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令和４年３月２５日提出
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（議事日程）        日 程 令和４年３月２５日 午後２時００分～

                    場 所 市役所第２庁舎３階 ２－３０１･３０２会議室

開会あいさつ

開会宣言     時    分

日程第１ 前回会議録の報告・承認

日程第２ 会議録署名委員指名

                            番委員（      委員）

日程第３ 会期の決定 自 令和４年３月２５日 至 令和４年  月  日 日間

日程第４ 議案

第３２号 「丹波篠山市学校園安全管理マニュアル」の改訂について

（学校教育課）・・・１頁

第３３号 「丹波篠山市立学校園医療的ケアガイドライン」の策定について

（学校教育課）・・・２頁

第３４号 丹波篠山市子育てふれあいセンター設置要綱の制定について

（教育総務課）・・・３頁

第３５号 丹波篠山市ファミリーサポートセンター事業運営補助金交付要綱の制定につい

て                      （教育総務課）・・・４頁

第３６号 丹波篠山市おとわの森子育てママフィールドの設置及び管理に関する条例施行

規則の制定について              （教育総務課）・・・５頁

第３７号 丹波篠山市赤ちゃんの駅設置事業実施要綱の制定について

              （教育総務課）・・・６頁

第３８号 丹波篠山市赤ちゃんの駅設置事業補助金交付要綱の制定について

              （教育総務課）・・・７頁

第３９号 丹波篠山市おいでよささっ子遊具設置事業実施要綱の制定について

              （教育総務課）・・・８頁

第４０号 篠山チルドレンズミュージアムの設置及び管理に関する条例施行規則の制定に

ついて                    （教育総務課）・・・９頁

第４１号 篠山チルドレンズミュージアム市民利用促進奨励金交付要綱の制定について

              （教育総務課）・・・10頁

日程第５ 承認事項

第１０号 訴えの変更について                （学事課）・・・11 頁

日程第６ 報告事項

１ 第１２２回丹波篠山市議会弥生会議一般質問について  （教育総務課）・・・14頁



２ 令和３年度丹波篠山市立中学校卒業時の進学状況について(速報）

（学校教育課）・・・21頁

３ 令和４年度丹波篠山市人事異動(４月１日)内示について （教育総務課）・・・23 頁

４ 令和３年度末県費負担教職員人事異動概要について   （学校教育課）・・・24頁

《次回定例会》

教育委員会(定例) 日程：令和 4 年 4月 20 日（水）14:00～ 場所：市役所第 2庁舎 3階 2-301.302 会議室



議案第３２号

「丹波篠山市学校園安全管理マニュアル」の改訂について

「丹波篠山市学校園安全管理マニュアル」の改訂について、丹波篠山市教育委員会事務決

裁規則（平成１４年教育委員会規則第５号）第４条第１項第１９号の規定に基づき、教育委

員会の議決を求める。

令和４年３月２５日

                             丹波篠山市教育委員会

                             教育長 丹 後 政 俊

《以下別冊１》
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議案第３３号

「丹波篠山市立学校園医療的ケアガイドライン」の策定について

「丹波篠山市立学校園医療的ケアガイドライン」の策定について、丹波篠山市教育委員会

事務決裁規則（平成１４年教育委員会規則第５号）第４条第１項第１９号の規定に基づき、

教育委員会の議決を求める。

令和４年３月２５日

                             丹波篠山市教育委員会

                             教育長 丹 後 政 俊

《以下別冊２》
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議案第３４号

丹波篠山市子育てふれあいセンター設置要綱の制定について

丹波篠山市子育てふれあいセンター設置要綱を次のように制定したいので、丹波篠山市教

育委員会事務決裁規則（平成１４年教育委員会規則第５号）第４条第１項第１１号の規定に

基づき、教育委員会の議決を求める。

  令和４年３月２５日

                             丹波篠山市教育委員会

                             教育長 丹 後 政 俊

《以下別冊３－１頁》
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議案第３５号

丹波篠山市ファミリーサポートセンター事業運営補助金交付要綱の制定について

丹波篠山市ファミリーサポートセンター事業運営補助金交付要綱を次のように制定したい

ので、丹波篠山市教育委員会事務決裁規則（平成１４年教育委員会規則第５号）第４条第１

項第１１号の規定に基づき、教育委員会の議決を求める。

  令和４年３月２５日

                             丹波篠山市教育委員会

                             教育長 丹 後 政 俊

《以下別冊３－３頁》
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議案第３６号

丹波篠山市おとわの森子育てママフィールドの設置及び管理に関する条例施行

規則の制定について

丹波篠山市おとわの森子育てママフィールドの設置及び管理に関する条例施行規則を次の

ように制定したいので、丹波篠山市教育委員会事務決裁規則（平成１４年教育委員会規則第

５号）第４条第１項第１１号の規定に基づき、教育委員会の議決を求める。

  令和４年３月２５日

                             丹波篠山市教育委員会

                             教育長 丹 後 政 俊

《以下別冊３－２５頁》
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議案第３７号

丹波篠山市赤ちゃんの駅設置事業実施要綱の制定について

丹波篠山市赤ちゃんの駅設置事業実施要綱を次のように制定したいので、丹波篠山市教育

委員会事務決裁規則（平成１４年教育委員会規則第５号）第４条第１項第１１号の規定に基

づき、教育委員会の議決を求める。

  令和４年３月２５日

                             丹波篠山市教育委員会

                             教育長 丹 後 政 俊

《以下別冊３－２９頁》
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議案第３８号

丹波篠山市赤ちゃんの駅設置事業補助金交付要綱の制定について

丹波篠山市赤ちゃんの駅設置事業補助金交付要綱を次のように制定したいので、丹波篠山

市教育委員会事務決裁規則（平成１４年教育委員会規則第５号）第４条第１項第１１号の規

定に基づき、教育委員会の議決を求める。

  令和４年３月２５日

                             丹波篠山市教育委員会

                             教育長 丹 後 政 俊

《以下別冊３－３５頁》
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議案第３９号

丹波篠山市おいでよささっ子遊具設置事業実施要綱の制定について

丹波篠山市おいでよささっ子遊具設置事業実施要綱を次のように制定したいので、丹波篠

山市教育委員会事務決裁規則（平成１４年教育委員会規則第５号）第４条第１項第１１号の

規定に基づき、教育委員会の議決を求める。

  令和４年３月２５日

                             丹波篠山市教育委員会

                             教育長 丹 後 政 俊

《以下別冊３－４５頁》
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議案第４０号

篠山チルドレンズミュージアムの設置及び管理に関する条例施行規則の制定に

ついて

篠山チルドレンズミュージアムの設置及び管理に関する条例施行規則を次のように制定し

たいので、丹波篠山市教育委員会事務決裁規則（平成１４年教育委員会規則第５号）第４条

第１項第１１号の規定に基づき、教育委員会の議決を求める。

  令和４年３月２５日

                             丹波篠山市教育委員会

                             教育長 丹 後 政 俊

《以下別冊３－４６頁》
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議案第４１号

篠山チルドレンズミュージアム市民利用促進奨励金交付要綱の制定について

篠山チルドレンズミュージアム市民利用促進奨励金交付要綱を次のように制定したいの

で、丹波篠山市教育委員会事務決裁規則（平成１４年教育委員会規則第５号）第４条第１項

第１１号の規定に基づき、教育委員会の議決を求める。

  令和４年３月２５日

                             丹波篠山市教育委員会

                             教育長 丹 後 政 俊

《以下別冊３－５５頁》
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承認第１０号

訴えの変更について

訴えの変更について、丹波篠山市教育委員会事務決裁規則（平成１４年教育委員会規則第

５号）第６条第１項の規定に基づき、別紙専決処理書のとおり処理したので、教育委員会の

承認を求める。

  令和４年３月２５日

                             丹波篠山市教育委員会

                             教育長 丹 後 政 俊
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報告１

   第１２２回丹波篠山市議会弥生会議一般質問について

  第１２２回丹波篠山市議会弥生会議一般質問について、丹波篠山市教育委員会事務決裁規

則（平成１４年教育委員会規則第５号）第６条第３項の規定に基づき報告いたします。

令和４年３月２５日

                            丹波篠山市教育委員会

                            教育長 丹 後 政 俊

《以下次頁》
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報告２

   令和３年度丹波篠山市立中学校卒業時の進学状況について(速報)

  令和３年度丹波篠山市立中学校卒業時の進学状況について(速報)、丹波篠山市教育委員会

事務決裁規則（平成１４年教育委員会規則第５号）第６条第３項の規定に基づき報告いたし

ます。

令和４年３月２５日

                            丹波篠山市教育委員会

                            教育長 丹 後 政 俊

《以下次頁》
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丹波篠山市立中学校卒業時の進学状況（速報） 令和４年３月１８日現在
（単位：人，％）

年 卒業生 丹波篠山市 丹波市へ 三田市へ ３市公立計 ３市以外公立・私立 その他

381 260 8 49 317 38 26
68.2% 2.1% 12.9% 83.2% 10.0% 6.8%

373 235 7 58 300 53 20
63.0% 1.9% 15.5% 80.4% 14.2% 5.4%

365 245 13 39 297 41 27
67.1% 3.6% 10.7% 81.4% 11.2% 7.4%

379 237 8 50 295 62 22
62.5% 2.1% 13.2% 77.8% 16.4% 5.8%

315 186 18 38 242 48 25
59.0% 5.7% 12.1% 76.8% 15.2% 7.9%

359 197 41 37 275 57 27
54.9% 11.4% 10.3% 76.6% 15.9% 7.5%

303 165 24 46 235 47 21
54.5% 7.9% 15.2% 77.6% 15.5% 6.9%

317 184 31 48 263 35 19
58.0% 9.8% 15.1% 83.0% 11.0% 6.0%

その他：定時制、通信制、高等専門学校、支援学校（高等部）等、就職、未定

（単位：人）
鳳鳴 定員 合格者 市内中学卒

Ｒ2 160 150 111   ※ Ｒ2，Ｒ3数値は各校学校要覧より抜粋編集
Ｒ3 160 108 79
Ｒ4 160 119 98

産業 定員 合格者 市内中学卒
Ｒ2 160 150 63
Ｒ3 160 148 67
Ｒ4 160 145 56

東雲 定員 合格者 市内中学卒
Ｒ2 40 26 23
Ｒ3 40 24 19
Ｒ4 40 31 30

2017

進学状況

2015

2016

2018

2019

2020

2021

2022
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報告３

   令和４年度丹波篠山市人事異動(４月１日)内示について

  令和４年度丹波篠山市人事異動(４月１日)内示について、丹波篠山市教育委員会事務決裁

規則（平成１４年教育委員会規則第５号）第６条第３項の規定に基づき報告いたします。

令和４年３月２５日

                            丹波篠山市教育委員会

                            教育長 丹 後 政 俊

《以下別冊４》
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報告４

   令和３年度末県費負担教職員人事異動概要について

  令和３年度末県費負担教職員人事異動概要について、丹波篠山市教育委員会事務決裁規則

（平成１４年教育委員会規則第５号）第６条第３項の規定に基づき報告いたします。

令和４年３月２５日

                            丹波篠山市教育委員会

                            教育長 丹 後 政 俊

《以下別冊５》
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