三郷市教育委員会会議一覧
平成30年

第12回

定例会

(平成30年）

(平成30年12月20日開催）

（議案） ・三郷市立郷土資料館の臨時休館及び特別整理期間の承認を求めることについて
・三郷市図書館の臨時休館の承認を求めることについて
（報告） ・三郷市教育委員会〔共催・後援〕受付状況について
・児童クラブ入室児童数について

（教育総務課）

・平成30年度第3回三郷市立小・中学校通学区域編成審議会会議録について

（教育総務課）

・平成31年度（30年度実施）校長・教頭候補者選考結果

（学務課）

・平成30年度第2回三郷市立学校給食センター運営委員会の開催について

（学務課）

・第12回三郷市読書フェスティバルについて

（指導課）

・三郷市立郷土資料館企画展の開催について

（生涯学習課）

・平成30年度「子供・若者育成支援強調月間」啓発事業実施報告書

（青少年課）

・みさと子どもフォーラム２０１８

（青少年課）

事業報告書

・フィットネス教室の開催について
・行政視察の受け入れについて
・三郷・子ども司書のおすすめ「本の玉手箱」について

平成30年

（教育総務課）

第11回

定例会

（スポーツ推進課）

（日本一の読書の
まち推進課）
（日本一の読書の
まち推進課）

(平成30年11月14日開催）

（議案） ・平成30年度補正予算要求書（案）の原案決定について
・平成30年度教育委員会の事務に関する点検評価報告書
（報告） ・三郷市教育委員会〔共催・後援〕受付状況について
・児童クラブ入室児童数について
・平成30年度第1回・第2回三郷市立小・中学校通学区域編成審議会会議録に
ついて
・平成30年度9,10月の学校公開における参観者集計について

（教育総務課）
（教育総務課）
（教育総務課）
（学務課）

・平成31年度中学校入学希望状況集計結果について

（学務課）

・第5回全国小学校ラジオ体操コンクール結果報告

（指導課）

・ギリシャウィンターカレッジの開催について
・平成31年成人式式典

事業実施要項について

・青少年育成推進委員協議会広報誌「かたらい 第24号」について（配布のみ）

・あおぞらヨガ教室の開催について（報告）
・ららほっとみさとおはなし会について（報告）
・行政視察の受け入れについて（報告）
・三郷・子ども司書のおすすめ「本の玉手箱」について

（生涯学習課）
（青少年課）
（青少年課）
（スポーツ推進課）

（日本一の読書の
まち推進課）
（日本一の読書の
まち推進課）
（日本一の読書の
まち推進課）

平成30年

第10回

定例会

(平成30年10月25日開催）

（議案） ・三郷市立郷土資料館の臨時休館の承認を求めることについて
・学校薬剤師を委嘱することについて
（報告） ・三郷市教育委員会〔共催・後援〕受付状況について
・児童クラブ入室児童数について

（教育総務課）

・平成31年度当初三郷市立小・中学校教職員人事異動方針

（学務課）

・平成31年度学校別児童・生徒数見込み一覧

（学務課）

・【七つの剣】第69回埼玉県統計グラフコンクール結果について

（指導課）

・放送大学三郷校公開講座について
・平成30年度「子供・若者育成支援強調月間」啓発活動実施要項
・みさとスポーツフェスティバル２０１８〜第60回三郷市民体育祭〜開催報告
・平成30年度「みさと秋の読書まつり２０１８」について(報告)
・三郷・子ども司書のおすすめ「本の玉手箱」について

平成30年

（教育総務課）

第9回

定例会

（生涯学習課）
（青少年課）
（スポーツ推進課）

（日本一の読書の
まち推進課）
（日本一の読書の
まち推進課）

(平成30年9月12日開催）

（議案） ・三郷市立小・中学校通学区域編成審議会委員を委嘱することについて
・三郷市教育相談室専任教育相談員を委嘱することについて
・三郷市さわやか相談員を委嘱することについて
・おもしろ遊学館職員を委嘱することについて
・三郷市いじめ問題対策連絡協議会委員を委嘱することについて
（報告） ・三郷市教育委員会〔共催・後援〕受付状況について

（教育総務課）

・児童クラブ入室児童数について

（教育総務課）

・9月・10月学校公開案内について

（学務課）

・全国学力・学習状況調査結果について

（指導課）

・桜小学校「放課後子ども教室」について

（生涯学習課）

・平成30年度未来を担う私たちの主張（青少年の主張大会）報告

（青少年課）

・みさと子どもフォーラム２０１８開催要項について

（青少年課）

・セナリオハウスフィールド三郷の利用状況について

（スポーツ推進課）

・みさとスポーツフェスティバル２０１８の開催について

（スポーツ推進課）

・「みさと秋の読書まつり２０１８」、「児童文学講座」、「五木寛之氏文 （日本一の読書の
まち推進課）
学講演会」の開催について

平成30年

第8回

定例会

(平成30年8月24日開催）

（議案） ・平成30年度補正予算要求書（案）の原案決定について
・平成29年度一般会計決算に関し議決を求めることについて
・三郷市児童クラブ設置及び管理条例及び三郷市放課後児童健全育成事業の
整備及び運営の基準に関する条例の一部を改正する条例の申し出について
・県費負担教職員の人事に関する内申を行うことに関し議決を求めることに
ついて
（報告） ・三郷市教育委員会〔共催・後援〕受付状況について
・児童クラブ入室児童数について

（教育総務課）

・平成31年度入学予定者向け入学予定校の方針概要

（学務課）

・第47回三郷市内小学校水泳大会について

（指導課）

・平成30年度全国・関東大会出場選手激励会について

（指導課）

・平成30年度子ども大学みさとについて
・平成30年度第1回三郷市青少年問題協議会会議録

平成30年

（教育総務課）

（生涯学習課）
（青少年課）

・アクアビクス教室事業について（報告）

（スポーツ推進課）

・平成30年度三郷市子ども司書「夏休み集中講座」について

（日本一の読書の
まち推進課）

第7回

定例会

(平成30年7月27日開催）

（議案） ・三郷市教育委員会事務局職員の人事に関し議決を求めることについて
・学校医及び学校歯科医を委嘱することについて
（報告） ・三郷市教育委員会〔共催・後援〕受付状況について

（教育総務課）

・児童クラブ入室児童数について

（教育総務課）

・三郷市私立幼稚園就園奨励費等補助金交付要綱の一部改正

（教育総務課）

・第1回三郷市立小中学校結核対策委員会会議録

（学務課）

・平成30年度第1回学校給食センター運営委員会会議録

（学務課）

・日本一の読書のまち三郷「全国家読ゆうびんコンクール」の取組について

（指導課）

・朝のあいさつ運動における社会を明るくする運動啓発活動について

（指導課）

・葦のみち第28号の発行について

（生涯学習課）

・北公民館利用者説明会の開催について

（生涯学習課）

・青少年交流「集まれみさとの子」事業報告
・三郷市青少年育成市民会議合同研修会および
「ケータイ・スマホ子どもサミット」事業報告
・平成30年度未来を担う私たちの主張（青少年の主張大会）について
・スポーツセミナーの実施について（報告）
・図書館の主な取り組みについて
・三郷市電子図書館の利用状況について

（青少年課）
（青少年課）
（青少年課）
（スポーツ推進課）

（日本一の読書の
まち推進課）
（日本一の読書の
まち推進課）

・三郷・子ども司書のおすすめ「本の玉手箱」について

平成30年

第6回

定例会

（日本一の読書の
まち推進課）

(平成30年6月21日開催）

（議案） ・三郷市立小・中学校管理規則の一部改正について
（報告） ・三郷市教育委員会〔共催・後援〕受付状況について
・児童クラブ入室児童数について

（教育総務課）

・平成30年度当初新採用教員配置校訪問について

（学務課）

・日本一の読書のまち三郷「全国家読ゆうびんコンクール」作品展について

（指導課）

・第33回こども自転車乗り大会の結果について

（指導課）

・平成30年度みさと古文書講座の開催について

（生涯学習課）

・「青少年の非行・被害防止全国強調月間」啓発活動について

（青少年課）

・平成30年度「集まれみさとの子（生徒会）」事業報告

（青少年課）

・三郷市陸上競技場オープニングイベントの実施について（報告）

（スポーツ推進課）

・三郷市陸上競技場無料開放について

（スポーツ推進課）

・ネッツトヨタ東埼玉三郷

協働事業

・「三郷・子ども司書」のおはなし会＆しおりを作ろう会について

平成30年

（教育総務課）

第5回

定例会

（日本一の読書の
まち推進課）
（日本一の読書の
まち推進課）

(平成30年5月24日開催）

（議案） ・三郷市入学準備金貸付審査会委員を委嘱することについて
・三郷市立小・中学校通学区域編成審議会委員を委嘱することについて
・三郷市立学校給食センター運営委員会委員を委嘱することについて
・三郷市就学支援委員会委員を委嘱することについて
・三郷市社会教育委員を委嘱することについて
・三郷市人権教育推進協議会委員を委嘱することについて
・三郷市文化財保護審議会委員を委嘱することについて
・三郷市スポーツ推進審議会委員を任命することについて
・三郷市スポーツ推進委員を委嘱することについて
・三郷市図書館及び視聴覚ライブラリー協議会委員を委嘱することについて
・三郷市立小・中学校通学区域編成審議会に対し諮問することについて
（報告） ・三郷市教育委員会〔共催・後援〕受付状況について
・児童クラブ入室児童数について

（教育総務課）
（教育総務課）

・管理職選考志願者数について

（学務課）

・パラリンピック教室について

（指導課）

・ギリシャ共和国との交流事業について
・人権セミナーの開催について

（青少年課）

・平成29年度三郷市「親の学習」実施報告書

（青少年課）

・三郷市青少年育成市民会議広報誌「そよかぜ」

（青少年課）

・日本一の読書のまち三郷「第7期子ども司書」養成講座について
・三郷・子ども司書のおすすめ「本の玉手箱」について

第4回

定例会

（スポーツ推進課）

（日本一の読書の
まち推進課）
（日本一の読書の
まち推進課）

(平成30年4月18日開催）

（報告） ・三郷市教育委員会〔共催・後援〕受付状況について
・児童クラブ入室児童数について

（教育総務課）
（教育総務課）

・平成30年度学校別児童・生徒数一覧について

（学務課）

・平成30年度三郷の教育

（指導課）

三つの宝と七つの剣について

・第21回生涯学習フェスタについて
・平成30年度ジュニアリーダー養成キャンプ要項について
・平成29年度三郷市スポーツ競技大会出場選手奨励金の交付について
・「日本一の読書のまち」ふれあい文庫について
・三郷・子ども司書のおすすめ「本の玉手箱」について

平成30年

（生涯学習課）

・平成30年度カミングリーダー養成プロジェクトについて

・三郷市陸上競技場オープニングイベントの開催について

平成30年

（指導課）

第3回

定例会

(平成30年3月13日開催）

（議案） ・三郷市教育委員会事務局組織規則の一部を改正する規則
・三郷市教育委員会事務専決規定の一部を改正する訓令
・三郷市教育委員会文書取扱規程の一部を改正する訓令
・三郷市図書館設置及び管理条例施行規則の一部を改正する規則
・三郷市図書館設置及び視聴覚ライブラリー協議会規則の一部を改正する規則

・三郷市教育相談室専任教育相談員を委嘱することについて
・三郷市さわやか相談員を委嘱することについて
・おもしろ遊学館職員を委嘱することについて
・三郷市社会教育指導員を委嘱することについて
・三郷市教育委員会事務局職員の人事に関し議決を求めることについて
・読書活動支援員を委嘱することについて
・三郷市教育委員会事務局職員の当初人事に関し議決を求めることについて

（生涯学習課）
（青少年課）
（スポーツ推進課）

（日本一の読書の
まち推進課）
（日本一の読書の
まち推進課）

（報告） ・三郷市教育委員会〔共催・後援〕受付状況について

（教育総務課）

・児童クラブ入室児童数について

（教育総務課）

・平成３０年度児童クラブの入室承認者数について

（教育総務課）

・平成３０年度当初人事異動

職種別・異動種別件数

（学務課）

・平成２９年度第２回学校給食センター運営委員会会議録

（学務課）

・平成３０年度学校給食実施計画

（学務課）

・平成３０年度小・中学校オリンピック・パラリンピック関連事業について

（指導課）

・三郷市授業の心得指導事例ハンドブック

（指導課）

・東部よみうり連載「三郷・子ども司書のおすすめ
・「みる・よむ・きく

本の玉手箱」について

バリアフリーコーナー」及び「三郷市電子図書館」のオープンについて

・平成２９年度第２回三郷市青少年問題協議会会議録
・オリンピック・パラリンピック関連事業シッティングバレーボール教室

平成30年

第2回

定例会

（日本一の読書の
まち推進室）
（生涯学習課）
（青少年課）
（スポーツ推進課）

(平成30年2月21日開催）

(議案） ・平成２９年度補正予算要求書（案）の原案決定について
・平成３０年度当初予算要求書（案）の原案決定について
・三郷市教育委員会事務局職員の人事に関し議決を求めることについて
・学校医、学校歯科医及び学校薬剤師等を委嘱することについて
・平成３０年度学校教職員当初人事における人事内申について
（報告） ・三郷市教育委員会〔共催・後援〕受付状況について
・児童クラブ入室児童数について
・平成２９年度三郷市学校給食展について
・第１１回三郷市読書フェスティバル実施報告
・平成３０年度三郷市教育委員会研究委嘱校一覧

（教育総務課）
（教育総務課）
（学務課）
（指導課）
（指導課）
（日本一の読書の
・文学講演会の開催報告について
まち推進室）
（日本一の読書の
・東武よみうり連載「三郷・子ども司書のおすすめ 本の玉手箱」について
まち推進室）
（生涯学習課）
・第８回「文化財防火デー」消防総合訓練報告
（生涯学習課）
・平成２９年度郷土資料館特別展の開催について
（生涯学習課）
・第４１回北公民館まつりの開催について
（青少年課）
・第３４回彩の国２１世紀郷土かるた三郷大会実施報告

・第４９回みさとシティハーフマラソン開催報告

（スポーツ推進課）

平成30年
第１回 定例会 (平成30年1月18日開催）
(議案） ・三郷市郷土資料館の特別整理期間の指定について
（報告） ・三郷市教育委員会〔共催・後援〕受付状況について
・児童クラブ入室児童数について
・平成２９年度三郷市学校給食「残菜ゼロプロジェクト」について
・平成２９年度全国家読ゆうびんコンクール結果（特別賞・読書推進賞）
・「身につけ、活用」を目指す三郷の授業の基本

（教育総務課）
（教育総務課）
（学務課）
（指導課）
（指導課）
（日本一の読書の
・平成２９年度子ども司書養成講座修了について
まち推進室）
（日本一の読書の
・東武よみうり連載「三郷・子ども司書のおすすめ 本の玉手箱」について
まち推進室）
（生涯学習課）
・平成２９年度「みさと生きいき大学特別講座」の開催
（青少年課）
・平成３０年 成人式式典 事業実施報告について

・第４９回みさとシティハーフマラソンの開催について

（スポーツ推進課）

