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平成２８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：１２回 

 

会議区分 開催日時 開催場所 

 ４月定例  ４月２１日(木)午後２時～ 村岡地域局 ３０１会議室 

 ５月定例  ５月２６日(木)午後２時～ 村岡地域局 ３０１会議室 

 ６月定例  ６月２１日(火)午後２時～ 村岡地域局 ３０１会議室 

 ７月定例  ７月２１日(木)午後２時～ 村岡地域局 ３０１会議室 

 ８月定例  ８月２４日(水)午後３時～ 村岡地域局 ３０１会議室 

 ９月定例  ９月２１日(水)午後２時～ 村岡地域局 ３０１会議室 

１０月定例  １０月２１日(金)午後２時～ 村岡地域局 ３０１会議室 

１１月定例  １１月２４日(木)午後２時～ 村岡地域局 ３０１会議室 

１２月定例  １２月２２日(木)午後２時～ 村岡地域局 ３０１会議室 

 １月定例  １月２７日(金)午後２時～ 村岡地域局 ３０１会議室 

 ２月定例  ２月１７日(金)午後２時～ 香美町役場 第２会議室 

 ３月定例  ３月２３日(木)午後２時～ 村岡地域局 ３０１会議室 
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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 

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

施行規則の一部を改正する規則の制定について 

「子ども・子育て支援法施行令の一部を改正する政令」の制定に伴い、教育・保育の利用者負担額（保育

料）を改正 

議案 
香美町立幼稚園預かり保育事業実施要綱の一部を改正する要綱を定め

ることについて 
幼稚園預かり保育事業利用料に幼稚園保育料の多子軽減を同様に適用できるよう要綱の一部を改正 

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、幼稚園等の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の委嘱についての説明 

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の説明 

協議 香美町教育委員会：平成２８年度学校訪問について 町教育委員会の学校訪問の計画についての説明と質疑応答 

５月定例 
議案 村岡中学校校舎大規模改修工事の請負契約締結に関する意見について 工事の請負契約内容及び概要についての説明 

協議 香美町教育委員会：学校訪問について 町教育委員会の学校訪問の日程調整 

６月定例 
議案 

香美町保育所における業務効率化推進事業補助金交付要綱を定めるこ

とについて 

保育所のＩＣＴ化を推進するため、「保育業務支援システム（保育士の書類作成等の業務に利用）」の導

入に必要な費用の一部を補助できる要綱を提案 

協議 教育委員会の点検・評価について 前年度の教育行政事務の管理執行状況の点検及び評価についての説明と質疑応答 

７月定例 議案 香美町教育振興基本計画策定委員会設置要綱を定めることについて 
香美町教育振興基本計画の改定にあたり、基本となる方針等を検討する策定委員会を設置するための要綱

を提案 

８月定例 
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 

延長保育事業に係る国庫補助金の交付要綱の改正に伴い、香美町における延長保育事業に係る補助金交付

要綱の一部を改正 

協議 教育委員会の点検・評価について 前年度の教育行政事務の管理執行状況の点検及び評価についての説明と質疑応答 

９月定例 議案 
村岡中学校校舎大規模改修工事の請負変更契約締結に関する意見につ

いて 
工事の請負変更契約内容及び概要についての説明 

10 月定例 議案 香美町保育料軽減事業実施要綱を定めることについて 
「ひょうご保育料軽減事業実施要綱」の施行に伴い、保育料の軽減対象を第２子以降に拡充するための要

綱を提案 

11 月定例 

報告 香住第一中学校管理棟改築工事の請負変更契約の締結について 工事の請負変更契約の内容及び概要についての説明 

議案 香美町立保育所管理規則の一部を改正する規則を定めることについて 「保育所入所不決定通知書」を「保育所入所保留通知書」へ変更するため、規則の一部を改正 

協議 香美町教育振興基本計画・後期計画（素案）について 平成２９年度から５年間に取り組むべき後期計画の素案についての説明 

12 月定例 議案 香美町教育振興基本計画（後期計画）の策定について 香美町教育振興基本計画の後期計画の内容及び概要についての説明 

１月定例 

議案 
香美町特定保育所入所申請事務取扱要綱の一部を改正する要綱を定め

ることについて 
「保育所入所不決定通知書」を「保育所入所保留通知書」へ変更するため、要綱の一部を改正 

協議 平成２９年度香美町教育の重点（案）について 平成２９年度香美町教育の重点（案）の説明と質疑応答 

協議 保育所のあり方について 就学前の体制についてのこれまでの経緯と今後の方向性について説明 

協議 平成２８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 
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開催月 区分 審 議 ・ 協 議 事 項  内           容 

２月定例 
協議 平成２９年度香美町教育の重点（案）について 平成２９年度香美町教育の重点（案）の説明と質疑応答 

協議 平成２９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月定例 

報告 
香美町村岡区民センター管理規則の一部を改正する規則の制定につい

て 
「施設使用料の減免割合の見直し」に係る改正に伴い、規則の一部を改正 

報告 香美町射添会館管理規則の一部を改正する規則の制定について 「施設使用料の減免割合の見直し」に係る改正に伴い、規則の一部を改正 

報告 香美町立香住文化会館管理規則の一部を改正する規則の制定について 「施設使用料の減免割合の見直し」に係る改正に伴い、規則の一部を改正 

議案 
香美町立小代区地域連携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 
「施設使用料の減免割合の見直し」に係る改正に伴い、規則の一部を改正 

議案 香美町立公民館管理規則の一部を改正する規則を定めることについて 「施設使用料の減免割合の見直し」に係る改正に伴い、規則の一部を改正 

議案 
香美町公立学校県費負担教職員の職務に専念する義務の特例規則の一

部を改正する規則を定めることについて 
「行政不服審査法」の改正に伴い、規則の一部を改正 

議案 
香美町立小・中学校児童生徒各種大会派遣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 

大会派遣経費における交通費及び宿泊費等の補助率を引き上げることにより保護者負担を軽減するため、

要綱の一部を改正 

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 

自転車通学対象者について、自転車購入費における補助対象経費の上限額及び補助率を引き上げることに

より保護者負担を軽減するため、要綱の一部を改正 
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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２８年 ５月１３日 姫路市 

但馬女性教育委員第１回研修会 平成２８年 ６月１７日 朝来市 

但馬教育委員会連合会研修会 平成２８年 ６月２７日 新温泉町 

兵庫県女性教育委員研修会 平成２８年 ６月２９日 淡路市 

近畿市町村教育委員会研修大会 平成２８年１０月２５日 紀ノ川市 

兵庫県教育委員会連合会 

新任教育委員研修会 
平成２８年１１月１８日 神戸市 

但馬女性教育委員第２回研修会 平成２９年 １月２０日 養父市 

 

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 

１１日 

４月 ８日 ４月 ８日 

卒業（園）式 
３月２５日 ３月２２日 

２３日 

３月２１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２４日 

１０月 １日 

９月１１日 

１７日 

１８日 

３０日 

６月１１日 

９月１１日 

１７日 

１８日 

９月１０日 

１１日 

１８日 

 

 

ウ 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 

 

エ その他関連事業 

名  称 実 施 日 

教育委員の意見交換会 平成２８年 ９月２１日 

人権学習懇談会 平成２８年１０月 ７日 

総合教育会議 平成２９年 ２月１７日 

 

⑶ その他 

但馬教育塔合祀祭・・・平成２８年８月２５日 


