４

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２８年
度は、次のとおり会議を開催しました。
４月定例会（平成２８年４月２１日開催）
報告事項

議案
その他

20
21
22
23
24
25
26
27
28
22
1
2
3

平成２８年度東広島市教育委員会事務局組織機構について
平成２７年度教育委員会表彰について
臨時代理の報告について（東広島市教育委員会職の設置に関する規則の一部改正）
平成２８年度学校教育主要事業の概要
平成２８年度研究公開校について
平成２７年度東広島市内小中学校卒業者の進路状況について
平成２８年度子どもの読書活動優秀実践図書館に対する文部科学大臣表彰について
平成27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
パブリックコメント手続制度の統一化について
東広島市重要文化財の指定について
教育施設等の状況視察について
第１期所蔵作品展について
次回教育委員会定例会の日程について

５月定例会（平成２８年５月２６日開催）
報告事項

議案

29
30
31
32
33

平成２８年度教育交流事業について
専決処分の報告について（損害賠償の額を定めること（学校の管理上の瑕疵について））
専決処分の報告について（損害賠償の額を定めること（学校の管理上の瑕疵について））
専決処分の報告について（損害賠償の額を定めること（学校の管理上の瑕疵について））
専決処分の報告について（損害賠償の額を定めること（学校の管理上の瑕疵について））

34

生徒の死亡にかかる調査委員会の委員報酬等に係る公金支出金返還請求訴訟の判決につい
て

35
36
37
38
39
23

市内小学校臨時教諭の逮捕事案について
臨時代理の報告について（県費負担教職員の人事異動の内申）
臨時代理の報告について（県費負担教職員の人事異動の内申）
公益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
平成28年度東広島市民スポーツ大会の開催について
平成２８年度東広島市一般会計補正予算（第１号）案（教育委員会関係分）について
請負契約の締結について（平成２７年度中学校大規模改造事業志和中学校校舎（１４）（１８）耐
24
震補強工事）
請負契約の締結について（学校給食センター化事業（仮称）北部学校給食センター新築工事
（建築））
26 東広島市教育委員会パブリックコメント手続実施要綱の制定について
1 東広島市立美術館特別企画展「現代日本版画展」について
2 次回教育委員会定例会の日程について
25

その他

６月臨時会（平成２８年６月２日開催）
報告事項

40 東広島市いじめ問題調査委員会の調査報告について

６月定例会（平成２８年６月２３日開催）
報告事項

議案

41
42
43
44
45
46
27
28

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
第２８回東広島市民スポーツ大会陸上の部の結果について
平成２８年度全国高等学校総合体育大会の開催について
東広島市文化芸術振興プログラムについて
学校給食用飲用牛乳の提供中止について
熊の目撃情報に係る対応について
請負契約の締結について（（仮称）北部学校給食センター新築工事（電気））
請負契約の締結について（（仮称）北部学校給食センター新築工事（機械））
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その他

29
30
31
32
1

平成２９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
東広島市ボランティア活動・体験活動推進協議会設置要綱の廃止について
東広島市ボランティア活動支援センター設置要綱の廃止について
東広島市ボランティア活動支援事業実施要綱の制定について
次回教育委員会定例会の日程について

７月臨時会（平成２８年７月１日開催）
報告事項

教育長職務代理者の指定について
47 臨時代理の報告について（県費負担教職員の人事異動の内申）
48 臨時代理の報告について（県費負担教職員の人事異動の内申）
49 警報等に係る学校休業等の状況について

７月定例会（平成２８年７月２８日開催）
報告事項

議案
その他

50
51
52
53
54
33
1
2
3
4

平成２８年第２回東広島市議会定例会について
徳陽市教育交流の来訪延期について
平成２８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
郷田小学校児童の交通事故について
市立小学校統合計画の進捗状況について
東広島市学校給食調理等業務委託事業者選定委員会規則の廃止について
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
第31回現代絵本作家原画展について
くららシード７・８月号について
次回教育委員会定例会の日程について

８月定例会（平成２８年８月２５日開催）
報告事項

55
56
57

58
59
60
61
62
63
議案

その他

34
35
36
1

臨時代理の報告について（学校給食センター化事業（仮称）北部学校給食センター新築工事
（厨房機器設置）（その３）の請負契約の締結議案に対する意見の申出）
通学区域の見直しにかかる答申について
平成２８年度小中学生全国大会出場者について
平成２８年度全国高等学校総合体育大会の結果について
第２８回東広島市民スポーツ大会球技の部の結果及び総合成績について
東京２０２０オリンピック・パラリンピック事前合宿誘致について
(仮称）東広島市立美術館基本設計業務公募型プロポーザル公開ヒアリングについて
個人情報不開示処分取消等請求事件について
指定管理者の公募について
平成２７年度東広島市教育委員会事務事業評価について
平成２８年第３回東広島市議会定例会提出議案に対する意見の申出について
平成２９年度使用小中学校特別支援学級教科用図書の採択について
次回教育委員会定例会の日程について

９月定例会（平成２８年９月２９日開催）
報告事項

その他

64
65
66
67
68
69
70
71
1

平成２８年第３回東広島市議会定例会について
第５次東広島市行政改革実施計画平成２７年度進捗状況（教育委員会関係分）について
臨時代理の報告について
平成２８年度東広島市内人事異動にかかわる公募制の検証について
平成２８年度「基礎・基本」定着状況調査の結果について
平成２８年度指定管理者モニタリング・評価結果（教育委員会関係分）について
第２６回東広島市生涯学習フェスティバル開催について
平成２８年度全国学力・学習状況調査の結果について
次回教育委員会定例会の日程について

１０月定例会（平成２８年１０月２０日開催）
報告事項

72 平成２７年度決算特別委員会について
73 臨時代理の報告について（県費負担教職員の人事異動の内申）
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議案
その他

74
75
37
1
2
3

平成２８年度東広島市成人を祝う会の開催について
東広島市スポーツ少年団補助金交付要綱の一部改正について
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
こども未来フェスタの開催について
学力調査における児童生徒質問紙調査の結果について
次回教育委員会定例会の日程について

１１月定例会（平成２８年１１月２４日開催）
報告事項

生徒の死亡にかかる調査委員会の委員報酬等に係る公金支出金返還請求訴訟の控訴審判決
76 について
77
78
79
80

平成２７年度東広島市立の小中学校における生徒指導上の諸問題の状況について
第２６回東広島市生涯学習フェスティバル・第１８回東広島健康福祉まつりについて
第３２回東ひろしま新春駅伝競走大会の開催について
（仮称）東広島市立美術館基本設計業務設計者の決定について

議案

平成２８年第４回東広島市議会定例会提出議案に対する意見の申出について
(1) 平成２８年度東広島市一般会計補正予算（第３号）（教育委員会関係分）
(2) 公の施設の指定管理者の指定
ア 東広島市市民文化センター
38 イ 東広島市市民体育施設及び東広島市Ｂ＆Ｇ海洋センター
(3) 請負契約の締結
(4) 東広島市市民体育施設設置及び管理条例の一部を改正する条例
(5) 東広島市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する条例の一
部を改正する条例

その他

39 （仮称）寺西第二小学校の名称案の決定について
1 (仮称）北部学校給食センター新築工事の工期延長について
2 次回教育委員会定例会の日程について

１２月定例会（平成２８年１２月２１日開催）
報告事項
81 平成28年第４回東広島市議会定例会について
82 平成２8年東広島市の教育の主な出来事について
83 審査請求について
84 平成２８年度教育推進指定校等のまとめについて
85 平成２８年度全国体力・運動能力調査結果について
86 平成２８年度全国中学校体育大会第２４回全国中学校駅伝大会について
87 平成２８年度優良ＰＴＡ文部科学大臣表彰について
88 第２３回ひろしま県央競歩大会２０１６の結果について
議案
40 東広島市立学校給食センターの設置及び廃止について
41 東広島市市民体育施設の廃止について
その他

1

平成２８年度県外視察について

2 所蔵作品展の開催について
3

次回教育委員会定例会の日程について

１月定例会（平成２９年１月２６日開催）
報告事項

1
2
3
4
5
6
7

寺西第２小学校建設事業の差止請求控訴事件の判決について
平成２８年度学校安全ボランティア表彰について
平成28年度東広島市成人を祝う会の結果について
平成２８年度東広島アザレア賞の表彰について
第32回東ひろしま新春駅伝競走大会の結果について
東広島市スポーツ推進計画について
第63回（平成28年度）文化財防火デー防火訓練の実施について

-157-

議案

1

平成２９年第１回東広島市議会定例会提出議案に対する意見の申出について
(1) 平成28年度東広島市一般会計補正予算（第4号）（教育委員会関係分）
(2) 平成29年度東広島市一般会計予算（教育委員会関係分）
(3) 請負契約の締結（小学校新設事業（仮称）寺西第二小学校プール新築工事（建築））
(4) 請負契約の変更
ア （仮称）北部学校給食センター新築工事（建築）
イ （仮称）北部学校給食センター新築工事（電気）
ウ （仮称）北部学校給食センター新築工事（機械）
エ 平成２８年度小学校新設事業（仮称）寺西第二小学校造成及び防災調整池築造工事
(5) 財産の取得について
ア 八本松小学校グラウンドの用に供する土地
イ 給食用備品
(6) 東広島市立学校設置条例の一部を改正する条例
(7) 東広島市立学校給食センター設置条例の一部を改正する条例
(8) 東広島市市民体育施設設置及び管理条例の一部を改正する条例
(9) 附属機関の設置に関する条例の一部を改正する条例

その他

1
2

現代の造形-Life&Art-「光-身近に潜む科学とアート-」の開催について
次回教育委員会定例会の日程について

２月定例会（平成２９年２月２３日開催）
報告事項

議案
その他

8

平成29年度事務事業別予算概要書について

9

臨時代理の報告について（市長が地方自治法第１８０条の規定による専決処分を行う損害賠償
の額を定めることについて）

2
1
2

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28年度幼稚園、小・中学校卒業式出席者について
次回教育委員会定例会の日程について

３月定例会（平成２９年３月１６日開催）
報告事項

議案

その他

10 平成29年第１回東広島市議会定例会について
11 平成29年度予算特別委員会について
12 東広島市立図書館の休館日変更について
13 登録有形文化財（建造物）の新登録について
3 東広島市教育委員会公印規則の一部改正について
4 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
5 東広島市立小学校及び中学校通学区域に関する規則の一部改正について
6 東広島市歴史文化基本構想策定委員会規則の制定について
7 東広島市スポーツ推進計画の策定について
8 県費負担教職員（管理職）の人事異動の内申について
9 東広島市教育委員会組織規則の一部改正について
10 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
11 東広島市立学校産業医及び保健管理医に関する規則の制定について
1 第１１回中国地区市町村教育委員会連合会研修大会について
2 平成28年度末辞・退職者辞令交付式及び平成29年度県費負担教職員辞令交付式について
3 次回教育委員会定例会の日程について
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５

教育委員活動実績

平成２８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
11月2日 平成27・28年度東広島市教育推進指定校

高美が丘中学校教育研究会

11月4日 平成27・28年度東広島市教育推進指定校

河内中学校教育研究会

11月10日 平成28年度文部科学省委託「道徳教育改善・充実」総合対策事業
11月11日 平成27・28年度東広島市教育推進指定校

中黒瀬小学校教育研究会

11月16日 平成27・28年度東広島市教育推進指定校

八本松小学校教育研究会

志和中学校公開研究会

平成27・28・29年度広島県教育委員会「学びの変革」パイロット事業指定校 八本松中学
校教育研究会
平成26～29年度文部科学省「英語教育強化地域拠点事業」指定 英語科・外国語活動実践
11月25日
中間報告会（東西条小学校、御薗宇小学校、松賀中学校）
11月22日

11月29日 平成28年度「学びの変革」パイロット校事業

指定校

西条小学校教育研究会

教育施設等状況視察
5月26日 志和市民グラウンド（概要説明、視察）
八本松小学校（学校概要説明、授業参観・意見交換、給食の試食）
安芸津生涯学習センター（概要説明、視察）
安芸津図書館（概要説明、視察）
行政視察
１月12日 小郡市学校図書館支援センター（小郡市立図書館）
～
(1)館内見学
１月13日 (2)学校図書館について
福岡市立舞鶴小学校・福岡市立舞鶴中学校
(1)施設見学
(2)施設一体型小中連携校の成果と課題について
その他
4月1日
6月2日
6月5日
7月11日
8月2日
8月5日
10月25日
10月28日
11月5日
11月8日
1月7日
1月9日
2月11日
2月26日

辞令交付式
総合教育会議
東広島市民スポーツ大会
広島県女性教育委員グループ総会・研修会
全国高等学校総合体育大会レスリング競技大会開会式
全国高等学校総合体育大会レスリング競技大会閉会式
広島県市町教育委員会教育委員研修会
広島県女性教育委員グループ研修会
東広島市生涯学習フェスティバル
総合教育会議
東ひろしま新春駅伝競走大会
東広島市成人を祝う会
東広島アザレア賞表彰式
広島県女性教育委員グループ研修会
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