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附属機関の開催状況報告書 

（平成 29 年５月 10 日～平成 30 年４月 11 日） 

※No.７、８については平成 24 年４月１日～平成 30 年４月 11 日 

 

１ 附属機関（開催実績あり） 

No. 名称 会議開催日 会議議題 

１ 

横浜市文化財保護審議会 

【生涯学習文化財課】 
平成 29 年６月５日 

１ 平成 29 年度指定・地域文化財の指

定・登録日程（案）について 

平成 29 年 10 月 10 日 

１ 平成29年度横浜市指定文化財の指定

について 

２ 平成29年度横浜市地域文化財の登録

について 

２ 

 

横浜市学校規模適正化等

検討委員会 

【学校計画課】 

 

 

平成 29 年６月 28 日 

１ 部会からの報告 

２ 通学区域と学校規模適正化等につい

て 

平成 29 年８月１日 

１ 「横浜市立小・中学校の通学区域制

度及び学校規模に関する基本方針」の

見直しについて 

平成 29年 10月 25日 

１ 部会からの報告 

２ 「横浜市立小・中学校の通学区域制

度及び学校規模に関する基本方針」の

見直しについて 

平成 29年 11月 24日 

１ 「横浜市立小・中学校の通学区域制

度及び学校規模に関する基本方針」の

見直しについて 

２ 学校規模適正化等について 

平成 30 年１月 10 日 

１ 「横浜市立小・中学校の通学区域制

度及び学校規模に関する基本方針」の

見直しについて 

平成 30 年３月 28 日 

１ 「横浜市立小・中学校の通学区域制

度及び学校規模に関する基本方針」の

見直しについて 

２ 部会からの報告 

３ 学校規模適正化等について 

 

 

こども青少年・教育委員会資料 

平 成 3 0 年 ４ 月 1 2 日 

教 育 委 員 会 事 務 局 

資料１ 
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No. 名称 会議開催日 会議議題 

３ 

横浜市学校保健審議会 

【健康教育課】 
平成 29 年７月 11 日 

１ 横浜市として望ましい小学校給食の

あり方について 

２ 学校で起きた事故の調査について 

平成 29年 10月 26日 
学校で起きた事故の調査について 

平成 29年 11月 21日 

(学校安全部会) 

学校で起きた事故の調査について 

平成 29年 11月 24日 

横浜市として望ましい小学校給食のあり

方について 

平成 29年 12月 28日 

(学校安全部会) 

学校で起きた事故の調査について 

４ 

横浜市就学奨励対策  

審議会 

【学校支援・地域連携課】 

平成 29 年９月 21 日 

１ 就学援助制度の概要説明 

２ その他 

平成 29年 11月 20日 

１ 就学奨励事業の実施状況報告 

２ 他都市の就学奨励事業概要と本市の

比較について 

３ 平成30年度就学奨励事業実施計画案

について 

４ 横浜市私立学校等就学奨励事業につ

いて 

５ 就学援助入学準備費の支給時期の変

更について 

５ 

横浜市教科書取扱審議会 

【指導企画課】 平成 29 年５月 18 日 

市立学校において使用する教科書の 

取扱いについて 

 

平成 29 年７月６日 

平成 29 年７月 13 日 

平成 29 年７月 21 日 
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No. 名称 会議開催日 会議議題 

６ 

横浜市いじめ問題専門 

委員会 

【人権教育・児童生徒課】 

 

平成 29 年５月 24 日 

いじめ防止対策推進法第28条第１項に係

る調査について 

平成 29 年６月 15 日 

いじめ防止対策推進法第28条第１項に係

る調査について 

平成 29 年７月 20 日 

１ いじめ重大事態に関する調査結果の

公表の在り方の審議の進め方について 

２ いじめ防止対策推進法第28条第１項

に係る調査について 

平成 29 年９月 21 日 

いじめ防止対策推進法第28条第１項に係

る調査について 

平成 29年 10月 19日 

１ いじめ重大事態に関する調査 結果

の公表の在り方の答申（案）について 

２ いじめ防止対策推進法第28条第１項

に係る調査について 

平成 29年 11月 16日 

１ いじめ重大事態に関する調査結果の

公表の在り方について 

２ いじめ防止対策推進法第28条第１項

に係る調査について 

平成 29年 12月 21日 

いじめ防止対策推進法第28条第１項に係

る調査について 

平成 30 年１月 18 日 

いじめ防止対策推進法第28条第１項に係

る調査について 

平成 30 年２月 15 日 

いじめ防止対策推進法第28条第１項に係

る調査について 

平成 30 年３月 15 日 

いじめ防止対策推進法第28条第１項に係

る調査について 
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No. 名称 会議開催日 会議議題 

７

※ 

横浜市教職員第一健康

審査会 

【教職員労務課】 

 

平成 24 年５月 16 日 教職員の休職、休職期間の延長及び復職の各審査 

平成 24 年６月 20 日 教職員の休職の審査 

平成 24 年７月 18 日 教職員の休職及び休職期間の延長の各審査 

平成 24 年８月 15 日 教職員の休職及び休職期間の延長の各審査 

平成 24 年９月 19 日 教職員の休職及び休職期間の延長の各審査 

平成 24 年 10 月 17 日 教職員の休職、休職期間の延長及び復職の各審査 

平成 24 年 11 月 21 日 教職員の休職、休職期間の延長及び復職の各審査 

平成 24 年 12 月 19 日 教職員の休職、休職期間の延長及び復職の各審査 

平成 25 年１月 16 日 教職員の休職、休職期間の延長及び復職の各審査 

平成 25 年２月 20 日 教職員の休職、休職期間の延長及び復職の各審査 

平成 25 年３月 27 日 教職員の休職、休職期間の延長及び復職の各審査 

平成 25 年４月 17 日 教職員の休職、休職期間の延長及び復職の各審査 

平成 25 年５月 15 日 教職員の休職及び休職期間の延長の各審査 

平成 25 年６月 19 日 教職員の休職、休職期間の延長及び復職の各審査 

平成 25 年７月 17 日 教職員の休職、休職期間の延長及び復職の各審査 

平成 25 年８月 21 日 教職員の休職、休職期間の延長及び復職の各審査 

平成 25 年９月 18 日 教職員の休職及び休職期間の延長の各審査 

平成 25 年 10 月 16 日 教職員の休職期間の延長及び復職の各審査 

平成 25 年 11 月 20 日 教職員の休職、休職期間の延長及び復職の各審査 

平成 25 年 12 月 18 日 教職員の休職、休職期間の延長及び復職の各審査 

平成 26 年１月 15 日 教職員の休職、休職期間の延長及び復職の各審査 

平成 26 年２月 19 日 教職員の休職、休職期間の延長及び復職の各審査 

平成 26 年３月 26 日 教職員の休職、休職期間の延長及び復職の各審査 

平成 26 年４月 16 日 教職員の休職、休職期間の延長及び復職の各審査 

平成 26 年５月 21 日 教職員の休職期間の延長の審査 

平成 26 年６月 18 日 教職員の休職及び休職期間の延長の各審査 

平成 26 年７月 16 日 教職員の休職、休職期間の延長及び復職の各審査 

平成 26 年８月 20 日 教職員の休職、休職期間の延長及び復職の各審査 

平成 26 年９月 17 日 教職員の休職及び休職期間の延長の各審査 

平成 26 年 10 月 15 日 教職員の休職、休職期間の延長及び復職の各審査 

平成 26 年 11 月 19 日 教職員の休職、休職期間の延長及び復職の各審査 

平成 26 年 12 月 17 日 教職員の休職、休職期間の延長及び復職の各審査 

平成 27 年１月 21 日 教職員の休職、休職期間の延長及び復職の各審査 

平成 27 年２月 18 日 教職員の休職、休職期間の延長及び復職の各審査 

平成 27 年３月 18 日 教職員の休職、休職期間の延長及び復職の各審査 
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No. 名称 会議開催日 会議議題 

７

※ 

横浜市教職員第一健康

審査会 

【教職員労務課】 

 

平成 27 年４月 15 日 教職員の休職及び休職期間の延長の各審査 

平成 27 年５月 20 日 教職員の休職期間の延長の審査 

平成 27 年６月 17 日 教職員の休職、休職期間の延長及び復職の各審査 

平成 27 年７月 15 日 教職員の休職、休職期間の延長及び復職の各審査 

平成 27 年８月 19 日 教職員の休職及び休職期間の延長の各審査 

平成 27 年９月 16 日 教職員の休職期間の延長及び復職の各審査 

平成 27 年 10 月 21 日 教職員の休職期間の延長の審査 

平成 27 年 11 月 18 日 教職員の休職、休職期間の延長及び復職の各審査 

平成 27 年 12 月 16 日 教職員の休職及び休職期間の延長の各審査 

平成 28 年１月 20 日 教職員の休職、休職期間の延長及び採用時の各審査  

平成 28 年２月 17 日 教職員の休職、休職期間の延長及び復職の各審査 

平成 28 年３月 16 日 教職員の休職、休職期間の延長及び復職の各審査 

平成 28 年４月 20 日 教職員の休職、休職期間の延長及び復職の各審査 

平成 28 年５月 18 日 教職員の休職、休職期間の延長及び復職の各審査 

平成 28 年６月 15 日 教職員の休職及び休職期間の延長の各審査 

平成 28 年７月 20 日 教職員の休職期間の延長及び復職の各審査 

平成 28 年８月 17 日 教職員の休職及び休職期間の延長の各審査 

平成 28 年９月 21 日 教職員の休職、休職期間の延長、復職及び療養休暇の各審査  

平成 28 年 10 月 19 日 教職員の休職、休職期間の延長及び復職の各審査 

平成 28 年 11 月 16 日 教職員の休職及び休職期間の延長の各審査 

平成 28 年 12 月 21 日 教職員の休職、休職期間の延長及び復職の各審査 

平成 29 年１月 18 日 教職員の休職及び休職期間の延長の各審査 

平成 29 年２月 15 日 教職員の休職、休職期間の延長及び復職の各審査 

平成 29 年３月 15 日 教職員の休職、休職期間の延長及び復職の各審査 

平成 29 年５月 17 日 教職員の休職期間の延長及び復職の各審査 

平成 29 年６月 21 日 教職員の休職、休職期間の延長及び復職の各審査 

平成 29 年７月 19 日 教職員の休職、休職期間の延長及び復職の各審査 

平成 29 年８月 16 日 教職員の休職、休職期間の延長及び復職の各審査 

平成 29 年９月 20 日 教職員の休職、休職期間の延長及び復職の各審査 

平成 29 年 10 月 18 日 教職員の休職、休職期間の延長及び復職の各審査 

平成 29 年 11 月 15 日 教職員の休職及び休職期間の延長の各審査 

平成 29 年 12 月 20 日 教職員の休職、休職期間の延長及び復職の各審査 

平成 30 年１月 17 日 教職員の休職及び休職期間の延長の各審査 

平成 30 年２月 21 日 教職員の休職及び復職の各審査 

平成 30 年３月 14 日 教職員の休職、休職期間の延長及び復職の各審査 
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No. 名称 会議開催日 会議議題 

８

※ 

横浜市教職員第二健康

審査会 

【教職員労務課】 

 

平成 24 年４月６日 教職員の休職、休職期間の延長及び復職の各審査 

平成 24 年５月 11 日 教職員の休職、休職期間の延長及び復職の各審査 

平成 24 年６月１日 教職員の休職、休職期間の延長及び復職の各審査 

平成 24 年７月６日 教職員の休職、休職期間の延長及び復職の各審査 

平成 24 年８月３日 教職員の休職、休職期間の延長及び復職の各審査 

平成 24 年９月７日 教職員の休職、休職期間の延長及び復職の各審査 

平成 24 年 10 月５日 教職員の休職、休職期間の延長及び復職の各審査 

平成 24 年 11 月２日 教職員の休職、休職期間の延長及び復職の各審査 

平成 24 年 12 月７日 教職員の休職、休職期間の延長及び復職の各審査 

平成 25 年１月４日 教職員の休職、休職期間の延長及び復職の各審査 

平成 25 年２月１日 教職員の休職、休職期間の延長及び復職の各審査 

平成 25 年３月 22 日 教職員の休職、休職期間の延長及び復職の各審査 

平成 25 年４月５日 教職員の休職、休職期間の延長及び復職の各審査 

平成 25 年５月 10 日 教職員の休職、休職期間の延長及び復職の各審査 

平成 25 年６月７日 教職員の休職、休職期間の延長及び復職の各審査 

平成 25 年７月５日 教職員の休職、休職期間の延長及び復職の各審査 

平成 25 年８月２日 教職員の休職、休職期間の延長及び復職の各審査 

平成 25 年９月６日 教職員の休職、休職期間の延長及び復職の各審査 

平成 25 年 10 月４日 教職員の休職、休職期間の延長及び復職の各審査 

平成 25 年 11 月１日 教職員の休職、休職期間の延長及び復職の各審査 

平成 25 年 12 月６日 教職員の休職、休職期間の延長及び復職の各審査 

平成 26 年１月 10 日 教職員の休職、休職期間の延長及び復職の各審査 

平成 26 年２月７日 教職員の休職、休職期間の延長及び復職の各審査 

平成 26 年３月 14 日 教職員の休職、休職期間の延長及び復職の各審査 

平成 26 年４月４日 教職員の休職、休職期間の延長及び復職の各審査 

平成 26 年５月２日 教職員の休職、休職期間の延長及び復職の各審査 

平成 26 年６月６日 教職員の休職及び休職期間の延長の各審査 

平成 26 年７月４日 教職員の休職、休職期間の延長及び復職の各審査 

平成 26 年８月１日 教職員の休職、休職期間の延長及び復職の各審査 

平成 26 年９月５日 教職員の休職、休職期間の延長及び復職の各審査 

平成 26 年 10 月３日 教職員の休職、休職期間の延長及び復職の各審査 

平成 26 年 11 月７日 教職員の休職、休職期間の延長及び復職の各審査 

平成 26 年 12 月５日 教職員の休職、休職期間の延長及び復職の各審査 

平成 27 年１月９日 教職員の休職、休職期間の延長及び復職の各審査 

平成 27 年２月６日 教職員の休職、休職期間の延長及び復職の各審査 

平成 27 年３月６日 教職員の休職、休職期間の延長及び復職の各審査 

 



7 

No. 名称 会議開催日 会議議題 

８

※ 

横浜市教職員第二健康

審査会 

【教職員労務課】 

 

平成 27 年４月３日 教職員の休職、休職期間の延長及び復職の各審査 

平成 27 年５月１日 教職員の休職、休職期間の延長及び復職の各審査 

平成 27 年６月５日 教職員の休職、休職期間の延長及び復職の各審査 

平成 27 年７月３日 教職員の休職、休職期間の延長及び復職の各審査 

平成 27 年８月７日 教職員の休職、休職期間の延長及び復職の各審査 

平成 27 年９月４日 教職員の休職及び休職期間の延長の各審査 

平成 27 年 10 月２日 教職員の休職、休職期間の延長及び復職の各審査 

平成 27 年 11 月６日 教職員の休職、休職期間の延長及び復職の各審査 

平成 27 年 12 月４日 教職員の休職、休職期間の延長及び復職の各審査 

平成 28 年１月８日 教職員の休職、休職期間の延長及び復職の各審査 

平成 28 年２月５日 教職員の休職、休職期間の延長及び復職の各審査 

平成 28 年３月４日 教職員の休職、休職期間の延長及び復職の各審査 

平成 28 年４月８日 教職員の休職、休職期間の延長及び復職の各審査 

平成 28 年５月６日 教職員の休職、休職期間の延長及び復職の各審査 

平成 28 年６月３日 教職員の休職、休職期間の延長及び復職の各審査 

平成 28 年７月１日 教職員の休職、休職期間の延長及び復職の各審査 

平成 28 年８月５日 教職員の休職、休職期間の延長及び復職の各審査 

平成 28 年９月２日 教職員の休職及び休職期間の延長の各審査 

平成 28 年 10 月７日 教職員の休職、休職期間の延長及び復職の各審査 

平成 28 年 11 月４日 教職員の休職、休職期間の延長及び復職の各審査 

平成 28 年 12 月２日 教職員の休職、休職期間の延長及び復職の各審査 

平成 29 年１月６日 教職員の休職、休職期間の延長及び復職の各審査 

平成 29 年２月３日 教職員の休職、休職期間の延長及び復職の各審査 

平成 29 年３月３日 教職員の休職、休職期間の延長及び復職の各審査 

平成 29 年４月 21 日 教職員の休職期間の延長及び復職の各審査 

平成 29 年５月 19 日 教職員の休職期間の延長及び復職の各審査 

平成 29 年６月 16 日 教職員の休職、休職期間の延長及び復職の各審査 

平成 29 年７月 21 日 教職員の休職、休職期間の延長及び復職の各審査 

平成 29 年８月 18 日 教職員の休職及び休職期間の延長の各審査 

平成 29 年９月 15 日 教職員の休職、休職期間の延長及び復職の各審査 

平成 29 年 10 月 20 日 教職員の休職、休職期間の延長及び復職の各審査 

平成 29 年 11 月 17 日 教職員の休職、休職期間の延長及び復職の各審査 

平成 29 年 12 月 15 日 教職員の休職、休職期間の延長及び復職の各審査 

平成 30 年１月 19 日 教職員の休職、休職期間の延長及び復職の各審査 

平成 30 年２月 16 日 教職員の休職、休職期間の延長及び復職の各審査 

平成 30 年３月 16 日 教職員の休職、休職期間の延長及び復職の各審査 
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２ 指定管理者選定評価委員会（開催実績あり） 

No. 名称 会議開催日 会議議題 

１ 

横浜市国際学生会館 

指定管理者選定評価  

委員会 

【国際教育課】 

平成 29 年６月７日 
１ 委員長の選出について 

２ 指定管理者公募要項について 

平成29 年９月13 日 
１ 応募団体審査及び指定候補者協議に

ついて 
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附属機関の開催状況報告書 

（平成 29 年５月 10 日～平成 30 年４月 11 日） 

 

１ 附属機関（開催実績なし） 

No. 名称 未開催理由 

１ 
横浜市社会教育委員会議 

【生涯学習文化財課】 
審議案件がなかったため 

 

２ 指定管理者選定評価委員会（開催実績なし） 

No. 名称 未開催理由 

１ 

横浜市社会教育コーナー 

指定管理者選定評価委員会 

【生涯学習文化財課】 

審議案件がなかったため 

２ 

横浜市歴史博物館等   

指定管理者選定評価委員会 

【生涯学習文化財課】 

審議案件がなかったため 

３ 

横浜市少年自然の家   

指定管理者選定評価委員会 

【指導企画課】 

審議案件がなかったため 

４ 

横浜市山内図書館    

指定管理者選定評価委員会 

【企画運営課】 

審議案件がなかったため 

 

資料２ 


