
 

平成 29年度 東海村教育委員会の活動 

 

(1) 平成29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25日 

報告 

〃 

〃 

その他 

〃 

・東海村スポーツ推進計画策定委員会設置要綱の制定 

・社会教育主事，学芸員及び司書の任用 

・東海村文化財保護審議会委員の委嘱 

・いきいき茨城ゆめ国体東海村実行委員会補助金交付要綱の制定 

・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28年度分） 

5月定例会 5月23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 

・東海村幼児施設設置協議会要項を廃止する訓令 

・第29-28-102-K-001号 東海南中学校格技場等改修工事 

・第29-29-102-K-001号 文化センター外装改修工事 

・第29-29-102-K-002号 スイミングプラザスライダー改修工事 

・東海村スポーツ推進委員の委嘱 

・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 

・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施行規則の制定 

・東海村立図書館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 

・東海村スポーツ推進委員の委嘱 

・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 

・（仮称）歴史と未来の交流館基本設計案の報告及び管理運営計画骨子 

・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28年度分） 

・平成29年度学齢簿 

6月定例会 6月28日 

議案 

〃 

報告 

〃 

その他 

〃 

〃 

・東海村教育委員会公告式規則の一部を改正する規則 

・平成29年度要保護及び準要保護児童・生徒の認定 

・東海村社会教育委員の委嘱 

・東海村公民館運営審議会委員の委嘱 

・村松幼稚園内装改修工事設計業務 

・東海村奨学基金の状況及び奨学生選考結果 

・東海村立小中学校における障がいを理由とする差別の解消の推進に関する対

応要領 

7月定例会 7月25日 

議案 

〃 

 

報告 

その他 

・平成29年度要保護及び準要保護児童・生徒の認定 

・平成30年度小・中学校において使用する教科用図書並びに小・中学校特別支

援学級（知的障害）において使用する教科用図書の採択 

・東海村文化財保護審議会への諮問 

・東海村文化・スポーツ振興財団補助金交付要綱の制定 

8月定例会 8月24日 

議案 

報告 

〃 

その他 

・平成29年度要保護及び準要保護児童・生徒の認定 

・教育財産（スポーツトラクタ）の取得の申出 

・東海村教育支援委員会委員の委嘱 

・東海村教育支援委員会の答申 

9月定例会 9月26日 

議案 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

 

〃 

報告 

その他 

〃 

・東海村立学校管理規則の一部改正する規則 

・東海村立学校処務規程の一部を改正する訓令 

・東海村奨学金返還金預金口座振替事務取扱要綱の一部改正する告示 

・東海村教育委員会幼児教育交流研修要綱を廃止する訓令 

・東海村（仮称）歴史と未来の交流館展示監修委員会設置要綱の制定 

・平成29年度（平成28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） 

・平成29年度東海村一般会計補正予算 

・東海村学校運営協議会準備委員会設置要綱の制定 

・東海村児童生徒就学奨励規則の制定 

・平成28年度公益財団法人東海村文化・スポーツ振興財団決算等の報告 

10月定例会 10月25日 議案 ・平成29年度要保護及び準要保護児童・生徒の認定 

11月定例会 11月27日 

議案 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

・東海村児童生徒就学援助規則の制定 

・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 

・東海村奨学基金及び貸与に関する条例施行規則の一部を改正する規則 

・平成29年度東海村一般会計補正予算 

・東海村個人番号の利用に関する条例の一部を改正する条例 

・平成29年度要保護及び準要保護児童・生徒の認定 

 



 

区分 開催日 種別 提出議題及びその他の報告 

12月定例会 12月25日 

議案 

報告 

 

〃 

その他 

〃 

〃 

・東海村立小中学校教職員海外派遣要綱を廃止する訓令 

・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

例の議案提出 

・平成29年度東海村一般会計補正予算（第4号）の議案提出 

・東海村文化財保護審議会の答申について 

・平成29年度要保護及び準要保護児童・生徒の認定 

・教育支援委員会の答申 

1月定例会 1月25日 

議案 

その他 

〃 

〃 

・東海村指定文化財の解除 

・東海村教育支援委員会の答申 

・東海村スポーツ推進計画（案） 

・村立保育所，幼稚園等に関する再編整備基本計画（案） 

2月定例会 2月26日 

議案 

〃 

 

〃 

〃 

 

〃 

 

〃 

〃 

〃 

・東海村教育委員会教育長に対する事務委任規則の一部を改正する規則 

・平成30年第1回東海村議会定例会に付議する教育委員会に係る予算議案の意見

聴取 

・東海村いじめ問題対策連絡協議会等条例に係る意見聴取 

・東海村特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部

を改正する条例に係る意見聴取 

・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

例に係る意見聴取 

・東海村学校運営協議会規則の制定 

・東海村立学校管理規則の一部を改正する規則 

・東海村立学校評議員運営に関する要綱の一部を改正する告示 

3月臨時会 3月15日 議案 ・教職員の人事異動 

3月定例会 3月26日 

議案 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

報告 

〃 

その他 

・東海村教育委員会事務局組織改編に伴う関係規則の整備に関する規則 

・東海村スポーツ推進計画推進委員会設置要綱の制定 

・東海村いじめ防止対策委員会設置要綱の制定 

・教育委員会事務局職員の人事異動 

・平成30年度 教育施設等工事計画の策定 

・学校歯科医，学校薬剤師の解嘱及び委嘱 

・東海村文化財保護・活用計画 

・東海村スポーツ推進計画 

・東海村ＩＣＴ教育環境整備及びＩＣＴ教育推進計画（案） 

 

(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 0件 42件 18件 0件 

臨時会  1回 0件 1件  0件 0件 

合計 13回 0件 43件 18件 0件 

 ※議題件数に「その他」は含みません。 

 

(3) 平成29年度 総合教育会議の参加状況 

開催日 議題 

5月10日 

(1) 各学校のグランドデザインについて 

(2) 照沼小学校の特認校について 

(3) コミュニティスクール（学校運営協議会制度）について 

2月26日 
(1) 村松小学校のコミュニティスクール（学校運営協議会制度）について 

(2) ＩＣＴ環境の整備について 

※総合教育会議は学校教育課補助執行事務です。 

 



 

(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 3日 
教職員等辞令交付伝達式 

（新任・転入者） 
10月 9日 東海村総合体育大会 

4月 7,10日 村立小学校，中学校 入学式 10月18日 
茨城県市町村教育委員会教育委員研

修会（水戸市） 

4月12日 村立幼稚園，認定こども園 入園式 10月28日 村文化祭小中学校音楽祭 

5月10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 8日 研究発表会（照沼小学校） 

5月20日 村立小学校運動会 11月 9日 
市町村教育委員会研究協議会（つく

ば市） 

5月26日 
関東甲信越静教育委員会連合会 

総会・研修会（大和市） 
11月20日 茨城県町村教育長会特別研修会 

5月30日 
茨城県市町村教育委員会連合会 

定期総会・講演会（水戸市） 
11月21，22日 

先進地視察研修（南魚沼市，太田

市） 

6月 5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 1日 立志式 

6月16日 
平成29年度教育行政評価 

（平成28年度分）ヒアリング 
2月16日 東海村教育振興大会 

6月28～30日  学校訪問（村立小中学校） 3月13日 村立中学校 卒業式 

7月14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16,17日 村立幼稚園，認定こども園 卒園式 

8月31日 茨城県市町村教育委員会連合会研修会 3月20日 村立小学校 卒業式 

9月 9日 村立中学校体育祭 3月30日 
教職員等辞令交付伝達式 

（退職・転出者） 

 


