
 

平成 23年度 第 10回下呂市教育委員会会議録要旨 

 

 

１．招 集 日  平成 24年 1月 27日（金） 

２．会   場  星雲会館 東雲の間 

３．開会・閉会  午後４時 07分 ～ 午後５時 22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・小出教育総務課長・大屋学校教育課長・山中社会教 

育課長・成美国民体育大会推進課長・舩坂教育総務課課長補佐 

 

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学期のスタートについて  

・国の第３次補正を活用した耐震化事業の前倒しについて 

・入学式の日程について 

 

９．会議次第 

 ・日程第１ 会議録署名委員の署名について 

   会議録署名者に尾里隆文委員を指名した。 

・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 24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４ 議第 25号 平成 23年度教育施設整備に係る工事計画の策定について 

（委員全員 異議なし） 

・日程第５ 議第 26号 平成 23年度教育財産の取得の申出について 

（委員全員 異議なし） 

日程第１ 会議録署名者の指名について 

日程第２ 会期について 

日程第３ 議第 24号 平成 23年度下呂市準要保護児童生徒の認定について 

日程第４ 議第 25号 平成 23年度教育施設整備に係る工事計画の策定について 

日程第５ 議第 26号 平成 23年度教育財産の取得の申出について 

 



10．その他   

  ・各課業務報告について 

   

 

次回の委員会を２月 24日（金）に開催することとし、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 24年１月 27日 

 

                      教 育 委 員 長   細 江 大 嗣 

                      会議録署名委員   尾 里 隆 文 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

平成 23年度 第 11回下呂市教育委員会会議録要旨 

 

 

１．招 集 日  平成 24年２月 24日（金） 

２．会   場  星雲会館 東雲の間 

３．開会・閉会  午後３時 39分 ～ 午後６時 00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・小出教育総務課長・大屋学校教育課長・山中社会教 

育課長・成美国民体育大会推進課長・舩坂教育総務課課長補佐 

 

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 

・市議会２月臨時会について  

・第２回学校規模適正化検討委員会（小中学校視察）について 

・小坂地域の円空仏盗難について 

 

９．会議次第 

 ・日程第１ 会議録署名委員の署名について 

   会議録署名者に富永京子委員を指名した。 

・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 下呂市御嶽パノラマグラウンドの指定管理者の指定について 

（委員全員 異議なし） 

日程第１ 会議録署名者の指名について 

日程第２ 会期について 

日程第３ 議第 27号 下呂市御嶽パノラマグラウンドの指定管理者の指定について 

日程第４ 議第 28号 下呂市体育施設条例の一部を改正する条例に係る意見について 

日程第５ 議第 29号 下呂市立図書館条例の一部を改正する条例に係る意見について 

日程第６ 議第 30号 下呂市立図書館管理規則の一部を改正する規則について 

日程第７ 議第 31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 

日程第８ 議第 32号 平成 24年度下呂市小・中学校教育指導の方針と重点について 

日程第９ 議第 33号 平成 24年度下呂市教育委員会予算に対する意見について 



・日程第４ 議第 28号 下呂市体育施設条例の一部を改正する条例に係る意見について 

（委員全員 異議なし） 

・日程第５ 議第 29号 下呂市立図書館条例の一部を改正する条例に係る意見について 

（委員全員 異議なし） 

・日程第６ 議第 30号 下呂市立図書館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７ 議第 31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８ 議第 32号 平成 24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） 

・日程第９ 議第 33号 平成 24年度下呂市教育委員会予算に対する意見について 

（委員全員 異議なし） 

 

10．その他   

  ・公の施設調書について 

  ・各課業務報告について 

 

 

次回の委員会を３月７日（金）に開催することとし、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 24年２月 24日 

 

                      教 育 委 員 長   細 江 大 嗣 

                      会議録署名委員   富 永 京 子 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

平成 23年度 第 12回下呂市教育委員会会議録要旨 

 

 

１．招 集 日  平成 24年３月７日（水） 

２．会   場  下呂市民会館 第１研修室 

３．開会・閉会  午後５時２分 ～ 午後５時４７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・小出教育総務課長・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 

   会議録署名者に河尻明子委員を指名した。 

・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 34号 平成 24年度下呂市教職員人事異動について 

（委員全員 異議なし） 

 

次回の委員会を３月２６日（月）に開催することとし、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 24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 会議録署名者の指名について 

日程第２ 会期について 

日程第３ 議第 34号 平成 24年度下呂市教職員人事異動について 



平成 23年度 第 13回下呂市教育委員会会議録要旨 

 

 

 

１．招 集 日  平成 24年３月 26日（月） 

２．会   場  下呂ふれあいセンター 会議室 

３．開会・閉会  午後２時 32分 ～ 午後５時 04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・小出教育総務課長・大屋学校教育課長・山中社会教 

育課長・成美国民体育大会推進課長・舩坂教育総務課課長補佐 

 

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。 

日程第１ 会議録署名者の指名について 

日程第２ 会期について 

日程第３ 議第 35号 下呂市教育委員長の選挙について 

日程第４ 議第 36号 下呂市教育委員長職務代理者の指定について 

日程第５ 議第 37号 平成 24年度下呂市準要保護児童生徒の認定について 

日程第６ 議第 38号 下呂市立小中学校学校医、学校歯科医および学校薬剤師の委嘱 

          について 

日程第７ 議第 39号 下呂市社会教育委員の委嘱について 

日程第８ 議第 40号 下呂市公民館運営審議会委員の委嘱について 

日程第９ 議第 41号 下呂市立図書館協議会委員の委嘱について 

日程第 10 議第 42号 下呂市公民館館長及び公民館主事の任命について 

日程第 11 議第 43号 下呂市青尐年育成推進員の委嘱について 

日程第 12 議第 44号 下呂市文化財審議会委員の委嘱について 

日程第 13 議第 45号 下呂市スポーツ推進審議会委員の委嘱について 

日程第 14 議第 46号 下呂市スポーツ推進委員の委嘱について 

日程第 15 議第 47号 下呂市集団宿泊教育共同利用施設運営委員の委嘱について 

日程第 16 議第 48号 下呂市教育委員会事務局職員の任命について 

日程第 17 議第 49号 「羽根のウメ」文化財指定に係る審議会の答申について 

日程第 18 議第 50号 「羽根のサクラ」文化財指定に係る審議会の答申について 

日程第 19 議第 51号 「羽根の小柿（マメガキ）」文化財指定に係る審議会の答申 

について 

日程第 20 議第 52号 平成 24年度下呂市社会教育の方針と重点について 

 

 

 

 

 



８．教育長の報告について 

・各校の卒業式ついて  

・中学生海外派遣事業について 

・小坂小学校、湯屋小学校の閉校式について 

 

９．会議次第 

 ・日程第１ 会議録署名委員の署名について 

   会議録署名者に尾里隆文委員を指名した。 

・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 35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 36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 37号 平成 24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 38号 下呂市立小中学校学校医、学校歯科医および学校薬剤師の委嘱 

           について 

（委員全員 異議なし） 

・日程第７ 議第 39号 下呂市社会教育委員の委嘱について 

（委員全員 異議なし） 

・日程第８ 議第 40号 下呂市公民館運営審議会委員の委嘱について 

（委員全員 異議なし） 

・日程第９ 議第 41号 下呂市立図書館協議会委員の委嘱について 

（委員全員 異議なし） 

・日程第 10 議第 42 号 下呂市公民館館長及び公民館主事の任命について 

（委員全員 異議なし） 

・日程第 11 議第 43 号 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 12 議第 44 号 下呂市文化財審議会委員の委嘱について 

（委員全員 異議なし） 

・日程第 13 議第 45号 下呂市スポーツ推進審議会委員の委嘱について 

（委員全員 異議なし） 

・日程第 14 議第 46 号 下呂市スポーツ推進委員の委嘱について 

（委員全員 異議なし） 

・日程第 15 議第 47 号 下呂市集団宿泊教育共同利用施設運営委員の委嘱について 

（委員全員 異議なし） 

・日程第 16 議第 48 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 17 議第 49 号 「羽根のウメ」文化財指定に係る審議会の答申について 

（委員全員 異議なし） 

・日程第 18 議第 50 号 「羽根のサクラ」文化財指定に係る審議会の答申について 

（委員全員 異議なし） 

・日程第 19 議第 51 号 「羽根の小柿（マメガキ）」文化財指定に係る審議会の答申 

について 

（委員全員 異議なし） 

・日程第 20 議第 52 号 平成 24年度下呂市社会教育の方針と重点について 

 

10．その他   

  ・平成 24年度行事計画について 

  ・各課業務報告について 

  ・位山自然の家の管理の在り方について 

 

 

次回の委員会を４月 20日（金）に開催することとし、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 24年３月 26日 

 

                      教 育 委 員 長   細 江 大 嗣 

                      会議録署名委員   尾 里 隆 文 

 

 


