
 

会議名  期日  付議案件等 

4/23 

教育委員会 

（定例会） 

（付議案件） 

 議案第 18 号 野洲市総合体育館管理運営規則の一部を改正する規則について  

議案第 19 号 野洲市文化財保護審議会委員の任命について  

議案第 20 号 野洲市図書館協議会委員の任命について  

議案第 21 号 野洲市歴史民俗博物館協議委員の任命について 

（報告事項） 

 ①野洲市立学校徴収金の取扱要綱について 

 ②野洲市指定文化財の指定について 

 ③野洲市小中学校施設保全計画について 

 ④和解のあっせん申立て結果について  

 ⑤新野洲市発達支援センター構想について 

⑥平成 25 年度野洲市立中学校卒業者進路状況について 

 ⑦嘱託・臨時職員の任用について  

5/20 

教育委員会 

（定例会） 

（付議案件） 

 議案第 22 号 平成 25 年度野洲市一般会計補正予算第９号のうち教育委員会 

        所管の予算に関する意見について 

 議案第 23 号 平成 26 年度野洲市一般会計補正予算第 1 号(案)のうち教育委員 

会所管の予算に関する意見について 

 議案第 24 号 野洲市幼稚園規則の一部を改正する規則について 

 議案第 25 号 野洲市社会教育委員の委嘱について 

（報告事項） 

 ①平成 26 年度野洲市青少年問題協議会委員の任命について 

 ②平成 26 年度生涯学習推進員の委嘱について 

 ③平成 26 年度地域教育協議会委員の委嘱について 

④平成 26 年度野洲市教育研究所運営協議会委員の委嘱又は任命について 

 ⑤平成 25 年度教育研究所事業報告について 

 ⑥平成 25 年度スポーツ施設事業報告について 

 ⑦平成 25 年度文化ホール施設事業報告について 

 ⑧平成 25 年度歴史民族博物館事業報告について 

⑨平成 25 年度野洲図書館業務概要報告について 

⑩平成 25 年度ふれあい教育相談センター事業報告について 



⑪平成 26 年度野洲市立幼稚園園児数・市立小学校児童数・市立中学校生徒数に

ついて 

⑫嘱託・臨時職員の任用について 

6/27 

教育委員会 

（定例会） 

（付議案件） 

なし 

（報告事項） 

 ①平成 26 年第２回野洲市議会定例会一般質問の内容と答弁の要旨について  

 ②平成 26 年度小・中学校評議員の委嘱について  

 ③野洲市いじめ防止基本方針の策定について  

 ④情報公開審査会への諮問について  

 ⑤守山･野洲少年センターの活動について  

7/23 

教育委員会 

（定例会） 

（付議案件） 

 なし 

（報告事項） 

①第 79 回国民体育大会野洲市実施種目の検討について 

 ②第１回野洲市社会教育委員会議の結果について  

③嘱託・臨時職員の任用について  

④平成 27 年度国県要望について 

8/18 

教育委員会 

（定例会） 

（付議案件） 

 議案第 27 号 平成 27 年度使用教科用図書の採択について議決を求めることに

ついて 

 議案第 28 号 平成 26 年度野洲市一般会計補正予算第２号(案)のうち教育委員

会所管の予算に関する意見について 

（報告事項） 

①平成 25 年度野洲市一般会計歳入歳出決算のうち教育委員会所管の決算 

について 

② 第２次野洲市こどもの読書活動推進計画(案)に関するパブリックコメント

の結果について 

  ③ 平成 26 年度青少年問題協議会報告について 

  ④ 平成 26 年度野洲市内保育園、幼稚園、小・中学校運動会の日程について 



9/17 

教育委員会 

（定例会） 

（付議案件） 

 議案第 29 号 平成 25 年度野洲市教育委員会点検・評価について 

 議案第 30 号 野洲市スポーツ推進審議会委員の委嘱について 

（報告事項） 

①平成 26 年第４回野洲市議会一般質問の要旨と答弁について 

 ②野洲市立幼稚園に係る上半期の状況について 

 ③平成 26 年度野洲市就学時健康診断の実施状況について  

④臨時職員の任用について 

10/22 

教育委員会 

（定例会） 

（付議案件） 

 なし 

（報告事項） 

①これからの野洲図書館のあり方について（提言）  

②野洲市いじめ防止基本方針（案）パブリックコメント募集について  

  ③臨時職員の任用について 

11/18 

教育委員会 

（臨時会） 

（協議事項）（非公開） 

 野洲市教育委員会委員長の選挙について 

野洲市教育委員会委員長職務代理者の指定について  

11/18 

教育委員会 

（定例会） 

（付議案件） 

 議案第 31 号 平成 26 年度一般会計補正予算第３号(案)のうち教育委員会所の

予算に関する意見を市長に申し出るにつき議決を求めることについて 

（報告事項） 

 ①平成 27 年野洲市成人式・はたちのつどい開催について 

 ②平成 27 年度野洲市立幼稚園入園児数について 

12/19 

教育委員会 

（定例会） 

（付議案件） 

 議案第 32 号 野洲市図書館管理運営規則の一部を改正する規則について 

（協議事項） 

新クリーンセンター余熱利用施設整備に関する基本方針について 

野洲駅南口周辺整備構想に伴う文化施設のあり方に関する教育委員会の考え方

について  

（報告事項） 

 ①平成 26 年第６回野洲市議会定例会一般質問の内容と答弁の要旨について  

 ②野洲市子ども・子育て支援事業計画の策定について  

 ③子ども・子育て支援新制度に伴う幼稚園保育料について  



 ④（仮称）野洲第１こども園整備事業について 

 

1/26 

教育委員会 

（定例会） 

（付議案件） 

議案第 1 号 教育委員会職員の処分に係る臨時代理の承認について 

（協議事項） 

平成 27 年度野洲市の教育方針（案）について 

（報告事項） 

 ①野洲市体育・スポーツ施設使用料減免取扱要綱の改正について 

 

2/19 

教育委員会 

（定例会） 

（付議案件） 

議案第 2 号 平成 27 年度野洲市の教育方針について 

議案第 3 号 平成 27 年度野洲市一般会計予算のうち教育委員会所管の予算に 

関する意見について 

議案第 4号 平成 26年度野洲市一般会計補正予算(第５号)のうち教育委員会所

管の予算に関する意見について  

 議案第 5 号 野洲市いじめ防止等対策条例について 

  議案第 6 号 地方行政の組織及び運営に関する法律の施行に伴う関係条例の 

整備に関する条例について 

  議案第 7 号 野洲市教育長の職務に専念する義務の特例に関する条例について 

  議案第 8 号 野洲市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関 

する基準を定める条例について 

  議案第 9 号 野洲市特定教育・保育の実施に関する費用徴収条例について 

  議案第 10 号 野洲市立保育所における延長保育及び野洲市立幼稚園における 

預かり保育等に関する費用徴収条例について 

  議案第 11 号 野洲市立保育所条例等の一部を改正する等の条例について 

  議案第 12 号 野洲市子ども・子育て支援事業計画の策定について 

  議案第 13 号 野洲市文化ホール管理運営規則の一部を改正する規則について 

（報告事項） 

 ①野洲市美術展覧会補助金交付要綱の一部改正について 

3/11 

教育委員会 

（臨時会） 

（付議案件）（非公開） 

 議案第 14 号 野洲市立学校教職員（県費負担教職員(校長・教頭)）の人事異動

の内申について 

 



3/19 

教育委員会 

（定例会） 

（付議案件） 

 議案第 15 号 野洲市立幼稚園評議員規則の一部を改正する規則について 

（報告事項） 

①平成 27 年第１回野洲市議会定例会代表質問一般質問の内容と答弁について  

②野洲市要保護及び準要保護児童生徒就学援助費支給要綱の一部を改正する  

要綱について  

③野洲市教育関係団体等活動補助金等交付要綱の一部を改正する要綱について  

④  野洲市嘱託員人権教育指導員設置要綱の一部を改正する要綱について  

⑤野洲市史専門調査嘱託員設置要綱について  

⑥（仮称）三上こども園整備計画の再検討について  

⑦通学路交通安全対策事業の推進について  

⑧第 10 回野洲市人権尊重をめざす市民のつどい（２月２８日）を終えて  

⑨スポーツ施設開館予定日及びスポーツ振興事業計画について  

⑩平成 27 年度小・中学校の児童・生徒数（見込）について 

3/23 

教育委員会 

（臨時会） 

（付議案件）（非公開） 

 議案第 16 号 平成 27 年４月１日付け市教育委員会職員の人事異動の内示に 

        ついて 

 

 


