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令和元年度 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(火)午後２時～ 村岡地域局 ３０１会議室 

 ５月定例  ５月２８日(火)午後２時～ 村岡地域局 ３０１会議室 

 ６月定例  ６月２６日(水)午後３時半～ 香美町役場 大会議室（Ａ） 

 ７月定例  ７月２２日(月)午後１時半～ 村岡地域局 ３０１会議室 

 ８月定例  ８月２６日(月)午後１時半～ 村岡地域局 ３０１会議室 

 ９月定例  ９月３０日(月)午後１時半～ 村岡地域局 ３０１会議室 

１０月定例  １０月２４日(木)午後１時半～ 村岡地域局 ３０１会議室 

１１月定例  １１月２９日(金)午後１時半～ 村岡地域局 ３０１会議室 

１２月定例  １２月２３日(月)午後１時半～ 村岡地域局 ３０１会議室 

 １月定例  １月２９日(水)午後１時半～ 村岡地域局 ３０１会議室 

 ２月定例  ２月２１日(金)午後１時半～ 香美町役場 庁議室 

 ３月定例  ３月２４日(火)午後１時半～ 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 

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 

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３１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 
香美町招致外国青年就業規則の一部を改正する規則を定めることについ

て 
一般財団法人自治体国際化協会が制定する任用規則の一部改正に伴う改正。地方公務員法及び地方自治

法の一部を改正する法律の施行に伴い、令和２年４月から会計年度任用職員制度へ移行 

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：令和元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 

報告 柴山小学校校舎大規模改修工事の請負契約の締結について 工事の請負契約内容及び概要についての説明 

報告 香住文化会館整備工事の請負契約の締結について 工事の請負契約内容及び概要についての説明 

協議 令和元年度香美町教育委員会の点検・評価について 平成３０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 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 令和２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（新学習指導要領）」及び香美町立中学校で使用する教

科用図書「道徳を除く全教科（現行の学習指導要領）」の採択の概要について説明 

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の

一部を改正する条例制定に関する意見について 
「子ども・子育て支援法の一部を改正する法律」の公布に伴う改正。「子育てのための施設等利用給付」

を創設。支給認定を「教育・保育給付認定」と「施設等利用給付認定」とに区別 

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

を定める条例の一部を改正する条例制定に関する意見について 
「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の一部を改正する内閣府令」の公布

に伴う改正。連携施設の確保義務を緩和するための改正 

議案 
香美町保育の必要性の認定に関する条例の一部を改正する条例制定に関

する意見について 
「子ども・子育て支援法施行規則の一部を改正する内閣府令」の公布に伴い、子育てのための施設等利

用給付の対象となる「子ども・子育て支援施設等」の基準を新たに規定 

議案 
香美町立幼稚園保育料徴収条例を廃止する条例制定に関する意見につい

て 

満３歳以上の教育・保育給付認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者について、令和元年１０月１

日から利用者負担上限額が０円となることに伴い、幼稚園の保育料を徴収する必要がなくなったため、

条例を廃止。未納分の保育料の徴収ができるよう経過措置を設定 

協議 令和元年度教育委員会の点検・評価（外部評価結果）について 平成３０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・子育て支援法の一部を改正する法律の施行による関係政令の整備等及び経過措置に関する政

令」の公布に伴う改正。満３歳以上の教育・保育給付認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者及び

満３歳未満の保育認定子どもに係る市町村民税世帯非課税者である教育・保育給付認定保護者につい

て、子どものための教育・保育給付の利用者負担上限額を０円に改正 

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 

満３歳以上の教育・保育給付認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者について、利用者負担上限額

が０円とされたことにより、幼稚園の保育料の徴収が必要なくなったことに係る改正 

議案 香美町立幼稚園管理規則の一部を改正する規則を定めることについて 
満３歳以上の教育・保育給付認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者について、利用者負担上限額

が０円とされたことにより、幼稚園の保育料の徴収が必要なくなったことに係る改正 

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・子育て支援法の一部を改正する法律の公布に伴い、「子どものための教育・保育給付」に加え、

「子育てのための施設等利用給付」を創設。「子育てのための施設等利用給付」の認定等の手続き及び

様式を新たに規定 

議案 
香美町放課後児童クラブ管理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・子育て支援法の一部を改正する法律」の公布に伴う改正。町の単独事業である放課後児童ク

ラブ事業を、幼稚園預かり保育事業と同様の保護者負担にするための改正 

議案 香美町立幼稚園運営規程の一部を改正する規程を定めることについて 
満３歳以上の教育・保育給付認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者について、利用者負担上限額

が０円とされたことにより、幼稚園の保育料の徴収が必要なくなったことに係る改正 

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 

「子ども・子育て支援法の一部を改正する法律」の公布に伴う改正。預かり保育事業の施設等利用給付

認定（変更）申請兼利用申請を利用申請とみなすための改正。施設等利用費の支給を規定 

議案 
香美町病児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 

「子ども・子育て支援法の一部を改正する法律」の公布に伴う改正。病児保育事業の施設等利用給付認

定（変更）申請兼利用申請を利用申請とみなすための改正。施設等利用費の支給を規定 

議案 香美町一時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 
「子ども・子育て支援法の一部を改正する法律」の公布に伴う改正。施設等利用給付の対象児童を通所

児童以外に改正。施設等利用費の支給を規定 

議案 
香美町実費徴収に係る補足給付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 

「実費徴収に係る補足給付を行う事業の実施について」の変更に伴う改正。「支給認定」を「教育・保

育給付認定」に改正。事業の対象から副食費の助成を廃止 

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 

「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」の変更に伴う改正。幼稚園及び認

定こども園の副食の提供に要する費用を除いた額を主食費（日額２０円）として規定 

10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 

１０月１日からの幼児教育・保育の無償化により、「ひょうご保育料軽減事業実施要綱（県要綱）」が

改正されたことに伴う改正。無償化の対象外である３歳未満児において、第２子以降の補助基準額を月

額１５，０００円に引き上げ。該当世帯に第１子に対する保育料軽減事業を創設し、保護者負担を軽減 

協議 学校版教育環境会議について 
「平成３０年度における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 

11月定例 協議 香住第二中学校の統合に関する懇談会について １１月２６日に実施した「香住第二中学校の統合に関する懇談会」の概要について説明と質疑応答 
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12月定例 協議 令和元年度全国学力・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 

議案 
香美町立公立学校教職員の服務に関する規程の一部を改正する規程を定

めることについて 

教職員の働き方改革をより一層推進するための改正。出張時の復命書の簡略化及び電子メール送受信の

ルール化 

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

協議 「第２期香美町子ども・子育て支援事業計画」の策定について 計画策定の趣旨及び内容の概要についての説明と質疑応答 

協議 令和元年度卒業(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 
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 

「地域センター」として位置づけている子育て・子育ち支援センター（４か所：大谷・神坂・柤岡・山

田）を行政財産から普通財産に戻すための改正 

議案 
香美町立子育て・子育ち支援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 

香美町立子育て・子育ち支援センター条例を改正することに伴う改正。子育て・子育ち支援センター（３

か所：香住・高井・小代）を「拠点センター」から「センター」へ改正。お盆期間を休業日に追加 

議案 
香美町病児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 

病児対応型の病児保育事業について、「満１歳から小学校就学前まで」である受け入れ対象者の基準を、

小学校６年生まで拡充するための改正 

議案 
香美町給食調理職員のノロウイルス感染に係る就業制限実施要領を定め

ることについて 
学校給食センターなどにおいて、調理にかかわる職員やその同居人が、ノロウイルスもしくは感染性胃

腸炎に感染した際に就業を制限し、その期間中の賃金を補償するために新設 

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

協議 令和２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 

生涯学習課に新たに「スポーツ推進係」を設置することに伴う改正。町の生涯スポーツを担う部署を明

確にし、令和３年度に予定されている「ワールドマスターズゲームス２０２１関西」へ向け体制づくり

を進めるとともに、生涯スポーツによる町民の主体的な健康づくりを推進し、スポーツツーリズムによ

る交流人口を拡大 

議案 
香美町招致外国青年就業規則の一部を改正する規則を定めることについ

て 

地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴い、ＪＥＴプログラム参加者が会計年度

任用職員制度へ移行することにより、一般財団法人自治体国際化協会が制定する任用規則を改正するこ

とに伴う改正 

議案 
香美町教育職員の業務の量の適切な管理に関する措置等を定める規則を

定めることについて 

「働き方改革」の一環として、「公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法」を

改正することに伴う改正。業務量の適切な管理を行うことにより、教職員の健康及び福祉を確保 

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 

村岡幼稚園における預かり保育事業を廃止するための改正。令和２年４月１日以降は、放課後児童健全

育成事業の放課後児童クラブで対応 

議案 
香美町保育体制強化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 

保育対策総合支援事業費補助金（国庫補助金）における保育体制強化事業の基準額が改正されたことに

伴う改正。補助金の上限額を、１保育所につき月額９万円から１０万円に増額 

議案 
香美町給食調理職員のノロウイルス感染に係る就業制限実施要領の一部

を改正する要領を定めることについて 
令和２年４月１日から始まる会計年度任用職員制度に対応するための改正 
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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 令和元年 ５月１７日 加西市 

兵庫県女性教育委員研修会 令和元年 ６月２８日 相生市 

但馬教育委員会連合会研修会 令和元年 ７月 ５日 養父市 

但馬地区女性教育委員情報交換会 令和元年 ８月 ２日 香美町 

兵庫県教育委員会連合会 

全県夏季教育委員会研修会 

令和元年 ８月２０日 

      ～２１日 
神戸市 

近畿市町村教育委員会研修大会 令和元年１０月１１日 滋賀県 

兵庫県教育委員会連合会 

新任教育委員研修会 
令和元年１１月１５日 神戸市 

 

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  

９日  

４月 ９日  

 

４月 ９日  

 

卒業（園）式 ３月２１日  ３月１９日  ３月２６日  ３月１７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  

２８日  

 

 

９月 ８日  

１４日  

１５日  

２５日  

６月 ９日  

９月 ８日  

１４日  

１５日  

９月 ７日  

８日  

１５日  

 

 

ウ 学校訪問：１３回・・・小学校：５校、中学校：２校、幼稚園：５園、 

小代認定こども園 

 

エ その他関連事業 

名  称 実 施 日 

音楽のつどい 令和元年１０月１６日 

人権学習懇談会 令和元年 １月２２日 

総合教育会議 令和２年 ２月２１日 

 

⑶ その他  但馬教育塔合祀祭・・・令和元年８月２８日 


