
提案月 号 議　　　　　　　　　案
提案　　　　
結果

内　　　　　　　　　　容

1 熊取町立総合体育館（ひまわりドーム）の臨時開館日について 原案可決
熊取町立総合体育館（ひまわりドーム）利用者の利便性向上及び同館の有効活用を図るため、総合体育館条例（平
成8年条例第25号）第13条ただし書により、平成30年7月24日（火）、31日（火）、8月7日（火）、14日（火）、21
日（火）、28日（火）を臨時に開館するもの。

2 熊取町立総合体育館（ひまわりドーム）の臨時休館日について 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、総合体育館条例第１３条ただし書により、平成３０
年１０月６日（土）、７日（日）、８日（月・祝）並びに１２月２８日（金）、平成３１年１月４日（金）を臨時
に休館する。

3
平成31年度小学校使用教科用図書選択に係る泉南郡小学校・中学校教科用図書採択協議会の設
置および協議会規約等への同意について

原案可決

義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律第12条、第13条第4項及び第5項の規定により
平成31年度の小学校で使用する教科書採択に泉南郡小学校・中学校教科用図書採択協議会を設置
し、規約等へ同意するとともに、同協議会の採択結果を尊重するもの。

4
平成31年度小学校使用教科用図書選択に係る泉南郡小学校・中学校教科用図書採択協議会委員
の選任について

原案可決
泉南郡小学校、中学校教科用図書選択協議会規約８条に基づく委員の選任について、協議し、決定
するもの。

5 総合体育館等指定管理者選定委員会委員の委嘱について 原案可決
総合体育館等指定管理者選定委員会規則第３条の規定に基づく委員の委嘱について承認を求めるも
の。

6 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.平成30年度熊取町一般会計補正予算（第3号）について※ただし、教育の事務に関する部分

7
後援名義使用願の承認について【８月度公開例会　ウォーターパークを通じての地域国際交
流】

原案可決 後援名義使用願の承認を求めるるもの。

8 後援名義使用願の承認について【「犬と猫と人間と」上映会】 原案可決 後援名義使用願の承認を求めるるもの。

9 後援名義使用願の承認について【混声コーラスそよかぜサードコンサート】 原案可決 後援名義使用願の承認を求めるるもの。

10 後援名義使用願の承認について【第２４回近畿中学校社会科教育研究大会大阪大会】 原案可決 後援名義使用願の承認を求めるるもの。

11
後援名義使用願の承認について【大阪“人間と性”教育研究協議会３０周年総会セミナー講演
会】

原案可決 後援名義使用願の承認を求めるるもの。

12 平成29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 教育委員会が平成26年度に行った活動について、自己点検・評価したもの。

13 平成31年度使用熊取町小学校・中学校教科用図書の採択について 原案可決 平成30年度に、町立小・中学校で使用する教科書を採択するもの。

14 図書館協議会委員の任命について 原案可決 図書館法第15条の規定に基づく委員を任命するもの。
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15 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.町立小・中学校の校務用パソコンの購入について
1.平成30年度熊取町一般会計補正予算（第6号）について※ただし、教育の事務に関する部分

16 後援名義使用願の承認について【第72回大阪府小学校道徳教育研究会研究競技大会】 原案可決 後援名義使用願の承認を求めるるもの。

17 後援名義使用願の承認について【第7回親詩守大阪大会】 原案可決 後援名義使用願の承認を求めるるもの。

18 「平成30年度　全国学力・学習状況調査　熊取町の分析結果」について 原案可決
平成30年度全国学力・学習状況調査の分析結果を「平成29年度　全国学力・学習状況調査　熊取町の結果」として
まとめるもの。

19 重要文化財中家住宅の臨時休館について 原案可決
台風21号被害により重要文化財中家住宅設置条例第3条ただし書きにより平成30年10月4日（木）から平成31年3月
31日（日）までを臨時に休館するもの。

20 後援名義使用願の承認について【つながろフェス2018～こどももおとなもてぇつなご～】 原案可決 後援名義使用願の承認を求めるるもの。

21 総合体育館等指定管理者の候補者の選定について 原案可決
熊取町立総合体育館等指定管理者選定委員会規則第2条に基づき、指定管理者候補者の選定について承認を求める
もの。

22 後援名義使用願の承認について【第１回保護者のための特別支援教育講演会】 原案可決 後援名義使用願の承認を求めるるもの。

23 後援名義使用願の承認について【フレンドリーマッチ２０１８　大阪体育大学×武庫川女子大学】 原案可決 後援名義使用願の承認を求めるるもの。

24 熊取町運動部活動の在り方に関する方針について 原案可決 熊取町運動部活動の在り方に関する方針を定めるもの

25 後援名義使用願の承認について【保護者のための特別支援講演会】 原案可決 後援名義使用願の承認を求めるるもの。

26 熊取町立総合体育館（ひまわりドーム）の臨時休館日について 原案可決
指定管理者変更による業務引継ぎ等のため、総合体育館条例第１３条ただし書により、臨時休館日の承認を求める
もの。

27 平成３１年度　全国学力・学習状況調査について 原案可決 平成３１年度全国学力・学習状況調査の参加について承認を求めるもの。

28 後援名義使用願の承認について【混声合唱団coroBRAVI結成20周年記念コンサート】 原案可決 後援名義使用願の承認を求めるるもの。

29 小・中学校管理規則の一部を改正する規則について 原案可決
熊取町立小・中学校の空調設備整備が完了し、全町立学校の空調環境が整ったことに伴い、小学校及び中学校での
授業日数の確保と教育内容の充実を図ることを目的に、平成31年度から夏季休業期間を短縮するもの。

30 後援名義使用願の承認について【3月度公開例会（相撲教室）】 原案可決 後援名義使用願の承認を求めるるもの。

9月

10月

11月

12月

1月
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31 青少年問題協議会規則の一部を改正する規則について 原案可決 青少年問題協議会の委員の委嘱又は任命するものを町長から教育委員会に改めるもの

32 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.平成3１年度熊取町一般会計予算について※ただし、教育の事務に関する部分

33 平成３１年度熊取町教育方針について 原案可決 平成３１年度熊取町教育方針を定めるもの

34 熊取町部活動の在り方に関する方針について 原案可決 熊取町運動部活動の在り方に関する方針を定めるもの

35 社会教育施設の臨時開館について 原案可決
天皇の即位の日及び即位礼正殿の儀の行われる日を休日とする法律により振替休館日となるところ、臨時に開館す
るもの。

36 重要文化財中家住宅の臨時休館について 原案可決 台風21号による被害のため、重要文化財中家住宅設置条例第３条ただし書により臨時に休館するもの。

37 後援名義使用願の承認について【中学校・高等学校進学フェア】 原案可決 後援名義使用願の承認を求めるるもの。

38 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規則第３条の規定に基づく委員を委嘱するもの。

39 青少年問題協議会委員の委嘱及び任命について 原案可決 青少年問題協議会規則第３条第２項の規定に基づく委員を委嘱するもの。

40 平成３０年度末・３１年度当初小・中学校校長・教頭の異動について 原案可決 平成30年度末・31年度当初小・中学校校長・教頭の異動について承認を得るもの。

41 平成３１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 教育委員会事務局職員の異動について承認を得るもの。

42 平成２８年度熊取町教育方針について 原案可決 平成28年度熊取町教育方針を定めるもの。

43
熊取町立総合体育館（ひまわりドーム）の休館及び熊取町立町民グラウンド内テニスコートの
休場について

原案可決
熊取町総合防災訓練実施に伴い、訓練関係者の駐車場を確保する必要があるため、総合体育館条例第13条ただし書
及び町民グラウンド条例第13条ただし書により、平成28年10月30日（日）午前９時から午後１時まで臨時に休館及
び休場するもの。

44 総合体育館規則の一部を改正する規則について 原案可決
行政不服審査法が全部改正され、平成28年4月１日から施行されることに伴い、総合体育館規則の一部を改正する
もの。

45 町民グラウンド規則の一部を改正する規則について 原案可決
行政不服審査法が全部改正され、平成28年4月１日から施行されることに伴い、町民グラウンド規則の一部を改正
するもの。

46 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
平成24年３月31日をもって解散した熊取町文化振興財団が平成28年１月15日に清算結了登記が完了したことに伴
い、教育委員会事務局事務分掌規則の一部を改正する必要が生じたため、改正するもの。

3月

3月臨時
②

3月臨時



47 平成２７年度末・２８年度当初小・中学校校長・教頭の異動について 原案可決 平成27年度末・28年度当初小・中学校校長・教頭の異動について承認を得るもの。

48 平成２８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 教育委員会事務局職員の異動について承認を得るもの。

49 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規則第３条の規定に基づく委員を委嘱するもの。

50 府費負担教職員勤務時間等規則の一部を改正する規則について 原案可決 「府立高等学校等の職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規則」の一部改正に伴い、所要の改正を行うもの。

51 スポーツ推進委員の委嘱について 原案可決 スポーツ推進委員規則第４条の規定に基づく委員を委嘱するもの。

3月臨時
③



報告月 号 報　　　　　　　　　告 結果 内　　　　　　　　　　容

4月 1 平成30年3月熊取町議会定例会の結果報告について 承認

平成30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．教育・子どもセンター条例
１．町民会館の一部を改正する条例
１．平成30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．平成29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                                                                                                                    
１．平成30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

5月 2 社会教育委員委嘱の専決処分報告について 承認 社会教育法第15条第2項の規定に基づく委員を委嘱するもの。

3 平成30年6月熊取町議会定例会の結果報告について 承認

平成30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.議会の議決を要する契約について（町立中学校普通教室等空調設備の購入について）
１.平成30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                                                                                                                    

4 熊取町立総合体育館等指定管理者の募集に係る専決処分報告について 承認
平成31年４月1日から平成36年3月31日までの5年間の指定管理者について広く募集するため公告
を行ったものを報告するもの。

9月 5
後援名義使用願の承認について【ＳＥＮＳＨＵアートサミット～文化芸術のチカラ×
まちづくりのみらい～】

承認 後援名義使用願の承認について、報告するもの。

6 平成30年9月熊取町議会定例会の結果報告について 承認

平成30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.町立小・中学校の校務用パソコンの購入について
1.平成30年度熊取町一般会計補正予算（第6号）について※ただし、教育の事務に関する部分

7 台風21号の被害等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
台風21号の被害等により町民会館分館、熊取交流センター、重要文化財中家住宅、熊取図書館
を臨時休館したことを報告するもの。

11月 8 後援名義使用願の承認について【小学生の税に関する習字の展示及び表彰】 承認 後援名義使用願の承認について、報告するもの。

12月 9 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、異議がないものとするもの。
1.平成30年度熊取町一般会計補正予算（第8号・第10号）について※ただし、教育の事務に関す
る部分

1月 10 熊取町立総合体育館等指定管理者の指定の専決処分報告について 承認
平成30年11月熊取町教育委員会定例会において選定した指定管理者候補者が、12月熊取町議会
において指定管理者の指定に係る案件が可決されたことを報告するもの。

3月 11 熊取町文化財保護審議会委員任命の専決処分について 承認
文化財保護審議会条例第5条第1項第2号の規定による文化財保護審議会委員の任命について、専
決処分をおこなったことを報告するもの。  

平成３０年度教育委員会会議案件等一覧　　　　≪報告≫

7月

10月



12 泉南地域図書館の相互利用に関する協定書締結の報告について 承認 泉南地域図書館の相互利用に関する協定書を締結したことを報告するもの

13 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

平成31年3月熊取町議会定例会において町長から意見を求められた次の事項について、専決処分
をおこなったことを報告するもの。                                                                                                                                                                             
１．工事請負契約の締結について（熊取南中学校校舎等屋根災害復旧工事）
１．平成30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 

14 後援名義使用願の承認について【ウェスタン大学との学術・文化交流事業】 承認 後援名義使用願の承認について、報告するもの。

15 平成30年3月熊取町議会定例会の結果報告について

平成30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. 教育・子どもセンター条例
１. 町民会館の一部を改正する条例
１．平成30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．平成29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
１．平成30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   

3月臨
時


