
○教育委員会が所管する例規一覧

令和２年度
名称 名称 担当課

1 条例 S41.10.11 大野市立保育所設置条例 こども支援課
2 条例 S41.10.11 大野市立学校設置条例 大野市立学校設置条例 教育総務課
3 条例 S41.10.11 大野市幼稚園設置条例 大野市幼稚園設置条例 教育総務課
4 条例 S41.10.11 大野市立学校職員の職務に専念する義務の特例に関する条例 大野市立学校職員の職務に専念する義務の特例に関する条例 教育総務課
5 条例 S41.10.11 大野市社会教育委員条例 大野市社会教育委員条例 教育総務課
6 条例 S43.03.30 大野市文化財保護条例 大野市文化財保護条例 生涯学習・文化財保護課
7 条例 S45.09.30 大野市通学区域審議会条例 大野市通学区域審議会条例 教育総務課
8 条例 S48.06.30 大野市子ども医療費の助成に関する条例 こども支援課
9 条例 S55.07.15 大野市立学校施設等整備基金の設置及び管理に関する条例 大野市立学校施設等整備基金の設置及び管理に関する条例 教育総務課
10 条例 S57.03.26 大野市教育振興基金設置条例 大野市教育振興基金設置条例 教育総務課
11 条例 S58.03.31 大野市図書館設置条例 大野市図書館設置条例 生涯学習・文化財保護課
12 条例 S59.03.30 大野市スポーツ推進審議会設置条例
13 条例 H元.03.27 真柄福祉基金設置条例 こども支援課
14 条例 H03.03.25 大野市エキサイト広場総合体育施設管理運営基金設置条例
15 条例 H12.12.25 大野市青少年問題協議会条例 大野市青少年問題協議会条例 生涯学習・文化財保護課
16 条例 H17.09.26 大野市立学校施設の利用に関する条例 大野市立学校施設の利用に関する条例 教育総務課
17 条例 H17.09.26 大野市公民館設置条例
18 条例 H17.09.26 大野市文化会館設置条例
19 条例 H17.09.26 大野市ふるさと自然の家設置条例
20 条例 H17.09.26 大野市青少年教育センター設置条例 大野市青少年教育センター設置条例 教育総務課
21 条例 H17.09.26 大野市体育施設設置条例
22 条例 H17.09.26 大野市エキサイト広場総合体育施設設置条例
23 条例 H17.09.26 大野市Ｂ＆Ｇ海洋センター設置条例
24 条例 H17.09.26 大野市立学校体育施設の開放に関する条例
25 条例 H17.09.26 大野市児童館設置条例 こども支援課
26 条例 H17.11.04 大野市学校給食センター設置条例 大野市学校給食センター設置条例 教育総務課
27 条例 H17.11.04 大野市和泉体育施設設置条例
28 条例 H17.11.04 大野市博物館設置条例 大野市博物館設置条例 生涯学習・文化財保護課
29 条例 H17.11.04 本願清水イトヨの里設置条例
30 条例 H17.12.21 大野市上大納スポーツランド設置条例
31 条例 H18.03.27 大野市生涯学習センター設置条例 大野市生涯学習センター設置条例 生涯学習・文化財保護課
32 条例 H20.03.24 大野市自然体験活動施設設置条例 大野市自然体験活動施設設置条例 生涯学習・文化財保護課
33 条例 H23.12.15 大野市児童デイサービスセンターの設置及び管理に関する条例 こども支援課
34 条例 H23.12.15 大野市地域子育て支援センターの設置及び管理に関する条例 こども支援課
35 条例 H26.08.01 大野市結の故郷奨学金基金設置条例 大野市結の故郷奨学金基金設置条例 教育総務課
36 条例 H26.09.29 大野市結の故郷奨学金貸与条例 大野市結の故郷奨学金貸与条例 教育総務課
37 条例 H26.09.29 大野市家庭的保育事業等の設備及び運営の基準に関する条例 こども支援課

38 条例 H26.09.29
大野市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営の基準に関する
条例

こども支援課

39 条例 H26.09.29 大野市保育の必要性の認定基準に関する条例 こども支援課
40 条例 H26.09.29 大野市放課後児童健全育成事業の設備及び運営の基準に関する条例 こども支援課
41 条例 H26.12.18 大野市結の故郷伝統文化伝承条例 大野市結の故郷伝統文化伝承条例 生涯学習・文化財保護課
42 条例 H27.03.23 大野市いじめ問題対策連絡協議会設置条例 大野市いじめ問題対策連絡協議会設置条例 教育総務課
43 条例 H29.12.15 大野市文化芸術交流施設設置条例
44 条例 H31.03.26 大野市子ども・子育て会議設置条例 こども支援課
45 規則 S29.07.01 大野市教育委員会会議規則 大野市教育委員会会議規則 教育総務課
46 規則 S29.01.01 大野市教育委員会傍聴規則 大野市教育委員会傍聴規則 教育総務課
47 規則 S29.01.01 大野市教育委員会公告式規則 大野市教育委員会公告式規則 教育総務課
48 規則 S32.01.01 大野市立学校管理規則 大野市立学校管理規則 教育総務課
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49 規則 S37.01.01 大野市幼稚園規則 大野市幼稚園規則 教育総務課
50 規則 S42.05.10 大野市スポーツ推進委員設置規則
51 規則 S42.01.01 大野市教育委員会公印規則 大野市教育委員会公印規則 教育総務課
52 規則 S44.04.02 大野市文化財保護条例施行規則 大野市文化財保護条例施行規則 生涯学習・文化財保護課
53 規則 S47.01.01 大野市社会教育指導員設置等に関する規則 大野市社会教育指導員設置等に関する規則 生涯学習・文化財保護課
54 規則 S49.01.01 大野市教育功労及び教育研究顕賞規則 大野市教育功労及び教育研究顕賞規則 教育総務課
55 規則 S49.01.01 大野市心身障害児就学支援委員会設置規則 大野市心身障害児就学支援委員会設置規則 教育総務課
56 規則 S56.01.01 大野市社会教育委員の会議等に関する規則 大野市社会教育委員の会議等に関する規則 生涯学習・文化財保護課
57 規則 S57.01.01 大野市教育委員会教育長事務委任規則 大野市教育委員会教育長事務委任規則 教育総務課
58 規則 S58.01.01 大野市図書館管理運営規則 大野市図書館管理運営規則 生涯学習・文化財保護課
59 規則 S59.01.01 大野市スポーツ推進審議会規則
60 規則 S61.01.01 大野市立学校事務職員等の職の設置に関する規則 大野市立学校事務職員等の職の設置に関する規則 教育総務課
61 規則 S61.01.01 大野市子ども会活動事故見舞金支給規則 大野市子ども会活動事故見舞金支給規則 生涯学習・文化財保護課
62 規則 H08.01.01 大野市教育委員会事務局組織規則 大野市教育委員会事務局組織規則 教育総務課
63 規則 H08.01.01 大野市教育委員会規則の条・項等及び用字等の整備に伴う特別措置規則 大野市教育委員会規則の条・項等及び用字等の整備に伴う特別措置規則 教育総務課
64 規則 H08.01.01 大野市教育委員会事務局組織規則 大野市教育委員会事務局組織規則 教育総務課
65 規則 H09.01.01 大野市教育委員会聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則 大野市教育委員会聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則 教育総務課
66 規則 H09.12.26 大野市教育委員会の所管に係る大野市情報公開条例の施行に関する規則 大野市教育委員会の所管に係る大野市情報公開条例の施行に関する規則 教育総務課
67 規則 H14.03.29 大野市立学校教職員の勤務時間に関する規則 大野市立学校教職員の勤務時間に関する規則 教育総務課

68 規則 H16.03.26
大野市教育委員会の所管に係る大野市個人情報保護条例の施行に関する規
則

大野市教育委員会の所管に係る大野市個人情報保護条例の施行に関する規
則

教育総務課

69 規則 H17.09.26 大野市立学校施設の利用に関する条例施行規則 大野市立学校施設の利用に関する条例施行規則 教育総務課
70 規則 H17.09.26 大野市青少年教育センター管理運営規則 大野市青少年教育センター管理運営規則 教育総務課
71 規則 H17.09.26 大野市公民館管理運営規則
72 規則 H17.09.26 大野市ふるさと自然の家管理運営規則
73 規則 H17.09.26 大野市文化会館管理運営規則
74 規則 H17.09.26 大野市体育施設管理運営規則
75 規則 H17.09.26 大野市エキサイト広場総合体育施設管理運営規則
76 規則 H17.09.26 大野市Ｂ＆Ｇ海洋センター管理運営規則
77 規則 H17.09.26 大野市立学校体育施設の開放に関する条例施行規則
78 規則 H17.11.04 大野市学校給食センター管理運営規則 大野市学校給食センター管理運営規則 教育総務課
79 規則 H17.11.04 大野市教職員住宅の設置及び管理に関する規則 大野市教職員住宅の設置及び管理に関する規則 教育総務課
80 規則 H17.11.04 大野市博物館管理運営規則 大野市博物館管理運営規則 生涯学習・文化財保護課
81 規則 H17.11.04 本願清水イトヨの里管理運営規則
82 規則 H17.11.04 大野市和泉体育施設管理運営規則
83 規則 H17.12.21 大野市上大納スポーツランド管理運営規則
84 規則 H18.07.26 大野市生涯学習センター管理運営規則 大野市生涯学習センター管理運営規則 教育総務課

85 規則 H19.03.27
大野市教育委員会の所管に係る大野市行政手続等における情報通信の技術
の利用に関する条例施行規則

大野市教育委員会の所管に係る大野市行政手続等における情報通信の技術
の利用に関する条例施行規則

生涯学習・文化財保護課

86 規則 H20.03.27 大野市自然体験活動施設管理運営規則 大野市自然体験活動施設管理運営規則 生涯学習・文化財保護課
87 規則 H20.06.27 大野市化石保護規則 大野市化石保護規則 生涯学習・文化財保護課
88 規則 H26.10.23 大野市結の故郷奨学金貸与条例施行規則 大野市結の故郷奨学金貸与条例施行規則 教育総務課
89 規則 H27.03.26 大野市結の故郷伝統文化伝承条例施行規則 大野市結の故郷伝統文化伝承条例施行規則 生涯学習・文化財保護課
90 規則 H27.10.27 大野市結の故郷奨学金基金管理規則 大野市結の故郷奨学金基金管理規則 教育総務課
91 規則 H30.01.29 大野市文化芸術交流施設管理運営規則
92 規則 H30.03.29 大野市教育委員会の権限に属する事務の委任に関する規則
93 規則 大野市教育委員会規則の押印廃止に関する規則 教育総務課
94 規則 大野市子ども医療費の助成に関する規則 こども支援課
95 規則 大野市立保育所設置条例施行規則 こども支援課
96 規則 大野市児童館設置条例施行規則 こども支援課
97 規則 大野市児童デイサービスセンターの設置及び管理に関する条例施行規則 こども支援課
98 規則 大野市地域子育て支援センターの設置及び管理に関する条例施行規則 こども支援課
99 規則 大野市児童手当事務処理規則 こども支援課
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100 規則 大野市未熟児養育医療の給付に関する規則 こども支援課
101 規則 大野市保育の必要性の認定基準に関する条例施行規則 こども支援課
102 規程 S58.10.01 大野市教育委員会事務決裁規程 大野市教育委員会事務決裁規程 教育総務課
103 規程 H05.11.26 大野市社会教育功労者表彰規程 大野市社会教育功労者表彰規程 生涯学習・文化財課
104 規程 H09.02.05 大野市教育委員会規程の条・項等及び用字等の整備に伴う特別措置規程 大野市教育委員会規程の条・項等及び用字等の整備に伴う特別措置規程 教育総務課
105 規程 H09.03.27 大野市教育委員会文書管理規程 大野市教育委員会文書管理規程 教育総務課
106 規程 H10.03.31 大野市立小中学校に勤務する教職員の私有車の公務使用に関する規程 大野市立小中学校に勤務する教職員の私有車の公務使用に関する規程 教育総務課
107 規程 H17.11.04 大野市学校通学用自動車運行管理規程 大野市学校通学用自動車運行管理規程 教育総務課
108 規程 大野市立学校タブレット端末使用規程 教育総務課
109 要綱（訓令） H02.03.28 大野市生涯学習推進会議設置要綱 大野市生涯学習推進会議設置要綱 生涯学習・文化財課
110 要綱（訓令） H06.01.01 大野市生涯学習人材活用事業実施要綱 大野市生涯学習人材活用事業実施要綱 生涯学習・文化財課

111 要綱（訓令） H06.11.25
大野市スポーツ競技及び文化振興に関する全国大会等の出場費補助金交付
要綱

112 要綱（訓令） H08.01.01 大野市学校教育審議会設置要綱 大野市学校教育審議会設置要綱 教育総務課

113 要綱（訓令） H08.01.22
大野市内高等学校スポーツ競技及び文化振興に関する全国大会等の出場に
伴う激励費の支給要綱

114 要綱（訓令） H09.01.01 大野市教育委員会要綱の条・項等及び用字等の整備に伴う特別措置要綱
115 要綱（訓令） H24.11.27 大野市文化振興庁内検討会議設置要綱
116 要綱（訓令） H29.10.26 大野市教育委員会ＰＦＩ検討会議設置要綱
117 要綱（訓令） R01.12.27 大野市文化財保存活用検討ワーキンググループ設置要綱 大野市文化財保存活用検討ワーキンググループ設置要綱 生涯学習・文化財課
118 要綱（告示） S55.04.01 大野市私立幼稚園就園奨励費補助金交付要綱 大野市私立幼稚園就園奨励費補助金交付要綱 教育総務課
119 要綱（告示） H09.01.01 大野市生涯学習わく湧くお届け講座実施要綱 大野市生涯学習わく湧くお届け講座実施要綱
120 要綱（告示） H11.07.01 大野市スポーツクラブ活動育成事業補助金交付要綱
121 要綱（告示） H15.11.28 大野市学校評議員に関する要綱 大野市学校評議員に関する要綱 教育総務課

122 要綱（告示） H17.03.28
大野市立小中学校におけるスポーツ競技及び文化振興に関する全国大会等
の出場費補助金交付要綱

大野市立小中学校におけるスポーツ競技及び文化振興に関する全国大会等
の出場費補助金交付要綱

教育総務課

123 要綱（告示） H19.03.27 大野市放課後子ども教室推進事業実施要綱 大野市放課後子ども教室推進事業実施要綱 生涯学習・文化財課
124 要綱（告示） H20.03.27 大野市スポーツ交流大会開催事業補助金交付要綱
125 要綱（告示） H20.04.24 大野市学校給食民間委託業務運営協議会設置要綱 大野市学校給食民間委託業務運営協議会設置要綱 教育総務課
126 要綱（告示） H20.05.27 大野市教育理念策定委員会設置要綱
127 要綱（告示） H21.03.27 大野市立学校の就学学校の指定の変更に関する要綱 大野市立学校の就学学校の指定の変更に関する要綱 教育総務課
128 要綱（告示） H21.03.27 大野市立学校の区域外就学に関する要綱 大野市立学校の区域外就学に関する要綱 教育総務課
129 要綱（告示） H22.08.27 大野市ブックスタート事業実施要綱 大野市ブックスタート事業実施要綱 生涯学習・文化財課
130 要綱（告示） H23.03.29 大野市学校事務共同実施推進協議会設置要綱 大野市学校事務共同実施推進協議会設置要綱 教育総務課
131 要綱（告示） H24.03.28 大野市要保護及び準要保護児童生徒就学援助費支給事業実施要綱 大野市要保護及び準要保護児童生徒就学援助費支給事業実施要綱 教育総務課
132 要綱（告示） H28.03.28 大野市結の故郷伝統文化伝承事業補助金交付要綱 大野市結の故郷伝統文化伝承事業補助金交付要綱 生涯学習・文化財課
133 要綱（告示） H28.12.22 大野市文化会館整備基本計画策定委員会設置要綱
134 要綱（告示） H30.03.29 大野市青年活動推進事業補助金交付要綱 大野市青年活動推進事業補助金交付要綱 生涯学習・文化財課
135 要綱（告示） H30.08.01 大野市地場産学校給食推進事業補助金交付要綱
136 要綱（告示） H31.03.28 大野市和泉地区化石保全活用計画推進委員会設置要綱 大野市和泉地区化石保全活用計画推進委員会設置要綱 生涯学習・文化財課
137 要綱（告示） H31.03.29 大野市文化会館整備基本設計業務プロポーザル審査委員会設置要綱
138 要綱（告示） H31.04.26 大野市トップアスリート等招へい事業補助金交付要綱
139 要綱（告示） H31.04.26 大野市文化財保存活用地域計画策定協議会設置要綱 大野市文化財保存活用地域計画策定協議会設置要綱 生涯学習・文化財課
140 要綱（告示） R01.12.27 大野市学校補導連絡協議会補助金交付要綱
141 要綱（告示） R01.12.27 大野市特別支援教育研究会補助金交付要綱 大野市特別支援教育研究会補助金交付要綱 教育総務課
142 要綱（告示） R01.12.27 大野市へき地・小規模教育研究会補助金交付要綱 大野市へき地・小規模教育研究会補助金交付要綱 教育総務課
143 要綱（告示） R01.12.27 福井県学校保健会大野分会補助金交付要綱 福井県学校保健会大野分会補助金交付要綱 教育総務課
144 要綱（告示） R01.12.27 大野高等学校定時制教育振興会補助金交付要綱 大野高等学校定時制教育振興会補助金交付要綱 教育総務課
145 要綱（告示） R01.12.27 大野市指定文化財保存修理等補助金交付要綱 大野市指定文化財保存修理等補助金交付要綱 生涯学習・文化財課
146 要綱（告示） R02.03.02 大野市社会教育関係団体補助金交付要綱 大野市社会教育関係団体補助金交付要綱 生涯学習・文化財課
147 要綱（告示） R02.03.02 大野市わんぱく相撲おおの場所開催事業補助金交付要綱
148 要綱（告示） R02.03.02 大野市中学校・高等学校スポーツ大会開催事業補助金交付要綱
149 要綱（告示） R02.03.02 大野市スポーツ少年団育成事業補助金交付要綱
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150 要綱（告示） R02.03.02 大野市無形民俗文化財保存育成事業補助金交付要綱 大野市無形民俗文化財保存育成事業補助金交付要綱 生涯学習・文化財課
151 要綱（告示） R02.03.02 大野市文化事業補助金交付要綱
152 要綱（告示） R02.03.25 大野市３人っ子給食費助成金交付要綱 大野市３人っ子給食費助成金交付要綱 教育総務課
153 要綱（告示） R02.03.25 大野市特別支援教育就学奨励費支給要綱 大野市特別支援教育就学奨励費支給要綱 教育総務課
154 要綱（告示） R02.03.25 大野市小中学校再編計画検討委員会設置要綱 大野市小中学校再編計画検討委員会設置要綱 教育総務課
155 要綱（告示） R02.05.01 大野市乾側小学校先行再編準備委員会設置要綱

156 要綱（告示） R02.05.01
大野市文化財保存活用地域計画策定支援業務委託に係る公募型プロポーザ
ル審査委員会設置要綱

157 要綱（告示） R02.05.27 大野市スポーツ推進計画策定委員会設置要綱
158 要綱（告示） R02.09.29 大野市小学校再編支援事業補助金交付要綱 大野市小学校再編支援事業補助金交付要綱 教育総務課

159 要綱（告示） R02.12.01
大野市教諭等の標準的な職務の内容及びその例並びに教諭等の職務の遂行
に関する要綱

大野市教諭等の標準的な職務の内容及びその例並びに教諭等の職務の遂行
に関する要綱

教育総務課

160 要綱（告示） R02.12.01
大野市立学校事務職員の標準的な職務の内容及びその例並びに事務職員の
職務の遂行に関する要綱

大野市立学校事務職員の標準的な職務の内容及びその例並びに事務職員の
職務の遂行に関する要綱

教育総務課

161 要綱（告示） R02.12.23 大野市嶺南嶺北体験・探究活動支援事業補助金交付要綱 大野市嶺南嶺北体験・探究活動支援事業補助金交付要綱 教育総務課
162 要綱（告示） 大野市生涯学習推進計画策定委員会設置要綱 生涯学習・文化財課
163 要綱（告示） 大野市立社会福祉事業施設における苦情解決に関する要綱 こども支援課
164 要綱（告示） 大野市子育て交流ひろば事業実施要綱 こども支援課
165 要綱（告示） 大野市病児デイケア事業実施要綱 こども支援課
166 要綱（告示） 大野市すみずみ子育てサポート事業実施要綱 こども支援課
167 要綱（告示） 大野市３人っ子応援プロジェクトの取扱い等を定める要綱 こども支援課
168 要綱（告示） 大野市子育て短期支援事業実施要綱 こども支援課
169 要綱（告示） 大野市要保護児童対策地域協議会設置要綱 こども支援課
170 要綱（告示） 大野市地域組織活動育成事業補助金交付要綱 こども支援課
171 要綱（告示） 大野市放課後児童クラブ事業実施要綱 こども支援課
172 要綱（告示） 大野市保育所等整備事業補助金交付要綱 こども支援課
173 要綱（告示） 大野市子育て世代包括支援センター運営要綱 こども支援課
174 要綱（告示） 大野市子育て支援情報誌広告掲載取扱要綱 こども支援課
175 要綱（告示） 大野市休日保育事業実施要綱 こども支援課

176 要綱（告示）
大野市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者の確認等に関する要
綱

こども支援課

177 要綱（告示） 大野市婚活サポーター設置要綱 こども支援課
178 要綱（告示） 大野市特別保育事業補助金交付要綱 こども支援課
179 要綱（告示） 大野市特別保育事業の実施に関する要綱 こども支援課
180 要綱（告示） 大野市障害児保育事業実施要綱 こども支援課
181 要綱（告示） 大野市特定子ども・子育て支援施設等の確認に関する要綱 こども支援課

182 要綱（告示）
大野市保育所等における医療的ケア児の一時的な預かり等に関する実施要
綱

こども支援課

183 要綱（告示） 大野市婦人福祉協議会補助金交付要綱 こども支援課
184 要綱（告示） 大野市保育所等における医療的ケア児の保育利用に関する実施要綱 こども支援課
185 要綱（告示） 大野市産後ママの家事お手伝い事業実施要綱 こども支援課
186 要綱（告示） 大野市家庭育児応援手当支給事業実施要綱 こども支援課
187 要綱（告示） 大野市子どもの見守り強化事業実施要綱 こども支援課


