
平成27年度教育委員会議の結果

会議 提案年月日 区分 案件名 審議結果

定例会 4月20日 議案
釜石市社会教育委員の委嘱及び解職に関し議決を求めることに
ついて

承認

定例会 4月20日 議案
釜石市立釜石公民館運営協議会委員の委嘱及び解職に関し議決
を求めることについて

承認

定例会 4月20日 議案
釜石市立中妻公民館運営協議会委員の委嘱に関し議決を求める
ことについて

承認

定例会 4月20日 議案
釜石市立甲子公民館運営協議会委員の委嘱及び解職に関し議決
を求めることについて

承認

定例会 4月20日 議案
釜石市立鵜住居公民館運営審議会委員の委嘱及び解職に関し議
決を求めることについて

承認

定例会 4月20日 議案
釜石立唐丹公民館運営審議会委員の委嘱及び解職に関し議決を
求めることについて

承認

定例会 4月20日 議案
釜石市立図書館協議会委員の委嘱及び解職に関し議決を求める
ことについて

承認

定例会 4月20日 議案
釜石市学校給食センター運営委員会委員の委嘱及び解職に関し
議決を求めることに

承認

定例会 4月20日 議案
釜石市郷土資料館長の委嘱及び解職に関し議決を求めることに
ついて

承認

定例会 4月20日 議案
第3次釜石市子どもの読書活動推進計画の策定に関し議決を求
めることについて

承認

定例会 5月27日 報告
公用車による車両損傷事故に係る損害賠償事件に関する専決処
分の報告について

了承

定例会 5月27日 議案
釜石市立小佐野公民館運営審議会委員の委嘱及び解職に関し議
決を求めることについて

承認

定例会 5月27日 議案
釜石市スポーツ振興審議会委員の委嘱及び解職に関し議決を求
めることについて

承認

定例会 6月30日 報告 平成27年度第1回釜石市社会教育委員会議の開催結果について 了承

定例会 6月30日 報告
平成27年度第1回釜石市立釜石公民館運営審議会の開催結果に
ついて

了承

定例会 6月30日 報告
平成27年度第1回釜石市立中妻公民館運営審議会の開催結果に
ついて

了承

定例会 6月30日 報告
平成27年度第1回釜石市立甲子公民館運営審議会の開催結果に
ついて

了承

定例会 6月30日 報告
平成27年度第1回釜石市立小佐野公民館運営審議会の開催結果
について

了承

定例会 6月30日 報告
平成27年度第1回釜石市立鵜住居公民館運営審議会の開催結果
について

了承

定例会 6月30日 報告
平成27年度第1回釜石市立栗橋公民館運営審議会の開催結果に
ついて

了承

定例会 6月30日 報告
平成27年度第1回釜石市立唐丹公民館運営審議会の開催結果に
ついて

了承

定例会 6月30日 報告 平成27年度第1回釜石市文化財保護審議会の開催結果について 了承

定例会 6月30日 報告
平成27年度第1回釜石市郷土資料館運営委員会の開催結果につ
いて

了承

定例会 6月30日 報告 平成27年度第1回スポーツ推進審議会開催結果について 了承

定例会 6月30日 報告 平成27年度第1回釜石市立図書館協議会の開催結果について 了承
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会議 提案年月日 区分 案件名 審議結果

定例会 6月30日 議案
市議会定例会提出議案（平成27年度釜石市一般会計補正予算
（第２号））に同意することについての臨時専決処理に関し承
認を求めることについて

承認

定例会 6月30日 議案
市議会定例会提出議案（釜石市鵜住居地区学校等建設工事の請
負契約の締結に関し議決を求めることについて）に同意するこ
とについての臨時専決処理に関し承認を求めることについて

承認

定例会 6月30日 議案 教育財産の用途廃止に関し議決を求めることについて 可決

定例会 6月30日 議案
釜石市学校給食センター運営委員会委員の委嘱に関し議決を求
めることについて

可決

定例会 7月24日 報告
公用車による車両接触事故に係る損害賠償事件に関する専決処
分の報告について

了承

定例会 7月24日 報告
平成27年度第１回釜石市学校給食センター運営委員会の開催結
果について

了承

定例会 7月24日 議案 平成28年度使用小中学校教科書用図書の採択について 承認

定例会 8月27日 報告
公用車による車両接触事故に係る損害賠償事件に関する専決処
分の報告について

了承

定例会 8月27日 議案
釜石市立幼稚園預かり保育に関する条例施行規則の一部を改正
する規則

可決

定例会 8月27日 議案
釜石市学校給食センター物資献立検討委員会要綱の一部を改正
する告示

可決

定例会 9月25日 議案
市議会定例会提出議案（平成27年度釜石市一般会計補正予算
（第7号））に同意することについての臨時専決処理に関し承
認を求めることについて

承認

定例会 9月25日 議案
市議会定例会提出議案（釜石市立幼稚園に関する条例の一部を
改正する条例）に同意することについての臨時専決処理に関し
承認を求めることについて

可決

定例会 9月25日 議案
市議会定例会提出議案（釜石市立公民館設置に関する条例の一
部を改正する条例）に同意することについての臨時専決処理に
関し承認を求めることについて

可決

臨時会 10月1日 釜石市教育委員会委員長の選挙について 選任

臨時会 10月1日 委員長職務代理者の指定及び選任について 選任

臨時会 10月15日 議案
平成26年度教育委員会の事務の管理及び執行状況に係る点検・
評価に関し議決を求めることについて

可決

定例会 11月27日 報告
平成27年度第2回釜石市郷土資料館運営委員会の開催結果につ
いて

了承

定例会 11月27日 報告 平成27年度第2回釜石市社会教育委員会議の開催結果について 了承

定例会 11月27日 議案
市議会定例会提出議案（平成27年度釜石市一般会計補正予算
（第8号））に同意することについて

承認

定例会 12月14日 報告 平成27年度第2回釜石市文化財保護審議会の開催結果について 了承

定例会 12月14日 議案
釜石市社会教育委員会議委員の委嘱に関し議決を求めることに
ついて

可決

定例会 12月14日 議案
釜石市立釜石公民館運営審議会委員の委嘱に関し議決を求める
ことについて

可決

定例会 12月14日 議案
釜石市立甲子公民館運営審議会委員の委嘱に関し議決を求める
ことについて

可決

定例会 12月14日 議案
釜石市立小佐野公民館運営審議会委員の委嘱に関し議決を求め
ることについて

可決
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会議 提案年月日 区分 案件名 審議結果

定例会 12月14日 議案
釜石市立鵜住居公民館運営審議会委員の委嘱に関し議決を求め
ることについて

可決

定例会 12月14日 議案
釜石市立栗橋公民館運営審議会委員の委嘱に関し議決を求める
ことについて

可決

定例会 12月14日 議案
釜石市立唐丹公民館運営審議会委員の委嘱に関し議決を求める
ことについて

可決

定例会 12月14日 議案
釜石市文化財保護審議会委員の委嘱に関し議決を求めることに
ついて

可決

定例会 12月14日 議案
釜石市郷土資料館運営委員会委員の委嘱に関し議決を求めるこ
とについて

可決

定例会 1月28日 議案 教育財産の用途廃止に関し議決を求めることについて 可決

定例会 2月19日 報告 平成27年度第2回スポーツ推進審議会開催結果について 了承

定例会 2月19日 報告 平成27年度第2回釜石市立図書館協議会の開催結果について 了承

定例会 2月19日 議案
市議会臨時会提出議案（釜石市特別職の職員の給与並びに旅費
及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例）に同意する
ことについての臨時専決処理に関し承認を求めることについて

可決

定例会 2月19日 議案
市議会臨時会提出議案（釜石市教育委員会教育長の給与に関す
る条例の一部を改正する条例）に同意することについての臨時
専決処理に関し承認を求めることについて

可決

定例会 2月19日 議案
市議会定例会提出議案（平成27年度釜石市一般会計補正予算
（第9号））に同意することについての臨時専決処理に関し承
認を求めることについて

承認

定例会 2月19日 議案
市議会定例会提出議案（平成27年度釜石市一般会計補正予算
（第10号））に同意することについて

承認

定例会 2月19日 議案
市議会定例会提出議案（平成28年度釜石市一般会計予算）に同
意することについて

承認

定例会 2月19日 議案 釜石市立小中学校管理運営規則の一部を改正する規則 可決

定例会 2月19日 議案 釜石市立図書館規則の一部を改正する規則 可決

定例会 2月19日 議案
教育長の権限に属する事務の委任に関する規程の一部を改正す
る訓令

可決

定例会 2月19日 議案 釜石市立小中学校事務の共同実施要綱の一部を改正する告示 可決

臨時会 2月25日 議案
平成28年度公立小中学校教職員定期人事異動に係る人事内申を
行うことに関し議決を求めることについて

可決

臨時会 3月18日 議案
教育次長、課長及び教育機関の長の人事に関し議決を求めるこ
とについて

可決

臨時会 3月18日 議案 釜石市郷土資料館長の委嘱に関し議決を求めることについて 可決

定例会 3月24日 報告 平成27年度第3回釜石市社会教育委員会議の開催結果について 了承

定例会 3月24日 報告
平成27年度第2回釜石市立釜石公民館運営審議会の開催結果に
ついて

了承

定例会 3月24日 報告
平成27年度第2回釜石市立甲子公民館運営審議会の開催結果に
ついて

了承

定例会 3月24日 報告
平成27年度第2回釜石市立小佐野公民館運営審議会の開催結果
について

了承

定例会 3月24日 報告
平成27年度第2回釜石市立鵜住居公民館運営審議会の開催結果
について

了承
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会議 提案年月日 区分 案件名 審議結果

定例会 3月24日 報告
平成27年度第2回釜石市立栗橋公民館運営審議会の開催結果に
ついて

了承

定例会 3月24日 報告
平成27年度第2回釜石市立唐丹公民館運営審議会の開催結果に
ついて

了承

定例会 3月24日 報告
平成27年度第3回釜石市郷土資料館運営委員会の開催結果につ
いて

了承

定例会 3月24日 報告
平成27年度第2回釜石市学校給食センター運営委員会の開催結
果について

了承

定例会 3月24日 議案 釜石市立幼稚園管理運営規則の一部を改正する規則 可決

定例会 3月24日 議案 釜石市教育委員会公印規程の一部を改正する訓令 可決

定例会 3月24日 議案 釜石市児童生徒就学援助要綱の一部を改正する告示 可決
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