
令和２年 第１回京丹後市教育委員会会議録 

 

１ 開催年月日  令和２年１月６日（月） 

開会 午後１時００分  閉会 午後１時５５分 

 

２ 場   所  大宮庁舎 ４階 第２・第３会議室 

 

３ 出席委員名  吉岡喜代和  野木三司  久下多賀子  田村浩章  安達京子 

 

４ 説 明 者  教育次長 横島勝則  教育理事 上田隆嗣  総括指導主事 小石原 敦 

          教育総務課長 岡野 勲 学校教育課長 松本晃治   

          子ども未来課長 服部智昭 生涯学習課長 引野雅文 

          文化財保護課長 新谷勝行  

 

５ 書   記  教育総務課主幹 溝口容子 

 

 

６  議   事 

(1)  議案第 1号 令和２年度全国学力・学習状況調査の実施について 

(2) 報告第 1号 陳情に関わる事情説明の許可申請書 

 

 

７ そ の 他   

(1) 諸報告 

  ①「共催」・「後援」に係る１２月期承認について 

 

(2) 各課報告 

  ＜学校教育課・子ども未来課＞ 

  ①１月学校行事予定について 

  ②１月保育所・こども園行事予定について 

 

  ＜指導室＞ 

  ①令和元年度京丹後市教育フォーラム（まとめ）について 

  ②キャリアパスポートの取組みについて 

 

 

８ 会 議 録  別添のとおり（全８頁） 

 

 



  

９ 会議録署名 

       別添の会議録は書記が記載したものであり、別添記載の正確であることを認めここに署名

する。 

 

 

 

令和２年２月５日 

              教  育  長  吉 岡 喜代和 

                

              署 名 委 員  久 下 多賀子 
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令和２年 第１回京丹後市教育委員会会議録（詳細）     〈１月６日（月）〉 

 

〔招 集 者〕 京丹後市教育委員会教育長 吉岡喜代和 

〔被招集者〕 野木三司  久下多賀子  田村浩章  安達京子 

〔説 明 者〕 教育次長 横島勝則 教育理事 上田隆嗣 総括指導主事 小石原 敦 

 教育総務課長 岡野 勲  学校教育課長 松本晃治 

 子ども未来課長 服部智昭  生涯学習課課長 引野雅文 

 文化財保護課長 新谷勝行 

〔書 記〕 教育総務課主幹 溝口容子 

 

<吉岡教育長> 

あけましておめでとうございます。  

ただ今から「令和２年第１回京丹後市教育委員会定例会」を開催いたします。 

新しい年を迎え、心からお喜び申し上げます。  

午前中は、賀詞交歓会お疲れ様でした。  

 

社会環境が目まぐるしく変化する中、教育環境も厳しい状況となっています。その

ような中にあっても、京丹後市の現状を分析し、将来を見据えた的確な教育行政を行

っていくのが、私たち教育委員会に課せられた使命だと思っています。  

教育委員の皆様には、会議での活発な議論、視察や研修会への参加など、御尽力を

いただいていますことに改めてお礼申し上げますとともに、本年もよろしくお願いい

たします。 

 

教育委員会では、教育振興計画を基本に様々な事業に取り組んでおり、学校関係で

は、小中一貫教育の推進、新学習指導要領の施行、ＩＣＴ化、学校施設の整備、給食
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施設の検討、教職員の働き方改革、海外派遣事業、就学支援など、子育て支援関係で

は、こども園、保育所、児童クラブの運営、要保護児童対策地域協議会のケース対応

など、生涯学習では図書館・公民館の整備、文化活動の推進、青少年の健全育成活動、

地域コミュニティの見直し、子ども読書活動推進計画の策定など、スポーツ関係では

オリパラを含めた多くのスポーツ事業の実施、途中ヶ丘をはじめとする施設の整備な

ど、文化財関係では遺跡整備や文化財の保全など、大きな取組みを推進しています。

そして、今年は、学校再配置計画の検証と新たな計画の検討を行う必要があります。  

これらの事業を実施していくには、教育委員の皆様に御指導をいただきながら、事

務局と学校・保育所・こども園・図書館・公民館などの現場が一体となって業務を執

行していく必要があると思っていますし、職員には、京丹後市の現状と将来を見据え、

日頃から課題意識をもって業務に当たる必要があることを、この会議の後に予定して

います新年の式で指示したいと思っています。  

ますます、不透明で厳しくなる社会環境にあっても、「まちづくりは人づくりから」

の思いをもって教育行政に当たっていきたいと考えていますので、今後も教育委員の

皆さんからの御意見や御提言をよろしくお願いしたいと思います。  

 

ここで１件、表彰の報告をします。  

平成２０年から家庭教育支援チームとして活動いただいています、「すこやか倶楽部

おおみや」が、保護者同士や地域とのつながりを大切にしながら、親としての学びの

機会や交流会を実施し、地域全体で子育て環境を推進する取組みに貢献をしているこ

とが評価され、２月１８日に文部科学大臣表彰を受けられることが決まりました。こ

れまでの活動に対し、感謝申し上げますとともに、今後ますますの御活躍を御祈念申

し上げ、ここに紹介させていただき、お祝いとさせていただきます。  

 

本日は、「令和２年度全国学力・学習状況調査の実施について」の審議と、報告を１

件予定しています。  

どうぞよろしくお願いいたします。  
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<吉岡教育長> 

それでは、令和元年第２１回教育委員会（１２月定例会）開催後の諸会議、行事等

を中心に、教育長報告をさせていただきます。  

 

 

【教育長活動報告】 

 

 

<吉岡教育長> 

以上です。御質問等ありましたらお願いします。 

 

 

<全委員> 

なし。 

 

 

<吉岡教育長> 

本日の会議録署名委員の指名をいたします。 

久下委員を指名しますのでお願いいたします。 

 

それでは、お手元の会議次第にそって議事を進めさせていただきます。 

 

 

<吉岡教育長> 

議案第１号「令和２年度全国学力・学習状況調査の実施について」を議題とします。 

事務局から提案理由の説明をお願いします。 

 

 

<横島教育次長> 

議案第１号「令和２年度全国学力・学習状況調査の実施について」説明をさせてい
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ただきます。 

全国学力・学習状況調査は平成１９年度から実施されていますが、平成２２年度か

ら２４年度は全ての小中学校ではなく、国において抽出校の調査となっていましたが、

平成２６年度から再び全校調査となり現在に至っています。京丹後市では、国の抽出

校方式の時もそれぞれの学校の課題を整理し、学校で重点をおいて取り組んできたこ

との結果把握等を行うためには、全小中学校を実施する必要があることから、市の費

用において抽出校以外の学校も実施することとし、全校調査を行ってきていました。 

 

資料１の、令和２年度全国学力・学習状況調査の実施について（通知）をご覧くだ

さい。 

本実施要領においては、平成２５年度、平成２８年度に続く第３回目の「経年変化

分析調査」、平成２５年度、平成２９年度に続く第３回目の「保護者に対する調査」に

関する規定を含んでいます。 

また、調査結果を十分に活用し、調査の目的を達成するため、①各学校においては、

調査結果を踏まえ、各児童生徒の全般的な学習状況の改善等に努めるとともに、自ら

の教育指導等の改善に向けて計画的に取り組むこと。②各教育委員会においては、調

査結果を踏まえ、それぞれの役割と責任に応じて、学校における取組み等に対して必

要な支援等を行うなど、域内の教育及び教育施策の改善に向けた取組みを進めること

が、重要とされています。 

 

次に、資料２の、令和２年度全国学力・学習状況調査に関する実施要領をご覧くだ

さい。 

令和２年度の本体調査については、別紙実施要領のとおり、対象科目については、

小学校６年生は国語と算数、中学校３年生は国語と数学となっており、本市において

も全児童生徒を対象として実施する調査に参加することとします。 

また、資料の２ページになりますが、昨年の調査から、知識・活用を一体的に問う

ことになったため、出題形式は、国語と算数・数学において、記述式の問題を一定割

合で出題します。 

令和２年度の実施日は、児童生徒に対するものは４月１６日木曜日とし、小学校調

査では、教科に関する調査時間は４５分とし、中学校は５０分とします。 
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１０ページをご覧ください。経年変化分析調査は、全国的な学力の状況について経

年の変化を把握・分析し、今後の教育施策の検証・改善を目的に実施され、本体調査

を実施する学校から抽出して行われます。調査対象は、小学校は６年生、中学校は３

年生になります。 

調査事項は、平成２５年度及び平成２８年度に実施した経年変化分析調査と同様の

問題を用い、小学校は国語と算数、中学校は国語、数学及び英語としています。 

調査の実施日は、５月１１日月曜日から６月３０日火曜日までの期間中、実施可能

な日としており、１１ページになりますが小学校は４５分、中学校は５０分で実施す

ることとしています。中学校の英語は、「聞くこと」、「読むこと」、「書くこと」の問題

を４５分、「話すこと」の問題は５分程度としています。 

１３ページをご覧ください。保護者に対する調査は、家庭状況と学力等の関係につ

いて、経年の変化を把握・分析し、今後の教育施策の検証・改善に役立てることを目

的に実施され、本体調査及び経年変化分析調査を実施した児童生徒の保護者を対象と

しています。 

調査事項は、児童生徒の家庭における状況、保護者の教育に関する考え方等に関し

て質問し、調査の実施は、経年変化分析調査と同じ期間とします。 

なお、調査は、地教行法第２１条第１７号の規定により、教育委員会の職務権限と

されており、市教育委員会の判断において市全体の結果、また、学校ごとの結果につ

いて公表を行うことと、学校に対し公表するよう指示することが可能となりましたが、

本市では、市全体の数値と分析結果、また、今後の改善方策も併せて、市の広報によ

り公表をしています。 

この公表に係る点については、令和２年度の取り扱いについては基本的に本年度と

同様にしたいと考えていますが、他市の状況等も踏まえ、改めて教育委員会議で審議

いただくこととし、本日の委員会においては令和２年度全国学力・学習状況調査の参

加についてのみ、御審議いただきたいと思います。 

以上、よろしくお願いいたします。 

 

 

<吉岡教育長> 

議案第１号を説明させていただきました。 
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御質問、御意見等がございましたらお願いいたします。 

 

 

<全委員> 

なし。 

 

 

<吉岡教育長> 

それではお諮りをいたします。議案第１号「令和２年度全国学力・学習状況調査の

実施について」について、承認に御異議ございませんか。 

 

 

<全委員> 

異議なし。 

 

 

<吉岡教育長> 

異議なしと認め、承認といたします。 

 

 

<吉岡教育長> 

次に、報告第１号「陳情に関わる事情説明の許可申請書」を、本日追加で配付をし

ました。 

ここで、暫時休憩とします。 

 

 

－休憩中－ 
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<吉岡教育長> 

それでは休憩を閉じ、会議を再開します。 

特に御質問等がありましたらお願いします。 

 

 

<全委員> 

なし。 

 

 

<吉岡教育長> 

以上で本日の議事はすべて終了いたしました。 

続いて４のその他ということで、諸報告、各課報告を順次いたします。 

 

 

（１）諸報告 

<横島教育次長> 

① 「共催」・「後援」に係る１２月期承認について  

 

（２）各課報告 

<学校教育課・子ども未来課> 

① １月学校行事予定について 

② １月保育所・こども園行事予定について 

<指導室> 

① 令和元年度京丹後市教育フォーラム（まとめ）について 

② キャリア・パスポートの取組みについて 

 

 

<吉岡教育長> 

全体を通して、何か御質問等がありませんか。 
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<吉岡教育長> 

以上で第１回京丹後市教育委員会定例会を閉会いたします。御苦労様でした。 

 

 

<閉会 午後１時５５分> 

 

〔 ２月定例会 令和２年２月４日（火） 午前１０時００分から 〕 

 


