
  

教 育 委 員 会 議 案 一 覧（平成２３年） 
開催日 定例･臨時 議案番号 議 案 名 

１／１４ 定例会（1） 

１ 公立学校教職員の処分について 

（報告） 

平成２３年度の教育課程の重点について 
荒川区登録無形文化財及び保持者の解除について（報告） 

「柳田邦男絵本大賞」受賞者の決定について 

第四回あらかわ子ども読書フェスティバルの開催について 

１／２８ 定例会（2） 

２  平成２２年度荒川区登録文化財の登録及び荒川区指定文化財

の指定について 

３  荒川区職員定数条例の一部を改正する条例に対する意見の聴

取について 
４ 職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例に対する

意見の聴取について 
５ 荒川総合スポーツセンター条例の一部を改正する条例に対す

る意見の聴取について 

６ 幼稚園教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部

を改正する条例に対する意見の聴取について 

７ 幼稚園教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例に

対する意見の聴取について 

８ 幼稚園教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例の一

部を改正する条例に対する意見の聴取について 

９ 平成２２年度荒川区一般会計補正予算（第３回教育費）に対す

る意見の聴取について 

１０ 平成２３年度荒川区一般会計予算（教育費）に対する意見の聴

取について 

１１ 尾久八幡中学校建築工事請負契約に対する意見の聴取につい

て 

（報告） 

小学校１年生の３５人学級への対応について 
平成２２年度 文部科学大臣優秀教員表彰の受賞について 
平成２２年度第２回企画展「煉瓦のある風景～あらかわの建築

と煉瓦産業～」の開催について 
 荒川遊園における自動販売機の設置について 

２／１０ 定例会(３) （報告） 

平成２３年度予算案における教育委員会主要事業につい
て 
荒川区学校教育ビジョン推進プランの改定（案）につい
て 
平成２２年度 第１１回 環境美化教育優良校等の表彰
について 

２／２５ 定例会(４) 

１２ 地方教育行政の組織及び運営に関する法律第３８条に基づく

内申について 
１３ 荒川区文化財保護審議会委員の委嘱について 

(報告) 

 平成２２年度荒川区教育委員会褒賞について 
生涯学習４施設の指定管理者の選定について（報告） 
荒川総合スポーツセンター キッズルームの概略について 
 区議会第１回定例会について 
 損害賠償請求事件に関する和解について 

議案番号欄の「（報告）」は、報告事項をあらわす。 
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３／９ 文書付議 １４ 損害賠償請求事件に関する和解についてに対する意見の聴取

について 

３／２５ 定例会(6) 

１５  荒川区教育委員会事務局処務規則の一部を改正する規則 

１６ 荒川区立学校の管理運営に関する規則の一部を改正する
規則 

１７  荒川遊園スポーツハウス条例施行規則 

１８ 幼稚園教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例
施行規則の一部を改正する規則 

１９  幼稚園教育職員の給与に関する条例施行規則の一部を改
正する規則 

２０ 幼稚園教育職員の初任給、昇格及び昇給等に関する規則
の一部を改正する規則 

２１ 幼稚園教育職員の管理職手当に関する規則の一部を改正
する規則 

２２ 幼稚園教育職員の管理職員特別勤務手当に関する規則の
一部を改正する規則 

２３ 幼稚園教育職員の期末手当に関する規則の一部を改正す
る規則 

２４ 幼稚園教育職員の勤勉手当に関する規則の一部を改正す
る規則 

２５ 義務教育等教員特別手当に関する規則の一部を改正する
規則 

２６  指導主事の任用について 
２７ 荒川区立学校の校長、副校長の任用について 

(報告) 

平成２２年度荒川区教職員表彰について 
東北地方太平洋沖地震の対応状況について 
汐入小学校増設校舎余裕教室を活用した保育暫定施設の
開設について 
平成２３年度教科用図書の採択について 
幼児期の芸術教育の実施について（報告） 
公立学校教職員の処分について（報告） 

３／２９ 文書付議 ２８  荒川区教育委員会事務局の人事について 

４／１３ 定例会(７) (報告) 

 平成２３年度予算の執行について 
 荒川区立小中学校の主幹及び主任の発令について 
 学校パワーアップ事業の概要及び成果について 
 荒川区文化財保護推進員の委嘱について 
 「こども体力アップトレーニング あ・ら・か・わ」の
実施について 
 荒川区立図書館における釜石市への救援物資の取次ぎに
ついて 
 平成２２年度子供の体力向上推進優秀校について 

４／２２ 定例会(８) 
２９ 荒川区社会教育委員の委嘱について 

(報告) 
 平成２３年度区立幼稚園等・小中学校の就学状況等について 
 平成２３年度荒川区登録・指定文化財諮問（案）について 

議案番号欄の「（報告）」は、報告事項をあらわす。 



  

教 育 委 員 会 議 案 一 覧（平成２３年） 
開催日 定例･臨時 議案番号 議 案 名 

５／１３ 定例会(９) (報告) 

 専決処分した損害賠償額の決定に関する報告について 
 教育委員会所管施設における夜間利用の再開等について 
 小学校１年生の３５人学級編成の実施に伴う東京都公立小学

校の対応について 
 学校パワーアップ事業の成果報告について 
 「第２回荒川区ドッヂビーチャレンジ大会」の開催について 

５／２７ 定例会(10) (報告) 

平成２３年度以降の荒川区教育委員会会議録の書式の変更に

ついて 
平成２３年度以降の学習指導要領に対応した土曜授業の実施

状況について 
平成２４年度から使用する中学校教科書の採択について 

６／１０ 定例会(11) 

３０ 尾久八幡中学校給排水衛生設備工事請負契約に対する意見の

聴取について 

３１ 尾久八幡中学校空調設備工事請負契約に対する意見の聴取に

ついて 

３２ 尾久八幡中学校電気設備工事請負契約に対する意見の聴取に

ついて 

(報告) 
平成２３年度学校パワーアップ事業の実施について 
あらかわ子ども読書フェスティバルに向けた取り組みについ

て 

６／２４ 定例会(12) (報告) 

う歯予防事業・給食後歯みがきモデル校の設置について 
平成２３年度「荒川区図書館を使った調べる学習コンクール」

実施について 
第３２回あらかわの伝統技術展の開催について 

７／８ 定例会(13) (報告) 

小中学校の学校選択制度について 
平成２２年度荒川区「学力向上のための調査」（第９回）実施

結果について 
中学・高校生世代を対象とした企画の実施について 
区議会第２回定例会について 

７／２２ 定例会(14) 

陳情１ 中学校社会科教科書（歴史分野）の採択に関する陳情 
陳情２ 中学校社会科教科書（公民的分野）の採択に関する陳情 
陳情３  荒川区立中学校の教科書採択についての陳情書 
(報告)  教科用図書採択を行う教育委員会の会議の方法等について 

８／５ 臨時会(１) 

３３ 平成２４年度から使用する中学校教科用図書の採択について 

３４ 平成２４年度に特別支援学級で使用する一般図書の採択につ

いて 

陳情１ 中学校社会科教科書（歴史分野）の採択に関する陳情 

陳情２ 中学校社会科教科書（公民的分野）の採択に関する陳情 

陳情３  荒川区立中学校の教科書採択についての陳情書 
議案番号欄の「（報告）」は、報告事項をあらわす。 
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８／２６ 定例会(16) 

３５ 平成２３年度荒川区一般会計補正予算（第２回）に対する意見

の聴取について 

３６ 平成２２年度荒川区一般会計決算（教育関係）に対する意見の

聴取について 

３７ 荒川区立町屋文化センターの指定管理者の指定についてに対

する意見の聴取について 

３８ 荒川区立生涯学習センターの指定管理者の指定についてに対

する意見の聴取について 

３９ 荒川区立清里高原少年自然の家の指定管理者の指定について

に対する意見の聴取について 

４０ 荒川区立清里高原ロッジの指定管理者の指定についてに対す

る意見の聴取について 

(報告) 

荒川区伝統工芸技術継承者育成支援事業について 
 平成２２年度生涯学習施設の実績評価結果について 
 平成２２年度荒川総合スポーツセンターの実績評価結果につ

いて 
 平成２３年度夏季中学校部活動等の活動報告について 
 「今、中学生が立ち上がるとき～東日本大震災から学ぶ中学生

講座～」について 
子どもの貧困・社会排除問題研究プロジェクト最終報告書につ

いて 

９／９ 定例会(17) 

４１  荒川区社会教育委員の委嘱について 

(報告) 

 （仮称）荒川二丁目複合施設基本計画（案）等について 
 平成２４年度区立幼稚園等の入園募集について 
 平成２３年度における荒川区立小中学校の研究活動について 
 「体育の日記念行事」について 
 荒川区子ども読書活動推進計画（第二次）案について 
 電気の使用制限の緩和等の措置に伴う荒川区の対応について 

９／１６ 定例会(18) (報告) 

 平成２２年度教育委員会主要施策に関する点検・評価の実施に

ついて 
 東京都「児童・生徒の学力向上を図るための調査」の実施につ

いて 
 学校における震災等に対する防災マニュアルの策定と避難訓

練の改善について 
 第３回定例会について 

１０／１４ 定例会(19) 

  委員長の改選について 

(報告) 
 専決処分した損害賠償額の決定に関する報告について 
 平成２３年度荒川区ワールドスクールの実施結果について 
 平成２３年度東京都功労者表彰受賞者の報告について 

議案番号欄の「（報告）」は、報告事項をあらわす。 
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１０／２８ 定例会(20) (報告) 

お弁当レシピコンテストの実施結果の報告について 
 「第２０回荒川リバーサイドマラソン」の実施について 
 荒川区子ども読書活動推進計画（第二次）の策定について 
「当面の福島県以外の地域における周辺より放射線量の高い

箇所への対応方針」に基づく放射線量の測定について 

１１／１１ 定例会(21) (報告) 

平成２３年 特別区人事委員会勧告の概要について 

第１回「荒川区図書館を使った調べる学習コンクール」の審査

結果について 

平成２３年度東京都教育委員会表彰（健康づくり功労）受賞者

の報告について 

平成２３年東京都優秀技能者（東京マイスター）知事賞受賞者

の報告について 

地域文化功労者表彰受賞者の報告について 

１１／２５ 定例会(22) 

４２  荒川区教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に

関する条例の一部を改正する条例に対する意見の聴取について 

４３  幼稚園教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例に

対する意見の聴取について 

(報告) 

 学校施設の放射線量の測定結果等について 

 平成２３年度「あらかわ小論文コンテスト」の審査について 

 平成２３年度「卓越した技能者表彰」受賞者の報告について 

 第２０回荒川リバーサイドマラソン大会概要について 

１２／９ 定例会(23) 

４４  教育委員会主要施策に関する点検・評価の実施結果について 

(報告) 

 校長職選考・教育管理職（副校長及び副園長）選考合格者につ

いて 

 平成２３年度東京都教育委員会職員表彰受賞者（団体）の概要

について 

 「小論文コンテストの審査結果」について 

 伝統工芸技術継承者育成支援事業現場実習者の決定について 

 平成２４年成人の日のつどいについて 

 区議会第４回定例会について 

１２／２０ 文書付議 
４５  幼稚園教育職員の管理職手当に関する規則の一部を改正する

規則 

４６  荒川区立学校の副校長の任用について 

議案番号欄の「（報告）」は、報告事項をあらわす。 


