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（提案説明） 

 行政系人事制度改正・分掌事務の見直しに伴い、世田谷区教育委員会事務局組

織規則を一部改正するために本案を提出する。 



   世田谷区教育委員会事務局組織規則の一部を改正する規則 

 世田谷区教育委員会事務局組織規則（平成４年３月世田谷区教育委員会規則第１号） 

の一部を次のように改正する。 

 第５条第１０項中「特定の事務」を「専門的な事務等」に改める。 

 第７条第１項の表学校健康推進課の部学校給食係の項中第４号を削り、第５号を第 

４号とし、第６号を第５号とし、同部公会計担当係長の項第１号中「学校給食費会計」 

を「学校給食費の収納及び管理」に改め、同項第２号を削り、同条第２項の表学校職

員課の部教職員福利係の項第４号中「健康管理」を「衛生管理」に改める。 

   附 則 

 この規則は、平成３０年４月１日から施行する。 
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世田谷区教育委員会事務局組織規則の一部を改正する規則新旧対照表 

 

改正後 改正前 

○世田谷区教育委員会事務局組織規則 ○世田谷区教育委員会事務局組織規則 

平成４年３月25日世教委規則第１号 平成４年３月25日世教委規則第１号 

第１条 第１条 

～   省略 ～   省略 

第４条 第４条 

（係長等の職及び職責） （係長等の職及び職責） 

第５条 係に係長を置く。 第５条 係に係長を置く。 

２ 課及び担当課に担当係長を置くことができる。 ２ 課及び担当課に担当係長を置くことができる。 

３ 係（係を置かないところにあっては、課）及び担当課に主査を置

くことができる。 

３ 係（係を置かないところにあっては、課）及び担当課に主査を置

くことができる。 

４ 教育総務課及び教育相談・特別支援教育課に指導主事を置くこと

ができる。 

４ 教育総務課及び教育相談・特別支援教育課に指導主事を置くこと

ができる。 

５ 教育総務課、教育指導課及び教育相談・特別支援教育課に統括指

導主事を置くことができる。 

５ 教育総務課、教育指導課及び教育相談・特別支援教育課に統括指

導主事を置くことができる。 

６ 教育指導課に指導主事を置く。 ６ 教育指導課に指導主事を置く。 

７ 生涯学習・地域学校連携課に社会教育主事を置く。 ７ 生涯学習・地域学校連携課に社会教育主事を置く。 

８ 係長は、上司の命を受け、その係の事務を掌理する。 ８ 係長は、上司の命を受け、その係の事務を掌理する。 

９ 担当係長は、上司の命を受け、担任の事務を掌理する。 ９ 担当係長は、上司の命を受け、担任の事務を掌理する。 

10 主査は、上司の命を受け、その係の事務又は担当係長の担任の事

務のうち、専門的な事務等を処理する。 

10 主査は、上司の命を受け、その係の事務又は担当係長の担任の事

務のうち、特定の事務を処理する。 

11 統括指導主事は、上司の命を受け、指導主事を統括し、学校教育

の指導内容に関する職務に従事する。 

11 統括指導主事は、上司の命を受け、指導主事を統括し、学校教育

の指導内容に関する職務に従事する。 

12 指導主事は、上司の命を受け、学校教育の指導内容に関する職務

に従事する。 

12 指導主事は、上司の命を受け、学校教育の指導内容に関する職務

に従事する。 

13 社会教育主事は、上司の命を受け、社会教育に関する職務に従事

する。 

13 社会教育主事は、上司の命を受け、社会教育に関する職務に従事

する。 
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改正後 改正前 

第６条 省略 第６条 省略 

（事務局の各課等の分掌事務等） （事務局の各課等の分掌事務等） 

第７条 事務局の各課等（学校職員課、教育指導課、教育相談・特別

支援教育課、新教育センター整備担当課及び生涯学習・地域学校連

携課を除く。）及びその係等の分掌事務又は担任事務は、次のとお

りとする。 

第７条 事務局の各課等（学校職員課、教育指導課、教育相談・特別

支援教育課、新教育センター整備担当課及び生涯学習・地域学校連

携課を除く。）及びその係等の分掌事務又は担任事務は、次のとお

りとする。 

教育総務課 教育総務課 

～           省略 ～           省略 

幼児教育・保育推進担当課 幼児教育・保育推進担当課 

学校健康推進課 学校健康推進課 

学校健康推進係 学校健康推進係 

(１) 学校保健衛生の事業計画及び調整に関すること。 (１) 学校保健衛生の事業計画及び調整に関すること。 

(２) 学校医、学校歯科医及び学校薬剤師に関すること。 (２) 学校医、学校歯科医及び学校薬剤師に関すること。 

(３) 世田谷区学校保健会に関すること。 (３) 世田谷区学校保健会に関すること。 

(４) 独立行政法人日本スポーツ振興センターの災害共済給付

に関すること。 

(４) 独立行政法人日本スポーツ振興センターの災害共済給付

に関すること。 

(５) 学校管理下における児童及び生徒の人身事故に関するこ

と。 

(５) 学校管理下における児童及び生徒の人身事故に関するこ

と。 

(６) 課内他の係等に属しないこと。 (６) 課内他の係等に属しないこと。 

学校給食係 学校給食係 

(１) 学校給食の計画及び運営に関すること。 (１) 学校給食の計画及び運営に関すること。 

(２) 学校給食施設及び設備の維持運営に関すること。 (２) 学校給食施設及び設備の維持運営に関すること。 

(３) 学校給食の栄養指導に関すること。 (３) 学校給食の栄養指導に関すること。 

 (４) 学校給食衛生委員会に関すること。 

(４) 学校給食調理場運営審議会に関すること。 (５) 学校給食調理場運営審議会に関すること。 

(５) 学校給食調理場との連絡調整に関すること。 (６) 学校給食調理場との連絡調整に関すること。 

公会計担当係長 公会計担当係長 

(１) 学校給食費の収納及び管理に関すること。 (１) 学校給食費会計に関すること。 
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改正後 改正前 

 (２) 給食費収納の公会計化に関すること。 

教育環境課 省略 教育環境課 省略 

２ 教育政策部長、学校職員課及び学校職員課の係、教育指導課及び

教育指導課の係等、教育相談・特別支援教育課及び教育相談・特別

支援教育課の係等並びに新教育センター整備担当課及び新教育セン

ター整備担当係長の分掌事務又は担任事務は、次のとおりとする。 

２ 教育政策部長、学校職員課及び学校職員課の係、教育指導課及び

教育指導課の係等、教育相談・特別支援教育課及び教育相談・特別

支援教育課の係等並びに新教育センター整備担当課及び新教育セン

ター整備担当係長の分掌事務又は担任事務は、次のとおりとする。 

学校職員課 学校職員課 

職員係 職員係 

(１) 教育指導課、教育相談・特別支援教育課及び新教育セン

ター整備担当課との連絡調整に関すること。 

(１) 教育指導課、教育相談・特別支援教育課及び新教育セン

ター整備担当課との連絡調整に関すること。 

(２) 教育政策部長の担任事務に係る事務事業の進行管理に関

すること。 

(２) 教育政策部長の担任事務に係る事務事業の進行管理に関

すること。 

(３) 教育政策部長の担任事務に係る事務改善に関すること。 (３) 教育政策部長の担任事務に係る事務改善に関すること。 

(４) 教育政策部長の担任事務に係る予算、決算及び会計に関

すること。 

(４) 教育政策部長の担任事務に係る予算、決算及び会計に関

すること。 

(５) 区立学校との連絡調整に関すること。 (５) 区立学校との連絡調整に関すること。 

(６) 学校職員（教職員を除く。以下同じ。）及び教職員（学

校栄養職員及び事務職員に限る。）の人事管理に関すること。 

(６) 学校職員（教職員を除く。以下同じ。）及び教職員（学

校栄養職員及び事務職員に限る。）の人事管理に関すること。 

(７) 幼稚園教職員の人事管理に関すること。 (７) 幼稚園教職員の人事管理に関すること。 

(８) 幼稚園に係る講師及び補助教員の人事管理に関するこ

と。 

(８) 幼稚園に係る講師及び補助教員の人事管理に関するこ

と。 

(９) 学校職員の研修に関すること。 (９) 学校職員の研修に関すること。 

(10) 学校職員及び教職員並びに児童及び生徒の表彰に関する

こと。 

(10) 学校職員及び教職員並びに児童及び生徒の表彰に関する

こと。 

(11) 職員団体との連絡調整に関すること。 (11) 職員団体との連絡調整に関すること。 

(12) 教育政策部長の担任事務のうち、教育指導課、教育相談・

特別支援教育課及び新教育センター整備担当課並びに課内他

の係に属しないこと。 

(12) 教育政策部長の担任事務のうち、教育指導課、教育相談・

特別支援教育課及び新教育センター整備担当課並びに課内他

の係に属しないこと。 
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改正後 改正前 

教職員福利係 教職員福利係 

(１) 学校職員及び教職員の福利厚生に関すること。 (１) 学校職員及び教職員の福利厚生に関すること。 

(２) 学校職員の共済組合、互助組合及び互助会に関すること。 (２) 学校職員の共済組合、互助組合及び互助会に関すること。 

(３) 学校職員及び幼稚園教職員の公務災害補償及び通勤災害

補償に関すること。 

(３) 学校職員及び幼稚園教職員の公務災害補償及び通勤災害

補償に関すること。 

(４) 学校職員及び教職員の衛生管理に関すること。 (４) 学校職員及び教職員の健康管理に関すること。 

(５) 学校職員及び教職員の被服貸与に関すること。 (５) 学校職員及び教職員の被服貸与に関すること。 

教職員給与係 教職員給与係 

(１) 学校職員及び教職員の給料、諸手当、旅費等の支給に関

すること。 

(１) 学校職員及び教職員の給料、諸手当、旅費等の支給に関

すること。 

(２) 学校職員及び教職員の退職手当の支給に関すること。 (２) 学校職員及び教職員の退職手当の支給に関すること。 

以下省略 以下省略 

附 則（平成30年３月30日世教委規則第６号）  

この規則は、平成30年４月１日から施行する。  
 


