
回  開催日  議  案  等  

1 
平成27年  

1月8日（木）  

議案第１号  平成２６年度教育委員会所管経費の補正予算について  

議案第２号  白老町立学校管理規則の一部を改正する規則の制定につ

いて  

報告第１号  （仮称）白老町食育防災センター調理・配送・施設管理

業務委託に係る選定事業者の決定について  

2 1月22日（木）  

議案第１号  しらおい食育防災センター設置条例の制定に係る白老  

町議会への議案提出について  

報告第１号  白老町子ども・子育て支援事業計画（素案）について  

3 2月20日（金）  

議案第１号  平成２６年度教育委員会所管事業（補正予算）の白老町

議会への議案提出について  

議案第２号  平成２７年度教育委員会所管経常費予算の白老町議会へ

の議案提出について  

議案第３号  平成２７年度教育委員会所管事業費予算の白老町議会へ

の議案提出について  

議案第４号  平成２７年度学校給食特別会計予算の白老町議会への議

案提出について  

議案第５号  白老町立保育所条例の一部を改正する条例の一部を改正

する条例の制定に係る白老町議会への議案提出について  

議案第６号  白老町保育の実施に関する条例を廃止する条例の制定に

係る白老町議会への議案提出について  

議案第７号  白老町子ども発達支援センター設置条例の一部を改正す

る条例の制定に係る白老町議会への議案提出について  

議案第８号  白老町学校給食費条例の制定に係る白老町議会への議案

提出について  

議案第９号  白老町放課後児童クラブ条例の一部を改正する条例の制

定に係る白老町議会への議案提出について  

議案第 10号  平成２７年度教育行政執行方針について  

4 3月10日（火）  
議案第１号  平成２７年度当初学校職員管理職及び学校職員の人事異

動内申について  

5 3月19日（木）  

議案第１号  平成２６年度教育委員会所管事業（補正予算）の白老町

議会への議案提出について  

議案第２号  白老町指定無形民俗文化財「白老町伝統文化継承者」の

決定について  

6 3月26日（木）  

議案第１号  白老町立保育所条例施行規則の制定について  

議案第２号  白老町保育の実施に関する条例施行規則を廃止する規則

の制定について  

議案第３号  白老町保育料徴収規則の制定について  

議案第４号  白老町保育料減免取扱要領の一部を改正する訓令の制定

について  

議案第５号  白老町保育士等処遇改善臨時特例事業補助金交付要綱の

制定について  

議案第６号  白老町延長保育事業実施要綱の制定について  

議案第７号  白老町障害児保育事業補助金交付要綱の制定について  

議案第８号  白老町子ども発達支援センター設置条例施行規則の一部

を改正する規則の制定について  

議案第９号  白老町つどいの広場事業実施要綱の一部を改正する訓令

の制定について  

議案第 10号  白老町ファミリーサポートセンター利用料助成要綱の制

定について  

議案第 11号  白老町障害児通所支援事業運営規程の一部を改正する訓

令の制定について  

議案第 12号   白老町指定特定・指定障害児相談支援事業所運営規程の



制定について  

議案第 13号  地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正

する法律の施行及び白老町行政機構の改革等に伴う関係

規則の整理に関する規則の制定について  

議案第 14号  白老町行政機構の改革及び学校教育法施行令の一部を改

正する政令等に伴う関係訓令の整理に関する訓令の制定

について  

議案第 15号  教育委員会教育長の職務に専念する義務の特例に関する

規則の制定について  

議案第 16号  教育委員会教育長の営利企業等の従事制限に関する規則

の制定について  

議案第 17号  しらおい食育防災センター設置条例施行規則の制定につ

いて  

議案第 18号  しらおい食育防災センター管理運営規則の制定について  

議案第 19号  白老町学校給食費条例施行規則の制定について  

議案第 20号  第３次白老町子どもの読書活動推進計画の策定について  

議案第 21号  教育委員会事務局職員の退職について  

議案第 22号  教育委員会事務局職員の人事異動について  

報告第１号  白老町青少年問題協議会委員の選任について  

7 4月24日（金）  

議案第１号  平成２７年度教育委員会所管事業（補正予算）の白老町

議会への議案提出について  

議案第２号  白老町学校給食運営委員会委員の委嘱について  

議案第３号  白老町スポーツ推進委員の委嘱について  

報告第１号  白老町立保育園嘱託医の委嘱について  

報告第２号  白老町立保育園嘱託歯科医の委嘱について  

8 5月26日（火）  

議案第１号  白老町立学校設置条例の一部を改正する条例の制定に係

る白老町議会への議案提出について  

議案第２号  白老町スポーツ施設条例の一部を改正する条例の制定に

係る白老町議会への議案提出について  

議案第３号  白老町立学校職員服務規程の一部を改正する訓令の制定

について  

議案第４号  修学旅行の引率業務等に従事する白老町立学校職員の勤

務時間の割振り等に関する要領の一部を改正する訓令の

制定について  

議案第５号  白老町社会教育委員の委嘱について  

議案第６号  白老町社会教育中期計画（平成２８～３２年度）の策定

に係る諮問について  

報告第１号  白老町心身障害児地域療育推進協議会委員の選任につい  

 て  

報告第２号  学校評議員の選任について  

報告第３号  白老町教育支援委員会委員の選任について  

報告第４号  白老町みんなの基金事業補助金の内定について  

報告第５号  白老町青少年問題協議会委員の選任について  

9 6月17日（水）  

議案第１号  平成２７年度教育委員会所管経費の補正予算について  

議案第２号  白老町青少年問題協議会条例の一部を改正する条例の制  

 定に係る白老町議会への議案提出について  

議案第３号  白老町一時預かり事業実施要綱を制定する訓令の制定に  

      ついて  

10 7月24日（金）  

議案第１号  白老町学校給食運営委員会委員の委嘱について  

報告第１号  白老町青少年問題協議会条例の一部を改正する条例の制

定に係る白老町議会への議案提出の取り下げについて  

報告第２号  白老町要保護児童対策地域協議会役員の選任について  

報告第３号  平成２７年度白老町準要保護児童・生徒の認定について  



報告第４号  しらおい食育防災センターの「愛称」募集について  

報告第５号  白老町青少年センター青少年指導員の選任について  

11 7月29日（水）  議案第１号  教育委員会事務局職員の人事異動について  

12 8月21日（金）  

議案第１号  白老町青少年問題協議会条例の一部を改正する条例の制  

      定に係る白老町議会への議案提出について  

議案第２号  白老町立学校設置条例の一部を改正する条例の制定に係

る白老町議会への議案提出について  

議案第３号  白老町放課後児童クラブ条例の一部を改正する条例の制

定に係る白老町議会への議案提出について  

議案第４号  白老町保育料徴収規則の一部を改正する規則の制定につ

いて  

議案第５号  白老町子どものための教育・保育給付に係る支給認定等

事務要綱の制定について  

議案第６号  白老町私立幼稚園就園奨励費補助要綱の一部を改正する  

 訓令の制定について  

議案第７号  平成２８年度より使用する中学校用教科用図書の採択に  

ついて  

報告第１号  平成２７年度白老町準要保護児童・生徒の認定について  

13 9月3日（木）  

議案第１号  平成２７年度教育行政事業執行状況報告について  

議案第２号  平成２７年度教育委員会所管経費の補正予算について  

議案第３号  スクールバス購入に伴う財産の取得について  

14 １０月１日（木） 

議案第１号  白老町教育委員会委員長の選挙について  

議案第２号  白老町教育委員会委員長職務代理者の指定について  

議案第３号  白老町立学校通学区域規則の一部を改正する規則の制定

について  

議案第４号  「平成２７年度全国学力・学習状況調査」に関する結果

公表のあり方について  

報告第１号  平成２７年度白老町準要保護児童・生徒の認定について  

15 10月30日 (金 ) 

議案第１号  白老町文化賞及びスポーツ賞等の決定について  

報告第１号  しらおい食育防災センターの愛称決定について  

報告第２号  平成２７年度白老町準要保護児童・生徒の認定について  

報告第３号  白老町みんなの基金事業補助金の内定（２次募集分）に  

ついて  

16 11月19日 (木 ) 

議案第１号  平成２７年度教育委員会所管経費の補正予算について  

議案第２号  教育財産 (白老町学校給食センター )の用途廃止について  

報告第１号  平成２７年度白老町準要保護児童・生徒の認定について  

17 12月４日 (金 ) 

議案第１号  白老町教育委員会教育長職務代理者の氏名について氏名

について  

議案第２号  平成２７年度教育委員会所管経費の補正予算について  

議案第３号  教育委員会事務局職員の人事異動についてについて  

報告第１号  白老町教育委員会教育長の任命について  

報告第２号  白老町教育委員会委員の任命について  

18 12月18日（金） 

議案第１号  「平成２７年度全国体力・運動能力・運動習慣等調査」

に関する結果公表について  

議案第２号  白老町指定無形民俗文化財「白老町伝統文化継承者」候

補者の選考に関する諮問について  

報告第１号  平成２７年度白老町準要保護児童・生徒の認定について  

 

 

 


