
 

平成２５年度 香美町教育委員会の活動状況 

 

１ 教育委員会会議の開催状況 

 開催回数 定例会１２回 臨時会 １回 

 

会議区分 開催日時 開催場所 

４月定例 ４月 24日（水）午後２時～ 村岡地域局 3階 302会議室 

５月定例 ５月 27日（月）午後２時～ 香美町役場庁議室 

６月定例 ６月 27日（木）午後１時～ 長井地区公民館 

７月臨時 ７月 13日（土）午前 11時～ 香住第一中学校 

７月定例 ７月 29日（月）午後２時～ 村岡地域局 3階 301会議室 

８月定例 ８月 20日（火）午後５時～ 長井地区公民館 

９月定例 ９月 21日（火）午前 11時 30分～ 香住区中央公民館研修室 

10月定例 10月 25日（金）午後２時～ 香住文化会館第 2会議室 

11月定例 11月 27日（水）午後２時～ 村岡地域局 3階 301会議室 

12月定例 12月 19日（木）午後２時～ 村岡地域局 3階 301会議室 

１月定例 １月 24日（金）午後２時～ 村岡地域局 3階 301会議室 

２月定例 ２月 25日（火）午後３時～ 香美町役場庁議室 

３月定例 ３月 20日（木）午後１時～ 村岡地域局 3階 301会議室 



 

２ 教育委員会会議での審議事項 

 

 

 

 

 

開催月 区分 審 議 ・ 協 議 事 項  内           容 

４月定例 

議案 公民館の職員の任免について 公民館職員の任命について 

議案 学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の委嘱について 小、中学校、幼稚園の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の委嘱について 

議案 香美町教育研修所の運営について 町教育研修所の運営方針について 

協議 香美町教育委員会学校園訪問について 町教育委員会の学校園訪問計画について 

５月定例 

議案 香美町教育委員会委員長を選挙することについて 委員長の任期満了による退任に伴う後任の選挙について 

議案 香美町教育委員会委員長職務代理者の指定について 委員長職務代理者の任期満了による退任に伴う後任の指定について 

協議 香美町教育環境のあり方について 教育環境のあり方にかかる答申までの日程について 

６月定例 

議案 香美町教育委員会教育長の任命について 教育長の任期満了に伴う後任の選任について 

議案 香美町教員住宅管理規則の一部改正について ＡＬＴが使用している職員住宅を教員住宅として位置付けることに伴う改正について 

議案 香美町放課後児童クラブ管理規則の制定について 放課後児童クラブ条例の制定に伴い、管理運営にかかる事項を定める管理規則の制定について 

議案 香美町放課後児童健全育成事業実施要綱の廃止について 香美町放課後児童クラブ管理規則制定に伴い、不要となった実施要綱を廃止するため 

議案 香美町学校食育推進委員会設置要綱の一部改正について 町立幼稚園、保育所、こども園の代表者に委員として参加してもらうための改正について 

協議 香美町教育環境のあり方について 教育環境会議の進め方、日程について 

協議 香美町民生委員推薦会委員の推薦について 町民生委員推薦会への委員の選出について 

７月定例 
議案 香美町立小学校及び中学校管理規則の一部改正について 学校事務職員で学校参事に昇格した職員があったため、職階に「学校参事」を位置づける改正について 

協議 香美町教育環境のあり方について 教育環境会議での説明内容について 

８月定例 
議案 香美町保育士等処遇改善臨時特例補助金交付要綱の制定について 保育士等の人材確保対策の推進と保育所の保育の資質向上のための要綱制定 

協議 秋季運動会(体育祭)への出席について 小、中学校、幼稚園の運動会(体育祭)への教育委員の出席について 

９月定例 

議案 香美町立へき地保育所管理規則の廃止について 小代認定こども園開設に伴い休所となっていた２つのへき地保育所を廃止するため 

協議 香美町教育環境のあり方の検討に関する基本方針について 小規模校の特色と課題、複式学級の特色と課題、学校再編の基準、考え方について説明と質疑応答 

協議 香美町の教育環境のあり方について(第二次答申) 香美町の教育環境のあり方についての第二次答申の内容説明と質疑応答 



 

 
開催月 区分 審 議 ・ 協 議 事 項 内           容 

10月定例 協議 香美町文化財審議委員会への諮問について 町文化財の「訓谷のクロマツ」の指定解除に向け、町文化財審議会への諮問について 

11月定例 
議案 香美町教員住宅管理規則の一部改正について 「七日市教員住宅」の解体撤去に伴う規則の一部改正について 

議案 香美町指定文化財の解除について 倒伏の恐れのある「訓谷のクロマツ」の町文化財からの指定解除について 

12月定例 
議案 保育所広域入所実施要綱の制定について 保育所の「管外入所」「管外受入れ」に関する必要事項を定める規則の制定 

協議 香美町教育環境意向調査について 意向調査の内容(調査設計、項目)についての説明と質疑応答 

１月定例 

議案 香美町社会教育委員設置条例の一部改正に関する意見について 委員の選任について、地方分権一括法により地方に権限が委譲されたことによる改正について 

協議 香美町教育環境意向調査について 教育環境意向調査の内容説明と質疑応答 

協議 平成２６年度香美町教育の重点(案)について 平成 26年度香美町教育の重点(案)の内容について 

２月定例 

議案 香美町立学校給食センター条例の一部改正に関する意見について 村岡学校給食センターの移転改築による位置の変更に伴う改正について 

協議 平成２６年度香美町教育の重点(案)について 平成 26年度香美町教育の重点(案)の内容について 

協議 全国学力・学習状況調査について 全国学力・学習状況調査の結果公表の取り扱いについて 

協議 学校園の卒業(園)式について 小、中学校、幼稚園の卒業(園)式への教育委員の出席について 

３月定例 

議案 香美町学校教職員の人事について 町立学校教職員の人事異動について 

議案 公民館の職員の任命について 公民館職員の任命について 

協議 平成２６年度入学(園)式の予定について 小、中学校、幼稚園の入学(園)式への教育委員の出席について 

 

 

 

 



 

３ 教育委員会会議以外の活動状況 

⑴ 研修等 

名 称 実 施 日 開催場所 

兵庫県教育委員会連合会研修会 平成２５年 ５月１５日 朝来市和田山町 

但馬教育委員会連合会研修会 平成２５年 ６月 ５日 朝来市和田山町 

兵庫県女性教育委員研修会 平成２５年 ６月１３日 芦屋市 

但馬女性教育委員研修会 平成２５年 ７月３０日 朝来市和田山町 

近畿市町村教育委員研修大会 平成２５年１０月１８日 奈良県橿原市 

 

⑵ 教育委員会関連事業 

ア 入学(園)式・卒業(園)式 

 
保育所 

認定こども園 
幼稚園 小学校 中学校 

入学(園)式 
４月 ５日 ４月 ８日 

１０日 

４月 ９日 ４月 ９日 

卒業(園)式 
３月２２日 ３月１８日 

２０日 

３月１９日 ３月１０日 

 

イ 運動会 

 保育所 

認定こども園 
幼稚園 小学校 中学校 

運動会 

９月２８日 ５月１９日 

６月２２日 

９月 ８日 

１４日 

１７日 

５月１９日 

６月 １日 

９月 ８日 

１４日 

１７日 

９月 ７日 

１６日 

１７日 

 

ウ 学校訪問 

   学校訪問 ７回 

     （小学校４校、中学校２校、幼稚園４園、 

子育て子育ち支援センター１ヵ所、児童館、認定こども園） 

 

エ その他関連事業 

名  称 実 施 日 

人権学習懇談会 平成２５年 ８月  ８日 

教育環境会議 
平成２５年 ８月１９日 

 ８月２０日 

香住幼稚園竣工式 平成２５年 ９月２１日 

成人式 平成２６年 １月１２日 

村岡学校給食センター竣工式 平成２６年 ３月２６日 

 

⑶ その他 

但馬教育塔合祀祭  平成２５年８月２９日 

 


