
2 

 

平成 22年度 第９回下呂市教育委員会会議録要旨 

 

１．招 集 日  平成 22年 12月 22日（水） 

２．会   場  下呂市役所下呂庁舎３階 第３会議室  

３．開会・閉会  午後３時 40分 ～ 午後５時 10分 

４．出 席 者  細江大嗣委員長・尾里隆文委員・富永京子委員 

河尻明子委員・長谷川藤三教育長 

 

５．委員の他出席者 池戸教育部長・大屋学校教育課長・中川社会教育課長 

成美国民体育大会推進課長・林教育総務課主任主査 

 

６．付議案件 

   

 

 

 

 

 

 

７．前回会議録の承認について 

事務局の朗読どおり承認された。 

 

８．教育長の報告について 

・先回委員会以降の諸行事について 

・12月議会定例会について 

・金山地区小学校の整備統合に係る進捗状況について 

 

９．会議次第 

 ・日程第１ 会議録署名委員の署名について                                              

  会議録作成者に事務局を、会議録署名者に河尻明子委員を指名 

 ・日程第２ 会期について 

会期を本日１日とする。 

・日程第３ 承第５号 専決処分の承認について（下呂市青尐年育成推進員の委嘱 

について） 

（委員全員異議なし） 

・日程第４ 議第 25号 下呂市立小中学校管理規則の一部を改正する規則について 

（委員全員異議なし） 

日程第１ 会議録署名委員の指名について 

日程第２ 会期について 

日程第３ 承第５号 専決処分の承認について（下呂市青尐年育成推進員の委嘱に 

ついて）  

日程第４ 議第 25号 下呂市立小中学校管理規則の一部を改正する規則について 

日程第５ 議第 26号 平成 22年度下呂市準要保護児童生徒の認定について 
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・日程第５ 議第 26号 平成 22年度下呂市準要保護児童生徒の認定について 

（委員全員異議なし） 

 

10．その他   

・各課業務報告 

 ・下呂市中学生海外派遣事業実施要綱を改正する要綱について 

 ・星雲会館会議室の利用について 

次回の委員会を 1月 21日（金）、下呂地区に於いて開催することとし、第９回下呂

市教育委員会を閉会とする。 

  

 以上、本日の会議の顛末を記載し、相違ないことを証明するため署名する。 

 

   平成 22年 12月 22日 

                     教 育 委 員 長   細 江 大 嗣 

                     会議録署名委員   河 尻 明 子 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

平成 22年度 第 10回下呂市教育委員会会議録要旨 

 

１．招 集 日  平成 23年１月 21日（金） 

２．会   場  下呂市役所下呂庁舎３階 第２会議室  

３．開会・閉会  午後４時 00分 ～ 午後４時 55分 

４．出 席 者  細江大嗣委員長・尾里隆文委員・富永京子委員 

河尻明子委員・長谷川藤三教育長 

 

５．委員の他出席者 池戸教育部長・大屋学校教育課長・中川社会教育課長 

成美国民体育大会推進課長・林教育総務課主任主査 

 

６．付議案件 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

７．前回会議録の承認について 

事務局の朗読どおり承認された。 

 

８．教育長の報告について 

・３学期始業式以降の状況について 

・成人式について 

・学校統合に係る進捗について 

 

９．会議次第 

 ・日程第１ 会議録署名委員の署名について                                              

   会議録作成者に事務局を、会議録署名者に尾里隆文委員を指名 

 ・日程第２ 会期について 

会期を本日１日とする。 

・日程第３ 議第 27号 下呂市立小中学校の設置に関する条例の一部を改正する条 

     例について意見を求めることについて 

日程第１ 会議録署名委員の指名について 

日程第２ 会期について 

日程第３ 議第 27号 下呂市立小中学校の設置に関する条例の一部を改正する条例 

について意見を求めることについて  

日程第４ 議第 28号 下呂市学齢児童・生徒の就学すべき学校の区域を決める規 

    則の一部を改正する規則について 

日程第５ 議第 29号 下呂市立小中学校施設等使用規則の一部を改正する規則に 

ついて 

日程第６ 議第 30号 平成 22年度下呂市準要保護児童生徒の認定について 
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（委員全員異議なし） 

・日程第４ 議第 28号 下呂市学齢児童・生徒の就学すべき学校の区域を決める規 

     則の一部を改正する規則について 

（委員全員異議なし） 

・日程第５ 議第議第 29号 下呂市立小中学校施設等使用規則の一部を改正する 

規則について 

（委員全員異議なし） 

・日程第６ 議第 30号 平成 22年度下呂市準要保護児童生徒の認定について 

（委員全員異議なし） 

 

10．その他   

・各課業務報告 

  

次回の委員会を２月 25日（金）、萩原星雲会館に於いて開催することとし、第 10

回下呂市教育委員会を閉会とする。 

  

 以上、本日の会議の顛末を記載し、相違ないことを証明するため署名する。 

 

   平成 23年 1月 21日 

                     教 育 委 員 長   細 江 大 嗣 

                     会議録署名委員   尾 里 隆 文 
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平成 22年度 第 11回下呂市教育委員会会議録要旨 

 

１．招 集 日  平成 23年２月 25日（金） 

２．会   場  星雲会館２階 東雲の間  

３．開会・閉会  午後３時 52分 ～ 午後５時 03分 

４．出 席 者  細江大嗣委員長・尾里隆文委員・富永京子委員 

河尻明子委員・長谷川藤三教育長 

 

５．委員の他出席者 池戸教育部長・大屋学校教育課長・中川社会教育課長 

成美国民体育大会推進課長・林教育総務課主任主査 

 

６．付議案件 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

７．前回会議録の承認について 

事務局の朗読どおり承認された。 

 

８．教育長の報告について 

・特別支援学校下呂分校の今後について 

・高校入試について 

・金山地区の学校統合に係る進捗について 

 

９．会議次第 

 ・日程第１ 会議録署名委員の署名について                                              

   会議録作成者に事務局を、会議録署名者に富永京子委員を指名 

 ・日程第２ 会期について 

会期を本日１日とする。 

・日程第３ 議題 31号 教育委員の任命について意見を求めることについて 

 

日程第１ 会議録署名委員の指名について 

日程第２ 会期について 

日程第３ 議第 31号 教育委員の任命について意見を求めることについて 

日程第４ 議第 32号 下呂市体育施設管理規則の一部を改正する規則について 

日程第５ 議第 33号 下呂市立小中学校の施設の開放に関する規則の一部を改正す 

る規則について 

日程第６ 議第 34号 平成 23年度教育委員会予算について意見を求めることについ 

    て 

日程第７ 議第 35号 平成 23年度下呂市小・中学校教育指導の方針と重点について 

 

 



7 

 

（委員全員異議なし） 

・日程第４ 議第 32号 下呂市体育施設管理規則の一部を改正する規則について 

（委員全員異議なし） 

・日程第５ 議第 33号 下呂市立小中学校の施設の開放に関する規則の一部を改 

正する規則について 

（委員全員異議なし） 

・日程第６ 議第 34号 平成 23年度教育委員会予算について意見を求めることに 

ついて 

（委員全員異議なし） 

・日程第７ 議第 35号 平成 23年度下呂市小・中学校教育指導の方針と重点につ 

いて 

（委員全員異議なし） 

 

10．その他   

・下呂市スポーツ大会等出場激励金交付要綱の一部を改正する要綱について 

・各課業務報告 

  

次回の委員会を３月７日（月）下呂市民会館で開催することとし、第 11回下呂市教

育委員会を閉会とする。 

  

 以上、本日の会議の顛末を記載し、相違ないことを証明するため署名する。 

 

   平成 23年２月 25日 

                     教 育 委 員 長   細 江 大 嗣 

                     会議録署名委員   富 永 京 子 
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平成 22年度 第 12回下呂市教育委員会会議録要旨 

 

１．招 集 日  平成 23年３月７日（月） 

２．会   場  下呂市民会館 会議室  

３．開会・閉会  午後４時 30分 ～ 午後５時 30分 

４．出 席 者  細江大嗣委員長・尾里隆文委員・富永京子委員 

河尻明子委員・長谷川藤三教育長 

 

５．委員の他出席者 池戸教育部長・大屋学校教育課長 

 

６．付議案件 

   

 

 

 

７．会議次第 

 ・日程第１ 会議録署名委員の署名について                                              

   会議録作成者に事務局を、会議録署名者に河尻明子委員を指名 

 ・日程第２ 会期について 

会期を本日１日とする。 

・日程第３ 36号 平成 23年度下呂市教職員人事異動について 

（委員全員異議なし） 

８．  

次回の委員会を３月 29日（火）萩原星雲会館に於いて開催することとし、第 12回

下呂市教育委員会を閉会とする。 

  

 以上、本日の会議の顛末を記載し、相違ないことを証明するため署名する。 

 

   平成 23年３月７日 

                     教 育 委 員 長   細 江 大 嗣 

                     会議録署名委員   河 尻 明 子 

 

 

 

 

 

 

日程第１ 会議録署名委員の指名について 

日程第２ 会期について 

日程第３ 議第 36号 平成 23年度下呂市教職員人事異動について 
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平成 22年度 第 13回下呂市教育委員会会議録要旨 

 

１．招 集 日  平成 23年３月 29日（火） 

２．会   場  星雲会館２階 東雲の間  

３．開会・閉会  午後３時 50分 ～ 午後６時 30分 

４．出 席 者  細江大嗣委員長・尾里隆文委員・富永京子委員 

河尻明子委員・長谷川藤三教育長 

 

５．委員の他出席者 池戸教育部長・大屋学校教育課長・中川社会教育課長 

成美国民体育大会推進課長・林教育総務課主任主査 

 

６．付議案件 

日程第１ 会議録署名委員の指名について 

日程第２ 会期について 

 日程第３ 

 日程第４ 

 日程第５ 

 日程第６ 

 日程第７ 

日程第８ 

日程第９ 

 日程第 10           

 日程第 11 

 日程第 12 

   

７．その他 

 ・下呂市文化財保護巡視員設置要綱の一部を改正する要綱について 

 ・小坂郷土館円空仏盗難事件の経過報告について 

 ・ぎふ清流国体下呂市実施本部設置要綱について 

 ・金山４小学校の統合に係るアンケート結果について 

 ・教育委員会行事計画について  

・各課業務報告 

 

８．前回会議録の承認について 

事務局の朗読どおり承認された。 

 

９．教育長の報告について 

議第 37号 下呂市教育委員長の選挙について 

議第 38号 下呂市教育委員長職務代理者の指定について 

議第 39号 平成 23年度下呂市準要保護児童生徒の認定について 

議第 40号 下呂市教育委員会事務局職員の任命について 

議第 41号 下呂市社会教育主事の解任および任命について 

議第 42号 下呂市公民館館長の解任および任命について 

議第 43号 金山郷土館館長の解任および任命について 

議第 44号 下呂市教育委員会事務局組織規則の一部を改正する規則について 

議第 45号 下呂市教員住宅管理規則の一部を改正する規則について 

議第 46号 平成 23年度下呂市社会教育の方針と重点について 
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・中学生海外派遣事業について 

・金山地域の小学校統合アンケート結果について 

・円空仏盗難事件の時効について 

 

10．会議次第 

 ・日程第１ 会議録署名委員の署名について                                              

   会議録作成者に事務局を、会議録署名者に河尻明子委員を指名 

 ・日程第２ 会期について 

会期を本日１日とする。 

・日程第３ 議題 37号 下呂市教育委員長の選挙について 

（細江大嗣委員長の留任が承認される） 

・日程第４ 議第 38号 下呂市教育委員長職務代理者の指定について 

（委員長の指名により尾里隆文委員が再任される） 

・日程第５ 議第 39号 平成 23年度下呂市準要保護児童生徒の認定について 

（委員全員異議なし） 

・日程第６ 議第 40号 下呂市教育委員会事務局職員の任命について 

（委員全員異議なし） 

・日程第７ 議第 41号 下呂市社会教育主事の解任および任命について 

（委員全員異議なし） 

・日程第８ 議第 42号 下呂市公民館館長の解任および任命について 

（委員全員異議なし） 

・日程第９ 議第 43号 金山郷土館館長の解任および任命について 

（委員全員異議なし） 

・日程第 10 議第 44号 下呂市教育委員会事務局組織規則の一部を改正する規則に 

ついて 

（委員全員異議なし） 

・日程第 11 議第 45号 下呂市教員住宅管理規則の一部を改正する規則について 

（委員全員異議なし） 

・日程第 12 議第 46号 平成 23年度下呂市社会教育の方針と重点について 

（委員全員異議なし） 

 

10．その他   

・下呂市文化財保護巡視員設置要綱の一部を改正する要綱について 

 ・小坂郷土館円空物盗難事件の経過報告について 

 ・ぎふ清流国体下呂市実施本部設置要綱について 

 ・金山４小学校の統合に係るアンケート結果について 

 ・教育委員会行事計画について  
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・各課業務報告 

  

次回の委員会を４月２８日（木）下呂地区で開催することとし、第 13回下呂市教育

委員会を閉会とする。 

  

 以上、本日の会議の顛末を記載し、相違ないことを証明するため署名する。 

 

   平成 23年 3月 29日 

                     教 育 委 員 長   細 江 大 嗣 

                     会議録署名委員   河 尻 明 子 

 

 


