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第１章 教育委員会の運営について 

  

 教育委員会では、毎月１回の定例会議を開催し付議事件を審議・議決してきました。 

また、必要に応じて委員会終了後に協議会を開催し、教育に関する諸問題について、関係者

からの意見聴取や質疑応答を行いながら、子どもを取り巻くさまざまな問題の現状を把握し、対応

の方向性等を検討しました。平成28年度の開催状況等は次のとおりです。 

 

１ 教育委員会会議開催状況（平成 28年４月～平成 29年３月） 

（1）開催日数   会議開催 13日 

（2）付議事件数  71件 

（3）議決事件数  55件 

（4）報告事件数  14件 

（5）その他件数   2件 

 ※詳細は次ページ表を参照 

 

２ 主な行事（平成 28年４月～平成 29年３月） 

（1）校長会、教頭会、教務主任会において毎月１回、教育委員会事務局からの指導、伝達、協議、

情報交換等を実施しました。 

（2）教育長訪問として公立の全小中学校、幼稚園・保育園を年１回訪問し、状況の把握と指導を

実施しました。 

（3）平成 21年度から多治見市 PTA 連合会と定期的に意見交換会を実施しており、平成 28年度

は 1回行いました。 

（4）先進地視察として、平成 28年 8月に東京都江戸川区、神奈川県横浜市を訪問しました。 

視察内容 放課後健全育成事業 

 

＜多治見市教育委員会委員＞ 敬称略 

 

職名 氏名 
任期 

自       至 
備考 

委員長 中澤
なかざわ

 香代
か よ

 平成 26年 10月 1日 平成 30年 9月 30日 
1期目 

H26.10.1～ 

委員長 

職務代理者 前田
ま え だ

 市
いち

朗
ろ う

 平成 27年 10月 1日 平成 31年 9月 30日 
1期目 

H27.10.1～ 

委員 小林
こばやし

 甲一
こういち

 平成 24年 10月 1日 平成 29年 9月 30日 
2期目 

H20.10.1～ 

委員 木下
きのした

 貴子
た か こ

 平成 28年 10月 1日 平成 32年 9月 30日 
1期目 

H28.10.1～ 

委員 

（教育長） 渡邉
わたなべ

 哲郎
てつろう

 平成 25年 10月 1日 平成 29年 9月 30日 
1期目 

H25.10.1～ 
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回 開催年月日 報 議 選 件              名 所管課

H28.4.25 1 多治見市立小中学校の教務主任等の承認について 教育推進課

2 多治見市児童生徒結核対策委員会委員の報告について 教育推進課

3 多治見市学校医、学校歯科医及び学校薬剤師（補欠）の報告について 教育推進課

4 多治見市青少年育成推進員（補欠委員）の報告について 教育推進課

5 多治見市学校給食アレルギー対応検討委員会委員（補欠委員）の報告について 教育総務課

6 多治見市学校給食運営委員会委員（補欠委員）の報告について 教育総務課

7 多治見市インクルーシブ教育（支援児包容教育）推進委員会委員の報告について 教育推進課

22 多治見市奨学資金貸付規則による平成28年度奨学生の決定について 教育総務課

23 多治見市指定文化財の指定について
文化財保護セン
ター

H28.5.26 8 多治見市学校医、学校歯科医及び学校薬剤師（補欠）の報告について 教育推進課

9 学校運営協議会委員の報告について 教育推進課

10 多治見市親育ち支援委員会委員の報告について 教育推進課

11 多治見市子どもの体力向上推進委員会委員の報告について 教育研究所

12 多治見市学校給食アレルギー対応検討委員会委員の報告について 教育総務課

24 多治見市学校給食共同調理場設置条例の一部を改正するについて 教育総務課

25 多治見市小学校及び中学校の設置等に関する条例の一部を改正するについて 教育総務課

26
平成28年度多治見市一般会計補正予算（第1号）のうち教育に関する事務に係る
部分について

教育総務課

27 多治見市就学等支援委員会委員の委嘱又は任命について 教育相談室

28 多治見市学校災害補償規則の一部を改正するについて 教育推進課

29 平成28年度教科用図書東濃採択地区協議会の設置について 教育推進課

13 多治見市教育行政評価委員会委員の報告について 教育推進課

14 多治見市学校給食運営委員会委員（補欠委員）の報告について 教育総務課

H28.6.23 30 多治見市立小学校及び中学校通学区域審議会委員の委嘱又は任命について 教育推進課

31 多治見市立学校施設の開放に関する規則の一部を改正する規則 教育総務課

32 多治見市たじっこクラブ業務受託者選定委員会設置要綱を制定するについて 教育推進課

33 多治見市たじっこクラブ業務受託者選定委員会委員について 教育推進課

34
30人程度学級編制の実施に係る多治見市費負担教職員の採用等に関する規則の
一部を改正するについて

教育推進課

35 多治見市学校給食運営委員会委員の委嘱について 教育総務課

H28.7.21 36 多治見市教育委員会表彰規則に基づく被表彰者の決定について 教育総務課

37 多治見市学校給食調理場の組織等に関する規則の一部を改正するについて 教育総務課

38 平成29年度使用教科用図書の採択について 教育推進課

H28.8.25 39
多治見市児童等適応指導教室（さわらび学級）設置規則の一部を改正するについ
て

教育推進課

40
平成27年度多治見市一般会計歳入歳出決算のうち教育に関する事務に係る部分
について

教育総務課

41
平成28年度多治見市一般会計補正予算（第２号）のうち教育に関する事務に係る
部分について

教育総務課

42 多治見市教育委員会委員の任命について 教育総務課

43
使用料・手数料等の見直しに伴う関係条例の整備等に関する条例を制定するにつ
いて

教育総務課

平成28年度　多治見市教育委員会付議案件一覧
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H28.9.29 1 委員長の選挙を行うについて 教育総務課

2 委員長職務代理者の指定について 教育総務課

H28.10.28 44 天然記念物のしでこぶし群生地の名称等の変更について
文化財保護セン
ター・保護セン
ター

45
平成27年度多治見市教育委員会の事務の管理及び執行の状況の点検及び評価
に関する報告書について

教育推進課

H28.11.24 46
多治見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
法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を改
正するについて

企画防災課
教育推進課

47 多治見市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正するについて 人事課

48 多治見市職員の給与に関する条例等の一部を改正するについて 人事課

49 多治見市職員退職手当に関する条例の一部を改正するについて 人事課

50 多治見市立幼稚園の設置及び管理に関する条例の一部を改正するについて 子ども支援課

51
平成28年度多治見市一般会計補正予算（第３号）のうち教育に関する事務に係る
部分について

教育総務課

H28.12.26 52
多治見市立幼稚園の設置及び管理に関する条例施行規則及び多治見市学校給
食調理場の組織等に関する規則の一部を改正するについて

子ども支援課

53 平成29年度の夏季休業日の終了日について 教育推進課

54 多治見市たじっこクラブの実施に関する条例施行規則の一部を改正するについて 教育推進課

55 多治見市指定文化財の名称変更について
文化財保護セン
ター

H29.1.26 1 平成29年度多治見市立小中学校教職員の人事異動方針を定めるについて 教育推進課

2 平成29年度多治見市立幼稚園教職員の人事異動方針を定めるについて 子ども支援課

3
多治見市立中学校における30人程度学級の編制等に関する規則の一部を改正す
るについて

教育推進課

4 多治見市立小泉小学校建設検討委員会設置要綱を制定するについて 教育総務課

5 多治見市教育委員会表彰規則に基づく表彰対象者の決定について 教育総務課

H29.2.17 6
多治見市教育長の勤務時間、休暇等及び職務専念義務の特例に関する条例を制
定するについて

人事課

7
地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う
関係条例の整備等に関する条例を制定するについて

人事課

8 多治見市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正するについて 人事課

9
平成28年度多治見市一般会計補正予算（第４号）のうち教育に関する事務に係る
部分について

教育総務課

10 平成29年度多治見市一般会計予算のうち教育に関する事務に係る部分について 教育総務課

11 学校運営協議会を設置する学校の指定について 教育推進課

H29.3.8 12 平成29年度幼児教育指導の方針と重点を定めるについて 教育研究所

13 平成29年度小・中学校教育の方針と重点を定めるについて 教育研究所

14 多治見市立小泉小学校建設検討委員会委員の委嘱又は任命について 教育総務課

15 平成29年度多治見市立小・中学校教職員の人事異動内申について 教育推進課

H29.3.29 16 多治見市文化財審議会委員を委嘱するについて
文化財保護セン
ター

17 多治見市陶磁器等資料収集鑑査委員会の設置について
文化財保護セン
ター

18 多治見市青少年育成推進員の委嘱について 教育推進課

19 多治見市学校医、学校歯科医及び学校薬剤師を委嘱するについて 教育推進課

20 教育長に対する事務委任規則の一部を改正するについて 教育総務課

21 多治見市奨学資金の給費規則による平成28年度選奨生の決定について 教育総務課
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