
平成 30 年第 1 回定例会  

 

開催日時 平成 30 年 1 月 24 日（水曜） 13 時 30 分から 15 時 10 分まで 

開催場所 教育委員会 1 階会議室 

出席者  平谷教育長 骨田委員 古川委員 和知委員 

 

議案番号 議案名 議案の概要 結果 

第 1 号 

府中市立小中学校及び義

務教育学校管理規則の一

部改正について 

学校の文書管理基準を明確に

するため所要の整備を行うも

の 

可決 

第 2 号 
学校長の任免の内申につ

いて 
非公開 可決 

第 3 号 

平成 30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 30 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

行おうとするもので非公開 

採択 

 

 



平成 30 年第 2 回臨時会  

 

開催日時 平成 30 年 1 月 30 日（火曜） 

開催場所 委員持ち回り 

出席者  平谷教育長 骨田委員 古川委員 髙橋委員 和知委員 

 

議案番号 議案名 議案の概要 結果 

第 4 号 部課長等の任免について 非公開 可決 

 

 

 



平成 30 年第 3 回定例会  

 

開催日時 平成 30 年 2 月 19 日（月曜） 13 時 30 分から 15 時 20 分まで 

開催場所 教育委員会 1 階会議室 

出席者  平谷教育長 骨田委員 古川委員 髙橋委員 和知委員 

 

議案番号 議案名 議案の概要 結果 

第 5 号 

平成 30年度府中市一般会
計予算について（教育委
員会の所掌に係るものに
限る、） 

平成 30 年度教育委員会関係

当初予算案 
承認 

第 6 号 

指定管理者の指定期間の

変更及び指定管理者の指

定について 

指定管理者の指定期間の変更

と新たな指定管理者を指定す

るもの 

承認 

第 7 号 
府中市債権管理条例の制

定について 

市の債権管理に関する事務処

理について一般的基準その他

必要な事項を定めるもの 

承認 

第 8 号 

府中市学びの広場設置及

び管理条例の制定につい

て 

府中市学びの広場を整備し、

設置及び管理するため条例を

制定するもの 

承認 

第 9 号 

府中市職員に対する退職

手当に関する条例等の一

部改正について 

法律の改正に伴い所要の整備

を行うもの 
承認 

第 10 号 

平成 29年度府中市一般会

計補正予算（第 5 号）に

ついて（教育委員会の所掌

に係るものに限る。） 

平成 29 年度教育委員会関係

補正予算案 
承認 

第 11 号 
府中市指定重要文化財の

指定について 

府中市文化財保護審議委員会

の答申を受け清瀧神社本殿を

市指定重要有形文化財に指定

するもの 

可決 

第 12 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 

 



平成 30 年第 4 回臨時会  

 

開催日時 平成 30 年 2 月 22 日（木曜） 

開催場所 委員持ち回り 

出席者  平谷教育長 骨田委員 古川委員 髙橋委員 和知委員 

 

議案番号 議案名 議案の概要 結果 

第 13 号 

平成 29年度府中市一般会

計補正予算（第 6 号）に

ついて（教育委員会の所掌

に係るものに限る。） 

平成 29 年度教育委員会関係

補正予算案 
可決 

 

 

 



平成 30 年第 5 回臨時会  

 

開催日時 平成 30 年 3 月 8 日（木曜） 

開催場所 委員持ち回り 

出席者  平谷教育長 骨田委員 古川委員 髙橋委員 和知委員 

 

議案番号 議案名 議案の概要 結果 

第 14 号 
学校長の任免の内申につ

いて 
非公開 可決 

 

 



平成 30 年第 6 回定例会  

 

開催日時 平成 30 年 3 月 23 日（金曜） 13 時 30 分から 15 時 15 分まで 

開催場所 教育委員会 1 階会議室 

出席者  平谷教育長 骨田委員 古川委員 髙橋委員 和知委員 

 

議案番号 議案名 議案の概要 結果 

第 15 号 

府中市学びの広場設置及

び管理条例施行規則の制

定について 

府中市学びの広場を整備し、

設置及び管理するため規則を

制定するもの 

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 

新たに学びの広場に関する事

務分掌を規則に追加するもの 
可決 

第 17 号 
府中市学校運営協議会規

則の一部改正について 

法律の改正に伴い所要の整備

を行うもの 
可決 

第 18 号 

府中市放課後児童クラブ

条例施行規則の廃止につ

いて 

事務の移管に伴い教育委員会

規則を廃止するもの 
可決 

第 19 号 
府中市公民館長の任命に

ついて 

前任者の辞職に伴い新たに公

民館長に任命するもの 
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 

委員の異動に伴い新たに委員

を委嘱するもの 
可決 

第 21 号 

平成 30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（追加）について 

平成 30 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

行おうとするもので非公開 

採択 

 

 



平成 30 年第 7 回定例会  

 

開催日時 平成 30 年 4 月 27 日（金曜） 15 時 30 分から 16 時 45 分まで 

開催場所 教育センター1 階会議室 

出席者  平谷教育長 骨田委員 古川委員 髙橋委員 和知委員 

 

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 

委員の異動に伴い新たに委員

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 

委員の異動に伴い新たに委員

を委嘱するもの 
可決 

 



平成 30 年第 8 回定例会  

 

開催日時 平成 30 年 5 月 23 日（水曜） 13 時 29 分から 14 時 28 分まで 

開催場所 教育センター1 階会議室 

出席者  平谷教育長 骨田委員 古川委員 髙橋委員 和知委員 

 

議案番号 議案名 議案の概要 結果 

第 24 号 

平成 30年度府中市一般会

計補正予算（第２号 

について（教育委員会の所

掌に係るものに限る。） 

平成 30 年度教育委員会関係

補正予算案 
承認 

第 25 号 
府中市社会教育委員の委

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 26 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 27 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

に任命するもの 
可決 

 



平成 30 年第 9 回臨時会  

 

開催日時 平成 30 年 6 月 6 日（水曜） 

開催場所 委員持ち回り 

出席者  平谷教育長 骨田委員 古川委員 髙橋委員 和知委員 

 

議案番号 議案名 議案の概要 結果 

第 28 号 

平成３１年度小学校・中学

校及び義務教育学校で使

用する教科用図書の採択

に係る府中市教育委員会

における採択基本方針に

ついて 

平成３１年度に小学校・中学

校及び義務教育学校で使用す

る教科用図書の採択に係る採

択基本方針について定めるも

の 

採択 

 



平成 30 年第 10 回定例会  

 

開催日時 平成 30 年 6 月 27 日（水曜） 14 時 00 分から 14 時 55 分まで 

開催場所 教育センター1 階会議室 

出席者  平谷教育長 骨田委員 古川委員 和知委員 

 

議案番号 議案名 議案の概要 結果 

第 29 号 
府中市社会教育委員の委

嘱について 

任期満了伴い新たに委員を委

嘱するもの 
可決 

第 30 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 31 号 
府中市図書館協議会委員

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

に任命するもの 
可決 

 



平成 30 年第 11 回定例会  

 

開催日時 平成 30 年 7 月 31 日（火曜） 14 時 00 分から 19 時 20 分まで 

開催場所 教育センター1 階会議室 

出席者  平谷教育長 骨田委員 古川委員 髙橋委員 和知委員 

 

議案番号 議案名 議案の概要 結果 

第 33 号 

専決処分の承認について
（平成 30年度府中市一般
会計補正予算（第 3 号）） 

平成 30 年度専決補正予算案 承認 

第 34 号 

平成 30 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 30 年度教育委員会関係

補正予算案 
承認 

第 35 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 36 号 

平成 31年度小学校及び義

務教育学校前期課程で使

用する教科用図書（「特別

の教科 道徳」を除く）の

採択について 

平成 31 年度小学校及び義務

教育学校前期課程で使用する

教科用図書の採択を行おうと

するもの ※会議 非公開 

採択 

第 37 号 

平成 31年度中学校及び義

務教育学校後期課程で使

用する「特別の教科 道

徳」の教科用図書の採択に

ついて 

平成 31 年度中学校及び義務

教育学校後期課程で使用する

教科用図書の採択を行おうと

するもの ※会議 非公開 

採択 

 



平成 30 年第 12 回定例会  

 

開催日時 平成 30 年 8 月 22 日（水曜） 13 時 30 分から 17 時 30 分まで 

開催場所 教育センター1 階会議室 

出席者  平谷教育長 骨田委員 古川委員 髙橋委員 和知委員 

 

議案番号 議案名 議案の概要 結果 

第 38 号 

過疎地域自立促進計画の
変更について（教育委員会
の所掌に係るものに限
る。） 

現在実行中の過疎地域自立促

進計画に社会インフラ等整備

のための事業を加えるもの 

承認 

第 39 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 

災害派遣手当等を支給するこ

とについて必要な事項を定め

るもの 

承認 

第 40 号 

平成 29 年度府中市一般
会計歳入歳出決算認定に

ついて （教育委員会の所
掌に係るものに限る。） 

平成 29 年度教育委員会関係

歳入歳出決算認定案 
承認 

第 41 号 

平成 30 年度府中市一般
会計補正予算（第 5 号）
について （教育委員会の
所掌に係るものに限る。） 

平成 30 年度教育委員会関係

補正予算案 
承認 

第 42 号 

平成 31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 31 年度特別支援学級で

使用する教科用図書の採択を

行おうとするもの ※非公開 

採択 

 



平成 30 年第 13 回定例会  

 

開催日時 平成 30 年 9 月 26 日（水曜） 13 時 30 分から 14 時 30 分まで 

開催場所 教育センター1 階会議室 

出席者  平谷教育長 骨田委員 古川委員 髙橋委員 和知委員 

 

議案番号 議案名 議案の概要 結果 

第 43 号 
教育財産の取得申出につ
いて 

府中市国府公民館建設に伴

い、教育財産の取得を府中市

長に申出するもの 

可決 

第 44 号 
府中市社会教育委員の委
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 

第 45 号 
府中市公民館運営審議会

委員の委嘱について 

委員の任期満了及び異動に伴

い新たに委員を委嘱するもの 
可決 

 



平成 30 年第 14 回定例会  

 

開催日時 平成 30 年 11 月 21 日（水曜） 13 時 30 分から 14 時 35 分まで 

開催場所 教育センター1 階会議室 

出席者  平谷教育長 骨田委員 古川委員 髙橋委員 和知委員 

 

議案番号 議案名 議案の概要 結果 

第 46 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、期末手

当、勤勉手当等を国家公務員

に準じた支給とするもの 

承認 

第 47 号 
府中市公民館条例の一部
改正について 

府中市公民館施設整備方針に

より龍田公民館及び西公民館

を廃止するもの 

承認 

第 48 号 

府中市地域集会所設置及
び管理条例の一部改正に
ついて 

龍田公民館を廃止することに

伴い同施設内に設置している

府中集会所を廃止するもの 

承認 

第 49 号 

平成 30年度府中市一般会
計補正予算（第 6 号）に
ついて（教育委員会の所掌
に係るものに限る。） 

平成 30 年度教育委員会関係

補正予算 
承認 

 

 


