
議案第４８号  

 

   藤沢市教育委員会事務局組織等規則の一部改正について 

 藤沢市教育委員会事務局組織等規則を次のように改正する。 

  ２０２０年（令和２年）３月１８日提出 

                       藤沢市教育委員会 

                        教育長 平 岩 多恵子 

 

 

 

１ 改正する規則 

  別紙のとおり 

２ 施行期日 

  ２０２０年（令和２年）４月１日 

 

 

 

提案理由 

 この議案を提出したのは，教育委員会における事務の決裁事項及び公印の取扱い

に関する規定を整備する必要による。 

 



藤沢市教育委員会事務局組織等規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

  令和２年  月  日 

                       藤沢市教育委員会 

                        教育長 平 岩 多恵子 

 

 

藤沢市教育委員会規則第  号 

  藤沢市教育委員会事務局組織等規則の一部を改正する規則 

藤沢市教育委員会事務局組織等規則(平成１２年藤沢市教育委員会規則第３

号)の一部を次のように改正する。 

別表第２固有事務決裁表教育指導課の項学校教育指導の項教員の研修・研

究の項を削り，同表学務保健課の項県費負担教職員の人事管理の項中「臨時的

職員」を「臨時的任用職員」に改め，同表学務保健課の項市費講師の人事管理

の項を削る。 

「 

別表３藤沢市総合市民図書館長之印の項中 

   「 

 を 

」 

  

 に， 

」 

 
４ 
 

 
1 
 

  
「 

   「 

 を 

」 

 
 

 に改める。 

」 

総合市民図書館長 総合市民図書館長 

総合市民図書館主幹 
  

    附 則 

この規則は，令和２年４月１日から施行する。 
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藤沢市教育委員会事務局組織等規則(平成12年教育委員会規則第3号)新旧対照表 

 

別表第2（第9条関係） 

固有事務決裁表 

改正後（案） 

課名 事務の種類 決裁事項 決裁区分 合議 備考 

教育指導課 学校教育指導 学校教育指導計画の策定 部長   

学校教育指導の実施 課長   

教員の研修・研究 課長   

特別支援教育 障がい児の就学指導 課長   

教育文化センター 教育文化センター運営計画の策定 部長   

教育史編さん事業計画の策定 部長   

藤沢の自然編さん事業計画の策定 部長   

研究及び研修の事業計画の作成 部長   

教育史の編集 課長   

出版物の編集及び発行 課長   

研究及び研修の事業の実施 課長   

教育情報の収集及び提供 課長   

学校教育相談センター 学校教育相談センター運営計画の策定 部長   

相談支援教室の管理運営 課長   
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教育相談事業全般 課長   

いじめ防止対策 いじめ防止対策の実施 課長   

学務保健課 就学 就学義務の猶予及び免除 教育長 教育指導課  

学級編成 教育長   

児童及び生徒の就学援助の認定 部長   

児童及び生徒の特別支援就学奨励の認定 部長   

児童及び生徒の就学事務(就学義務の猶予及び免除を除

く。) 

課長   

県費負担教職員の人事管理 県費負担教職員の人事計画 教育長   

休職の内申 教育長   

長期研修，内地留学，大学院派遣，在外教育施設派遣等

の推薦 

教育長   

昇任，昇格，昇給の内申 教育長   

勤務評定 教育長   

事故報告 教育長   

復職，育児休業の内申 部長   

管理職の研修計画 部長   

県費負担教職員の福利厚生等 部長   

臨時的任用職員，非常勤職員の任用内申 課長   

公務災害に係る申請手続 課長   
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免許状等申請手続 課長   

市費講師の人事管理 市費講師の任用計画 部長   

職員団体 職員団体に関する事項 部長   

学校保健及び学校安全 藤沢市学校事故措置条例(昭和49年藤沢市条例第18号)に

基づく見舞金等の支給 

教育長   

児童及び生徒の健康診断の実施 課長   

独立行政法人日本スポーツ振興センターへの加入及び請

求 

課長   

就学時の健康診断の実施 課長   

 

現行 

課名 事務の種類 決裁事項 決裁区分 合議 備考 

教育指導課 

 

学校教育指導 教育史の編集 課長   

出版物の編集及び発行 課長   

研究及び研修の事業の実施 課長   

特別支援教育 教育情報の収集及び提供 課長   

八ヶ岳野外体験教室 

学校情報処理 

学校教育指導 

特別支援教育 

八ヶ岳野外体験教室の学校利用計画，指導計画の作成 課長   

八ヶ岳野外体験教室の管理運営 課長   

指定管理者に対する運営指導 部長   

学校情報処理システムの運用管理 課長   
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学校教育指導計画の策定 部長   

学校教育指導の実施 課長   

教員の研修・研究 課長   

障がい児の就学指導 課長   

学校教育相談センター 学校教育相談センター運営計画の策定 部長   

相談支援教室の管理運営 課長   

教育相談事業全般 課長   

いじめ防止対策 いじめ防止対策の実施 課長   

学務保健課 就学 就学義務の猶予及び免除 教育長 教育指導課  

学級編成 教育長   

児童及び生徒の就学援助の認定 部長   

児童及び生徒の特別支援就学奨励の認定 部長   

児童及び生徒の就学事務(就学義務の猶予及び免除を除

く。) 

課長   

県費負担教職員の人事管理 県費負担教職員の人事計画 教育長   

休職の内申 教育長   

長期研修，内地留学，大学院派遣，在外教育施設派遣等

の推薦 

教育長   

昇任，昇格，昇給の内申 教育長   

勤務評定 教育長   
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事故報告 教育長   

復職，育児休業の内申 部長   

管理職の研修計画 部長   

県費負担教職員の福利厚生等 部長   

臨時的職員，非常勤職員の任用内申 課長   

公務災害に係る申請手続 課長   

免許状等申請手続 課長   

市費講師の人事管理 市費講師の任用計画 部長   

職員団体 職員団体に関する事項 部長   

学校保健及び学校安全 藤沢市学校事故措置条例(昭和49年藤沢市条例第18号)に

基づく見舞金等の支給 

教育長   

児童及び生徒の健康診断の実施 課長   

独立行政法人日本スポーツ振興センターへの加入及び請

求 

課長   

就学時の健康診断の実施 課長   
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別表第3（第13条関係） 

改正後（案） 

公印の名称 ひな形 書体 寸法 

(ミリメートル) 

印材 個数 用途 管守者 

藤沢市総合市民図書館長之印 12 てん書 方21 木印 1 図書館長名をもってする文書 総合市民図書館長 

総合市民図書館主

幹 

 

現行 

公印の名称 ひな形 書体 寸法 

(ミリメートル) 

印材 個数 用途 管守者 

藤沢市総合市民図書館長之印 12 てん書 方21 木印 4 図書館長名をもってする文書 総合市民図書館長 

総合市民図書館主

幹 

 

 


