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附属機関の開催状況報告書 

（令和３年４月 21 日～令和４年４月 20 日） 

１ 附属機関（開催実績あり） 

No. 
名称（主な所掌事務） 会議開催日 会議議題 

審議等の概要 

１ 

横浜市社会教育委員会議 

（社会教育に関するテーマに

ついて検討し、教育委員会へ助

言を行う） 

【生涯学習文化財課】 

令和３年 11 月５日 「視覚障害者等の読書環境の整備

の推進に関する法律（読書バリア

フリー法）」に基づく本市取組の

方向性について 令和４年３月 29 日 

令和元年度に施行された「視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する法律（読書バ

リアフリー法）」に基づく本市取組の方向性について協議を行った。

２ 

横浜市文化財保護審議会 

（文化財の指定、解除、保存及

び活用に関する事項について

調査・審議等を行う） 

【生涯学習文化財課】 

令和３年４月 26 日 １ 会長及び副会長の互選につい

て 

２ 部会の設置（案）について 

３ 令和３年度市指定・地域文化

財の指定・登録スケジュールにつ

いて 

令和３年 10 月５日 令和３年度市指定文化財の指定に

ついて 

令和４年１月 25 日 横浜市文化財保存活用地域計画に

ついて 

令和３年度の横浜市指定文化財の指定について審議を行い、２件の答申をまとめた。横

浜市文化財保存活用地域計画について意見聴取を行った。 

３ 

横浜市学校規模適正化等検討

委員会 

（市立小・中学校通学区域の適

正化及び弾力化並びに規模の

適正化に関する審議等を行う） 

【学校計画課】 

令和３年７月５日 １ 部会からの報告 

２ 学校規模適正化等について 

令和４年３月 24 日 １ 部会からの報告 

２ 学校規模適正化等について 

市立小・中学校の通学区域と学校規模適正化等に関する事項について、調査審議を行い、

３件の学校規模適正化等検討部会を設置した。 

こども青少年・教育委員会 

令 和 ４ 年 ４ 月 2 1 日 

教 育 委 員 会 事 務 局 

資料１ 



2 

 

No. 
名称（主な所掌事務） 会議開催日 会議議題 

審議等の概要 

４ 

横浜市学校保健審議会 

（横浜市立学校における保

健、安全の管理及び教育に関

する審議等を行う） 

【健康教育・食育課】 

令和３年５月 18 日 
学校における事故案件について（安

全部会第三部会） 

令和３年５月 19 日 
学校における事故案件について（安

全部会第六部会） 

令和３年７月７日 
学校における事故案件について（安

全部会第四部会） 

令和３年８月２日 
学校における事故案件について（安

全部会令和３年度第一部会） 

令和３年８月５日 

横浜市立小・中学校のゲーム障害・

ネット依存の実態把握のための調査

結果の検討（ゲーム障害に関する部

会） 

令和３年９月 27 日 
学校で起きた事案調査について（安

全部会令和３年度第二部会） 

令和３年 10 月５日 

横浜市立小・中学校のゲーム障害・

ネット依存の実態把握のための調査

結果の検討（ゲーム障害に関する部

会） 

令和３年 11 月２日 
学校で起きた事案調査について（安

全部会令和３年度第二部会） 

令和３年 11 月９日 
学校における事故案件について（安

全部会令和３年度第三部会） 

令和３年11月17日 
学校における事故案件について（安

全部会第七部会） 

令和３年 12 月３日 
学校における事故案件について（安

全部会第三部会） 

令和３年 12 月９日 
学校における事故案件について（安

全部会令和３年度第四部会） 

令和４年１月５日 
学校で起きた事案調査について（学

校安全部会令和３年度第二部会） 

令和４年１月 11 日 
学校で起きた事案調査について（学

校安全部会令和３年度第二部会） 

令和４年１月 20 日 
学校で起きた事案調査について（学

校安全部会令和３年度第二部会） 

令和４年１月 25 日 
学校で起きた事案調査につて（学校

安全部会令和３年度第二部会） 
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No. 
名称（主な所掌事務） 会議開催日 会議議題 

審議等の概要 

４ 

横浜市学校保健審議会 

（横浜市立学校における

保健、安全の管理及び教育

に関する審議等を行う） 

【健康教育・食育課】 

令和４年１月 26 日 
学校における事故案件について（安全

部会令和３年度第五部会） 

令和４年１月 27 日 
学校における事故案件について（安全

部会令和３年度第三部会） 

令和４年２月９日 
学校で起きた事案調査について（学校

安全部会令和３年度第二部会） 

令和４年２月 17 日 
学校で起きた事案調査について（学校

安全部会令和３年度第二部会） 

令和４年２月 22 日 
学校における事故案件について（安全

部会令和３年度第四部会） 

令和４年２月 25 日 
学校で起きた事案調査について（学校

安全部会令和３年度第二部会） 

令和４年３月８日 
学校で起きた事案調査について（学校

安全部会令和３年度第二部会） 

令和４年３月 10 日 
学校における事故案件について（安全

部会令和３年度第一部会） 

令和４年３月 14 日 
学校における事故案件について（安全

部会令和３年度第三部会） 

令和４年３月 15 日 
学校で起きた事案調査について（学校

安全部会令和３年度第二部会） 

令和４年３月 30 日 
学校で起きた事案調査について（学校

安全部会令和３年度第二部会） 

ゲーム障害に関する部会では、令和２年度に実施した横浜市横浜市立小・中学校のゲ

ーム障害・ネット依存の実態調査の結果を検討し、報告を行った。また、横浜市学校保

健審議会学校安全部会では、学校における事故案件について、調査・諮問・報告を行っ

た。 

５ 

横浜市就学奨励対策審議

会 

（経済的理由によって、就

学困難と認められる学齢

児童生徒の調査方法及び

選定基準などについて調

査・審議する） 

【学校支援・地域連携課】 

令和３年 11 月 19 日 １ 就学援助制度の概要 

２ 令和２年度就学援助事業実施状

況 

３ 令和３年度就学援助事業実施状

況 

４ 令和４年度就学援助事業実施計画 

就学援助事業の前年度及び現年度の実施状況報告、４年度の実施計画及び受給対象者

の認定基準などについて審議を行った。 
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No. 
名称（主な所掌事務） 会議開催日 会議議題 

審議等の概要 

６ 

横浜市教科書取扱審議会 

（市立学校において使用する

教科書の取扱いに関し必要な

事項を調査審議する） 

【小中学校企画課】 

令和 3年 5月 20日 

令和 3年 7月 1日 

令和 3年 7月 15日 

市立学校において使用する教科

書の取扱いについて 

・高等学校において令和４年度に使用する教科書

・特別支援学校及び小・中・義務教育学校個別支援学級において令和４年度に使用する

教科書 

・中学校、義務教育学校後期課程、中高一貫教育校である南高等学校附属中学校及び横

浜サイエンスフロンティア高等学校附属中学校において令和４年度から６年度に使用す

る社会科歴史的分野の教科書についての調査審議を行い、答申をまとめた。 

７ 

横浜市いじめ問題専門委員会 

（教育委員会の諮問に応じて、

いじめ防止対策推進法第１条に

規定するいじめの防止等のため

の対策、いじめ防止対策推進法

第 28 条第１項の規定による調

査、その他教育委員会が必要と

認める事項について調査審議

し、答申し、又は意見を具申す

る） 

【人権教育・児童生徒課】 

令和３年５月20日 

１ 「いじめ重大事態に関する

再発防止策」令和２年度の

取組状況について 

２ いじめ防止対策推進法第 28

条第１項に係る調査等につ

いて 

令和３年６月17日 
いじめ防止対策推進法第 28条第

１項に係る調査等について 

令和３年７月15日 
いじめ防止対策推進法第 28条第

１項に係る調査等について 

令和３年８月19日 
いじめ防止対策推進法第 28条第

１項に係る調査等について 

令和３年 10 月 21

日 

いじめ防止対策推進法第 28条第

１項に係る調査等について 

令和３年 11 月 18

日 

いじめ防止対策推進法第 28条第

１項に係る調査等について 

令和４年１月20日 
いじめ防止対策推進法第 28条第

１項に係る調査等について 

令和４年２月17日 
いじめ防止対策推進法第 28条第

１項に係る調査等について 

いじめ重大事態に関する再発防止策の取組状況についての審議や、いじめ防止対策推

進法第 28 条第１項に係る調査審議を行い、１件のいじめ重大事態調査について調査結果

の答申をまとめた。 
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No. 
名称（主な所掌事務） 会議開催日 会議議題 

審議等の概要 

８ 

横浜市教職員第一健康審査会 

（教職員の疾病（身体疾患）

による休職等に際し、当該職

員の健康状態を審査する） 

【教職員労務課】 

令和３年４月 21 日 教職員の休職及び復職の各審

査 

令和３年５月 19 日 教職員の休職、休職期間の延長

及び復職の各審査 

令和３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 

令和３年７月 14 日 教職員の休職、休職期間の延長

及び復職の各審査 

令和３年８月 11 日 教職員の休職、休職期間の延長

及び復職の各審査 

令和３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 

令和３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 

令和３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 

令和３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 

令和４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 

令和４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 

令和４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 

令和４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 

教職員が疾病（身体疾患）により休職、休職期間の延長及び復職をする場合に、当

該職員の健康状態について審査した。 
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No. 
名称（主な所掌事務） 会議開催日 会議議題 

審議等の概要 

９ 

横浜市教職員第二健康審査会 

（教職員の疾病（精神疾患）

による休職等に際し、当該職

員の健康状態を審査する） 

【教職員労務課】 

  

令和３年５月 21 日 教職員の休職、休職期間の延長

及び復職の各審査 

令和３年６月 18 日 教職員の休職、休職期間の延長

及び復職の各審査 

令和３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 

令和３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 

令和３年９月 17 日 教職員の休職、休職期間の延長

及び復職の各審査 

令和３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 

令和３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 

令和３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 

令和４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 

令和４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 

令和４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 

令和４年４月 15 日 教職員の休職、休職期間の延長

及び復職の各審査 

教職員が疾病（精神疾患）により休職、休職期間の延長及び復職をする場合に、当

該職員の健康状態について審査した。 
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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 

審議等の概要（指定管理者の指定に関する議案番号等） 

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】 

令和３年５月 14 日 公募要項、評価基準等の決定 

令和３年８月 24 日 書類・面接審査、指定候補者の

選定 

令和４年４月１日から令和９年３月 31 日まで（第４期）の指定管理者を公募する

ため、公募要項、評価基準等の審議を行った。 

書類・面接審査を行い、特定非営利活動法人夢・コミュニティ・ネットワークを指

定候補者として選定した。（令和３年第４回定例会 市第 93 号議案の議決を経て指

定管理者を指定済） 
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附属機関の開催状況報告書 

（令和３年４月 21 日～令和４年４月 20 日） 

 

１ 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】 

選定等の審議案件がなかったため 

２ 

横浜市国際学生会館指定管理

者選定評価委員会 

【小中学校企画課】 

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 

【小中学校企画課】 

新型コロナウイルスの感染拡大防止の観点から指定

管理者の評価を１年間見送ったことにより、評価委

員会を開催する必要がなかったため 

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】 

選定等の審議案件がなかったため 

 

資料２ 


