
平成２８年 第１回 定例会  

 

開催日時 平成２８年１月２８日（木） １５：００～１６:４０ 

開催場所 教育委員会 ２階会議室 

出席者  平谷教育長 田中委員 井上委員 骨田委員 古川委員  

 

議案番号 議案名 議案の概要 結果 

第１号 
学校長の任免の内申につ

いて 
※非公開 可決 

第２号 

平成２８年度使用教科用

図書のうち特別支援学級

において使用する教科用

図書の採択について 

平成２８年度使用教科用図書

のうち特別支援学級において

使用する教科用図書の採択を

行おうとするもの 

採択 

 



平成２８年 第２回定例会 

 

開催日時  平成２８年２月２２日（月）    １７：３０～１９：２５  

開催場所  教育委員会 第１会議室 

出席者   平谷教育長 田中委員 井上委員 骨田委員 古川委員  

 

議案番号 議案名 議案の概要 結果 

第３号 
府中市職員の退職管理に関す

る条例の制定について 

府中市職員の退職管理に関し必要

な事項を定めようするもの 
承認 

第４号 

行政不服審査法の改正に伴う

関係条例の整備に関する条例

の制定について 

法律の改正による関係条例の所要

の整備を行おうとするもの 
承認 

第５号 

府中市特別職の職員で非常勤
のものの報酬及び費用弁償に
関する条例の一部改正につい
て（ただし、教育委員会の所
掌に係るものに限る。） 

適応指導教室指導員の報酬額の上

限を変更しようとするもの 
承認 

第６号 

府中市一般職の職員の給与に
関する条例の一部改正につい
て 

府中市一般職の給与を人事院勧告

に準じた額に変更しようとするも

の 

承認 

第７号 

府中市放課後児童健全育成事
業の設備及び運営に関する基
準を定める条例の一部改正に
ついて 

国の基準の一部改正に伴い、所要の

整備を行おうとするもの 
承認 

第８号 

平成２８年度府中市一般会計
予算について（ただし、教育
委員会の所掌に係るものに限
る。） 

平成２８年度教育委員会関係予算

案 
承認 

第９号 

平成２７年度府中市一般会計
補正予算（第６号）について
（ただし、教育委員会の所掌
に係るものに限る。） 

平成２７年度教育委員会関係補正

予算案 
承認 

第１０号 

平成２８年度使用教科用図書

のうち特別支援学級において

使用する教科用図書の採択に

ついて 

平成２８年度使用教科用図書のう

ち特別支援学級において使用する

教科用図書の採択を行おうとする

もの 

採択 

 



平成２８年 第３回 臨時会  

 

開催日時 平成２８年３月２日（水）  

開催場所 委員持回り 

出席者  平谷教育長 田中委員 井上委員 骨田委員 古川委員  

 

議案番号 議案名 議案の概要 結果 

第１１号 
学校長の任免の内
申について 

※非公開 可決 

 



平成２８年 第４回 臨時会  

 

開催日時 平成２８年３月２２日（火）  

開催場所 委員持回り 

出席者  平谷教育長 田中委員 井上委員 骨田委員 古川委員  

 

議案番号 議案名 議案の概要 結果 

第１２号 
部課長等の任免に
ついて 

※非公開 可決 

 



平成２８年 第５回 定例会  

 

開催日時 平成２８年３月２４日（木）  

開催場所 教育委員会 １階会議室 

出席者  平谷教育長 田中委員 井上委員 骨田委員 古川委員  

 

議案番号 議案名 議案の概要 結果 

第１３号 

府中市スポーツ推
進計画の制定につ

いて 

府中市スポーツ推進計画を策定した

ことによるもの 
可決 

第１４号 
府中市公民館長の
任命について 

前任者の辞職に伴い、後任の公民館長

を任命するもの 
可決 

第１５号 

府中市教育委員会
教育長に対する事
務委任規則の一部
改正について 

府中市事務決裁規程の決裁基準金額

が改正されることに伴い規則の一部

を改正するもの 

可決 

第１６号 

府中市教育委員会
事務局事務分掌規
則の一部改正につ
いて 

教育委員会体制の変更に伴い規則の

一部を改正するもの 
可決 

第１７号 

府中市教育委員会
公印規則の一部改
正について 

生涯学習課が教育センターへ移転す

るに際し、生涯学習課専用の公印を廃

止することに伴い規則の一部を改正

するもの 

可決 

第１８号 

府中市立小中学校
の管理及び学校教

育法の実施に関す
る規則の一部改正 

県の「職員の給与に関する条例」が改

正されることに伴う規則の所要の整

備を行うもの 

可決 

第１９号 

府中市放課後児童
クラブ条例施行規

則の一部改正につ
いて 

放課後児童支援員の勤務時間の変更

によって事業の実施時間を変更する

ことに伴い、規則の一部を改正するも

の 

可決 

第２０号 

府中市公民館運営
審議会委員の委嘱
について 

委員の異動に伴い、後任の委員を委嘱

するもの 
可決 

第２１号 
平成２８年度使用教科用図書のうち特別支援

学級において使用する教科図書について 
※非公開 可決 

 



平成２８年 第６回 定例会  

 

開催日時 平成２８年４月２２日（金）  

開催場所 教育委員会 １階会議室 

出席者  平谷教育長 田中委員 井上委員 骨田委員 古川委員  

 

議案番号 議案名 議案の概要 結果 

第２２号 
府中市社会教育委

員の委嘱について 

選出団体の代表者の交代に伴い、後任

の委員を委嘱するもの 
可決 

第２３号 

府中市公民館運営

審議会委員の委嘱

について 

委員の異動に伴い、後任の委員を委嘱

するもの 
可決 

 



平成２８年 第７回 定例会  

 

開催日時 平成２８年５月２７日（金）  

開催場所 教育委員会 １階会議室 

出席者  平谷教育長 田中委員 井上委員 骨田委員 古川委員  

 

議案番号 議案名 議案の概要 結果 

第２４号 

府中市特別職の職員の給

与に関する条例の一部改

正について（ただし、教

育委員会の所掌に係るも

のに限る。） 

市長、副市長及び教育長の給料

月額について、人事院勧告に伴

う職員給与の削減に伴い改正す

るもの 

承認 

第２５号 

平成２８年度府中市一般

会計補正予算(第２号)に

ついて（ただし、教育委

員会の所掌に係るものに

限る。） 

平成２８年度教育委員会関係補

正予算案 
承認 

第２６号 
府中市社会教育委員の委

嘱について 

選出団体の代表者の交代に伴

い、後任の委員を委嘱するもの 
可決 

第２７号 
府中市公民館運営審議会

委員の委嘱について 

委員の異動に伴い、後任の委員

を委嘱するもの 
可決 

 



平成２８年 第８回 定例会  

 

開催日時 平成２８年６月２４日（金）  

開催場所 教育委員会 １階会議室 

出席者  平谷教育長 田中委員 井上委員 骨田委員 古川委員  

 

議案番号 議案名 議案の概要 結果 

第２８号 
府中市社会教育委員の委

嘱について 

選出団体の役員の交代に伴い、

後任の委員を委嘱するもの 
可決 

第２９号 
府中市公民館運営審議会

委員の委嘱について 

委員の任期満了に伴い、新たに

委員を委嘱するもの 
可決 

 



平成２８年 第９回臨時会 

 

開催日時  平成２８年６月３０日（木）      

開催場所  委員持回り 

出席委員  平谷昭彦 田中幸夫 井上博昭 骨田るり子 古川一雄 

 

議案番号 議案名 議案の概要 結果 

第３０号 

平成２９年度に小中学校

の特別支援学級で使用す

る教科用図書のうち学校

教育法附則第９条の規定

による図書に係る採択の

採択基本方針について 

平成２９年度に小中学校の特別支援学

級で使用する教科用図書のうち学校教

育法附則第９条の規定による図書に係

る採択の採択基本方針について定める

もの 

採択 

 



平成２８年 第１０回 定例会  

 

開催日時 平成２８年７月２２日（金）  

開催場所 教育委員会 １階会議室 

出席者  平谷教育長 田中委員 井上委員 骨田委員 古川委員  

 

議案番号 議案名 議案の概要 結果 

第３１号 
府中市公民館運営審議会

委員の委嘱について 

委員の異動に伴い、新たに委員

を委嘱するもの 
可決 

第３２号 

府中市学校給食センター

運営協議会委員の任命に

ついて 

委員の異動に伴い、新たに委員

を任命するもの 可決 

 



平成２８年 第１１回 定例会  

 

開催日時 平成２８年８月２２日（金）  

開催場所 教育委員会 １階会議室 

出席者  平谷教育長 田中委員 井上委員 骨田委員 古川委員  

 

議案番号 議案名 議案の概要 結果 

第３３号 

平成２８年度府中市一般会計補

正予算(第３号)について（ただ

し、教育委員会の所掌に係るも

のに限る。） 

平成２８年度教育委員会関

係補正予算案 
承認 

第３４号 

平成２９年度使用教科用図書の

うち特別支援学級において使用

する教科用図書の採択について 

平成２９年度使用教科用図

書のうち特別支援学級にお

いて使用する教科用図書の

採択を行おうとするもの 

採択 

 



平成２８年 第１２回臨時会 

 

開催日時  平成２８年９月５日（月）      

開催場所  委員持回り 

出席委員  平谷昭彦 田中幸夫 井上博昭 骨田るり子 古川一雄 

 

議案番号 議案名 議案の概要 結果 

第３５号 
県費負担教職員の進退に

係る内申について 

県費負担教職員の懲戒について広島県

教育委員会へ内申するにあたって教育

委員会の議決を求めるもの 

可決 

 

 



平成２８年 第１３回 定例会  

 

開催日時 平成２８年９月２８日（金）  

開催場所 教育委員会 １階会議室 

出席者  平谷教育長 田中委員 井上委員 骨田委員 古川委員  

 

議案番号 議案名 議案の概要 結果 

第３６号 
府中市社会教育委員の委嘱につ

いて 

任期満了に伴い、新たに委員

を委嘱するもの 
可決 

第３７号 
府中市公民館運営審議会委員の

委嘱について 

任期満了に伴い、新たに委員

を委嘱するもの 
可決 

 



平成２８年 第１４回 定例会  

 

開催日時 平成２８年１１月２４日（木）  

開催場所 教育委員会 １階会議室 

出席者  平谷教育長 田中委員 井上委員 骨田委員 古川委員  

 

議案番号 議案名 議案の概要 結果 

第３８号 

府中市本山町協和集会所等公の

施設の指定管理者の指定につい

て 

公の施設の指定管理者を指

定するもの 
承認 

第３９号 
府中市職員の配偶者同行休業に

関する条例の制定について 

職員が外国で勤務等をする

配偶者と生活を共にし職務

に従事しない期間において

も身分を保有することがで

きるようにするため条例を

制定するもの 

承認 

第４０号 

府中市職員の分限に関する手続
及び効果に関する条例の一部改
正について 

職員の人事評価の結果を分

限等に反映するため条例の

一部改正を行うもの 

承認 

第４１号 

府中市職員の勤務時間、休暇等

に関する条例の一部改正につい

て 

職員が働きながら家族等を

介護しやすくするため条例

の一部改正を行うもの 

承認 

第４２号 
府中市一般職の職員の給与に関

する条例等の一部改正について 

一般職の職員の給料等につ

いて国家公務員に準じた支

給に改正し、人事評価の結果

を給与等に反映するため、条

例の一部改正を行うもの 

承認 



議案番号 議案名 議案の概要 結果 

第４３号 
府中市職員に対する退職手当に

関する条例の一部改正について 

雇用保険法等の一部を改正

する法律（平成２８年法律第

１７号）に伴う所要の整備の

ため条例の一部改正を行う

もの 

承認 

第４４号 
府中市立学校設置条例の一部改

正について 

新たに義務教育学校を設置

することに伴い条例の一部

改正を行うもの 

承認 

第４５号 
府中市体育施設設置及び管理に

関する条例の一部改正について 

体育施設の管理を行う者の

変更に伴い条例の一部改正

を行うもの 

承認 

第４６号 

平成２８年度府中市一般会計補

正予算(第４号)について（教育委

員会の所掌に係るものに限る。） 

平成２８年度教育委員会関

係補正予算案 
承認 

 

 

 



平成２８年 第１５回 定例会  

 

開催日時 平成２８年１２月２２日（木）  

開催場所 教育委員会 １階会議室 

出席者  平谷教育長 田中委員 井上委員 骨田委員 古川委員  

 

議案番号 議案名 議案の概要 結果 

第４７号 

府中市立小学校及び中学校区域

に関する規則の一部改正につい

て 

義務教育学校の設置に伴い

所要の整備を行うもの 
可決 

 


