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平成３０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２３日(月)午後２時～ 村岡地域局 ３０１会議室 

 ５月定例  ５月２５日(金)午後２時～ 村岡地域局 ３０１会議室 

 ６月定例  ６月２６日(火)午後２時～ 村岡地域局 ３０１会議室 

 ７月定例  ７月２３日(月)午後２時～ 村岡地域局 ３０１会議室 

 ８月定例  ８月２８日(火)午後２時～ 村岡地域局 ３０１会議室 

 ９月定例  ９月１８日(火)午後２時～ 村岡地域局 ３０１会議室 

１０月定例  １０月２６日(金)午後２時～ 村岡地域局 ３０１会議室 

１１月定例  １１月２６日(月)午前１０時～ 香美町役場 大会議室（Ａ） 

１２月定例  １２月２５日(火)午後２時～ 村岡地域局 ３０１会議室 

 １月定例  １月２１日(月)午後２時～ 村岡地域局 ３０１会議室 

 ２月定例  ２月２１日(木)午後２時～ 香美町役場 第２会議室 

 ３月定例  ３月２０日(水)午後２時～ 香美町役場 応接室 
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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、教育認定の園児等について、第

３階層の利用者負担額の上限額を１０，１００円（香美町は５，０００円）に引き下げるための改正 

議案 
香美町保育の必要性の認定に関する条例施行規則の一部を改正する規則

を定めることについて 
「子ども・子育て支援法施行規則の一部を改正する内閣府令」の施行に伴い、支給認定の変更に関する

事務負担を軽減するための改正 

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 香美町指定文化財の指定について 
香美町文化財審議会の答申について説明（香美町指定文化財 指定物件：①帝釈寺：本堂、②黒野神社：

本殿・皇大神社、③八幡神社：本殿・稲荷社・薬師堂） 

協議 香美町教育委員会：平成３０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 
香住第二中学校体育館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 

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の一

部を改正する条例制定に関する意見について 
「家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準の一部を改正する省令」の施行に伴い、家庭的保育事

業等に係る各種条件を緩和するための改正 

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 
「放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準の一部を改正する省令」の施行に伴い、支援員

の資格要件を拡大するための改正 

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 但馬教科用図書採択地区協議会委員について 教育長及び教育委員（１名：野村道彦氏）を委員として選出 

協議 香美町教育委員会：平成３０年度学校訪問について 町教育委員会の学校訪問の日程調整 

協議 香住小学校：運動会について 運動会への出席委員（１名：安田優二氏）について依頼 

６月定例 協議 平成３０年度香美町教育委員会の点検・評価について 平成２９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 

香美町保育料軽減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 
「ひょうご保育料軽減事業実施要綱」の改正に伴い、保育料に係る補助基本額を１，０００円増額する

ための改正 

協議 運動会について 運動会への出席委員について依頼するとともに日程を調整 

８月定例 

議案 平成３１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「全教科（現行の学習指導要領）」及び香美町立中学校で使用す

る教科用図書「道徳（新学習指導要領）」の採択の概要について説明 

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 
気象に関する特別警報が発令された際に幼稚園預かり保育事業を臨時休業するための改正 

協議 平成３０年度教育委員会の点検・評価（外部評価結果）について 平成２９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 
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開催月 区分 審 議 ・ 協 議 事 項  内           容 

９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」及び「子ども・子育て支援法施行規則の一部を

改正する内閣府令」の制定に伴い、対象となる保護者の負担を軽減するための改正 

10 月定例 

報告 
香美町高等学校生徒下宿費補助金交付要綱の一部を改正する要綱の制定

について 

兵庫県立香住高等学校の新しい寄宿舎である「若潮寮」が平成３０年８月に完成したことに伴う改正。

補助対象者から「普通科に修学する生徒及び海洋科学科に修学する女子生徒」を除外 

議案 香美町保育所事故防止推進事業補助金交付要綱を定めることについて 
民間保育所における事故防止を推進し、安全かつ安心な保育環境の確保を支援するため新設。保育所内

での睡眠、食事等における事故防止のために活用できる備品を購入する経費に対し、補助金を交付 

議案 香美町時間外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 村岡区の保育所が統合し、時間外保育の実施時間が延長されたことに伴う改正 

協議 学校統廃合について 
「平成２９年度学校版教育環境会議の開催状況」及び「小・中学校の児童生徒数の将来推計」、「県費

負担教職員１人当たりの児童生徒数」等についての説明と質疑応答 

12 月定例 協議 平成３０年度全国学力・学習状況調査の結果について 香美町の調査結果の概要についての解説と質疑応答 

１月定例 
協議 ２０１９年度香美町教育の重点（案）について ２０１９年度香美町教育の重点（案）の説明と質疑応答 

協議 平成３０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 

２月定例 

議案 
長井小学校・幼稚園及び余部小学校・幼稚園空調設備整備工事の請負契

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 

議案 
村岡小学校・幼稚園及び兎塚小学校・幼稚園空調設備整備工事の請負契

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 

議案 
村岡中学校及び小代中学校空調設備整備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 

議案 
佐津小学校・幼稚園及び香住第二中学校空調設備整備工事の請負契約締

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 

議案 
香美町立子育て・子育ち支援センター条例の一部を改正する条例制定に

関する意見について 
味取子育て・子育ち支援センターを廃止することに伴う改正 

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

例の一部を改正する条例制定に関する意見について 

専門職大学が平成３１年４月から新たに学校教育法に規定されること及び「放課後児童健全育成事業の

設備及び運営に関する基準」の改正に伴い、支援員の要件に「専門職大学の前期課程を修了した者」を

追加するための改正 

協議 ２０１９年度香美町教育の重点（案）について ２０１９年度香美町教育の重点（案）の説明と質疑応答 

協議 ２０１９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 

議案 香美町保育体制強化事業補助金交付要綱を定めることについて 

民間保育所における保育体制を強化し、保育士の就業継続及び離職防止を図り、保育士が働きやすい職

場環境を整備するため新設。民間保育所が清掃業務等の保育に係る周辺業務を担当する職員を雇用する

場合、９万円／月の補助金を交付 

議案 
香美町要保護及び準要保護児童生徒就学援助費支給要綱の一部を改正す

る要綱を定めることについて 

平成３１年度から国の要保護児童生徒援助費補助金の補助対象費目に「卒業アルバム代等」が新たに追

加されることに伴う改正 

 



4 

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３０年 ５月２１日 西宮市 

但馬女性教育委員幹事会 平成３０年 ６月１２日 養父市 

但馬教育委員会連合会研修会 平成３０年 ７月 ９日 養父市 

兵庫県教育委員会連合会 

全県夏季教育委員会研修会 

平成３０年 ８月２１日 

       ～２２日 
神戸市 

近畿市町村教育委員会研修大会【中止】 平成３０年 ８月２４日 滋賀県 

兵庫県女性教育委員研修会 平成３０年１０月２４日 小野市 

但馬女性教育委員研修会 平成３０年１１月１４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 ９日 ４月１０日 ４月１０日 

卒業（園）式 
３月２３日 ３月２０日 

２２日 

３月１９日 ３月 ８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２２日 

２９日 

９月１１日 

１５日 

１６日 

１８日 

２２日 

６月 ９日 

９月１１日 

１５日 

１６日 

１８日 

９月１１日 

１６日 

 

 

ウ 学校訪問：１２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 

音楽のつどい 平成３０年１０月１０日 

人権学習懇談会 平成３０年１１月２１日 

香住学校給食センター見学会 平成３０年１１月２６日 

総合教育会議 平成３１年 ３月２０日 

 

⑶ その他  但馬教育塔合祀祭・・・平成３０年８月２９日 


