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平成平成平成平成 27272727 年度年度年度年度    教育委員会の活動教育委員会の活動教育委員会の活動教育委員会の活動    

    

(1) 平成27年度 教育委員会（定例会・臨時会）の開催状況 

区分 開催日 種別 提出議題及びその他の報告 

4月定例会 4月27日 

議案 

報告 

〃 

・東海村指定文化財指定 

・東海村文化財保護審議会委員委嘱 

・東海村スポーツ推進委員委嘱 

5月定例会 5月25日 

議案 

〃 

〃 

〃 

報告 

〃 

その他 

・東海村スポーツ推進委員委嘱 

・真崎古墳群公園用地取得変更 

・東海村中央公民館の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例 

・平成27年度東海村一般会計補正予算 

・東海村立図書館協議会委員委嘱 

・東海村社会教育委員及び公民館運営審議会委員委嘱 

・平成27年度学齢簿 

6月定例会 6月23日 

議案 

協議 

その他 

〃 

・東海村指定文化財指定解除に関する東海村文化財保護審議会への諮問 

・幼稚園保育料改定案 

・東海村教育委員会の権限に属する事務の点検及び評価（平成26年度分） 

・学校給食業の一部民間委託導入スケジュール 

7月定例会 7月24日 

議案 

 

〃 

報告 

〃 

 

その他 

〃 

・平成28年度使用中学校用教科用図書並びに小・中学校特別支援学級知的障害

者用教科用図書採択 

・平成27年度要保護及び準要保護児童・生徒認定 

・東海村総合教育会議設置要綱制定 

・東海村中央公民館の設置及び管理に関する条例施行規則の一部を改正する規

則 

・東海村奨学基金の状況及び奨学生選考結果の概要 

・平成27年度 地域との連携による学校の防災力強化推進事業 

8月定例会 8月25日 

議案 

〃 

〃 

〃 

〃 

・東海村立幼稚園保育料等徴収条例の一部を改正する条例 

・東海文化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 

・平成26年度公益財団法人東海村文化・スポーツ振興財団決算等報告 

・平成27年度東海村一般会計補正予算 

・平成27年度要保護及び準要保護児童・生徒の追加認定 

9月定例会 9月25日 

議案 

報告 

 

〃 

〃 

選挙 

〃 

その他 

・平成27年度要保護及び準要保護児童・生徒の追加認定 

・東海村指定文化財指定解除に関する東海村文化財保護審議会への諮問に対す

る答申 

・東海村スイミングプラザの休業日変更 

・児童生徒の教育支援に関する教育支援委員会への諮問 

・東海村教育委員会委員長選挙 

・東海村教育委員会委員長職務代理者選挙 

・平成26年度東海村教育費決算 

10月定例会 10月23日 

議案 

 

〃 

報告 

・東海村立学校職員の教員評価に係る評価結果に対する苦情対応に関する要綱

制定 

・平成27年度要保護及び準要保護児童・生徒の追加認定 

・東海南中学校夜間照明グランド使用時間及び休業日変更 

11月定例会 11月26日 

議案 

〃 

〃 

 

〃 

〃 

その他 

・指定管理者指定 

・平成27年度東海村一般会計補正予算 

・平成27年度（平成26年度事業対象）東海村教育行政評価報告書（東海村教育

委員会の権限に属する事務の点検及び評価） 

・児童生徒の教育支援に関する教育支援委員会への諮問 

・平成27年度要保護及び準要保護児童・生徒の追加認定 

・東海村教育振興基本計画（後期基本計画） 

12月定例会 12月24日 

議案 

〃 

報告 

その他 

・東海村営テニスコート及び東海村総合体育館の休館日開館 

・平成27年度要保護及び準要保護児童・生徒の追加認定 

・児童生徒の教育支援に関する教育支援委員会への諮問に対する答申 

・教育長就任及び教育長職務代理者 



- 2 - 
 

区分 開催日 種別 提出議題及びその他の報告 

1月定例会 1月25日 

報告 

〃 

その他 

・東海村教育委員会事務局組織規則の一部を改正する規則 

・児童生徒の教育支援に関する教育支援委員会への諮問 

・平成27年度 東海村教育振興大会表彰者 

2月定例会 2月29日 

議案 

〃 

〃 

〃 

その他 

〃 

・平成27年度東海村一般会計補正予算 

・平成28年度東海村教育行政の重点施策 

・平成28年度東海村教育予算（案） 

・平成27年度要保護及び準要保護児童・生徒の追加認定 

・東海村一般職の任期付教職員の採用等に関する条例の一部改正 

・平成28年度東海村奨学生（入学準備金）募集と選考結果について 

3月臨時会 3月16日 議案 ・教職員人事異動 

3月定例会 3月25日 

議案 

〃 

〃 

〃 

〃 

 

〃 

報告 

〃 

その他 

〃 

〃 

・東海村児童生徒等の就学に関する規則の一部を改正する規則 

・東海村立学校教職員安全衛生管理規則の制定 

・学校薬剤師委嘱 

・平成27年度要保護及び準要保護児童・生徒の追加認定 

・東海村立小学校及び中学校の施設の開放に関する規則の一部を改正する規則 

・東海村教育振興基本計画後期計画－とうかい教育プラン2020－の策定 

・東海村一般職の任期付村費教職員の採用等に関する条例の一部を改正する条

例 

・東海村教育委員会公印規則の一部を改正する規則 

・東海村スポーツ大会出場助成金交付要綱の一部改正 

・学校事務の共同実施協議会 

・平成27年度教育委員会活動に係る各委員の所感・意見等 

 

(2) 教育委員会（定例会・臨時会）回数・件数 

区分 開催回数 

教育委員会提出議題件数 

選挙 議案 報告 協議 

定例会 12回 2件 33件 15件 1件 

臨時会  1回 0件 1件  0件 0件 

合計 13回 2件 34件 15件 1件 

 ※議題件数に「その他」は含みません。 

 

(3) 平成27年度 総合教育会議の参加状況 

 開催日 議題 

第1回 5月20日 

(1)東海村総合教育会議について（議題とする内容，会議の運営規程や傍聴要領に関

する取り決めについて） 

(2)大綱の策定について 

(3)東海村の教育について（意見交換） 

第2回 11月27日 

(1)学校現場の取り組みについて 

(2)村政懇談会等から見えてきたことについて 

(3)その他 

 ・学校からの要望等 

 ・東海村教育振興計画(後期) 

 ・その他（意見交換） 

第3回 3月18日 

(1)東海村教育振興計画後期基本計画・大綱について 

(2)来年度の総合教育会議スケジュール 

(3)意見交換 

※総合教育会議は学校教育課補助執行事務です。 



- 3 - 
 

(4) その他の活動（参加行事・研修会等） 

月日 内容 月日 内容 

4月 1日 

教職員等辞令交付伝達式 

（新任・転入者） 

9月 5日 村立中学校体育祭 

4月 7,8日 村立小・中学校 入学式 10月12日 東海村総合体育大会 

4月10日 村立幼稚園，認定こども園 入園式 10月30日 村音楽祭 

5月 8日 

東海村学校運営推進委員会 

（学校長による学校運営方針の説明） 

11月18日 研究発表会（東海南中学校） 

5月23日 村立小学校運動会 12月18,19日 教育委員県外研修（長野県） 

5月26日 

茨城県市町村教育委員会連合会 

定期総会・講演会（常総市） 

2月 4日 立志式 

6月12日 

茨城県第2採択地区 第1回教科用図書 

選定協議会 

2月19日 東海村教育振興大会 

6月23,24,25日 学校訪問（村立小学校） 3月10日 村立中学校 卒業式 

7月13日 学校訪問（村立中学校） 3月17,19日 村立幼稚園，認定こども園 卒園式 

7月15日 

茨城県第2採択地区 第2回教科用図書 

選定協議会 

3月22日 村立小学校 卒業式 

7月24日 

(定例会前) 

平成27年度教育行政評価 

（平成26年度分）ヒアリング 

3月31日 

教職員等辞令交付伝達式 

（退職・転出者） 

 


