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２９年
度は、次のとおり会議を開催しました。
４月定例会（平成２９年４月２７日開催）
報告事項

議案

その他

14
15
16
17
18
19
20
21
12
13
14
1
2
3

平成２９年度東広島市教育委員会事務局組織機構について
平成２９年度学校教育主要事業の概要について
平成２９年度研究公開校について
平成２８年度東広島市内小中学校卒業者の進路状況について
（仮称）東広島市立美術館基本設計について
平成２９年度東広島市立幼稚園及び小・中学校の運営状況について
東広島市就学援助費の額の改定について
東広島市スポーツ振興奨励金の拡充について
小中学校教科用図書採択に係る選定委員会規則の一部改正について
平成３０年度に東広島市立学校で使用する教科用図書の採択方針について
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「踊る色彩」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２９年５月２５日開催）
報告事項

議案

その他

22
23
24
25
26

平成２８年度東広島市繰越明許費繰越計算書（教育委員会関係分）について
平成２９年度教育交流事業について
東広島市立小中学校夏季一斉閉庁の試行実施について
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
第２９回東広島市民スポーツ大会の開催について

平成２９年第２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) 東広島市立学校設置条例の一部を改正する条例
(2) 東広島市天文台広場設置及び管理条例の一部を改正する条例
(3) 東広島市グリーンスポーツセンター設置及び管理条例の一部を改正する条例
15
(4) 東広島市歴史民俗資料館の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例
(5) 東広島芸術文化ホールの設置及び管理に関する条例及び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を改正する条例
(6) 平成２９年度東広島市一般会計補正予算（第１号）（教育委員会関係分）
16 東広島市外国語指導助手設置規則の制定について
1 次回教育委員会定例会の日程について

６月定例会（平成２９年６月２８日開催）
報告事項

議案

その他

27
28
29
17
18
19
20
21
1
2
3
4

平成２９年第２回東広島市議会定例会について
東広島市私立幼稚園就園奨励費補助金の拡充について
第２９回東広島市民スポーツ大会陸上の部の結果について
東広島市立学校給食センター運営委員会規則等の一部改正について
東広島市立学校の校長及び園長に対する事務委任規程等の一部改正について
東広島市立学校職員服務規程の一部改正について
審査請求に係る裁決について
審査請求に係る裁決について
東広島北部学校給食センター開所式について
熊の目撃情報に係る対応について
第３２回現代絵本作家原画展について
次回教育委員会定例会の日程について
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７月定例会（平成２９年７月２７日開催）
報告事項
議案

その他

30 平成２９年度東広島市表彰（教育委員会関係）について
31 登録有形文化財（建造物）の新登録について
22 平成３０年度使用小学校「特別の教科 道徳」教科用図書の採択について
東広島市教育委員会組織規則及び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
23
ついて
1 次回教育委員会定例会の日程について

８月定例会（平成２９年８月１８日開催）
報告事項
議案

32 平成２９年度小中学校全国大会出場者について
33 指定管理者の公募について
24 平成２８年度東広島市教育委員会事務事業評価について
25

その他

平成２９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年度東広島市一般会計補正予算（第２号）（教育委員会関係分）

26 平成３０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
27 控訴の提起について
1 次回教育委員会定例会の日程について

９月定例会（平成２９年９月２８日開催）
報告事項

議案
その他

34
35
36
37
38
39
40
41
42
28

平成２９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２８年度進捗状況（教育委員会関係分）について
平成２９年度全国学力・学習状況調査及び平成２９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２７回東広島市生涯学習フェスティバル開催について
第２９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
東京オリンピック・パラリンピックにおけるメキシコオリンピックチーム事前合宿の誘致について
ＪＯＣオリンピック教室の開催について
平成３０年度以降の美術館活動について
東広島市重要文化財の指定について
東広島芸術文化ホールの設置及び管理に関する条例施行規則及び東広島市生涯学習セン
29
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
1 次回教育委員会定例会の日程について

１０月定例会（平成２９年１０月２６日開催）
報告事項

議案
その他

43
44
45
46
47
48
30
1

平成２８年度決算特別委員会について
市立小学校の統合に関する進捗状況について
小中一貫教育導入に係る進捗状況について
平成２９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
市立幼稚園所有デジタルカメラ装着用ＳＤカードの紛失について
平成２９年度東広島市成人を祝う会の開催について
東広島市市民体育施設の設置について
次回教育委員会定例会の日程について

１１月定例会（平成２９年１１月２１日開催）
報告事項

49
50
51
52
53

平成２８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について
平成２９年度優良ＰＴＡ文部科学大臣表彰について
臨時代理の報告について（損害賠償の額）
第３３回東ひろしま新春駅伝競走大会の開催について
東広島市就学援助費について
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議案

その他

平成２９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) 公の施設の指定管理者の指定
ア 河内スポーツアリーナ及び入野区民グラウンド
イ 志和市民グラウンド
ウ 福富多目的グラウンド
31
エ 河内市民グラウンド及び河内発祥園コミュニティスポーツ広場
(2) 東広島市使用料条例の一部改正
(3) 東広島市市民体育施設設置及び管理条例の一部改正
(4) 東広島芸術文化ホールの設置及び管理に関する条例の一部改正
(5) 平成２９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）
32
1
2
3

東広島市歴史文化基本構想の策定について
次回教育委員会定例会の日程について
生涯学習フェスティバルについて
平成２９年度中国中学校駅伝競走大会結果について

１２月定例会（平成２９年１２月２６日開催）
54 平成２９年第４回東広島市議会定例会について
報告事項
55 平成２９年東広島市の教育の主な出来事について
56

議案
その他

57
58
59
60
61
62
33
1
2

臨時代理の報告について（平成２９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（平成２９年度東広島市一般会計補正予算（第５号）（教育委員会関係分））
平成２９年度全国中学校体育大会第２５回全国中学校駅伝について
第２４回ひろしま県央競歩大会２０１７の結果について
日本の２０世紀遺産２０選の選定について
日本遺産に向けての取り組みについて
（仮称）東広島市立美術館実施設計について
市立小学校教諭の逮捕について
東広島市立小学校及び中学校通学区域に関する規則等の一部改正について
平成２９年度教育委員会行政視察について
次回教育委員会定例会の日程について

１月定例会（平成３０年１月２５日開催）
報告事項

1
2
3
4
5

議案
1
議案
その他

2
1
2

平成２９年度学校安全ボランティア表彰について
平成２９年度東広島市成人を祝う会の結果について
平成２９年度東広島アザレア賞の表彰について
第３３回東ひろしま新春駅伝競走大会の結果について
職員等の表彰について
平成３０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) 西条本町歴史広場の設置及び管理に関する条例の制定について
(2) 平成２９年度東広島市一般会計補正予算（第６号）（教育委員会関係分）
(3) 平成３０年度東広島市一般会計予算（教育委員会関係分）
東広島市外国語指導助手設置規則の一部改正について
現代の造形-Life&Art-「版画でつなぐ」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３０年２月１５日開催）
報告事項

その他

6
7
8
9
10
1
2

平成３０年度事務事業別予算概要書について
メキシコ選手団事前キャンプ東広島市実行委員会の設立について
日本遺産申請内容について
西条本町歴史広場の整備状況について
平成２９年度教育推進指定校等のまとめについて
平成２９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
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３月定例会（平成３０年３月１５日開催）
報告事項

11
12
13

議案

14
15
16
17
18
3
4
5

その他

6
7
8
1
2
3

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）
臨時代理の報告について（平成３０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（平成３０年度東広島市一般会計補正予算（第１号）教育委員会関係分）)
臨時代理の報告について（東広島市西条本町歴史広場設置及び管理に関する条例施行規則
の制定について）
臨時代理の報告について（県費負担教職員（管理職）の人事異動の内申について）
東広島市立龍王小学校開校式の実施について
平成２９年度全国体力・運動能力、運動習慣等調査結果について
第７０回優良公民館表彰について
黒瀬多目的グラウンドオープン記念式典について
東広島市教育委員会公印規則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
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及び東広島市立幼稚園管
理運営規則の一部改正について
東広島市学校運営協議会規則の制定について
東広島市学校外部評価委員設置要綱の廃止について
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
平成２９年度末辞・退職者辞令交付式及び平成３０年度県費負担教職員辞令交付式について
第１回所蔵作品展「黒のとりこ」の開催について
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２９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
9月29日 平成28・29年度東広島市教育推進指定校

原小学校教育研究会

10月18日 平成28・29年度東広島市教育推進指定校

八本松中央幼稚園教育研究会

平成28・29年度広島県教育委員会「学びの変革」パイロット校事業実践指定校
高屋西小学校教育研究会
平成27・28・29年度「学びの変革」パイロット校事業指定校 平成28・29年度東広
10月27日
島市教育推進指定校 西条小学校教育研究会
平成28・29年度「学びの変革」パイロット校事業実践指定校 平成28・29年度東広
11月2日
島市教育推進指定校 西条中学校教育研究会
10月20日

11月8日 平成28・29年度東広島市教育推進指定校
11月22日

向陽中学校教育研究会

平成27・28・29年度「学びの変革」パイロット校事業指定校
島市教育推進指定校 八本松中学校教育研究会

平成29・30年度東広

12月8日 平成28・29年度東広島市教育推進指定校

板城西小学校教育研究会

1月26日 平成28・29年度東広島市教育推進指定校

風早小学校教育研究会

2月9日

高美が丘小学校教育研究会

平成28・29年度東広島市教育推進指定校

教育施設等状況視察
5月25日 北部学校給食センター（概要説明、視察）
竹仁小学校（学校概要説明、授業参観・意見交換、給食の試食）
出土文化財管理センター（概要説明、視察）
行政視察
1月23日 横浜市立中川西中学校 視察内容：学校経営について
～
1月24日 横浜市教育委員会事務局 視察内容：教職員の働き方改革について
川崎市立木月小学校 視察内容：小学校と大学の授業連携について
その他
4月1日

辞令交付式

6月4日

東広島市民スポーツ大会総合開会式

7月10日 広島県女性教育委員グループ総会・研修会
7月19日～
中国地区市町村教育委員会連合会研修大会
7月20日

8月2日

東広島北部学校給食センター開所式

8月22日 日本生物学オリンピック2017本選大会（広島大会）
10月24日 広島県市町教育委員会教育委員研修会
11月2日 広島県女性教育委員グループ研修会
11月18日 東広島市生涯学習フェスティバル開会式
1月6日

東ひろしま新春駅伝競走大会

1月8日

東広島市成人を祝う会

2月10日 東広島アザレア賞表彰式
2月21日 広島県女性教育委員グループ研修会

-151-

