
13 
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１．平成２６年度 教育委員会委員長および教育委員の活動報告               

 

(1) 教育委員会委員長の活動報告 

  平成２６年 

４月 ３日（水） 大阪府市町村教育委員会委員長・教育長会議に出席 

４月２２日（火） 定例教育委員会議に出席 

４月 ６日（日） 市制６０周年記念式典に出席 

５月１８日（日） 市制施行６０周年記念祝賀地車パレードを視察、駅前子ども教室を視察 

５月２６日（月） 定例教育委員会議に出席 

６月２５日（水） 定例教育委員会議に出席 

７月２２日（火） 教育委員研修会に出席 

７月２３日（水） 定例教育委員会議に出席 

７月２８日（月） 臨時教育委員会議に出席 

８月１７日（日） 大阪府教育委員会任期付校長応募者を面接 

８月２１日（木） 河内長野市教育のあり方熟議に出席 

８月２８日（木） 定例教育委員会議に出席 

８月２９日（金） 市議会本会議に出席 

９月２７日（土） 市立中学校体育大会を視察 

９月２９日（月） 定例教育委員会議に出席 

１０月１９日（日） 市立小学校運動会を視察 

１０月２０日（月） 近畿市町村教育委員会研修会 

１０月２８日（火） 定例教育委員会議に出席 

１０月２９日（水） 市立中学校を訪問 

１１月 ３日（月） 市民表彰式に出席 

１１月 ５日（水） 大阪府市町村教育委員研修会に出席 

１１月２５日（火） 定例教育委員会議に出席 

１２月２４日（水） 定例教育委員会議に出席 

 平成２７年 

１月 ５日（月） 新年の集いに出席 

１月１１日（日） 消防出初式に出席 

１月１２日（月） 成人のつどいに出席 

１月１５日（木） 大阪府教育委員会委員長研修会に出席 

１月２９日（木） 定例教育委員会議に出席 

２月 １日（日） 南大阪駅伝大会に出席 

２月 ５日（木） 南河内地区市町村教育委員研修会に出席 

２月１５日（日） 市民マラソン大会を視察 

２月２６日（木） 定例教育委員会議に出席 

３月１３日（金） 市立中学校卒業式に出席 

３月１８日（水） 市立小学校卒業式に出席 

３月２５日（水） 定例教育委員会議に出席 
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(2) 教育委員の活動報告 

  平成２６年 

４月２２日（火） 定例教育委員会議に出席 

４月 ６日（日） 市制６０周年記念式典に出席 

５月１８日（日） 市制施行６０周年記念祝賀地車パレードを視察、駅前子ども教室を視察 

５月２６日（月） 定例教育委員会議に出席 

６月２５日（水） 定例教育委員会議に出席 

７月２２日（火） 教育委員研修会に出席 

７月２３日（水） 定例教育委員会議に出席 

７月２８日（月） 臨時教育委員会議に出席 

８月１７日（日） 大阪府教育委員会任期付校長応募者を面接 

８月２１日（木） 河内長野市教育のあり方熟議に出席 

８月２８日（木） 定例教育委員会議に出席 

９月２７日（土） 市立中学校体育大会を視察 

９月２９日（月） 定例教育委員会議に出席 

１０月 ３日（金） 市立小中学校を訪問 

１０月１０日（金） 市立小学校を訪問 

１０月１９日（日） 市立小学校運動会を視察 

１０月１５日（水） 市立中学校を訪問 

１０月２８日（火） 定例教育委員会議に出席 

１０月３０日（木） 市立小中学校を訪問 

１１月 ３日（月） 市民表彰式に出席 

１１月２５日（火） 定例教育委員会議に出席 

１２月２４日（水） 定例教育委員会議に出席 

 平成２７年 

１月 ５日（月） 新年の集いに出席 

１月１１日（日） 消防出初式に出席 

１月１２日（月） 成人のつどいに出席 

１月２９日（木） 定例教育委員会議に出席 

２月 ５日（木） 南河内地区市町村教育委員研修会に出席 

２月１５日（日） 市民マラソン大会を視察 

２月２６日（木） 定例教育委員会議に出席 

３月１３日（金） 市立中学校卒業式に出席 

３月１８日（水） 市立小学校卒業式に出席 

３月２５日（水） 定例教育委員会議に出席 
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２．平成２６年度 教育委員会議の議案等について                        

 

(1) 教育委員会議の開催状況 

区 分 開催回数 提案件数 議決処理件数 

定 例 １２回 
３４件 

 （報告案件２１件） 
３４件 

臨 時 １回  １件 １件 

合 計 １３回 ３５件 ３５件 

 

(2) 議決案件の分類、件数について 

議案の分類 件 数 

教育行政の運用に係る一般方針等に関すること １４件 

条例・規則・要綱の制定・改廃に関すること １４件 

歳入・歳出予算に関すること ３件 

人事・表彰に関すること ３件 

委員長・委員長職務代理者の選任等に関すること １件 

合  計 ３５件 

 

(3) 案件の内容について 

 ① 議決案件 

議決２２号 平成２７年度使用教科用図書の選定について（諮問） 

（４月定例教育委員会議） 

議決２３号 平成２６年度大阪府中学生学びチャレンジ事業費にかかるチャレンジテストへの参加につ 

      いて                          （４月定例教育委員会議） 

議決２４号 大阪府公立学校長（任期付）の平成２７年度任用に係る意向調査について 

（４月定例教育委員会議） 

議決２５号 河内長野市暴力団排除条例の制定について 

（５月定例教育委員会議） 

議決２６号 河内長野市暴力団排除条例の制定等に伴う関係条例の整備に関する条例の制定について 

（５月定例教育委員会議） 

議決２７号 河内長野市教育委員会事務局組織規則の一部を改正する規則について 

（７月定例教育委員会議） 

議決２８号 平成２７年度使用小中学校教科用図書採択及び学校教育法附則第９条に規定にする一般図 

      書の給付について                    （７月臨時教育委員会議） 

議決２９号 平成２６年１０月の人事異動について 

（８月定例教育委員会議） 

議決３０号 河内長野市教育委員会委員長及び委員長職務代理者の選任について 

（９月定例教育委員会議） 

議決３１号 河内長野市指定文化財候補について（諮問） 

（９月定例教育委員会議） 

議決３２号 河内長野市立公民館管理規則の一部を改正する規則の制定について 
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（９月定例教育委員会議） 

議決３３号 河内長野市立滝畑ふるさと文化財の森センター条例施行規則の一部を改正する規則の制定 

      について                        （９月定例教育委員会議） 

議決３４号 河内長野市立学校設備使用条例施行規則の一部を改正する規則の制定について 

（９月定例教育委員会議） 

議決３５号 河内長野市スポーツ施設情報システムの利用者登録等に関する規則の一部を改正する規則 

      の制定について                     （９月定例教育委員会議） 

議決３６号 河内長野市教育委員会後援名義等に関する規程の一部を改正する規程の制定について 

（９月定例教育委員会議） 

議決３７号 河内長野市の教育の現状について 

（１０月定例教育委員会議） 

議決３８号 平成２６年度河内長野市一般会計補正予算(案)について 

（１１月定例教育委員会議） 

議決３９号 教育財産(旧市立南花台西小学校施設)の用途廃止について 

（１１月定例教育委員会議） 

議決４０号 教育財産(旧南花台西放課後児童会施設)の用途廃止について 

（１１月定例教育委員会議） 

議決４１号 教育財産(市立子ども教育支援センター施設)の用途廃止について 

（１１月定例教育委員会議） 

議決 １号 平成２６年度河内長野市教育委員会表彰について 

（１月定例教育委員会議） 

議決 ２号 平成２７年４月の人事異動について 

（１月定例教育委員会議） 

議決 ３号 河内長野市指定文化財候補について（諮問） 

（１月定例教育委員会議） 

議決 ４号 平成２６年度河内長野市一般会計補正予算(案)について 

（２月定例教育委員会議） 

議決 ５号 平成２７年度河内長野市一般会計予算（案）について 

（２月定例教育委員会議） 

議決 ６号 河内長野市教育の鼓動について 

（３月定例教育委員会議） 

議決 ７号 平成２７年度河内長野市教育の重点について 

（３月定例教育委員会議） 

議決 ８号 平成２７年度河内長野市立学校園に対する指導・助言事項について 

（３月定例教育委員会議） 

議決 ９号 河内長野市社会教育推進指針について 

（３月定例教育委員会議） 

議決１０号 河内長野市教育委員会会議規則の全部改正について 

（３月定例教育委員会議） 

議決１１号 教育委員が教育長の職務を代理する場合の事務の委任に関する規則の制定について 

（３月定例教育委員会議） 
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議決１２号 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規則の 

      整備に関する規則の制定について             （３月定例教育委員会議） 

議決１３号 教育長専決規程の一部を改正する規程の制定について 

（３月定例教育委員会議） 

議決１４号 河内長野市教育委員会規則で定める様式における敬称の表示を改める規則の制定について 

（３月定例教育委員会議） 

議決１５号 河内長野市教育委員会規程で定める様式における敬称の表示を改める規程の制定について 

（３月定例教育委員会議） 

 ② 報告案件 

報告 ８号 平成２６年３月３１日付け人事異動について 

（４月定例教育委員会議） 

報告 ９号 平成２６年４月１日付け人事異動について 

（４月定例教育委員会議） 

報告１０号 平成２５年末・２６年度当初教職員人事異動について 

（４月定例教育委員会議） 

報告１１号 河内長野市事務分掌条例及び河内長野市事務分掌条例施行規則の一部改正等に伴う関係規  

      則の整理等に関する規則について             （４月定例教育委員会議） 

報告１２号 平成２６年度河内長野市学校給食会事業計画及び予算について 

（４月定例教育委員会議） 

報告１３号 平成２６年度公益財団法人河内長野市文化振興財団の事業計画並びに予算の報告について  

（４月定例教育委員会議） 

報告１４号 河内長野市民大学くろまろ塾開設要綱の改正について 

（４月定例教育委員会議） 

報告１５号 平成２５年度河内長野市学校給食会会計収入支出決算について 

（７月定例教育委員会議） 

報告１６号 平成２５年度公益財団法人河内長野市文化振興財団の事業並びに決算の報告について 

（８月定例教育委員会議） 

報告１７号 河内長野市第２期文化振興計画策定業務に係るプロポーザル審査委員会設置規程の制定に 

      ついて                         （８月定例教育委員会議） 

報告１８号 河内長野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制定につ 

      いて                          （８月定例教育委員会議） 

報告１９号 河内長野市放課後児童会条例の改正について 

（８月定例教育委員会議） 

報告２０号 河内長野市放課後児童会対象学年拡大の試行に関する規則を廃止する規則の制定について 

（９月定例教育委員会議） 

報告２１号 河内長野市生涯学習推進マスコットデザイン等の使用に関する要綱の一部を改正する要綱 

      の制定について                     （９月定例教育委員会議） 

報告２２号 河内長野市放課後児童会対象学年拡大の試行に関する規則を廃止する規則の制定について 

（１０月定例教育委員会議） 

報告２３号 河内長野市第２期文化振興計画の策定について（諮問） 

（１０月定例教育委員会議） 
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報告２４号 高野山大学教育学部の設置に関する経過等について 

（１２月定例教育委員会議） 

報告２５号 河内長野市立幼稚園保育料徴収条例の全部を改正する条例の制定について 

（１２月定例教育委員会議） 

報告 １号 河内長野市民大学くろまろ塾開設要綱の一部改正について 

（１月定例教育委員会議） 

報告 ２号 教育委員会制度改革に伴う関係条例の整備に関する条例の制定について 

（２月定例教育委員会議） 

報告 ３号 河内長野市指定文化財候補の答申について 

（２月定例教育委員会議） 
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