
 

平成２６年度 香美町教育委員会委員の活動状況 

 

１ 教育委員会会議の開催状況 

 開催回数 定例会：１１回 臨時会：１回 

 

会議区分 開催日時 開催場所 

 ４月定例 ４月２３日(水)午後２時～ 村岡地域局 ３０１会議室 

 ５月定例 ５月３１日(土)午後２時～ 村岡地域局 ３０１会議室 

 ７月定例 ７月 ３日(木)午後２時～ 村岡地域局 ３０１会議室 

 ８月定例 ８月２１日(木)午後４時～ 村岡地域局 ３０１会議室 

 ９月定例 ９月２５日(木)午前９時３０分～ 村岡地域局 ３０１会議室 

１０月定例 １０月２９日(水)午後２時～ 村岡地域局 ３０１会議室 

１１月定例 １１月２６日(水)午後２時～ 村岡地域局 ３０１会議室 

１２月定例 １２月２２日(月)午後２時～ 村岡地域局 ３０１会議室 

 １月定例 １月２１日(水)午後２時～ 村岡地域局 ３０１会議室 

 ２月定例 ２月１６日(月)午後２時～ 村岡地域局 ３０１会議室 

 ３月定例 ３月１９日(木)午後２時～ 村岡地域局 ３０１会議室 

 ３月臨時 ３月３１日(火)午後３時～ 香住区中央公民館 研修室 



 

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 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の説明と質疑応答 

協議 香美町教育環境会議について 本年度の環境会議のスケジュール、進め方についての説明と質疑応答 

協議 但馬教育委員会連合会の研修について 但馬教育委員会連合会の研修日程・内容についての説明と質疑応答 

５月定例 

選挙 香美町教育委員会委員長の選挙について 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 

指定 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 

議案 工事請負契約の締結に関する意見について 香住第一中学校耐震補強及び大規模改修工事について 

議案 工事請負契約の締結に関する意見について 村岡小学校特別教室棟・村岡幼稚園改築工事について 

議案 工事請負契約の締結に関する意見について 村岡小学校体育館耐震補強及び大規模改修工事について 

７月定例 
協議 香美町教育環境会議について 教育環境意向調査の結果説明、教育環境会議の内容や考え方についての説明と質疑応答 

協議 香美町就学前教育・保育施設の体制について 子ども・子育て支援法に基づく就学前教育・保育施設体制についての説明と質疑応答 

８月定例 

議案 平成２７年度使用教科用図書の採択について 香美町立小学校で使用する教科用図書の採択について 

議案 香美町保育の必要性の認定に関する条例制定に関する意見について 子ども・子育て支援法の制定に伴い、香美町保育の必要性の認定に関し必要な基準を定める条例の制定 

議案 
香美町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例

制定に関する意見について 
児童福祉法の一部改正に伴い、香美町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の制定 

議案 
香美町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基

準を定める条例制定に関する意見について 

子ども・子育て支援法の制定に伴い、香美町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を

定める条例の制定 

議案 
香美町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定め

る条例制定に関する意見について 
児童福祉法の一部改正に伴い、香美町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の制定 

議案 
香美町保育所運営特別対策補助金交付要綱の一部を改正する要綱を

定めることについて 
運営が困難な民間保育所に対し補助金を交付 

９月定例 

議案 
香美町立小学校及び中学校冬季寄宿舎管理規則を廃止する規則を定

めることについて 
冬季寄宿舎の廃止に伴い不要となった規則の廃止 

議案 
香美町スクールバスの運行に関する規則の一部を改正する規則を定

めることについて 
冬季寄宿舎の廃止に伴い必要となった冬季間のバス路線を追加 

協議 香美町の教育環境のあり方について（第三次〔最終〕答申案） 香美町の教育環境のあり方についての第三次〔最終〕答申案の内容説明と質疑応答 

10月定例 協議 香美町の教育環境のあり方について（第三次〔最終〕答申案） 香美町の教育環境のあり方についての第三次〔最終〕答申案の意見調整と採決 

11月定例 議案 
香美町いじめ問題対策連絡協議会等設置条例制定に関する意見につ

いて 

いじめ防止対策推進法が施行されたことに伴い、いじめの防止等のための対策を効果的に推進する香美町いじめ

問題対策連絡協議会等を設置する条例の制定 

 

 

 



 

開催月 区分 審 議 ・ 協 議 事 項  内           容 

１月定例 

議案 
香美町立学校給食センター管理規則の一部を改正する規則を定める

ことについて 
学校給食を実施する施設に「出石特別支援学校みかた校」を追加 

協議 平成２７年度香美町教育の重点(案)について 平成２７年度香美町教育の重点（案）の説明と質疑応答 

協議 香美町子ども・子育て支援事業計画（素案）の意見について 新たに策定する子ども・子育て支援事業計画についての説明と質疑応答 

２月定例 

議案 
香美町子どものための教育・保育に関する利用者負担額を定める条例

制定に関する意見について 
子ども・子育て支援法の制定に伴い、保育料の額（限度額減免）に関し必要な事項を定める条例の制定 

議案 
香美町子ども・子育て支援法等の施行に伴う関係条例の整理に関する

条例制定に関する意見について 

子ども・子育て支援法等の制定に伴い保育料の徴収根拠としての規定に関し必要な事項を定める関係条例の整理

に関する条例の制定 

議案 
香美町放課後児童クラブ条例の一部を改正する条例制定に関する意

見について 
放課後児童クラブに「スマイルながい」と「かがやきおじろ」を追加 

議案 
香美町香住福祉村「やすらぎの森」条例の一部を改正する条例制定に

関する意見について 
香美町香住児童館を香美町立香住子育て・子育ち支援センターに統合 

報告 
香美町子どものための教育・保育に関する利用者負担額を定める条例

施行規則の制定について 

子ども・子育て支援法の制定に伴い、香美町子どものための教育・保育に関する利用者負担額を定める条例施行

規則の制定 

報告 
香美町子ども・子育て支援法等の施行に伴う関係規則の整理に関する

規則の制定について 

子ども・子育て支援法の制定に伴い、香美町子ども・子育て支援法等の施行に伴う関係規則の整理に関する規則

の制定 

協議 平成２７年度香美町教育の重点(案)について 平成２７年度香美町教育の重点（案）の説明と質疑応答 

協議 平成２６年度卒業(園)式の予定について 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 香美町教育委員会通則を廃止する規則を定めることについて 「香美町教育委員会通則」と「香美町教育委員会会議規則」を一本の規則とするため廃止 

議案 
香美町教育委員会会議規則の全部を改正する規則を定めることにつ

いて 
「香美町教育委員会通則」と「香美町教育委員会会議規則」を一本の規則とする 

議案 
香美町教育委員会傍聴人規則の全部を改正する規則を定めることに

ついて 
委員長制度が廃止され、「委員長」を「教育長」に置き換え、趣旨・傍聴人の定員等の条文を追加 

議案 
香美町教育委員会公告式規則の一部を改正する規則を定めることに

ついて 
委員長制度の廃止に伴い、「委員長」を「教育長」に置換 

議案 
香美町教育委員会事務局組織規則の一部を改正する規則を定めるこ

とについて 
教育長の職務代理の項の削除及び分掌事務に子ども子育て関係、いじめ関係事務を追加整理 

議案 
香美町教育委員会教育長に対する事務委任規則の一部を改正する規

則を定めることについて 
委任事務又は臨時代理事務の管理執行状況の教育委員会への報告義務規定を追加 

議案 
香美町教育委員会公印規則の一部を改正する規則を定めることにつ

いて 
「委員長」制度が廃止となるための公印の削除 

議案 

香美町教育委員会教育長の権限に属する事務の一部を学校その他の

教育機関の長に委任する規程の一部を改正する規程を定めることに

ついて 

地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部改正に伴う条項の移動 

議案 
香美町保育の必要性の認定に関する条例施行規則を定めることにつ

いて 
認定手続き、教育・保育施設の優先利用等について規定 

 

 

 



 

開催月 区分 審 議 ・ 協 議 事 項  内           容 

３月定例 

議案 
香美町家庭的保育事業等の設置認可に関する規則を定めることにつ

いて 

家庭的保育事業、小規模保育事業、事業所内保育事業、居宅訪問型保育事業の設置認定にかかる手続きについて

規定 

議案 
香美町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者の確認等及び業

務管理体制に係る届出に関する規則を定めることについて 

教育・保育施設、地域型保育事業について、新制度で給付を受けることができる基準を満たすことを確認するた

めの申請手続き及び施設・事業者の業務管理体制の届出について規定 

議案 
香美町子ども・子育て支援法等の施行に伴う関係教育委員会規則の整

理に関する規則を定めることについて 

子ども・子育て支援法等の施行に伴い、改正を要する教育委員会規則について一括して改正（香美町立幼稚園管

理規則、香美町立保育所管理規則、香美町立小代認定こども園管理規則、香美町放課後児童クラブ管理規則、香

美町保育の実施に関する条例施行規則、香美立幼稚園保育料減免に関する規則） 

議案 
香美町保育所広域入所実施要綱の一部を改正する要綱を定めること

について 

町外の保育所等へ入所する場合、町外から香美町の保育所等へ入所する場合の手続きについて、関係条例等に合

わせた方法・様式等に要綱を改正 

議案 香美町特定保育所入所申請事務取扱要綱を定めることについて 新制度における特定保育所（私立保育所）の入所手続きについて規定 

議案 
香美町延長保育実施要綱の一部を改正する要綱を定めることについ

て 

新制度で認定区分が２区分となるため、区分に応じた定義に変更し、様式を改める。また、国の延長保育事業と

の整合性を図るため、「延長保育」を「時間外保育」に変更 

議案 
香美町保育事業補助金交付要綱の一部を改正する要綱を定めること

について 

子ども・子育て支援法に基づき、次のとおり改正。①補助対象施設として認定こども園及び地域型保育事業所を

追加。②障害児保育の加配職員資格について看護師も可能とする。③国の補助事業変更に伴う改正。④様式を必

要な内容に改正 

議案 香美町立幼稚園預かり保育事業実施要綱を定めることについて 預かり保育の実施について、対象児童・職員配置・実施内容・利用手続き・利用料等について規定 

議案 
香美町保育士等処遇改善臨時特例事業補助金交付要綱を廃止する要

綱を定めることについて 
国の補助事業が廃止されるため、要綱を廃止 

議案 
香美町教育委員会職員服務規程の特例を定める規程を廃止する規程

を定めることについて 

幼稚園同様、香美町教育委員会所属職員の勤務時間等に関する規定を根拠として、施設長が実態に応じた勤務時

間を定める方法に統一するため廃止 

議案 
香美町スクールバスの運行に関する規則の一部を改正する規則を定

めることについて 
スクールバスの利用期間等を変更 

議案 
香美町遠距離通学費補助金交付要綱の一部を改正する要綱を定める

ことについて 
寄宿舎の廃止とスクールバスの運行に伴う補助対象地区等を変更 

議案 香美町立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 

報告 
香美町教育委員会に対する事務委任規則の一部を改正する規則につ

いて 
委任事務として、香美町いじめ問題対策委員会の設置運営、子ども子育て支援法関係事務を追加 

協議 平成２７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月臨時 議案 香美町教育長職務執行者の指名につき同意を求めることについて 香美町教育長職務執行者に朝倉寿文委員を指名 

 

 



 

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２６年 ５月１４日 宝塚市 

兵庫県女性教育委員研修会 平成２６年 ６月１８日 明石市 

但馬教育委員会連合会研修会 平成２６年 ６月１９日 香美町 

近畿市町村教育委員研修大会 平成２６年１０月２０日 京都市 

但馬女性教育委員研修会 平成２６年１０月２９日 香美町 

 

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 ４日 

 

４月 ８日 

 ９日 

４月 ８日 

 

４月 ８日 

 

卒業（園）式 
３月２１日 

 

３月１９日 

２１日 

３月２０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２０日 

  ２７日 

 

 

５月２５日 

９月 ７日 

１４日 

２７日 

５月２５日 

９月 ７日 

１４日 

２０日 

９月 ６日 

 ７日 

１３日 

１４日 

 

ウ 学校訪問 

   学校訪問：７回 

     （小学校：５校、中学校：２校、幼稚園：４園、 

柴山保育所、子育て・子育ち支援センター：１か所、相談センター） 

 

エ その他関連事業 

名  称 実 施 日 

教育環境会議 

平成２６年 ８月 ５日 

    ７日 

   １９日 

   ２１日 

町長との意見交換 平成２６年 ９月２５日 

成人式 平成２７年 １月１１日 

 

⑶ その他 

但馬教育塔合祀祭  平成２６年８月２５日 


