５ 教育委員会議開催実績
教育委員会議は、毎月１回の定例会と、必要に応じて臨時会を開催しています。平成
２５年度は、次のとおり会議を開催しました。
４月定例会（平成２５年４月１９日開催）
報告事項 14 平成２５年度東広島市教育委員会事務局組織機構について
15 平成２４年度東広島市教育委員会表彰について
16 平成２５年度主要事業の概要について
17 平成２５年度研究公開校について
18 平成２４年度東広島市小・中学校卒業者の進路状況について
19 平成２４年度東広島市スポーツ推進審議会の開催報告について
20 平成２４年度第２回東広島市文化財保護審議会の開催報告について
議案
9 東広島市教育委員会職員の服務に関する訓令の一部改正について
10 東広島市指定文化財の指定名称等の変更について
その他 1 教育施設等状況視察について
2 次回教育委員会定例会の日程について
５月定例会（平成２５年５月１６日開催）
報告事項 21 平成25年度教育交流事業について
22 平成24年度財団法人東広島市教育文化振興事業団の経営状況について
23 第25回東広島市民スポーツ大会の開催について
議案
11 市長に申し出る平成25年度東広島市一般会計補正予算（第1号）案（教育委
員会分）について
12 東広島市教育委員会情報ネットワークシステム運用管理要綱を制定する訓令
について
13 東広島市生涯学習推進本部設置要綱の一部改正について
14 東広島市生涯学習推進会議設置要綱の一部改正について
15 東広島市教育委員会非常勤職員設置規則の一部改正について
その他 1 東広島市美術館開館所蔵企画展Ⅱの開催について
2 広島交響楽団 ひがしひろしま・名曲コンサートの開催について
3 次回教育委員会定例会の日程について
６月定例会（平成２５年６月２６日開催）
委員長職務代理者の指定
報告事項 24 専決処分の報告について
25 東広島市私立幼稚園就園奨励費補助金交付要綱の一部改正について
26 (仮称）東広島市市民ホールの管理運営方式について
27 第２５回東広島市市民スポーツ大会(陸上の部）の結果について
28 平成２５年度第１回東広島市美術館協議会の開催報告について
議案
16 東広島市教育委員会組織規則の一部改正について
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その他

17
18
19
20
21
22
1
2

東広島市教育委員会事務局職務権限規程の一部改正について
東広島市立幼稚園保育料の減免に関する規則の一部改正について
平成２６年度使用小中学校特別支援学級教科用図書採択に係る基本方針に
ついて
市長に申し出る市民ホール建設事業(仮称）東広島市市民ホール新築工事(建
築）請負契約の締結について
市長に申し出る市民ホール建設事業(仮称）東広島市市民ホール新築工事(電
気）請負契約の締結について
市長に申し出る市民ホール建設事業(仮称）東広島市市民ホール新築工事(機
械）請負契約の締結について
第６３回社会を明るくする運動・平成２５年度青少年の非行問題に取り組む運
動東広島市推進大会について
次回教育委員会定例会の日程について

７月定例会（平成２５年７月１８日開催）
委員長選挙
委員長職務代理者の指定
報告事項 29 平成25年度第2回東広島市議会定例会について
30 平成25年度土曜日授業アンケート集計結果について
31 東広島学校給食センター施設開放イベントの開催について
その他 1 第２８回現代絵本作家原画展の開催について
2 次回教育委員会定例会の日程について
８月定例会（平成２５年８月２２日開催）
報告事項 32 平成２５年度小中学生全国大会出場者について
33 平成２５年度第１回東広島市文化財保護審議会の開催報告について
議案
23 市長に申し出る平成２５年度東広島市一般会計補正予算（第２号）案（教育委
員会関係分）について
24 専決処分の報告について
25 平成２４年度東広島市教育委員会事務事業評価について
26 平成２６年度使用特別支援学級教科用図書の採択について
27 東広島市教育委員会非常勤職員設置規則の一部改正について
28 市長に申し出る財産の取得について
29 市長に申し出る請負契約の締結について
その他 1 次回教育委員会定例会の日程について
９月臨時会（平成２５年９月１日開催）
報告事項 35 市内中学校生徒死亡にかかる調査委員会からの調査報告書について
９月定例会（平成２５年９月１９日開催）
報告事項 36 専決処分の報告について（損害賠償の額を定めることについて（学校の管理
上の瑕疵によるもの））
37 平成２５年度広島県「基礎・基本」定着状況調査の結果について
38 平成２５年度全国学力学習状況調査の結果について
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議案
その他

39
35
1
2
3
4

トライアングルプランについて
市長に申し出る請負契約の締結について（市民ホール建設事業（仮称）東広
島市市民ホール新築工事（舞台音響）その２）
平成２５年度教育委員行政視察について
第２３回生涯学習フェスティバル開催について
平成２５年度成人を祝う会の日程について
次回教育委員会定例会の日程について

１０月定例会（平成２５年１０月１６日開催）
報告事項 40 平成25年第3回東広島市議会定例会について
41 平成２５年度東広島市内人事異動にかかわる公募制度についての検証につ
いて
議案
36 ひがしひろしま教育の日を定める規則の制定について
その他 1 第１３回町家コンサート
2 次回教育委員会定例会の日程について
１１月定例会（平成２５年１１月２１日開催）
報告事項 42 平成２４年度決算特別委員会について
43 「職員室文化創造に関する調査」結果について
44 平成２５年度体力・運動能力調査結果について
45 平成２４年度生徒指導上の諸問題集計結果について
46 第２３回東広島市生涯学習フェスティバル等について
47 平成２５年度東広島市成人を祝う会の開催について
48 第２９回東ひろしま新春駅伝競走大会の開催について
議案
37 市長に申し出る平成２５年度東広島市一般会計補正予算（第３号）案（教育委
員会関係分）について
38 東広島市教育振興基本計画について
39 東広島市小学校及び中学校通学区域に関する規則及び東広島市教育委員
会組織規則の一部を改正する規則について
40 市長へ申し出る東広島市社会教育委員設置条例の一部改正について
41 市長へ申し出る公の施設の指定管理者の指定について（市民文化センター）
42 市長へ申し出る公の施設の指定管理者の指定について（黒瀬屋内プール、黒
瀬・安芸津市民グラウンド）
43 市長へ申し出る公の施設の指定管理者の指定について（八本松市民グラウン
ド）
44 市長へ申し出る公の施設の指定管理者の指定について（黒瀬・安芸津B&G海
洋センター）
45 市長へ申し出る公の施設の指定管理者の指定について（福富パークゴルフ
場）
46 市長へ申し出る公の施設の指定管理者の指定について（東広島市民ギャラ
リー）
その他 1 教育委員会議開催状況の市ホームページ掲載について
2 平成２５年度教育委員行政視察について
3 次回教育委員会定例会の日程について
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１２月定例会（平成２５年１２月１９日開催）
報告事項 49 平成25年第4回東広島市議会定例会について
50 平成25年度教育推進指定校のまとめについて
51 第21回中学校駅伝競走大会の結果について
52 （仮称）東広島市市民ホールの建設事業について
53 安芸津拠点施設の整備について
その他 1 平成25年東広島市の教育の主な出来事について
2 第20回ひろしま県央競歩大会２０１３の結果について
3 東広島市美術館所蔵作品展の開催について
4 次回教育委員会定例会の日程について
１月定例会（平成２６年１月１６日開催）
報告事項 1 平成２５年第４回東広島市議会定例会について
2 通学支援制度について
3 平成２５年度キャリア教育優良教育委員会、学校及びＰＴＡ団体等文部科学大
臣表彰について
4 平成２５年度東広島市成人を祝う会の結果について
5 第２９回東ひろしま新春駅伝競走大会の結果について
議案
1 東広島市青少年問題協議会設置条例の一部改正について
2 東広島市社会教育委員会議規則の一部を改正する規則について
その他 1 第６０回（平成２５年度）文化財防火デー防火訓練の開催について
2 東広島市立美術館の特別企画展『現代の造形・Ｌｉｆｅ＆Ａｒｔ「版の力」』開催に
ついて
3 次回教育委員会定例会の日程について
２月定例会（平成２６年２月２０日開催）
報告事項 6 平成２５年度学校安全ボランティア活動功労者表彰について
議案
3 市長に申し出る平成２５年度東広島市一般会計補正予算（第７号）案（教育委
員会関係分）について
4 市長に申し出る平成２６年度東広島市一般会計予算案（教育委員会関係分）
について
5 市長に申し出る東広島市芸術文化ホールの設置及び管理に関する条例の制
定について
6 市長に申し出る東広島市生涯学習センターの設置及び管理に関する条例の
一部改正について
その他 1 平成２５年度幼稚園、小・中学校卒業式出席者について
2 次回教育委員会定例会の日程について
２月臨時会（平成２６年２月２１日開催）
議案
7 東広島市教育委員会委員の辞職について
３月定例会（平成２６年３月２０日開催）
報告事項 8 平成２６年第１回東広島市議会定例会について
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議案

その他

9
10
11
12
13
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
1
2
3

平成２６年度予算特別委員会について
東広島市特別支援教育就学奨励費扶助要綱の全部改正について
夢・挑戦プラン～第四次学校教育レベルアッププラン～について
東広島市生涯大学システムアクションプラン（改訂）について
平成２５年度東広島アザレア賞の受賞について
東広島市教育委員会非常勤設置規則の一部改正について
東広島市教育委員会の権限に属する事務の補助執行に関する規則の一部改
正について
東広島市立小中学校の管理及び学校教育法の実施に関する規則の一部改
正について
市長に申し出る請負契約の変更について（市民ホール建設事業（仮称）東広
島市市民ホール新築工事（建築））
市長に申し出る請負契約の変更について（市民ホール建設事業（仮称）東広
島市市民ホール新築工事（電気））
市長に申し出る請負契約の変更について（市民ホール建設事業（仮称）東広
島市市民ホール新築工事（機械））
東広島市生涯学習推進本部設置要綱の一部改正について
東広島市生涯学習センターの設置及び管理に関する条例施行規則の一部改
正について
重要文化財旧木原家住宅設置及び管理条例施行規則の一部改正について
東広島市指定重要文化財旧石井家住宅設置及び管理条例施行規則の一部
改正について
東広島市立図書館管理運営規則の一部改正について
平成２５年度末辞・退職者辞令交付式及び平成２６年度県費負担教職員辞令
交付式について
市制４０周年記念夏期巡回ラジオ体操・みんなの体操会開催について
次回教育委員会定例会の日程について

３月臨時会（平成２６年３月３１日開催）
議案
21 東広島市教育委員会組織規則の一部改正について
22 東広島市教育委員会職の設置に関する規則の一部改正について
23 東広島市教育委員会職員の服務に関する訓令について
24 東広島市教育委員会事務局職務権限規程の一部改正について
25 東広島市教育委員会文書事務取扱規程の一部改正について
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６ 教育委員活動実績

平成25年度における教育委員の活動実績は、次のとおりです。

小中学校研究公開
10月4日 造賀小学校教育研究会
10月29日 竹仁小学校教育研究会
11月8日 三ツ城小学校教育研究会
11月18日 上黒瀬小学校教育研究会
11月20日 福富中学校教育研究会
11月22日 磯松中学校教育研究会
11月25日 板城小学校教育研究会
教育施設等状況視察
5月16日 小谷小学校
(1)学校概要説明
(2)プール視察
(3)「電子黒板を活用した授業（音楽）」授業参観
安芸津中学校
(1)新校舎見学
(2)給食試食
中央図書館
(1)施設概要説明
行政視察
1月21日 愛媛県西条市 河北中学校
～ (1)学力向上システム構築事業について
1月23日 (2)授業参観、意見交換 等
高知県高岡郡中土佐町 久礼小学校
(1)小学校外国語活動パイロットスクール実践研究指定事業について
(2)授業参観、意見交換 等
高知県高知市 高知城
(1)施設見学 等
高知県南国市 高知県立埋蔵文化財センター
(1)センターの概要、事業計画等について
(2)施設見学 等
その他
4月1日 辞令交付式
5月21日 広島県教育委員会連合会総会
6月2日 東広島市民スポーツ大会
11月2日 東広島市生涯学習フェスティバル
11月6日 広島県女性教育委員グループ研修会
1月11日 東ひろしま新春駅伝競走大会
1月13日 東広島市成人を祝う会
3月26日 東広島アザレア賞表彰式
3月31日 辞令交付式
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