
令和元年 第９回京丹後市教育委員会会議録 

 

１ 開催年月日  令和元年５月７日（火） 

開会 午後１時３０分  閉会 午後２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 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 36号 行政財産の用途廃止について 

(2)  議案第 37号 京丹後市スポーツ推進審議会委員の委嘱について 

(3)  議案第 38号 子育てサロン講演会（５月）の開催に係る後援について 

(4)  議案第 39号 子育てサロン講演会（７月）の開催に係る後援について 

(5)  報告第 4号 京丹後市立学校評議員の委嘱について 

(6)  報告第 5号 京丹後市社会教育委員の委嘱について 

  【追加議案 議案第 40号 】 

(7)  議案第 40号 京丹後市図書館協議会委員の解任及び任命について 

 

 

７ そ の 他   

(1)諸報告 

   ○1 「共催」・「後援」に係る４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 ５月学校行事予定について  

②５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坂東玉三郎京丹後特別舞踊公演について（５/１１～１２） 



  

   ②ジュニアカヌースプリント春季大会について（５/１８） 

   ③NISSIN Rally丹後２０１９について（５/１８～１９） 

   ④京丹後市総合文化祭「舞台芸能祭」について（５/１９） 

   ⑤京丹後チャレンジデー２０１９について（５/２９） 

 

 

８ 会 議 録  別添のとおり（全１１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５月３１日 

 

 

                 教  育  長  吉 岡 喜代和 

                

署 名 委 員  野 木 三 司 
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令和元年 第９回京丹後市教育委員会会議録（詳細）     〈５月７日（火）〉 

 

〔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> 

みなさんこんにちは。ただ今から「第９回京丹後市教育委員会定例会」を開会致し

ます。 

大型連休を終えました。休みの間は、特に問題があったという報告は受けていませ

ん。昔から休み明けとか、こういう時期に学校に行きにくい子が増える傾向にあると

言われており、子どもたちの様子も気になるところです。  

また、１日から元号が新しく令和になり、新しい時代の幕開けも感じるところです。

改めて、気持ちを引き締めて教育行政に当たっていきたいと思っています。  

 

一昨年からホストタウンの取組みとしていくつかの外国の視察を受けましたが、今

のところ事前合宿の申し込みはありません。せっかくホストタウンとして名乗りを上

げていますので、一つの国でも良いですから来てくれないかと期待をしているところ

です。 

また、再来年のワールドマスターズゲームズ２０２１関西のカヌーマラソン等の競

技の会場地として決まっており、その取組みとして、明日、京丹後市実行委員会を設

立する予定としています。実行委員会には、市、京都府、府カヌー協会、市体育協会、

商工会、観光協会、地元区をはじめ多くの関係団体に入っていただき、協力団体とし

て１８団体にお世話になることとしています。この大会は、一般参加型の生涯スポー

ツの国際総合競技大会として、国内外から参加者を募り、スポーツと観光をもとに、

市民のスポーツへの関心を高めるとともに、本市の魅力を発信し、地域の活性化とま

ちづくりに寄与するものとして期待されています。  

先ほど申し上げましたとおり大会は再来年ですが、選手のエントリーを来年の２月
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から受け付けることになっていまして、生涯学習課スポーツ推進室を中心に関係部局

が連携を取って、早急に準備をすることとしています。  

また、今月の２９日には市制１５周年の記念事業としてチャレンジデーを実施しま

す。対戦相手も秋田県の湯沢市と決まっていますので、市民と一緒になって取り組む

こととしていますので、教育委員さん方も、是非とも１５分以上の運動をしていただ

き、取組みの報告していただければと思います。  

 

次に、老朽化が進む学校給食施設のあり方について、昨年度コンサルに委託してい

ました調査書ができあがってきましたので、別途報告をさせていただくことにします。

これについては、多くの議員が関心を持っており、６月議会での一般質問も予測され

ますので、市長とも連携を取り、方向性を決めていっているところです。そのうえで、

議会、ＰＴＡ等への説明を行っていきたいと考えています。  

 

もう一点、丹後地域公民館の耐震診断の結果が出てきましたので、今後の整備方針

について、これも別途説明をさせていただきます。地元との協議も必要ですし、整備

については多額の予算を伴うことが予測されますが、６月議会に設計等の補正予算を

要求したいと考えています。  

 

本日は、「行政財産の用途廃止について」をはじめ６議案と、追加１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３１年第８回教育委員会（４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。 
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<全委員> 

なし。 

 

 

<吉岡教育長> 

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。 

 

 

<吉岡教育長> 

初めに、議案第３６号「行政財産の用途廃止について」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３６号「行政財産の用途廃止」について説明をさせていただきます。 

今回対象となる財産は、旧湊小学校スクールバス車庫で、久美浜町蒲井小字七つ町

５１８番２に建設された木造シングル葺平屋建てで面積２７.１７㎡のものです。昭和

５９年４月に湊小学校蒲井分校が湊小学校に統合され、スクールバスの運行を始めた

ことから建てられたものです。平成２９年８月から、スクールバスの円滑な運行のた

めに旧湊小学校敷地内に駐車場を移したため、現在は使用されていません。今回、地

元から車庫の借用希望があったため、該当の建物について、行政財産の廃止をし、普

通財産へ用途変更を行うものでございます。 

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３６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３６号「行政財産の用途廃止について」につきまして、原案どおり承認にご

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、会議の非公開についてお諮りします。 

議案第３７号の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３７号の議案については

非公開と致します。 

 

 

（非公開部分省略 議案第３７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。 
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<吉岡教育長> 

次に、議案第３８号「子育てサロン講演会（５月）の開催に係る後援について」及

び議案第３９号「子育てサロン講演会（７月）の開催に係る後援について」を一括議

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３８号「子育てサロン講演会（５月）の開催に係る後援について」及び議案

第３９号「子育てサロン講演会（７月）の開催に係る後援について」を一括して説明

させていただきます。 

これら２つ事業は、いずれも、京丹後モラロジー事務所が、子育て中のお父さん、

お母さんを対象に、小児科医として医療現場で活躍中の木野稔講師を囲んで、「育つ」

を考えることを目的にシリーズで開催されるもので、「５月」が５回シリーズの４回目、

「７月」が同５回目の開催となります。 

内容は、いずれも講演会と茶話会となっており、参加予定人数は、それぞれ２０人

を見込んでいます。 

開催日時は、「５月」が令和元年５月２５日（土曜日）午前１０時３０分から午後１

２時まで、「７月」が令和元年７月６日（土曜日）午前１０時３０分から午後１２時ま

で、会場は、いずれも網野教育会館、入場料は無料となっています。 

主催は京丹後モラロジー事務所、申請者は京丹後モラロジー事務所 井上貢一氏で

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３８号及び議案第３９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。 

 

 

<久下委員> 

開催日時の時間ですが、午前１０時半からですよね。午後の１２時ということは夜

中になってしまいますので、これは午後０時ではないですか。 
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<吉岡教育長> 

チラシは大丈夫なので申請書だけ修正お願いします。 

 

 

<吉岡教育長> 

それではお諮りを致します。 

まず、議案第３８号「子育てサロン講演会（５月）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３９号「子育てサロン講演会（７月）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４号「京丹後市立学校評議員の委嘱について」を議題とします。 

事務局から説明をお願いします。 
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<横島教育次長> 

報告第４号「京丹後市立学校評議員の委嘱について」説明をさせていただきます。 

学校評議員については、京丹後市立学校評議員設置規程第５条の規定により、校長

の推薦を受けて教育委員会が委嘱することとなっていますが、任期が１年となってい

ますので、令和元年度の評議員を別紙一覧表のとおり委嘱をするものです。 

評議員の人数は、こども園・学校ごとに５人以内となっています。人事案件のため

事前に審議いただくべきものですが、例年、こども園・学校の推薦を受けて行うもの

であり、今定例会の報告としましたのでよろしくお願い致します。 

以上、よろしくお願い致します。 

 

 

<吉岡教育長> 

報告第４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> 

評議員さんの集まり具合というのは、各学校で差があるのでしょうか。極端に違う

例とか、実情はどのようにされているのでしょうか。 

 

 

<松本学校教育課長> 

先ほど次長が申し上げましたように校長の推薦ということで、以前から慣例的に評

議員さんを出されるという傾向がありましたので、一定教育委員会の方から評議員の

規定に基づく選出を行ってほしいという依頼をさせていただいて、今の現状にありま

すが、網野北小学校をご覧いただきたいと思うのですけれども、少し慣例的になって

いまして、これも一つの課題だと捉えています。歳が少しかたまっています。これも

地元の代表の、例えば区長さんだとか民生委員の方だとか、そういった方の参画を求

めてほしいというようなことで、次年度以降修正をしていくように校長先生の方には

お伝えもしています。 

他の学校区に関しましては、一定いろいろな整理をしてきている中で、割と広く地

域の方に出てきていただけているのではないかなというふうには考えています。 

 

 

<吉岡教育長> 

総括がおられるので、だいたい年に何回されるのかとか、報告をお願いします。 
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<小石原総括指導主事> 

普通だいたい３回。２回のところもあるということです。私がいました久美浜小学

校でしたら、学校関係者評価者の方々もおられますので、年３回のうちの１回は合同

研修会という形でご意見をいただくというようなこともしています。 

多くの学校では、評議員さんからご意見をいただくということで、個別にご意見を

いただくということも可能なのですが、会として集まっていただいて、なかなか全員

が揃うということは難しいとは思いますが、極力時間調整をしていただいて、みなさ

んに参加していただける日を選んで開催しているというふうに思っています。 

 

 

<野木委員> 

先ほど松本課長の方から報告を受けて、年齢のことですが、確かに各年代があった

方が良いと思うのですが、そうは言っても、評議員さんが一緒になって何かを提案し

ていこうとか、解決していこうといった時に、近い年代の方が動きやすいということ

も現実問題としてあろうかと思うのです。どっちが良いとかは言っていませんが。 

網野北小学校のこの方々は、私も個人的に何人か知っていて、食事をしながら意見

交換をすることもよくあるのですが、いろいろな学校のことをよくやっているのだな

というような捉え方をしていたのですが、あくまでも幅広い年齢からというのは、原

則論としてはそうなのですけど、逆にいろいろなことに活発に動けるというのも、少

しそういう部分があっても良いのかなと思いました。別にどっちでも良いのですけど、

網野北のこの方々はよく動いているのだろうなということを感じたものですから、個

人的な意見として言わせていただきました。お答えは結構です。 

 

 

<田村委員> 

学識経験者と、保護者と、地域団体の代表という３つの区分がありますね、差し支

えなければ、次回以降、参考資料に何の団体かがあった方が、無職となっていると分

かりにくいので、どこの団体の方かを載せていただけたらと要望します。 

 

 

<松本学校教育課長> 

学校教育課の方でも、この例年の様式でもって今回もご報告という格好でさせてい

ただいてはいるのですが、この様式そのものの表示も課題だと捉えていますので、次

回以降は、田村委員さんがおっしゃいますように、少しそういうところが分かるよう

に、様式は変えたいと思っています。 
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<吉岡教育長> 

次に、報告第５号「京丹後市社会教育委員の委嘱について」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５号「京丹後市社会教育委員の委嘱について」を説明させていただきます。 

京丹後市社会教育委員は、社会教育法及び京丹後市社会教育委員条例に基づき、社

会教育に関し教育委員会に助言するために設置しているもので、委員の任期は２年間、

現委員は令和２年３月３１日までの任期となっています。 

今回、平成３１年４月の教職員の異動に伴い、学校代表の委員について、京丹後市

小学校長会から推薦がありましたので、弥栄小学校長の斉藤由美子氏、橘小学校長の

杉本智氏の２名を新たに委嘱するものです。 

任期は、平成３１年４月１日から令和２年３月３１日までです。 

以上、よろしくお願い致します。 

 

 

<吉岡教育長> 

報告第５号を説明させていただきました。 

ご質問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> 

続きまして、追加議案を１件準備しております。 

 

まず、会議の非公開についてお諮りします。 

追加議案第４０号は、人事案件のため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。 
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<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４０号の議案については

非公開といたします。 

 

 

（非公開部分省略 議案第４０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> 

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４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 ５月学校行事予定について 

② ５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 坂東玉三郎京丹後特別舞踊公演について（５／１１～１２） 

② ジュニアカヌースプリント春季大会について（５／１８） 

③ NISSIN Rally 丹後２０１９について（５／１８～１９） 

④ 京丹後市総合文化祭「舞台芸能祭」について（５／１９） 

⑤ 京丹後チャレンジデー２０１９について（５／２９） 
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<吉岡教育長> 

以上で第９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２時３０分> 

 

〔 ５月臨時会 令和元年５月２８日（火） 午後５時３０分から 〕 

〔 ６月定例会 令和元年６月５日（水） 午前９時から 〕 

〔 ７月定例会 令和元年７月３日（水） 午後２時から 〕 

 


