
教 育 委 員 会 議 題 一 覧 （ 平 成 １９ 年 度 ）

開催回 開催日
担当課 担当課

1403回 H19.4.18 1 島根県指定文化財の指定について 文化財課 1 公立学校施設の耐震改修状況調査につ
いて

教育施設課

(水) 2 平成19年度島根県公立高等学校入学者
選抜学力検査の結果の概要について

高校教育課

3 平成19年度子ども読書活動優秀実践校・
団体（者）文部科学大臣表彰について

生涯学習課
義務教育課

（その他）

・ 松江農林高等学校と松江養護学校の連
携について

高校教育課

1404回 H19.5.21 2 請願書に関する意見陳述許可につ
いて

総務課 5 島根県スポーツ振興審議会委員の任命
について

保健体育課

(月) 3 平成20年度使用県立高等学校及び
特別支援学校高等部用教科用図書
の採択の基本方針について

高校教育課 6 「食の学習ノート」の改訂について 保健体育課

7 生活習慣改善フォーラムの開催について 保健体育課

8 島根県社会教育委員の解職及び委嘱に
ついて

生涯学習課

9 イコモス勧告について 文化財課

10 平成20年度島根県公立学校教員採用候
補者選考試験の実施について

義務教育課
高校教育課
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1405回 H19.6.14 島根県教育委員会会議録の公開に
関する請願の意見陳述

12 平成２０年度島根県立高等学校入学者
選抜学力検査実施の基本方針について

高校教育課

(木) 4 総務課 13 第３１回全国高等学校総合文化祭島根
大会開催概要について

全国高等学校総
合文化祭推進室

14 島根県立図書館協議会委員の委嘱につ
いて

生涯学習課

15 公立学校施設の耐震改修状況調査につ
いて

教育施設課

1406回 H19.7.12 7 島根県教育委員会会議録の公開に
関する請願について

総務課 19 児童生徒の夏季休業中における生活・学
習習慣の向上に向けて

義務教育課

(木) 8 教職員等の表彰規程の制定等につ
いて

総務課 20 古代出雲歴史博物館協議会委員の解職
及び委嘱について

文化財課

9 市町村立学校の教職員の給与に関
する規則の一部改正について

総務課 21 石見銀山遺跡の世界遺産登録について 世界遺産登録推
進室

22 平成２０年度島根県公立学校栄養教諭
採用候補者選考試験の実施について

義務教育課

1407回 H19.8.23 24 島根県総合教育審議会委員の委嘱につ
いて

総務課

(木) 25 叙位・叙勲の決定について 総務課

26 定期健康診断に係る損害賠償請求事件
の１審判決について

総務課・保健体
育課・福利課

27 第３１回全国高等学校総合文化祭島根
大会結果について

全国高等学校総
合文化祭推進室

島根県教育委員会の権限に属する
事務の処理の特例に関する条例に
基づき市町村が処理する事務の範
囲を定める規則の一部改正につい
て



1408回 H19.9.19 30 平成２０年度使用県立高等学校教科用
図書の採択結果について

高校教育課

(水) 31 平成２０年度使用特別支援学校教科用
図書の採択結果について

高校教育課

32 教科用図書採択地区について 義務教育課

33 ８月３０日からの大雨災害の被害状況と
今後の対応について

教育施設課
高校教育課

1409回 H19.10.11 14 島根県文化財保護審議会に対する
諮問について

文化財課 35 平成２０年度島根県公立高等学校入学
者選抜について

高校教育課

(木) 36 平成１９年度生涯スポーツ功労者・生涯
スポーツ優良団体文部科学大臣表彰の
受賞について

保健体育課

37 第６２回国民体育大会競技成績について 保健体育課

38 放課後子どもプラン基本方針の策定につ
いて

生涯学習課

39 世界遺産登録記念展「輝きふたたび石見
銀山展」の開催結果について

文化財課

40 世界遺産登録記念式典の開催について 文化財課

1410回 H19.11.16 18 市町村立学校の教職員の勤務時間
に関する規則の一部改正について

義務教育課 43 平成２０年度島根県公立高等学校入学
者選抜実施要綱について

高校教育課

(金) 19 島根県指定文化財の指定解除につ
いて

文化財課 44 平成１９年度学校保健・学校安全文部科
学大臣表彰について

保健体育課

45 平成１９年度優良ＰＴＡ文部科学大臣表
彰について

生涯学習課



46 第６０回優良公民館表彰（文部科学大臣
表彰）について

生涯学習課

47 第１９回全国生涯学習フェスティバル（ま
なびピア岡山2007）への出展報告につい
て

生涯学習課

48 平成１９年度地方教育行政功労者表彰
（文部科学大臣表彰）について

総務課

49 平成１８年度生徒指導上の諸問題の現
状について

義務教育課

1411回 H19.12.20 26 教職員の懲戒処分（標準例）の一部
改正について

高校教育課
義務教育課

51 平成２０年度当初予算要求の概要につい
て

総務課

(木) 承4 市町村立学校の教職員の給与に関
する規則の一部改正について

総務課 52 次期県立高校再編成計画の策定に向け
た検討状況について

高校教育課

53 平成１９年度学校給食文部科学大臣表
彰について

保健体育課

1412回 H20.1.25 28 教育委員会への請願について 義務教育課

(金)

1413回 H20.2.15 59 教育委員会の組織改正の概要について 総務課

(金) 60 平成２０年度島根県公立高等学校入学
志願状況について

高校教育課

61 島根県文化財保護審議会の委員及び臨
時委員の任命について

文化財課

62 石見銀山遺跡調査活用委員会の開催に
ついて

文化財課



1414回 H20.2.22 63 叙位・叙勲の決定について 総務課

(金) 64 島根県立図書館協議会委員の解嘱及び
委嘱について

生涯学習課

（協議事項）
1 「しまね教育ビジョン２１」の改訂について 総務課

1415回 H20.3.12 67 平成１９年度スポーツ功労者及びスポー
ツ優良団体教育長表彰について

保健体育課

(水) 68 平成１９年度学校医・学校歯科医及び学
校薬剤師永年勤続者表彰について

保健体育課

69 第６３回国民体育大会（冬季大会）競技
成績について

保健体育課

1416回 H20.3.26 37 「しまね教育ビジョン２１」の改訂に
ついて

総務課 71 魅力と活力ある県立高校づくり検討委員
会の答申について

高校教育課

(水) 72 平成２０年度島根県公立高等学校入学
者選抜合格者数について

高校教育課

73 平成１９年度末市町村立学校の廃止及
び平成２０年度市町村立学校の設置につ
いて

義務教育課


