
４月定例教育委員会

参考資料
（平成３１年４月２４日）

議案

第１号 篠山市教育委員会事務局組織規則の一部を改正する規則の制定について

                               (教育総務課)・・・１頁

第２号 篠山市立篠山総合スポーツセンター条例施行規則の一部を改正する規則の制定に

ついて                     （教育総務課）・・・９頁

第３号 篠山市立たんば田園交響ホールの設置及び管理に関する条例施行規則の一部を改

正する規則の制定について            （教育総務課）・・・14頁

第４号 篠山市社会教育施設の予約の取扱いに関する要綱の一部を改正する要綱の制定に

ついて                     （教育総務課）・・・22頁

第５号 第３期篠山市教育振興基本計画の策定にかかる諮問について

   （教育総務課）・・・26頁

協議事項

  １  「丹波篠山の教育」主要施策版について      （教育総務課）・・・29頁



議案第１号説明資料

篠山市教育委員会事務局組織規則の一部を改正する規則について

１ 改正の趣旨

  市の名称変更に伴い、「篠山ABCマラソン大会」の名称を「丹波篠山ABC
マラソン大会」に改正しようとするものです。

２ 改正の内容

別表社会教育課の部スポーツ振興係の項第３号中「篠山ABCマラソン大会

会」を「丹波篠山ABCマラソン大会」に改めます。

３ 施行期日

平成３１年５月１日
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現 行
○篠山市教育委員会事務局組織規則

平成１１年４月１日

教委規則第３号

改正 平成１２年５月３１日教委規則第７号

平成１３年８月１７日教委規則第５号

平成１４年４月５日教委規則第２号

平成１５年５月６日教委規則第２号

平成１５年１０月２１日教委規則第６号

平成１６年４月２８日教委規則第６号

平成１７年４月２０日教委規則第８号

平成１８年４月１９日教委規則第３号

平成１９年４月１８日教委規則第５号

平成２０年３月１２日教委規則第４号

平成２１年４月１３日教委規則第７号

平成２２年４月１９日教委規則第１０号

平成２３年４月１４日教委規則第４号

平成２５年４月２２日教委規則第２号

平成２６年４月１５日教委規則第８号

平成２６年６月１９日教委規則第９号

平成２７年３月１１日教委規則第３号

平成２７年４月１６日教委規則第１７号

平成２８年４月２０日教委規則第３号

平成２９年３月２９日教委規則第４号

平成３１年３月１９日教委規則第３号

（目的）

第１条 この規則は、篠山市教育委員会の事務局の内部組織及び職員の設置に

ついて定めるとともに、その分掌を明確にし、もって教育委員会の権限に属

する事務の適正かつ能率的な運営を図ることを目的とする。

（規定の範囲）

第２条 内部組織、分掌事務及び職員の職については、法令に定めるものを除

くほか、すべてこの規則により、又はこの規則に基づいて定めるものとする。

（課等の設置）

第３条 事務局に次の課（室）、係を置く。

課（室）名 係名

教育総務課

学校教育課

2



こども未来課 幼児教育係、子育て支援係

学事課 学事係、学校管理係

社会教育課 生涯学習係、スポーツ振興係

文化財課

２ 課の分掌事務は、別表のとおりとする。

（教育長職務代理者）

第４条 教育長職務代理者は、篠山市教育委員会会議規則（平成１１年篠山市

教育委員会規則第２号）第５条に定める者とする。

２ 教育長職務代理者は、教育長に事故があるとき又は教育長が欠けたときは、

その職務を代理する。

３ 前項に規定する職務のうち、篠山市教育委員会事務委任規則（平成１１年

篠山市教育委員会規則第４号）第２条に定める事務は、事務局職員に委任す

ることができる。

（職）

第５条 事務局に次の職を置くことができる。

(1) 教育部長

(2) 次長

(3) 課長

(4) 室長

(5) 副課長

(6) 課長補佐

(7) 係長

(8) 主査

(9) 主事

(10) その他所要の職員

２ 前項第１号から第７号までに規定する職は、事務職員をもって充てる。

３ 事務局に指導主事、社会教育主事、スポーツ指導主事、学芸員を置くこと

ができる。

（職務）

第６条 教育部長は、教育長の命を受け、事務局の事務を掌理し、教育長を補

佐する。

２ 次長は、教育部長を補佐し、部長に事故がある時は、その職務を代理する。

３ 課長及び室長は、上司の命を受け、課の事務を掌理し、所属の職員を指揮

監督する。

４ 副課長は、課長の職務を補佐し、課の事務を掌理し、所属の職員の担任す

る事務を監督する。
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５ 課長補佐は、上司の命を受け、担任の事務を掌理する。

６ 係長は、上司の命を受け、係の事務を掌理する。

７ 主査は、上司の命を受け、担任の事務を処理する。

８ 主事は、上司の命を受け、事務に従事する。

９ その他所要の職員は、特定の事項に関する事務等に従事する。

附 則

この規則は、平成１１年４月１日から施行する。

附 則（平成１２年５月３１日教委規則第７号）

この規則は、平成１２年６月１日から施行する。

附 則（平成１３年８月１７日教委規則第５号）

この規則は、公布の日から施行する。

附 則（平成１４年４月５日教委規則第２号）

この規則は、公布の日から施行し、平成１４年４月１日から適用する。

附 則（平成１５年５月６日教委規則第２号）

この規則は、公布の日から施行し、平成１５年４月１日から適用する。

附 則（平成１５年１０月２１日教委規則第６号）

この規則は、公布の日から施行し、平成１５年１０月１日から適用する。

附 則（平成１６年４月２８日教委規則第６号）

この規則は、公布の日から施行し、平成１６年４月１日から適用する。

附 則（平成１７年４月２０日教委規則第８号）

この規則は、公布の日から施行し、平成１７年４月１日より適用する。

附 則（平成１８年４月１９日教委規則第３号）

この規則は、公布の日から施行し、平成１８年４月１日より適用する。

附 則（平成１９年４月１８日教委規則第５号）

この規則は、公布の日から施行し、平成１９年４月１日より適用する。

附 則（平成２０年３月１２日教委規則第４号）

この規則は、平成２０年４月１日から施行する。

附 則（平成２１年４月１３日教委規則第７号）

この規則は、公布の日から施行し、平成２１年４月１日より適用する。

附 則（平成２２年４月１９日教委規則第１０号）

この規則は、公布の日から施行し、平成２２年４月１日より適用する。

附 則（平成２３年４月１４日教委規則第４号）

この規則は、公布の日から施行し、平成２３年４月１日から適用する。

附 則（平成２５年４月２２日教委規則第２号）

この規則は、公布の日から施行し、改正後の篠山市教育委員会事務局組織規

則の規定は、平成２５年４月１日から適用する。
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附 則（平成２６年４月１５日教委規則第８号）

この規則は、公布の日から施行し、改正後の篠山市教育委員会事務局組織規

則の規定は、平成２６年４月１日から適用する。

附 則（平成２６年６月１９日教委規則第９号）

この規則は、平成２６年７月１日から施行する。

附 則（平成２７年３月１１日教委規則第３号）

（施行期日）

１ この規則は、平成２７年４月１日から施行する。

（経過措置）

２ この規則の施行の際現に在職する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（平成２６年法律第７６号。以下「改正法」という。）

による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律第１６条第１項の

教育委員会の教育長が改正法附則第２条第１項の規定により引き続き在職す

る間は、なお従前の例による。

附 則（平成２７年４月１６日教委規則第１７号）

この規則は、公布の日から施行し、改正後の篠山市教育委員会事務局組織規

則の規定は、平成２７年４月１日から適用する。

附 則（平成２８年４月２０日教委規則第３号）

この規則は、公布の日から施行し、改正後の篠山市教育委員会事務局組織規

則の規定は、平成２８年４月１日から適用する。

附 則（平成２９年３月２９日教委規則第４号）

この規則は、平成２９年４月１日から施行する。

別表（第３条関係）

教育総務課

(1) 教育委員会会議に関すること。

(2) 教育委員会規則等の制定及び告示、公示に関すること。

(3) 教育委員会の点検、評価に関すること。

(4) 公印の管守に関すること。

(5) 職員の任用、服務、賞罰に関すること。

(6) 職員の給与に関すること。

(7) 職員の共済及び福利厚生に関すること。

(8) 職員の研修に関すること。

(9) 教育振興基本計画の具現化に関すること。

(10) 学校適正配置に関すること。

(11) 教育委員会の予算及び決算の総括に関すること。

(12) 広報に関すること。
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(13) 奨学金制度に関すること。

(14) 調査、統計に関すること。

(15) 教育委員会内部の調整に関すること。

(16) その他、他課に属さない事務に関すること。

学校教育課

(1) 県費負担教職員の人事内申及び服務監督に関すること。

(2) 教職員の健康診断に関すること。

(3) 教職員の派遣研修等に関すること。

(4) 教職員等の表彰及び褒章に関すること。

(5) 市費学校職員等に関すること。

(6) 小・中・特別支援学校教育の指導助言に関すること。

(7) 教育課程の編成に関すること。

(8) 教職員の研修に関すること。

(9) 生徒指導、進路指導に関すること。

(10) 特別支援教育に関すること。

(11) 体験教育に関すること。

(12) 学校教育活動の支援に関すること。

こども未来課

幼児教育係

(1) 幼保一体化に関すること。

(2) 認定こども園の運営及び指導に関すること。

(3) 教育課程の編成に関すること。

(4) 幼稚園教育の指導助言に関すること。

(5) 就園奨励に関すること。

(6) 幼児教育に関すること。

(7) 預かり保育に関すること。

(8) 保育料等の決定及び徴収に関すること。

子育て支援係

(1) 保育園の運営及び指導に関すること。

(2) 保育料等の決定及び徴収に関すること。

(3) 放課後児童健全育成事業の実施に関すること。

(4) 子ども・子育て支援事業に関すること。

(5) 篠山市子ども・子育て会議に関すること。

学事課

学事係

(1) 園児・児童・生徒数の統計調査及び学校基本調査に関すること。
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(2) 児童・生徒の就学事務に関すること。

(3) 教科用図書の採択及び給与事務に関すること。

(4) 学校選択制に関すること。

(5) 就学援助に関すること。

(6) 学校保健に関すること。

(7) 児童生徒の健康診断等に関すること。

(8) 日本スポーツ振興センターに関すること。

(9) 学校給食費に関すること。

(10) スクールバスに関すること。

学校管理係

(1) 学校（園）施設の整備・検討に関すること。

(2) 学校施設整備補助金に関すること。

(3) 学校（園）施設の管理に関すること。

(4) 学校施設台帳に関すること。

(5) 学校（園）の予算決算に関すること。

(6) 学校（園）備品の整理及び監理に関すること。

(7) 学校用地の維持管理に関すること。

社会教育課

生涯学習係

(1) 生涯学習の総合企画に関すること。

(2) 生涯学習関係の委員会等に関すること。

(3) 生涯学習施設間の総合調整に関すること。

(4) 身体障害者社会学級に関すること。

(5) 国際理解に関すること。

(6) 人権教育に関する協議・調整・連絡に関すること。

(7) 青少年育成の総合企画に関すること。

(8) 青少年関係の委員会等に関すること。

(9) 青少年関係機関等の育成及び連携、調整に関すること。

(10) 丹波少年自然の家に関すること。

スポーツ振興係

(1) スポーツの総合企画に関すること。

(2) スポーツ関係の委員会等に関すること。

(3) 篠山ABCマラソン大会に関すること。

(4) スポーツクラブ２１の活動支援に関すること。

(5) 社会体育施設の連携、調整に関すること。

(6) 学校体育施設の開放に関すること。
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(7) 西紀運動公園に関すること。

(8) ホッケー競技の普及に関すること。

(9) ホッケー協会及びホッケークラブに関すること。

(10) 各種スポーツイベントに関すること。

文化財課

(1) 地域文化の総合企画に関すること。

(2) 文化施設運営の企画・調整に関すること。

(3) 展示・収蔵資料の管理に関すること。

(4) 篠山層群化石等資源の保存及び活用に関すること。

(5) 地域文化関係の委員会等に関すること。

(6) 文化財保護及び活用に関すること。

(7) 文化財調査及び指導に関すること。

(8) 国史跡の保存・整備に関すること。

(9) 伝統的建造物群保存地区の保存・整備に関すること。

(10) その他、地域文化に関すること。
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議案第２号説明資料

篠山市立篠山総合スポーツセンター条例施行規則の一部を改正す

る条例施行規則について

１ 改正の趣旨

   篠山市立篠山総合スポーツセンターは、地域住民のスポーツの振興を促進し、

あわせて福祉の増進を図るため、篠山市立篠山総合スポーツセンターとして設

置されています。

  このたび市名変更及び施設名称の変更による条例の改正に伴い、条例施行

規則を改正しようとするものです。

２ 改正の内容

  題名中「篠山総合スポーツセンター」を「丹波篠山総合スポーツセンター」

に改めます。

  本則中「篠山総合スポーツセンター」を「丹波篠山総合スポーツセンター」

に改めます。

  様式中「篠山総合スポーツセンター」を「丹波篠山総合スポーツセンター」

に改めます。

３ 施行期日

平成３１年５月１日
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現 行
○篠山市立篠山総合スポーツセンター条例施行規則

平成１９年１０月１７日

教委規則第８号

改正 平成２１年６月２２日教委規則第１０号

平成２７年１２月１６日教委規則第２８号

（趣旨）

第１条 この規則は、篠山市立篠山総合スポーツセンター条例（平成１９年篠

山市条例第２１号。以下「条例」という。）の施行について必要な事項を定

めるものとする。

（休館日及び開館時間）

第２条 篠山市立篠山総合スポーツセンター（以下「スポーツセンター」とい

う。）の休館日及び開館時間は、別表第１のとおりとする。ただし、教育委

員会が必要があると認めるときは、臨時にこれを変更することができる。

（使用の許可）

第３条 条例第４条の規定によりスポーツセンターの使用の許可を受けようと

する者は、篠山総合スポーツセンター使用許可申請書（様式第１号）を教育

委員会に提出しなければならない。

２ 前項の使用許可申請書の受付は、利用しようとする日の属する月の６月前

の初日から行うものとする。ただし、教育委員会が特に必要と認める場合は、

この限りでない。

３ 教育委員会は、第１項の許可をしたときは、篠山総合スポーツセンター使

用許可書（様式第２号）を交付するものとする。

（使用許可の変更）

第４条 スポーツセンターの使用の許可を受けた者（以下「利用者」という。）

がその取消し又は変更をしようとするときは、速やかに前条の使用許可書を

添えて教育委員会に申請し、許可を受けなければならない。

（使用許可の取消し等）

第５条 教育委員会は、条例第７条の規定により使用の許可を取り消し、又は

利用を停止させる場合は、その理由を付して利用者に通知しなければならな

い。

（使用料）

第６条 利用者は、条例第４条の使用の許可を受けたときは、速やかに使用料

を納付しなければならない。

（使用料の減免等）

第７条 条例第９条又は第１０条の規定により、使用料を減免又は還付（以下

この条において「減免等」という。）することができる場合及びその額は、
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篠山市公の施設使用料条例施行規則（平成１４年篠山市規則第２５号）第４

条又は第９条の規定を準用する。

２ 前項の規定により使用料の減免等を受けようとするものは、篠山総合スポ

ーツセンター使用料減免・還付申請書（様式第３号）を市長に提出しなけれ

ばならない。

（教室等の開催）

第８条 スポーツセンターは、次に掲げる事業を行うことができる。

(1) 教室、講座、講習会、大会等

(2) 体力向上のため特に必要と認める事業

２ 前項の事業について別に定める受講料、参加費等を徴収することができる。

（付属設備使用料の額）

第９条 スポーツセンターの付属設備の使用料は、別表第２に定めるとおりと

する。

（指定管理者に管理を行わせる場合の読替規定）

第１０条 条例第３条第１項の規定により指定管理者にスポーツセンターの管

理を行わせる場合にあっては、第２条中「教育委員会が必要があると認める

ときは」とあるのは「指定管理者が必要があると認めるときは、教育委員会

の承認を得て」と、第３条第２項ただし書中「教育委員会が特に必要と認め

る場合は」とあるのは「指定管理者が特に必要と認める場合は、教育委員会

の承認を得て」と、同条第１項及び第３項、第４条並びに第５条中「教育委

員会」とあり、並びに第７条第２項中「市長」とあるのは「指定管理者」と、

様式第１号及び様式第２号中「篠山市教育委員会」とあり、並びに様式第３

号中「篠山市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

（利用料金を指定管理者の収入として収受させる場合の読替規定）

第１１条 条例第１１条第１項の規定により利用料金を指定管理者の収入とし

て収受させる場合にあっては、第６条の見出し及び同条、第７条（見出しを

含む。）、第９条（見出しを含む。）、別表第２並びに様式第１号から様式

第３号までの様式中「使用料」とあるのは、「利用料金」と読み替えるもの

とする。

（委任）

第１２条 この規則の施行に関し、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

附 則 抄

（施行期日）

１ この規則は、平成２０年４月１日から施行する。

（経過措置）

２ この規則の施行の際、現に旧規則の規定によりなされた処分、手続きその
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他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりしたものとみなす。

（篠山市体育施設条例施行規則の一部改正）

３ 篠山市体育施設条例施行規則（平成１１年篠山市教育委員会規則第２６号）

の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

（篠山市公の施設使用料条例施行規則の一部改正）

４ 篠山市公の施設使用料条例施行規則（平成１４年篠山市規則第２５号）の

一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附 則（平成２１年６月２２日教委規則第１０号）

この規則は、平成２１年７月１日から施行する。

附 則（平成２７年１２月１６日教委規則第２８号）

この規則は、平成２８年４月１日から施行する。

別表第１（第２条関係）

施設の名称 休館日 開館時間 備考

体育館 １２月２８日～１

月４日

９時～２１時

武道場

トレーニング室

会議室

グラウンド（土） ９時～１７時 ４月１日から９月３０

日までの期間は、１９

時までとする。

人工芝グラウン

ド

テニスコート ９時～２１時

別表第２（第９条関係）

付属設備使用料

設備品目 単位 使用料 備考

コイン式シャワー １台 １００

円

１回につき ３分間使用可能

貸

出

物

品

ラケット等Ⅰ類 １ケ １００

円

１回につき 卓球ラケット・バレー

ボール・バスケットボ

ール

ラケット等Ⅱ類 １ケ ３００

円

１回につき テニスラケット・バド

ミントンラケット

有線マイク １本 ５００

円

１時間帯につ

き
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ポータブルマイク １本 ５００

円

ワイヤレスマイク １本 ８００

円

人工芝グラウンド

用仮設ラインテー

プ

１巻 １００

円

１回につき 最大全２２巻使用可

能
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議案第３号説明資料

篠山市立たんば田園交響ホールの設置及び管理に関する条例施行

規則の一部を改正する条例施行規則について

１ 改正の趣旨

  篠山市立たんば田園交響ホールは、地域住民の芸術文化の高揚を促進し、

あわせて福祉の増進を図るため、篠山市立たんば田園交響ホールとして設置

されています。

  このたびの市名変更及び施設名称の変更による条例の改正に伴い、条例施

行規則を改正しようとするものです。

２ 改正の内容

題名中「たんば田園交響ホール」を「田園交響ホール」に改めます。

本則中「たんば田園交響ホール」を「田園交響ホール」に改めます。

別表中「たんば田園交響ホール」を「田園交響ホール」に改めます。

様式中「たんば田園交響ホール」を「田園交響ホール」に改めます。

３ 施行期日

平成３１年５月１日
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現 行

○篠山市立たんば田園交響ホールの設置及び管理に関する条例施

行規則

平成２３年３月９日

教委規則第１号

（趣旨）

第１条 この規則は、篠山市立たんば田園交響ホールの設置及び管理に関する

条例（平成１１年篠山市条例第１００号。以下「条例」という。）の施行に

関し必要な事項を定めるものとする。

（休館日及び開館時間）

第２条 篠山市立たんば田園交響ホール（以下「交響ホール」という。）の休

館日及び開館時間は次のとおりとする。ただし、教育委員会が必要があると

認めるときは、これを変更することができる。

(1) 休館日は毎週月曜日、毎週火曜日及び１２月２９日から翌年１月３日ま

でとする。ただし、月曜日及び火曜日が国民の祝日に関する法律（昭和２

３年法律第１７８号）に規定する休日に当たるときは、その直後の同法に

規定する休日でない日とする。

(2) 開館時間は、午前９時から午後１０時までとする。

（運営委員会の所掌事務）

第３条 条例第５条に規定する運営委員会は、次に掲げる事項を審議する。

(1) 交響ホールの自主事業に関すること。

(2) 交響ホールの広報及び宣伝に関すること。

(3) 交響ホールの観客誘致対策に関すること。

(4) 交響ホールで行う文化芸術創造活動の育成

(5) 交響ホールに関する文化事業等の調整

(6) 交響ホールの館管理運営に関すること。

(7) その他必要と認めること。

（運営委員会の委員長及び副委員長）

第４条 運営委員会に、委員長及び副委員長各１人を置き、委員の互選により

定める。

２ 委員長は、会務を総理し、運営委員会を代表する。

３ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代

理する。

（運営委員会の会議）

第５条 運営委員会の会議は、委員長が招集し、会議の議長となる。

２ 運営委員会の会議は、委員の半数以上の出席がなければ、開くことができ

ない。
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３ 運営委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長

の決するところによる。

（使用の許可）

第６条 条例第７条の規定により使用の許可を受けようとする者は、篠山市立

たんば田園交響ホール使用許可申請書（様式第１号。以下「使用許可申請書」

という。）を教育委員会に提出しなければならない。

２ 使用許可申請書の受付は、利用しようとする日の１年前の日の属する月の

初日から利用しようとする日の１０日前の間に、練習については、利用する

日の３月前の日の属する月の初日から行うものとする。ただし、教育委員会

が特に必要と認める場合は、この限りでない。

３ 使用許可申請書の受付時間は、休館日以外の日の午前９時から午後５時ま

でとする。ただし、教育委員会が特に必要と認める場合は、この限りでない。

４ 教育委員会は、使用の許可をしたときは、篠山市立たんば田園交響ホール

使用許可書（様式第２号。以下「使用許可書」という。）を交付するものと

する。

（使用許可事項の変更）

第７条 交響ホールの使用の許可を受けた者（以下「利用者」という。）がそ

の取り消し又は変更をしようとするときは、速やかに使用許可書を添えて教

育委員会に申請しなければならない。

（使用許可の取消し等）

第８条 教育委員会は、条例第１１条の規定により使用の許可を取り消し、又

は利用を停止させる場合は、篠山市立たんば田園交響ホール使用不許可（取

消）通知書（様式第３号）により使用者に通知しなければならない。

（使用料）

第９条 使用者は、条例第７条の使用の許可を受けたときは、速やかに使用料

を納付しなければならない。

（附属設備の使用料の額）

第１０条 使用者は、交響ホールの附属設備を利用しようとするときは、別表

第１に定める附属設備使用料（消費税相当額を含む。）を納付しなければな

らない。

２ 使用料の計算方法は、別表第２のとおりとする。

３ 楽屋Aを使用する場合における使用料は、前項の規定にかかわらず、午前、

午後及び夜間をそれぞれ１区分として計算する。ただし、使用時間を超過し

た場合は、超過時間３０分につき使用料の１００分の１５を加算した額とす

る。

（使用料の免除）

16



第１１条 条例第１３条の規定により使用料の免除を受けようとする者は、篠

山市立たんば田園交響ホール使用料免除申請書（様式第４号）を教育委員会

に提出しなければならない。

（使用料の還付）

第１２条 条例第１４条ただし書の規定により、使用料を還付することができ

る場合及びその額は、次のとおりとする。

(1) 使用者の責めによらない理由により利用できないとき。使用料の全額

(2) 使用の変更又は取り消しを利用日前６月までに申し出て許可を受けた

とき。使用料の８割

(3) 使用の変更又は取り消しを利用日前３月までに申し出て許可を受けた

とき。使用料の５割

２ 前項の規定により使用料の還付を受けようとする者は、篠山市立たんば田

園交響ホール使用料還付申請書（様式第５号）を教育委員会に提出しなけれ

ばならない。

（損傷及び滅失の届出）

第１３条 使用者が交響ホール又は附属設備をき損し、又は滅失したときは、

直ちにその旨を教育委員会に届け出て、その指示に従わなければならない。

（その他）

第１４条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

附 則

（施行期日）

１ この規則は、平成２３年４月１日から施行する。

（経過措置）

２ この規則施行の日の前日までに、たんば田園交響ホールの設置及び管理に

関する条例施行規則（平成１１年篠山市規則第５９号）の規定に基づきなさ

れた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされ

たものとみなす。

別表第１（第１０条関係）

たんば田園交響ホール附属設備使用料

単位：円

区分 設備品名 単位 １区分の使用料

舞台設備 音響反射板 １基 ４，０００

前迫り １基 １，０００

後迫り １基 ２，０００

司会者台 １台 ３００
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演台 １台 ５００

所見台 １台 ２００

花台 １台 ２００

パイプイス １脚 ５０

特殊イス １脚 １００

長テーブル １台 ２００

表彰盆 １台 １００

平台（箱馬含む） １台 ２００

ケコミパネル １枚 ５０

人形立 １本 １００

めくり台 １本 １００

舞台用階段 １台 ２００

平台用移動キャスター １個 ５０

指揮台・指揮譜面台 １台 ３００

演奏者用譜面台 １台 ５０

譜面灯 １灯 ５０

毛せん １枚 ２００

長布団・座布団 １枚 １００

白布 １枚 １００

金屏風 １双 ２，０００

所作台 １式 １０，０００

松羽目 １式 ２，５００

竹羽目 １式 ２，５００

鳥屋囲 １式 １，０００

地がすり １式 ５，０００

上敷 １巻 ２００

リノリューム １巻 １，０００

一文字看板 １台 ４００

紗幕 １枚 ２，０００

ジョーゼット １式 ２，０００

雪カゴ １台 ５００

フラワーセット １式 ２，０００

花瓶 １台 ５００

ホワイトボード １台 ２００

照明設備 基本セット／ボーダーライト ２列 基本使用料に含
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む。

Aセット シーリングライト

サスペンションライト又は天板ライ

ト一式

５，０００

（フィルター別）

Bセット Aセット＋フロントサイドスポット一

式ホリゾントライト一式

１２，０００

（フィルター込）

プロセニアムライト １列 ２，０００

トーメンタルライト １式 ２，０００

アッパーホリゾントライト １列 ２，０００

ロアーホリゾントライト １列 ２，０００

シーリングスポットライト １式 ２，０００

フロントサイドスポットライト １式 ２，０００

フットライト １式 ２，０００

ピンスポットライト １基 ２，０００

フォローピンスポットライト

(1000W)

１台 １，０００

スポットライト(1500W) １台 ６００

スポットライト(1000W) １台 ４００

スポットライト(500W) １台 ２００

ステージビームライト １台 ５００

カッタースポットライト １台 ５００

２kwエフェクトマシーン １台 ３，０００

１kwエフェクトマシーン １台 ２，０００

オーロラマシーン １台 １，５００

波マシーン １台 １，５００

マルチストロボ １式 １，５００

ミラーボール（楕円型） １台 １，５００

ハイスタンド １台 １００

ロースタンド １台 ５０

カラーフィルター １枚 ５０

星球 １組 ２，０００

音響設備 基本セット／マイク ２本 基本使用料に含

む。

ダイナミックマイク １本 １，０００

コンデンサーマイク １本 １，２００
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ワイヤレスマイク １本 １，２００

エレベーターマイク １本 １，５００

３点吊りマイク １式 ３，０００

マイクスタンド １本 １５０

モニタースピーカー １台 ７００

オープンテープレコーダー １台 ８００

カセットテープレコーダー １台 ７００

MDレコーダー １台 ７００

CDレコーダー・プレーヤー １台 ７００

DATレコーダー １台 ８００

デジタル・エフェクター １台 ８００

移動型ミキサー １台 ２，０００

移動型デジタルミキサー １台 ４，０００

その他 スモークマシーン（液体別料金） １台 ２，０００

ドライアイスマシーン（ドライ別

料金）

１台 ２，０００

オーケストラピット（組立費別） １基 ８，０００

ビデオプロジェクター １台 ４，０００

１６mm映写機 １式 ２，０００

スライド映写機 １台 ２，０００

スクリーン １式 ２，０００

ピアノ（スタインウェイ） １台 １２，０００

ピアノ（ヤマハC―７） １台 ６，０００

練習用ピアノ １台 １，０００

大太鼓 １台 １，０００

ビデオカメラ １台 １，０００

ビデオデッキ １台 １，０００

持込機器電源使用料 １kw ３００

楽屋A（単独

で使用する

場合のみ）

午前（９時～１２時） １室 １，２００

午後（１３時～１７時） １室 １，６００

夜間（１８時～２２時） １室 １，８００

別表第２（第１０条関係）

たんば田園交響ホール附属設備使用料の計算方法

使用の状況 区分の考え方 １区分ごと

の料金割合
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交響ホール

で本番を行

う場合

本番 午前、午後、夜間をそれぞれ１区分と

する。

全額

リハーサルを

伴う準備及び

練習

準備及び練習の使用がリハーサルを

伴い連続している場合は、１区分とす

る。

全額

リハーサルを

伴わない準備

及び練習

準備及び練習の使用が連続使用して

いる場合は、１区分とする。

１／２を乗

じた額

交響ホール

で本番を行

わない場合

練習 １日を１区分とする。

ただし、午前、午後、夜間の使用が連

続していない場合は、それぞれを独立

した区分とみなすものとする。

１／２を乗

じた額

（備考） 使用区分の時間は、次のとおりとする。

(1) 午前 ９時～１２時

(2) 午後 １３時～１７時

(3) 夜間 １８時～２２時
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議案第４号説明資料

篠山市社会教育施設の予約の取扱いに関する要綱の一部を改正す

る要綱の制定について

１ 改正の趣旨

   篠山市では、生涯学習の振興及び市の施設の計画的かつ有効的な利用を図る

ことを目的として社会体育施設の予約等に関して必要な事項を定めた要綱が

設置されています。

  このたび市名変更及び施設名称の変更により、要綱を改正しようとするも

のです。

２ 改正の内容

  本則中「篠山総合スポーツセンター」を「丹波篠山総合スポーツセンター」

に改めます。

  様式中「篠山総合スポーツセンター」を「丹波篠山総合スポーツセンター」

に改めます。

３ 施行期日

平成３１年５月１日
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現 行
○篠山市社会教育施設の予約の取扱いに関する要綱

平成１６年１２月８日

教委要綱第１号

改正 平成１８年９月６日教委要綱第３号

平成１９年９月１９日教委要綱第２号

平成２０年２月１３日教委要綱第１号

平成２０年８月１２日教委要綱第２号

平成２２年１月７日教委要綱第１号

（趣旨）

第１条 この要綱は、生涯学習の振興及び市の施設の計画的かつ有効的な利用

を図ることを目的として、社会教育施設の予約等に関して必要な事項を定め

るものとする。

（予約）

第２条 教育委員会が別に定める施設を利用しようとする者は、使用許可申請

書を提出する前に、あらかじめ窓口予約等により、当該使用許可を受けよう

とする施設並びに日及び時間を予約することができるものとする。

２ 前項の予約が行える施設及び予約受付期間（教育委員会が特に必要と認め、

予約受付を別に行う場合を除く。）は、次のとおりとする。

施設名 予約受付期間

○四季の森生涯学習センター（多目的ホール） １年前から７日前まで

○四季の森生涯学習センター（上記以外の施設） ３ヶ月前から３日前まで

○中央公民館分館（城東公民館） ３ヶ月前から７日前まで

○さぎそうホール １年前から７日前まで

○篠山総合スポーツセンター ６ヶ月前から当日まで

○城東グラウンド（夜間照明施設を含む） ３ヶ月前から７日前まで

○四季の森運動公園グラウンド ３ヶ月前から７日前まで

○今田グラウンド（夜間照明施設を含む） ３ヶ月前から７日前まで

○B＆G海洋センター体育館 ３ヶ月前から７日前まで

○川代体育館 ３ヶ月前から７日前まで

○西紀体育館 ３ヶ月前から７日前まで

○今田体育館 ３ヶ月前から７日前まで

○城東多目的広場 ３ヶ月前から７日前まで

○丹南テニスコート ３ヶ月前から７日前まで

○今田テニスコート ３ヶ月前から７日前まで

○西紀中学校ナイター照明 ３０日前から７日前まで
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備考

(1) ３ヶ月前とは、予約又は申請する日の属する３ヶ月前の初日とする。

(2) ６ヶ月前とは、予約又は申請する日の属する６ヶ月前の初日とする。

(3) １年前とは、予約又は申請する日の属する１年前の初日とする。

(4) 上記の期日が土日祝日及び休館日（篠山総合スポーツセンターにあっ

ては、休館日）の場合は、その翌日とする。

３ 教育委員会は、予約の申込があった場合において、同じ施設、日又は時間

に複数の申込みがあった場合は、先着順、抽選その他教育委員会が適当と認

める方法により予約を決定するものとする。

（使用申請）

第３条 予約を行った者（以下「予約者」という。）は、速やかに当該利用し

ようとする施設の使用許可申請書を提出しなければならない。

（予約受付）

第４条 篠山総合スポーツセンターを除く予約の受付は、土日祝日及び休館日

を除き、午前９時から午後５時までとする。

２ 篠山総合スポーツセンターの予約の受付は、休館日を除き、午前９時から

午後８時までとする。

（優先予約）

第５条 予約希望者は、次の各号のいずれかに該当するときは、第２条に定め

る期間前であっても、優先的に施設を予約し、使用許可申請書を提出するこ

とができるものとする。

(1) 国又は地方公共団体若しくは公共的団体が主催し、又は共催して行う事

業を実施するとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、教育委員会が特に必要があると認めるとき。

（施設利用審査会）

第６条 予約による円滑な施設利用を促進するため施設利用審査会を設置する。

２ 施設利用審査会は、予約で利用する団体等の申請する各種大会等の内容を

審査するとともに、市内、市外の利用区分を決定する。

（使用料）

第７条 使用料は、施設の使用許可と同時に納付する。ただし、教育委員会は、

次の各号に掲げる場合は、使用料の納付期日を使用許可した日以降に別に定

めることができるものとする。

(1) 許可を受けた利用日が次年度となるとき。

(2) 屋外施設を利用するとき。

(3) その他教育委員会が必要と認めるとき。

（使用料の還付）
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第８条 使用料の還付は、篠山市公の施設使用料条例施行規則（平成１４年篠

山市規則第２５号）第８条の規定による。

２ 前項の還付を受けようとする者は、不使用申請及び不使用を申し出た日よ

り１４日以内に還付等申請書を教育委員会に提出しなければならない。

（その他）

第９条 その他この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

附 則

この要綱は、公布の日から施行する。

附 則（平成１８年９月６日教委要綱第３号）

この要綱は、平成１８年１０月１日から施行する。

附 則（平成１９年９月１９日教委要綱第２号）

この要綱は、平成１９年１０月１日から施行する。

附 則（平成２０年２月１３日教委要綱第１号）

この要綱は、平成２０年４月１日から施行する。

附 則（平成２０年８月１２日教委要綱第２号）

この要綱は、平成２０年９月１日から施行する。

附 則（平成２２年１月７日教委要綱第１号）

この要綱は、公布の日から施行する。
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篠山市教育振興基本計画策定委員会設置要綱
平成３１年 ４月 １日

教育委員会要綱第６号

（設置）

第１条 教育基本法（平成１８年法律第１２０号）第１７条第２項の規定に基づき、本市におけ
る教育振興のための施策に関する基本的な計画を定めるため、篠山市教育振興基本計画策定委

員会（以下「策定委員会」という。）を置く。
（所掌事務）

第２条 策定委員会は、篠山市教育振興基本計画の策定に関し、必要な調査・検討を行い、その
原案を篠山市教育委員会（以下「教育委員会」という。）に答申することを職務とする。

（組織）
第３条 策定委員会は、委員１０人以内で組織する。

２ 委員は、教育に識見のある者、学校教育関係者及び社会教育関係者のうちから、教育委員会
が委嘱する。

３ 委員の任期は、１年とする。ただし、再任は妨げない。
（委員長及び副委員長）

第４条 策定委員会に委員長及び副委員長各１人を置く。
２ 委員長及び副委員長は、委員の互選による。

３ 委員長は、会務を総括し、策定委員会を代表する。
４ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理

する。
（会議）

第５条 策定委員会の会議（以下「会議」という。）は、委員長が招集する。
２ 会議は、過半数の委員の出席により成立し、その議事は、出席委員の過半数で決する。ただ

し、可否同数となったときは、委員長の決するところによる。
３ 委員長は、審議上必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見を述べ

させることができる。
（部会）

第６条 策定委員会は、必要に応じて部会を置くことができる。
２ 部会に属する委員は、委員長が指名する。

３ 部会に部会長を置く。
４ 部会長は、部会に属する委員の互選によって定める。

５ 部会長の職務及び部会の会議については、第４条第３項及び前条の規定を準用する。
（庶務）

第７条 策定委員会の庶務は、教育委員会教育総務課において処理する。
（その他）

第８条 この要綱に定めるもののほか、策定委員会の運営について必要な事項は、委員長が策定
委員会に諮って定める。

附 則

（施行期日）
１ この要綱は、平成３１年４月１日から施行する。

（要綱の失効）
２ この要綱は、第１条に定める計画の策定をもって効力を失う。

（特例措置）

３ 第５条第１項の規定にかかわらず、この要綱の施行の日以後最初に開催する会議については、

教育長が招集するものとする。
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■篠山市教育振興基本計画策定委員

氏名 フリガナ 分野 所属

1 當山　清実 ﾄｳﾔﾏ ｷﾖｻﾈ 大学関係
兵庫教育大学大学院
学校教育研究科  教授

2 向井　祥隆 ﾑｶｲ ﾖｼﾀｶ 社会教育 市社会教育委員

3 中西　健治 ﾅｶﾆｼ ｹﾝｼﾞ 歴史文化 市文化財保護審議会委員

4 足立　真理子 ｱﾀﾞﾁ ﾏﾘｺ 国際理解
篠山国際理解センター
理事・事務局長

5 山本　晴朗 ﾔﾏﾓﾄ ﾊﾙｱｷ 地域活動 篠山市民プラザ相談員

6 畑　早苗 ﾊﾀ ｻﾅｴ 保育園 にしき保育園長

7 西嶋  睦美 ﾆｼｼﾞﾏ ﾑﾂﾐ
幼稚園
こども園

味間認定こども園長

8 津瀬　雅之 ﾂｾ ﾏｻﾕｷ 小学校 小学校長会長

9 中道　博 ﾅｶﾐﾁ ﾋﾛｼ 中学校 中学校長会長

10 奥田　格 ｵｸﾀﾞ ﾀﾀﾞｽ 高等学校 篠山鳳鳴高等学校校長
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第３期篠山きらめき教育プラン（篠山市教育振興計画）策定の流れ

○第２期プランの検証と第３期プラン骨子案作成 平成３１年４月～５月

  ４月下旬：第２期プラン検証データの集約と要点・課題抽出（3月中旬に各課依頼）

              第３期プラン骨子案（基本項目）の提出依頼（４月 11日を予定）

         ※骨子案提出締め切りは４月 26日（金）の予定

  ５月上旬：第３期プラン骨子案のとりまとめ

  ５月中旬：研修会の開催（管理職・教育委員等）

  ５月 29 日：定例教育委員会で検証結果の報告と骨子案協議

       定例教育委員会での協議を受けて素案の提出依頼

         ※素案提出締め切りは６月 14日（金）の予定

  ５月下旬：骨子案に対する外部有識者等の意見聴取

○第３期プランの素案作成 平成３１年６月～７月

  ６月下旬：素案の作成

  ７月上旬：素案に対する外部有識者等の意見聴取

  ７月中旬：定例教育委員会で素案の協議

  ７月下旬：素案細部の調整

○パブリックコメントと最終案の作成 平成３１年８月～10月

  ８月中旬：定例教育委員会で最終素案の議決

  ８月下旬：パブリックコメント（１カ月間）

  ９月下旬：外部有識者等の意見聴取

10月中旬：最終案作成

○プランの確定と公表

  11 月中旬：教育委員会にて議決

          ※平成 32年度篠山の教育（教育方針）に反映

  12 月初旬：市議会全員協議会で報告

       一般公表
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