平成３０年度

教育委員会活動の点検及び評価報告書

令和元年１１月
京丹後市教育委員会

平成１９年６月に、「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」
の一部が改正され、各教育委員会においては、毎年、教育行政事務
の管理及び執行状況について点検・評価を行い、その結果に関する
報告書を議会に提出するとともに、公表することが規定されました。
本報告書は、効果的な教育行政の推進に資するとともに、市民へ
の説明責任を果たしていくために、「地方教育行政の組織及び運営
に関する法律」第二十六条の規定に基づき、平成３０年度の教育委
員会の点検及び評価を行い、教育に関する学識経験者の意見を付し
て報告するものです。

○地方教育行政の組織及び運営に関する法律（抜粋）
(教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価等)
第二十六条 教育委員会は、毎年、その権限に属する事務（前条第一項の規定により
教育長に委任された事務その他教育長の権限に属する事務（同条第四項の規定によ
り事務局職員等に委任された事務を含む。）を含む。）の管理及び執行の状況につ
いて点検及び評価を行い、その結果に関する報告書を作成し、これを議会に提出す
るとともに、公表しなければならない。
２

教育委員会は、前項の点検及び評価を行うに当たつては、教育に関し学識経験を
有する者の知見の活用を図るものとする。
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自己点検・評価について

平成３０年度の教育活動を振り返って
平成３０年度の教育行政は、京丹後市教育振興計画の基本理念に基づき、京丹後市
が目指す教育「心豊かにたくましく
への愛着と誇りを持ち

幸福な未来を切り拓く力を育む教育」
「ふるさと

新しい価値を創りだす力を育む教育」の実現に向け、さまざ

まな教育施策を推進してきました。
平成２８年度より全市展開となりました京丹後市の最も大きな教育振興策である
「小中一貫教育」では、
「京丹後市の学校教育改革構想」に基づき、６つの学園が共有
し、特色を生かしながら小中連携、小小連携、保幼小連携の取組みを実践し、子ども
たちの育ちと指導の一貫性を目指す教育活動に取り組みました。今年度は、前年度か
ら引き続き、京都府教育委員会指定「学力向上システム開発校」の２年次として 、算
数科を中心として小学校から中学校へつなぐためのユニバーサルデザインを意識した
指導のあり方について研究発表会を行い、京丹後市内外へ紹介することにより、本市
小中一貫教育の一層の取組み強化の機運醸成へと繋げることができました。また、新
学習指導要領の実施に向けた「小中一貫教育モデルカリキュラム（外国語活動・外国
語編改訂版）」を活用し、小学校の外国語活動並びに外国語科先行実施への円滑な導入
を行いました。
子育て支援関係では、第２次京丹後市保育所再編等推進計画に基づき、平成３１年
度へ向けて、網野こども園開園準備を行うとともに、５つの認定こども園の円滑な運
営を行いました。また、放課後児童クラブは継続して１０か所開設し、子どもたちの
安全・安心な放課後の健全な育成に取り組むとともに、市内８か所に設置している 子
育て支援センターでは、子育て相談・交流・ふれあいの場として 、引き続き地域に密
着した子育て支援を推進しました。
学校教育関係では、学校再配置の取組みとして、豊栄小・間人小学校づくり準備協
議会による協議を経て、平成３１年４月の「丹後小学校」開校に向けた準備を進めま
した。また、語学力の向上及び国際的視野を持った人材 の育成を目的に、平成２８年
度から取り組んでいる「中学生海外派遣事業」は、前年度に引き続き、派遣生徒１５
人を選出して実施することができました。学習環境の整備では、平成２８年度から継
続実施してきた小学校普通教室等の空調化工事が完了するとともに、小学校全６年生
教室へ順次導入してきた電子黒板・指導用タブレット型パソコンの運用を開始しまし

た。また、校務支援システムの円滑な運用により一層の校務の効率化が期待されると
ころです。
社会教育関係では、２か年事業として「京都府アーティスト・イン・レジデンス事
業」に新たに取り組んだところで、文化芸術を活かしたまちづくりにつながっていく
ことを期待します。また、丹後地域公民館施設の耐震性能不足が判明したため、丹後
図書室並びに公民館機能を丹後庁舎へ移設するなど安全対策を図りました。社会体育
関係では、２０２０年東京オリンピック・パラリンピックに向けたホストタウン事業、
２０２１年に開催が予定されている「ワールドマスターズ ゲームズ２０２１関西」の
関連事業を推進したほか、スポーツ競技力の向上や大規模なスポーツ大会誘致による
さまざまな効果を目指すため、峰山途中ヶ丘公園陸上競技場の日本陸連第３種公認に
向けたリニューアル事業に着手しました。また、平成３０年度からの１０年間、
「市民
が楽しみ

ともにつくる

スポーツのまち」を基本理念に「 第２次京丹後市スポーツ

推進計画」を策定し、スポーツと観光との連携を図る「スポーツ観光のまちづくり」
を基本目標に盛り込んで、基本理念の実現に向け多面的なスポーツ施策の展開を 図る
こととしています。
文化財保護関係では、平成３０年４月に旧郷小学校校舎を活用し民俗資料等を収
蔵・展示する「郷土資料館」が開館し、市内の児童生徒へ向けた郷土の歴史への関心
を高める施設として運営を始めました。また網野銚子山古墳の整備に向け、市史跡整
備検討委員会及び文化庁等の指導を受け、実施設計を行い、工事を実施し ました。
普及啓発関係では、市ケーブルテレビでの文化財セミナー等各種講座の放映など多
彩な方法で事業を展開し、郷土の歴史や文化遺産に対する住民の関心を高める取組み
を積極的に行うことができました。
このように、平成３０年度は、小中一貫教育の推進、子どもの放課後対策や子育て
支援、学校再配置の取組み、 国際交流事業の推進、学習環境の整備、第２次スポーツ
推進計画の策定、網野銚子山古墳の整備等、本市の懸案となっている課題 の解消に向
けてさらなる取組みを進めてきました。
今後も本市教育振興計画で定めました「京丹後市が目指す教育」の達成に向け、さ
まざまな教育活動を市民との協働の中で推進していきます。

令和元年１１月
京丹後市教育委員会

教育に関する学識経験者の意見
１

外部評価者

職名 玉川大学教育学部
氏名 寺本

教授

潔

令和元年１０月２８日（評価を行った日）
２

序論
京丹後市『平成 30 年度 教育委員会活動の点検及び評価報告書』
（185 頁）を拝読し、委員

会の開催状況や７つの重点目標、学校評価自己評価などに関して精査した。
「ふるさとへの愛
着と誇りを持ち、新しい価値を創りだす力を育む教育」の実現度を点検した。教育委員会会
議は毎月 1 回の定例会のほか臨時会を併せて合計 18 回の開催となり、丁寧な審議が行われて
いる。施策の進捗状況の評価では概ね達成が進んでおり、
「◎」や「〇」評価が大半であった。
重点目標 2 の「確かな学力・生き抜く力を育みます」でも小中一貫教育の推進が定着してお
り、各学園の PDCA サイクルも確立してきている。重点目標５に関しては「▲」が付けられ、
図書館利用の増加や居場所としても魅力アップが期待される。高齢者もネット利用者が増え
時代とともにニーズが変化しており、生涯学習の一層の工夫が求められる。巻末に幼稚園・
こども園ごとに自己評価報告書が詳細に掲載されており、前年度の成果と課題が端的に整理
されているのは大変よい。保育所の統廃合や幼保一体化、保育所運営の民間委託等の施策も
進められており、子育て環境の一層の整備が期待される。
そのほか、児童生徒国際交流事業で 15 人の中学生が海外派遣されたこと、ワールドマスタ
ーズゲームズ関西推進事業などが印象に残った。とりわけ、重点目標６に関わるが、京丹後
史博士育成講座の展開は今後の観光振興を支える地域人材にもつながるため、注目している。
いわゆる着地型観光を地元で起こしていく上でも市民の歴史文化への知識が高まることは極
めて重要である。
『京丹後市の教育』ｐ12 に記されている教育費予算（民生費）は、保育事
業費が大きく伸びており、子育て施策の重視が伝わってくる。保育環境の充実や確かな学力、
豊かな人間性・社会性の育み、文化・芸術活動、歴史文化を活かしたふるさと形成、スポー
ツを軸に健やかな体づくり等の推進は日本海に面した京丹後市では、これから一層強調され
るべきテーマであろう。これらのテーマを課題とし、目標値を定めて不断の努力で取り組む
市の姿を送って頂いた様々な資料から知ることができた。
３

本論

①

教育委員会議の開催状況等
前述したように毎月 1～2 回程度開催され、合計 18 回の開催に至っている。29 年度よりも

回数が減ったことは審議の効率化と捉えられよい傾向である。各種イベントの後援の承認案
件や規則・要綱の一部改正や委員・人事の委嘱などが案件で目立つが、
「暗闇に光を灯した人
杉浦千畝」後援や、
「京丹後市いろは歌留多で学ぼう」への後援は、教育委員会としても徳育
や地域振興に関与できる側面であり注目できる。今後とも報告事項の精選と共に、より本質
的な課題に審議の時間を割くよう努力されることを望みたい。
②

事務事業評価
序論で触れたように、概ね進捗状況は良好である。施策評価・進捗管理調書と附属資料を

点検したが、心配される点は見出せなかった。川崎市登戸でのカリタス小学校児童と保護者
殺傷事件もあり、広域化する学区の中での「安全な通学支援」は重要である。通学支援や学
校安全対策事業には手を抜いてはならない。

事務事業に関しては、よく整理されており特に問題は見出せない。施策評価・進捗管理調
書（内部評価結果）に関しても、PLAN,DO,CHECK,ACT 方式による書式が統一され、判別しや
すい。進捗状況の評価や各事業ごとの評価・課題欄の記載も○もしくは◎評定が多く、文章
による記述も明確で、把握しやすい。また、予算の執行率もほとんどが 81～99％を確保され
着実に施策が進められている。昨年同様各重点目標に関わる事業の決算額と最終予算額、不
用額、執行率を明示された点は、客観的に事業の進捗を把握しようと努力する姿勢が感じら
れ評価できる。台風 19 号大雨災害もあったことから、豪雨災害への対応は重要度を増してい
る。合同避難訓練に加え、地域と連携し主体的な学びにつながる学校防災教育や地域防災の
さらなる充実を求めたい。
③

学校評価
「平成 30 年度学校評価自己評価報告（学園小中一貫、幼稚園・こども園 計 36 校）」を点

検した。前年度の成果と課題を明確化し、本年度学校経営の重点を分かりやすく書いた点は
評価できる。
「成果と課題（自己評価）」の欄の〇印と△印に関する記述も、より具体的に真
摯に記述されている。
「具体的方策」の欄で記述した内容を「成果と課題（自己評価）」の欄
でどのような取組で進めたのか、印象的記述に留まらず、課題や方針が明確に分かるように
書かれている。少ない予算を切り詰めながらも教育の向上に向けて京丹後市の教職員全員で
努力されている様子が伝わってくる。
④

その他教育活動

第 2 期スポーツ推進計画を策定している点は注目できる。スポーツによる健康増進や国際的
な大会を誘致することを通して、国際理解や競技力、アスリートへの憧憬を醸成する施策は、
高齢者だけでなく若年層のいきがい、やりがいにつながり、活性化できるだろう。東京オリ
ンピック 2020 が近づく中、
「観光×スポーツ」は来訪者増加が期待でき有望である。市民ア
ンケートでニュースポーツへの参加が伸びており注目できる。小中学校への電子黒板とタブ
レットの導入が進んできており学ぶ意欲を高める整備として評価できる。
「京丹後市中学生海外派遣事業」が注目される。平成 30 年度は、派遣生徒が 15 人であり、
ニュージーランドとの関りが生じている。報告書を読んだが、派遣された生徒たちが「自分
の見える景色が変わった」と印象的な作文を寄せている。
４

総括
報告書類の書式が統一され、今年度も各種資料は見やすく整理されている。平成 24 年度に

策定された学校教育改革構想が着実に実行されており「育ちと指導の一貫性」をキーワード
に 10 年間を見通した検証の姿勢が心強い。ダイジェスト版表紙に「ふるさとへの愛着と誇り
を持ち新しい価値を創りだす力を育む」とあり、後半のフレーズが新しい。いま「ふるさと
教育」の刷新が求められている。
５

総合評価（意見等）
多種にわたる資料を拝見した。教育委員会活動として適切な事業運営に努めていると高く

評価できる。丹後地方は、インバウンドや国内観光客からも期待されており、京都縦貫道路
も整備されたことから、大きく発展する可能性に富んでいる。教育施策はそうした社会の変
化にも敏感になりつつ、必要な諸活動を実施していくことが大切であろう。一層の進展を期
待したい。

教育に関する学識経験者の意見
１

外部評価者

職名 京都教育大学大学院連合教職実践研究科 教授
氏名 竺沙

知章

令和元年１０月２６日（評価を行った日）
２

序論
平成 30 年度では、京丹後市教育振興計画の基本理念に基づき、京丹後市が目指す教育「心

豊かにたくましく

幸福な未来を切り拓く力を育む教育」「ふるさとへの愛着と誇りを持ち

新しい価値を創りだす力を育む教育」の実現に向け、さまざまな教育施策が推進されてきた。
京丹後市の将来を見据えた施策が展開されている。
本意見書では、中長期的な視点から策定されている京丹後市の教育振興計画の基本理念が
どのように実現されようとしているか、その視点を中心にして意見を述べていきたい。
３

主な施策等の成果と課題

（１）教育委員の活動について
教育委員会会議、管内視察、管外視察、研修会など教育委員として必要な活動が活発に適
切に展開されていると評価することができる。毎月、管内視察や管外視察、様々な研修会、
研究大会、講演会等に参加されており、教育委員として見聞を広げる活動がなされている。
また学校の重要な行事にも出席し、学校の様子、児童生徒の様子を視察しており、学校の実
態を適切に把握していると評価できる。
総合教育会議では、第１回は、教育環境の充実について、特に食育に関して活発な議論が
展開されている。第２回は、いじめ問題、教育振興計画の見直しについて、協議がなされて
いる。特に、いじめについては、関心が高く、かなり突っ込んだ議論が展開されていること
が、議事録から伝わってくる。重要課題について、市長と教育委員会とが率直な協議を行う
ことは重要である。
（２）重点目標に関する活動について
１）小中一貫教育の推進について
平成 28 年度より、小中一貫教育が全市展開されることになり、しっかりと定着してきたと
評価することができる。モデルカリキュラム、保幼小接続プランが整備され、カリキュラム
の系統性が作られるとともに、その実現のための授業研究、授業改善の取り組みが活発に展
開されている。学園コーディネーターが配置され、施設分離型でありながら、学園全体の運
営の円滑化が進められ、コミュニティスクールへの移行により地域との連携を深めていくこ
とも目指されており、小中一貫教育が地域全体で進める体制が整備されるようになっている。
こうした体制を通じて、様々な学校教育の問題の改善、そして新学習指導要領に向けた授業
の改善を進めていただきたい。
２）国際交流事業について
平成 28 年度から着手された児童生徒国際交流事業及び国際交流員招致事業の取り組みが
注目される。平成 30 年度は、昨年度に引き続き、15 人の中学生が海外派遣事業に参加し、
非常に注目される事業となっている。ホームステイによる現地の人々の交流、学校での現地
の生徒との交流等により、英語力を高めるだけではなく、様々な異文化を体験し、貴重な学
び、経験をしてきたことが報告書によって理解することができる。その他、京丹後市では、
小学生の国際交流、小中学生の異文化体験も実施されており、国際交流に力を入れている。

外国からの訪日客も増え、ますます国際交流が盛んになり、重要になっていくことが予測さ
れることから、このような事業は意義のあることと評価することができる。国際交流に参加
する児童生徒がさらに広がっていくことが期待される。
３）生徒指導体制、教育相談体制の充実について
いじめ防止に関しては、法律に従った体制の整備と取り組みが適切に展開されている。ア
ンケートの実施といじめ事案への早期対応と解消など、教育委員会の支援も行いながら、迅
速に事情を把握し、保護者との連携も図りながら、ていねいに対応していると評価すること
ができる。いじめ問題対策連絡会議、いじめ防止対策等専門委員会が組織され、適切に運営
されるとともに、総合教育会議でも活発に協議され、市全体でいじめ防止に取り組んでいる
と言える。
不登校に関しては、平成 29 年度と比べると、小学校では、不登校児童の出現率は、若干減
少し改善傾向が見られるが、平成 25 年度と比べるとまだ多く、減少させるという目標にはま
だ程遠い状況にある。中学校では、平成 29 年度よりさらに増加しており、増加傾向に歯止め
がかかっていない。不登校の減少のためには、児童生徒に対する理解を深めること、その要
因となる学校教育のあり方を見つめ直すことが求められるであろう。したがって、生徒指導
や教育相談の体制の充実はもちろんのこと、教師一人ひとりが、児童生徒への関わり方、指
導のあり方を見つめ直して行くことが必要であろう。各学校の評価において、多くの学校で
課題とされ、その改善策が検討されており、その点が適切に評価されている。ただ学園の報
告書ではほとんど不登校については触れられていない。不登校の問題は、小中一貫教育の中
で取り組んで行くべき課題であることから、各学園で取り組み、評価していくことも必要で
あろう。
（３）今後の課題について
教職員の働き方改革が課題とされ、京丹後市においても、平成 30 年度に「教職員の働き方
改革実行計画」が策定され、時間外勤務月 80 時間超（年平均）の教職員の割合を０％にする、
午後８時までに退勤する教員の割合を 100％ にする、ストレスチェックにおける総合健康リ
スク値を全国平均未満にするという具体的な到達目標が示され、実効性を期待できる取り組
みがなされている。各学校の自己評価でも働き方改革に触れている学校も少なくなく、その
成果が期待される。教職員の働き方は、教育の改善によって判断されるべきものであり、小
中一貫教育の体制の中で取り組まれる必要がある。今後の重要な課題となる。
４

総括
教育振興計画に基づき、課題も散見されるが、それらについても的確に捉え、その改善に

向けた取り組みがなされている。教育委員会のリーダーシップの下で、各学校の取り組みが
確実に推進され、成果が現れていると言える。点検及び評価が適切になされ、京丹後市全体
の活動の状況がきちんと整理されている。
５

総合評価
平成 26 年度に策定され、平成 27 年度から実施されている教育振興計画について、平成 30

年度はその進捗状況を検証し、その中間総括を踏まえた改訂作業に着手した。その作業は、
各年度の点検及び評価の積み重ねが基盤となっており、また社会の変化にも対応した新設の
計画も検討されており、重要な協議が行われている。その意味で、その改訂作業に教育委員
会の活動が計画的、系統的に進められてきた成果を読み取ることができると評価することが
できる。

Ⅰ 教育委員会の活動状況

Ⅰ 教育委員会の活動状況
１．教育委員会の開催状況（平成３０年４月～平成３１年３月）
教育委員会議は、毎月１回「定例会」を、また必要に応じて「臨時会」を開催し、平成３０
年度は合計１８回開催しました。
（１） 教育委員会定例会・・・ １２回
（２） 教育委員会臨時会・・・ ６回

○平成３０年度
年月日

教育委員会審議案件等一覧

会議名

議案番号
41

京丹後市スポーツ推進委員の委嘱について

42

平成２９年度京丹後市指定文化財の指定について

43
44
45
H30.4.6

議 案 件 名

4月定例会

専決処分の承認について（京丹後市教育委員会事務局組織規則の一部改
正について）
専決処分の承認について（京丹後市教育委員会職員補職名規則の一部改
正について）
小学生ウルトラアドベンチャー～故郷の自然は楽しいがいっぱい～の開
催に係る後援について

報告1号 京丹後市立学校医・学校歯科医・学校薬剤師の委嘱について
報告2号

京丹後市立こども園・幼稚園・保育所内科医、歯科医及び薬剤師の委嘱
について

報告3号 京丹後市スクールガード・リーダーの委嘱について
46

京丹後市社会教育委員の解嘱及び委嘱について

報告4号 京丹後市立学校評議員の委嘱について

H30.5.1

5月定例会

47

京丹後市スポーツ推進審議会委員の委嘱について

48

京丹後市文化財保護審議会委員の委嘱について

49

京丹後市立学校条例の一部改正について

50

京丹後市立学校通学区域規則の一部改正について

51

京丹後市就学前からの小中一貫教育の円滑な実施に係る保育所、幼稚
園、認定こども園及び学校の総称に関する規則の一部改正について

報告5号 京丹後市社会教育委員の委嘱について

H30.6.1

52

平成３０年度京丹後市立かぶと山小学校評議員の修正について

53

京丹後市スポーツ推進委員の委嘱について

54

京丹後市図書館協議会委員の任命について

55

京丹後市史跡整備検討委員会委員の解嘱及び委嘱について

56

平成３０年度京丹後市立学校評議員の解嘱について

57

京丹後市スポーツ推進委員の委嘱について

6月定例会
58
59
60

京丹後市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の
一部改正について
京丹後市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める
条例の一部改正について
サンセットビーチフェスin Ｋyotangoの開催に係る共催について

1

年月日

会議名

議案番号
61
62

H30.6.1

6月定例会

63

議 案 件 名
第１３８回埋蔵文化財セミナーの開催に係る共催について
平成３０年度京都府公立小中学校事務職員研究会夏季研究大会の開催に
係る後援について
京都府バレーボール協会創立９０周年記念 京丹後市バレーボールフェ
スティバルの開催に係る後援について

報告6号 平成３０年度京丹後市学校給食献立作成委員会委員の委嘱について
報告7号 平成３０年度京丹後市教育支援委員会委員の委嘱について
64
65
H30.7.4

7月定例会

66

京丹後市小中一貫教育研究推進協議会委員の委嘱について
京丹後市教職員の働き方改革実行計画及び京丹後市部活動指導指針につ
いて
専決処分の承認について（千日会観光祭２０１８京丹後市ドラゴンカ
ヌー選手権大会～メロンカップ～の開催に係る共催について）

報告8号 京丹後市教育振興計画進捗管理について
報告9号 学校施設等ブロック塀の点検状況について
67
H30.8.1

H30.8.27

8月定例会

8月臨時会

報告10号 公益財団法人京都府丹後文化事業団の経営状況について
68

第１回野村克也杯学童野球大会『夢に向かって走れ』の開催に係る後援
について

69

平成３１年度使用京丹後市立小学校教科用図書の採択について

70

平成３１年度使用京丹後市立中学校教科用図書の採択について

71

御室流華道京丹後支部展の開催に係る後援について

72

京丹後市いじめ防止対策等専門委員会委員の委嘱について

73

財産の処分について

74
H30.9.3

9月定例会

75
76
77
78
79

H30.10.1

H30.11.5

10月定例会

11月定例会

『「暗やみに光を灯した人」杉原千畝』の開催に係る後援について

「安養寺蝋燭能１０周年記念能」～丹後から能楽師プロジェクト～の開
催に係る後援について
「地域みんなで子育て中のお母さんを支援しよう」の開催に係る後援に
ついて
「京丹後市いろは歌留多で学ぼう」の開催に係る後援について
一般社団法人京丹後青年会議所１０月例会 未知との出会い～テクノロ
ジーを知って明るい未来を描こう！～の開催に係る後援について
専決処分の承認について（京都府小学校教育研究会算数科教育研究大会
の開催に係る後援について）
専決処分の承認について（平成29.30年度京都府教育委員会指定学力向上
システム開発校研究発表会の開催に係る共催について）

80

第２５回京都府埋蔵文化財研究会開催に係る共催について

81

次世代育成事業「あきんど戦隊コシラエター」（ハーバリウム作成・販
売）の開催に係る後援について

82

講演会「学ぼう！いじめが終わる方程式」の開催に係る後援について

83

ＴＡＮＧＯはぐくみフェスティバルの開催にかかる後援について

84

京丹後市いじめ防止等基本方針の一部改定について

85
86

丹後機械工業協同組合創立７０周年記念事業「阿部先生のおもしろ楽し
い不思議なサイエンスショー」の開催に係る後援について
第１回京丹後市ソフトバレーボール レディース大会の開催に係る後援
について

2

年月日

H30.11.19

H30.12.3

H31.1.4

H31.2.1

H31.2.12

H31.2.25

会議名

11月臨時会

12月定例会

議案番号
87

教育委員会事務局職員の処分について

88

平成２９年度教育委員会活動の点検及び評価報告書について

89

京丹後市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業保育料徴収条例の
一部改正について

90

「第１０回京丹後市総合文化祭」の開催に係る共催について

1

京丹後市教育振興計画策定委員会委員の委嘱について

2

平成３１年度全国学力・学習状況調査の実施について

3

平成３１年度「指導の重点」について

4

京丹後市奨学金条例施行規則の一部改正について

5

京丹後市立学校管理運営規則の一部改正について

6

京丹後市立幼保連携型認定こども園条例施行規則の一部改正について

7

京丹後市一時預かり事業実施要綱の一部改正について

8

京丹後市子育て支援センター事業実施要綱の一部改正について

9

平成３１年度教育委員会関係予算について

10

京丹後市スポーツ施設整備基金条例の制定について

11

京丹後市社会体育施設条例の一部改正について

12

京丹後市社会体育施設条例施行規則の一部改正について

13

京丹後市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める
条例の一部改正について

14

京丹後市立保育所条例施行規則の一部改正について

15

第１回全国高等学校カヌー長距離選手権大会の開催に係る後援について

16

平成３１年度京丹後市立学校教職員の管理職人事異動内申について

1月定例会

2月定例会

2月臨時会

2月臨時会

17
18
19
H31.3.4

H31.3.12

H31.3.22

議 案 件 名

3月定例会

20

京丹後市立幼稚園条例の廃止に伴う教育委員会関係規則の整備に関する
規則の制定について
京丹後市立幼稚園条例の廃止に伴う教育委員会関係告示の整備に関する
告示の制定について
京丹後市教育委員会における障害を理由とする差別の解消の推進に関す
る職員対応要領の一部改正について
京丹後市立学校管理運営規則及び京丹後市立小・中学校において使用す
る教材の取扱いに関する規則の一部改正について

21

京丹後市教育委員会公印規程の一部改正について

22

京丹後市指定文化財等補助金交付要綱の一部改正について

23

京丹後市教育振興計画策定委員会設置要綱の一部改正について

24

平成３１年度京丹後市立学校教職員の一般職人事異動内申について

25

京丹後市指導主事の任命について

26

平成３１年度京丹後市教育委員会事務局職員の人事異動について

3月臨時会

3月臨時会

3

２．教育委員会委員の主な活動
（1）管内視察実施状況

５回（市立郷土資料館、島津小学校、間人小学校、長岡小学校、橘小学校）

所管施設を訪問し、各施設の参観や職員と懇談の中で、教育委員会の施策が十分反映されているか、今課題と
なっている事項等状況把握に努めました。
（2）管外視察実施状況

１回

・ハーベスト㈱宮津工場（宮津市の学校給食について）
・宮津市立宮津中学校（給食試食）
（3）教育委員協議会開催状況

２回

平成３０年度全国学力・学習状況調査結果について
京丹後市立学校管理運営規則に係る授業日数の増加について
（4）総合教育会議

２回

教育環境の充実及び京丹後市教育振興計画の見直し状況について市長と協議・意見交換を行いました。
（5）各種研修会・視察の参加

５回

京都府教育委員会連合会等が主催する研修会等にも積極的に参加し、教育行政の諸課題について情報提
供を受けました。
月

4月

5月

6月

月

日

件

名

場

所

30.4.5

市内保育所入所・進級式

市内各保育所

30.4.6

市内幼稚園入園式、市内こども園入園・進級式

市内幼稚園、認定こども園

30.4.6

しんざん小学校開校式

京丹後市立しんざん小学校

30.4.6

教育委員会４月定例会

大宮庁舎

30.4.9

市内小学校入学式

市内各小学校

30.4.10

市内中学校入学式

市内各中学校

30.4.13

平成２９年度中学生海外派遣事業報告会

アグリセンター大宮

30.4.17

平成３０年度第１回丹後教科用図書採択地区協議会

京都府宮津総合庁舎

30.4.18

第１回京丹後市立校（園）長・保育所長会議（紹介・あいさつ）

大宮庁舎

30.5.1

平成３０年第１回教育委員管内視察研修
・展示資料及び施設見学

京丹後市立郷土資料館

30.5.1

教育委員会５月定例会

大宮庁舎

市内小学校運動会

市内各小学校

30.5.22

丹後地方教育委員会連合会定期総会

京都府野田川ユースセンター

30.5.28

京都府市町村教育委員会連合会定期総会・研修会
演題『学校を取り巻く今日的な課題について』
講師 京都府教育庁 教育監兼学校危機監理監 前川明範氏

京都府総合教育センター

30.6.1

平成３０年第２回教育委員管内視察研修
・学校長との懇談と授業参観

京丹後市立島津小学校

30.6.1

教育委員会６月定例会

大宮庁舎

30.6.9

市内中学校合唱祭

市内各中学校

30.6.13

京丹後市小学校陸上運動記録会

峰山途中ヶ丘陸上競技場

30.6.26

平成３０年度京丹後市小中一貫教育授業研究会
公開授業会場校 網野北小学校（算数科）網野南小学校（算数科）
島津小学校（外国語科）橘小学校（算数科）

網野学園

30.7.4

平成３０年第３回教育委員管内視察研修
・学校長との懇談と授業参観

京丹後市立間人小学校

30.7.4

教育委員会７月定例会

大宮庁舎

30.7.10

丹後地方教育委員会連合会教育委員等研修会
演題『教職員の働き方改革と教育行政・学校経営の課題』
講師 京都教育大学大学院連合教職実践研究科 教授竺沙知章氏

京都府宮津総合庁舎

30.7.11

教育委員任命辞令交付（久下多賀子委員）

京丹後市役所

30.5.19ほか

7月

4

京丹後市立郷土資料館

京丹後市立島津小学校

京丹後市立間人小学校

月

7月

月

日

場

名

所

30.7.13

京丹後市立大宮中学校『夢・未来式』

京丹後市立大宮中学校

30.7.27

平成３０年度第２回丹後教科用図書採択地区協議会

京都府宮津総合庁舎

30.8.1

教育委員会８月定例会

大宮庁舎

30.8.1

平成３０年度第３回丹後教科用図書採択地区協議会

京都府宮津総合庁舎

30.8.3

平成３０年度京丹後市小学校教育研究会夏季全体研修会
講演『児童が主体的に学び生活を創るｱｸﾃｨﾌﾞ・ﾗｰﾅｰの育成』
講師 国学院大学 教授 杉田 洋氏

アグリセンター大宮

30.8.21

第５３回人権教育研究京丹後市大会
演題『同和問題の今日的課題とその解決に向けて』
講師 京都府人権教育研究協議会 顧問 濱 喜代巳氏

京都府丹後文化会館

30.8.27

教育委員会８月臨時会

大宮庁舎

30.9.2

第１４回京丹後市総合体育大会

峰山途中ヶ丘陸上競技場ほか

30.9.3

教育委員会９月定例会

大宮庁舎

30.9.8

市内中学校体育祭

市内各中学校

秋の運動会（各幼稚園・保育所・こども園）

市立幼稚園、保育所、こども園

30.9.26

平成３０年第１回教育委員管外視察研修
・ハーベスト㈱宮津工場（宮津市の学校給食について）
・宮津市立宮津中学校（給食試食）

宮津市

30.10.1

教育委員会１０月定例会

大宮庁舎

30.10.1

平成３０年第４回教育委員管内視察研修
・学校長との懇談と授業参観

30.10.1

第２回教育委員協議会

大宮庁舎

30.10.10

平成３０年度第１回総合教育会議
・教育環境の充実について等意見交換

京丹後市役所

30.10.13

第２７回京丹後市小学校駅伝競走大会

峰山途中ヶ丘陸上競技場

30.10.22

丹後地方教育委員会連合会教育委員等視察研修
(1) アクティブ・ラーニング（課題解決型授業）
～洛北高等学校附属中学校の取組～
(2)日本が誇る伝統文化を見聞し、その優れた修復保存技術を学ぶ
～国宝 本願寺唐門の修復工事～

(1) 京都府立洛北高等
学校附属中学校
(2) 本願寺（西本願寺）

30.10.26

平成３０年度京都府小学校教育研究会算数科教育研究大会
研究主題『算数科における児童の思考力・表現力の育成』
～主体的・対話的で深い学びを目指して～

京丹後市立いさなご小学校

30.10.31

京丹後ﾁｬﾚﾝｼﾞﾃﾞｨ2019ﾌﾟﾚｲﾍﾞﾝﾄ『みんなで運動しようＤａｙ』

市内全域

30.11.2

京都府内市町（組合）教育委員会研修会
『教育委員会の委員の役割等について』意見交換会

ホテルルビノ京都堀川

市内小学校学習発表会

市内各小学校

30.11.5

教育委員会１１月定例会

大宮庁舎

30.11.5

第３回教育委員協議会

大宮庁舎

30.11.7

平成３０年度いじめ防止講演会
テーマ『子どもの人権といじめ問題』
～京丹後市の子どもがいつも笑顔であるために～
講師 弁護士 平林美沙子氏

アグリセンター大宮

30.11.14

平成３０年度京丹後市小・中学校音楽フェスティバル

京都府丹後文化会館

30.11.14

京丹後市青少年健全育成講演会
演題『スマホ時代の子どもたちに大人ができること』
講師 一般社団法人ｿｰｼｬﾙﾒﾃﾞｨｱ研究会ﾁｰﾌ研究員 石川千明氏

アグリセンター大宮

30.11.19

教育委員会１１月臨時会

大宮庁舎

30.11.19

平成３０年第５回教育委員管内視察研修
・学校長との懇談と授業参観

8月

9月

件

30.9.22ほか

10月

30.11.3ほか

11月

5

京丹後市立長岡小学校

京丹後市立橘小学校

京丹後市立長岡小学校

京丹後市立橘小学校

月

12月

1月

2月

3月

月

日

件

場

名

所

30.12.3

教育委員会１２月定例会

大宮庁舎

30.12.6

平成３０年度京丹後市教育フォーラム
テーマ『学校・家庭・地域社会との連携・協働と本市の小中
一貫教育』

京丹後市立弥栄中学校

31.1.4

新年賀詞交換会

峰山総合福祉センター

31.1.4

教育委員会１月定例会

大宮庁舎

31.1.9

丹後地方教育委員会連合会臨時総会

京都府宮津総合庁舎

31.1.12

第２９回丹後町少年少女意見発表会

京丹後市立間人小学校

31.2.1

教育委員会２月定例会

大宮庁舎

31.2.2

京丹後市立峰山中学校、丹後中学校立志式

京丹後市立峰山・丹後中学校

31.2.12

教育委員会２月臨時会

アグリセンター大宮

31.2.13

平成３０年度第４回丹後教科用図書採択地区協議会

京都府宮津総合庁舎

31.2.25

教育委員会２月臨時会

大宮庁舎

31.3.4

教育委員会３月定例会

大宮庁舎

31.3.12

教育委員会３月臨時会

大宮庁舎

31.3.14

京丹後市立中学校卒業式

市内各中学校

31.3.17

京丹後市成人式

京都府丹後文化会館

31.3.20

京丹後市立小学校卒業式

市内各小学校

31.3.22

京丹後市立間人小学校閉校式

京丹後市立間人小学校

31.3.22

教育委員会３月臨時会

大宮庁舎

31.3.23

京丹後市立豊栄小学校閉校式

京丹後市立豊栄小学校

31.3.27

平成３０年度第２回総合教育会議
・「いじめ」の状況について
・京丹後市教育振興計画の見直しの状況について

6

大宮庁舎
意見交換

