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倉吉市教育委員会 



第４回倉吉市教育委員会定例会 日程 

 

日 時 平成 25 年３月 26 日（火）午後３時 

場 所 倉吉市役所 第３会議室 

 

１ 開 会 

 

２ 前回会議録承認 

 

３ 会議録署名委員の選出 

 

４ 教育長報告 

 

５ 議 事 

議案第７号 平成25年度倉吉市の教育方針と重点施策について   

議案第８号 倉吉市立学校施設使用条例施行規則等の一部改正について  

議案第９号 倉吉市立教育文化施設の設置及び管理に関する条例施行規則の

制定について                    

議案第10号 倉吉市学校給食費徴収条例施行規則の制定について  

議案第11号 学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の委嘱について  

議案第12号 公民館長の任命について              

議案第13号 倉吉市スポーツ推進委員の委嘱について       

議案第14号 倉吉市伝統的建造物群保存地区保存審議会委員の委嘱について       

 

６ 報告事項 

各課報告（別紙） 

 

７ その他 

 

８ 閉 会 

 

 

 



議案第７号 

 

平成２５年度倉吉市の教育方針と重点施策について 

 

平成２５年度倉吉市の教育方針と重点施策を別紙のとおり定めることについて、本委員会の承認

を求める。 

 

平成２５年３月２６日提出 

 

 倉吉市教育委員会教育長 福 井 伸一郎 



平成２５年度 倉吉市の教育方針と重点施策（案） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

たくましい体の育成（体育，健康教育,学校保健の充実） 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

～行きたい学校・ 
帰りたい家庭・ 

住みたい地域～

倉吉に誇りと愛着を持つ子どもの育成 

・倉吉独自の教材づくりの推進（くらよし風土記の作成） 

・地域の人･もの･ことがらに触れる教育活動の推進 

・倉吉らしさを取り入れた教育活動の実施（淀屋サミット）

豊かな心とたくましい体の育成 

・道徳教育・人権同和教育の充実 
（育てたい資質・能力を明確にした実践） 

・特別活動・進路指導の充実（赤ちゃんふれあい事業） 

・いじめや問題行動の未然防止，相談体制の充実 
（ｈｙｐｅｒ－ＱＵの活用及び教職員研修，子ども支援センター移転，

スクールカウンセラー・スクールソーシャルワーカーの活用） 

・学校体育，健康教育及び学校保健，安全教育の充実 

学力向上の推進 

・学力向上推進支援（算数・数学、国語 ステップ９の活用）

・わかる授業のための授業改善（教職員の指導力向上） 

・細やかな指導を行う体制づくり（少人数学級･教員加配） 

学校教育基本方針 
豊かな心とたくましく生きる力をもつ子どもの育成 

～自ら学び、たくましく生きる～ 

家庭・地域と連携した開かれた学校づくり 

・開かれた学校づくりの推進（学校ウエブページの効果的活用）

・学校地域連携の取り組みの推進（子どもの出番づくり） 

・学校運営に参画する体制づくり(地域学校委員会の充実)

【教育理念】 

豊かな心を持ち、個性を発揮する人づくり 

【教育目標】 

・幅広い知識を身に付け、豊かな心を培い、健やかな体を養う。 

・個性を尊重し、創造性を培い、自律性・自主性を養う。 

・社会の一員として、参画し寄与する態度を養う。  

・自然を大切にし、伝統と文化を尊重する態度を養う。 

・郷土を愛し、他人や他の地域を尊重する態度を養う。 

“くらしよし”ふるさとビジョン 
(第11次倉吉市総合計画) 

【将来都市像】 

愛着と誇り 未来いきいき  

みんなでつくる倉吉 

【教育・文化・コミュニティ】 

活力に満ち、豊かな心と文化が息づくまち

教育基本法 
・人格の完成と、社

会の形成者として

の国民の育成 

学校教育法  
社会教育法 
図書館法 
文化財保護法 
博物館法 

倉吉市教育の創造 
・ 倉吉市教育振興基本計画の進ちょく管理 

・ 倉吉市教育委員会の活性化（教育に関する事務の点検・評価の推進、委員の活動強化 市長との意見交換会） 

・ 「倉吉市立小・中学校の適正配置等について」に基づく学校再編の推進 市民説明会の開催、計画案の策定 

・ 学校教育施設・教育施設の整備運営（学校施設耐震化促進 西郷小・上灘小・北谷小・社小校舎、灘手小体育館）

社会教育基本方針 
あらゆる世代が豊かな心を育む環境づくりの推進 
～いつでもどこでもだれでも、ともに学び楽しむ～ 

豊かな心を育む図書館づくりの推進 
・図書館資料の収集・提供の充実 

・読書活動の推進（あさのあつこ講演会等） 

・レファレンスサービスの充実 ・山上憶良短歌募集 

親しみ学ぶ機会の提供できる博物館 
・郷土の文化芸術、伝統文化を学べる場の提供、施設整備 

・郷土作家顕彰「桑野博利展」の開催 

・「前田寛治大賞展」「大伯耆国展」の開催準備 

給食の充実、食育の推進 

・栄養教諭等による食に関する指導 

・衛生管理の徹底、施設設備の計画的改修 

有形・無形の歴史的な資産の保存と活用 
・伝建地区の保存（修理修景事業・防災計画策定） 

・指定文化財の整備（旧倉吉町水源地ポンプ室建物保存修理）

体育・スポーツの振興 

・スポーツ活動機会の充実（地域スポーツの振興） 

・スポーツ指導者の養成・団体の育成 

（ｽﾎﾟー ﾂ団体のデータベース化） 

・体育施設の整備充実（野球場改修・Ｂ＆Ｇ海洋ｾﾝﾀｰ解体整備）

よりよい倉吉教育をめざして 

・特別支援教育の充実（児童生徒を支える学校体制づくり） 

・教育助成の充実（就学援助事業の周知と適切な執行） 

公民館活動の推進 
・公民館のあり方について(仮称)検討 

・人づくり・地域づくりの推進  （公民館研究指定事業） 

青少年の健全育成・家庭教育の充実 

・関係機関等との連携による少年の非行防止 

・青少年団体の活動支援 （ジュニアリーダーの養成） 

・子育て十か条の普及・啓発（地域活動・体験活動の推進） 

生涯学習の推進 

・学習内容・学習機会の充実 （生涯学習講座） 

・生涯学習情報の発信 （学習情報のデータベース化） 

・鳥取大学・鳥取短期大学と連携した学習機会の提供 



議案第８号 

 

倉吉市立学校施設使用条例施行規則等の一部改正について 

 

次のとおり倉吉市立学校施設使用条例施行規則等の一部を改正することについて、本委員会の承認

を求める。 

 

平成２５年３月２６日提出 

 

 倉吉市教育委員会教育長 福 井 伸一郎 



議案第９号 

 

倉吉市立教育文化施設の設置及び管理に関する条例施行規則の制定について 

 

次のとおり倉吉市立教育文化施設の設置及び管理に関する条例施行規則を制定することについて、

本委員会の承認を求める。 

 

平成２５年３月２６日提出 

 

 倉吉市教育委員会教育長 福 井 伸一郎 



議案第１０号 

 

倉吉市学校給食費徴収条例施行規則の制定について 

 

次のとおり倉吉市学校給食費徴収条例施行規則を制定することについて、本委員会の承認を求める。 

 

平成２５年３月２６日提出 

 

 倉吉市教育委員会教育長 福 井 伸一郎 



倉吉市学校給食費徴収条例施行規則の制定について 

 

【制定理由】 

行政委員会等に対する事務委任及び補助執行に関する規則の改正に伴い、新たに倉吉市学校給食費

徴収条例施行規則を制定するものです。 

 

【制定要旨】 

１ 規則の趣旨を定めることとした。 （第１条関係） 

２ 学校給食費の額を定めることとした。 （第２条関係） 

３ 学校給食費の納入について定めることとした。 （第３条関係） 

４ 学校給食費の額の通知について定めることとした。 （第４条関係） 

５ 学校給食費の還付について定めることとした。 （第５条関係） 

６ 学校給食費の減免について定めることとした。 （第６条関係） 

７ 倉吉市立学校教職員等から学校給食費に相当する経費を徴収することとした。 （第７条関係） 

８ 学校給食を試食した者から学校給食費に相当する経費を徴収することとした。 （第８条関係） 

９ この規則は、平成25年４月１日から施行することとした。 （附則第１項関係） 

10 この規則の施行の日前に、廃止前の倉吉市学校給食費徴収規則（平成22年倉吉市教育委員会規則

第６号）の規定によりなされた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

ものとみなすこととした。 （附則第２項関係） 

 



倉吉市学校給食費徴収条例施行規則 

 

（趣旨） 

第１条 この規則は、倉吉市学校給食費徴収条例（平成22年倉吉市条例第26号。以下「条例」という。）

第５条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。 

（学校給食費の額） 

第２条 条例第２条第２項に規定する規則で定める額は、次の各号に掲げる者について当該各号に定

めるとおりとする。ただし、児童又は生徒の食物アレルギーその他の理由により、市長が特に必要

と認める場合は、市長が別に定める。 

(１) 児童 １食当たり259円 

(２) 生徒 １食当たり308円 

（学校給食費の納入） 

第３条 保護者は、前条各号に定める金額に年間学校給食実施予定日数（年度の当初において当該年

度に学校給食の実施を予定している日数をいう。以下同じ。）を乗じた金額を10で除した金額以内

で市長が決定した額（以下「例月納入額」という。）を５月から翌年２月までの毎月末日までに納

入しなければならない。 

２ 保護者は、前項の規定により納入すべき金額が前条各号に定める金額に当該保護者の児童又は生

徒の年間学校給食実施日数（当該年度に学校給食を実施した日数（児童又は生徒の都合により学校

給食を受けなかった日数を含む。）をいう。以下同じ。）を乗じた金額を下回った場合は、その差額

（以下「精算額」という。）を市長が別に定める日までに納入しなければならない。 

３ 前２項の規定にかかわらず、市長は、特に必要と認めるときは、別に納期限を定めることができ

る。 

（学校給食費の額の通知） 

第４条 市長は、学校給食費の例月納入額又は精算額を決定し、又は変更したときは、速やかに、保

護者に通知するものとする。 

（学校給食費の還付） 

第５条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、納入した学校給食費の還付をすることがで

きる。 

(１) 児童若しくは生徒が死亡した場合又は倉吉市立学校から転校した場合 

(２) 年間学校給食実施日数が年間学校給食実施予定日数を下回った場合 

（学校給食費の減免） 

第６条 条例第４条の規定による学校給食費の減額又は免除は、次の各号に掲げる場合において当該

各号に定める額について行うことができる。 

(１) 保護者がその児童又は生徒について学校給食費に係る就学援助の給付が必要であると市長

が認定した者である場合 学校給食費に係る就学援助給付に相当する額 

(２) 同一の世帯に学校給食を受ける児童又は生徒が３人以上いる場合（保護者が生活保護法（昭

和25年法律第144号）第12条に規定する生活扶助若しくは同法第13条に規定する教育扶助を受け

ている場合又は前号に該当する場合を除く。） ３人目以後の児童及び生徒の学校給食費に10分

の３を乗じて得た額（当該額に１円未満の端数を生ずる場合にあっては、当該端数を切り上げた

額） 



(３) 前２号に掲げるもののほか災害その他市長が特別の理由があると認める場合 市長が別に

定める額 

（学校給食費に相当する経費の徴収） 

第７条 市長は、学校給食を受ける倉吉市立学校の教職員、学校給食センターの職員及び調理業務を

委託した事業者の従業員から学校給食費に相当する経費を次のとおり徴収する。 

(１) 倉吉市立小学校の教職員、学校給食センターの職員及び調理業務を委託した事業者の従業員 

１食当たり259円 

(２) 倉吉市立中学校の教職員 １食当たり308円 

２ 第３条から第５条までの規定は、前項の経費の徴収について準用する。 

（学校給食の試食に係る経費の徴収） 

第８条 市長は、保護者及び学校給食の普及充実を図ることを目的とした個人又は団体からの申出に

より学校給食の試食を実施したときは、学校給食の試食を受けた者から学校給食費に相当する経費

を次のとおり徴収する。ただし、市長が特に必要と認めたときは、徴収しないことができる。 

(１) 倉吉市立小学校及び倉吉市立学校給食センターにおける試食 １食当たり259円 

(２) 倉吉市立中学校における試食 １食当たり308円 

２ 前項の経費は、その都度これを徴収する。 

（補則） 

第９条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この規則は、平成25年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則の施行の日前に、廃止前の倉吉市学校給食費徴収規則（平成22年倉吉市教育委員会規則

第６号）の規定によりなされた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。 



議案第１１号 

 

   学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の委嘱について 

 

 次のとおり学校医、学校歯科医及び学校薬剤師を委嘱することについて、学校保健安全法（昭和33

年法律第56号）第23条の規定により、本委員会の承認を求める。 

 

  平成２５年３月２６日提出 

 

                 倉吉市教育委員会教育長  福 井 伸一郎 



議案第１２号 

 

    公民館長の任命について 

 

 次のとおり、公民館長を任命することについて、社会教育法（昭和24年法律第２０７号）第28条

の規定により、承認を求める。 

 

平成２５年３月２６日提出  

 

                    倉吉市教育委員会教育長 福 井 伸一郎 



議案第１３号 

 

倉吉市スポーツ推進委員の委嘱について 

 

次のとおり倉吉市スポーツ推進委員を委嘱することについて、倉吉市スポーツ推進委員に関する規

則（昭和３７年倉吉市教育委員会規則第１号）第２条の規定により、本委員会の承認を求める。 

 

平成２５年３月２６日提出 

 

倉吉市教育委員会教育長 福 井 伸一郎 



議案第１４号 

 

倉吉市伝統的建造物群保存地区保存審議会委員の委嘱について 

 

次のとおり倉吉市伝統的建造物群保存地区保存審議会委員を委嘱することについて、倉吉市伝統

的建造物群保存地区保存条例（平成８年倉吉市条例第３３号）第５条第２項及び第６号の規定により、

本委員会の承認を求める。 

 

平成２５年３月２６日提出 

 

倉吉市教育委員会教育長 福 井 伸一郎 
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