
提案月 号 議　　　　　　　　　案
提案　　　　
結果

内　　　　　　　　　　容

４月 1 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
大阪府の「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」の一部改正にともな
い町規則の改正を行ったことを報告するもの。

2
令和3年度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
り令和3年度の小学校・中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

3
令和3年度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

4 社会教育委員の委嘱について 原案可決 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

６月 5 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2年度熊取町一般会計補正予算（第5号）について※ただし、教育の事務に関する部分

7月 6
後援名義使用願の承認について
【大阪府公立小・中学校生活指導研究協議会 研究発表大会】

原案可決 後援名義使用願の承認を求めるもの。

7月
臨時

7 令和3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 令和3年度に、町立小・中学校で使用する教科書を採択するもの。

8 令和元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 教育委員会が令和元年度に行った活動について、自己点検・評価したもの。

9 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。

10 熊取町教育委員会後援承認事務取扱要綱の一部を改正する要綱について 原案可決 熊取町教育委員会後援承認事務取扱要綱の一部を改正する要綱について定めるもの。

11 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２年度熊取町一般会計補正予算（第8号）について※ただし、教育の事務に関する部分

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.議会の議決を要する契約について※熊取町GIGAスクール学習用端末等機器の購入について

13 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 臨時休館日の承認を求めるもの。

14
後援名義使用願の承認について【第２８回　大阪府小学校生活科・総合的な学習教育研究協議会
研究大会泉南大会（講演会）】

原案可決 後援名義使用願の承認を求めるもの。

11月 15 後援名義使用願の承認について【おみせやさんごっこ～はたらくってなーに？～】 原案可決 後援名義使用願の承認を求めるもの。

令和２年度教育委員会会議案件等一覧　　　　≪議案≫

５月

８月

９月

10月



12月 16 後援名義使用願の承認について【『朝日新聞EduA新聞活用講座（泉佐野会場）』 原案可決 後援名義使用願の承認を求めるもの。

1月 17 令和３年度　全国学力・学習状況調査について 原案可決 令和３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。

18 文化財保護審議会委員の任命について 原案可決 文化財保護審議会委員の任命について、議決を求めるもの。

19 後援名義使用願の承認について【「ガールズスクエア」】 原案可決 後援名義使用願の承認を求めるもの。

20 社会教育施設の供用時間等の変更について 原案可決 社会教育施設の供用時間等の変更について議決を求めるもの。

21
後援名義使用願の承認について【第29回大阪府在日外国人教育研究協議会研究集会（泉南大
会）】

原案可決 後援名義使用願の承認を求めるもの。

22 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2年度熊取町一般会計補正予算（第13号）について※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予算について※ただし、教育の事務に関する部分

23 後援名義使用願の承認について【「子どもの潜在能力を引き出す脳科学」講座】 継続審議 後援名義使用願の承認を求めるもの。

23 後援名義使用願の承認について【「子どもの潜在能力を引き出す脳科学」講座】 否決 後援名義使用願の承認を求めるもの。

24 熊取町立学校の府費負担教職員の業務量の適切な管理等に関する規則について 原案可決 熊取町立学校の府費負担教職員の業務量の適切な管理等に関する規則の制定を行うもの。

25 令和３年度熊取町教育方針について 原案可決 令和３年度熊取町教育方針を定めるもの。

26 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。

27 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2年度熊取町一般会計補正予算（第14号）について※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）について※ただし、教育の事務に関する部分

28 後援名義使用願の承認について【泉州中学校・高等学校進学説明会2022】 原案可決 後援名義使用願の承認を求めるもの。

29 令和２年度末・３年度当初小・中学校校長・教頭の異動について 原案可決 令和２年度末・３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。

30 令和３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。

2月

3月

3月臨時



報告月 号 報　　　　　　　　　告 結果 内　　　　　　　　　　容

1 令和2年3月熊取町議会定例会の結果報告について 承認

令和2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2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．令和元年度熊取町一般会計補正予算(第9号)　※ただし、教育の事務に関する部分
１．令和元年度熊取町一般会計補正予算(第10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1号） ※ただし、教育の事務に関する部分

2
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（延長）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するもの。

3
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（延長）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するもの。

4 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.令和2年度熊取町一般会計補正予算（第２号）　※ただし、教育の事務に関する部分

5 社会教育施設の臨時開館について 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社会教育施設を臨時開館し
たことを報告するもの。

6 公民館・町民会館の整備方針について 承認 公民館・町民会館の整備方針を定めるもの

7 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.令和2年度熊取町一般会計補正予算（第６号）　※ただし、教育の事務に関する部分

8 令和2年6月熊取町議会定例会の結果報告について 承認

令和2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2年度熊取町一般会計補正予算（第5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6号）＊ただし、教育の事務に関する部分                                                                                                                      

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.令和2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

10 令和2年7月熊取町議会臨時会の結果報告について 承認
令和2年7月熊取町議会臨時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2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                                                                                                                      

8月 11 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 青少年問題協議会規則第3条第2項の規定に基づく委員を委嘱するもの

12 令和２年9月熊取町議会定例会の結果報告について 承認

令和2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2年度熊取町一般会計補正予算（第8号）について※ただし、教育の事務に関する部分
1.議会の議決を要する契約について※熊取町GIGAスクール学習用端末等機器の購入について

13 公民館・町民会館の整備について（進捗状況報告） 承認 公民館・町民会館の整備の方向性、進捗状況、当面のスケジュールを報告するもの。

14 教育委員会事務局職員の異動について 承認 教育委員会事務局職員の異動について承認を求めるもの。

令和２年度教育委員会会議案件等一覧　　　　≪報告≫

4月

5月

6月

7月

10月



15 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報告について承認を求めるもの。

16 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報告について承認を求めるもの。

17 公民館・町民会館の整備について（基本構想（素案）等） 公民館・町民会館の整備の基本構想等を報告するもの。

12月 18 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.令和2年度熊取町一般会計補正予算（第10号）　※ただし、教育の事務に関する部分

1月 19 令和2年12月熊取町議会定例会の結果報告について 承認
当委員会に関係のある事項を報告するもの。
1.令和2年度熊取町一般会計補正予算（第10号）　※ただし、教育の事務に関する部分

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報告について承認を求めるもの。

21 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報告について承認を求めるもの。

3月 22 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報告について承認を求めるもの。

3月臨
時

23
熊取町公民館・町民会館整備偉業基本設計・実施設計業務の公募型プロポーザルの結果
について

承認
熊取町公民館・町民会館整備偉業基本設計・実施設計業務の公募型プロポーザルの結
果について報告するもの。

11月

2月


