
平成３０年 第１５回京丹後市教育委員会会議録 

 

１ 開催年月日  平成３０年１０月１日（月） 

開会 午後３時３０分  閉会 午後４時１０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 小西智恵子  生涯学習課長 引野雅文 

          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 79号   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） 

(2)  議案第 80号  第２５回京都府埋蔵文化財研究会の開催に係る共催について 

(3)  議案第 81号  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 

(4)  議案第 82号  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 

  【追加議案 議案第 83号 】 

(5)  議案第 83号  ＴＡＮＧＯはぐくみフェスティバル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９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 １０月学校行事予定について  

②１０月こども園・幼稚園・保育所行事予定について 

 

＜生涯学習課＞ 

○1  青少年健全育成会「あいさつ運動」について（10/1～）  



  

② 第２１回あみの八丁浜ロードレース大会について（10/14） 

③ 郷土芸能祭「丹後の祭り」について（10/21） 

④ ジュニアカヌースプリント秋季大会について（10/27） 

⑤ 京都府ＰＴＡ研究大会について（10/28） 

⑥ 「京丹後チャレンジデー2019」プレイベント『みんなで運動しよう Day』について

（10/31） 

 

 

８ 会 議 録  別添のとおり（全１２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１１月５日 

 

                 教  育  長  吉 岡 喜代和 

                

署 名 委 員  野 木 三 司 
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平成３０年 第１５回京丹後市教育委員会会議録（詳細）     〈１０月１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 松本明彦 

 教育総務課長 岡野 勲  子ども未来課長 小西智恵子 

 生涯学習課長 引野雅文  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> 

こんにちは。ただ今から「平成３０年 第１５回京丹後市教育委員会定例会」を開会

致します。 

 

昨日は台風２４号で大雨でしたが、人命に関わるような大きな被害もなく良かったと

思っています。７時半ごろに警報が解除され、学校は午前中から授業が始まりました。

１０月に入ったばかりなので、今後も台風が発生することも考えられます。危機管理に

は気を付けなければいけないと思っています。 

 

先週は、宮津市で新しく運営されている給食センターの視察、今日は長岡小学校の参

観、お疲れ様でした。 

本市の学校給食は、合併前の形を引き継ぎ、網野町では給食センター方式をとってい

ますが、他の５町は自校方式をとっています。給食は、子どもたちの心身の健全な育成

と食育を目的として実施していますが、施設の老朽化等により今後多くの改修が見込ま

れることから、財政状況が厳しい本市の状況を考えると、給食の在り方を検討する必要

があり、そのための参考とするため、今回、視察を行ったものです。現在、コンサルに

委託し様々な視点から調査、検討を進めていますが、今年度中には方針を決めたいと考

えており、一定整理ができた段階で委員の皆様にも協議をいただくことになりますので、

その際にはよろしくお願い致します。 

 

先月下旬から、中学校では秋季大会や吹奏楽部のコンサートなどが行われています。

台風等で残念ながら中止や延期になったものもありますが、私も出来るだけ参観させて

もらい、頑張っている子ども達の様子を見て、うれしく思っているところです。一方、

生徒数が少なくなり、丹後中学校の吹奏楽部は今年度をもって廃部することが決まって

いますし、秋季大会の方も野球は網野中と久美浜中が合同チーム、バスケットをはじめ、
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いくつかの競技では出場できない学校が出てきています。中学校では、部活の見直しも

せざるを得ない状況となってきており、苦慮していると聞いています。やむを得ないと

は言え、子どもたちに好きなクラブ活動を思いっきりさせてあげられないのは、残念に

思うところです。 

 

ここで報告させていただきますが、従前、丹後古代の里資料館長として勤務いただき、

現在、史跡整備検討委員会長としてお世話になっています三浦到氏が、永年にわたり丹

後の考古学の研究活動を行うとともに、京都府文化財保護指導員を務められ、文化財の

保護に功績があるとして、文部科学省から地域文化功労者表彰を受賞されました。ここ

にお祝いを申し上げ、今後も本市の文化財行政にご支援いただきますとともに、ますま

すのご活躍をお祈り申し上げます。 

 

本日は、「専決処分の承認について」をはじめ５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１４回教育委員会（９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。ご質問等がありましたらお願いします。 

 

 

<全委員> 

なし。 

 

 

<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。 

野木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。 
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<吉岡教育長> 

議案第７９号「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）」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７９号「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）」説明をさせていただき

ます。 

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

共催依頼を９月４日付けにて受領をしています。この大会は、「自分の考えを持ち、伝え

合い、学び合う児童の育成～ユニバーサルデザインでつなげる小中一貫教育～」を研究

主題として、長岡小学校で１１月８日(木)に京都府下の教職員を対象に開催されるもの

です。 

１２時３０分から受付を開始し、全校児童合唱のオープニングのあと公開授業が行わ

れ、研究協議のあと、全体会が行われる予定となっています。全体会は、開会行事、研

究発表、指導講評のあと、立命館大学産業社会学部 青山芳文教授による「学校生活・

授業のユニバーサルデザイン化と『できる』こと、『わかる』こと～発達の視点を踏まえ

て～」と題した講演も行われることになっています。 

主催は京丹後市立長岡小学校、申請者は京丹後市立長岡小学校 校長 吉岡俊子氏に

なっています。 

本来ですと教育委員会議で審議をしていただくべきところですが、共催決定が遅れる

と準備に支障が出るため、専決処分としたものです。 

以上、承認について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７９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。 

 

 

<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７９号「専決処分の承認について（平成２９．３

０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
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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、議案第８０号「第２５回京都府埋蔵文化財研究会の開催に係る共催について」

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８０号「第２５回京都府埋蔵文化財研究会の開催に係る共催について」説明を

させていただきます。 

この事業は、京都府内で埋蔵文化財の調査研究に従事する者が一堂に会し、日頃の研

鑽の成果を発表、討議することを目的に行われるもので、主催される京都府埋蔵文化財

研究会は、京都府内の埋蔵文化財関係機関が、京都府ブロック、大学ブロックのほか、

５つの地域ブロックとあわせて７ブロックにて構成されており、丹後ブロックとして、

京丹後市、宮津市、伊根町、与謝野町が参加をしています。第２５回目となる今回は、

テーマを「墓石ができるまで～中世墓地の展開と近世墓地の成立～」とし、京都府内に

おける中世から近世の墓石や墓地の検討を行い、地域社会の変化などを明らかにするこ

ととして、平成３０年１２月８日（土）に京丹後市峰山総合福祉センターで開催されま

す。 

当日は、午前１０時１５分に開会し、午前の部は一般向けの公開講座として開催され

ます。基調報告１として、京都府埋蔵文化財研究会の会長であり、公益財団法人辰馬考

古資料館長である上原眞人氏による「中世墓成立をめぐる問題」をテーマに、基調報告

２として京都府立大学の菱田哲郎氏が「供養碑から墓碑へ～丹後における板碑の調査か

ら」をテーマに、それぞれ３０分程度分かりやすい説明のあと、丹後ブロックとして「丹

後の中世墓～石塔から墓石へ～」をテーマに京丹後市が報告をする予定です。午後から

も各ブロックの基調報告が続き、一般の人も引き続き参加できますが、資料実費２,００

０円が必要になります。 

主催は京都府埋蔵文化財研究会、申請者は、京都府埋蔵文化財研究会 会長 上原眞

人氏です。 
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 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８０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。 

 

 

<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８０号「第２５回京都府埋蔵文化財研究会の開催

に係る共催について」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、議案第８１号「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」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８１号「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、説明をさせていただきます。 

この事業は、京丹後市商工会青年部次世代育成委員会が、京丹後の魅力を伝え、次世

代を担う子どもたちに伝えていくことを目的に、毎年行っているものです。 

今年の事業内容は、市内の事業者による指導のもと、ハーバリウムを作成し、実際に

販売するというもので、これにより、「自分たちの作ったものを自分たちで売り、製造か

ら販売まで一連の流れをすることにより、製造小売業の基本を学び、売れる楽しさを体
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験する」というものです。 

開催日時は、京丹後商工祭が開催される、１０月２８日（日）の午前８時３０分から

午後１時３０分、会場は丹後王国「食のみやこ」、参加対象は京丹後市内の小学生３年生

から６年生で、参加費は一人５００円となっております。 

主催は京丹後市商工会青年部、申請者は、京丹後市商工会 会長 行待佳平氏です。 

以上、ご審議のほど、よろしくお願いします。 

 

 

<吉岡教育長> 

議案第８１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。 

 

 

<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８１号「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」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、議案第８２号「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」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８２号「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」
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説明をさせていただきます。 

この事業は、各学校行政機関などがあらゆる取組を行っているにも関わらず、いじめ

の問題は増加し、深刻化している中、「いじめのメカニズムを知る」という視点からいじ

めの解決策を追及することを目的として開催されます。主催される未来の子ども達プロ

ジェクト丹後は、「いじめが終わる方程式」を学べる講演会や研修会が、未来の子ども達

プロジェクトの活動を通して全国に広がる中、趣旨に賛同した有志の方が、講演会を実

施するために結成された組織です。 

講演会は、平成３０年１２月９日（日）に宮津市福祉・教育総合プラザで開催されま

す。 

当日は、午後２時に開会し、テーマを「学ぼう！いじめが終わる方程式」として、教

育コンサルタント 品田奈美氏を講師として、２時間の講演が行われます。 

この講演会は一般の方を対象に有料で行われ、一人１,５００円で６０人の参加を見込

んでいます。 

主催は未来の子ども達プロジェクト丹後、後援は文部科学省、京都府教育委員会、宮

津市・与謝野町・伊根町の教育委員会がすでに決定をしています。申請者は、未来の子

ども達プロジェクト丹後 代表 木村佳子氏です。 

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８２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。 

 

 

<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８２号「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」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。 
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<吉岡教育長> 

続きまして、追加議案を１件準備しております。 

 

議案第８３号「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」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８３号「ＴＡＮＧＯはぐくみフェスティバル」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、「丹後の環境を生かした環境に合った子育てを考える機会とし、子育て支

援団体を中心としてネットワークを構築し、未来を担う子どもたちが健やかに心豊かに

育つ環境づくり推進のきっかけとすること」を目的に開催されるもので、事業内容は、

「ワークショップ、自然体験、パネル展示、ステージイベント」などとなっております。

なお、ワークショップについては木工クラフト、自然体験については森の散策、パネル

展示については子育てに関する内容の展示、ステージイベントについては音楽ライブを

予定されているということです。 

参加対象は未就学児から、及び子育て中の保護者、入場は無料で、一部有料の体験が

あります。 

会場は、宮津市の京都府立丹後海と星の見える丘公園です。 

後援は、京都府丹後教育局、丹後社会教育委員連絡協議会、宮津市教育委員会、伊根

町教育委員会、与謝野町教育委員会が予定されており、主催は、ＮＰＯ法人地球デザイ

ンスクールです。 

なお、この事業は、昨年まで京都府丹後教育局が主催されていたものを、今年度、Ｎ

ＰＯ地球デザインスクールが引き継ぎ実施されるものです。 

申請者は、ＮＰＯ法人地球デザインスクール 理事長 水野哲雄氏です。 

以上、ご審議のほど、よろしくお願いします。 

 

 

<吉岡教育長> 

議案第８３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。 

 

 

<全委員> 

なし。 
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<吉岡教育長> 

それではお諮りを致します。議案第８３号「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」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> 

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９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 １０月学校行事予定について 

② １０月こども園・幼稚園・保育所行事予定について 

 

<生涯学習課> 

① 青少年健全育成会「あいさつ運動」について（10/1～） 

② 第２１回あみの八丁浜ロードレース大会について（10/14） 

③ 郷土芸能祭「丹後の祭り」について（10/21） 

④ ジュニアカヌースプリント秋季大会について（10/27） 

⑤ 京都府ＰＴＡ研究大会について（10/28） 

⑥ 「京丹後チャレンジデー2019」プレイベント『みんなで運動しよう Day』につい

て（10/31） 

 

<文化財保護課> 
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① 京丹後市立郷土資料館秋季企画展示「むかしの装い～装飾の道具～」（10/6～

12/1） 

② 平成３０年度古代の里資料館企画展示「墓石ができるまで～中世墓地の展開と近

世墓地の成立～」（10/6～2/17） 

 

 

<吉岡教育長> 

全体を通して、何かご質問等がありませんか。 

 

 

<田村委員> 

チャレンジデーについてですが、市民参加率・目標５０％の分母は何ですか。 

 

 

<引野理事兼生涯学習課長> 

分母は、京丹後市民の人口になります。その日に京丹後市にいる人は分子にカウント

できるということでなので、例えば在勤、市外の方でも京丹後市に在勤の方だとか、観

光客の方だとか、そういった方も分子の方にはカウントできるということです。 

 

 

<田村委員> 

朝ラジオ体操をして、夜のニュースポーツ教室に行ったら２になりますか。 

 

 

<引野理事兼生涯学習課長> 

１です。 

 

 

<田村委員> 

延べ人数ではないんですね。 

 

 

<引野理事兼生涯学習課長> 

はい。ダブルではカウントできないということになっています。上手くいけば１００％

を超えることもあるということです。 

 

 

<吉岡教育長> 

学校や保育所は全員です。市民がどれだけ参加してくれるかです。 
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<安達委員> 

介護施設なんかも参加していただくといいですね。 

 

 

<吉岡教育長> 

防災行政無線でも放送しますし、ＦＭでもラジオ体操を流してもらいます。 

来年実施する時は、５０％を超えれば、笹川スポーツ財団から金メダルがもらえるそ

うです。 

 

 

<田村委員> 

どこかの自治体と参加率を競うということでしたが、過去の戦いからすると、参加率

が５０％ぐらいいかないと勝てないということですね。 

 

 

<引野理事兼生涯学習課長> 

２回目、３回目をされているところはだいたい５０％ぐらいいっているみたいです。 

 

 

<安達委員> 

どうやって報告するのですか。電話ですか。 

 

 

<引野理事兼生涯学習課長> 

電話やファックス、メールでも、協力団体から取りまとめいただいたものをまとめて

報告するとか、また、市民局や地域公民館に回収ボックスを設けますので、そちらにも

投函していただいて、その日のうちに集計して、笹川スポーツ財団に報告するという流

れになります。 

 

 

<安達委員> 

本当に運動したかどうかのチェックはどうするのですか？ 

 

 

<吉岡教育長> 

それはもう信用です。メールでその場で報告できれば良いですけどね。 

随分昔は大宮町も参加していたそうです。 
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<野木委員> 

はい。経験あります。いつだったか確か負けてしまって、相手の町の町旗を一週間、

町長室に飾っていたということがありました。 

 

 

<久下委員> 

文化財保護課の取組で秋の企画展示ですが、職員が説明してくださるような日はある

のですか。 

 

 

<吉田文化財保護課長> 

郷土資料館の「むかしの装い」の時には、無料開放日を今検討しています。丹後古代

の里資料館の「墓石ができるまで」は、ちらしにはいつするかということは書いていな

いのですが、無料開放プラス、説明する日を設けようと思っています。 

 

 

<松本学校教育課長> 

訂正をお願いします。小中学校の学校行事予定表の方で、少し紹介しましたジオパー

ク駅伝が２８日（日）の方に掲載されていますが、２７日の土曜日の誤りですので、訂

正の方をお願い致します。申し訳ありません。 

 

 

<吉岡教育長> 

その他、特にないようでしたら、以上で第１５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４時１０分> 

 

〔 １１月定例会 平成３０年１１月５日（月） 午後４時００分から 〕 


