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○丹波篠山市教育支援委員会条例

平成１１年４月１日

条例第７８号

改正 平成２７年３月３０日条例第２０号

（設置）

第１条 心身に障害及び発達障害がある幼児、児童及び生徒並びにその傾向が

認められる幼児、児童及び生徒（以下「特別な支援を必要とする幼児児童生

徒」という。）の適切な教育環境を確保するため、丹波篠山市教育支援委員

会（以下「委員会」という。）を置く。

（所掌事務）

第２条 委員会は、教育委員会の諮問に応じ、特別な支援を必要とする幼児児

童生徒に対して、就学及び就学後の一貫した教育支援について助言を行うた

め、必要な調査、教育相談、審査及び判定を行う。

（組織）

第３条 委員会は、委員１７人以内をもって組織する。

２ 委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。

(1) 医師 ３人以内

(2) 識見を有する者 ２人以内

(3) 学校教育関係の職員 ８人以内

(4) 児童福祉関係の職員 ３人以内

(5) 特別な支援を必要とする幼児児童生徒保護者代表 １人

（委員の任期）

第４条 委員の任期は１年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残

任期間とする。

（委員長及び副委員長）

第５条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によってこれを定め

る。

２ 委員長は委員会を代表し、会務を総理する。

３ 副委員長は委員長を助け、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けた

ときは、その職務を代理する。

（会議）

第６条 委員会は、委員長が招集する。

２ 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

３ 議事は、出席委員の過半数で決定し、可否同数のときは委員長の決すると

ころによる。

４ 委員会は、必要に応じて会議に関係者の出席を求め、その意見を聞くこと
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ができる。

（庶務）

第７条 委員会の庶務は、教育委員会事務局において処理する。

（委任）

第８条 この条例に定めるもののほか、会議の運営その他必要な事項は、別に

定める。

附 則

この条例は、平成１１年４月１日から施行する。

附 則（平成２７年３月３０日条例第２０号）

（施行期日）

１ この条例は、平成２７年４月１日から施行する。

（篠山市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一

部改正）

２ 篠山市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例（平

成１１年篠山市条例第４６号）の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略
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○丹波篠山市文化財保護条例（抜粋）

平成１１年４月１日

条例第９５号

改正 平成１７年３月１１日条例第１２号

（文化財保護審議会）

第３９条 法第１９０条第１項の規定に基づき、文化財の保存及び活用につい

て審議するため、委員会の附属機関として丹波篠山市文化財保護審議会（以

下「審議会」という。）を置く。

２ 審議会の組織及び運営に関して必要な事項は、規則で定める。

（委任）

第４０条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
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○丹波篠山市文化財保護条例施行規則（抜粋）

平成１１年４月１日

教委規則第２８号

（文化財保護審議会）

第１４条 条例第３９条の規定による丹波篠山市文化財保護審議会（以下「審

議会」という。）は、次の各号に掲げる事項について調査、審議し、又はこ

れらの事項に関して委員会に建議することができる。

(1) 文化財の指定又は指定解除に関すること。

(2) 無形文化財の保持者又は保持団体若しくは無形民俗文化財の保存関係

者の認定又は認定解除に関すること。

(3) 条例第１３条（条例第３８条において準用する場合を含む。）の規定に

基づく許可又は指示に関すること。

(4) 条例第１７条（条例第３８条において準用する場合を含む。）の規定に

基づく制限又は禁止に関すること。

(5) その他委員会が必要と認める事項

（審議会委員）

第１５条 審議会の委員（以下「委員」という。）は、次の各号に掲げる者の

うちから委員会が委嘱する。

(1) 識見を有する者

(2) その他文化財に関し識見の高い者

２ 委員の定数は６人とし、任期は２年とする。ただし、補欠による委員の任

期は前任者の残任期間とする。

（会長）

第１６条 審議会に会長を置く。

２ 会長は、会議を主宰し、審議会を代表する。

３ 会長は、委員の互選により定める。

４ 会長の任期は、委員の在任期間とし、再選は妨げない。

（会議）

第１７条 会議は、会長が必要に応じて招集する。

２ 会議の議長は、会長が当たる。

３ 会議は、委員の過半数の出席により成立し、議事は、出席委員の過半数を

もって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
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議案第４号説明資料

丹波篠山市一時預かり保育事業実施要綱の一部を改正する要綱について

１ 改正の趣旨

  国の「子ども・子育て支援交付金」の一部改正に伴い、本市の要綱を改正

しようとするものです。

２ 改正の内容

別表中の基準額を国の改正内容に準じて改めます。

３ 施行期日

平成３１年４月１日
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現 行
○丹波篠山市一時預かり保育事業実施要綱

平成２７年３月１１日

教委要綱第３号

改正 平成２９年６月１５日教委要綱第８号

（趣旨）

第１条 この要綱は、一時的に家庭での児童の保育が困難な場合に、児童を市

内の保育所及び認定こども園（以下「保育所等」という。）において、一時

的に預かり、必要な保育を行う事業を実施することにより、児童福祉の向上

を図るものとする。

（対象児童）

第２条 事業の対象となる児童（以下「対象児童」という。）は、保育所等に

入所していない生後６カ月以上で就学前の児童とする。

（利用申込）

第３条 事業を利用しようとする対象児童の保護者（以下「申請者」という。）

は、一時預かり事業利用申込書（別記様式。以下「申込書」という。）を利

用しようとする保育所等に提出するものとする。

（利用期間）

第４条 事業の１日当たりの利用時間は、事業を利用する保育所等の開所時間

のうち８時間以内とする。

２ 事業の１月当たりの利用日数は、対象児童１人につき１２日を限度とする。

３ 前２項の規定に関わらず、特別な事情のある場合は、利用期間の延長を行

うことができる。

（利用料）

第５条 事業における利用料の額は、事業を実施する保育所等が設定する額と

する。

２ 事業における利用料は、事業を実施する保育所等が徴収するものとする。

（対象保育所等）

第６条 事業の対象となる保育所等は、兵庫県知事に事業の届け出を行った者

とする。

（補助金の額）

第７条 教育委員会は、別表に定めるところにより、毎年度予算の範囲内で事

業の実施に必要な経費の全部又は一部を補助するものとする。

（補助金の交付）

第８条 市長は、事業完了後予算の範囲内において、補助金を交付する。

（補則）

第９条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会が別に定める。
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附 則

この要綱は、平成２７年４月１日から施行する。

附 則（平成２９年６月１５日教委要綱第８号）

この要綱は、公布の日から施行し、改正後の篠山市一時預かり保育事業実施

要綱の規定は、平成２９年４月１日から適用する。

別表（第７条関係）

年間延べ利用児童数 基準額

３００人未満 １，５０７，０００円

３００人以上９００人未満 １，６５０，０００円

９００人以上１，５００人未満 ２，９７０，０００円

１，５００人以上２，１００人未満 ４，２９０，０００円

２，１００人以上２，７００人未満 ５，６１０，０００円

２，７００人以上３，３００人未満 ６，９３０，０００円

３，３００人以上３，９００人未満 ８，２５０，０００円

３，９００人以上 ９，５７０，０００円
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議案第５号説明資料

丹波篠山市放課後児童健全育成事業補助金交付要綱の一部を改正する要

綱について

１ 改正の趣旨

  国の「子ども・子育て支援交付金」の一部改正に伴い、本市の要綱を改正

しようとするものです。

２ 改正の内容

別表中の基準額を国の改正内容に準じて改めます。

３ 施行期日

平成３１年４月１日
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現 行
○丹波篠山市放課後児童健全育成事業補助金交付要綱

平成２２年３月２３日

教委要綱第３号

改正 平成２３年３月９日教委要綱第３号

平成２３年１２月８日教委要綱第１７号

平成２４年１１月１２日教委要綱第９号

平成２６年３月１１日教委要綱第４号

平成２７年３月１１日教委要綱第８号

平成２８年３月１１日教委要綱第４号

平成２８年８月１７日教委要綱第１０号

平成２９年６月１５日教委要綱第１０号

平成３０年１０月１６日教委要綱第３号

（目的）

第１条 この要綱は、丹波篠山市教育委員会補助金交付に関する規則（平成１

６年篠山市教育委員会規則第２号。以下「規則」という。）に基づき、児童

福祉法（昭和２２年法律第１６４号。以下「法」という。）第６条の３第２

項に規定する放課後児童健全育成事業（以下「事業」という。）を実施する

者に対し、予算の範囲内において補助金を交付することにより、児童の健全

な育成を図ることを目的とする。

（定義）

第２条 この要綱において「放課後児童」とは、丹波篠山市内に住所を有し、

丹波篠山市立小学校及び中学校の設置に関する条例（平成１１年篠山市条例

第７７号）に規定する小学校に在学する児童で、その保護者（法第６条に規

定する保護者をいう。以下同じ。）及び同居の親族その他の者の就労、疾病

その他の理由により、昼間家庭において適切な保育を受けることができない

ものをいい、「児童クラブ」とは放課後児童に対し、適切な遊び及び生活の

場を整え、仲間づくりや生活指導を行うことにより、放課後児童の健全な育

成を図る施設をいう。

（補助金の交付対象事業）

第３条 補助金の交付対象となる事業は、次に掲げる要件を備えていなければ

ならない。

(1) 放課後児童数が年間（４月１日から翌年３月３１日までをいう。以下同

じ。）平均１０人以上であること。ただし、地理的条件その他特別の事情

がある場合は、この限りでない。

(2) 年間２５０日以上開設し、１日３時間以上実施すること。また、長期休

業期間などについては１日８時間以上実施すること。
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(3) 適性を有する指導員が確保されていること。

(4) 衛生及び安全が確保された設備を整える等により適切な遊び及び生活

の場が与えられること。

（補助金の交付対象団体）

第４条 補助金の交付対象となる団体は、次に掲げる要件を備えていなければ

ならない。

(1) 民設民営により事業の管理運営を行っていること。

(2) 運営主体が法人格を有していること。

(3) １小学校区１施設であること。

（事業内容）

第５条 児童クラブにおいて実施する事業の内容は、次のとおりとする。

(1) 放課後児童の健康管理及び情緒の安定の確保

(2) 出欠確認をはじめとする放課後児童の安全確認並びに活動中及び来

所・帰宅時の安全確保

(3) 放課後児童の活動状況の把握

(4) 遊びの活動への意欲及び態度の形成

(5) 遊びを通しての自主性、社会性及び創造性の形成

(6) 連絡帳等を通じた家庭との日常的な連絡及び情報交換の実施

(7) その他放課後児童の健全育成上必要な活動

（補助金の交付対象経費）

第６条 補助金の交付対象となる経費は、事業の実施に必要な別表に定める経

費とする。

（補助金の額）

第７条 補助金の額は、別表に定める額を限度とし、補助金の額に１，０００

円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額とする。

（補助金の交付の申請）

第８条 前条の補助金の交付を受けようとする者（以下「補助対象事業者」と

いう。）は補助金交付申請書（様式第１号）にその他必要な書類を添えて定

められた期日までに提出しなければならない。

（補助金の交付の決定）

第９条 教育委員会は、補助金の交付の申請があったときは、当該申請に係る

関係書類等の審査、必要に応じて行う現地調査等により、速やかに補助金を

交付するかどうかを決定するものとする。

２ 教育委員会は、前項の場合において、適正な交付を行うため必要があると

きは、補助金の交付の申請に係る事項につき修正を加えて補助金の交付の決

定をすることができる。
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（補助金の交付の条件）

第１０条 教育委員会は、補助金の交付の決定をする場合において、補助金の

目的を達成するため必要があると認められる場合は、条件を付するものとす

る。

２ 前項の規定により付する条件には、当該補助事業の完了後においても従う

べき事項を内容とする条件を含むものとする。

（決定の通知）

第１１条 教育委員会は、第９条及び第１０条の規定により補助金の交付の決

定をしたときは、速やかにその決定の内容及びこれに条件を付した場合には

その条件を補助金交付決定通知書（様式第２号）により補助対象事業者に通

知するものとする。

（申請の取下げ）

第１２条 補助対象事業者は、第１１条第１項の規定による通知を受けた場合

において、当該通知に係る補助金の交付の決定の内容又はこれに付された条

件に不服があるときは、当該通知を受けた日の翌日から起算して７日以内に

文書をもって申請の取下げをすることができる。

２ 前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金の

交付の決定はなかったものとみなす。

（補助事業の変更、中止又は廃止）

第１３条 補助対象事業者は、第１号又は第２号に掲げる変更を行おうとする

場合は補助金交付決定内容変更承認申請書（様式第３号）を、第３号に掲げ

る中止又は廃止を行おうとする場合は補助事業中止（廃止）承認申請書（様

式第４号）を教育委員会に提出しなければならない。ただし、軽微な変更に

ついては、この限りでない。

(1) 補助事業に要する経費の配分の変更

(2) 補助事業の内容の変更

(3) 補助事業の中止又は廃止

２ 教育委員会は、前項の申請に対し、申請事項を承認すべきと認めたときは、

その旨を補助金交付決定内容変更承認通知書（様式第５号）又は補助事業中

止（廃止）承認通知書（様式第６号）により補助対象事業者に通知するもの

とする。

（交付決定額の変更）

第１４条 補助対象事業者は、第１１条の規定により通知された金額（以下「交

付決定額」という。）の変更を受けようとするときは、補助金変更交付申請

書（様式第７号）にその他必要な書類を添えて定められた期日までに提出し

なければならない。
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２ 教育委員会は、前項の申請があったときは第９条及び第１０条の規定に準

じ決定を行い、その旨を補助金交付決定変更通知書（様式第８号）により補

助対象事業者に通知するものとする。

（補助事業の遂行状況報告等）

第１５条 補助対象事業者は、教育委員会から補助事業の遂行状況の報告を求

められたときは、教育委員会に当該報告をしなければならない。

２ 補助対象事業者は、補助事業が予定の期間内に完了する見込みがない場合

又は補助事業の遂行が困難となった場合は、速やかに補助事業遂行困難状況

報告書（様式第９号）を教育委員会に提出して、その指示を受けなければな

らない。

（実績報告）

第１６条 補助対象事業者は、補助事業が完了したとき（補助事業の廃止の承

認を受けたときを含む。以下同じ。）又は第９条の交付決定に係る市の会計

年度が終了したときは、補助事業実績報告書（様式第１０号）にその他必要

な書類を添えて定められた期日までに提出しなければならない。

（是正のための措置）

第１７条 教育委員会は、前条に規定する報告を受けた場合において、その報

告に係る補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件

に適合しないと認めるときは、当該補助事業につき、これに適合させるため

の措置をとるべきことを当該補助対象事業者に対して指示することができる。

２ 前項の規定は、第１５条第１項の報告があった場合に準用する。

３ 補助対象事業者は、第１項の措置が完了したときは、第１６条の規定に従

って実績報告をしなければならない。

（補助金の額の確定）

第１８条 教育委員会は、補助事業の完了に係る第１６条及び前条第３項の実

績報告があった場合において、報告書等の書類の審査、必要に応じて行う現

地調査等により、その報告に係る補助事業の成果が補助金の交付の決定の内

容及びこれに付した条件に適合すると認められたときは、交付すべき補助金

の額を確定し、補助金額確定通知書（様式第１１号）により当該補助対象事

業者に通知するものとする。

２ 教育委員会は、確定した補助金の額が交付決定額と同額であるときは、前

項の規定による通知を省略することができる。

（補助金の交付）

第１９条 教育委員会は、前条により額の確定を行った後、補助対象事業者か

ら提出される補助金請求書（様式第１２号）により補助金を交付する。

２ 教育委員会は、必要があると認めるときは、前条の規定にかかわらず概算
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払いをすることができる。

３ 補助金は、交付請求書が提出された日から１か月以内に第９条で決定され

た４分の３以内を、残りは必要に応じて交付する。ただし、教育委員会が特

別の事情があると認める場合は、この限りでない。

（交付決定の取消し）

第２０条 教育委員会は、補助対象事業者が次の各号のいずれかに該当すると

認めたときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) この要綱の規定に違反したとき。

(2) 補助金を補助対象事業以外の用途に使用したとき。

(3) 交付決定の内容及びこれに付した条件に違反したとき。

(4) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

２ 教育委員会は前項の取消しの決定を行ったときは、その旨を補助金交付決

定取消通知書（様式第１３号）により当該補助対象事業者に通知するものと

する。

（補助金の返還）

第２１条 教育委員会は、前条第１項の取消しを決定した場合において、当該

取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、補助金返還

通知書を（様式第１４号）を補助対象事業者に送付し、その返還を命ずるも

のとする。

２ 教育委員会は、補助対象事業者に交付すべき補助金の額を確定した場合に

おいて、既にその額を超える補助金が交付されているときは、期限を定めて

その返還を命ずるものとする。

（延滞金）

第２２条 補助対象事業者は、補助金の返還を命ぜられ、これを納期限までに

納付しなかったときは、補助金返還催告通知書（様式第１５号）により当該

補助金の額に丹波篠山市督促手数料及び延滞金徴収条例（平成１１年篠山市

条例第６５号）で定めるところにより計算した金額に相当する延滞金を加算

して市に返還しなければならない。

（財産処分の制限）

第２３条 補助対象事業者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した次

に掲げる財産を教育委員会の承認を受けないで、補助金の交付の目的に反し

て使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただ

し、補助金の交付の目的及び当該財産の耐用年数を勘案して教育委員会が定

める期間を経過した場合は、この限りでない。

（帳簿等の備付け）

第２４条 補助対象事業者は、当該補助事業に係る収入及び支出の状況を明ら
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かにした帳簿を備え、かつ、収入及び支出について証拠書類を整理し、当該

補助事業が完了した年度の翌年度から５年間保存しなければならない。

附 則

この要綱は、平成２２年４月１日から施行する。

附 則（平成２３年３月９日教委要綱第３号）

この要綱は、公布の日から施行し、平成２２年４月１日から適用する。

附 則（平成２３年１２月８日教委要綱第１７号）

この要綱は、公布の日から施行し、改正後の篠山市放課後児童健全育成事業

補助金交付要綱の規定は、平成２３年４月１日から適用する。

附 則（平成２４年１１月１２日教委要綱第９号）

この要綱は、公布の日から施行し、改正後の篠山市放課後児童健全育成事業

補助金交付要綱の規定は、平成２４年４月１日から適用する。

附 則（平成２６年３月１１日教委要綱第４号）

この要綱は、公布の日から施行し、改正後の篠山市放課後児童健全育成事業

補助金交付要綱の規定は、平成２５年４月１日から適用する。

附 則（平成２７年３月１１日教委要綱第８号）

この要綱は、公布の日から施行し、改正後の篠山市放課後児童健全育成事業

補助金交付要綱の規定は、平成２６年４月１日から適用する。

附 則（平成２８年３月１１日教委要綱第４号）

この要綱は、公布の日から施行し、改正後の篠山市放課後児童健全育成事業

補助金交付要綱の規定は、平成２７年４月１日から適用する。

附 則（平成２８年８月１７日教委要綱第１０号）

この要綱は、公布の日から施行し、改正後の篠山市放課後児童健全育成事業

補助金交付要綱の規定は、平成２８年４月１日から適用する。

附 則（平成２９年６月１５日教委要綱第１０号）

この要綱は、公布の日から施行し、改正後の篠山市放課後児童健全育成事業

補助金交付要綱の規定は、平成２９年４月１日から適用する。

附 則（平成３０年１０月１６日教委要綱第３号）

この要綱は、公布の日から施行し、改正後の篠山市放課後児童健全育成事業

補助金交付要綱の規定は、平成３０年４月１日から適用する。

別表（第６条、第７条関係）

丹波篠山市放課後児童健全育成事業補助金算定基礎

１ 基準額 ２ 対象経費 ３ 補助額

１ 放課後児童健全育成事業（放課後児

童クラブ）１支援単位当たり年額

(1) 構成する児童の数が２０人未満

放課後児童クラブ

の運営に必要な経費

［人件費（報酬、給

第１欄に定

める基準額と

第２欄に定め
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の支援の単位

２，２３８，０００円－（１９人

－支援の単位を構成する児童の数）

×２７，０００円

(2) 構成する児童の数が２０～３５

人の支援の単位）

４，３０６，０００円－（３６人

－支援の単位を構成する児童の数）

×２５，０００円

(3) 構成する児童の数が３６～４５

人の支援の単位）

４，３０６，０００円

(4) 構成する児童の数が４６人～７

０人の支援の単位）

４，３０６，０００円－（支援の

単位を構成する児童の数－４５人）

×５３，０００円

(5) 構成する児童の数が７１人以上

の支援の単位）

２，９１７，０００円

(6) 開設日数加算額

（年間開所日数－２５０日）×１

７，０００円

(7) 長期休業支援加算額

長期休暇中に支援の単位を新たに

設けて運営する等の場合

（上記要件に該当する開設日数）

×１７，０００円

(8) 長時間開設加算額

① 平日分（１日６時間を超え、か

つ１８時を越えて開設する場合）

「１日６時間を超え、かつ１８

時を越える時間」の年間平均時間

数×３７８，０００円

② 長期休業期間分（１日８時間を

超えて開設する場合）

料、職員手当等、共

済費、賃金及び通勤

旅費）、事業費（報

償費、活動旅費、需

用費（飲食物費を除

く）、役務費、委託

料、使用料及び賃借

料、原材料費、備品

購入費、負担金］

る対象経費の

実支出額から

寄付金その他

の収入額を控

除した額を比

較して少ない

方の額

ただし、１，

０００円未満

の端数が生じ

た場合にはこ

れを切り捨て

るものとする。
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「１日８時間を超える時間」の

年間平均時間数×１７０，０００

円

２ 放課後児童クラブ支援事業費（１支

援単位当たり年額）

(1) 障害児受入推進事業

年額 １，７９６，０００円

放課後児童クラブ

支援事業に必要な経

費［人件費（報酬、

給料、職員手当等、

共済費、賃金及び通

勤旅費）、事業費（報

償費、活動旅費、需

用費（飲食物費を除

く）、役務費、委託

料、使用料及び賃借

料、原材料費、備品

購入費、負担金］

第１欄に定

める基準額と

第２欄に定め

る対象経費の

実支出額から

寄付金その他

の収入額を控

除した額を比

較して少ない

方の額

ただし、１，

０００円未満

の端数が生じ

た場合にはこ

れを切り捨て

るものとする。

３ 障害児受入強化推進事業（１支援単

位当たり年額）

障害児を３人以上受け入れる場合

年額 １，７９６，０００円

障害児受入強化推

進事業に必要な経費

［人件費（報酬、給

料、職員手当等、共

済費、賃金及び通勤

旅費）、事業費（報

償費、活動旅費、需

用費（飲食物費を除

く）、役務費、委託

料、使用料及び賃借

料、原材料費、備品

購入費、負担金］

第１欄に定

める基準額と

第２欄に定め

る対象経費の

実支出額から

寄付金その他

の収入額を控

除した額を比

較して少ない

方の額

ただし、１，

０００円未満

の端数が生じ

た場合にはこ

れを切り捨て

るものとする。

４ 放課後児童クラブ施設整備等事業費 放課後児童クラブ 協議により、
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(1) 増改築整備費

(2) 施設及び設備修繕費

(3) その他運営に必要な経費

施設の増改築に係る

経費、施設及び設備

の修繕に係る経費

（修繕費、工事請負

費、備品購入費等）

必要と認めた

経費（千円未満

切捨て）

５ 放課後児童支援員キャリアアップ処

遇改善事業

１支援の単位当たりの(1)～(3)の合

計額

(1) 放課後児童支援員を配置

対象職員１人当たり １２５，０

００円

(2) 概ね経験年数５年以上の放課後

児童支援員で、一定の研修を受講し

た者を配置

対象職員１人当たり ２５１，０

００円

(3) (2)の条件を満たす概ね経験年数

１０年以上の放課後児童支援員で、

事務所長（マネジメント）的立場に

ある者を配置

対象職員１人当たり ３７７，０

００円

※１支援の単位当たりの基準額は、

８７８，０００円を上限とする。

※事業実施月数（１月に満たない端

数を生じたときは、これを１月と

する。）が１２月に満たない場合

には、各基準額ごとに算定された

金額に「事業実施月数÷１２」を

乗じた額（１円未満切り捨て）と

する。

放課後児童支援員

キャリアアップ処遇

改善事業の実施に必

要な経費（給料、職

員手当等（時間外勤

務手当、期末勤勉手

当、通勤手当、）共

済費（社会保険料）、

賃金）、委託料及び

補助金

６ 利用料減免補助費

(1) 同一世帯において２人以上の児

童を入所させている場合の当該児童

（うち１人の児童を除く）

利用料減免相当分 第１欄に定

める額に対象

児童数を乗じ

た額

34



利用料の２分の１の額

(2) 児童扶養手当法の規定による手

当てを支給されている者と同一世帯

にある児童

利用料の２分の１の額

(3) 生活保護法の規定により保護を

受けている者と同一世帯にある児童

利用料全額
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議案第６号説明資料

丹波篠山市延長保育促進事業補助金交付要綱の一部を改正する要綱につ

いて

１ 改正の趣旨

  国の「子ども・子育て支援交付金」の一部改正に伴い、本市の要綱を改正

しようとするものです。

２ 改正の内容

別表中の基準額を国の改正内容に準じて改めます。

３ 施行期日

平成３１年４月１日
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現 行
○丹波篠山市延長保育促進事業補助金交付要綱

平成２２年３月２６日

教委要綱第１２号

改正 平成２３年３月９日教委要綱第４号

平成２４年２月８日教委要綱第１号

平成２４年７月１９日教委要綱第８号

平成２６年３月１１日教委要綱第５号

平成２７年３月１１日教委要綱第６号

平成２８年３月１１日教委要綱第３号

平成２９年６月１５日教委要綱第９号

（目的）

第１条 この要綱は、本市内の私立保育所及び私立認定こども園（以下「私立

保育所等」という。）に対し、延長保育促進事業を実施する事業の実施に要

する費用を交付することにより、その事業の円滑な実施を確保し、もって児

童福祉の向上に資することを目的とする。

（補助金交付の対象）

第２条 事業の交付の対象となる私立保育所等は、兵庫県知事及び厚生労働大

臣の承認を得た者とする。

（補助金の額）

第３条 教育委員会は、別表の定めるところにより、毎年度予算の範囲内で事

業の実施に必要な経費の全部又は一部を補助するものとする。

（補助金の交付）

第４条 市長は、事業完了後予算の範囲内において、補助金を交付する。

（補則）

第５条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会が別に定める。

附 則

（施行期日）

１ この要綱は、平成２２年４月１日から施行する。

（経過措置）

２ この要綱の施行日の前に、篠山市私立保育所特別保育事業補助金交付要綱

（平成１６年篠山市要綱第２３号）の規定によりなされた処分、手続きその

他の行為は、それぞれこの要綱の相当規定によりなされたものとみなす。

附 則（平成２３年３月９日教委要綱第４号）

この要綱は、公布の日から施行し、平成２２年４月１日から適用する。

附 則（平成２４年２月８日教委要綱第１号）

この要綱は、公布の日から施行し、平成２３年４月１日から適用する。
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附 則（平成２４年７月１９日教委要綱第８号）

この要綱は、公布の日から施行し、改正後の篠山市延長保育促進事業補助金

交付要綱の規定は、平成２４年４月１日から適用する。

附 則（平成２６年３月１１日教委要綱第５号）

この要綱は、公布の日から施行し、改正後の篠山市延長保育促進事業補助金

交付要綱の規定は、平成２５年４月１日から適用する。

附 則（平成２７年３月１１日教委要綱第６号）

この要綱は、公布の日から施行し、改正後の篠山市延長保育促進事業補助金

交付要綱の規定は、平成２６年４月１日から適用する。ただし、第１条及び第

２条の改正規定は、平成２７年４月１日から施行する。

附 則（平成２８年３月１１日教委要綱第３号）

この要綱は、公布の日から施行し、改正後の篠山市延長保育促進事業補助金

交付要綱の規定は、平成２７年４月１日から適用する。

附 則（平成２９年６月１５日教委要綱第９号）

この要綱は、公布の日から施行し、改正後の篠山市延長保育促進事業補助金

交付要綱の規定は、平成２９年４月１日から適用する。

別表（第３条関係）

丹波篠山市延長保育促進事業補助金算定基礎

基準 １カ所当たり

１時間以上２時

間未満かつ平均

対象児童数が６

人以上

年額１，３４２，０００円

２時間以上４時

間未満かつ平均

対象児童数が３

人以上

年額２，１９０，０００円

４時間以上６時

間未満かつ平均

対象児童数が３

人以上

年額４，７６７，０００円

６時間以上かつ

平均対象児童数

が３人以上

年額５，５２４，０００円

38



上記以外で、３

０分以上かつ平

均対象児童数が

１人以上

年額３００，０００円
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議案第７号説明資料

丹波篠山市病児保育事業実施要綱の一部を改正する要綱について

１ 改正の趣旨

  事業開始２年が経過し、病児保育「にこにこ」及び利用者意見を反映し、

様式を記入しやすく、また内容を把握しやすいものに変更しようとするもの

です。

２ 改正の内容

第７条関係、様式第１号「丹波篠山市病児保育事業利用登録申請書」及び

第８条関係、 様式第２号「丹波篠山市病児保育事業利用申込書」の様式につ

いて、項目の加除及び文言の修正を行います。

３ 施行期日

平成３１年４月１日
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現 行
○丹波篠山市病児保育事業実施要綱

平成２８年３月１１日

教委要綱第５号

改正 平成２９年２月９日教委要綱第１号

（目的）

第１条 この要綱は、児童が病気等で、集団保育が困難な時期において、その

児童を一時的に保育する病児保育事業（以下「事業」という。）を実施する

ことにより、保護者の子育てと就労の両立を支援するとともに、児童福祉の

向上を図ることを目的とする。

（実施施設）

第２条 この事業は、教育委員会が指定した者（以下「実施施設」という。）

に委託して実施する。

（対象児童）

第３条 この事業の対象となる児童は、市内に居住し、又は市内保育所等に在

籍する生後６月から小学校６年生までの児童で、次の各号のいずれかに該当

するものとする。ただし、教育委員会が特に必要と認めるときは、この限り

でない。

(1) 当面症状の急変は認められないが、病気等の回復期に至っていないこと

から、集団保育が困難であり、かつ、保護者の勤務等の都合により家庭で

保育を行うことが困難な児童

(2) 病気等の回復期であって、医療機関による入院治療の必要はないが、安

静の確保に配慮する必要があることから、集団保育が困難であり、かつ、

保護者の勤務等の都合により家庭で保育を行うことが困難な児童

２ 前項に規定する病気等とは、次に掲げるものをいう。

(1) 感染症（風邪、インフルエンザ、RS、ヒトメタニューモ、アデノ、溶連

菌、胃腸炎、水痘、流行性耳下腺炎、風しん、手足口病等。ただし、麻し

ん、結核、O１５７を除く。）

(2) 喘息発作、じんましん等のアレルギー性疾患

(3) 怪我、骨折等の外傷性疾患

(4) 前３号に掲げるもののほか、教育委員会が当該事業の利用が必要と認め

る疾病

（事業の実施）

第４条 この事業の実施に当たり、実施施設は、次に掲げる事項に留意するも

のとする。

(1) 関係医療機関及び保護者との連携を密にすること。

(2) 体温の管理等対象児童の健康状態を的確に把握し、病状に応じて安静に
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保てるような処遇内容とすること。

(3) 他の児童への感染の防止を図ること。

２ 事業の実施に当たり、国及び兵庫県の基準に基づき、職員を配置するもの

とする。

（利用定員）

第５条 事業の利用定員は、１日概ね４人とする。

（利用期間等）

第６条 事業を利用できる日及び時間は、別に定める。

２ 事業を利用できる期間は、１回につき７日を限度とする。ただし、教育委

員会が特に必要と認めるときは、この限りでない。

３ 前項の規定にかかわらず、児童の病状等の変化により対応が不可能となっ

たとき、その他教育委員会が不適当と認めるときは、利用を取り消すことが

できる。

（事前登録等）

第７条 事業を利用しようとする保護者は、あらかじめ丹波篠山市病児保育事

業利用登録申請書（様式第１号）により登録を受けなければならない。

２ 前項の規定にかかわらず、保護者は、緊急その他やむを得ない事由がある

ときは、口頭で利用登録を申請することができる。この場合において、保護

者は、速やかに所定の手続きを行うものとする。

（利用方法等）

第８条 保護者は、事業を利用するときは、利用日の前日までに実施施設に住

所、氏名、年齢及び病状等を電話等で告げ、利用の予約を行うものとする。

ただし、利用当日において、定員に余裕がある場合で、かつ、特に事業の運

営に支障がないと認めるときは、利用当日にあっても利用の申出をすること

ができるものとする。

２ 利用の予約をした保護者は、実施施設に対し、丹波篠山市病児保育事業利

用申請書（様式第２号）に医療機関が発行する丹波篠山市病児保育事業医師

連絡票（様式第３号）を添付して提出しなければならない。

３ 実施施設と保護者は、対象児童の体温、便、睡眠、食事その他の健康状態

を総合的に把握するものとする。

（負担額等）

第９条 保護者は、事業の実施に要する経費の一部として、別表に定める額を

負担するものとする。

２ 保護者は、前項に規定する額のほか、利用期間中に要した医療費等の経費

を負担しなければならない。

（事業の利用）
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第１０条 保護者は、自己の責任において、児童の送迎を行わなければならな

い。

２ 保護者は、利用期間中は常に連絡先を明らかにしておくとともに、第１２

条各号に該当したときは、直ちに児童を実施施設から引き取らなければなら

ない。

３ 保護者は、利用に際し、児童の健康状況その他処遇上必要な事項について

説明を行わなければならない。

４ 保護者は、自己の責任において、児童の食事、おやつ及びおむつなど保育

に必要なものを準備しなければならない。

５ 実施施設は、利用期間中の児童の生活状況等の記録を整備しておかなけれ

ばならない。

（利用の制限）

第１１条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、事業の利用

を拒むことができるものとする。

(1) 児童の症状が重く、入院又は加療を必要とするとき。

(2) 利用定員を超えたとき。

(3) 前２号に掲げるもののほか、実施施設の利用が不適当と認めたとき。

（利用の取消し）

第１２条 教育委員会は、事業の利用を認めた児童が、次の各号のいずれかに

該当するときは、事業の利用を取り消すことができる。

(1) 利用目的に反する行為をしたとき。

(2) 実施施設の指導に従わないとき。

(3) 前２号に掲げるもののほか、災害その他の理由により実施施設が利用で

きなくなったとき。

（その他）

第１３条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、教

育委員会が別に定める。

附 則

この要綱は、平成２８年４月１日から施行する。

附 則（平成２９年２月９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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別表（第９条関係）

利用者の世帯区分 利用者の負担額（１人１回日額）

生活保護法（昭和２５年法律第１４４

号）による被保護世帯及び前年分市民

税非課税世帯

０円

上記以外の世帯 ２，０００円
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○丹波篠山市立学校における学校運営協議会の設置等に関する規則

平成２９年３月２２日

教委規則第２号

（目的）

第１条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和３１年

法律第１６２号。以下「法」という。）第４７条の６の規定に基づき設置す

る学校運営協議会（以下「協議会」という。）について、必要な事項を定め

るものとする。

（趣旨）

第２条 協議会は、学校運営に関して丹波篠山市教育委員会（以下「教育委員

会」という。）及び校長の権限と責任の下、保護者及び地域住民の学校運営

への参画の促進や連携強化を進めることにより、学校と保護者、地域住民等

と信頼関係を深め、一体となって学校運営の改善や児童生徒の健全育成に取

り組むものとする。

（指定）

第３条 教育委員会は、前条の趣旨が達成できると認める場合には、協議会を

置く学校を指定することができる。

２ 教育委員会は、前項の指定を行おうとするときは、指定しようとする学校

の校長、保護者及び地域住民の意向を踏まえ、前項の指定を行うものとする。

３ 指定の期間は、３年とし、再指定することができる。

（学校運営に関する基本的な方針の承認）

第４条 前条の指定を受けた学校（以下「指定学校」という。）の校長は、次

の各号に掲げる事項について、毎年度基本的な方針を作成し、協議会の承認

を得るものとする。

(1) 教育目標及び学校経営方針に関すること。

(2) 教育課程編成の基本方針に関すること。

(3) 学校予算の編成及び執行に関すること。

(4) 施設管理及び施設設備等の整備に関すること。

２ 指定学校の校長は、前項において承認された基本的な方針に沿って、その

権限と責任において学校運営を行うものとする。

（学校運営に関する意見の申し出）

第５条 協議会は、指定学校の運営全般について、教育委員会又は校長に対し

て、意見を述べることができる。

（住民参画の促進等）

第６条 協議会は、当該指定学校の運営について、地域住民等の理解、協力、

参画等が促進されるよう努めるものとする。
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（委員の任命）

第７条 協議会の委員は、次の各号に掲げる者のうちから校長の推薦により教

育委員会が任命する。

(1) 保護者

(2) 地域住民

(3) 指定学校の校長その他の教職員

(4) 学識経験者

(5) その他教育委員会が適当と認める者

２ 委員の辞職等により欠員が生じた場合には、教育委員会は速やかに新たな

委員を任命するものとする。

３ 委員は特別職の地方公務員の身分を有する。

（守秘義務等）

第８条 協議会の委員は、その職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。そ

の職を退いた後も同様とする。

２ 前項のほか、委員は次の各号にあげる行為をしてはならない。

(1) 委員たるにふさわしくない非行を行うこと。

(2) 委員としての地位を営利行為、政治活動、宗教活動等に不当に利用する

こと。

(3) その他、協議会及び指定学校の運営に支障を来す言動を行うこと。

（任期）

第９条 委員の任期は３年とし、再任を妨げない。

２ 第７条第２項の規定により新たに任命された委員の任期は、前任者の残任

期間とする。

３ 第１項及び第２項の規定にかかわらず、指定学校の指定の期間が満了した

とき又はその指定が取り消されたときは、委員はその身分を失う。

（報償）

第１０条 委員の報償は、別に定める。

（会長及び副会長）

第１１条 協議会に、会長及び副会長を置く。

２ 会長は校長の推薦により協議会が選任する。副会長は会長が指名する。

３ 会長は、指定学校の校長と協議の上、会議を招集し、議長となり会務を総

理する。

４ 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、

その職務を行う。

（議事）

第１２条 協議会は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
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２ 議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数の時は会長の決するところに

よる。

３ 会長は、会議の会議録を作成しなければならない。

（会議の公開）

第１３条 協議会は、特別の理由がない限り公開とする。

２ 会議を傍聴しようとする者は、あらかじめ会長に申し出なければならない。

３ 傍聴人は、会議の進行を妨げる行為をしてはならない。

（庶務）

第１４条 協議会の事務局は指定学校内に置き、庶務は、指定学校において処

理する。

２ 指定学校の校長は、協議会が開催されたときは、速やかにその報告書を教

育委員会に提出する。

（指導及び助言）

第１５条 教育委員会は、協議会の運営状況について的確な把握を行い、必要

に応じて指導及び助言を行うものとする。

２ 教育委員会及び指定学校の校長は、協議会が適切な合意形成を行うことが

できるよう必要な情報提供に努めなければならない。

（指定の取消し）

第１６条 教育委員会は、前条による指導及び助言にもかかわらず、次の各号

のいずれかに該当する場合は、指定を取り消すことができる。

(1) 協議会としての実態がないと認められる場合

(2) 協議会としての合意形成を行うことができないと認められる場合

(3) その他学校の運営に著しい支障が生じ、又は生ずるおそれがあると認め

られる場合

（委員の解任）

第１７条 教育委員会は、委員が次の各号のいずれかに該当すると認められる

ときは、委員を解任することができる。

(1) 本人から辞任の申し出があった場合。

(2) 職務上の義務違反があった場合。

(3) その他、解任に相当する事由が認められる場合。

（補則）

第１８条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は協

議会が、その他協議会に関し必要な事項は教育委員会が別に定める。

附 則

この規則は、平成２９年４月１日から施行する。
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〇丹波篠山市結核対策委員会設置要綱

                                                          丹波篠山市教育委員会   

（設置）

第１条 教育委員会が結核対策の管理方針を検討するにあたり必要に応じて開催し、結核対

策の専門的な役割を果たすため丹波篠山市結核対策委員会（以下「委員会」という。）を

設置する。

（役割）

第２条  委員会は、次に掲げる事項について検討する。

(1) 学校における結核検診の実施状況・結果を把握する。

(2) 精密検査対象児童生徒の管理方針を検討する。

  (3) 患者発生時に関係機関と協力し対策を検討する。

  (4) 地域と連携し、学校の結核管理方針を検討する。

  （構成）

第３条 委員会の委員（以下「委員」という。）は、原則として、健康福祉事務所長、結核

の専門家、学校医、医師会代表、学校長の代表、養護教諭の代表、その他委員長が認めた

者とする。

（任期）

第４条 委員の任期は、４月１日から始まり、３月３１日までの１年とする。ただし、補欠

委員の任期は、前任者の残任期間とする。

（委員長及び副委員長）

第５条  委員会に委員長を置く。

(1) 委員長及び副委員長は、委員の互選によって定める。

(2) 委員長は会務を総括する。

(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。

（会議）

第６条 委員会は、委員長が招集する。

（事務局）

第７条 委員会に関する事務局は、丹波篠山市教育委員会学事課に置く。

（補則）

第８条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、委員長が定める。

  附 則

この要綱は、平成１５年４月１日から施行する。

  附 則

この要綱は、平成２０年４月１日から施行する。
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○丹波篠山市立学校給食センター設置条例（抜粋）

平成１１年４月１日

条例第８２号

改正 平成１８年１２月２６日条例第５３号

平成１９年５月１６日条例第１３号

平成２７年３月３０日条例第２５号

平成３１年３月１５日条例第１４号

（運営委員会）

第５条 給食センターには、その運営を適正かつ円滑にするため、丹波篠山市

学校給食センター運営委員会（以下「運営委員会」という。）を置く。

２ 運営委員会は、給食センターの運営に関する重要な事項について審議し、

助言する。

３ 前項の審議を行うため、運営委員会は、これに必要な調査研究を行う。

（委員）

第６条 運営委員（以下「委員」という。）の定数は、１３人以内とする。

２ 委員は、教育委員会が委嘱する。

３ 委員の任期は、２年とする。ただし、補欠により就任した委員の任期は、

前任者の残任期間とする。

４ 前項の規定にかかわらず、特定の役職により任命された委員の任期は、当

該役職にある期間とする。

（委任）

第７条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
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○丹波篠山市立学校給食センター設置条例施行規則（抜粋）

平成１１年４月１日

教委規則第１３号

改正 平成２０年２月１３日教委規則第２号

平成２１年１月１６日教委規則第１号

平成２１年３月１３日教委規則第３号

平成２２年２月２２日教委規則第１号

平成２２年６月３日教委規則第１１号

平成２７年３月１１日教委規則第８号

平成２７年６月１９日教委規則第２１号

平成２８年１０月１８日教委規則第５号

平成２９年４月１９日教委規則第６号

平成３０年１０月１６日教委規則第５号

（運営委員の構成）

第６条 運営委員の構成は、次のとおりとする。

(1) 学校長代表

(2) PTA代表

(3) 学校医代表

(4) 学校給食指導担当

(5) 学識経験者

（運営委員会の委員）

第７条 運営委員会には、次の役員を置く。

(1) 委員長 １人

(2) 副委員長 １人

２ 委員長、副委員長は、委員の互選による。

３ 委員長は、必要に応じ会議を招集し、主宰する。

４ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは代理する。

（運営委員会の会議）

第８条 運営委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集する。

２ 運営委員会の会議は、委員の過半数の出席によって成立し、議事は、出席

委員の過半数で決定する。
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○丹波篠山市学校評議員設置要綱

平成１５年２月４日

教委告示第２号

改正 平成１９年６月１３日教委告示第１５号

平成３０年４月１日教委要綱第２号

（趣旨）

第１条 この要網は、「丹波篠山市立小学校、中学校、特別支援学校、幼稚園

管理及び運営に関する規則（平成１１年篠山市教委規則第８号）」第２７条

に基づき、丹波篠山市立学校、幼稚園に置く学校評議員（以下「評議員」と

いう。）について必要な事項を定めるものとする。

（目的）

第２条 学校が家庭や地域と連携協力して一体となって子どもの健やかな成長

を図っていくため、保護者や地域住民から幅広く意見を聞き、その協力を得

て特色ある学校づくりを展開するとともに、学校運営の状況等を周知徹底す

るなど開かれた学校づくりを推進するため、丹波篠山市立学校、幼稚園に評

議員を置くことができる。

（役割）

第３条 評議員は、校長・園長の学校運営に関する権限と責任を前提として、

校長・園長の求めに応じ、一人一人がそれぞれの責任において次の事項につ

いて意見を述べるものとする。

(1) 学校の教育目標や教育活動など特色ある学校づくりに関すること。

(2) 家庭や地域社会と連携した学校教育活動に関すること。

(3) その他、前条の目的を達成するために必要なこと。

（構成及び任期）

第４条 評議員は、当該学校の教職員以外の者で、教育に関する理解及び識見

を有する者の中から、校長・園長が丹波篠山市教育委員会（以下「委員会」

という。）に推薦するものとする。

２ 委員会は、前項の規定により推薦された者の中から、評議員を委嘱する。

３ 評議員の人数は、１校に５人以内とする。

４ 評議員の任期は、１年以内とし当該年度末をもって終了するものとする。

ただし、再任を妨げない。

（会議）

第５条 校長・園長は、評議員が一堂に会して意見交換を行う機会（以下「会

議」という）をもつものとする。

２ 会議は校長・園長が招集し、主宰する。

３ 会議の開催回数は、年間２回以上とする。
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４ 会議には、校長・園長の判断により、必要に応じて担当教職員を出席させ

ることができる。

（謝金）

第６条 評議員には、予算の範囲内において謝金を支給することができる。

（守秘義務）

第７条 評議員は、その職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を

退いた後も同様とする。

（その他）

第８条 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

この告示は、平成１５年４月１日から施行する。

附 則（平成１９年６月１３日教委告示第１５号）

この要綱は、公布の日から施行する。

附 則（平成３０年４月１日教委要綱第２号）

この要綱は、平成３０年４月１日から施行する。

52



○丹波篠山市立田園交響ホールの設置及び管理に関する条例

（抜粋）

平成１１年４月１日

条例第１００号

改正 平成１６年３月４日条例第１号

平成１６年１２月１４日条例第３８号

平成２２年１２月２４日条例第４７号

平成３１年３月１５日条例第１５号

（運営委員会の設置）

第５条 交響ホールの運営について、市長の諮問に応じ、適正かつ円滑に館運

営を図るため、丹波篠山市立田園交響ホール運営委員会（以下「運営委員会」

という。）を置く。

（運営委員会の組織等）

第６条 運営委員会は、委員１０人以内で組織する。

２ 運営委員会の委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。

(1) 文化関係団体の構成員

(2) 学識経験のある者

(3) 公募に応募した者のうちから市長が適当と認める者

(4) その他市長が適当と認める者

３ 委員の任期は、２年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期

間とする。

４ 前３項に定めるもののほか、運営委員会の組織及び運営に関し必要な事項

は、規則で定める。
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○丹波篠山市立田園交響ホールの設置及び管理に関する条例施行

規則（抜粋）

平成２３年３月９日

教委規則第１号

改正 平成３１年４月２４日教委規則第７号

（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。

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。
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○丹波篠山市視聴覚ライブラリー条例

平成１１年４月１日

条例第８９号

改正 平成１５年１２月１２日条例第５７号

（趣旨）

第１条 この条例は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和３１年

法律第１６２号）第３０条の規定に基づき、視聴覚ライブラリー（以下「ラ

イブラリー」という。）の設置及び管理に関し、必要な事項を定める。

（名称及び位置）

第２条 ライブラリーの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 位置

丹波篠山市視聴覚ライブラリー 丹波篠山市西吹８８番地１

（事業）

第３条 ライブラリーは、学校教育及び社会教育における視聴覚教育の振興を

図るため、次に掲げる事業を行う。

(1) 視聴覚機材、教材の購入及び管理並びに貸出しに関すること。

(2) 視聴覚教育の調査及び研究に関すること。

(3) 視聴覚教育の指導助言に関すること。

(4) その他視聴覚教育の振興に関すること。

（職員）

第４条 ライブラリーに館長のほか、必要な職員を置く。

（運営委員会）

第５条 ライブラリーの運営を適正かつ円滑にするため、ライブラリー運営委

員会（以下「運営委員会」という。）を置く。

（運営委員）

第６条 運営委員は、１０人以内で構成する。

２ 運営委員は、次に掲げるものの中から、教育委員会が委嘱する。

(1) 小・中学校の代表者 ２人以内

(2) 社会教育団体の代表者 ４人以内

(3) 知識経験者 ４人以内

３ 運営委員の任期は２年とする。ただし、補欠により就任した委員の任期は、

前任者の残任期間とする。

４ 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。

５ 委員長は、運営委員会を代表し会議を主宰する。

６ 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行

する。
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（諮問事項等）

第７条 運営委員会は、ライブラリーの運営に関し教育委員会の諮問に応じる

とともに、意見を述べることができる。

２ 教育委員会は、次の事項について運営委員会に諮問する。

(1) 事業計画に関すること。

(2) 機材、教材の充実計画に関すること。

(3) その他必要な事項

（委任）

第８条 この条例に定めるもののほか、ライブラリーの管理運営に関し必要な

事項は、教育委員会規則で定める。

附 則

この条例は、平成１１年４月１日から施行する。

附 則（平成１５年１２月１２日条例第５７号）

この条例は、平成１６年１月１日から施行する。
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