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○丹波篠山市教育委員会に対する事務委任及び補助執行に関する

規則

平成２２年３月２６日

規則第７号

改正 平成２３年３月３１日規則第６号

平成２３年５月１３日規則第１５号

平成２５年３月２９日規則第１４号

平成２６年６月２７日規則第２２号

平成２６年１１月２８日規則第２８号

平成２７年３月３１日規則第１８号

平成３１年３月１５日規則第１２号

令和元年９月２７日規則第４１号

（趣旨）

第１条 この規則は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条の２

の規定に基づき市長の権限に属する事務の一部を教育委員会に委任し、又は

教育委員会事務局の職員に補助執行させることに関し必要な事項を定めるも

のとする。

（委任事務）

第２条 教育委員会に次に掲げる事務を委任する。

(1) 教育委員会の所掌に係る事項について、収入の調定及び通知すること。

(2) 教育委員会に配当された予算に基づき、支出負担行為及び支出命令をす

ること。ただし、１件の金額が５００万円以上（給食事業に係るものを除

く。）のもの及び公有財産の取得に関するものを除く。

(3) 教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関の用に供されていた

物品で不用に帰したもの及び学校その他の教育機関において生産し、又は

製作した物品を処分すること。

(4) 教育・保育給付に関すること。

(5) 教育・保育施設の管理、運営及び指導に関すること。

(6) 地域型保育事業に関すること。

(7) 放課後児童健全育成に関すること。

(8) 丹波篠山市立田園交響ホールの管理運営に関すること。

(9) 篠山層群化石等資源の保存及び活用に関すること。

(10) 前各号に掲げるもののほか、市長が指定する事務に関すること。

（市長の事務の補助執行）

第３条 次に掲げる市長の事務は、教育委員会事務局の職員による補助執行と

する。

1



(1) 丹波篠山市保育所条例（平成２７年篠山市条例第１０５号）に基づく保

育料の徴収に関すること。

(2) 廃止前の児童福祉法による保育料徴収規則（平成１１年篠山市規則第６

９号）に基づく保育料の徴収に関すること。

(3) 廃止前の丹波篠山市立幼稚園保育料徴収条例（平成１１年篠山市条例第

８０号）に基づく保育料の徴収に関すること。

(4) 丹波篠山市立認定こども園条例（平成２７年篠山市条例第２５号）に基

づく保育料の徴収に関すること。

(5) 丹波篠山市放課後児童健全育成事業の実施に関する条例（平成２１年篠

山市条例第１２号）に基づく利用料の徴収に関すること。

(6) 丹波篠山市立幼稚園保育料徴収条例を廃止する等の条例（令和元年丹波

篠山市条例第３６号）第２条の規定による改正前の丹波篠山市預かり保育

施設の設置及び管理に関する条例（平成２１年篠山市条例第１９号）に基

づく保育料の徴収に関すること。

(7) 廃止前の篠山市立認定こども園の運営に関する条例（平成２２年篠山市

条例第１２号）に基づく預かり保育の利用料の徴収に関すること。

(8) 丹波篠山市子ども・子育て会議に関すること。

(9) 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１条の３の規定に基づく大綱の策定に関すること。

(10) 総合教育会議に関すること。

(11) 前各号に掲げるもののほか、市長が指定する事務に関すること。

（権限委任の留保）

第４条 市長は、特に必要があると認めるときは、教育委員会と協議して第２

条の規定により委任した事務を自ら行うことができる。

（協議）

第５条 教育委員会は、委任に係る事項のうち特に重要な事項を執行する場合

は、市長に協議しなければならない。

（補則）

第６条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が教育委員会と協議

して定める。

附 則

（施行期日）

１ この規則は、平成２２年４月１日から施行する。

（篠山市教育委員会に対する事務委任規則の廃止）

２ 篠山市教育委員会に対する事務委任規則（平成１１年篠山市規則第４９号）

は、廃止する。
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（経過措置）

３ この規則の施行の際第２条に規定する事務に関し、市長若しくは市長から

委任を受けた福祉事務所長（以下「市長等」という。）がした処分その他の

行為で現にその効力を有するもの又はこの規則の施行の日（以下「施行日」

という。）前に市長等に対してなされた申請その他の行為で、施行日以後に

おいてこの規則の相当規定により教育委員会が執行することとなる事務に係

るものは、施行日以後における当該事務の執行については、教育委員会がし

た処分その他の行為又は教育委員会に対してなされた申請その他の行為とみ

なす。

附 則（平成２３年３月３１日規則第６号）

この規則は、平成２３年４月１日から施行する。

附 則（平成２３年５月１３日規則第１５号）

この規則は、公布の日から施行する。

附 則（平成２５年３月２９日規則第１４号）

この規則は、平成２５年４月１日から施行する。

附 則（平成２６年６月２７日規則第２２号）

この規則は、平成２６年７月１日から施行する。

附 則（平成２６年１１月２８日規則第２８号）

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第２条の規定は、平成２７年

４月１日から施行する。

附 則（平成２７年３月３１日規則第１８号）

この規則は、公布の日から施行する。

附 則（平成３１年３月１５日規則第１２号）

（施行期日）

１ この規則は、平成３１年５月１日から施行する。

（調整規定）

２ 各条に規定する規則の規定は、この規則によってまず改正され、次いで市

の名称変更に伴う関係規則の整理に関する規則（平成３０年篠山市規則第３

４号）によって改正されるものとする。

附 則（令和元年９月２７日規則第４１号）

この規則は、令和元年１０月１日から施行する。
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議案第２号説明資料

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

に関する規則の一部を改正する規則の制定について

１ 改正の概要と趣旨

（１）第５条中の職種に「会計年度任用職員」を加えるとともに、廃止される

「日々雇用職員」を削ります。

（趣旨）地方公務員法等の改正により、令和２年４月から「会計年度任用職

員制度」が始まります。「会計年度任用職員」は、地方公務員法が適

用される一般職の地方公務員です。同職員については、学校にも配置

されることになるため、配置できるよう改正します。

（２）第５条中の職種に「主任教諭」を加えます。

（趣旨）幼稚園には必要に応じて主任教諭が配置されています。この実態

に合わせるため、改正します。

（３）第１３条の次に、教育職員の健康及び福祉の確保を図ることにより学校

教育の水準の維持向上に資するため、教育職員の業務量の適切な管理等に

関する指針を規定した１条を加え、第１４条から第１７条までを１条ずつ

繰り下げます。

（趣旨）公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法

（給特法）の改正により、教育職員が正規の勤務時間及びそれ以外の

時間において行う業務量の適切な管理等に関する指針が国において

示されたことに伴い、規則において必要な追記をします。

２ 施行期日

令和２年４月１日
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現 行

○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４月１日

教委規則第８号

改正 平成１１年１２月８日教委規則第３２号

平成１２年３月２８日教委規則第２号

平成１２年４月１１日教委規則第５号

平成１３年３月２日教委規則第３号

平成１４年１月８日教委規則第１号

平成１４年４月５日教委規則第４号

平成１６年１１月１０日教委規則第１１号

平成１８年１２月１３日教委規則第６号

平成１９年６月１３日教委規則第７号

平成２０年４月９日教委規則第６号

平成２０年８月１２日教委規則第８号

平成２１年３月１３日教委規則第４号

平成２４年３月１５日教委規則第２号

平成２４年１１月１２日教委規則第９号

平成２６年３月１１日教委規則第５号

平成２８年３月２８日教委規則第２号

平成２９年１１月１５日教委規則第７号

（趣旨）

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）第３３条の規定に基づき、丹波篠山市立小学校、中学校、

特別支援学校及び幼稚園（以下「学校」という。）の管理運営の基本的事項

について定めるものとする。

（学年及び学期）

第１条の２ 学校の学年は、４月１日に始まり、翌年３月３１日に終る。

２ 学年を分けて、次の３学期とする。

第１学期 ４月１日から８月３１日まで

第２学期 ９月１日から１２月３１日まで

第３学期 １月１日から３月３１日まで

（休業日等）

第２条 授業（保育を含む。以下同じ。）を行わない日（以下「休業日」とい

う。）は、次のとおりとする。

(1) 国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する日
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(2) 日曜日及び土曜日

(3) 春季休業日 ３月２５日から４月６日まで

(4) 夏季休業日 ７月２１日から８月３１日まで

(5) 冬季休業日 １２月２５日から１月６日まで

(6) 前各号に定めるもののほか、丹波篠山市教育委員会（以下「委員会」と

いう。）が指定した日又は校長が教育上特に必要と認め、あらかじめ委員

会の承認を得た日

（休業日、授業日等の変更）

第３条 校長（園長を含む。以下同じ。）は教育上の必要のため、前条第３号

から第５号までの規定によりがたいときは、委員会の承認を得て、その期日

を変更し、又はそれぞれの休業日を通算した日数の範囲内において、休業日

の期間を変更することができる。

２ 校長は、教育上の必要があり、かつ、やむを得ない事由があるときは委員

会の承認を得て休業日に授業を行い、授業日を休業日とすることができる。

ただし、運動会、学習発表会、保護者参観日等の恒例の学校行事を行う場合

には、委員会に届け出るものとする。

（臨時休業）

第４条 校長は、非常変災その他急迫の事情のため、臨時に授業を行わなかっ

たときは、直ちに次に掲げる事項を委員会に報告しなければならない。

(1) 授業を行わなかった期日又は期間

(2) 非常変災その他急迫の事情の概要

(3) その他報告の必要があると認められる事項

（職員）

第５条 職員とは、校長のほか教頭、主幹教諭、教諭、養護教諭、栄養教諭、

学校参事、学校主幹、学校副主幹、主査、副主査、事務職員、学校栄養職員

その他所定の職務に携わる任期付職員、臨時的任用職員、非常勤嘱託員、日々

雇用職員（以下「職員」という。）をいう。

（教頭）

第６条 学校には、教頭を置く。ただし、幼稚園にあって特別の事情がある場

合は、この限りではない。

２ 教頭は校長を助け、校務を整理し、及び必要に応じ児童、生徒の教育をつ

かさどる。

３ 校長に事故があるとき、その職務を代理し、校長が欠けたときは、その職

務を行う。

（主幹教諭）

第６条の２ 学校には、主幹教諭を置く。ただし、特別の事情がある場合は、
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この限りではない。

２ 主幹教諭は、円滑な学校運営の推進等のため、校長及び教頭を助け、命を

受けて校務の一部を整理し、並びに児童又は生徒の教育、養護又は栄養の指

導及び管理をつかさどる。

３ 主幹教諭が整理する校務は、校長が決定し、委員会に報告しなければなら

ない。

（学校参事等）

第７条 学校には、必要に応じ、学校参事、学校主幹、学校副主幹、主査及び

副主査を置く。

２ 学校参事は、事務職員をもって、これに充てる。

３ 学校主幹、学校副主幹、主査及び副主査は、事務職員又は学校栄養職員を

もって、これに充てる。

４ 学校参事は、校長の命を受け、事務全般に関する専門的事項をつかさどる。

５ 学校主幹は、校長の命を受け、事務又は学校給食全般に関する専門的事項

をつかさどる。

６ 学校副主幹は、校長の命を受け、事務又は学校給食に関する専門的事項を

つかさどる。

７ 主査は、校長の命を受け、担当の事務又は学校給食に関する専門的事項を

つかさどる。

８ 副主査は、校長の命を受け、担任の事務又は学校給食に関する専門的事項

をつかさどる。

（教務主任等）

第８条 学校（別に定める学校を除く。）には、教務主任及び学年主任を置く。

２ 前項の規定にかかわらず、次項に規定する教務主任の担当する校務を整理

する主幹教諭を置く場合は教務主任を、第４項に規定する学年主任の担当す

る校務を整理する主幹教諭を置く場合は学年主任を、それぞれ置かないこと

ができる。

３ 教務主任は、教務に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整

及び必要に応じて指導助言に当たる。

４ 学年主任は、当該学年の教育活動に関する事項について連絡調整及び必要

に応じて指導助言に当たる。

（生徒指導主任）

第９条 中学校及び中学部を置く特別支援学校（別に定める学校を除く。）に

は、生徒指導主任を置く。

２ 前項の規定にかかわらず、次項に規定する生徒指導主任の担当する校務を

整理する主幹教諭を置く場合は生徒指導主任を置かないことができる。
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３ 生徒指導主任は、生徒指導に関する事項をつかさどり、当該事項について

連絡調整及び必要に応じて指導助言に当たる。

（その他の主任等）

第１０条 学校には、前２条の規定に定める主任のほか、必要に応じ、校務を

分担する主任等を置くことができる。

（主任等の決定）

第１１条 教務主任、学年主任及び生徒指導主任は、当該学校の教諭のうちか

ら、第１０条に規定するその他の主任等は、当該学校の主幹教諭又は教諭の

うちから、校長が担当させる。

２ 主任等は、兼ねることができる。

（防火管理者）

第１２条 学校には、防火管理者を置く。

２ 校長は、防火管理者を教頭、教諭のうちから任命する。

（園長及び教頭）

第１３条 幼稚園の園長、教頭は、委員会が命ずる。

（校長の専決）

第１４条 校長は、次の各号に掲げる事項につき専決することができる。

(1) 校長の宿泊を要しない旅行に関すること。

(2) 所属職員の旅行、休暇（産前、産後の休暇、組合休暇を除く。）、欠勤

その他服務に関すること。

(3) 所属職員の住居手当の認定等に関すること。

(4) 所属職員の扶養手当の認定等に関すること。

(5) 所属職員の通勤手当の認定等に関すること。

(6) 定例軽易な承認に関すること。

２ 前項の規定にかかわらず、校長の２日以上の休暇並びに宿泊を要する出張

の承認、職員の引き続き７日以上の旅行又は休暇の承認及びその他の異例に

あたる事項の処理については、校長は、あらかじめ委員会の承認を得なけれ

ばならない。

３ 校務運営に関し次の事項について専決することができる。

(1) 勤務時間の割振り及び週休日等の振替に関すること。

(2) 休日勤務及び振替に関すること。

（学校経営方針等の報告）

第１５条 校長は次の各号に掲げる事項について、学年始めに、委員会に報告

しなければならない。

(1) 学校経営方針と重点

(2) 教科指導、道徳人権（同和）指導、特別活動等の重点
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(3) 健康及び安全管理に関する指導の重点

(4) 校務分掌

２ 校長は、第２条第３号から第５号までの休業日における学校管理、指導計

画等の重点を各休業日前に委員会に報告しなければならない。

（事故の発生）

第１６条 学校又は学校付近に感染症が発生したときは、校長は、学校医又は

保健所長の意見を添えて、速やかに委員会に報告しなければならない。

２ 児童生徒又は園児並びに職員に感染症以外の集団的な疾病が生じたとき、

又は傷害、死亡その他交通事故等が発生したときは、校長は速やかに委員会

に報告しなければならない。

（警備及び防災）

第１７条 校長は、学年始めに学校警備及び防災の計画を定め、委員会に報告

しなければならない。

２ 前項の警備及び防災計画は、児童生徒又は園児の安全確保及び学校無人化

に伴う措置が講じられていなければならない。

第１８条 削除

（施設設備の維持管理）

第１９条 校長は、学校の施設設備を常に最良の状態に保持するよう維持管理

につとめなければならない。

２ 校長は、施設設備を廃棄しようとするときは、委員会に届けなければなら

ない。

（備品の維持管理）

第１９条の２ 校長は、学校の備品を常に最良の状態に保持するよう維持管理

につとめなければならない。

２ 校長は、学校の備品を廃棄しようとするときは、別に定めるところにより

処理するものとする。

（施設設備の損傷又は亡失等の報告）

第２０条 施設設備の一部又は全部が損傷し、又は亡失したときは、校長は速

やかにその状況及び処理の概要を委員会に報告しなければならない。

（施設の貸与）

第２１条 学校の施設及び備品の貸与は、校長の意見を聴いて委員会が許可す

る。ただし、定例簡易な事項については、校長が許可することができる。

（備品の貸与）

第２１条の２ 学校の備品の貸与は、別に定めるところにより、校長が許可す

ることができる。

（非常の場合の報告）
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第２２条 校長は、学校施設の確保に関する政令（昭和２４年政令第３４号）

第３条第１項第１号の規定に基づいて、学校の設備が使用される場合には、

速やかにその事情を委員会に報告しなければならない。

（備付表簿）

第２３条 学校に備えなければならない表簿は、法令その他に定めのあるもの

のほか、次のとおりとする。

(1) 学校教育法施行規則（昭和２２年文部省令第１１号。以下「省令」とい

う。）第２８条第１項第１号から第７号までに規定する表簿

(2) 学校沿革誌

(3) 卒業証書台帳

(4) 調査統計表綴

(5) 諸届、願出書綴

(6) 事務経理簿

(7) 記録簿

(8) 旅行命令簿

(9) 休暇簿、年次休暇繰越簿

(10) 研修承認簿

(11) 専免承認簿

(12) 特欠簿

(13) 週休日等振替簿（行政職用）、週休日等振替簿（教育職用）

(14) 特殊業務実績簿

(15) 超過勤務命令簿

(16) その他委員会校長が必要と認めた表簿

２ 前項第１号の表簿は省令第２８条第２項に規定する期間、第２号及び第３

号の表簿は永年、その他の表簿は５年間保存しなければならない。

（学級編制）

第２４条 校長は、毎年翌学年の学級編制の原案を委員会に提出しなければな

らない。学年度の中途において学級編制に変更が生じたときも、また同様と

する。

（教育課程）

第２５条 校長は、学習指導要領（幼稚園教育要領を含む。以下同じ。）及び

委員会が別に定める要領により、教育課程を編成して、学年始めに委員会に

届け出なければならない。

２ 前項の教育課程には、学年別教科、特別の教科 道徳、外国語活動、総合

的な学習の時間、特別活動の時間配当等、その他必要な事項を記載するもの

とする。
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（学校評価）

第２５条の２ 学校は、当該学校の教育活動その他の学校運営の状況について

自ら評価（以下「学校自己評価」という。）を行い、その結果を公表するも

のとする。

２ 学校は、学校自己評価の結果を踏まえた当該学校の関係者（当該学校の職

員は除く。）による評価（以下「学校関係者評価」という。）を行い、その

結果を公表するよう努めるものとする。

３ 学校は、学校自己評価の結果及び学校関係者評価を行った場合にはその結

果を、委員会に報告するものとする。

４ 学校は、当該学校の教育活動その他の学校運営の状況について、当該学校

の幼児、児童、生徒の保護者等に対して情報を提供するものとする。

（職員会議）

第２６条 学校には、校長の職務の円滑な執行に資するため、職員会議を置く

ことができる。

２ 校長は、職員会議を招集し、主宰する。

３ 職員会議においては、次に掲げる事項を取り扱う。

(1) 学校の教育方針、教育目標及び教育計画、教育課程への対応方策等につ

いて共通理解を図ること。

(2) 校長及び教職員間の意志疎通及び伝達、連絡を図ること。

（学校評議員）

第２７条 学校には、教育活動に関し、校長が意見を求めるため、学校評議員

を置くことができる。

２ 教育委員会は、当該学校の職員以外の者で次の各号のいずれかに該当する

もののうちから、校長の推薦により、学校評議員を委嘱する。

(1) 教育に関する理解及び識見を有する者

(2) 学校が地域社会の連携支援及び意見を求めるための組織の代表者又は

構成員

（出席停止）

第２８条 校長は、次に掲げる行為の１又は２以上を繰り返し行う等性行不良

であって他の児童生徒の教育に妨げがあり、出席停止をすることが教育上適

当と認める児童生徒があるときは委員会に意見を具申しなければならない。

(1) 他の児童生徒に傷害、心身の苦痛又は財産上の損失を与える行為

(2) 職員に傷害又は心身の苦痛を与える行為

(3) 施設又は設備を損壊する行為

(4) 授業その他の教育活動の実施を妨げる行為

２ 委員会は、前項の規定による出席停止の意見具申があった場合には、保護
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者に対して、当該児童生徒の出席停止を命ずることができる。

３ 前２項に規定するもののほか、出席停止の命令の手続きに関し必要な事項

は、委員会が別に定める。

４ 校長は、委員会の指示に基づいて、出席停止の命令に係る児童生徒の出席

停止の期間における学習に対する支援その他の教育上必要な措置を講じなけ

ればならない。

（学校以外で行う教育活動）

第２９条 学校における教育活動の一環として、遠足、修学旅行、林間学習、

臨海学習、対外競技、キャンプ、水泳その他これに類する校外行事を実施す

るときは、校長はあらかじめ次に掲げる事項を記載して委員会に届けなけれ

ばならない。

(1) 行事の名称、目的

(2) 実施計画

(3) その他校長において必要と認める事項

２ 前項の規定にかかわらず、市内で実施する活動については、届出を必要と

しない。

（教材の使用）

第３０条 校長は、教育活動において使用する教科書以外の教材を選定するに

あたっては、その教育的価値と保護者の経済的負担とを考慮しなければなら

ない。

２ 教科書の発行されていない教科の主たる教材として使用する教材図書につ

いては、校長はあらかじめ委員会に届けなければならない。

３ 学年又は学級の全員若しくは特定の児童生徒又は園児の集団全員に対し、

計画的継続的に教材として副読本を使用させるときは、校長はあらかじめ委

員会に届けなければならない。

（特別支援学校特例）

第３１条 学校には、小学部、中学部、幼稚部及び高等部を置く。

２ 各部の修業年限は、次のとおりとする。

小学部 ６箇年

中学部 ３箇年

幼稚部 ３箇年

高等部 ３箇年

（幼稚園特例）

第３２条 第２条第３号の規定を次のとおりとする。

春季休業日 ３月２０日から４月９日まで

２ 第２５条第２項の学年別教科、特別の教科 道徳、外国語活動、総合的な
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学習の時間、特別活動を健康、人間関係、環境、言葉、表現と読み替えるも

のとする。

３ 第１５条第１項第２号の教科指導、道徳人権（同和）指導、特別活動指導

を、健康、人間関係、環境、言葉、表現の各領域指導の重点とする。

（その他）

第３３条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。

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１１年１２月８日教委規則第３２号）

この規則は、公布の日から施行する。

附 則（平成１２年３月２８日教委規則第２号）

この規則は、平成１２年４月１日から施行する。

附 則（平成１２年４月１１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１３年３月２日教委規則第３号）

この規則は、平成１３年４月１日から施行する。

附 則（平成１４年１月８日教委規則第１号）

この規則は、平成１４年４月１日から施行する。ただし、第２８条について

は平成１４年１月１１日から適用する。

附 則（平成１４年４月５日教委規則第４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１６年１１月１０日教委規則第１１号）

この規則は、公布の日から施行する。

附 則（平成１８年１２月１３日教委規則第６号）

この規則は、平成１９年４月１日から施行する。

附 則（平成１９年６月１３日教委規則第７号）

この規則は、公布の日から施行する。

附 則（平成２０年４月９日教委規則第６号）

この規則は、公布の日から施行し、平成２０年４月１日より適用する。

附 則（平成２０年８月１２日教委規則第８号）

この規則は、公布の日から施行する。

附 則（平成２１年３月１３日教委規則第４号）

この規則は、平成２１年４月１日から施行する。

附 則（平成２４年３月１５日教委規則第２号）

この規則は、平成２４年４月１日から施行し、改正後の第１４条第１項第３

号の規定は、平成２３年１０月１日から適用する。
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附 則（平成２４年１１月１２日教委規則第９号）

この規則は、平成２５年１月１日から施行する。

附 則（平成２６年３月１１日教委規則第５号）

この規則は、平成２６年４月１日から施行する。

附 則（平成２８年３月２８日教委規則第２号）

この規則は、平成２８年４月１日から施行する。

附 則（平成２９年１１月１５日教委規則第７号）

この規則は、平成３０年４月１日から施行する。
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議案第３号説明資料

丹波篠山市招致外国語指導助手任用規則の制定について

１ 制定の趣旨

丹波篠山市における外国語指導助手は、一般財団法人自治体国際化協会が実

施するＪＥＴプログラムを活用して雇用しています。一般財団法人自治体国際

化協会において一括して参加者を募集し選考するプロジェクトであるため、募

集要項に示された勤務条件で規則を定める必要があります。

また、「地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律」が令和２年４

月１日から施行されることに伴い、外国語指導助手の身分が非常勤特別職から

一般職のパートタイムの会計年度任用職員へ変更となります。会計年度任用職

員には、改正法による改正後の地方公務員法上、一般職に適用される各規定が

適用されます。

ついては、外国語指導助手の任用や行為制限等、従来の取扱いに見直しが必

要となる部分があるため、新たに「丹波篠山市招致外国語指導助手任用規則」

を定めます。

２ 制定の概要

（１）会計年度任用職員への移行に伴い、地方公務員法の分限・懲戒・服務

に関する規定が適用されることにより変更します。

（２）特別休暇（育児時間の取得対象者の拡大、子の看護休暇、介護休暇、

介護休業、介護時間、妊産婦の健康診査及び保健指導、妊娠中の通勤

緩和）の拡充及び新設、育児休業の新設、ハラスメント全般を禁止す

る内容を追加します。

（３）病気休暇の日数及び有給休暇から無給休暇へ変更し、他の会計年度任

用職員と同様の取扱いとします。

３ 施行期日

  令和２年４月１日
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対比表（主なもの）

項目

1 趣旨（準拠法） 第1条 地方公務員法 第1条 労働基準法

2 職務 第3条

（追加になるもののみ記載）
・小学校における外国語活動の補
助
・外国語担当指導主事、外国語担
当教員等に対する語学に関する情
報の提供
・地域における国際交流活動への
協力

第3条 －

3 身分の扱い － パートタイムの会計年度任用職員 第4条 非常勤特別職の地方公務員

4 任用期間 第4条 １年以内 第5条 １年間

5 報酬 第6条

1年目　　 月額280,000円
2年目　 　月額300,000円
3年目　 　月額325,000円
4・5年目　月額330,000円

第8条

1年目　　 月額280,000円
2年目　 　月額300,000円
3年目　 　月額325,000円
4・5年目　月額330,000円

6
報酬及びその計算
（時間割の計算）

第6条

報酬の月額に１２を乗じ、その額
を１週間当たりの勤務時間に５０
を乗じたもので除して得た額を１
時間当たりの額とする。

第8条

給料の月額に１２を乗じ、その額
を１週間当たりの勤務時間に５２
を乗じたもので除して得た額を１
時間当たりの額とする。

7 費用弁償（帰国費用） 第8条 要件を満たす場合は支給 第10条 要件を満たす場合は支給

8 勤務時間 第10条 １週間について３５時間 第11条 １週間について３５時間

9 年次有給休暇 第12条 ２０日間 第13条 ２０日間

10 病気休暇の期間 第13条 ６０日 第14条 ２０日

11 病気休暇 第13条 無給 第14条 有給

12 特別休暇 第14条

（追加･変更になるもののみ記載）
・育児時間
・子の看護休暇
・介護休暇
・介護休業
・介護短時間
・妊産婦の健康診査及び保健指導
・妊娠中の通勤緩和

第15条

・育児時間（女子の外国青年）
　

　　　　　　　－

13 育児休業 第15条 育児休業 － －

14 人事評価 第17条 人事評価 第20条の2 勤務成績の評定

15 争議行為等の禁止 第22条 争議行為の禁止 － －

16 ハラスメントの禁止第23条 ハラスメントの禁止 － －

17 免職、休職等 第27条 免職 第7条 解雇

18 懲戒処分 第28条 懲戒免職 － －

19
休職期間中の報酬
（職務による負傷
または疾病）

第29条
報酬から公務災害補償等で得られ
る給付を差し引いた額を全額支給

第16条 給料を全額支給

20
休職期間中の報酬
（職務による負傷
または疾病以外）

第29条 支給しない 第16条
30日までは全額支給、30日を超え
60日に達するまで半額支給、60日
を超える場合は支給しない。

新 旧
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現 行

○丹波篠山市招致外国青年就業規則

平成１１年４月１日

教委規則第６号

改正 平成１２年１２月２１日教委規則第８号

平成１４年４月５日教委規則第３号

平成１７年９月７日教委規則第１１号

平成２４年３月１５日教委規則第３号

第１章 総則

（目的）

第１条 この規則は、語学指導等を行う外国青年招致事業により、丹波篠山市

教育委員会（以下「教育委員会」という。）において語学指導等を行う外国

青年の勤務条件を定めることを目的とする。

２ 外国青年の勤務条件に関する事項でこの規則に定めのないものについては、

労働基準法（昭和２２年法律第４９号）その他の法令の定めるところによる。

（定義）

第２条 この規則において、次の各号に定める用語の意義は、当該各号に定め

るところによる。

(1) 外国青年 外国語指導助手

(2) 外国語指導助手 語学指導に従事する外国青年

(3) 所属長 外国語指導助手が所属する組織の長

(4) 週 日曜日に始まり直近の土曜日に終わる期間

(5) 月 １日に始まり当該月の末日に終わる期間

第２章 職務・身分の扱い

（外国語指導助手の職務）

第３条 外国語指導助手は、教育委員会又は学校において、所属長又は校長の

指示を受け、次の各号に掲げる職務を行う。

(1) 小学校及び中学校における総合的な学習の時間及び外国語授業の補助

(2) 外国語教材作成の補助及び外国語能力コンテスト等への協力

(3) 外国語教員に対する現職研修への補助

(4) 特別活動及び課外活動の補助（引率業務を含む。）

(5) その他所属長又は校長が必要と認める職務

２ 外国語指導助手は、所属長の指示に従って管下の学校を巡回し、特定の学

校に駐在し、又は両者を組み合わせた方法で前項各号の職務を行う。

（外国語指導助手の身分の扱い）

第４条 外国語指導助手の身分は、地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号）

上の臨時嘱託員又はこれに準ずる者（第３条第３項第３号）に該当する者と
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し、丹波篠山市の非常勤特別職の地方公務員とする。

第３章 契約期間及びその終了

（契約期間）

第５条 外国青年の契約期間は、丹波篠山市採用の日から１年間とする。

（退職）

第６条 外国青年は、前条の契約期間は誠実に職務を遂行しなければならない。

ただし、やむを得ず前条の期間の満了前に退職するときは、退職しようとす

る日の３０日前までに教育委員会に申し出なければならない。

（解雇）

第７条 教育委員会は、外国青年に次の各号のいずれかに該当する事由が生じ

た場合は、当該外国青年を解雇することができる。

(1) 日本国憲法その他日本の法令又はこの規則に違反した場合

(2) 当該外国青年の担当する職務にふさわしくない行為があった場合

(3) 身体又は精神の障害により、職務に堪えられないと認められる場合

(4) 勤務態度が不良で改善の見込みがないと認められる場合

(5) 勤務しない日が連続して６０日を超えた場合

(6) 応募書類に虚偽の記載があった場合

２ 前項の規定にかかわらず、教育委員会は議会により予算が承認されず、又

は予算が削減されたため、外国青年に対して給料を支払うことができない場

合は、３０日前までに予告し、又は１月分の給料を支払って外国青年を解雇

することができる。

３ 外国青年が禁固以上の刑に処せられたときは、当該外国青年は当然に解雇

されたものとみなし、教育委員会は何らの給付を行わない。

第４章 給料その他の給付

（給料及びその他の計算）

第８条 外国青年の給料の月額は、次の各号に掲げる年額を１２で除して得た

額とする。ただし、平成２３年度以前に最初の雇用契約を締結した外国青年

の給与は従前の規則によるものとする。

(1) １年目 ３，３６０，０００円

(2) ２年目 ３，６００，０００円

(3) ３年目 ３，９００，０００円

(4) ４年目及び５年目 ３，９６０，０００円

２ 前項の場合において、外国青年の勤務が月の中途から開始し、又は月の中

途で終了したときは、当該月にかかる給料の額は、日割計算により算出する。

３ 給料の時間割の計算に当たっては、給料の月額に１２を乗じ、その額を１

週間当たりの勤務時間に５２を乗じたもので除して得た額を１時間当たりの
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額とする。

４ 給料は第１項に規定する月額を毎月１６日に支給することとし、その日が

勤務を要しない日、土曜日又は休日に当たるときはその前日とする。

（給料の減額）

第９条 外国青年が勤務を要する時間に勤務しなかった場合は、この規則に別

の定めがあるときを除き、当該勤務しなかった１時間につき前条第４項によ

り計算した１時間当たりの額を前条第１項の給料から減額して支給するもの

とし、当該勤務しなかった時間の属する月の給料からこれを減額できなかっ

たときは、翌月の給料からこれを減額するものとする。

２ 前項の勤務しなかった時間の計算に当たっては、当該勤務しなかった時間

の属する月におけるすべての勤務しなかった時間を合計して行うものとし、

１時間未満の端数については、３０分未満を切り捨て、３０分以上は１時間

とする。

（旅費等）

第１０条 外国青年が職務を行うために旅行するときは、丹波篠山市職員等の

旅費に関する条例（平成１１年篠山市条例第５５号）により、旅費を支給す

る。

２ 教育委員会は、別に定めるところにより、外国青年の赴任及び帰国のため

の旅費を支給する。ただし、帰国旅費は、当該外国青年が第５条の勤務期間

を満了後、日本において教育委員会又は第三者と雇用契約に入ることなく、

その満了後１月以内に帰国のために日本を出発する場合に限り支給するもの

とする。

３ 教育委員会は、外国青年が正当な理由なく帰国した場合等によって実際に

被った損害について賠償を求めることができる。

第５章 勤務時間、休日、休暇及び休職

（勤務時間）

第１１条 外国青年の勤務時間は、１週間について３５時間とする。

２ 外国青年の勤務時間は、休憩時間を除き、月曜日から金曜日までの１日に

ついて７時間とし、その割り振りは所属長が定める。土曜日及び日曜日は勤

務を要しない日とする。休憩時間は、外国青年が自由に使えるものとする。

３ 前項の規定にかかわらず、所属長は、外国青年に対し、土曜日又は日曜日

に勤務することを指示することができる。この場合は、その週を含めて４週

間以内に代休を与えることとし、当該４週間を平均して１週間につき３５時

間を超える勤務をさせないものとする。

４ 所属長は、外国青年に対し、勤務時間又は休憩時間の変更を指示すること

ができる。この場合においても、１日につき７時間を超える勤務をさせない
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ものとする。

（休日）

第１２条 次の各号に掲げる日を休日とする。

(1) 国民の祝日（国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）第

３条に規定する休日をいう。）

(2) 年末年始（１２月２９日から翌年１月３日までの期間をいう。）

２ 前項の規定にかかわらず、所属長は、あらかじめ、振り替える休日を指定

した上で、前項の休日に勤務を命ずることができる。

３ 休日は、有給とする。

（年次有給休暇）

第１３条 外国青年は、所属長の承認を得て、第５条に定める勤務期間中に分

割又は連続した２０日間の年次有給休暇を取得することができる。この年次

有給休暇は時間単位で取得することも差し支えない。

２ 外国青年が第５条の契約期間満了後、市と契約を更新する場合は、２０日

間を限度として年次有給休暇（この項の規定により繰り越されたものを除

く。）を次の契約期間に繰り越すことができる。

３ 外国青年は、前項の年次有給休暇の取得にあたっては、原則として３日前

までに、３日以上連続した休暇を取得するときは１月前までに、それぞれ所

属長に申し出なければならない。

４ 所属長は、外国青年から請求された時期に年次有給休暇を与えることが、

事業の円滑な運営を妨げる場合には、他の時期にこれを与えることができる。

（病気休暇）

第１４条 病気休暇の期間は、病気又は負傷のため勤務しないことがやむを得

ないと認められる必要最小限の期間とする。

２ 病気休暇はその開始の日から起算して２０日（勤務を要しない日及び休日

を含む。以下この項の日数において同じ。）を超えることができない。病気

休暇を承認された期間と期間の間が７日に満たない場合は、それらの２の期

間は連続するものとみなす。

３ 病気休暇は有給とする。

（特別休暇）

第１５条 特別休暇は次の各号に掲げる場合とし、その期間は、当該各号に掲

げる期間とする。

(1) 父母、配偶者等が死亡した場合 父母、配偶者、子が死亡した場合は、

連続する１０日間の範囲内の期間。兄弟姉妹、祖父母が死亡した場合は、

連続する５日の範囲内の期間

(2) 外国青年本人が結婚する場合 連続する５日の範囲内の期間
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(3) 不可抗力の災害により自己の住居が損壊した場合 被害の程度に応じ

教育委員会が必要と認める期間

(4) 通勤に要する交通機関の事故等による交通途絶の場合 当該交通途絶

が解消されるまでの期間

(5) 女子の外国青年が６週間（多胎妊娠の場合にあっては、１４週間）以内

に出産する予定である場合 出産の日までの届けた出た期間

(6) 女子の外国青年が出産した場合 出産の日の翌日から８週間を経過す

るまでの日。ただし、産後６週間を経過した女子の外国青年が就業を申し

出た場合において医師が支障がないと認めた業務に就く期間を除く。

(7) 女子の外国青年が生後１年に達しない子の育児を行う場合 １日２回

それぞれ３０分以内の期間

(8) 女子の外国青年が生理日の就業が著しく困難な場合 届け出た生理日

(9) その他所属長が特に必要と認めた場合 所属長が必要と認める期間

２ 前項第１号から第４号まで及び第９号の特別休暇は有給とし、第５号から

第８号までの特別休暇は無給とする。

（休職）

第１６条 前条第１項第５号及び第６号に規定する場合を除くほか、外国青年

が病気（第１８条第１項の疾病を除く。）、負傷その他やむを得ない理由に

より勤務できない日が連続して２０日（勤務を要しない日及び休日を含む。

次項の日数において同じ。）を超える場合においては、教育委員会は、当該

外国青年の申請により必要と認めるときは、これを休職させることができる。

２ 前項の場合において、その休職の期間中の報酬の支給は、次の各号に定め

るところによる。

(1) 勤務できない事由が勤務による負傷又は疾病である場合は、その休職の

期間中、給料の全額を支給する。

(2) 勤務できない事由が前号に定めるもの以外の場合は、その休職の期間が

当該休職に先行する勤務できない日の初日から起算して３０日に達するま

では給料の全額を支給し、３０日を超え６０日に達するまでは給料の半額

を支給し、６０日を超えるときは給料を支給しない。

（起訴休職）

第１７条 外国青年が刑事事件に関し起訴されたときは、教育委員会は当該外

国青年を休職させることができる。

２ 前項の場合において、その休職期間中は給料の６割を支給する。

（勤務禁止）

第１８条 外国青年が、次の各号に掲げる感染性の疾病その他の疾病にかかっ

たときは、教育委員会は当該外国青年を勤務させないものとする。
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(1) 病毒伝ぱのおそれのある感染性の疾病にかかって、感染予防の措置をし

ていない者

(2) 精神障害のために、現に自身を傷つけ、又は他人に害を及ぼすおそれの

ある者

(3) 心臓、腎臓、肺等の疾病で、労働のため病勢が著しく増悪するおそれの

あるものにかかった者

(4) 前３号に準ずる疾病で厚生労働大臣が定めるものにかかった者

２ 前項の場合において、その勤務しない期間中の給料の支給については、所

属長が決定する。

（休暇及び休職の手続）

第１９条 第１４条第１項及び第１５条第１項第１号から第４号までの休暇を

取得する場合は予定日数を、同項第９号の休暇を取得する場合は予定日数及

び取得理由を、あらかじめ所属長に届け出て承認を得なければならない。た

だし、やむを得ない事由によりあらかじめ届け出ることができない場合は、

その事由が止んだ後、速やかに届け出て承認を得なければならない。

２ 第１５条第１項第５号から第８号までの休暇を取得する場合は、予定日数

をあらかじめ所属長に届け出なければならない。ただし、やむを得ない事由

によりあらかじめ届け出ることができない場合は、その事由が止んだ後、速

やかに届け出なければならない。

３ 病気又は負傷のため、連続して３日を超える休暇を取得する場合、及び休

職の申請をする場合は、医師の診断書を所属長に提出しなければならない。

この場合において、所属長は必要と認めるときは、その指定する医師の診断

を受けさせることがある。また、３日以内の休暇を取得する場合であっても、

所属長は、必要と認めるときは、診断書の提出を求めることができる。

４ 第１７条第１項による休職及び前条第１項による勤務禁止の原因となる事

実が生じた場合は、当該外国青年は速やかにその事実を所属長に届けなけれ

ばならない。

第６章 服務

（職務命令に従う義務）

第２０条 外国青年は、その職務を遂行するに当たって、上司の職務上の命令

に忠実に従わなければならない。

（勤務成績の評定）

第２０条の２ 教育委員会は外国青年の執務について、別に定める要領に基づ

き勤務成績の評定を行うものとする。

（職務専念義務）

第２１条 外国青年は、この規則に特別の定めがある場合を除くほか、その勤
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務時間及び職務上の注意力のすべてをその職責遂行のために用いなければな

らない。

（信用失墜行為の禁止）

第２２条 外国青年は、語学指導等を行う外国青年招致事業の信用を傷つける

ような行為をしてはならない。

（守秘義務）

第２３条 外国青年は、職務を遂行するに当たって知り得た秘密をもらしては

ならない。退職した後も、また同様とする。

（営利企業等の従事制限）

第２４条 外国青年は、所属長の許可を受けなければ、いかなる組織の役員と

なり、若しくは教育委員会以外の者に雇用され、又は報酬を得ていかなる事

業若しくは事務にも従事してはならない。

（宗教活動等の制限）

第２５条 外国青年は、その勤務に関して宗教活動又は政治活動を行ってはな

らない。

（自動車運転の制限）

第２６条 外国青年は、通勤のためにする場合を除き、所属長の許可を受けず

にその勤務のために自動車を運転してはならない。

第７章 懲戒

（懲戒処分）

第２７条 教育委員会は、外国青年に次の各号のいずれかに該当する事由が生

じた場合は、当該外国青年に対し、停職、減給又は戒告の処分をすることが

できる。

(1) 日本国憲法その他日本の法令又はこの就業規則に違反した場合

(2) 当該外国青年の担当する職務にふさわしくない行為があった場合

(3) 勤務態度が不良と認められる場合

２ 前項の各処分の意義及び効果は、次の各号に定めるところによる。

(1) 停職 ７日以内の期間を定めて勤務を禁止するものとし、その間の給料

は支払わない。

(2) 減給 １回につき平均賃金の１日分の半額を減給し、当該行為を戒める。

ただし、１月以内に２回以上減給する場合においても、その総額は１月に

おける賃金の１０分の１を上回らないものとする。

(3) 戒告 書面により当該行為を戒める。

第８章 公務災害補償等

（公務災害補償）

第２８条 教育委員会は、外国青年が職務による災害（負傷、疾病、障害等又
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は死亡をいう。以下同じ。）又は通勤による災害を受けた場合は外国語指導

助手については、労働者災害補償保険法（昭和２２年法律第５０号）又は丹

波篠山市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例（平

成１１年篠山市条例第４２号）の定めるところにより、これらの災害に対す

る補償を行う。

（公務外の災害）

第２９条 教育委員会は、損害保険契約の締結により、外国青年が職務による

災害又は通勤による災害以外の災害を受けた場合における損害補償について

配慮するものとする。

第９章 補則

（その他）

第３０条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が定める。

附 則

（施行期日）

１ この規則は、平成１１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、合併前の招致外国青年就業規則（平成２

年西紀、丹南町教育委員会規則第３号）の規定に基づきなされた処分、手続

その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

附 則（平成１２年１２月２１日教委規則第８号）

この規則は、平成１３年１月６日から施行する。

附 則（平成１４年４月５日教委規則第３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１７年９月７日教委規則第１１号）

この規則は、公布の日から施行し、平成１７年８月５日から適用する。

附 則（平成２４年３月１５日教委規則第３号）

この規則は、平成２４年４月１日から施行する。
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議案第５号説明資料

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

の一部を改正する規則の制定について

１ 改正の趣旨

学校運営協議会の設置等については、地方教育行政の組織及び運営に関する

法律第４７条の６の規定に基づき教育委員会規則で定めているところですが、

この度、文部科学省から条番号を「第４７条の６」から「第４７条の５」に改

める旨通知がありました。

つきましては、同法律の条番号の改正に合わせて、本規則の一部を改正しま

す。

２ 改正の概要

第１条中「第４７条の６」を「第４７条の５」に改めます。

３ 施行期日

令和２年４月１日
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○地方教育行政の組織及び運営に関する法律（抜粋）

（県費負担教職員のうち非常勤講師の報酬等及び身分取扱い）

第四十七条の三 県費負担教職員のうち非常勤の講師の報酬及び職務を行うた

めに要する費用の弁償の額並びにその支給方法については、都道府県の条例

で定める。

２ この章に規定するもののほか、県費負担教職員のうち非常勤の講師の身分

取扱いについては、都道府県の定めの適用があるものとする。

（平一三法二二・追加、平一三法一〇四・旧第四十七条の二繰下）

                                   

第四節 学校運営協議会

（平一六法九一・追加、平二九法五・旧第三節繰下）

第四十七条の六 教育委員会は、教育委員会規則で定めるところにより、その

所管に属する学校ごとに、当該学校の運営及び当該運営への必要な支援に関

して協議する機関として、学校運営協議会を置くように努めなければならな

い。ただし、二以上の学校の運営に関し相互に密接な連携を図る必要がある

場合として文部科学省令で定める場合には、二以上の学校について一の学校

運営協議会を置くことができる。

２ 学校運営協議会の委員は、次に掲げる者について、教育委員会が任命する。

一 対象学校（当該学校運営協議会が、その運営及び当該運営への必要な支

援に関して協議する学校をいう。以下この条において同じ。）の所在する

地域の住民

二 対象学校に在籍する生徒、児童又は幼児の保護者

三 社会教育法（昭和二十四年法律第二百七号）第九条の七第一項に規定す

る地域学校協働活動推進員その他の対象学校の運営に資する活動を行う者

四 その他当該教育委員会が必要と認める者

３ 対象学校の校長は、前項の委員の任命に関する意見を教育委員会に申し出

ることができる。

４ 対象学校の校長は、当該対象学校の運営に関して、教育課程の編成その他

教育委員会規則で定める事項について基本的な方針を作成し、当該対象学校

の学校運営協議会の承認を得なければならない。

５ 学校運営協議会は、前項に規定する基本的な方針に基づく対象学校の運営

及び当該運営への必要な支援に関し、対象学校の所在する地域の住民、対象

学校に在籍する生徒、児童又は幼児の保護者その他の関係者の理解を深める
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とともに、対象学校とこれらの者との連携及び協力の推進に資するため、対

象学校の運営及び当該運営への必要な支援に関する協議の結果に関する情報

を積極的に提供するよう努めるものとする。

６ 学校運営協議会は、対象学校の運営に関する事項（次項に規定する事項を

除く。）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。

７ 学校運営協議会は、対象学校の職員の採用その他の任用に関して教育委員

会規則で定める事項について、当該職員の任命権者に対して意見を述べるこ

とができる。この場合において、当該職員が県費負担教職員（第五十五条第

一項又は第六十一条第一項の規定により市町村委員会がその任用に関する事

務を行う職員を除く。）であるときは、市町村委員会を経由するものとする。

８ 対象学校の職員の任命権者は、当該職員の任用に当たつては、前項の規定

により述べられた意見を尊重するものとする。

９ 教育委員会は、学校運営協議会の運営が適正を欠くことにより、対象学校

の運営に現に支障が生じ、又は生ずるおそれがあると認められる場合におい

ては、当該学校運営協議会の適正な運営を確保するために必要な措置を講じ

なければならない。

１０ 学校運営協議会の委員の任免の手続及び任期、学校運営協議会の議事の

手続その他学校運営協議会の運営に関し必要な事項については、教育委員会

規則で定める。

（平一六法九一・追加、平二三法三七・平二六法五一・一部改正、平

二九法五・旧第四十七条の五繰下・一部改正）
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現 行

○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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議案第６号説明資料

丹波篠山市立学校給食センター設置条例施行規則の一部を改正す

る規則について

１ 改正の趣旨

  幼稚園及びこども園４・５歳児の１号認定園児のうち、市民税非課税世帯

又は市民税所得割課税額７７，１０１円未満の世帯の者については、これま

で学校給食費を月額３，４００円、１食２３０円としながらも、給食扶助費

を市が支給する制度により、実際の保護者負担は０円としていた。

  今回、昨年１０月からの幼児教育・保育の無償化に伴い、この部分も無償

化になっていることから、給食扶助費制度による対応は本年度までとし、来

年度からは、無償化による取扱いとする。

  ついては、市民税非課税世帯又は市民税所得割額が７７，１０１円未満で

ある世帯が無料であることを追記し、関係する内容を整理する。

２ 改正の内容

別表（第９条関係）備考第１項において、「、市民税非課税世帯又は市民

税所得割額が７７，１０１円未満である世帯」を追加する。

同表備考第３項を削除し、以下の項番号を１つずつ繰り上げる。

３ 施行期日

令和２年４月１日
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現 行

丹波篠山市立学校給食センター設置条例施行規則

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

（趣旨）

第１条 この規則は、丹波篠山市立学校給食センター設置条例（平成１１年篠

山市条例第８２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。

（管理運営）

第２条 丹波篠山市立学校給食センター（以下「給食センター」という。）の

運営及び学校給食事業については、丹波篠山市教育委員会（以下「教育委員

会」という。）が管理する。

（職員）

第３条 給食センターには次の職員を置くことができる。

(1) 所長

(2) 事務職員

(3) 栄養教諭及び学校栄養職員（以下「栄養教諭等」という。）

(4) 調理員

(5) 運転員

(6) その他必要な職員

（職員の任務）

第４条 給食センター職員の任務は次のとおりとする。

(1) 所長は、給食センターに属する事業を総括し、所属職員を指揮監督す

る。

(2) 事務職員は、給食センターの全般的な事務に従事する。

(3) 栄養教諭等は、学校給食の栄養管理及び栄養指導、食に関する指導等

を行う。
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(4) 調理員は、調理及び調理食品の分配、運搬車への積み込み、食品並び

に器具機材の洗浄及び消毒、保管に従事する。

(5) 運転員は、運搬車の運転、整備、保全等に従事する。ただし、必要に

応じて、調理の補助及び施設の整備保全を行うことができる。

（事業）

第５条 給食センターの行う事業は、次のとおりとする。

(1) 学校給食の献立、調理

(2) 給食に必要な物資の購入

(3) 調理品の運搬

(4) 給食用器具の洗浄、消毒、保管、運搬

(5) 給食に関する文書の収受発送

(6) 給食に関する会計経理

(7) 調理場の設備の充実及び保全、食品等の衛生管理

(8) 給食指導の計画実施及び家庭に対する啓発と連絡

(9) 学校給食を正しく推進するための調査研究

(10) 学校給食を通じた食育の推進

(11) その他学校給食に必要な事項

（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。

（学校給食費）
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第９条 学校給食法（昭和２９年法律第１６０号）第１１条第２項に規定する

学校給食費は、別表で定める。

２ 学校給食費の一部は、給食センター運営費に充てることができる。

（職員の衛生管理）

第１０条 所長は、常に職員の健康管理に留意し、毎月２回以上の検便を実施

するものとする。

２ 職員は身体衣服等を清潔に保ち、手洗いと消毒に万全を期し、伝染病、食

中毒等の予防と異物の混入が生じないように常に注意しなければならない。

（献立表）

第１１条 献立表の作成にあたっては、特に栄養所要量の確保、栄養比率の配

慮、安全食の供給、価格の適正等を重視して立案しなければならない。

２ 献立表は、学校及び児童生徒の家庭に配付して、学校給食及び食育に対す

る理解を深め、食材、栄養並びに食生活改善の理解に資するよう努めなけれ

ばならない。

（調理作業）

第１２条 調理作業は、栄養教諭等の指導する調理計画に基づき、衛生的かつ

能率的に処理しなければならない。

（保存食）

第１３条 保存食は、原材料及び調理済み食品ごとに清潔な容器に密封して２

週間以上冷凍保存しなければならない。

（物資の発注）

第１４条 給食物資の発注については、購入計画に基づき発注しなければなら

ない。

２ 学校給食に使用する食材については、地元産の使用に努めるものとする。

（検収）

第１５条 納品に当たっては検収を厳正に行い、不適格品のあった場合は取り

替え、返品又は登録の取り消しを行うことができる。

（分配）

第１６条 各容器への分配は、清潔丁寧を旨とし分量、食品、内容に不足、不

公平のないように留意しなければならない。

（運搬）

第１７条 運搬にあたっては、特に安全と衛生に留意し、予定時刻に搬入する

ように努めなければならない。

（回収）

第１８条 給食後の食器は必ずその日のうちに回収のうえ、員数を点検しなけ

ればならない。この場合において、破損紛失のあったときは、所長に報告す
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るものとする。

（調理室の管理）

第１９条 調理室の管理に当たっては、特に衛生と安全を重視し、常に清潔整

頓が保持されなければならない。

２ 作業中は、関係者以外の入室を禁止するとともに、作業時間外においても

みだりに入室を認めてはならない。

（その他）

第２０条 この規則に定めるもののほか、事務処理その他必要な事項について

は、別に定める。

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２０年２月１３日教委規則第２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１月１６日教委規則第１号）

この規則は、平成２１年４月１日から施行する。

附 則（平成２１年３月１３日教委規則第３号）

この規則は、平成２１年４月１日から施行する。

附 則（平成２２年２月２２日教委規則第１号）

この規則は、平成２２年４月１日から施行する。

附 則（平成２２年６月３日教委規則第１１号）

この規則は、公布の日から施行する。

附 則（平成２７年３月１１日教委規則第８号）

この規則は、平成２７年４月１日から施行する。

附 則（平成２７年６月１９日教委規則第２１号）

この規則は、公布の日から施行し、改正後の篠山市立学校給食センター設置

条例施行規則の規定は、平成２７年４月１日から適用する。

附 則（平成２８年１０月１８日教委規則第５号）

この規則は、公布の日から施行し、改正後の篠山市立学校給食センター設置

条例施行規則の規定は、平成２８年４月１日から適用する。

附 則（平成２９年４月１９日教委規則第６号）

この規則は、公布の日から施行し、改正後の篠山市立学校給食センター設置

条例施行規則の規定は、平成２９年４月１日から適用する。

附 則（平成３０年１０月１６日教委規則第５号）

この規則は、公布の日から施行し、改正後の篠山市立学校給食センター設置

条例施行規則の規定は、平成３０年９月１日から適用する。

別表（第９条関係）
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区分 １食あたりの単価

幼稚園及び認定こども園の園児 ２３０円

幼稚園及び認定こども園の職員並びに小学校の児童

及び職員

２５０円

中学校の生徒及び職員 ２８０円

特別支援学校の幼稚部幼児 ２３０円

特別支援学校の小学部児童 ２５０円

特別支援学校の中学部及び高等部の生徒並びに職員 ２８０円

学校給食センターの職員 ２８０円

備考

１ 幼稚園若しくは認定こども園の園児又は特別支援学校の幼稚部幼児

（以下「園児等」という。）で、生活保護法（昭和２５年法律第１４４

号）による被保護世帯のものの学校給食費は、無料とする。

２ 同一世帯において兄弟姉妹が２人以上いる場合の当該世帯の園児等の

学校給食費は、２人目の園児等にあっては本表に定める額の半額とし、

３人目以降の園児等にあっては無料とする。

３ 前項の規定にかかわらず、同項に規定する場合において、市民税所得

割額が４８，６００円以上７７，１０１円未満である世帯が次の各号に

掲げる世帯のいずれかに該当するときの当該世帯の園児等の学校給食費

は、１人目の園児等にあっては１食あたり４６円とし、２人目以降の園

児等にあっては無料とする。

(1) ひとり親世帯 母子及び父子並びに寡婦福祉法（昭和３９年法律

第１２９号）第１７条及び第３１条の７に規定する配偶者のない者で

現に児童を扶養している者の世帯

(2) 在宅障害児（者）のいる世帯 次に掲げる児（者）を有する世帯

をいう。

ア 身体障害者福祉法（昭和２４年法律第２８３号）第１５条に定め

る身体障害者手帳の交付を受けた者

イ 療養手帳制度要綱（昭和４８年９月２７日厚生省発児第１５６

号）に定める療育手帳の交付を受けた者

ウ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律（昭和２５年法律１２

３号）第４５条に定める精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者

エ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律（昭和３９年法律第１３

４号）に定める特別児童扶養手当の支給対象児、国民年金法（昭和

３４年法律第１４１号）に定める国民年金の障害基礎年金等の受給
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者

(3) その他の世帯 保護者の申請に基づき、生活保護法に定める要保

護者等特に困窮していると市長が認めた世帯

４ 前項における地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第２９２条第１

項第２号の所得割（同法第３２８条の規定によって課する所得割を除

く。）を計算する場合には、同法第３１４条の７、第３１４条の８及び

第３１４条の９並びに同法附則第５条第３項、第５条の４第６項、第５

条の４の２第６項、第５条の５第２項、第７条の２第４項及び第５項、

第７条の３第２項並びに第４５条の規定は適用しないものとする。

５ 第３項の市民税所得割額の計算に当たっては、指定都市以外の市町村

の区域内に住所を有した場合の例により算定するものとする。

６ 支給認定保護者が母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令（昭和３９年

政令第２２４号）第１条第２号に掲げる女子又は同令第２条第２号に掲

げる男子に該当する旨を申し出た場合におけるこの表の階層区分は、当

該支給認定保護者を地方税法第２９２条第１項第１１号に規定する寡婦

又は同項第１２号に規定する寡夫とみなして算定した市町村民税の額に

より判定するものとする。
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