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審 議 会 等 の 会 議 結 果 報 告 書 

 課所名 教育総務課 

会 議 名 令和 3年 4月 定例教育委員会 

開催日時 令和 3年 4月 23日（金）     午後 3時 00分 ～ 午後 4時 30分 

開催場所 諏訪市役所 302会議室 

出 席 者 

（出席者）小島雅則教育長、岩波健一職務代理者、矢島紀子委員、関茂子委員、 

玉本広人委員、細野浩一教育次長、柳平直章教育総務課長、小林純子 

生涯学習課長、柿崎茂スポーツ課長、矢崎博之すわっチャオ館長、 

長田一彦教育総務係長、千村彩菜教育総務係主事 （計 12名） 

（欠席者）なし 

（傍聴者）6名 ※別紙傍聴名簿参照 

資   料 別紙 

協議議題（内容）及び会議結果（要旨） 

１． 教育長あいさつ 

   ・教育長職務代理者の指名について 

２． 議決事項 

（１） 議案第 1号 諏訪市社会教育委員の委嘱について                   （小林課長） 

（２） 議案第 2号 諏訪市公民館運営審議会委員の委嘱について             （小林課長） 

（３） 議案第 3号 諏訪市美術館協議会委員の任命について                （小林課長） 

（４） 議案第 4号 諏訪市駅前交流テラスすわっチャオ運営協議会委員の委嘱について（矢崎館長）            

（５） 議案第 5号 諏訪市スポーツ推進委員の委嘱について                 （柿崎課長） 

（６） 議案第 6号 諏訪市奨学生審議委員会委員の委嘱について              （柳平課長） 

（７） 議案第 7号 諏訪市教育支援委員会委員の任命について               （柳平課長）                                    

（８） 議案第 8号 諏訪市学校運営協議会委員の任命について                    （柳平課長） 

（９） 議案第 9号 諏訪市少年愛護委員・諏訪市少年愛護センター運営協議会委員の委嘱に 

ついて                                                    （柳平課長） 

３． 協議事項 
（１）未来創造ゆめスクールプランについて 
（２）新型コロナウイルスの感染拡大に伴う対応等について             

  ４．報告事項 
（１）教育長報告 
  ・学校教育の現状ほか 
（２）一般経過報告                                            （各課長） 
（３）各種委員会・協議会・審議会等の開催状況                     
・令和 2年度 第 2回諏訪市社会教育委員会議                        （小林課長） 

・令和 2年度 第 1回諏訪市博物館協議会                          （小林課長） 

・令和 2年度 第 2回諏訪市駅前交流テラスすわっチャオ運営協議会         （矢﨑館長） 

（４）共催・後援・推薦事業                                   

・生涯学習課  後援 2件（令和 2年度）、後援 1件（令和 3年度）の許可を報告。  （小林課長） 

・スポーツ課  共催 1件（令和 2年度）、共催 1件（令和 3年度） 

後援 2件（令和 2年度）、後援 9件（令和 3年度）の許可を報告。  （柿崎課長） 



２ 

・教育総務課  後援 3件（令和 2年度）、後援 2件（令和 3年度）の許可を報告。   （柳平課長） 

（５）その他 

  なし 

５． 行事予定 
・各課行事予定について                                       （各課長） 

６． その他 
＜翌月・翌々月の教育委員会予定＞ 
・5月定例教育委員会  5月 28日（金） 15：00～ 会場：302会議室 
・6月定例教育委員会  6月 23日（水） 15：00～ 会場：302会議室 

７． 閉会                                                                                                
 

以  上 

 

 

  



３ 

審 議 会 等 の 会 議 結 果 報 告 書 

 課所名 教育総務課 

会 議 名 令和 3年 5月 定例教育委員会 

開催日時 令和 3年 5月 28日（金）     午後 3時 00分 ～ 午後 4時 00分 

開催場所 諏訪市役所 302会議室 

出 席 者 

（出席者）小島雅則教育長、岩波健一職務代理者、矢島紀子委員、関茂子委員、 

玉本広人委員、細野浩一教育次長、柳平直章教育総務課長、小林純子 

生涯学習課長、柿崎茂スポーツ課長、矢崎博之すわっチャオ館長、 

長田一彦教育総務係長、千村彩菜教育総務係主事 （計 12名） 

（欠席者）なし 

（傍聴者）3名 ※別紙傍聴名簿参照 

資   料 別紙 

協議議題（内容）及び会議結果（要旨） 

１.教育長あいさつ 

２.議決事項 

なし 

３.協議事項 
（１）新型コロナウイルスの感染拡大に伴う対応等について            

４.報告事項 
（１）教育長報告 
  ・学校教育の現状ほか 
（２）一般経過報告                                            （各課長） 
（３）各種委員会・協議会・審議会等の開催状況                     
・第 12回ゆめスクールプラン推進委員会                            （柳平課長） 

（４）共催・後援・推薦事業                                   

・生涯学習課  後援 5件の許可を報告。                           （小林課長） 

・スポーツ課  後援 24件の許可を報告。                          （柿崎課長） 

・教育総務課  共催 1件後援 2件の許可を報告。                      （柳平課長） 

（５）その他 

  なし 

５.行事予定 
・各課行事予定について                                       （各課長） 

６.その他 
＜翌月・翌々月の教育委員会予定＞ 
・6月定例教育委員会  6月 23日（水） 15：00～ 会場：302会議室 
・7月定例教育委員会  7月 16日（金） 15：00～ 会場：302会議室 

７． 閉会                                                                                                
 

以  上 

 

 

 

  



４ 

審 議 会 等 の 会 議 結 果 報 告 書 

 課所名 教育総務課 

会 議 名 令和 3年 6月 定例教育委員会 

開催日時 令和 3年 6月 23日（水）     午後 3時 00分 ～ 午後 4時 15分 

開催場所 諏訪市役所 302会議室 

出 席 者 

（出席者）小島雅則教育長、岩波健一職務代理者、矢島紀子委員、関茂子委員、 

玉本広人委員、細野浩一教育次長、柳平直章教育総務課長、小林純子 

生涯学習課長、柿崎茂スポーツ課長、長田一彦教育総務係長、 

三村昌弘学校再編担当指導主事、千村彩菜教育総務係主事（計 12名） 

（欠席者）なし 

（傍聴者）3名 ※別紙傍聴名簿参照 

資   料 別紙 

協議議題（内容）及び会議結果（要旨） 

１.教育長あいさつ 

２.上諏訪小学校・上諏訪中学校の新たな歩みについて                    （三村主事） 

３. 議決事項 

（１）議案第 10号 諏訪市人権同和教育推進委員会委員の委嘱について        （小林課長） 

（２）議案第 11号 諏訪市公民館運営審議会の委嘱について                （小林課長） 

（３）議案第 12号 諏訪市図書館協議会委員の任命について                （小林課長） 

（４）議案第 13号 諏訪市博物館協議会委員の任命について                （小林課長）            

４． 協議事項 
なし             

５． 報告事項 
（１）教育長報告 
  ・学校教育の現状ほか 
（２）一般経過報告                                            （各課長） 
（３）各種委員会・協議会・審議会等の開催状況                     
・令和 3年度 第 1回諏訪市社会教育委員会議                        （小林課長） 

（４）共催・後援・推薦事業                                   

・生涯学習課  共催 3件、後援 4件の許可を報告。                    （小林課長） 

・スポーツ課  共催 1件、後援 3件の許可を報告。                    （柿崎課長） 

・教育総務課  後援 4件の許可を報告。                            （柳平課長） 

（５）その他 

  なし 

６． 行事予定 

・各課行事予定について                                       （各課長） 
７． その他 

・市議会 6月定例会 教育委員会関連の概要報告                          （教育次長） 
＜翌月・翌々月の教育委員会予定＞ 
・7月定例教育委員会  7月 16日（金） 15：00～ 会場：302会議室 
・8月定例教育委員会  8月 20日（金） 15：00～ 会場：302会議室 

８． 閉会                                                                                                

以  上 



５ 

審 議 会 等 の 会 議 結 果 報 告 書 

 課所名 教育総務課 

会 議 名 令和 3年 7月 定例教育委員会 

開催日時 令和 3年 7月 16日（金）     午後 3時 00分 ～ 午後 4時 00分 

開催場所 諏訪市役所 302会議室 

出 席 者 

（出席者）小島雅則教育長、岩波健一職務代理者、矢島紀子委員、関茂子委員、 

玉本広人委員、細野浩一教育次長、小林純子生涯学習課長、柿崎茂 

スポーツ課長、長田一彦教育総務係長、千村彩菜教育総務係主事 

（計 10名） 

（欠席者）柳平直章教育総務課長 

（傍聴者）3名 ※別紙傍聴名簿参照 

資   料 別紙 

協議議題（内容）及び会議結果（要旨） 

１． 教育長あいさつ 

２． 議決事項 

なし            

３． 協議事項 
なし             

４． 報告事項 
（１）教育長報告 
  ・学校教育の現状ほか 
（２）一般経過報告                                        （各課長・係長） 
（３）各種委員会・協議会・審議会等の開催状況 

なし                    
（４）共催・後援・推薦事業                                   

・生涯学習課  共催 1件、後援 7件の許可を報告。                    （小林課長） 

・スポーツ課  共催 1件、後援 2件の許可を報告。                    （柿崎課長） 

・教育総務課  後援 5件の許可を報告。                            （長田係長） 

（５）その他 

  なし 

５． 行事予定 

・各課行事予定について                                   （各課長・係長） 
６． その他 
＜翌月・翌々月の教育委員会予定＞ 
・8月定例教育委員会  8月 20日（金） 15：00～ 会場：302会議室 
・9月定例教育委員会  9月 17日（金） 15：00～ 会場：302会議室 

７． 閉会                                                                                                

以  上 

 



６ 

 

審 議 会 等 の 会 議 結 果 報 告 書 

 課所名 教育総務課 

会 議 名 令和 3年 8月 定例教育委員会 

開催日時 令和 3年 8月 20日（金）     午後 3時 00分 ～ 午後 4時 10分 

開催場所 諏訪市役所 大会議室 

出 席 者 

（出席者）小島雅則教育長、岩波健一職務代理者、矢島紀子委員、関茂子委員、 

玉本広人委員、細野浩一教育次長、柳平直章教育総務課長、小林純子 

生涯学習課長、柿崎茂スポーツ課長、長田一彦教育総務係長、千村彩 

菜教育総務係主事 （計 11名） 

（欠席者）なし 

（傍聴者）2名 ※別紙傍聴名簿参照 

資   料 別紙 

協議議題（内容）及び会議結果（要旨） 

１.教育長あいさつ 

２.議決事項 

（１） 議案第14号 諏訪市立信州風樹文庫運営委員会委員の任命について       （小林課長） 

（２） 議案第 15号 諏訪市いじめ問題対策連絡協議会委員の委嘱について       （柳平課長） 

（３） 議案第 16号 諏訪市 ICT教育推進協議会設置要綱の新設について        （柳平課長） 

（４） 議案第 17号 諏訪市 ICT教育推進協議会委員の委嘱又は任命について     （柳平課長） 

３.協議事項 
（１） 新型コロナウイルスの感染拡大に伴う対応等について             

４.報告事項 
（１）教育長報告 
・学校教育の現状ほか 

（２）一般経過報告                                            （各課長） 
（３）各種委員会・協議会・審議会等の開催状況 
・令和 3年度 第 1回諏訪市美術館協議会                         （小林課長） 
・第 13回ゆめスクールプラン推進委員会                          （柳平課長） 

（４）共催・後援・推薦事業                                   

・生涯学習課  共催 1件、後援 1件の許可を報告。                    （小林課長） 

・スポーツ課  共催 1件、後援 2件の許可を報告。                    （柿崎課長） 

・教育総務課  後援 4件の許可を報告。                           （柳平課長） 

（５）その他  

  なし 

５.行事予定 

・各課行事予定について                                        （各課長） 
６.その他 
＜翌月・翌々月の教育委員会予定＞ 
・9月定例教育委員会  9月 17日（金） 15：00～ 会場：302会議室 
・10月定例教育委員会 10月 29日（金） 15：00～ 会場：302会議室 

７.閉会                                                                                                

 



７ 

審 議 会 等 の 会 議 結 果 報 告 書 

 課所名 教育総務課 

会 議 名 令和 3年 9月 定例教育委員会 

開催日時 令和 3年 9月 17日（金）     午後 3時 00分 ～ 午後 4時 00分 

開催場所 諏訪市役所 302会議室 

出 席 者 

（出席者）小島雅則教育長、岩波健一職務代理者、矢島紀子委員、関茂子委員、 

玉本広人委員、細野浩一教育次長、柳平直章教育総務課長、 

小林純子生涯学習課長、柿崎茂スポーツ課長、長田一彦教育総務係

長、千村彩菜教育総務係主事 （計 11名） 

（欠席者）なし 

（傍聴者）2名 ※別紙傍聴名簿参照 

資   料 別紙 

協議議題（内容）及び会議結果（要旨） 

1.教育長あいさつ 

２.議決事項 

（１）議案第 18号 諏訪市駅前交流テラスすわっチャオ運営協議会委員の委嘱について 

（細野次長） 

３.協議事項 
なし             

４.報告事項 
（１）教育長報告 
・学校教育の現状ほか 

（２）一般経過報告                                            （各課長） 
（３）各種委員会・協議会・審議会等の開催状況 
・令和 3年度 諏訪市人権同和教育推進委員会                         （小林課長） 
・令和3年度 第1回諏訪市博物館協議会                             （小林課長） 
・第1回 諏訪市 ICT教育推進協議会                                （柳平課長） 

（４）共催・後援・推薦事業                                   

・生涯学習課  後援2件の許可を報告。                              （小林課長） 

・スポーツ課  共催 1件、後援 2件の許可を報告。                    （柿崎課長） 

・教育総務課  後援 4件の許可を報告。                           （柳平課長） 

（５）その他  

  なし 

５.行事予定 

・各課行事予定について                                       （各課長） 
６.その他 
＜翌月・翌々月の教育委員会予定＞ 
・10月定例教育委員会 10月 29日（金） 15：00～ 会場：302会議室 
・11月定例教育委員会 11月 19日（金） 15：00～ 会場：302会議室 
※その後、11月 22日（月） 15：00～ 会場：しんきん諏訪湖スタジアムへと変更となって 
おりますので御注意ください。 

７.閉会                                                                                                

以  上 



８ 

 


