
丹波市定例教育委員会日程 
 

と き：平成２５年 ４月２３日 

          午前９時００分～正午 

ところ：３Ｆ「教育委員会会議室」 
 

日程第１  前回会議録の承認 

 

日程第２  会議録署名委員の指名 

 

日程第３  報告事項 

（１）教育長報告 

（２）寄附採納報告 

(３) 行事共催・後援等報告 

（４）平成25年度教育委員会重点課題に係る進行管理について 

（５）教育長の職務を代理する職員の指定について 

（６）小中学校教職員の人事異動について 

（７）学校給食試食会の実施結果について 

（８）丹波市こども園補助金交付要綱の一部を改正する要綱の制定につい

     て 

 

日程第４  議 事 

議案第14号 丹波市立図書館協議会委員の任命について 【承認】 

  議案第15号 丹波市立植野記念美術館運営委員会委員の任命について【承

認】 

  議案第16号 丹波市地域人権教育事業実施要綱の制定について【継続審議】 

 

日程第５  その他 

 

 

日程第６    次回定例教育委員会の開催日程 

    （１）定例教育委員会 

・と き    平成２５年５月２３日（木） 

午前・午後  １時 ３０分から 

・ところ  教育委員会会議室（３Ｆ） 

 



丹波市定例教育委員会日程 
 

と き：平成２５年 ５月２３日 

          午後１時30分～３時30分 

ところ：３Ｆ「教育委員会会議室」 
 

日程第１  前回会議録の承認 

 

 

日程第２  会議録署名委員の指名 

 

 

日程第３  報告事項 

（１）教育長報告 

(２) 行事共催・後援等報告 

（３）平成２５年度園児・児童・生徒数等について 

（４）平成２５年度研究指定校（園）について 

（５）大手会館の整備進捗状況について 

（６）学校適正規模・適正配置の進捗状況について 

  （７）児童養護施設と地域の協働講演会について 

 

 

日程第４  議 事 

議案第17号 丹波市地域人権教育事業実施要綱の制定について 【承認】

  

 

 

日程第５  その他 

 

 

 

日程第６    次回定例教育委員会の開催日程 

    （１）定例教育委員会 

・と き    平成２５年 ６月 ２０日（木） 

午前・午後１時３０分から 

・ところ  移動教育委員会（青垣地域） 

 



丹波市定例教育委員会日程 
 

と き：平成２５年 ６月２０日 

          午後１時30分～３時30分 

ところ：青垣住民センター 大会議室 

 

 

日程第１  前回会議録の承認 

 

 

日程第２  会議録署名委員の指名 

 

 

日程第３  報告事項 

（１）教育長報告 

  （２）寄付採納報告 

(３) 行事共催・後援等報告 

（４）教育振興基本計画審議会委員の公募について 

（５）丹波市奨学金の募集について 

（６）平成26年度使用教科書の採択について 

（７）中学校ヘルメット購入補助金について 

（８）平成たんば塾の申請状況について 

（９）柏原・氷上学校給食センター増築工事について 

  

日程第４  議 事 

議案第18号 丹波市結核対策委員会委員の委嘱について 【承認】 

議案第19号 丹波市学校給食運営協議会委員の委嘱について【承認】 

議案第20号 丹波市学校給食用農産物生産流通システム調整会議設置要綱

の制定について 【承認】 

 

日程第５  その他 

 

 

日程第６    次回定例教育委員会の開催日程 

    （１）定例教育委員会 

・と き    平成２５年 ７月 １８日（木） 

午前・午後 ９時００分から 

・ところ  教育委員会会議室（３Ｆ） 

 



丹波市定例教育委員会日程 
 

と き：平成２５年 ７月１８日 

           午前９時００分～正午 

ところ：３Ｆ「教育委員会会議室」 

 

 

日程第１  前回会議録の承認 

 

 

日程第２  会議録署名委員の指名 

 

 

日程第３  報告事項 

（１）教育長報告 

(２) 行事共催・後援等報告 

(３) 外国語指導助手の退職・採用について 

（４）いじめアンケート結果の公表について 

（５）「いじめ・暴力ゼロ市民運動」シンポジウムの開催について 

（６）家庭教育タウンミーティングの開催について 

（７）認定こども園の進捗状況について 

（８）「早寝・早起き・朝ごはん運動」の実施について 

（９）学校給食に関するアンケート調査について 

 

  

日程第４  議 事 

議案第21号 平成26年度使用教科書の採択について 【承認】  

   

  

日程第５  協議事項 

     青垣地域市立小学校統合準備委員会からの要望書提出について 

 

 

日程第６  その他 

 

 

 

日程第７    次回定例教育委員会の開催日程 

    （１）定例教育委員会 

・と き    平成２５年８月１９日（月） 

午前・午後 ９時００分から 

・ところ  教育委員会会議室（３Ｆ） 



丹波市定例教育委員会日程 
 

と き：平成２５年 ８月１９日 

        午前９時00分～午後０時30分 

ところ：３Ｆ「教育委員会会議室」 

 

 

日程第１  前回会議録の承認 

 

 

日程第２  会議録署名委員の指名 

 

 

日程第３  報告事項 

（１）教育長報告 

(２) 寄付採納報告 

(３) 行事共催・後援等報告 

（４）命を大切にする心をはぐくむ防災講演会の開催について 

（５）丹波市保育所補助金交付要綱の一部を改正する要綱の制定について 

（６）丹波市子ども・子育て会議設置条例の制定について 

（７）大手会館改修工事について 

 

  

日程第４  議 事 

議案第22号 丹波市平成たんば塾設立費補助金交付要綱の全部改正につ

いて 【承認】 

   議案第23号 平成25年度教育委員会自己点検・評価報告書（平成24年度 

実績）について 【承認】 

  

日程第５  協 議 

  （１）寄付採納願について 【承認】 

 

 

日程第６  その他 

 

 

日程第７    次回定例教育委員会の開催日程 

  （１）定例教育委員会 

・と き    平成２５年９月２４日（火） 

午前・午後  １時30分から 

・ところ  氷上住民センター 

 



丹波市定例教育委員会日程 
 

と き：平成２５年 ９月２４日 

          午後１時30分～３時50分 

ところ：氷上住民センター「実習室」 

 

 

日程第１  前回会議録の承認 

 

 

日程第２  会議録署名委員の指名 

 

 

日程第３  報告事項 

（１）教育長報告 

(２) 寄付採納報告 

  （３）行事共催・後援等報告書 

(４) 丹波市自然災害による非常の場合における措置に関する規程の一部

改正について 

（５）学校の適正規模・適正配置の進捗状況について 

（６）丹波市生涯学習基本計画審議会委員の委嘱について 

（７）全国学力・学習状況調査結果のまとめについて 

（８）家庭教育タウンミーティングについて 

（９）いじめ・暴力防止に向けた自治振興会（協議会）への説明について 

（10）平成たんば塾の実施状況について 

（11）児童生徒のいじめに係る実態調査（２次調査）について 

（12）認定こども園の進捗状況について 

  

日程第４  議 事 

議案第24号 丹波市教育振興基本計画（後期基本計画）審議会委員の委

嘱について 【承認】 

   議案第25号 丹波市教育振興基本計画（後期基本計画）の諮問について 

            【承認】 

 

日程第５  その他 

 

 

日程第６    次回定例教育委員会の開催日程 

  （１）定例教育委員会 

・と き    平成２５年１０月１７日（木） 

午前・午後 ９時００分から 

・ところ  教育委員会会議室（３Ｆ） 



丹波市定例教育委員会日程 
 

と き：平成２５年１０月１７日 

          午前９時00分～11時10分 

ところ：３Ｆ「教育委員会会議室」 

 

 

日程第１  前回会議録の承認 

 

 

日程第２  会議録署名委員の指名 

 

 

日程第３  報告事項 

（１）教育長報告 

  （２）行事共催・後援等報告書 

(３) 平成25年度市民総がかりで進める丹波の教育フォーラムの実施につ

いて 

（４）丹波市子ども・子育て会議委員の公募について 

（５）丹波市子ども・子育て支援に関するニーズ調査の実施について 

（６）平成25年度教育委員会重要課題進捗状況について 

 

  

日程第４  その他 

 

 

 

日程第５    次回定例教育委員会の開催日程 

  （１）定例教育委員会 

・と き    平成２５年１１月２６日（火） 

午前・午後  ２時３０分から 

・ところ  柏原住民センター 

 



丹波市定例教育委員会日程 
 

と き：平成２５年１１月２６日 

          午後２時30分～４時30分 

ところ：柏原住民センター  

 

日程第１  前回会議録の承認 

 

日程第２  会議録署名委員の指名 

 

日程第３  報告事項 

（１）教育長報告 

  （２）寄付採納報告 

（３）行事共催・後援等報告 

（４）平成２６年度教育方針の体系と予算の概要について 

(５) 学校適正規模・適正配置の進捗状況について 

（６）青少年の主張大会及び中学生英語スピーチコンテストの開催につい 

  て 

  

日程第４ 協議事項 

  （１）寄付採納願 【承認】 

  （２）平成２６年度丹波市公立小・中学校教職員異動方針について【承認】 

  （３）丹波市学校給食調理場条例の一部を改正する条例の制定について 

【承認】 

  （４）丹波市立旧氷上高等小学校校舎条例の制定について【承認】 

  （５）丹波市立わかくさ保育園の廃止について 【承認】 

（６）丹波市立保育所条例の一部を改正する条例の制定について【承認】 

（７）丹波市立幼稚園設置条例の一部を改正する条例の制定について 

【承認】 

   

日程第５ 議  事 

議案第26号 丹波市立和田幼稚園の廃止について 【承認】 

  議案第27号 丹波市立竹田幼稚園の廃止について 【承認】 

  議案第28号 丹波市立三輪幼稚園の廃止について 【承認】 

  

日程第６  その他 

 

日程第７   次回定例教育委員会の開催日程 

・と き    平成２５年１２月１９日（木） 

午前・午後 ９時００分から 

・ところ  教育委員会会議室（３Ｆ） 



丹波市定例教育委員会日程 
 

と き：平成２５年１２月１９日 

          午前９時00分～10時40分 

ところ：３Ｆ 「教育委員会会議室」

  

 

 

日程第１  前回会議録の承認 

 

 

日程第２  会議録署名委員の指名 

 

 

日程第３  報告事項 

（１）教育長報告 

  （２）寄付採納報告 

（３）行事共催・後援等報告 

（４）平成２６年度「丹波市教育」アクションプランの骨子について 

(５) 改訂版「家庭学習のチカラ」について 

（６）丹波市こども園補助金交付要綱の一部改正について 

 

日程第４ 議  事 

議案第29号 丹波市いじめ防止基本方針検討委員会設置要綱の制定につい

       て 【承認】 

    

 

日程第５  その他 

 

 

 

日程第６   次回定例教育委員会の開催日程 

・と き    平成２６年１月２８日（火） 

午前・午後 ９時00分から 

・ところ  教育委員会会議室（３Ｆ） 

 



丹波市定例教育委員会日程 
 

と き：平成２６年１月２８日 

        午前９時00分～午後０時45分 

ところ：３Ｆ 「教育委員会会議室」 

 

 

日程第１  前回会議録の承認 

 

 

日程第２  会議録署名委員の指名 

 

 

日程第３  報告事項 

（１）教育長報告 

  （２）寄付採納報告 

（３）行事共催・後援等報告 

（４）丹波市立中央図書館長の退任について 

(５) 丹波市保育対策等促進事業補助金交付要綱の一部改正について 

（６）丹波市子ども・子育て会議委員の委嘱について 

 

日程第４ 議  事 

議案第１号 丹波市学校給食調理場条例施行規則の一部を改正する規則の

制定について 【承認】 

  議案第２号 丹波市特別支援教育就学奨励費支給要綱の制定について 

【承認】 

  議案第３号 丹波市教育委員会表彰等に関する規程の制定について【承認】 

  議案第４号 平成26年度「丹波市の教育」アクションプランの策定につい

       て 【継続審査】 

 

日程第５  その他 

 

 

日程第６    臨時教育委員会及び次回定例教育委員会の開催日程 

    （１）臨時教育委員会 

・と き    平成２６年２月４日（月） 

午前  ９時３０分から 

・ところ  教育委員会会議室（３Ｆ） 

 

（２）定例教育委員会 

・と き    平成２６年２月１８日（火） 

午前・午後 ９時００分から 

・ところ  教育委員会会議室（３Ｆ） 



丹波市臨時教育委員会日程 
 

と き：平成２６年 ２月 ４日 

          午前９時30分～11時15分 

ところ：３Ｆ「教育委員会会議室」 

 

日程第１  仮議長の選出 

 

 

日程第２  議席の指定 

    １番 宮川委員    ２番 小田教育長  ３番 谷垣委員長 

    ４番 梅澤委員長職務代理者 ５番宮崎委員 

                   【上記のとおり議席が指定された。】 

 

日程第３  議 事 

  議案第５号 丹波市教育委員会委員長の選挙について 

               【谷垣恭子教育委員が、委員長に選出される。】 

 

議案第６号 丹波市教育委員会委員長職務代理者の指定について 

           【梅澤教育委員が、委員長職務代理者に指定される。】 

  

 議案第７号 平成26年度「丹波市の教育」アクションプランの策定につい

       て                  【承認】 

   

議案第８号 丹波市立中央図書館長の任命について 

                        【承認】 

 

日程第４  会議録署名委員の指名 

 

 

日程第５  その他 

         

 

日程第６  次回定例教育委員会の開催日程 

       ・と き    平成２６年２月１８日（火）午前９時００分から 

       ・ところ  教育委員会会議室（３Ｆ） 

 

 



丹波市定例教育委員会日程 
 

と き：平成２６年２月１８日 

          午前９時00分～11時10分 

ところ：３Ｆ 「教育委員会会議室」 

 

 

日程第１  前回会議録の承認 

 

 

日程第２  会議録署名委員の指名 

 

 

日程第３  報告事項 

（１）教育長報告 

  （２）寄付採納報告 

（３）行事共催・後援等報告 

（４）教育委員会事務局の組織改革について 

(５) 学校の適正規模・適正配置の進捗状況について 

（６）認定こども園の進捗状況について 

（７）丹波市アフタースクール施設整備補助金交付要綱の一部改正につい

    て 

（８）平成26年度「丹波の教育」アクションプランについて 

 

日程第４ 協  議 

（１）丹波市社会教育委員に関する条例の一部を改正する条例の制定につ

いて 

（２）丹波市アフタースクール子ども育成事業実施条例の一部を改正する

条例の制定について 

（３）丹波市いじめ防止基本方針について 

 

日程第５ 議  事 

議案第９号 丹波市学校給食調理場条例の改正に伴う関係要綱の整理等に

関する要綱の制定について  【承認】 

 

日程第６  その他 

 

 

日程第７    次回定例教育委員会の開催日程 

・と き    平成２６年３月２０日（木） 

午後１時３０分から 

・ところ  教育委員会会議室（３Ｆ） 



丹波市定例教育委員会日程 
 

と き：平成２６年３月２０日 

           午前９時00分～11：10 

ところ：３Ｆ 「教育委員会会議室」 
 

日程第１  前回会議録の承認 

 

日程第２  会議録署名委員の指名 

 

日程第３  報告事項 

（１）教育長報告 

  （２）寄付採納報告 

（３）行事共催・後援等報告 

（４）丹波市教育委員会事務局組織改編に伴う関係要綱の整理に関する要

綱の制定について 

(５) 丹波市立学校職員出勤簿取扱規程の一部を改正する規程の制定につ

いて 

（６）丹波市立学校等における介助員設置要綱及び丹波市教職員の旅費に

関する規程の一部を改正する規程の制定について 

（７）丹波市教育委員会教育研究室運営に関する規程の一部を改正する規

程の制定について 

（８）丹波市こども園補助金交付要綱の一部を改正する要綱の制定につい

    て 

 

日程第４ 協  議 

  （１）寄付採納願 【承認】 

 

日程第５ 議  事 

議案第10号 丹波市立中央図書館長の任命について 【承認】 

議案第11号 丹波市立植野記念美術館長の任命について 【承認】 

議案第12号 丹波市社会教育委員の委嘱について    【承認】 

議案第13号 丹波市立図書館協議会委員の任命について 【承認】 

議案第14号 丹波市立植野記念美術館運営委員会委員の任命について 

【承認】 

議案第15号 丹波市文化財保護審議会委員の委嘱について 【承認】 

議案第16号 丹波市歴史民俗資料館運営委員会委員の委嘱について【承認】 

議案第17号 丹波市教育委員会事務局組織改編に伴う関係規則の整備に関

する規則に制定について  【承認】 

議案第18号 丹波市立学校職員の職務に専念する義務の特例に関する規則

の制定について      【承認】 



議案第19号 丹波市就学指導委員会規則の一部を改正する規則の制定につ

いて              【承認】 

  議案第20号 丹波市「トライやる・ウィーク」推進協議会設置に関する要

綱の一部を改正する要綱の制定について 【承認】 

 

日程第６  その他 

 

 

 

日程第７    次回定例教育委員会の開催日程 

・と き    平成２６年 ４月２２日（火） 

午前 ９時００分から 

・ところ  教育委員会会議室（３Ｆ） 

 


