

議第３号 「飲酒運転の根絶に向けた総合的な取組」について      （義） 

（教育長報告事項） 

(1) 平成 29 年度「児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に 

関する調査」の結果について                                （心）

(2) 平成 30 年度「インターネットについてのアンケート」の調査結果に 

ついて                                                    （心）

(3) 平成 31 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) 第 82 回国民体育大会・第 27 回全国障害者スポーツ大会「総合開・閉

会式会場」及び第 82 回国民体育大会「競技会場地市町村（第１次）」

の選定について                                          （国） 

 

12 

 

20 

 

1045 

 

定 例 

（議 題） 

議第１号 職員の処分について               （義、高） 

議第２号 平成 32年度(2020 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３号 平成 32年度(2020 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４号 県立長野図書館協議会委員の委嘱について       （文） 

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 長野県立高等学校の通学区域に関する規則の一部を改正する 

規則案について                    (高）



 

 

月 日 回 定例･臨時 議     題     等 

（教育長報告事項） 

(1) 平成 30 年 11 月県議会定例会の結果について          （政）

(2) 平成 30 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）

(3) 平成 31 年度長野県立中学校入学者選抜について        （高）

（その他） 

(1) 県立歴史館冬季展「田淵行男展」について           （文）

(2) 県立歴史館編信州学ブックレット第２巻の刊行について     （文）

 

1 

 

17 

 

1046 

 

定 例 

 

（議 題） 

議第１号 長野県の夏休み期間のあり方について         （義） 

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 31 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) 信州つばさプロジェクトについて               （教） 

(3) 平成 30 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）

 

２ 

 

５ 

 

1047 

 

定 例 

 

（議 題） 

議第１号 平成 31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                     （政、ス） 

議第２号 長野県立歴史館協議会委員の委嘱について       （文） 

議第３号 長野県中学生期のスポーツ活動指針の改定（案）について（ス） 

議第４号 長野県高等学校の運動部活動方針（案）について    （ス） 

（教育長報告事項） 

(1) 平成 31 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） 

(2) 「いじめの認知件数０」の学校への聞き取り調査の結果について（心） 

 

３ 

 

11 

 

1048 

 

定 例 

（議 題） 

議第１号 職員の人事異動について                      （政、義、高） 

議第２号 平成 30年度退職者の永年勤続教職員表彰について       （政） 

議第３号 職員の処分等について                            （高、特） 

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      （政） 

議第５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 長野県立中学校管理規則の一部を改正する規則案について（高） 

議第８号 教職員免許法施行細則の一部を改正する規則案について （高） 

議第９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 



 

 

月 日 回 定例･臨時 議     題     等 

する規則案について                 （高） 

報第１号 平成 30年度児童生徒教育委員会表彰について      （政） 

（教育長報告事項） 

(1) 平成 31 年２月県議会定例会の結果について          （政） 

(2) 第 74回国民体育大会冬季大会の総合成績について             （ス） 

(3) 平成 30 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に 

おける冬季大会（スケート競技・スキー競技）の成績について  （ス）           

 

３ 

 

28 

 

1049 

 

定 例 

（議 題） 

議第１号 平成 30年度退職者の永年勤続教職員表彰について    （政） 

議第２号 職員の処分について                 （義） 

議第３号 平成 31年度長野県教育委員会基本方針（案）について  （政） 

議第４号 職員の人事異動について             （政、高） 

議第５号 平成 32年度教員採用選考について       （義、高、特） 

議第６号 長野県公立高等学校入学者選抜制度（案）について （高、教） 

議題７号 平成 31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８号 平成 31年度長野県教科用図書選定審議会への諮問について（教） 

（教育長報告事項） 

(1) 平成 30 年度学校納入金等調査について            （政） 

(2) わいせつ行為根絶検討委員会について            （政） 

(3) 県立高校「未来の学校」構築事業研究校の決定について   （高、教） 

(4) 信州幼児教育振興指針の策定及び信州幼児教育支援センターの開設に

ついて                           （教） 

(5) 新学習指導要領全面実施に向けたリーフレット「子どもたちに『生きる

力』を育むために」について                 （教） 

(6) 「信州・学び創造ラボ」のオープンについて           （文） 

(7) 公立学校における受動喫煙防止対策について       （義、高、特、保） 

(8) 平成 30 年度長野県学校保健統計調査の結果について            （保） 

(9) 長野県競技力向上基本計画について                          （ス）

（ ）内：議題等提出課略称  

政…教育政策課、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、全…全国

高等学校総合文化祭推進室、心…心の支援課、文…文化財・生涯学習課、保…保健厚生課、ス…スポー

ツ課、国…国体準備室 


