
令 和 元 年 度

石狩市教育委員会会議（10 月定例会）議案

石 狩 市 教 育 委 員 会



日 程

日 時 令和元年 10 月 29 日（火） 午後１時 30 分

場 所 市役所本庁舎 市議会第２委員会室

日程第１ 署名委員の指名

日程第２ 議案第１号 教育委員会の点検・評価報告書（平成 30 年度分）について

議案第２号 石狩市の部活動の在り方に関する方針の策定について

議案第３号 石狩市立学校における働き方改革推進計画の改定について

議案第４号 石狩市いじめ問題対策連絡協議会委員の委嘱について

承認第１号 専決処分につき承認を求める件（訴えの提起の件）について

【非公開】

日程第３ 教育長報告

日程第４ 協議事項

① 新・石狩市教育プラン（原案）について

日程第５ 報告事項

① 平成 31 年度全国学力・学習状況調査結果について

② 石狩市いじめ問題対策連絡協議会委員の解嘱について

③ 令和元年度（第８回）図書館を使った調べる学習コンクール「石狩市

コンクール」審査結果について

日程第６ その他

日程第７ 次回定例会の開催について

令和元年 11月 日（ ） 時 分開催
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議案第１号

教育委員会の点検・評価報告書（平成 30 年度分）について

令和元年 10 月 29 日提出

教育長 佐々木 隆哉

このことについて、別添のとおり決定したいので、石狩市教育委員会事務

委任規則（平成３年教育委員会規則第 13 号）第１条第 16 号の規定に基づき

議決を求める。
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議案第２号

石狩市の部活動の在り方に関する方針の策定について

令和元年 10 月 29 日提出

教育長 佐々木 隆哉

このことについて、別添のとおり決定したいので、石狩市教育委員会事務

委任規則（平成３年教育委員会規則第 13 号）第１条第１号の規定に基づき議

決を求める。
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議案第３号

石狩市立学校における働き方改革推進計画の改定について

令和元年 10 月 29 日提出

教育長 佐々木 隆哉

このことについて、下記の内容のとおり改定したいので、石狩市教育委員

会事務委任規則（平成３年教育委員会規則第 13 号）第１条第１号の規定に基

づき議決を求める。

＜改定内容＞

北海道アクション・プランの改定に伴い、教員の勤務時間の上限及び部活

動指導にかかわる負担の軽減に係る具体の取組等について、所要の改定を行

う。
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議案第４号

石狩市いじめ問題対策連絡協議会委員の委嘱について

令和元年 10 月 29 日提出

教育長 佐々木 隆哉

このことについて、次のとおり委嘱したいので、石狩市教育委員会事務委

任規則（平成３年教育委員会規則第 13 号）第１条第８号の規定に基づき議決

を求める。

１ 定数 12 人以内（石狩市いじめ問題対策連絡協議会等条例第３条）

２ 任期 ２年（石狩市いじめ問題対策連絡協議会等条例第４条）

３ 残任期間 委嘱の日～令和２年６月 30 日（残任期間）

区 分 氏 名 性別 年齢 新規・継続 所属団体等

1
関係行政機関の

職員
安 﨑 克 仁 男 54 新規

石狩市教育委員会

生涯学習部長



教育長報告 
（教育委員会事務局の主な動き） 

令和元年 10 月２9 日 

教育委員会会議提出 

 

９月２５日 「令和２年度一般教職員人事面接（４日目）」 
厚田小・厚田中 

浜益小・浜益中 

２６日 「令和２年度一般教職員人事面接（５日目）」 
花川南小・花川南中 

南線小 

 「令和元年度第 1 回石狩市いじめ問題対策連絡協議会」 庁議室 

２７日 「令和２年度一般教職員人事面接（６日目）」 
生振小・緑苑台小 

樽川中 

２９日 「聚富小中・浜益中学校祭」 各学校体育館 

３０日 「令和２年度一般教職員人事面接（７日目）」 双葉小・紅南小 

１０月 1 日 「教育委員会（H30 年度分）点検・評価外部委員会」 403 会議室 

 「教育委員会会議（１０月臨時会） 教育長室 

５日 「厚田小・厚田中合同学校祭 他市内中学校学校祭」 各学校体育館 

６日 「第 21 回 MOA 美術館児童作品展表彰式」 市民図書館 

８日 「IYP 石狩の未来を考える子ども議会勉強会」 庁議室 

 「石狩ＦＣレッド全道 U‐１１サッカー大会 3 位戦績報告」 教育長室 

９日 「市内中学校音楽発表会」 花川北コミセン 

 「管内小中学校校長会・教頭会表敬訪問」 教育長室 

１１日 「石狩教育局前川指導監来庁」 教育長室 

 「退職辞令交付」 市長室 

 「石狩市・恩納村生徒交流事業訪問団出発あいさつ」 庁議室 

１２日 「第 10 回ジャパンカップ・デフ・ソフトボール北海道大会開会式」 スポーツ広場 

 「第 57 回管内退職者校長会（石寿会）総会」 ポールスター札幌 

 「令和元年度石狩市民文化祭石狩会場」（14 日まで） 花川北・南コミセン 

１４日 「俳句のまち～いしかり～ 第１５回俳句コンテスト・ 

第１４回こども俳句コンテスト 表彰式・句碑披き」 

花川南コミセン 

弁天歴史通り 

 「教育長任命辞令交付」 市長室 

 「ＩＹＰ～石狩の未来を考える子ども議会 2019～」 本会議場 

１５日 「日程調整会議」 庁議室 

   



１６日 「決算特別委員会」 第１委員会室 

 「石狩市・恩納村生徒交流事業訪問団解団式」 本庁舎 1 階ホール 

17 日 「石狩管内教育委員会協議会教育長会」 江別市民会館 

１８日 「令和元年度第２回石狩市社会教育委員の会議」 石狩市公民館 

１９日 「令和元年度市民文化祭厚田会場」（20 日まで） 厚田総合センター 

２０日 「第 28 回北前船寄港地フォーラム in 北海道 小樽・石狩」 花川北コミセン 

２１日 「定例校長会議（１０月）」 厚田保健センター 

２３日 「穴水委員辞令交付」 市長応接室 

２４日 「教育委員勉強会」 ２０３会議室 

２５日 「令和元年度石狩管内教育委員会委員研修会」 江別市セレモニーホールはやし 

２６日 「厚田小学校・厚田中学校閉校記念式典・閉校のつどい」 厚田小・厚田総合センター 

 「第２０回図書館まつり」（２７日まで） 市民図書館 

２７日 「第８回図書館を使った調べる学習コンクール（石狩市

コンクール）表彰式」 
市民図書館 

２８日 「定例教頭会議（１０月）」 ４０２会議室 

２９日 「教育委員会会議１０月定例会」 第２委員会室 

   

 


