
令和元年 第１４回京丹後市教育委員会会議録 

 

１ 開催年月日  令和元年８月２日（金） 

開会 午後５時００分  閉会 午後５時３０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  

          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 62号 音楽会「ありがとう♡つながりコンサート」の開催に係る後援について 

(2)  報告第 12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 

 

 

７ そ の 他   

(1)諸報告 

   ①「共催」・「後援」に係る７月期承認について 

 

(2)各課報告 

  ＜学校教育課・子ども未来課＞ 

   ①８月学校行事予定について 

   ②８月こども園・幼稚園・保育所行事予定について 

 

  ＜生涯学習課＞ 

   ①2019京丹後市ドラゴンカヌー選手権大会～メロンカップ～について（8/4） 

   ②第 54回人権教育研究京丹後市大会について（8/21） 

   ③丹後半島ラリー2019について（8/24.8/25） 

   ④第 15回京丹後市総合体育大会について（9/1） 

 

 

８ 会 議 録  別添のとおり（全７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。 

 

令和元年９月５日 

 

 

                 教  育  長  吉 岡 喜代和 

                

署 名 委 員  久 下 多賀子 
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令和元年 第１４回京丹後市教育委員会会議録（詳細）     〈８月２日（金）〉 

 

〔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  

 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> 

みなさんこんにちは。ただ今から「令和元年第１４回京丹後市教育委員会定例会」

を開会致します。 

本日は、午前中は久美浜図書室の久美浜庁舎への移転に伴うオープニングセレモニ

ーへの参加、お疲れ様でした。従来の久美浜図書室が手狭であったことや、図書館協

議会から意見をいただいていたこと、公共施設の見直しなどによる久美浜地域公民館

を久美浜庁舎に移転することに併せて、図書室の移転を行ったものです。図書室は従

来の施設より広くなりますし、公民館は久美浜庁舎の会議室が利用できますので、事

業の実施の際の移動がなくなります。両施設とも庁舎利用により、利便性や管理の面

で安全性が確保されると思っています。これにより、市民の皆さんにとってより利用

しやすい施設になるように努めていきたいと思っています。 

 

午後は、学校再配置により空き施設となったものの利活用の状況について、旧三津

小学校を活用している(株)豊匠の縫製工場と、市が新シルク産業創造館として利用し

ている旧溝谷小学校を視察いただきました。 

視察いただいた感想はいかがでしょうか。再配置による空き施設で、まだ利活用が

できていない施設が他にもいくつかあり、教育委員会としても他部局と協議を行った
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り、公募を行ったりしていますが、今後の大きな課題だと思っています。なお、未活

用の施設の中には、耐震の問題から、取り壊しを予定している施設もいくつかありま

す。 

 

先日、今年度の全国学力学習状況調査の結果が出て、昨日の新聞には全国と京都府

の平均正答率とその解説の記事が出ていました。結果は、府平均はすべて全国を上回

っていました。市の平均は新聞等には出ませんが、教育委員会には届いており、小学

校の算数が全国平均を若干下回り、府の平均も下回っていますが、その他の小学校の

国語、中学校の国語、数学、英語は全国平均を、また全国より高かった府の平均も上

回っています。学力テストの結果は、本市の教育振興計画で目標も示していますので、

上回った教科でも気を緩めることなく、全教科が全国平均を上回るよう努力をしなけ

ればいけないと思っています。そして、今年度も学校ごとの差が大きい状況が続いて

いますので、各学校、学園で丁寧に分析を行い、今後の指導を行うよう指示をしたい

と考えています。また、市全体については指導室で分析を行い、例年通り、調査結果

に加え今後の取組みについて、広報でお知らせすることにします。 

 

本日は、「音楽会「ありがとう♡つながりコンサート」の開催に係る後援について」

をはじめ２議案の審議を予定していますので、どうぞよろしくお願い致します。 

 

 

<吉岡教育長> 

それでは、令和元年第１２回教育委員会（７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。ご質問等ありましたらお願いします。 

 

 

<全委員> 

なし。 



3 

<吉岡教育長> 

本日の会議録署名委員の指名を致します。 

久下委員を指名しますのでお願い致します。 

 

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> 

はじめに、議案第６２号「音楽会「ありがとう♡つながりコンサート」の開催に係る

後援について」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。 

 

 

<引野理事兼生涯学習課長> 

議案第６２号「音楽会「ありがとう♡つながりコンサート」の開催に係る後援につい

て」説明をさせていただきます。 

この事業は、音楽の舞台表現を通して、命と平和の大切さや子どもの願いについて、

世代を超えて共感すること、また、合唱団「ぞうれっしゃをうたう会」の６年間の集

大成の発表と、ゾウ列車が走って７０周年であり、この曲の思いを広く伝えること、

を目的に開催されるものです。 

内容は、「ぞうれっしゃをうたう会」などの出演による、「ぞうれっしゃがやってき

た」ほかの、合唱や演奏などです。 

開催日時は、本年１２月８日（日曜日）午後２時から４時、会場はみやづ歴史の館

文化ホール、参加対象は、宮津市、与謝野町、伊根町、京丹後市の幼児から大人まで、

参加協力券として１８歳以上は３００円、高校生以下、障害者の方は無料となってい

ます。 

主催は宮津与謝ぞうれっしゃをうたう会、後援は、宮津市、与謝野町、伊根町の各

教育委員会となっています。 

申請者は、宮津・与謝 ぞうれっしゃをうたう会 代表責任者 星 美枝子 氏、石

野 洋子 氏です。 

以上、ご審議のほど、よろしくお願いします。 
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<吉岡教育長> 

議案第６２号「音楽会「ありがとう♡つながりコンサート」の開催に係る後援につい

て」を説明させていただきました。 

ご質問、ご意見等がございましたらお願いします。 

 

 

<全委員> 

なし。 

 

 

<吉岡教育長> 

それではお諮りを致します。 

議案第６２号「音楽会「ありがとう♡つながりコンサート」の開催に係る後援につい

て」につきまして、承認にご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、承認致します。 

 

 

<吉岡教育長> 

次に、報告第１２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」を

議題とします。事務局から説明をお願いします。 

<引野理事兼生涯学習課長> 

報告第１２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」を説明さ

せていただきます。 

京都府丹後文化事業団は、昭和５４年１２月に発足し、平成２５年４月から公益財

団法人として運営をしています。地方自治法第２４３条の３第２項の規定により、市
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が資本金等の２分の１以上出資している法人については、毎事業年度、経営状況を説

明する書類を作成し、議会に提出しなければならないこととなっており、９月の市議

会定例会で提出する予定としているため、事前に教育委員会で報告させていただくも

のです。 

１ページに平成３０年度の実施事業について記載しております。 

主な事業ですが、自主事業・共催事業として、「丹後映画大好き劇場」など映画上映

会を４回開催したほか、「森山良子コンサートツアー」「宝くじふるさとワクワク劇場

in 京丹後」「丹後ミュージカル『乙姫ものがたり～浦島伝説より～』」「夏井いつき句会

ライブ」など１０事業を開催し、いずれも来場者の好評をいただいております。 

また、丹後地域の芸術文化団体の育成のため、「丹後文化芸術祭事業」として「第３

４回丹後吹奏楽フェスティバル」など１０事業を実施し、各種文化芸術団体に出演し

ていただいています。 

３ページから４ページに正味財産増減計算書がございますが、平成３０年度の決算

状況については、事業収益や補助金など経常収益の計が４,３２４万円あまり、事業費、

管理費などの経常費用の計が４,１５６万円あまりで、差し引き約１６７万円の黒字決

算となっております。 

各種補助事業を活用した事業実施や、入場料収入などによる事業収益金の確保、維

持管理経常の削減などに努めた結果、５年連続の黒字決算となりましたが、引き続き

厳しい財政状況となっています。 

今年度におきましても、丹後文化事業団が、本市の文化のまちづくりの中心的な団

体としての役割を担い、人の心を豊かにする文化芸術活動が一層推進されるよう、支

援に努めたいと思っております。 

以上、報告とさせていただきます。 

 

 

<吉岡教育長> 

報告第１２号を説明させていただきました。 

ご質問、ご意見等がございましたらお願いします。 

 

<野木委員> 

毎年ながら広く事業をされているなと感じています。映画等も含めて、話題性のあ

る映画だとか、我々に観る機会を与えていただいています。 
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そういう中で、文化会館の施設そのものについて、席数をどうするのかとか、施設

の改修を京都府の方に要望してほしいとか、いろいろ住民の方からも耳にすることが

あります。この報告とは関係のない部分ですが、文化会館をリニューアルするような

動きがあるのか、わかる範囲で聞かせていただきたいと思います。 

 

 

<引野理事兼生涯学習課長> 

老朽化が進行していまして、改修が必須だと思っています。京都府の施設というこ

とで、京都府には以前から要望はさせていただいているのですが、特に耐震の面で課

題があるということで、耐震改修を進めていただくことをまず一番強く要望していま

すし、他にも座席の関係も、数を増やすということはなかなか難しいかも分かりませ

んが、古くて、座り心地等にも課題があるということやら、いろいろな設備の面でも

不具合が生じているようなこともありますので、改修の要望をお願いしているところ

が１０ほどの項目にあがるのですが、なかなか一度に進まない。耐震改修については

着手していただけるような見通しはまだ立っていないので、京都府との協議、要望を

今後もしていきたいと思っています。 

 

 

<吉岡教育長> 

他にありませんか。 

 

 

<全委員> 

なし。 

 

 

<吉岡教育長> 

以上で本日の議事はすべて終了致しました。 

続いて、４のその他ということで諸報告、各課報告を順次致します。 

 

（１）諸報告 

<横島教育次長> 
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① 「共催」・「後援」に係る７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 ８月学校行事予定について 

② ８月保育所・こども園行事予定について 

 

 

<生涯学習課> 

① ２０１９京丹後市ドラゴンカヌー選手権大会～メロンカップ～について（8/4） 

② 第５４回人権教育研究京丹後市大会について（8/21） 

③ 丹後半島ラリー２０１９について（8/24.8/25） 

④ 第１５回京丹後市総合体育大会について（9/1） 

 

 

<吉岡教育長> 

全体をとおして何かご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> 

以上で第１４回京丹後市教育委員会定例会を閉会致します。ご苦労様でした。 

 

 

<閉会 午後５時３０分> 

 

〔  ８月臨時会 令和元年 ８月２０日（火） 午前９時３０分から 〕 

〔  ８月臨時会 令和元年 ８月２７日（火） 午後１時３０分から 〕 


