
提案月 号 議　　　　　　　　　案
提案
結果

内　　　　　　　　　　容

1 熊取町教育委員会活動評価委員の委嘱について 原案可決
熊取町教育委員会の活動の点検及び評価を行うにあたり、学識経験者の知見の活用を図るため、教育委員
会活動評価委員の委嘱を行うもの。

2 平成23年度小学校使用教科用図書採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及び協議会規約等への同意について 原案可決
平成23年度小学校使用教科用図書の採択実施に伴い、泉南郡小・中学校教科用図書採択協議会を設置する
こと、並びに採択協議会規約等に対して同意を求めるもの。

3 後援名義の承認について【泉佐野市ロータリークラブ】 原案可決
泉佐野市ロータリークラブが創立50周年記念行事のひとつとして、泉の森ホールで演奏会を主催するにあ
たり、後援を行うもの。

4 体育指導員の委嘱について 原案可決
体育指導委員規則第１条に基づく体育指導委員について、スポーツ振興法第19条の規定に基づき委嘱する
もの。

5 学校図書館資料選定基準及び学校図書館資料除籍基準の制定について 原案可決
各学校が特色ある教育活動を展開し、必要かつ適切な資料を提供できるよう学校図書館資料選定基準を、
また各校の実情に応じ蔵書を点検し除籍を行えるよう学校図書館資料除籍基準を制定するもの。

6 後援名義の承認について【尊敬する大好きな大人の絵画コンクール】 原案可決
子どもたちに尊敬する大好きな大人の絵を描いてもらい、こんな大人になりたいという想いを表現するこ
とによって、道標を自分たちで創り、青少年の健全育成を図るもの。

7 後援名義の承認について【日中交流１４０３年記念シンポジウム】 原案可決
日本と中国の歴史のつながりの重みを考え、日本と中国の人々のよりよい交流の発展を旨とし、文化・芸
術・スポーツ等の学習・交流を行うもの。

8 後援名義の承認について【ソフトバレーボール・エイジフェスティバル】 原案可決
生涯スポーツの一環として、家族や地域の人々が共にバレーボールを楽しむ機会を提供し、体力向上と地
域社会の親善を図りバレーボールの普及振興を図るもの。

9 町議会の議決を経るべき事件の議案について 原案可決
平成２１年度・２２年度一般会計補正予算（教育の事務に関する部分）、議会の議決を要する契約につい
て

10 平成２３年度　大阪府学力・学習状況調査の実施について 原案可決
平成23年度大阪府学力・学習状況調査を、熊取町内の全小中学校において、小学６年生と中学３年生の児
童生徒を対象に実施する。

11 後援名義の承認について【伝えよう、いのちのつながり】 原案可決
いのちのつながりの尊さをみんなに伝えるため、メッセージを手紙や詩にして応募するコンクール。
（条件）学校の教育業務を介在することのないようにして実施すること。

12 後援名義の承認について【難聴児フォーラム2010　in りんくう】 原案可決 人工内耳が必要な高度難聴児への対応を検討する勉強会を開催するもの。

13 後援名義の承認について【おもちゃライブラリー】 原案可決 ヨーロッパのおもちゃに実際に触れて遊ぶ場を設けるもの。

14 平成２３年度使用熊取町小・中学校教科用図書の採択について 原案可決 平成２３年度に、町立小・中学校で使用する教科書を採択するもの。

15 平成２１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２１年度に行った活動について、自己点検・評価したもの。

16 後援名義の承認について【北川真樹チャリティーコンサート】 原案可決 チャリティーコンサートを開催し。収益金を社会福祉推進事業のため寄付するもの

17 社会教育委員への諮問について 原案可決 今後の公民館、町民会館、熊取交流センターの管理の在り方について諮問するもの。

18 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 体育館の保守点検のため、平成２２年１０月９日～１１日を臨時休館するもの。

19 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条の規定により図書館協議会委員を学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資す
る活動を行う者並びに学識経験のある者の中から任命するもの。（１０名）

20 町議会の議決を経るべき事件の議案について 原案可決 平成２２年度一般会計補正予算（教育の事務に関する部分）について

21 図書館規則の一部を改正する規則について 原案可決
図書館規則（平成６年教育委員会規則第６号）第８条に利用カードの有効期間に関する２項目を追加す
る。（有効期間：交付の日から起算して５年、更新時には氏名及び住所を証する書類を提示）

１０月 22 後援名義の承認について【大阪府小学校道徳教育研究会第64回研究協議会（泉南大会）】 原案可決
「よりよい生き方を求める児童をはぐくむ道徳教育」の大会主題のもと、研究協議を通じて小学校の道徳
教育の更なる発展を期する大会。

１１月 23 後援名義の承認について【平和講演と文化の集い】 原案可決
戦争体験に基づく講演を通じて、多くの人に平和の尊さを知ってもらうとともに、上方書生節の演奏を聴
くことで新しい文化を知るつどい。

24
後援名義の承認について【第47回全国小学校道徳教育研究大会、第33回近畿小学校道徳教育研究大会、第42回大阪府小学校道
徳教育研究大会大阪大会】

原案可決
「よりよい生き方を求める児童をはぐくむ道徳教育」の大会主題のもと、公開授業、学年別・課題別分科
会、全体会を通じて全国の小学校道徳教育の充実を図るもの。

25 後援名義の承認について【2011年度（社）貝塚青年会議所2月度定例会】 原案可決 ２月度定例会として、フィンランドの教育を参考に学校や家庭での教育のあり方について学ぶもの。

26 平成２３年度全国学力・学習状況調査について 原案可決
平成23年4月19日に予定されている全国学力・学習状況調査において、抽出調査対象校となれば当該調査を
受け、それ以外の学校は希望利用として実施するもの。

27 後援名義の承認について【第９回大正琴チャリティーやすらぎコンサート】 原案可決 チャリティーコンサートを開催し。その収益金を社会福祉協議会に寄贈するもの。

28 後援名義の承認について【ノルディック・ウォーキング教室】 原案可決 ノルディックウォーキング教室を開催し、参加者の健康な身体づくりや交流を図るもの。

29 平成22年度末・23年度当初小・中学校管理職の任免の内申について 原案可決 平成22年度末・23年度当初の本町小・中学校管理職の任免について大阪府教育委員会に内申するもの。
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30 後援名義の承認について【７カ国語で話そう。講演会・体験会】 原案可決 誰にでもできる多言語の面白さと環境作りについての講演課及び体験会。

31 後援名義の承認について【第１２回　ふれあいサロンいずみ】 原案可決 心に障がいのある人とない人との出会いを設け、分け隔てなく過ごす交流サロン。

32 後援名義の承認について【こころの健康講座】 原案可決 「不登校・引きこもり」をテーマに講演を行うもの。

33 町議会の議決を経るべき事件の議案について 原案可決 平成２２年度一般会計補正予算、平成２３年度当初予算（教育の事務に関する部分）について

34 熊取交流センター、重要文化財中家住宅、熊取町公民館及び熊取町町民会館への指定管理者制度導入の是非について 原案可決
「指定管理者制度の導入方針」（平成１７年８月策定）に基づき、熊取交流センター、重要文化財中家住
宅、熊取町公民館及び熊取町町民会館への指定管理者導入の是非について検討を行った結果について教育
委員会の方針として提案したもの。

35 後援名義の承認について【JOCジュニアオリンピックカップ武術太極拳大会】 原案可決
第19回JOCジュニアオリンピックカップ武術太極拳大会を開催し国際大会で活躍できるジュニア選手の発
掘・育成を行うもの。

36 後援名義の承認について【大阪体育大学大学院スポーツ研究科公開シンポジュウム】 原案可決 教育先進国のフィンランドにおける体育・スポーツ教育に関する情報を得るための講演会。

３月臨時① 37 平成２３年度教育方針について 原案可決 平成２３年度熊取町教育方針を定めるもの。

38 教育長の選任について 原案可決 西牧教育長の任期満了に伴う後任教育長の選任を行うもの。

39 平成22年度末・23年度当初小・中学校校長・教頭の異動について 原案可決 熊取町教育委員会事務委任規則第２条第１項の４による小・中学校校長及び教頭の異動報告。

40 平成23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 熊取町教育委員会事務委任規則第２条第１項第８号による事務局職員の異動報告。

41 人事給与制度の改正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 人事給与制度改正に伴い、字句の変更・削除が生じるため改正するもの。

42 グループ制導入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 グループ制の本格的導入に伴い、様式中の標記など関係するすべての規則を改正するもの。

43 社会教育指導員の任命について 原案可決 社会教育指導員規則第１条に基づく社会教育指導員について、規則第４条の規定に基づき任命するもの。
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報告月 号 報　　　　　　　　　告 結果 内　　　　　　　　　　容

1 平成22年度3月熊取町議会定例会の結果報告について 承認

平成22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、平成21年度熊取町一般会計補正予算（第7号）
１、平成22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

2 社会教育委員委嘱の専決処分について 承認 社会教育法第15条第2項の規定による社会教育委員に9名の方を委嘱したもの。

５月 3 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項の規定による社会教育委員に７名の方を委嘱したもの。

６月 4 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項の規定による社会教育委員に１名の方を委嘱したもの。

７月 5 平成22年度６月熊取町議会定例会の結果報告について 承認

平成22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、承認・可
決されたことを報告するもの。
１、平成21年度熊取町一般会計補正予算（第8号）＊ただし、教育の事務に関する部分（承認）
１、平成22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（可決）
１、議会の議決を要する契約について（可決）

９月 6 「尊敬する大好きな大人の絵画コンクール」に係る作品の取り扱いについて 承認 後援行事での作品取扱いに対する申し入れを行うもの。

7 平成22年9月熊取町議会定例会の結果報告について 承認
平成22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、平成22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

8 府費負担教職員勤務時間等規則の一部を改正する規則の専決処分報告について 承認
大阪府の「職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例」が一部改正され、10月1日より施行されたことに
伴う町の規則改正専決処分報告。

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

平成22年12月熊取町議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、平成22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
１、平成22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

10 熊取町公民館、熊取町民会館、熊取交流センター及び重要文化財中家住宅の管理のあり方について 承認
熊取町公民館、熊取町民会館、熊取交流センター及び重要文化財中家住宅の管理のあり方について、社会
教育委員会議からの答申を報告するもの。

11 平成22年11月熊取町議会臨時会の結果報告について 承認
平成22年11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、平成22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

12 平成22年12月熊取町議会定例会の結果報告について 承認
平成22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、平成22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

13 年末年始の閉庁日の変更に伴う関係教育委員会規則の整備に関する規則の専決処分報告について 承認 年末年始の閉庁日変更に伴う関係教育委員会規則の整備に関する規則の専決処分報告。

14 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項の規定による社会教育委員に1名の方を委嘱したもの。

15 社会教育委員委嘱の専決処分報告について 承認 社会教育法第15条第2項の規定による社会教育委員に1名の方を委嘱したもの。

16 図書館協議会委員任命の専決処分報告について 承認 図書館法第15条第2項の規定による図書館協議会委員に1名の方を委嘱したもの。

３月 17 熊取町文化財保護審議会委員任命の専決処分報告について 承認 文化財保護審議会条例第3条の規定による熊取町文化財保護審議会委員に8名の方を任命したもの。

18

19

20

21

22

23

24

25

平成22年度教育委員会会議案件等一覧　　　　≪報告≫

４月

１０月

１２月

１月

２月


