
令和２年 第１回芦屋町教育委員会議（定例会） 会議結果 

日 時 令和２年１月７日（火） 9：00～10：40 

会 場 芦屋町役場３階 ３２会議室 

公開・非公開 
一部非公開（議会の議決を経るべき事案の原案に関する事項のた

め、「1 月補正予算の見積もりについて」は非公開） 

出席者 
教育長、委員４人 

学校教育課長、生涯学習課長、指導主事 

議題・審議結果の

概要 

１．令和２年度芦屋町学校教育重点施策について 

 令和２年度の芦屋町学校教育重点施策について説明を行い、内

容について協議した。 

 ２．芦屋町さわやかプロジェクトについて 

 芦屋町さわやかプロジェクトのリーフレットの見直しについ

て、説明を行い内容について協議した。 

 ３．スマホゲームの課金調査について 

 小・中学生を対象に実施した、スマホゲームの課金調査結果に

ついて報告した。 

 ４．１月、２月の行事について 

 学校教育課、生涯学習課の１月、２月の行事について報告した。 

 ５．１月補正予算の見積もりについて 

 １月補正予算に計上予定である内容について報告した。 

 ６．成人式について 

 １月１２日（日）に開催する成人式について連絡した。 

 ７．土曜学び合いルーム閉級式について 

 ２月８日（土）に開催する土曜学び合いルーム閉級式について

連絡した。 

 ８．学校給食費の無償化について（町方針結果報告） 

 学校給食費の無償化について町の方針結果を報告した。 

 ９．令和元年度全国体力・運動能力調査結果について 

 令和元年度全国体力・運動能力調査の結果を報告した。 

 １０．キッズセーフティマップの作成について 

 今後作成を予定しているキッズセーフティマップの内容につ

いて報告した。 

 



令和２年 第２回芦屋町教育委員会議（定例会） 会議結果 

日 時 令和２年２月３日（月） 9：00～10：40 

会 場 芦屋町役場３階 ３２会議室 

公開・非公開 

一部非公開（議会の議決を経るべき事案の原案に関する事項のた

め、「芦屋町立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務

災害補償に関する条例の一部を改正する条例の制定について」及

び「『芦屋町総合体育施設建設準備基金』の廃止について」は非

公開） 

出席者 
教育長、委員４人 

学校教育課長、生涯学習課長、指導主事 

議題・審議結果の

概要 

１．芦屋町立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災

害補償に関する条例の一部を改正する条例の制定について 

 芦屋町立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害

補償に関する条例の一部を改正する条例の制定について説明

を行い、内容について審議した。 

 ２．令和２年度芦屋町学校 ICT 活用基本方針（案）について 

 令和２年度芦屋町学校 ICT 活用基本方針（案）について説明を

行い、内容について協議した。 

 ３．教職員の働き方改革取組方針（案）について 

 教職員の働き方改革取組方針（案）について説明を行い、内容

について協議した。 

 ４．２月、３月の行事について 

 学校教育課、生涯学習課の２月、３月の行事について報告した。 

 ５．「芦屋町総合体育施設建設準備基金」の廃止について 

 「芦屋町総合体育施設建設準備基金」の廃止について報告した。 

 ６．「商周青銅器の復元鋳造研究の協力に関する協議書」の締結

について 

 「商周青銅器の復元鋳造研究の協力に関する協議書」の締結に

ついて報告した。 

 



令和２年 第１回芦屋町教育委員会議（臨時会） 会議結果 

日 時 令和２年２月２８日（金） 9：00～10：00 

会 場 芦屋町役場３階 ３２会議室 

公開・非公開 公開 

出席者 
教育長、委員２人 

学校教育課長、生涯学習課長、指導主事２人、町内校長４人 

議題・審議結果の

概要 

１．臨時休校について 

  令和２年２月２７日の首相要請に伴い、町内小・中学校の臨時

休校等の対応について説明を行い、内容について協議した。 

 



令和２年 第３回芦屋町教育委員会議（定例会） 会議結果 

日 時 令和２年３月３日（火） 9：00～10：30 

会 場 芦屋町役場３階 ３２会議室 

公開・非公開 公開 

出席者 
教育長、委員４人 

学校教育課長、生涯学習課長、指導主事２人 

議題・審議結果の

概要 

１．令和２年度芦屋町学校教育の重点取組について 

 令和２年度芦屋町学校教育の重点取組について説明を行い、内

容について協議した。 

 ２．３月、４月の行事について 

 学校教育課、生涯学習課の３月、４月の行事について報告した。 

 ３．芦屋町教育委員会学校教育係の法令整備について 

 芦屋町教育委員会学校教育係の法令整備について報告した。 

 ４．芦屋町学力向上検証委員会の報告について 

 コロナウィルス感染症予防のため中止した芦屋町学力向上検

証委員会で報告予定であった内容について報告した。 

 ５．６年生を送る会について 

 ６年生を送る会の様子等について報告した。 

 



令和２年 第２回芦屋町教育委員会議（臨時会） 会議結果 

日 時 令和２年３月２５日（水） 11：00～11：25 

会 場 芦屋町役場３階 ３２会議室 

公開・非公開 

一部非公開（人事案件や生徒個別の事項のため、「教職員人事に

ついて」「町職員人事について」「令和元年度公立高校入試結果に

ついて」は非公開） 

出席者 
教育長、委員４人 

学校教育課長、生涯学習課長、指導主事 

議題・審議結果の

概要 

１．芦屋町重度肢体不自由児者就学援助に関する規則の廃止につ

いて 

 ２．芦屋町立小・中学校災害共済補助金交付要綱の廃止について 

 ３．独立行政法人日本スポーツ振興センターの共済掛金に関する

規則の制定について 

 ４．芦屋町立学校特殊教育就学奨励費給付要綱の廃止について 

 ５．芦屋町特別支援教育就学奨励費支給規則の制定について 

 ６．芦屋町心身障がい児通学費補助金交付要綱の廃止について 

 ７．芦屋町小中学校通学費補助金交付要綱の一部を改正する告示

の制定について 

 ８．芦屋町高校生等通学費補助金交付要綱の一部を改正する告示

の制定について 

 ９．イブニングスタディ実施要綱の廃止について 

 １０．芦屋町立学校体育館及び屋外運動場夜間照明施設使用条例

施行規則の一部を改正する規則の制定について 

 １１．芦屋町文化財保護条例施行規則の一部を改正する規則の制

定について 

 １２．芦屋町文化財保護事業補助金交付要綱の一部を改正する告

示の制定について 

 上記１～１２について説明を行い、内容について審議した。 

 １３．各学校の「春休み」と新年度の対応について 

 各学校の「春休み」と新年度の対応について説明し、協議した。 

 １４．教職員人事について 

 教職員の人事について報告した。 

 



 
 
 １５．町職員人事について 

 町職員の人事について報告した。 

 １６．令和元年度公立高校入試結果について 

 令和元年度公立高校入試結果について報告した。 

 １７．ICT 推進に伴う児童・生徒アンケート結果について 

 ICT 推進に伴う児童・生徒アンケート結果について報告した。 

 



令和２年 第４回芦屋町教育委員会議（定例会） 会議結果 

日 時 令和２年４月３日（金） 9：00～10：40 

会 場 芦屋町役場３階 ３２会議室 

公開・非公開 公開 

出席者 
教育長、委員４人 

学校教育課長、生涯学習課長、指導主事２人 

議題・審議結果の

概要 

１．４月、５月の行事について 

 学校教育課、生涯学習課の４月、５月の行事について報告した。 

 ２．令和２年度当初予算の見積もりについて 

  教育委員会の令和２年度当初予算の見積もりについて報告し

た。 

 ３．芦屋町教育委員会施設長寿命化計画の策定について 

 芦屋町教育委員会施設長寿命化計画の策定について報告した。 

 ４．土曜学び合いルーム 元年度実績報告・２年度実施について 

 土曜学び合いルーム 元年度実績報告・２年度実施について報

告した。 

 ５．オーストラリアホームステイ事業の中止について 

 コロナの影響により、オーストラリアホームステイ事業を中止

することを報告した。 

 ６．ふれあい学級（中１）の中止について 

 コロナの影響により、ふれあい学級（中１）を中止することを

報告した。 

 ７．キッズセーフティマップの完成・配布について 

 キッズセーフティマップの完成・配布について報告した。 

 ８．R１小４チャレンジテスト市町村別得点率について 

 R１小４チャレンジテスト市町村別得点率について報告した。 

 ９．令和２年度芦屋町 ICT 教育推進計画（案）について 

 令和２年度芦屋町 ICT 教育推進計画（案）について報告した。 

 １０．４月２日波多野町長からの緊急メッセージについて 

 ４月２日波多野町長からの緊急メッセージについて報告した。 

 



令和２年 第３回芦屋町教育委員会議（臨時会） 会議結果 

日 時 令和２年４月７日（火） 10：00～10：30 

会 場 芦屋町役場３階 ３２会議室 

公開・非公開 公開 

出席者 
教育長、委員４人 

学校教育課長、生涯学習課長、指導主事 

議題・審議結果の

概要 

１．学校登校日・入学式・出校日等について  

  学校登校日・入学式・出校日等について説明し、協議した。 

 
 



令和２年 第５回芦屋町教育委員会議（定例会） 会議結果 

日 時 令和２年５月１日（金） 9：00～10：20 

会 場 芦屋町役場３階 ３１会議室 

公開・非公開 公開 

出席者 
教育長、委員４人 

学校教育課長、生涯学習課長、指導主事２人 

議題・審議結果の

概要 

１．５月、６月の行事について 

 学校教育課、生涯学習課の５月、６月の行事について報告した。 

 ２．令和２年度芦屋町教育大綱推進プランについて 

  令和２年度芦屋町教育大綱推進プランについて報告した。 

 ３．教職員の働き方改革について 

 教職員の働き方改革について報告した。 

 ４．令和２年度学校経営方針について 

 令和２年度学校経営方針について報告した。 

 ５．学校の臨時休校等について 

 学校の臨時休校等について報告した。 

 ６．生涯学習課施設の休館状況等について 

 生涯学習課施設の休館状況等について報告した。 

 ７．生涯学習課職員の併任辞令について 

 生涯学習課職員が併任辞令を受け、特別定額給付金事務を行う

ことを報告した。 

 ８．佐野市青少年交流事業について 

 コロナの影響により、佐野市青少年交流事業を中止することを

報告した。 

 



令和２年 第４回芦屋町教育委員会議（臨時会） 会議結果 

日 時 令和２年５月１３日（水） 9：00～9：50 

会 場 芦屋町役場３階 課長会議室 

公開・非公開 公開 

出席者 
教育長、委員４人 

学校教育課長、生涯学習課長、指導主事 

議題・審議結果の

概要 

１．分散登校の実施について  

  分散登校の実施について説明し、協議した。 

 
 



令和２年 第６回芦屋町教育委員会議（定例会） 会議結果 

日 時 令和２年６月２日（火） 9：00～10：40 

会 場 芦屋町役場３階 課長会議室 

公開・非公開 

一部非公開（議会の議決を経るべき事案の原案に関する事項のた

め、「6 月補正予算の見積もりについて」（専決案件除く）は非公

開） 

出席者 
教育長、委員４人 

学校教育課長、生涯学習課長、指導主事２人 

議題・審議結果の

概要 

１．今後の教育活動の見直しについて 

  新型コロナウイルス感染症に伴う、今後の教育活動の見直しに

ついて審議した。 

 ２．臨時休業の考え方について 

  臨時休業の考え方について協議した。 

 ３．６月、７月の行事について 

 学校教育課、生涯学習課の６月、７月の行事について報告した。 

 ４．６月補正予算の見積もりについて 

 ６月補正予算の見積もりについて報告した。 

 ５．町民体育祭について 

 新型コロナウイルス感染症に伴い、町民体育祭を中止すること

等を報告した。 

 



令和２年 第７回芦屋町教育委員会議（定例会） 会議結果 

日 時 令和２年７月２日（木） 9：00～10：30 

会 場 芦屋町役場３階 課長会議室 

公開・非公開 公開 

出席者 
教育長、委員４人 

学校教育課長、生涯学習課長、指導主事２人 

議題・審議結果の

概要 

１．芦屋町立学校の通学区域に関する規則の一部を改正する規則

の制定について 

  芦屋町立学校の通学区域に関する規則の一部を改正する規則

の制定について審議し、承認した。 

 ２．芦屋町教育大綱推進プランについて 

  芦屋町教育大綱推進プランに関する資料を配付し、8 月に開催

する総合教育会議の中で協議することとした。 

 ３．修学旅行、体育大会の方向性について 

 修学旅行、体育大会の方向性について協議した。 

 ４．７月、８月の行事について 

 学校教育課、生涯学習課の７月、８月の行事について報告した。 

 ５．芦屋町就学援助制度の対象拡大について 

 芦屋町就学援助制度の対象拡大について報告した。 

 ６．令和２年度の学校給食費について 

 令和２年度の学校給食費について報告した。 

 



令和２年 第８回芦屋町教育委員会議（定例会） 会議結果 

日 時 令和２年８月４日（火） 9：00～9：50 

会 場 芦屋町役場３階 課長会議室 

公開・非公開 
一部非公開（議会の議決を経るべき事案の原案に関する事項のた

め、「9 月補正予算の見積もりについて」は非公開） 

出席者 
教育長、委員４人 

学校教育課長、生涯学習課長、指導主事 

議題・審議結果の

概要 

１．教科書採択について 

  教科書採択について審議し、承認した。 

 ２．９月補正予算の見積もりについて 

  ９月補正予算の見積もりについて協議した。 

 ３．８月、９月の行事について 

 学校教育課、生涯学習課の８月、９月の行事について報告した。 

 ４．スポーツ大会の振替休日について 

 スポーツ大会を日曜日に実施した場合も、振替休日を与えなく

ても問題ないことが確認できたことを報告した。 

 ５．就学援助制度の対象拡大について 

 令和 2年度に限り就学援助制度の対象拡大することについて、

運用を開始したことを報告した 

 



令和２年 第９回芦屋町教育委員会議（定例会） 会議結果 

日 時 令和２年９月１日（火） 9：00～9：45 

会 場 芦屋町役場３階 課長会議室 

公開・非公開 
一部非公開（議会の議決を経るべき事案の原案に関する事項のた

め、「9 月補正予算の見積もりについて」は非公開） 

出席者 
教育長、委員４人 

学校教育課長、生涯学習課長、指導主事２人 

議題・審議結果の

概要 

１．台風９号の接近に伴う学校の対応について 

  台風９号の接近に伴う学校の対応について、協議した。 

 

２．９月、１０月の行事について 

 学校教育課、生涯学習課の９月、１０月の行事について報告し

た。 

 ３．９月補正予算の見積もりについて 

  ９月補正予算の見積もりについて報告した。 

 ４．芦屋中学校の状況について 

 芦屋中学校の応援団、吹奏楽部の様子について報告した。 

 



令和２年 第１０回芦屋町教育委員会議（定例会） 会議結果 

日 時 令和２年１０月２日（金） 9：00～10：30 

会 場 芦屋町役場３階 課長会議室 

公開・非公開 

一部非公開（今後補正予算に計上する内容・金額が含まれるため、

「芦屋町大学生等生活応援給付金事業実施要綱の策定について」

及び「芦屋町コロナ感染症対策独自支援策第５弾について」は非

公開） 

出席者 
教育長、委員４人 

学校教育課長、生涯学習課長、指導主事 

議題・審議結果の

概要 

１．芦屋町大学生等生活応援給付金事業実施要綱の策定について 

  芦屋町大学生等生活応援給付金事業実施要綱の策定について

審議し、承認した。 

 
２．小中合同音楽祭について 

 小中合同音楽祭について協議した。 

 ３．令和２年度芦屋町成人式について 

  令和２年度芦屋町成人式について協議した。 

 ４．芦屋中学校の状況について 

 芦屋中学校の応援団、吹奏楽部の様子について報告した。 

 ５．１０月、１１月の行事について 

 学校教育課、生涯学習課の１０月、１１月の行事について報告

した。 

 ６．芦屋町コロナ感染症対策独自支援策第５弾について 

 生涯学習課が予定している芦屋町コロナ感染症対策独自支援

策第５弾について報告した。 

 ７．教員の働き方改革について 

 教員の働き方改革について報告した。 

 ８．学校への寄付等について 

 芦屋町商工会からカレーを、屋台フェス実行委員会からマスク

の寄贈を受けたことを報告した。 

 



令和２年 第１１回芦屋町教育委員会議（定例会） 会議結果 

日 時 令和２年１１月６日（金） 9：00～9：30 

会 場 芦屋町役場３階 課長会議室 

公開・非公開 公開 

出席者 
教育長、委員４人 

学校教育課長、生涯学習課長、指導主事２人 

議題・審議結果の

概要 

１．冬休みの短縮について  

  冬休みの短縮について協議した。 

 

２．１１月、１２月の行事について 

 学校教育課、生涯学習課の１１月、１２月の行事について報告

した。 

 ３．芦屋釜の里資料の購入に関する要綱の公示について 

  芦屋釜の里資料の購入に関する要綱の制定についての告示を

公示したことを報告した。 

 ４．芦屋町コロナ感染症対策独自支援策第５弾のチラシについて 

 芦屋町コロナ感染症対策独自支援策第５弾のチラシについて

報告した。 

 ５．令和２年度芦屋町成人式の開催について 

 令和２年度芦屋町成人式の開催について報告した。 

 



令和２年 第１２回芦屋町教育委員会議（定例会） 会議結果 

日 時 令和２年１２月１日（火） 9：00～10：30 

会 場 芦屋町役場３階 課長会議室 

公開・非公開 
一部非公開（児童・生徒個別の事項のため「生徒指導について」

は非公開） 

出席者 
教育長、委員４人 

学校教育課長、生涯学習課長、社会教育係長、指導主事 

議題・審議結果の

概要 

１．芦屋町特別支援教育就学奨励費支給規則の一部を改正する規

則の制定について 

  芦屋町特別支援教育就学奨励費支給規則の一部を改正する規

則の制定について説明を行い、審議の上承認された。 

２．芦屋中学校の制服について 

 芦屋中学校の制服について協議した。 

３．第３次芦屋町ボランティア活動推進計画（素案）について 

 第３次芦屋町ボランティア活動推進計画（素案）について協議

した。 

４．令和４年度以降の成人式対象年齢について 

 令和４年度以降の成人式対象年齢について協議した。 

 

５．１２月、１月の行事について 

 学校教育課、生涯学習課の１２月、１月の行事について報告し

た。 

 ６．生徒指導について 

  生徒指導について２件報告した。 

 ７．小・中学校の卒業式について 

 小・中学校の卒業式について報告した。 

 ８．ＩＣＴ導入等事業の進捗状況について 

 ＩＣＴ導入等事業の進捗状況について報告した。 

 


