
教育委員会の権限に属する事項に係る教育長の臨時

代理の報告について

川崎市学校運営協議会委員の委嘱・解嘱に係る教育長の臨時代理

学校名 選出区分 委 嘱 
【新 委嘱期間】

解 職 
【旧 委嘱期間】

上丸子小学校 保護者 森田 理恵 
【H28.4.9～H31.3.31】

茅野 静仁 
【H28.4.1～H31.3.31】

東小田小学校 保護者 村川  豊 
【H28.4.21～H31.3.31】

兼次 誠一 
【H28.4.1～H31.3.31】

東小田小学校 保護者 山口 小夜子 
【H28.4.21～H31.3.31】

外川 恵美 
【H28.4.1～H31.3.31】

土橋小学校 地域住民 常富 千須 
【H28.4.21～H31.3.31】

― 

土橋小学校 地域住民 畔柳  努 
【H28.4.21～H31.3.31】

― 

土橋小学校 保護者 米林 幸男 
【H28.4.21～H31.3.31】

高野千賀子 
【H28.4.1～H31.3.31】

土橋小学校 地域住民 安藤 英幸 
【H28.4.21～H31.3.31】

中山 文麿 
【H28.4.1～H31.3.31】

《臨時代理を行った理由》 

平成２８年４月６日に開催された教育委員会の時点で委員変更

についての報告が間に合わず、また、いずれの学校も今年度第１

回目の学校運営協議会が４月の上旬から中旬に設定され、第１回

学校運営協議会に間に合わせるため。 

【資料】

「川崎市教育委員会教育長に対する事務委任等に関する規則」（抜粋）

「川崎市学校運営協議会規則」（抜粋）



Ｎｏ．　　氏　　　　　　名 　選　出　区　分

1 　池田　重雄 　地域住民

2 　竹内　三郎 　地域住民

3 　金子　つる江 　地域住民

4 　三ツ森のり子 　地域住民

5 　荒井　美江子 　地域住民

6 　鈴木　美咲子 　地域住民

7 　木暮　慎二 　地域住民

8 　兼次　誠一 　保護者

9 　外川　恵美 　保護者

10 　浜中　啓司 　学識経験者

11 　加藤　順也 　校長

12 　結城　俊一 　教職員

13 　吉田　勝 　教職員

14 　西田　詳子 　教職員

15 　東埀水　剛 　教職員

16 　西澤　亮子 　教職員

東小田小学校学校運営協議会委員名簿



Ｎｏ．　　氏　　　　　　名 　選　出　区　分

1 　長谷川　雅彦 　地域住民

2 　田中　英治 　地域住民

3 　小泉　正敏 　地域住民

4 　田辺　幸男 　地域住民

5 　伊藤　健 　地域住民

6 　石井　雅之 　地域住民

7 　中原　敏子 　地域住民

8 　大内　三奈 　地域住民

9 　黒田　俊夫 　学識経験者

10 　森田　由里 　学識経験者

11 　大澤　弥生 　地域住民

12 　河村　洋子 　地域住民

13 　中村　敬一郎 　保護者

14 　山田　真樹 　保護者

15 　青木　由秋 　校長

16 　堀江　弘志 　教職員

南河原小学校学校運営協議会委員名簿



Ｎｏ．　　氏　　　　　　名 　選　出　区　分

1 　黒田　洋一 　地域住民

2 　相合谷　理 　地域住民

3 　東田　乗治 　地域住民

4 　金久保　雅也 　地域住民

5 　渡部　伸子 　地域住民

6 　石井　敬子 　地域住民

7 　矢倉　真一 　地域住民

8 　生井　賢一 　地域住民

9 　野村　博 　地域住民

10 　宮川　直行 　保護者

11 　茅野　静仁 　保護者

12 　佐々木智春 　保護者

13 　岩間　章 　校長

14 　碓井　泰博 　教職員

15 　森　　 成夫 　教職員

16 　國廣　隆之 　教職員

上丸子小学校学校運営協議会委員候補者名簿



資料

川崎市教育委員会教育長に対する事務委任等に関する規則 （抜粋） 

第２条（委任） 委員会は、次に掲げる事項を除き、その権限に属する教育事務を教育長に委任する。 

(１) 教育行政の運営に関する基本的な方針及び計画に関すること。 

(２) 教育委員会規則又は訓令の制定及び改廃並びに重要な通達を行うこと。 

(３) 教育予算その他教育事務で議会の議決を経るべき議案について、市長に対し意見の申出を行うこと。 

(４) 学校その他の教育機関の設置及び廃止並びに位置及び名称の変更に関すること。 

(５) 研修、服務その他の人事の一般方針を定めること。 

(６) 教育委員会及び教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関の職員の任免その他の人事に関すること。 

(７) 附属機関を組織する委員の任免、委嘱及び解嘱を行うこと。 

(８) 教育委員会の権限に属する事務の管理及び執行状況に係る点検及び評価に関すること。 

(９) 重要な学校その他の教育機関の工事の基本計画の策定に関すること。 

(10) 重要な教育財産の取得及び移管並びに処分について、市長に対し意見の申出を行うこと。 

(11) 重要な教育財産の用途又は目的の変更若しくは廃止に関すること。 

(12) 訴訟、不服申立てその他の争訟に関すること。 

(13) 通学区域の設定又は変更を行うこと。 

(14) 義務教育諸学校を除く市立学校の生徒等の募集の基本方針に関すること。 

(15) 教科用図書の採択を行うこと。 

(16) 文化財の指定及び認定並びに解除に関すること。 

(17) 重要な表彰に関すること。 

(18) 請願及び陳情（以下「請願等」という。）に関すること。 

(19) 公文書の開示請求等に関すること。 

第３条（教育長の臨時代理） 教育長は、緊急やむを得ない事情があるときは、前条各号に規定する事務について、臨時

にこれを代理することができる。 

２ 教育長は、前項の規定により、臨時に事務を代理したときは、直近の委員会会議に報告し、その承認を受けなければ

ならない。 

川崎市学校運営協議会規則 （抜粋） 

第６条(委員の任命) 協議会の委員は次の各号に掲げる者のうちから、教育委員会が任命する。 

(1) 保護者 

(2) 地域住民 

(3) 当該指定学校の校長 

(4) 当該指定学校の教職員 

(5) 学識経験者 

(6) その他、教育委員会が適当と認める者 

２ 委員の辞職等により欠員が生じた場合には、教育委員会は速やかに新たな委員を任命するものとする。 

３ 委員は、特別職の地方公務員の身分を有する。 

第８条(任期) 委員の任期は任命の日の属する年度の翌々年度の末日までとし、再任を妨げない。 

２ 第６条第２項により新たに任命された委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

３ 第１項及び第２項の規定にかかわらず、指定学校の指定の期間が満了したとき又はその指定が取り消されたときは、

委員はその身分を失う。 


