
平成３０年 第４回京丹後市教育委員会会議録 

 

１ 開催年月日  平成３０年３月２日（金） 

開会 午前９時３０分  閉会 午前１０時４０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 松本明彦     

 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 吉岡正俊  社会教育課長 吉田茂夫 

          文化財保護課長 吉田 誠  

 

５ 書   記  教育総務課長補佐 田村真知子 

 

 

６  議   事 

(1)  議案第 24号  京丹後市指導主事の任命について 

(2)  議案第 25号  京丹後市社会教育指導員の委嘱について 

(3)  議案第 26号  京丹後市地域公民館長の任命について 

(4)  議案第 27号  京丹後市立資料館長の委嘱について 

(5)  議案第 28号  京丹後市文化財保護審議会委員の委嘱について 

(6)  議案第 29号   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 

(7) 議案第 30号  京丹後市立学校記念誌発行補助金交付要綱の一部改正について 

(8) 議案第 31号  世界自閉症啓発デー ブルーライトアップ ～集まれみんなの青い光 た

んご～の開催に係る後援について 

 

 

７ そ の 他   

(1)諸報告 

   ○1 「共催」・「後援」に係る２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 ３月学校行事予定について  

②３月幼稚園保育所行事予定について 

  

  ＜社会教育課＞ 

   ①平成３０年京丹後市成人式について 



  

８ 会 議 録  別添のとおり（全９頁） 

 

１０ 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。 

 

平成３０年４月１１日 

 

                 教  育  長   吉 岡 喜代和 

                

署 名 委 員   久 下 多賀子 
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平成３０年 第４回京丹後市教育委員会会議録（詳細）     〈３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 総括指導主事 松本明彦 

 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 吉岡正俊  社会教育課長 吉田茂夫 

 文化財保護課長 吉田 誠 

〔書 記〕 教育総務課長補佐 田村真知子 

 

<吉岡教育長> 

おはようございます。ただ今から平成３０年 第４回京丹後市教育委員会定例会を開

催致します。 

１月からの大雪、インフルエンザの流行、昨日は暴風警報により、学校においては休

校等もありまして、時数確保のため７時間授業をしている学校もあるなど、運営にも苦

労しているところです。 

中学校では受験シーズンを迎えており、来週は府立高校の中期選抜試験があります。

子どもたちは頑張ってきたと思いますので、良い結果が出たらと願っているところです。 

 

丹波小学校と新山小学校の再配置については１か月を切り、今月末の閉校式、４月に

は新しいしんざん小学校の開校式があります。式には教育委員の皆さんにもお世話にな

りますが、よろしくお願い致します。 

学校の閉校は、地域にとって大変さみしいものではありますが、少子化の中、子ども

たちにとってより良い教育環境を整えるために行っているものであり、保護者や地域の

皆さんからも再配置して良かったと言ってもらえるような学校づくりをしていかなけれ

ばならないと思っています。 

間人小学校と豊栄小学校については、現在、学校名について協議会で検討していただ

いているところですが、それぞれの地域の思いもある中、アンケートを取り、協議を進

めていただいています。協議会では今年度内には決めたいと方針を持っていますので、

状況を見たいと考えていますが、教育委員会としても丁寧な対応に努めていきたいと考

えています。 

 

２月２６日に３月議会が招集されました。 

新年度予算の提案もされていますが、市全体の財政状況が厳しい中、教育委員会に関
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係する予算も多くの事業で削減がされています。そのような状況にあっても、まちづく

りの基本は人づくりにあるということには変わりがありませんので、事務局と現場が一

体になって、取組を進めていきたいと考えています。  

 

保育所関係では、４月から五箇保育所を峰山こども園に統合し、市内５つのこども園

は認定こども園に移行します。法律で規定された幼保一元化施設として運営することに

なります。従来から一体化施設として運営をしてきていますので、保護者や子どもたち

には特に影響はないと考えていますが、現場は書類等の変更があると思いますので、間

違いのない運営を行うよう指示をしているところです。 

 

また、８日から代表質問、一般質問が予定されていますが、今議会でも多くの質問が

出されています。教育委員会が関係する主なものとしては、教育の環境整備、学校の土

曜活用、気象警報発令時の対応、公共施設の在り方、少子化問題、放課後児童クラブ、

図書館、芸術文化行政など様々なものがあります。答弁が難しいものもありますが、適

切な答弁に心掛けたいと思っています。 

 

昨日は、府立高校の卒業式があり、私は久美浜高校の卒業式に出席させていただきま

した。現在、高校再編が検討されていますが、今月には各校の学科の考え方が一定示さ

れると聞いています。子どもたちの進路にも関わるものであり、本市からも取組に対し

意見を申し上げているところであり、今後の動向を注視していきたいと考えています。  

 

本日は、「京丹後市指導主事の任命について」をはじめ８議案の審議を予定しています。 

どうぞよろしくお願い致します。 

 

 

<吉岡教育長> 

それでは、平成３０年第２回教育委員会（２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。 
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<吉岡教育長> 

それでは、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。 

 

初めに、会議の非公開についてお諮りを致します。 

議案第２４号から議案第２８号の５議案は京丹後市教育委員会会議規則第１６条第１

項第１号の規定により、非公開としてよろしいでしょうか。 

 

 

<全委員> 

異議なし。 

 

 

<吉岡教育長> 

異議なしということで全員の賛同を得ましたので、議案第２４号から議案第２８号の

５議案については非公開と致します。 

 

 

（非公開部分省略 議案第２４号から議案第２８号について同意） 

 

 

<吉岡教育長> 

これより会議を公開とします。 

 

 

<吉岡教育長> 

それでは、議案第２９号「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」

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２９号「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」説明をさせ

ていただきます。 

今回の改正は教育委員会事務局にスポーツ推進室を設置することに伴いまして、補職



4 

名を追加することと、その整理をさせていただくものです。 

新旧対照表をご覧ください。 

第２条（補職名）の中の課長の次に、「室長」を、また、課長補佐の次に、「室長補佐」

を加えます。また、子ども未来課に保健師が配置されている現状に合わせて文言の整理

を行いまして、技師補の次に、「主任保健師、保健師」を加えるものです。 

施行期日については、附則で平成３０年４月１日としています。 

以上、ご審議のほどよろしくお願い致します。 

 

 

<吉岡教育長> 

議案第２９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致します。 

 

 

<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２９号「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」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、承認と致します。 

 

 

<吉岡教育長> 

次に、議案第３０号「京丹後市立学校記念誌発行補助金交付要綱の一部改正について」

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> 
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議案第３０号「京丹後市立学校記念誌発行補助金交付要綱の一部改正について」説明

をさせていただきます。 

この補助金は、京丹後市学校再配置基本計画に基づき、閉校又は開校する京丹後市立

学校の歴史や伝統を活かした地域づくりを支援するため、記念誌を発行しようとする校

区に対して支援をする目的でつくられたものです。 

従来の交付要綱は終期設定がされており、当初の学校再配置基本計画を平成２８年度

に見直し、丹波小学校と新山小学校、豊栄小学校と間人小学校を再配置することとした

ため、当初設定した終期の期限を延長し、補助金を支払うことができるようにするもの

です。 

それでは新旧対照表をご覧ください。 

ここにあります附則の２の、「この告示は平成３０年３月３１日限りその効力を失う。」

という日付につきまして、これを「平成３３年３月３１日」に変更するものです。附則

として、「この告示は、平成３０年３月２日から施行する。」とさせていただいています。

本日承認をいただければ、本日付けで告示をする予定をしています。 

以上、ご審議のほどよろしくお願い致します。 

 

 

<吉岡教育長> 

議案第３０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致します。 

 

 

<久下委員> 

教えてほしいのですが、第４条に、「市の広報の配布数を上限とする」というのは、そ

の地区の広報の配布件数で補助がされるということですね。では、その学校を卒業して

この記念誌がほしいなという方も中にはおられると思うのですが、そういう方について

の補助というのは特にはないということになるのですか。 

 

 

<松本学校教育課長> 

補助金は広報の配布数によって決めています。卒業した方というのは、地域によって

在庫と言いますか、余分も持ち合わせながら、買っていただくというスタンスで作って

おられますので、もし必要であれば、お金を出して買っていただかなければならないと

思います。また、その方に対しての補助というようなことにはこの制度はなっていませ

んので、あくまでも自費で購入いただくということになると思います。 

 

 

<久下委員> 

わかりました。 
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<吉岡教育長> 

それではお諮りを致します。 

議案第３０号「京丹後市立学校記念誌発行補助金交付要綱の一部改正について」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、承認と致します。 

 

 

<吉岡教育長> 

次に、議案第３１号「世界自閉症啓発デー ブルーライトアップ ～集まれみんなの

青い光 たんご～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。 

 

 

<横島教育次長> 

議案第３１号「世界自閉症啓発デー ブルーライトアップ ～集まれみんなの青い光 

たんご～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、４月２日の「世界自閉症啓発デー」にあわせて、４月２日から８日の「発

達障害啓発週間」、これは自閉症をはじめとする発達障害への理解を深めるため、東京タ

ワーや日本各地のランドマークを青色でライトアップをする啓発イベントが行われてい

ます。京都府下では、京都タワー、京都市役所本館、京都府庁旧本館等で行われており、

昨年に引き続き丹後・与謝でも自閉症啓発デーのイベントとして実施されるものです。 

開催日時は、平成３０年４月１日（日）午後５時３０分から６時４５分、開催場所に

つきましては、京丹後市丹後庁舎、京丹後市社会福祉協議会丹後支所、間人皇后聖徳太

子母子像、内容は午後５時３０分からオカリナコンサートを行って、京丹後市丹後庁舎

のライトアップのあと、午後６時１５分に間人皇后聖徳太子母子像までウォーキングを

行ったあとブルーライトアップを行うというものです。なお、光源であるＬＥＤライト

は参加者に貸与をされる予定です。 

主催者は、世界自閉症啓発デーたんごブルーライトアップ実行委員会、申請者は同実

行委員会 代表 岩渕 祐子 氏となっています。 

なお、後援依頼を京都府のほか、北部２市２町とその社会福祉協議会、京丹後市民生
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児童委員協議会、京丹後コミュニティ放送にもされる予定となっています。 

以上、ご審議のほど、よろしくお願いいたします。 

 

 

<吉岡教育長> 

議案第３１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致します。 

 

 

<田村委員> 

申請書にある事業概要が、④、⑤、⑥となっているのですが、これはどう見たら良い

のでしょうか。 

 

 

<吉田社会教育課長> 

確認不足で申し訳ありません。申請書の方が番号間違いになっています。要綱の方に

は①から④になっていますので、こういう流れで事業をされるということです。 

それから、少し補足説明をさせていただきます。申請書に予算書が添付されていない

のですが、この実行委員会としての収入・支出はないというふうに聞いていまして、光

源のＬＥＤライトにつきましては、京都府から無料で貸与ということです。 

広報につきましては、この実行委員会の参加団体に市の障害者福祉課も入っているの

ですが、市のお知らせ版とか、また、ＮＰＯ法人丹後の自閉症児を育てる会の負担でチ

ラシも発行されると聞いています。 

 

 

<野木委員> 

今の吉田課長の話を受けて提案させていただきたいのですが、実は私はこのブルーラ

イトアップというのは、５年ほど前から東京の団体で参加していました。丹後でやっと

こういう催し物ができたなと思って、去年も参加させていただいています。 

今、予算はないという説明でしたが、いろいろな所からの支援みたいなものがあるか

とは思うのですが、去年参加しまして、おそらく同じステージで行うと思うのですが、

てんきてんき村の駐車場から、浜辺の間人皇后の所まで歩いて行きます。竹野川にかか

っている橋の所も一般の方が歩きます。そういった時に多くの方が集まるうえで、やは

り団体保険とか、そういったものはこういう催しをする時には必要だと思うのです。で

すから、多くの団体や一般の方に招集をかけていますので、やはり保険とかそういうも

のはかけるべきで、そういう意味での予算というのは必要ではないかと思います。 

素晴らしい催し物が、やっと丹後でもできたなというふうに思っていたので、なおさ

らそういうことを感じます。以上です。 
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<吉田社会教育課長> 

この実行委員会には障害者福祉課も入っていますので、委員がおっしゃいましたこと

についてはお伝えしておきますし、開催が４月１日ということですので、今回の開催に

つきましても検討してもらうように伝えたいと思います。 

 

 

<吉岡教育長> 

それではお諮りを致します。 

議案第３１号「世界自閉症啓発デー ブルーライトアップ ～集まれみんなの青い光 

たんご～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、承認と致します。 

 

 

<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・各課報告を順次お願い致します。 

 

 

（１）諸報告 

<横島教育次長> 

① 「共催」・「後援」に係る２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 ３月学校行事予定について 

② ３月幼稚園保育所行事予定について 

 

<社会教育課> 

① 平成３０年京丹後市成人式について 
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<吉岡教育長> 

全体をとおして、何かご質問等がありますか。 

 

 

<田村委員> 

知っておきたいことなのですけど、海外派遣事業でニュージーランドに行く生徒さん

は、その間は出席扱いですか。授業の遅れと言うか、その間に修了式もありますが、ど

ういう扱いになりますか。 

 

 

<松本総括指導主事> 

扱いにつきましては、現地の学校でも学習をするということになっていますので、出

席扱いということにしていますし、卒業式後の学習内容ですので、言われますように学

習進度は多少進みますけれども、おおよその学習内容はその時点で終わっていますので、

大きな影響はないというふうに思っています。 

また、２２日に帰って参りますので、２３日の修了式には出席していただけます。２

２日は夜遅くなりますので体力的にはしんどい部分はありますけども、出席はできると

いう設定で進めています。 

 

 

<田村委員> 

わかりました。 

 

 

<吉岡教育長> 

他はご質問等よろしいですか。 

 

以上で第４回京丹後市教育委員会定例会を閉会致します。 

 

 

 

 

<閉会 午後１０時４０分> 

 

〔 ３月臨時会 平成３０年３月９日（金） 午後７時００分から 〕 

〔 ４月定例会 平成３０年４月６日（金） 午後 時  分から 〕 

 


