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第１章 点検・評価制度の概要 

 
１. 点検・評価の目的 

 恵那市教育委員会では、「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」第２６条の

規定に基づき、教育委員会の主要な施策や事務事業の取組状況について点検及び評価

を行い、課題や取組の方向性を明らかにすることにより、効果的な教育行政の一層の

推進を図るものです。 

 また、点検及び評価の結果に関する報告書を作成し、これを議会に提出するととも

に、公表することにより、市民への説明責任を果たし、市民に信頼される教育行政を

推進いたします。 

 

 

 【参考】 地方教育行政の組織及び運営に関する法律 

 （教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価等） 

  第２６条 教育委員会は、毎年、その権限に属する事務（前条第一項の規程により

教育長に委任された事務その他教育長の権限に属する事務（同条第四項の規定に

より事務局職員等に委任された事務を含む。）を含む。）の管理及び執行の状況に

ついて点検及び評価を行い、その結果に関する報告書を作成し、これを議会に提

出するとともに、公表しなければならない。 

  ２ 教育委員会は、前項の点検及び評価を行うに当たっては、教育に関し学識経験

を有する者の知見の活用を図るものとする。 

 

 

 

２. 点検・評価の対象 

 教育委員会は、「恵那市教育委員会点検評価実施要領」（平成２１年４月１日決裁）

に基づき、平成２８年度の教育委員会の事務事業等について、次の内容の点検・評価

を実施しました。 

（１） 教育委員会の活動状況に関する事項 

 ア 教育委員会の会議の実施状況 

 イ 教育委員会の調査活動の状況 

（２） 事務事業の執行状況に関する事項 

 ア 恵那市総合計画に掲げる主要施策の執行状況 

 イ 恵那市総合計画に掲げる主要施策の執行による成果 

（３） その他教育委員会が必要と認める事項 
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３. 点検・評価の方法 

 点検及び評価にあたっては、次の評定基準により、達成度についてその評価を行っ

ております。 

評定区分 評    定 

Ａ  目標を大きく上回る実績 

Ｂ  目標をやや上回る実績 

Ｃ  目標どおりの実績 

Ｄ  目標をやや下回る実績 

Ｅ  目標を大きく下回る実績 

 

 なお、地教行法第２６条第２項に規定されている「教育に関し学識経験を有する者

の知見の活用」については、「恵那市教育委員会点検評価実施要領」に基づき、評価

委員会を設置し、評定結果に対する意見の聴取を行いました。 

  

 ＜恵那市教育行政評価委員＞ 

                          （敬称略／氏名五十音順） 

役職名 氏  名 公 職 等 

委員 市岡 孝之 保護司 

職務代理者 小板 忠昭 恵那市小中学校校長会会長 

委員 駒宮 博男 恵那市まちづくり市民協会 

委員長 林  達夫 元東海学院大学短期大学部 非常勤講師 

委員 山本 直子 恵那市ＰＴＡ連合会副会長 

 



３ 
 

第２章  教育委員会会議等の点検及び評価 
 実   績 成 果 ・ 課 題 

 

教育委員会会議の

実施状況 

 

開催回数 

    定例会議 12 回（12 回） 

   臨時会議  1 回（3回） 

 

審議件数 

   議案   46 件（45 件） 

   うち可決したもの 

        46 件（45 件） 

   協議事項   3 件（3件） 

   報告事項 111 件（95 件） 

 

その他教育長・教育委員報告 

12 件（12 件） 

 

※（ ）内は前年度実績 

※議案案件の詳細については別紙

に掲載 

 

 

【成果・課題】 

月 1 回の教育委員会定例会を開催

し、議案審議及び協議、報告を行い、

委員による意見交換が行われた。 

議案は、文化財の指定、公の施設

の使用料等の見直しに伴う関係条例

の改正が主なものである。 

重点目標については、主管課から

課題、実施方策及び進捗状況につい

て説明を受け状況を確認した。 

また、各課の行事予定、各施設で

開催されるイベントや月別利用状況

報告を受けて現状を把握した。 

  

【評価】 

      C 

 

調査活動等の状況 

 

市外視察 

 平成 28 年 10 月 27 日（木） 

～ 28 日（金） 

・京都市教育委員会 

・京都市立西陣中央小学校 

（コミュニティスクール（学校

運営協議会）の取り組み概要）

 

市内視察等 

 平成 28 年 5.6.7.9.10.11 月 

 ・学校訪問 22 校  

 平成 28 年 5.9.10 月 

 ・運動会、体育祭  

 平成 28 年 6 月 18 日（土） 

 ・「少年の主張」大会 

 平成 28 年 7 月 2日（土） 

 ・恵那市中学校総合体育大会 

 

【成果・課題】 

 市外視察は京都市教育委員会と京

都市立西陣中央小学校を視察した。

京都市は小中一貫教育を進めてお

り、学校運営協議会は中学校区で組

織するように考えている。 

京都市立西陣中央小学校では、学

校評議員会が前身で学校運営協議会

が平成 18 年に組織され、知（３）、

徳（２）、体（２）と７つの委員会が

常設され活動を行っている。地域ぐ

るみで子どもたちの学びと育ちを支

えるという学校運営協議会は、恵那

市も今後、中学校区で作る計画であ

り、とても参考になった。 

 

 



                    ４ 

 平成 28 年 8 月 21 日（日） 

 ・生涯学習フォーラム 

 平成 29 年 1.2 月 

 ・学校と市教委懇談会 ２１回 

 平成 29 年 1.2 月 

 ・中間まとめの会 ３校 

平成 29 年 3 月 

・小中学校卒業式  

岐阜県市町村教委連研究総会 

 平成 28 年 11 月 11 日（金） 

  加茂郡川辺町 

 学校訪問、行事に教育委員が積極

的に参加、出席して教育現場の状況

の把握し、教職員の声に耳を傾けて

助言、指導に努めた。 

 

 

【評価】 

     

      B 

 

その他の事項 

 

 

恵那市議会総務文教委員と語る会 

 平成 28 年 10 月 3 日（月） 

○意見交換会 

 ・学校の統廃合について 

 ・中学校のクラブ活動の状況につ

いて 

 ・中学校の進路指導について 

・不登校について 

・いじめについて 

 

 

総合教育会議 

・第 1 回 平成 29 年 2 月 21 日（火）

  

平成 29 年度予算における教育関

連主要事業について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【成果・課題】 

 総務文教委員と語る会では、各テ

ーマについて説明をして現状を把握

していただいた。総務文教委員から

統合について中学校の３年間は学力

の向上、忍耐力を養うとても大事な

時期であり、切磋琢磨して成長して

いく。地域との話し合い、理解を深

めて教育環境を整えてほしいなど活

発な意見交換をすることができた。

 

 

総合教育会議では、平成 29 年度予

算における主要事業（教育関連のみ）

及び組織改編について説明をした。

子どもたちの健全な成長と、義務

教育で力をいかにしっかりつけてい

けるよう教育環境の整備をしていき

たい。教育は重要な分野であり、郷

土愛を深めて、恵那市を好きになる

人を育てたいなどご意見をいただい

た。今後は総合教育会議を通じて市

長とより緊密な連携を図りながら教

育行政を推進していく。 

 

【評価】    

 C 
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【教育行政評価委員会からの意見】 
 
1. 教育委員会の活動状況について 

 

（1）教育委員会会議の実施状況 

・例年通りの定例会にて、教育活動の状況について意見交流が真摯に行われ、建設的

な取り組みをしていていただいている。この姿勢を続けてほしい。 

特に重点目標については、進捗状況を確認し、今後の方向性を話し合われたものと

考える。この話し合いが、教育行政をより充実させるものとなると考える。 

 

（2）調査活動等の状況  

・これからの学校教育の中核となると考えられる｢学校運営協議会｣について、先進地域

及び先進校を視察されたことは、市教委の先を見通した教育行政の良さである。 

 視察された先進校で学んだことを生かし、恵那市の学校運営協議会のイメージ化を図っ

ていってほしい。 

 

・例年学校訪問、行事に参加することを大切にし、子どもや教職員との交流を深めその

状況を理解して、より改善を図っておられることはありがたい。 

 実態把握が教育改善の第一歩であると考える。 

 特に、子どもや職員の顔の表情や行動の姿に、笑顔や元気さがあったか気にしたい。 

 

・中学校統合について、文教委員の方々の理解を得られる話し合いがなされたことは嬉

しいことである。統合方向に対する味方を多く作る努力が大切である。 

 また、教育環境は教育効果を高めることから、教育環境の重要性について理解してい

ただける話し合いがなされたことはよいことである。 

 

・総合教育会議においても、義務教育の大切さ、そのための教育環境の重要性を理解し

ていただける話し合いが行われたことは、教育委員会の積極的な働きかけが行われて

いることが分かる。 

 市長の思いと教育委員会の思いが一致していることが、よりよい教育が行われる基盤

である。そのためにも、教育委員会から積極的に市長に働きかけていってほしい。 

 



基本目標 事業名
決算額

（千円）
成果実績 評価

こども園管
理運営事業

1,097,700

 　制度導入２年目のこども園（１６園）では、発達や学びの連
続性を確保し、集団生活の中で遊びを通して、園児一人一人の発
達に応じて「生きる力」の基礎となる心情、意欲、態度など総合
的に育むことを目的に恵那市幼児教育の共通な取り組みとして４
本の柱（あいさつ、読書活動、英語遊び、特色ある園活動）を掲
げて教育・保育を実施した。
・人件費（正職員73人、一般職非常勤職員25人、臨時的任用職員
129人）
・報償費（研究会等謝礼）
･旅費（一般非常勤職員･臨時的任用職員通勤費他）
・需用費（消耗品、光熱水費、修繕費、賄材料費）
・役務費（通信運搬費、電話料、手数料、保険料他）
・委託料
　　○保守管理委託料（建物維持管理保守等）
　　○業務委託料（指定管理委託料）城ヶ丘こども園、
       長島こども園、岩村こども園
・使用料及び賃借料
      （器具借上料、土地借上料、複合機借上料）
・原材料費（こども園砂場用の砂他）
・備品購入費（明智こども園保育室エアコン設置他）
・負担金補助及び交付金
      （災害共済給付掛金負担金/通園助成補助金他）
・償還金利子及び割引料
・公課費（岩村、山岡こども園　園バス重量税）

Ｃ

教育・保育
施設支援事
業

142,360

　私立保育園2園と保育の実施に関する委託契約を締結し、保育
園の運営費として国の基準により算出した委託料を支払った。ま
た、認可外保育所１ヶ所に施設補助金及び利用者補助金を助成し
て支援を行った。
　なお、保護者の利便性を図るため、市外保育園（９園）への広
域入所を実施した。
・委託料（私立保育園2園）
・負担金補助金及び交付金
　　認可外保育施設助成金（1ヶ所）
　　認可外保育施設利用者補助金
　　延長保育事業補助金
・償還金利子及び割引料

Ｃ

こども園建
設事業

61,678

　新こども園建設に向けて、建設委員会を7回開催し基本計画を
作成した。
前年度に引き続き、建設工事設計業務、土壌汚染対策業務を実施
するとともに用地購入及び家屋移転補償を行った。
・報償費（建設委員15人）
・需用費
・委託料
　　測量設計業務
　　建設工事設計業務
　　土壌汚染対策検討業務
・使用料及び賃借料
・公有財産購入費
・補償補填及び賠償金

Ｃ

移動手段を充実
する

遠距離通学
等対策事業

67,195

　遠距離通学児童･生徒の安全な登下校のため、スクールバスの
運行と定期券、回数券の交付に加え、公共交通機関やスクールバ
スの利用ができず自家用車で送迎をしている保護者に対し通学補
助金の交付を行った。
･需用費　消耗品･燃料費･光熱水費
・スクールバス運転業務委託
　（恵那西中、恵那北中、山岡小、串原小中、上矢作小中）
・スクールバス臨時運行
・定期券（小学生215人、中学生78人）
　回数券（小学生201人、中学生80人）
・通学補助金（小学生6人、中学生10人）
・スクールバス借上料

Ｃ

平成２８年度　教育委員会事務事業の執行状況　点検評価シート

安心して暮らす
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基本目標 事業名
決算額

（千円）
成果実績 評価

高等教育振
興事業

3,452

　市内高等学校の魅力を高めるため、高校と企業が連携し魅力あ
る高校づくりを支援することに加え、恵那南高校に明知鉄道で通
学する生徒に通学定期の半額補助を行った。
･コーディネーター賃金等
･委託料（6次産業教育推進業務委託等）
・通学費補助事業

Ｃ

学校教育研
究事業

11,125

　教員への適切な指導、援助を充実させ、教育における今日的な
課題に対応し、教育の資質向上と教育内容の充実のためテーマに
基づく研究に取り組み、学校教育の向上を図った。
・英語拠点事業、研究指定校事務費
・ハイパーQU、知能検査等
・キャリア教育保険料等
　　（職場体験学習損害賠償保険等）
・パワーアップセミナー等講師謝礼
・東海北陸教育研究所連盟負担金等
・いじめ防止対策冊子、研究所たより等印刷費
･その他

Ｃ

特色ある教
育研究事業

45,049

　特色ある教育推進のため、外国語指導助手の導入。6人の外国
人講師を各小中学校に配置して巡回し、英語教育及び外国語活動
の充実を図った。また、学校の教育諸活動を充実・活性化させる
ための支援、スケート教室の開催、PTA連合会補助、家庭教育学
級運営補助等を行った。
･スケート教室の開催
　施設使用料
　バス借上料
・外国語指導
　社会保険料等
　燃料代
　ALT相談員賃金
 JET外国青年招致業人員割会費等
　ALT報酬
　傷害保険料
　ALT相談員通勤費等
・PTA連合会補助
・家庭教育学級運営補助
・学校図書館維持運営費
・薬品廃棄業務
・東濃地区教育推進協議会分担金等
・その他

Ｃ

教育発達相
談支援事業

31,953

　専門相談員を配置して、発達障がいに係る相談業務及び発達検
査を行うことにより、家庭や学校、こども園などにおける支援の
あり方についての助言や指導を行った。また、保健センターやこ
ども発達センターとの連携により、発達障がいの早期発見から早
期療育につなぐ取り組み等を行った。また、不登校児童生徒に関
する適応指導教育の相談の充実も行った。
　心の教室相談員を不登校及び問題行動のある児童の多く在籍す
る小･中学校に配置することにより児童及び保護者の相談等に応
じ子どもの自立援助を行った。

Ｃ

小学校教育
振興事業

106,616

　学習支援員の配置、児童就学援助、理科教育施設整備事業、特
色ある学校づくり補助金交付や、学校情報化推進による校務効率
の向上及び近年高度化し必要とされる情報リテラシーの習得推進
を行った。
　今年度は研究指定校へタブレット端末及び無線LANの整備を
行った。
・臨時職員人件費（学習支援員）
・児童就学援助費（準要保護児童援助、特別支援教育就学奨励）
・補助金（学校教育振興事業（特色ある学校づくり事業））
・備品購入費
・機器等保守点検委託料
・機器等使用料及び賃借料
･需用費（教科書、消耗品、修繕料）
・負担金

Ｃ

学ぶ力をつける
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基本目標 事業名
決算額

（千円）
成果実績 評価

各小学校教
育振興事業
（１４校）

16,197
　市内１４小学校における教育活動に必要な消耗品や図書の購
入、備品の整備などを行い、教育環境の充実を図った。

Ｃ

中学校教育
振興事業

61,924

　学習支援員の配置、児童就学援助、理科教育施設整備事業、部
活動補助、特色ある学校づくり補助金交付や、学校情報化推進に
よる校務効率の向上及び近年高度化し必要とされる情報リテラ
シーの習得推進を行った。
　今年度は研究指定校へタブレット端末及び無線LANの整備を
行った。
・臨時職員人件費
・児童就学援助費
     （準要保護児童援助、特別支援教育就学奨励）
・補助金
　学校教育振興事業（特色ある学校づくり事業）
　中学校部活動大会
・備品購入費
・機器等保守点検委託料
・機器等使用料及び賃借料
･需用費（消耗品、修繕料）
・負担金
･その他

Ｃ

各中学校教
育振興事業
（８校）

12,553
　市内８中学校における教育活動に必要な消耗品や図書の購入、
備品の整備などを行い、教育環境の充実を図った。

Ｃ

私立幼稚園
支援事業

25,048
　私立幼稚園授業料について、公立こども園保育料との格差是正
を目的に国の制度に基づき、就園奨励費補助金を助成した。

Ｃ

学ぶ力をつける
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【教育行政評価委員会からの意見】 
 
1. 教育委員会の行う事務事業の執行状況について 

【総評】 

  恵那市教育委員会の主導の下、教育委員会事務局は着実に役割を果たし、成果をあ

げている。 

  特に、教育施設の改善については、子供の安心安全な教育環境を維持していくため

に、少ない予算の中、計画的に実施していることは、市民としてありがたいことで

ある。 

 

（１）恵那市総合計画施策について 

 

◆安心して暮らす 

 ・こども園の教育活動、教育環境については、小学校入学の基礎的な力を養うための

指導が確実に行えるような指導があることはありがたい。 

・二葉こども園の研究授業を参観させてもらったが、どの学級も子供らしさがあふれ、

確実な指導が行われていることを実感した。但し、園児一人一人の発達差に応じた

指導に弱さを感じたので、その点を教育委員会で指導をしてほしい。 

  ・遊びを通して園児を育てることは、子どもの発達からすると正しいことである。そ

のためにも、子どもに特に運動の側面からどんな力をつけたいのかを明確にして、

必要な遊具を全ての園に共通して整備する必要がある。 

・こども園のトイレについては、家庭のトイレ（洋式）とのギャップをなくす努力

が必要である。 

◆移動手段を充実する 

  ・スクールバスの登下校以外の日中の活用を考えてほしい。 

◆学ぶ力をつける 

  ・学校教育については、市内高校に対する支援に力を入れている努力に敬意を表した

い。特に伝統校である恵那高校の魅力アップに力を入れてほしい。 

・教員の資質向上と子どもの学力や社会性・道徳心の向上は、関連しているので、こ

れからも継続して教員に対する指導を強化してほしい。 

  ・特色ある教育推進と外国語指導助手導入との関連については、もう少し根拠を示し

てほしい。 

  ・幼児期から英語教育やタブレットを活用した教育に取り組んでいることはとてもあ

りがたい。 

・学習支援を必要とする児童、生徒が増えている中で、学習支援員の配置をされてあ

りがたい。今後も支援、補助を続けてほしい。 



 
 
 
 
 

 
 

参 考 資 料 

 
 
 

◆ 恵那市教育委員会点検評価実施要領 

 
◆ 恵那市教育委員会組織図 

 
◆ 平成２８年度恵那市教育委員会提出議案等 
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恵那市教育委員会点検評価実施要領 

平成 21年 7月 24日恵那市教育委員会告示第 14号 

 （目的） 

第１条 この要領は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和 31年法律

第 162 号。以下「法」という。）第 26条第１項に規定する点検及び評価につい

て、必要な事項を定めるものとする。 

 （評価事項） 

第２条 教育委員会は、前年度の次の各号に掲げる教育委員会の取組みについて

点検及び評価を実施する。 

 （１） 教育委員会の活動状況に関する事項 

  ア 教育委員会の会議の実施状況 

  イ 教育委員会の調査活動の状況 

 （２） 事務事業の執行状況に関する事項 

  ア 恵那市総合計画に掲げる主要施策の執行状況 

  イ 恵那市総合計画に掲げる主要施策の執行による成果 

 （３） その他教育委員会が必要と認める事項 

 （点検評価の手順） 

第３条 教育長は、前年度における前条第１号及び第３号に掲げる事項について、

教育委員会会議等の点検及び評価（様式第１号）により、点検及び評価を行う

ものとする。 

２ 前年度における前条第２号に掲げる事項についての点検及び評価は、市が実

施する総合計画管理チェックシートにより行うものとする。 

３ 教育長は、第１項及び第２項の結果を教育委員会に報告する。 

４ 教育委員会は、前項の報告を基準として、点検及び評価を実施する。 

 （評価委員会の設置） 

第４条 教育委員会は、法第 26条第２項の規定により、同条第１項の点検及び評

価を行うに当たって教育に関し学識経験を有する者の知見の活用を図るため、

恵那市教育行政評価委員会（以下「委員会」という。）を置く。 

 （所掌事務） 

第５条 委員会は、教育委員会の求めに応じ、第３条の点検及び評価を行うに当

たり、意見を述べるものとする。 
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 （委員） 

第６条 委員会は、５人以内の委員で組織し、委員会の委員は、優れた識見を有

する者その他教育委員会が適当と認める者のうちから教育委員会が委嘱する。 

２ 委員の任期は２年とし、再任されることができる。ただし、補欠の委員の任

期は、前任者の残任期間とする。 

 （委員長） 

第７条 委員会に、委員長を置く。 

２ 委員長は、委員の互選による。 

３ 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。 

４ 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長が

指定した委員がその職務を代理する。 

 （公表） 

第８条 教育委員会は、法第 26条第１項に規定する点検及び評価の結果に関する

公表について、ホームページにより行うものとする。 

 （委任） 

第９条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。 

   附 則 

 この告示は、告示の日から施行する。 
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様式第１号（第３条関係） 

 教育委員会会議等の点検及び評価 

 実   績 成 果 ・ 課 題 

教育委員会会

議の実施状況 

  

調査活動等の

状況 

  

その他の事項   

 



学校再編対策室

恵那市学校給食センター

岩村学校給食センター

山岡学校給食センター

明智学校給食センター

　　学校教育係

教育研究所

幼児教育係

大井小学校

大井第二小学校

長島小学校

東野小学校

三郷小学校

教育長 武並小学校

委員（教育長職務代理者） 恵那北小学校

委員 中野方小学校

委員 飯地小学校

委員 岩邑小学校

山岡小学校

明智小学校

串原小学校

上矢作小学校

恵那東中学校

恵那西中学校

恵那北中学校

岩邑中学校

山岡中学校

明智中学校

串原中学校

上矢作中学校

城ケ丘こども園【指定管理】

長島こども園 【指定管理】

やまびここども園 

みさとこども園 

武並こども園 

中野方こども園

飯地こども園 

岩村こども園 【指定管理】

山岡こども園

明智こども園 

吉田こども園 

串原こども園 

上矢作こども園

大井こども園 

二葉こども園 

東野こども園

教

育

委

員

会

事

務

局

長

総務係・教育施設係

副

教

育

長

教育推進課

恵那市教育委員会の組織図

教 育 総 務 課
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委員会回数 議決年月日 議案番号

第6回定例会 平成28年4月27日 議第30号

報告事項 報第1号 平成28年度教育委員会重点目標の進捗状況について

報第2号 恵那市の園小中学校のトピック（5月）について

報第3号 恵那市中央図書館月別利用状況

報第4号 中山道広重美術館月別観覧者数

報第5号 岐阜県クリスタルパーク恵那スケート場入場者数

報第6号 5月の行事予定について

報第7号 総合教育会議の概要と本年度の開催予定について

第7回定例会 平成28年5月27日 議第31号

議第32号

議第33号

協議事項 協第1号 恵那南地区中学校の再編について

報告事項 報第1号 教育行政評価委員の委嘱について

報第2号 平成２８年度教育委員会重点目標の進捗状況について

報第3号 恵那市の園小中学校のトピック（６月）について

報第4号 恵那市中央図書館月別利用状況

報第5号 中山道広重美術館月別観覧者数

報第6号 岐阜県クリスタルパーク恵那スケート場入場者数

報第7号 ６月の行事予定について

報第8号 ４月分の後援申請について

報第9号 平成２８年度第１２回恵那市少年の主張大会について

報第10号 第１４回恵那市先人顕彰事業「下田歌子賞」募集について

第8回定例会 平成28年6月23日 議第34号

議第35号

議第36号

議第37号

議第38号

報告事項 報第1号 平成２８年度教育委員会重点目標の進捗状況について

　 報第2号 恵那市の園小中学校のトピック（７月）について

報第3号 平成２８年度第２回文化財保護審議会について

報第4号 恵那市中央図書館月別利用状況

報第5号 中山道広重美術館月別観覧者数

報第6号 岐阜県クリスタルパーク恵那スケート場入場者数

報第7号 ７月の行事予定について

平成２８年度恵那市教育委員会提出議案等について

提　出　議　案　等

平成２７年度恵那市教育委員会主要事業、恵那市総合計画施策別点検及び評価

恵那市教育委員会会議等点検及び評価

恵那市指定文化財の指定解除について

平成２８年度教科書用図書東濃採択地区協議会の設置について

恵那市正家廃寺跡整備構想検討委員会設置要綱等の一部を改正する要綱につい
て

恵那市文化財の指定について

恵那市教育委員会行政不服審査法及び行政事件訴訟法に基づく教示の文例に関
する規則の一部を改正する規則について

恵那文化センター及び恵那市明智かえでホール物品販売等事務取扱要綱の一部
を改正する要綱について

恵那文化センター規則の一部を改正する規則について
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委員会回数 議決年月日 議案番号 提　出　議　案　等

報第8号 ５月分の後援申請について

報第9号 こども園・小・中学校の様子について

第9回定例会 平成28年7月22日 議第39号

議第40号

報告事項 報第1号 平成２８年度教育委員会重点目標の進捗状況について

報第2号 恵那市の園小中学校のトピック（８月）について

報第3号 恵那市中央図書館月別利用状況

報第4号 中山道広重美術館月別観覧者数

報第5号 岐阜県クリスタルパーク恵那スケート場入場者数

報第6号 ８月の行事予定について

報第7号 ６月分の後援申請について

報第8号 こども園・小・中学校の様子について

報第9号 平成２８年度運動会・体育祭等の訪問について

報第10号 平成２８年度教育委員会訪問（後期）について

第10回定例会 平成28年8月25日 議第41号

報告事項 報第1号 平成２８年度教育委員会重点目標の進捗状況について

報第2号 恵那市の園小中学校のトピック（９月）について

報第3号 恵那市中央図書館月別利用状況

報第4号 中山道広重美術館月別観覧者数

報第5号 岐阜県クリスタルパーク恵那スケート場入場者数

報第6号 平成２８年度教育委員会点検・評価報告書

報第7号 ９月の行事予定について

報第8号 ７月分の後援申請について

報第9号 こども園・小・中学校の様子について

第11回定例会 平成28年9月23日 議第42号

議第43号

報告事項 報第1号 平成２８年度教育委員会重点目標の進捗状況について

報第2号 恵那市の園小中学校のトピック（10月）について

報第3号 恵那市中央図書館月別利用状況

報第4号 中山道広重美術館月別観覧者数

報第5号 岐阜県クリスタルパーク恵那スケート場入場者数

報第6号 10月の行事予定について

報第7号 ８月分の後援申請について

報第8号 こども園・小・中学校の様子について

報第9号 教育委員会視察研修について

恵那市立小中学校における教職員による児童及び生徒の輸送に関する自家用自
動車使用についての規程の一部改正について

恵那市学校給食食物アレルギー対応の手引き策定委員会設置要綱の制定につい
て

平成２８年度９月補正予算（案）に関する意見について

平成２９年度使用教科用図書の議決について

恵那市教育委員会職員の自己啓発等休業に関する条例施行規則の制定について
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委員会回数 議決年月日 議案番号 提　出　議　案　等

第12回定例会 平成28年10月27日 議案第44号

議案第45号

報告事項 報第1号 平成２８年度教育委員会重点目標の進捗状況について

報第2号 恵那市の園小中学校のトピック（11月）について

報第3号 恵那市中央図書館月別利用状況

報第4号 中山道広重美術館月別観覧者数

報第5号 岐阜県クリスタルパーク恵那スケート場入場者数

報第6号 11月の行事予定について

報第7号 9月分の後援申請について

報第8号 こども園・小・中学校の様子について

第13回定例会 平成28年11月25日 議案第46号

議案第47号

議案第48号 恵那市中山道広重美術館管理規則等の一部を改正する規則について

議案第49号

議案第50号

議案第51号

議案第52号

議案第53号

議案第54号

議案第55号

報告事項 報第1号 平成２８年度教育委員会重点目標の進捗状況について

報第2号 恵那市の園小中学校のトピック（12月）について

報第3号 恵那市中央図書館月別利用状況

報第4号 中山道広重美術館月別観覧者数

報第5号 岐阜県クリスタルパーク恵那スケート場入場者数

報第6号 12月の行事予定について

報第7号 10月分の後援申請について

報第8号 こども園・小・中学校の様子について

第14回定例会 平成28年12月20日 議案第56号

報告事項 報第1号 平成２８年度教育委員会重点目標の進捗状況について

報第2号 恵那市の園小中学校のトピック（1月）について

報第3号 恵那市中央図書館月別利用状況

報第4号 中山道広重美術館月別観覧者数

報第5号 岐阜県クリスタルパーク恵那スケート場入場者数

報第6号 1月の行事予定について

報第7号 11月分の後援申請について

報第8号 こども園・小・中学校の様子について

恵那市公の施設に関する使用料等見直しに伴う関係条例の整備に関する条例の
制定について

平成２８年度１２月補正予算（案）に関する意見ついて

恵那市民間保育所等補助金交付要綱の制定について

長島こども園の指定管理者の指定について

恵那市役所振興事務所の位置の変更に伴う関係条例の整備に関する条例の制定
について

恵那市中山道広重美術館管理規則の一部を改正する規則について

恵那市幼稚園就園奨励費補助金交付要綱の一部を改正する要綱について

恵那市指定文化財の指定について

恵那市串原山村文化資源保存伝習施設管理規則を廃止する規則について

まきがね公園、恵那市まきがね西体育館、恵那市まきがね西グラウンドの指定管理
者の指定について

恵那市明智Ｂ＆Ｇ海洋センター体育館、恵那市明智Ｂ＆Ｇ海洋センタープール、恵
那市明智グラウンド、恵那市明智武道館の指定管理者の指定について

恵那市上矢作プールの指定管理者の指定について
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委員会回数 議決年月日 議案番号 提　出　議　案　等

第1回定例会 平成29年1月19日 報告事項 報第1号 平成２８年度教育委員会重点目標の進捗状況について

報第2号 恵那市の園小中学校のトピック（2月）について

報第3号 恵那市中央図書館月別利用状況

報第4号 中山道広重美術館月別観覧者数

報第5号 岐阜県クリスタルパーク恵那スケート場入場者数

報第6号 2月の行事予定について

報第7号 12月分の後援申請について

報第8号 こども園・小・中学校の様子について

第2回定例会 平成29年2月21日 議案第1号

議案第2号 恵那市こども園管理規則の一部改正について

議案第3号

議案第4号

議案第5号

議案第6号

議案第7号

協議事項 協第1号 平成２９年度「恵那市の教育」について

報告事項 報第1号 平成２８年度教育委員会重点目標の進捗状況について

報第2号 恵那市の園小中学校のトピック（3月）について

報第3号 恵那市中央図書館月別利用状況

報第4号 中山道広重美術館月別観覧者数

報第5号 岐阜県クリスタルパーク恵那スケート場入場者数

報第6号 3月の行事予定について

報第7号 1月分の後援申請について

報第8号 こども園・小・中学校の様子について

報第9号 平成28年度恵那市立小・中学校卒業証書授与式について

第3回臨時会 平成29年3月6日 議案第8号

協議事項 協第2号 平成29年度版『恵那市の教育』について

第4回定例会 平成29年3月24日 議案第9号

議案第10号

議案第11号

議案第12号

議案第13号

議案第14号

議案第15号

議案第16号

議案第17号

議案第18号

議案第19号

恵那市市民三学運動推進に関する規程の制定について

恵那市正家廃寺跡整備構想検討委員会設置要綱等の一部改正する要綱について

恵那市大正村明智の森キャンプ場の設置及び管理に関する条例の廃止について

平成２８年度３月補正予算（案）に関する意見について

恵那市こども園設置条例の一部改正について

恵那市中山道広重美術館条例等の一部改正について

恵那市学校給食センター設置条例施行規則及び恵那市教育委員会文書管理規
則の一部改正について

恵那市伝統的建造物群保存地区補助金交付要綱の一部改正について

恵那市社会教育指導員非常勤嘱託職員設置要綱の制定について

恵那文化センター規則の一部改正について

恵那市コミュニティセンター非常勤嘱託職員設置要綱の制定について

恵那市生涯学習指導者登録要綱の制定について

恵那市認定生涯学習活動団体登録要綱の一部改正について

恵那市教育委員会事務局組織規則の一部改正について

恵那市立学校施設開放規則の一部改正について

恵那市立学校開放に関する実施要綱を廃止する要綱について

平成29年度教職員の人事について

平成２９年度恵那市予算（案）に関する意見について
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委員会回数 議決年月日 議案番号 提　出　議　案　等

報告事項 報第1号 平成２８年度教育委員会重点目標の進捗状況について

報第2号 恵那市の園小中学校のトピック（4）について

報第3号 恵那市中央図書館月別利用状況

報第4号 中山道広重美術館月別観覧者数

報第5号 岐阜県クリスタルパーク恵那スケート場入場者数

報第6号 4月の行事予定について

報第7号 2月分の後援申請について

報第8号 平成29年度恵那市教職員受入式について

報第9号 平成29年度教育委員会開催日について
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