
丹波市定例教育委員会日程 
 

と き：平成２６年 ４月２２日 

           ９：００～１１：３２ 

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26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）子ども・子育て支援事業計画にかかるニーズ調査について 

（８）認定こども園の開園に向けた地域別の取り組み状況について 

（９）社会教育委員退任に伴う感謝状の贈呈について 

 

日程第４  議 事 

議案第21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22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23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】 

 

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２６年 ５月２０日（火） 

午後 １時３０分から 

・ところ  市島農村環境改善センター 大会議室 

 



丹波市定例教育委員会日程 
 

と き：平成２６年５月２０日 

          １３：３０～１４：３４ 

ところ：市島農村環境改善センター 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) 寄附採納報告 

(３) 行事共催・後援等報告 

（４）いじめ防止対策について 

（５）ＩＣＴ機器の導入について 

（６）学校適正規模・適正配置の進捗状況について 

（７）大手会館改修工事について 

 

 

日程第４  議 事 

議案第24号 丹波市学校給食運営協議会委員の委嘱について【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２６年６月２６日（木） 

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 ６月２６日 

        ９：００～１０：４５ 

ところ：教育委員会会議室（３Ｆ） 

 

 

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) 青垣地域統合小学校の校歌の作曲者選定について 

（５）丹波市奨学金の募集について 

（６）学校給食に関するアンケート調査結果の報告について 

（７）丹波市認定こども園フォーラムの開催について 

（８）認定こども園の進捗状況について 

（９）大手会館改修工事について 

 

 

日程第４  議 事 

議案第25号 青垣地域統合小学校の校名について【承認】 

議案第26号 丹波市教育振興基本計画審議会委員の委嘱について【承認】 

議案第27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28号 丹波市学校給食献立作成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 

    （１）定例教育委員会 

・と き    平成２６年 ７月１８日（金） 

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 ７月１８日 

        ９：００～１０：４０ 

ところ：教育委員会会議室（３Ｆ） 

 

 

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・暴力ゼロサミットについて 

（５）認定こども園の進捗状況について 

（６）丹波地区図書館連絡協議会の設置及び加盟について 

 

 

日程第４  協 議 

  （１）寄付採納願【承認】 

 

 

日程第５  議 事 

議案第29号 平成27年度使用教科用図書の採択について【承認】 

    議案第30号 丹波市学校給食運営協議会委員の委嘱について【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２６年 ８月２５日（月） 

午前 ９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 ８月２５日 

        ９：３０～１３：０３ 

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）H26.08.16-17 豪雨被害状況について 

(５) 平成27年度管理職選考試験の概要について 

（６）児童生徒のいじめに係る実態調査について 

（７）認定こども園の進捗状況について 

（８）子ども・子育て支援新制度について 

 

 

日程第４  議 事 

議案第31号 平成26年度教育委員会自己点検・評価報告書(平成25年度

実績)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２６年 ９月２６日（金） 

午前 ９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 ９月２６日 

        ９：３０～１２：３０ 

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年度全国学力・学習状況調査結果の概要について 

（５）認定こども園の進捗状況について 

（６）子ども・子育て支援新制度に係る条例の制定等について 

 

 

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２６年１０月２８日（火） 

午前 ９時００分から 

・ところ  教育委員会会議室 

 



丹波市定例教育委員会日程 
 

と き：平成２６年１０月２８日 

        ９：００～１１：２５ 

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）いじめ・暴力ゼロ強化月間（１１月）の取組について 

（５）平成２６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２６年１１月２８日（金） 

午後 １時００分から 

・ところ  春日住民センター小会議室 



丹波市定例教育委員会日程 
 

と き：平成２６年１１月２８日 

          午後１時００分～ 

ところ：「春日住民センター小会議室」 

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２７年度予算の概要について 

（５）青垣地域市立小学校統合準備委員会の協議経過について 

（６）中学生英語スピーチコンテストの開催について 

（７）学校給食調理業務等民間委託について 

（８）丹波市アフタースクール実施条例の制定について 

 

日程第４  協議事項 

  （１）丹波市教育振興基本計画（後期基本計画）について（中間報告） 

  （２）平成２７年度丹波市公立小・中学校教職員異動方針について 

  （３）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 

  （４）丹波市預り保育の実施に関する条例の一部を改正する条例の制定に 

ついて 

 

日程第５  議  事 

 議案第32号 丹波市立西幼稚園の廃止について【承認】 

議案第33号 丹波市立中央幼稚園の廃止について【承認】 

議案第34号 丹波市立黒井幼稚園の廃止について【承認】 

議案第35号 丹波市立春日部幼稚園の廃止について【承認】 

議案第36号 丹波市立進修幼稚園の廃止について【承認】 

議案第37号 丹波市立船城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 

    （１）定例教育委員会 

・と き    平成２６年１２月２２日（月） 

午前 ９時３０分から 

・ところ  教育委員会会議室 



丹波市定例教育委員会日程 
 

と き：平成２６年１２月２２日 

          午前９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）丹波市預かり保育料の減免等に関する規則の制定について 

 

日程第４  協議事項   

  （１）平成２７年度丹波市の教育～アクションプラン～について 

   (２) 教科用図書丹波採択地区協議会規約について 

  （３）丹波市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担に

関する条例の制定について 

  （４）丹波市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担に

関する条例施行規則の制定について 

 

日程第５  議  事 

 議案第38号 丹波市立学校施設使用規則の一部を改正する規則の制定につい

       て【承認】 

議案第39号 丹波市立小学校及び中学校の施設開放事業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】 

議案第40号 丹波市立幼稚園保育料及び丹波市預かり保育料の減免等に関す

る規則を廃止する規則の制定について【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 

    （１）定例教育委員会 

・と き    平成２７年 １月２６日（月） 

午前 ９時３０分から 

・ところ  教育委員会会議室 

 



丹波市定例教育委員会日程 
 

と き：平成２７年 １月２６日 

          午前９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）児童生徒のいじめに係る実態調査の概要について 

（５）認定こども園の進捗状況について 

 

日程第４  協議事項   

  （１）地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律の

施行に伴う関係条例の整備等に関する条例の制定について 

   (２) 丹波市教育員会教育長の勤務時間等に関する条例の制定について 

  （３）丹波市教育員会教育長の職務に専念する義務の特例に関する条例の

制定について 

  （４）丹波市教育振興基本計画（後期基本計画）について 

（５）平成２７年度丹波市の教育～アクションプラン～について 

 

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２７年 ２月 ４日（水） 

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２７年 ２月１９日（木） 

午前 ９時３０分から 

・ところ  市役所柏原支所２Ｆ会議室 

 



丹波市定例教育委員会日程 
 

と き：平成２７年 ２月１９日 

          午前９時３０分～ 

ところ：柏原支所 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）子ども・子育て支援事業計画について 

 

日程第４  協議事項   

  （１）丹波少年自然の家事務組合の規約変更に伴う教育委員会から議会へ

の意見回答書について 

   (２) 丹波市教育委員会の職務権限の特例に関する条例の一部改正に伴う 

教育委員会から議会への意見回答書について 

  （３）丹波市教育委員会事務局処務規程の一部を改正する規程の制定につ

いて 

  （４）丹波市立学校職員の服務に関する規程の一部を改正する規程の制定

について 

 

日程第５  議  事 

 議案第５号 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法 

律の施行に伴う関係規則の整備等に関する規則の制定について 

                              【継続審議】 

議案第６号 丹波市教育委員会教育長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【継続審議】 

 議案第７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【継続審議】 

 議案第８号 丹波市立小学校及び中学校の管理運営に関する規則の一部を改 

正する規則の制定について【継続審議】 

 議案第９号 丹波市立幼稚園の管理運営に関する規則の一部を改正する規則 

の制定について【継続審議】 

 議案第10号 丹波市立学校給食センター調理・配送業務委託事業者選定委員 

会設置要綱の制定について【承認】 

議案第11号 平成２７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】 

 

 

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２７年 ３月２０日（金） 

午後 １時３０分から 

・ところ  山南支所庁舎「教育委員会会議室」 

 



丹波市定例教育委員会日程 
 

と き：平成２７年 ３月２０日 

          午後１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）丹波市学力向上３カ年計画について 

（５）丹波市ファミリーサポート事業実施要綱の一部改正について 

  （６）丹波市こども園補助金交付要綱の一部改正について 

  （７）丹波市立保育所延長保育事業実施要綱の一部改正について 

 

 

日程第４  協議事項   

  （１）丹波市教育委員会事務局処務規程の一部を改正する規程の制定につ

いて 

   (２) 丹波市立学校職員の服務に関する規程の一部を改正する規程の制定 

について 

  （３）丹波市社会教育の推進に関する連絡協議会設置要綱の一部を改正す

る要綱の制定について 

  （４）丹波市子育て支援施策検討委員会設置要綱の一部を改正する要綱の

制定について 

 

 

日程第５  議  事 

 議案第13号 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法 

律の施行に伴う関係規則の整備等に関する規則の制定について 

                                【承認】 

議案第14号 丹波市教育委員会教育長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15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】 

 議案第16号 丹波市立小学校及び中学校の管理運営に関する規則の一部を改 

正する規則の制定について【承認】 

 議案第17号 丹波市立幼稚園の管理運営に関する規則の一部を改正する規則 

の制定について【承認】 

 議案第18号 地方自治法第180条の7の規定に基づく教育委員会の権限に属す 

る事務の補助執行に関する規則の一部を改正する規則の制定に 

ついて【承認】 

議案第19号 丹波市要保護及び準要保護児童生徒就学援助要綱の一部を改正 

する要綱の制定について【承認】 

議案第20号 丹波市小・中学生、高校生全国大会出場激励金に関する要綱の 

制定について【承認】 

議案第21号 丹波市青少年育成パワーアップ事業助成金交付要綱の一部を 

改正する要綱の制定について【承認】 

議案第22号 丹波市地域で“共育”土曜チャレンジ学習事業補助金交付要綱 

の制定について【承認】 

議案第23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24号 丹波市立中央図書館長の任命について【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２７年 ４月２２日（水） 

午前 ９時００分から 

・ところ  山南支所庁舎「教育委員会会議室」 

 


