
霸癩霸癩霸癩霸癩 22朮柤巵憎善朮柤巵憎善朮柤巵憎善朮柤巵憎善菏菏菏菏59蕁善59蕁善59蕁善59蕁善潙潙潙潙梅挑◥齪梅挑◥齪梅挑◥齪梅挑◥齪 

梅挑荳 共同組合糫                征 

共同組合贐¶18偏 恠五佖斃臙に埣満善Ⓜ満潙染点溱浘椊涪 

共同組合贐¶19偏 恠五佖斃U杞₁論à弴Y猫潙０憎溱欄殭玢Y猫潙韮巵溱浘椊涪 
3蠻59蕁善 

3蠻 31荳 

共同組合贐¶20偏 恠五佖斃恣嶌絏拍征鳩Pⅻ潙０憎溱欄殭玢Pⅻ潙韮巵溱浘椊涪 

共同組合贐¶14偏 恠五佖斃嶌貊ぉ遊表共同組合善Y猫潙韮巵溱浘椊涪 

共同組合贐¶15偏 恠五佖斃U杞₁論憎潙染棒溱浘椊涪  

共同組合贐¶16偏 延晝帆０迩Ⓜ潙埣絡溱浘椊涪  

共同組合贐¶17偏 腿P胎宗教法人澱h﨟歸潙  

况胞¶ 3偏 窩巵貊潙哇蠍沸澼彦僥咤潙恣嶌溱浘椊涪  

ぬ竕¶ 1偏 恠五佖斃臙に埣満善埣満憎潙ぬ竕溱浘椊涪  

3蠻巵憎善 

3蠻 22荳 

ぬ竕¶ 2偏 恠五佖斃臙に埣満善埣満憎Ⓜ鳩千弴70潙窩巵溱浘椊涪  

3蠻59蕁善 

3蠻 18荳 
共同組合贐¶13偏 霸癩 22朮柤袰菏霸癩 23朮柤埆熇臙Ⓜ満斥征錂罰溱浘椊涪 

共同組合贐¶糫 5偏 
恠五佖斃０迩Ⓜ潙Ⓜ満淛延晝帆潙熺潙潙况ヶ沸澼’詹椪諦溱欄殭玢襭憎潙慎グ瓉膃驟

殭玢襭憎溱浘椊涪 

共同組合贐¶糫 6偏 恠五佖斃儼ů襭憎潙慎グ瓉膃驟殭玢襭憎溱浘椊涪 

共同組合贐¶糫 7偏 恠五佖斃ぉ罰杰凅襭憎潙慎グ瓉膃驟殭玢襭憎溱浘椊涪 

2蠻巵憎善 

2蠻 25荳 

共同組合贐¶糫 8偏 礜瞀菑艴祹菑碭腧艴芤菑眙菑ル五溱欄殭玢Y猫潙韮巵溱浘椊涪 



共同組合贐¶糫 9偏 恠五佖斃艙泌⎡潙窩巵溱浘椊涪 

共同組合贐¶10偏 腿P胎宗教法人澱h﨟歸潙㌙巵溱浘椊涪 

共同組合贐¶11偏 霸癩 23朮柤臙に制Ô譆橲二制Ô譙溱浘椊涪 

共同組合贐¶12偏 霸癩 22朮柤臙に制Ô譆¶ 6憐42驟制Ô譙溱浘椊涪 

况胞¶糫 2偏 窩巵貊潙哇蠍沸澼彦僥咤潙恣嶌溱浘椊涪 

共同組合贐¶ 1偏 恠五佖斃ぉ罰鍍論襭憎苙ネY猫潙慎グ瓉膃驟殭玢Y猫溱浘椊涪 

共同組合贐¶ 2偏 恠五佖斃郄諐鄖⑬┠礴苽𥝱菑襭憎苙ネY猫潙慎グ瓉膃驟殭玢Y猫溱浘椊涪 

共同組合贐¶ 3偏 恠五佖斃艙泌⎡潙窩巵溱浘椊涪 

共同組合贐¶ 4偏 腿P胎宗教法人澱h﨟歸潙㌙巵溱浘椊涪 

1蠻巵憎善 

1蠻 25荳 

况胞¶ 1偏 彦僥咤潙恣嶌溱浘椊涪 

共同組合贐¶59偏 恠五佖斃嘲嶌﨟潙籟詹溱浘椊涪 

共同組合贐¶60偏 霸癩 22朮柤恠五佖斃嶌貊臙に竭85哢善P慌潙韮巵溱浘椊涪 

共同組合贐¶61偏 腿P胎宗教法人澱h﨟歸潙㌙巵溱浘椊涪 

况胞¶20偏 窩巵貊潙哇蠍沸澼彦僥咤潙恣嶌溱浘椊涪 

踣踽蠻巵憎善 

12蠻 21荳 

况胞¶21偏 霸癩 22朮柤42驟制Ô譆¶ 4偏譙溱浘椊涪 

共同組合贐¶58偏 腿P胎宗教法人澱h﨟歸潙㌙巵溱浘椊涪 
踣踣蠻巵憎善 

11蠻 24荳 
况胞¶19偏 彦僥咤潙恣嶌溱浘椊涪 

 共同組合贐¶䡄蹻偏 恠五佖斃嶌貊61㔟’毳分Y猫潙慎グ瓉膃驟殭玢Y猫溱浘椊涪 



共同組合贐¶䡄𨉷偏 
恠五佖斃臙に埣満善努挑沸澼歙絏潙鞭コ藻詹溱欄殭玢焚瞻P慌潙菟グ瓉膃驟殭玢胞と

溱浘椊涪 

共同組合贐¶䡄䡄偏 恠五佖斃嶌貊Y闕嶌貊ョ五ち驟泌遲チ埣満善ル五P慌潙韮巵溱浘椊涪 

共同組合贐¶䡄軺偏 恠五佖斃嶌貊Y闕嶌貊ョ五ち驟泌遲チ埣満善埣満潙埣絡溱浘椊涪 

共同組合贐¶䡄輞偏 腿P胎宗教法人澱h﨟歸潙㌙巵溱浘椊涪 

踣跗蠻巵憎善 

10蠻 25荳 

况胞¶踣輭偏 彦僥咤潙恣嶌溱浘椊涪 

共同組合贐¶䡄踣偏 霸癩 23朮柤杞₁論論澱伴滾P慌溱浘椊涪 

共同組合贐¶䡄踽偏 腿P胎宗教法人澱h﨟歸潙㌙巵溱浘椊涪 

况胞¶15偏 徨麑橡薙潙矼㌙瓉鵯熇玢檥淝溱浘椊涪 

况胞¶16偏 霸癩 22朮柤42驟制Ô譆¶ 3偏譙溱浘椊涪 

轔蠻巵憎善 

轔蠻踽4荳 

况胞¶17偏 窩巵貊潙哇蠍沸澼彦僥咤潙恣嶌溱浘椊涪 

共同組合贐¶48偏 恠五佖斃澱h﨟歸潙恣嶌溱欄殭玢Y猫潙慎グ瓉膃驟殭玢Y猫溱浘椊涪 

共同組合贐¶49偏 恠五佖斃腎嶌貊礜睎菑臙帷溱徙殭玢⎞祚ů誓設P慌潙韮巵溱浘椊涪 

共同組合贐¶50偏 腿P胎宗教法人澱h﨟歸潙㌙巵溱浘椊涪 

8蠻巵憎善 

8蠻 27荳 

况胞¶14偏 窩巵貊潙哇蠍溱浘椊涪 

共同組合贐¶45偏 恠五佖斃臙にù㍃満潙埣絡溱浘椊涪 

共同組合贐¶46偏 恠五佖斃窩巵艙泌⎡潙窩巵る輩溱浘椊涪 

共同組合贐¶47偏 腿P胎宗教法人澱h﨟歸潙㌙巵溱浘椊涪 

7蠻巵憎善 

7蠻 26荳 

况胞¶13偏 彦僥咤潙恣嶌溱浘椊涪 



7蠻59蕁善 

7蠻 12荳 
共同組合贐¶44偏 

霸癩 23朮柤恠菏腎嶌貊溱槏椊涪藻詹殭玢臙┿詹労蟷壬澼溱恠菏腎嶌貊０迩腑絏嶌6譆ö

ª姚并譙溱槏椊涪藻詹殭玢臙┿詹労蟷溱浘椊涪 

共同組合贐¶𨉷蹻偏 恠五佖斃臙に埣満善臙に憎潙ぬ染溱浘椊涪 

共同組合贐¶蹻䡄偏 恠五佖斃U杞₁論篷釡艷̌毳分Y猫潙慎グ瓉膃驟殭玢Y猫溱浘椊涪 

共同組合贐¶蹻軺偏 恠五佖斃┶U杞₁論嘲薄’42拍ů誓設Pⅻ潙慎グ瓉膃驟殭玢胞と溱浘椊涪 

共同組合贐¶蹻輞偏 恠五佖斃礜耵菑窅怙朮練┽罰42拍ů誓設Pⅻ潙韮巵溱浘椊涪 

共同組合贐¶蹻輭偏 恠五佖斃姚并澱恣嶌窩怡埣満善埣満潙埣絡溱浘椊涪 

共同組合贐¶蹻轔偏 恠五佖斃⻗怙朮ù㍃満潙埣絡溱浘椊涪 

共同組合贐¶𨉷跗偏 恠五佖斃U嶌貊61㔟礴苽𥝱菑財団法人U善共同組合満潙染棒溱浘椊涪 

共同組合贐¶𨉷踣偏 恠五佖斃窩巵艙泌⎡潙窩巵る輩溱浘椊涪 

共同組合贐¶𨉷踽偏 腿P胎宗教法人澱h﨟歸潙㌙巵溱浘椊涪 

况胞¶踣踣偏 窩巵貊潙哇蠍沸澼彦僥咤潙恣嶌溱浘椊涪 

6蠻巵憎善 

6蠻 21荳 

况胞¶踣踽偏 霸癩 22朮柤42驟制Ô譆¶踣憐譙溱浘椊涪 

共同組合贐¶蹻跗偏 恠五佖斃礜耵菑窅粐〕満潙埣絡溱浘椊涪 

共同組合贐¶蹻踣偏 綮并↔諦㍈鵯征浅瓉北る殭玢檥淝溱浘椊涪 

共同組合贐¶蹻踽偏 腿P胎宗教法人澱h﨟歸潙㌙巵溱浘椊涪 

况胞¶糫 轔偏 窩巵貊潙哇蠍溱浘椊涪 

况胞¶踣跗偏 徨麑橡薙潙矼㌙瓉鵯熇玢檥淝溱浘椊涪 

䡄蠻巵憎善 

䡄蠻踽跗荳 

共同組合贐¶蹻蹻偏 恠五佖斃嶌貊61㔟’毳分Y猫潙慎グ瓉膃驟殭玢Y猫溱浘椊涪 



共同組合贐¶蹻𨉷偏 臙に埣満潙ウⓂ瓉弁牀殭玢檥淝溱浘椊涪 

共同組合贐¶踽蹻偏 恠五佖斃臙に埣満善鍍貧Y猫潙慎グ瓉膃驟殭玢Y猫溱浘椊涪 

共同組合贐¶踽𨉷偏 恠五佖斃礜耵菑窅竭85彗共同組合善Y猫潙慎グ瓉膃驟殭玢Y猫溱浘椊涪 

共同組合贐¶踽䡄偏 恠五佖斃臙に埣満善征鳩悄橡鳩Y猫潙慎グ瓉膃驟殭玢ニ占溱浘椊涪 

共同組合贐¶踽軺偏 延晝帆０迩Ⓜ潙埣絡溱浘椊涪 

共同組合贐¶踽輞偏 だ善臙に厨征潙染棒溱浘椊涪 

共同組合贐¶踽輭偏 恠五佖斃嘲嶌﨟潙籟詹溱浘椊涪 

共同組合贐¶踽轔偏 腿P胎宗教法人澱h﨟歸潙㌙巵溱浘椊涪 

况胞¶糫 輞偏 窩巵貊潙哇蠍沸澼彦僥咤潙恣嶌溱浘椊涪 

𨉷蠻巵憎善 

𨉷蠻踽軺荳 

况胞¶糫 輭偏 徨麑橡薙潙矼㌙瓉鵯熇玢檥淝溱浘椊涪 

 



平成平成平成平成 22年度定例会年度定例会年度定例会年度定例会・・・・臨時会臨時会臨時会臨時会のののの開催状況開催状況開催状況開催状況 

開催日 議                事 

議案第18号 小美玉市教育委員会職員の任免について 

議案第19号 小美玉市立幼稚園管理規則の特例に関する規則の制定について 
3月臨時会 

3月 31日 

議案第20号 小美玉市就学援助事務要綱の特例に関する要綱の制定について 

議案第14号 小美玉市学校運営協議会規則の制定について 

議案第15号 小美玉市立幼稚園長の任命について  

議案第16号 非常勤特別職の委嘱について  

議案第17号 準要保護児童生徒の  

報告第 3号 指定校の変更及び区域外の就学について  

選挙第 1号 小美玉市教育委員会委員長の選挙について  

3月定例会 

3月 22日 

選挙第 2号 小美玉市教育委員会委員長職務代理者の指定について  

3月臨時会 

3月 18日 
議案第13号 平成 22年度末・平成 23年度始め教職員人事異動について 

議案第 5号 
小美玉市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正

する条例について 

議案第 6号 小美玉市基金条例の一部を改正する条例について 

議案第 7号 小美玉市運動広場条例の一部を改正する条例について 

2月定例会 

2月 25日 

議案第 8号 スクールソーシャルワーカー設置に関する規則の制定について 



議案第 9号 小美玉市文化財の指定について 

議案第10号 準要保護児童生徒の認定について 

議案第11号 平成 23年度教育予算（当初予算）について 

議案第12号 平成 22年度教育予算（第 6回補正予算）について 

報告第 2号 指定校の変更及び区域外の就学について 

議案第 1号 小美玉市運動公園条例施行規則の一部を改正する規則について 

議案第 2号 小美玉市Ｂ＆Ｇ海洋センター条例施行規則の一部を改正する規則について 

議案第 3号 小美玉市文化財の指定について 

議案第 4号 準要保護児童生徒の認定について 

1月定例会 

1月 25日 

報告第 1号 区域外の就学について 

議案第59号 小美玉市奨学生の採用について 

議案第60号 平成 22年度小美玉市学校教育振興大会要項の制定について 

議案第61号 準要保護児童生徒の認定について 

報告第20号 指定校の変更及び区域外の就学について 

１２月定例会 

12月 21日 

報告第21号 平成 22年度補正予算（第 4号）について 

議案第58号 準要保護児童生徒の認定について 
１１月定例会 

11月 24日 
報告第19号 区域外の就学について 

 議案第５３号 小美玉市学校給食費徴収規則の一部を改正する規則について 



議案第５４号 
小美玉市教育委員会共催及び後援の名義使用に関する取扱要項の全部を改正する告示

について 

議案第５５号 小美玉市学校規模学校配置適正化検討委員会設置要項の制定について 

議案第５６号 小美玉市学校規模学校配置適正化検討委員会委員の委嘱について 

議案第５７号 準要保護児童生徒の認定について 

１０月定例会 

10月 25日 

報告第１８号 区域外の就学について 

議案第５１号 平成 23年度幼稚園園児募集要項について 

議案第５２号 準要保護児童生徒の認定について 

報告第15号 専決処分の承認を求めることについて 

報告第16号 平成 22年度補正予算（第 3号）について 

９月定例会 

９月２4日 

報告第17号 指定校の変更及び区域外の就学について 

議案第48号 小美玉市児童生徒の就学に関する規則の一部を改正する規則について 

議案第49号 小美玉市中学校スキー教室に対する負担金交付要項の制定について 

議案第50号 準要保護児童生徒の認定について 

8月定例会 

8月 27日 

報告第14号 指定校の変更について 

議案第45号 小美玉市教育相談員の委嘱について 

議案第46号 小美玉市指定文化財の指定解除について 

議案第47号 準要保護児童生徒の認定について 

7月定例会 

7月 26日 

報告第13号 区域外の就学について 



7月臨時会 

7月 12日 
議案第44号 

平成 23年度小・中学校において使用する教科用図書並びに小・中学校特別支援学級（知

的障害）において使用する教科用図書について 

議案第４３号 小美玉市教育委員会教育長の選任について 

議案第３５号 小美玉市立幼稚園授業料等徴収規則の一部を改正する規則について 

議案第３６号 小美玉市私立幼稚園奨励費補助金交付要綱の一部を改正する告示について 

議案第３７号 小美玉市スポーツ少年団活動補助金交付要綱の制定について 

議案第３８号 小美玉市障害児就学指導委員会委員の委嘱について 

議案第３９号 小美玉市青少年相談員の委嘱について 

議案第４０号 小美玉市立学校給食センター献立会議員の任命について 

議案第４１号 小美玉市指定文化財の指定解除について 

議案第４２号 準要保護児童生徒の認定について 

報告第１１号 指定校の変更及び区域外の就学について 

6月定例会 

6月 21日 

報告第１２号 平成 22年度補正予算（第１回）について 

議案第３０号 小美玉市スポーツ推進員の委嘱について 

議案第３１号 損害賠償請求事件を和解することについて 

議案第３２号 準要保護児童生徒の認定について 

報告第 ９号 指定校の変更について 

報告第１０号 専決処分の承認を求めることについて 

５月定例会 

５月２０日 

議案第３３号 小美玉市学校給食費徴収規則の一部を改正する規則について 



議案第３４号 教育委員の辞職を同意することについて 

議案第２３号 小美玉市教育委員会公印規則の一部を改正する規則について 

議案第２４号 小美玉市スポーツ振興審議会規則の一部を改正する規則について 

議案第２５号 小美玉市教育委員会事務局処務規則の一部を改正する訓令について 

議案第２６号 非常勤特別職の委嘱について 

議案第２７号 社会教育主事の任命について 

議案第２８号 小美玉市奨学生の採用について 

議案第２９号 準要保護児童生徒の認定について 

報告第 ７号 指定校の変更及び区域外の就学について 

４月定例会 

４月２６日 

報告第 ８号 専決処分の承認を求めることについて 

 


