
提案月 号 議　　　　　　　　　案 提案結果 内　　　　　　　　　　容

1
後援名義使用願の承認について
【第５２回大阪学童保育研究集会】

承認 後援名義使用願の承認を求めるもの。

2
共催名義使用願の承認について
【第７６回（第７７回冬季）国民体育大会近畿ブロック大会】

承認 共催名義使用願の承認を求めるもの。

3
後援名義使用願の承認について
【「Mommy or Daddy? ママかパパか　上映会＆トークショー」】

承認 後援名義使用願の承認を求めるもの。

4 小学校プールの一般開放の中止について 原案可決 小学校プールの一般開放の中止について議決を求めるもの。

5 熊取町立総合体育館（ひまわりドーム）の臨時開館について 原案可決
熊取町立総合体育館（ひまわりドーム）における住民の利便性および有効活用を図るた
め、臨時開館の議決を求めるもの。

6 熊取町立総合体育館（ひまわりドーム）の臨時休館について 原案可決
熊取町立総合体育館（ひまわりドーム）の保守点検等のため、臨時休館の議決を求める
もの。

７月 7 令和４年度使用教科用図書（中学社会歴史的分野）の採択替えについて 採択替え
をしない

令和４年度に使用する中学社会歴史的分野の教科用図書の採択替えについて、採択替え
を行うか否かの議決を求めるもの。

8 令和２年度熊取町教育委員会活動の点検及び評価について 原案可決
令和２年度に実施した教育委員会活動について点検及び評価を行い、議会に報告するた
め提案するもの。

9 令和４年度熊取町立小・中学校使用教科用図書の採択について 原案可決
令和４年度に町立小・中学校で使用する教科用図書について、令和３年度使用図書と同
一とする議決を求めるもの。

10
後援名義使用願の承認について
【第６７回近畿高等学校登山大会】

承認 後援名義使用願の承認を求めるもの。

11
後援名義使用願の承認について
【第４１回大阪府公立小学校算数教育研究発表泉南大会】

承認 後援名義使用願の承認を求めるもの。

12 町議会の議決を経るべき事件の議案について 原案可決

地方教育行政の組織及び運営に関する法律第２９条の規定により、町長から意見を求められた議案につ
いては、異議がないものとするもの。

1.令和3年度熊取町一般会計補正予算（第4号）　※ただし、教育の事務に関する部分

13 押印の見直しに伴う関係教育委員会規則の整備に関する規則について 原案可決
教育委員会関係規則において、押印の見直しにより、行政手続きにおける住民の負担を
軽減し、利便性の向上を図るとともに、業務の改善及び効率化を図るため、改正を行う
もの。

14
後援名義使用願の承認について
【第５８回全日本トランポリン競技選手権大会】

承認 後援名義使用願の承認を求めるもの。

令和３年度教育委員会会議案件等一覧　　　　≪議案≫
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提案月 号 議　　　　　　　　　案 提案結果 内　　　　　　　　　　容

10月 15
後援名義使用願の承認について
【公益社団法人泉佐野青年会議所　１１月度公開例会】

承認 後援名義使用願の承認を求めるもの。

11月 16 「令和３年度　全国学力・学習状況調査　熊取町の分析結果」について 承認
令和３年度全国学力・学習状況調査の分析結果を「令和３年度　全国学力・学習状況調査　熊取町の分
析結果」とすることについて、承認を求めるもの。

17
後援名義使用願の承認について
【親子体験型イベント　作文力・思考力を鍛える！頭が良くなる勉強法】

承認 後援名義使用願の承認を求めるもの。

18
後援名義使用願の承認について
【全国作文教育研究大会】

承認 後援名義使用願の承認を求めるもの。

19 令和４年度　全国学力・学習状況調査について 原案可決 令和４年度全国学力・学習状況調査の参加について議決を求めるもの。

２月 20 令和３年度末・令和４年度当初小・中学校校長・教頭の人事について 原案可決
令和３年度末・令和４年度当初小・中学校校長・教頭の人事について議決を求めるも
の。

21 教育委員会事務局事務分掌規則の一部を改正する規則について 原案可決
教育委員会事務局事務分掌規則に「学校ICTに関すること。」を追加するため改正するも
の。

22 「熊取町第4次子ども読書活動推進計画」の策定について 原案可決 「熊取町第4次子ども読書活動推進計画」を定めるもの。

23
後援名義使用願の承認について
【ありがとう☆ドッジボール大会　2021】

承認 後援名義使用願の承認を求めるもの。

24
後援名義使用願の承認について
【OSAKA HELLO　CUP　2022】

承認 後援名義使用願の承認を求めるもの。

25 令和４年度熊取町教育方針について 原案可決 令和4年度熊取町教育方針を定めるもの

26 町議会の議決を経るべき事件の議案について 原案可決

地方教育行政の組織及び運営に関する法律第29条の規定により、町長から意見を求められた議案につい
ては、異議がないものとするもの。

1.令和3年度熊取町一般会計補正予算（第12号）  ※ただし、教育の事務に関する部分
1.令和4年度熊取町一般会計補正予算（第1号）　 ※ただし、教育の事務に関する部分

27 教育委員会評価委員会委員の委嘱について 原案可決 教育委員会評価委員会委員の委嘱について議決を求めるもの。

28 スポーツ推進委員の委嘱について 原案可決 スポーツ推進委員の委嘱について議決を求めるもの。

29 令和４年度当初教育委員会事務局職員の異動について 原案可決 令和４年度当初教育委員会事務局職員の異動について議決を求めるもの。

１月

３月

３月
臨時



報告月 号 報　　　　　　　　　告 結果 内　　　　　　　　　　容

1 令和３年３月熊取町議会定例会の結果報告について 承認

令和3年3月熊取町議会定例会において審議された、教育委員会に関係のある次の事項について、可
決されたことを報告するもの。
１．令和3年度熊取町一般会計予算　※ただし、教育の事務に関する部分
１．令和2年度熊取町一般会計補正予算(第13号)　※ただし、教育の事務に関する部分
１．令和2年度熊取町一般会計補正予算(第14号)　※ただし、教育の事務に関する部分                                                                                                                    
１．令和3年度熊取町一般会計補正予算（第1号） ※ただし、教育の事務に関する部分

2 青少年問題協議会委員委嘱の専決処分報告について 承認 青少年問題協議会委員委嘱の専決処分について報告し、承認を求めるもの。

3 社会教育施設の供用時間等の変更に係る専決処分報告について 承認
社会教育施設の供用時間等の変更に係る専決処分について報告し、承認を求めるも
の。

4 図書館協議会委員任命の専決処分報告について 承認 図書館協議会委員任命の専決処分について報告し、承認を求めるもの。

5
新型コロナウィルス感染症対策による社会教育施設の臨時休館の専決処分報
告について

承認
新型コロナウイルス感染症対策により公民館、町民会館、教育・子どもセンター、熊
取交流センター、総合体育館、熊取図書館を臨時休館したことを報告し、承認を求め
るもの。

6 社会教育委員委嘱の専決処分報告について 承認 社会教育委員委嘱の専決処分について報告し、承認を求めるもの。

7 青少年問題協議会委員委嘱の専決処分報告について 承認 青少年問題協議会委員委嘱の専決処分について報告し、承認を求めるもの。

8 町議会の議決を経るべき事件の議案に対する意見の専決処分報告について 承認
地方教育行政の組織及び運営に関する法律第29条の規定により、町長から意見を求められた議案に
ついては、異議がないものとして専決処分したことを報告し、承認を求めるもの。
1.令和３年度熊取町一般会計補正予算（第３号）　※ただし、教育の事務に関する部分

9
新型コロナウィルス感染症対策による社会教育施設の臨時休館の専決処分報
告について

承認
新型コロナウイルス感染症対策により公民館、町民会館、教育・子どもセンター、熊
取図書館、総合体育館、熊取交流センター、重要文化財中家住宅の臨時休館を専決処
分したことを報告し、承認を求めるもの。

10 青少年問題協議会委員委嘱の専決処分報告について 承認 青少年問題協議会委員委嘱の専決処分について報告し、承認を求めるもの。

11 公民館・町民会館整備基本設計（素案）について 報告 公民館・町民会館整備基本設計（素案）について報告するもの。

７月 12 社会教育施設の供用時間等の変更に係る専決処分報告について 承認
社会教育施設の供用時間等の変更に係る専決処分について報告し、承認を求めるも
の。

13 令和３年６月熊取町議会定例会の結果報告について 承認
令和3年6月熊取町議会定例会において審議された、教育委員会に関係のある次の事項について、可
決されたことを報告するもの。
１.令和3年度熊取町一般会計補正予算（第3号）＊ただし、教育の事務に関する部分                                                                                                      

14 社会教育施設の供用時間等の変更に係る専決処分報告について 承認
社会教育施設の供用時間等の変更に係る専決処分について報告し、承認を求めるも
の。

令和３年度教育委員会会議案件等一覧　　　　≪報告≫
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報告月 号 報　　　　　　　　　告 結果 内　　　　　　　　　　容

９月 15 社会教育施設の供用時間等の変更に係る専決処分報告について 承認
社会教育施設の供用時間等の変更に係る専決処分について報告し、承認を求めるも
の。

16 社会教育施設の供用時間等の変更に係る専決処分報告について 承認
社会教育施設の供用時間等の変更に係る専決処分について報告し、承認を求めるも
の。

17 令和３年９月熊取町議会定例会の結果報告について 承認
令和3年9月熊取町議会定例会において審議された、教育委員会に関係のある次の事項について、可
決されたことを報告するもの。
1.令和3年度熊取町一般会計補正予算（第4号）　※ただし、教育の事務に関する部分

18 社会教育施設の供用時間等の変更に係る専決処分報告について 承認
社会教育施設の供用時間等の変更に係る専決処分について報告し、承認を求めるも
の。

19 「熊取町第４次子ども読書活動推進計画」（素案）について 報告
「熊取町第４次子ども読書活動推進計画」の策定についての進捗状況を報告するも
の。

11月 20 社会教育施設の供用時間等の変更に係る専決処分報告について 承認
社会教育施設の供用時間等の変更に係る専決処分について報告し、承認を求めるも
の。

12月 21 町議会の議決を経るべき事件の議案に対する意見の専決処分報告について 承認
地方教育行政の組織及び運営に関する法律第29条の規定により、町長から求められた議案について
は、異議がないものとして専決処分したことを報告し、承認を求めるもの。
1.令和３年度熊取町一般会計補正予算（第７号）　※ただし、教育の事務に関する部分

22 令和３年12月熊取町議会定例会の結果報告について 承認
令和3年12月熊取町議会定例会において審議された、教育委員会に関係のある次の事項について、
可決されたことを報告するもの。
1.令和3年度熊取町一般会計補正予算（第7号）　※ただし、教育の事務に関する部分

23 青少年問題協議会委員委嘱の専決処分報告について 承認 青少年問題協議会委員委嘱の専決処分について報告し、承認を求めるもの。

２月 24 青少年問題協議会委員委嘱の専決処分報告について 承認 青少年問題協議会委員委嘱の専決処分について報告し、承認を求めるもの。

３月 25 町議会の議決を経るべき事件の議案に対する意見の専決処分報告について 承認

地方教育行政の組織及び運営に関する法律第29条の規定により、町長から求められた議案について
は、異議がないものとして専決処分したことを報告し、承認を求めるもの。
1.令和３年度熊取町一般会計補正予算（第11号）　※ただし、教育の事務に関する部分
1.令和４年度熊取町一般会計予算　※ただし、教育の事務に関する部分
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１月


