
 1 

Ⅲ 教育委員会の活動状況 

１ 教育委員会議の開催状況 

⑴  教育委員会議の構成 

  ① 会議の種類 

    定例会(各月１回開催)、臨時会(必要に応じ開催) 

  ② 構成員 

    教育委員、教育部次長、生涯学習課長、給食センター所長、教育課主幹、

教育課長補佐、給食センター所長補佐、生涯学習課長補佐、図書館館長 

⑵  会議の運営状況 

平成２６年度における蟹江町教育委員会の定例会、臨時会の主な活動状況

は次のとおりである。 

 開 催 日        議 案 ・ 報 告 事 項 等 

平成26年 

  ４月１１日 

 (定例会) 

【議案】 

議案第26号 専決処分(就学校指定変更許可及び区域外就学承諾)の 

承認について 

議案第27号 平成26年度蟹江町立学校評議員の委嘱について 

議案第28号 夏休みまるかじりキャンプ2014の後援について 

議案第29号 第35回邦楽の集いの後援について 

議案第30号 第12回蟹江おどりの後援について 

議案第31号 第32回総合美術展の後援について 

議案第32号 第35回蟹江音楽祭の後援について 

議案第33号 平成25年度蟹江町図書館事業報告(案)及び平成26年

度蟹江町図書館事業計画(案)の承認について 

 

【報告】 

１ 平成26年度小中学校長・教頭・主任等について 

２ 平成26年度蟹江町立小中学校学校訪問参加者について 

３ 平成26年度蟹江町小中学校野外活動について 

４ 平成26年度蟹江町小中学校修学旅行について 

５ 平成25年度蟹江町教育委員会生涯学習課事業報告について 

 

【請願及び陳情】 

１ 「全国学力・学習状況調査」に関する要望書について 

２ 「土曜授業」に関する要望書について 
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平成26年 

  ５月１６日 

 (定例会) 

【議案】 

議案第34号 学校警察連携制度協定書の締結について 

議案第35号 須成祭の後援について 

議案第36号 海部津島教育研修会の後援について 

議案第37号 蟹江町社会教育委員の委嘱について 

議案第38号 蟹江町立学校体育施設開放運営委員会委員の委嘱に

ついて 

議案第39号 蟹江町文化財保護審議会委員の委嘱について 

議案第40号 蟹江町給食センター運営委員会委員の委嘱について 

議案第41号 準要保護児童・生徒の認定について【秘密会】 

 

【報告】 

１ 蟹江町生涯学習まちづくり推進本部委員の委嘱について 

２ 平成25年度蟹江町給食センター事業報告について 

 

 

平成26年 

  ６月１１日 

 (定例会) 

【議案】 

議案第42号 専決処分(区域外就学承諾)の承認について 

議案第43号 蟹江町就学指導委員会規則の一部改正について 

議案第44号 蟹江町私立幼稚園就園奨励費補助金交付要綱の一部

改正について 

議案第45号 第26回愛知サマーセミナーの後援について 

議案第46号 教育を考える「初夏のつどい」の後援について 

議案第47号 第６回観光・まちづくり教育全国大会の後援について 

議案第48号 明るい社会づくり運動の後援及び下附について 

議案第49号 第39回尾張小学生ソフトボール選手権大会の後援に

ついて 

議案第50号 第46回愛知県スポーツ少年大会西尾張支部大会の後

援について 

議案第51号 発達障害児(者)への支援セミナーの後援について 

議案第52号 第35回詩吟と剣詩舞合同発表会の後援について 

議案第53号 蟹江町立学校体育館施設開放運営委員会委員の変更

委嘱について 

議案第54号 準要保護児童・生徒の認定について【秘密会】 
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 【報告】 

１ 蟹江町生涯学習まちづくり推進町民大会の開催について 

２ 蟹江町社会教育委員会の開催について 

３ 平成25年度生涯学習施設利用状況表について 

４ 社会体験研修生の受け入れについて 

 

 

平成26年 

  ７月 ２日 

 (臨時会) 

【選挙】 

選挙第１号 委員長職務代理者の選挙について 

 

 

平成26年 

  ７月１１日 

 (定例会) 

【議案】 

議案第55号 専決処分(区域外就学承諾)の承認について 

議案第56号 平成27年度使用教科用図書の採択について 

議案第57号 平成25年度蟹江町教育委員会点検・評価報告書(案)に

ついて 

議案第58号 ＪＣデー(８月例会)あまつしまはひとつ！の後援に

ついて 

議案第59号 地域社会貢献事業「ねんぐ祭」の後援について 

議案第60号 ＥＳＤと環境保全講演会の後援について 

議案第61号 日本舞踊子供教室「日本舞踊をおどりましょう」の後

援について 

議案第62号 第42回「人権を理解する作品コンクール」の後援につ

いて 

議案第63号 準要保護児童・生徒の認定について【秘密会】 

 

【報告】 

１ 平成26年度小学校運動会・中学校体育祭出席予定者について 

２ 蟹江町給食センター運営委員会の開催について 

３ 蟹江町立学校体育施設開放運営委員会の開催について 

４ 社会体験研修生の受け入れについて 
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平成26年 

  ８月 ８日 

 (定例会) 

【議案】 

議案第64号 専決処分(就学校指定変更許可及び区域外就学承諾)

の承認について 

議案第65号 蟹江町教育委員会組織規則の一部改正について 

議案第66号 蟹江町教育支援委員会委員の委嘱について 

議案第67号 海部地区市町村家庭婦人バレーボール大会の後援に

ついて 

議案第68号 舟入路地探索ウォークラリーの後援について 

議案第69号 準要保護児童・生徒の認定について【秘密会】 

 

【協議】 

１ 学区の適正化(舟入小の問題)について 

 

【その他】 

１ 中学生海外派遣に伴う学校の扱いについて 

 

 

平成26年 

  ９月１０日 

(定例会) 

【議案】 

議案第70号 専決処分(就学校指定変更許可)の承認について 

議案第71号 地域別県民文化大祭典2014の後援について 

議案第72号 愛知万博メモリアル 第９回愛知県市町村対抗駅伝

競走大会の後援について 

議案第73号 準要保護児童・生徒の認定について【秘密会】 

 

【報告】 

１ 平成26年度蟹江町創年式開催について 

 

【請願及び陳情】 

１ 教育行政に関する要望について 

 

【協議】 

１ 学区の適正化(舟入小の問題)について 

 

【その他】 

１ 新教育委員会制度について 
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平成26年 

１０月 １日 

 (臨時会) 

【議案】 

議案第74号 教育長の任命について 

選挙第２号 委員長選挙について 

選挙第３号 委員長職務代理者選挙について 

 

 

平成26年 

１０月 ９日 

 (定例会) 

【議案】 

議案第75号 専決処分(就学校指定変更許可)の承認について 

議案第76号 第14回学戸小学校区ウォークラリー大会の後援につ

いて 

議案第77号 ウィンターフィールド2015の後援について 

議案第78号 準要保護児童・生徒の認定について【秘密会】 

 

【報告】 

１ 愛知駅伝代表選手選考会について 

 

【その他】 

１ 就学校指定変更の相談について 

 

 

平成26年 

１１月１２日 

(定例会) 

【議案】 

議案第79号 専決処分(区域外就学承諾)の承認について 

議案第80号 蟹江町立小・中学校通学区域に関する規則の一部改正

について 

議案第81号 冬休み特別企画 小学生アナウンサー体験の後援に

ついて 

議案第82号 準要保護児童・生徒の認定について【秘密会】 
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平成26年 

１２月１２日 

 (定例会) 

 

 

 

議案第83号 専決処分(蟹江中央公民館分館の臨時休館日)の承認 

について 

議案第84号 専決処分(蟹江町歴史民俗資料館の臨時休館日)の承 

認について 

議案第85号 平成26年度蟹江町功労者表彰(スポーツ競技)につい

て 

議案第86号 2015アズワンワンダースクール春の自然体験教室の

後援について 

議案第87号 準要保護児童・生徒の認定について【秘密会】 

 

【報告】 

１ 教育支援委員会の支援結果について 

２ 平成27年蟹江町成人式について 

３ 社会教育委員会議の開催報告について 

４ 愛知万博メモリアル第９回愛知県市町村対抗駅伝大会の結果

報告について 

 

【請願及び陳情】 

１ 人事および学校運営の改善に関する申し入れ書について 

２ 勤務時間の適正な管理と長時間労働による健康障害の防止の

対策のお願いについて 

 

 

平成27年 

  １月 ８日 

 (定例会) 

 

 

【議案】 

議案第１号 蟹江町立学校管理規則の一部改正について 

議案第２号 蟹江町立小中学校事務共同実施要綱の制定について 

議案第３号 第12回ライオンズ旗争奪海部南部少年野球大会の後

援について 

議案第４号 蟹江中央公民館分館の臨時休館日について 

議案第５号 蟹江町歴史民俗資料館の臨時休館日について 

議案第６号 平成26年度蟹江町功労者表彰(スポーツ競技)につい

て 

議案第７号 第40回県下新春書道展の後援及び下附について 

 

【報告】 

１ 第34回蟹江町みんなで走ろう会結果報告について 
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【請願及び陳情】 

１ 全国学力・学習状況調査に関する要請書について 

 

 

平成27年 

  ２月１２日 

 (定例会) 

【議案】 

議案第８号 専決処分(就学校指定変更許可及び区域外就学承諾) 

の承認について 

議案第９号 蟹江町通学路安全推進協議会設置要綱の制定につい

て 

議案第10号 平成26年度蟹江町教育委員会表彰について 

議案第11号 不登校・ひきこもり家族支援フォーラムの後援につい

て 

議案第12号 蟹江町バウンドテニス協会設立30周年記念大会の後

援について 

議案第13号 第17回春潮書展の後援について 

議案第14号 平成27年度蟹江町図書館館内整理日の承認について 

議案第15号 平成27年度蟹江町図書館特別整理期間の承認につい

て 

議案第16号 準要保護児童・生徒の認定について【秘密会】 

 

【報告事項】  

１ 第35回蟹江町駅伝大会の結果報告について 

 

【陳情及び請願】 

１ 教科書採択に関わる教育委員会の職務執行に関する要請書に 

ついて 

 

【その他】 

１ 蟹江小看護師の交代要員の要望について 
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平成27年 

  ３月１３日 

 (定例会) 

【議案】 

議案第17号 専決処分(就学校指定変更許可及び区域外就学承諾) 

の承認について 

議案第18号 蟹江町教育委員会公告式規則の一部改正について 

議案第19号 蟹江町教育委員会会議規則の一部改正について 

議案第20号 蟹江町教育委員会傍聴人規則の一部改正について 

議案第21号 蟹江町教育委員会組織規則の一部改正について 

議案第22号 蟹江町教育委員会公印規程の一部改正について 

議案第23号 教科用図書採択海部地区協議会規約の改正の承認に 

ついて 

議案第24号 学校嘱託医の委嘱について 

議案第25号 学校嘱託歯科医の委嘱について 

議案第26号 学校嘱託薬剤師の委嘱について 

議案第27号 2015夏アズワンワンダースクールサマーキャンプ自 

 然体験教室の後援について 

議案第28号 シベリア抑留関係展示会の後援について 

議案第29号 第13回わんぱく相撲海部津島場所の後援について 

議案第30号 平成27年度蟹江町給食センター事業計画(案)及び栄

養指導計画(案)の承認について 

議案第31号 蟹江町希望の丘広場設置及び管理に関する条例施行

規則の制定について 

議案第32号 蟹江町希望の丘広場施設及び付帯設備使用料減免規

則の制定について 

議案第33号 平成27年度蟹江町教育委員会生涯学習課事業計画

(案)について 

議案第34号 蟹江中央公民館分館の臨時休館日について 

議案第35号 蟹江町歴史民俗資料館の臨時休館日について 

議案第36号 平成27年度蟹江町図書館事業計画(案)の承認につい

て 

議案第37号 医療的ケアの実施の継続について 

 

【報告】 

１ 蟹江町給食センター運営委員会の開催について 

２ 町指定文化財の現状変更について 
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２ 学校訪問 

⑴  訪問の内容 

教育目標達成の方策、学習指導要領の趣旨を踏まえた取り組み、生徒指導及

び不適応の状況と対応、校内現職教育の推進状況、学校評価の方針や計画、保

健指導・安全指導・給食指導・食に関する指導について、学校から説明を受け

る。 

学校施設の状況視察や全教員の授業を参観し、「確かな学力(知)、豊かな心(徳)、

健やかな体(体)」の調和のとれた人間形成を図る学習指導であったかについての

意見を述べる。 

 ⑵  訪問の状況 

訪  問  日 訪問した学校 訪 問 時 間 

平成２６年 ５月１９日 蟹江北中学校 ９：００～１３：３０ 

      ５月２９日 舟入小学校(審査) １０：００～１４：００ 

      ６月１９日 蟹江中学校 ９：０５～１３：２０ 

      ６月３０日 学戸小学校 ９：０５～１３：１５ 

     １０月 ９日 蟹江小学校 ９：１０～１３：１０ 

     １１月 ６日 須西小学校 ９：１０～１３：２５ 

     １１月１４日 新蟹江小学校(要請) １３：１５～１５：１０ 

 

３ 会議等への参加 

開  催  日 会    議    等  

平成２６年 ４月１０日 海部地方教育事務協議会、委員長・教育長会議 

  ５月２７日 海部南部教育委員会研修協議会(事業計画・事業

報告、予算・決算) 

 ６月２０日 海部地方教育事務協議会、委員長・教育長会議 

  ７月１０日 
愛知県市町村教育委員会連合会総会(事業計画・

事業報告、予算・決算、講演会) 

１０月１７日 海部地方教育事務協議会、委員長・教育長会議 

１１月１８日 海部地方教育事務協議会、委員長・教育長会議 

平成２７年 ２月１３日 海部南部教育委員会研修協議会(情報交換) 

  ２月２４日 委員長・教育長会議 

  ３月１０日 海部地方教育事務協議会、委員長・教育長会議 
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４ 学校行事及び町行事等への出席状況 

  平成２６年度における各行事への主な出席状況は次のとおりである。 

  開  催  日      行     事     名 

平成２６年 ４月 １日 蟹江町教職員辞令交付(発令通知)式 

      ４月 ４日 蟹江中・蟹江北中入学式 

      ４月 ７日 蟹江小・舟入小・須西小・新蟹江小・学戸小入学式 

      ４月 ５日 蟹江町婦人会総会 

      ４月１２日 蟹江町文化協会総会 

      ４月２５日 蟹江町教職員総会 

      ７月 ６日 生涯学習まちづくり推進町民大会 

    ８月２日・３日 国指定重要無形文化財「須成祭」 

      ８月 ３日 愛知スポーツ・レクリエーションフェスティバル 2014

西尾張地区大会・地区推薦蟹江町壮行会 

      ８月３１日 蟹江町地域防災訓練 

      ９月 ７日 蟹江町ニュースポーツフェスティバル 

      ９月１７日 蟹江中体育祭・蟹江北中文化祭 

      ９月１８日   蟹江中文化祭・蟹江北中体育祭 

９月２０日 蟹江小・舟入小・須西小・新蟹江小・学戸小運動会 

 １０月１１日・１２日 かにえ町民祭り 

     １０月２６日 蟹江町創年式 

     １１月 ３日 蟹江町表彰式 

     １１月２３日 海部を明るくする会 

     １２月 ６日 愛知県市町村対抗駅伝大会 

     １２月１４日 蟹江町みんなで走ろう会 

平成２７年 １月１１日 蟹江町消防出初式 

      １月１２日 蟹江町成人式、蟹江町功労者表彰 

      １月２５日 蟹江町駅伝大会 

      ３月 ５日 蟹江中・蟹江北中卒業式 

      ３月２０日 蟹江小・舟入小・須西小・新蟹江小・学戸小卒業式 

      ３月３１日 蟹江町教職員退職者辞令交付式 

 

 

 

 

 


