
平成２１年 第８回京丹後市教育委員会会議録 

 

１ 開催年月日  平成２１年４月３日（金） 

開会 午後３時００分  閉会 午後４時１２分 

 

２ 場   所  大宮庁舎４階 第２・３会議室 

 

３ 出席委員名  上羽敏夫、岸田薫子、山本和美、文珠清道、米田敦弘 

 

４ 欠席委員名  なし 

 

５ 説 明 者  教育次長 水野孝典、教育理事 髙橋忠彰、学校教育課長 増田卓雄 

          社会教育課長 安達忠行、文化財保護課長 吉田誠、総括指導主事 谷口良明 

 

６ 書   記  教育総務課長 粟倉小夜子 

 

７  議   事 

(1)  議案第 40号  第６４回国民体育大会カヌー競技（カヌースプリント）京都府代表選手 

                  選考会に係る共催について 

 (2)  議案第41号 デフ・パペットシアター・ひとみによる「はこ／ＢＯＸＥＳじいちゃん 

          のオルゴール」京丹後公演に係る後援について 

(3)  議案第 42号 平成２１年度 北丹陸上競技協会主催競技会（丹後地方小学生陸上競技 

                  大会・北丹地方陸上競技選手権大会・北丹地方駅伝競走大会）に係る後 

                  援について 

 (4)  議案第43号 「第２回小学生ウルトラクイズＩＮ京丹後」（仮称）に係る後援につい 

                   て 

 【追加議案】 

 (5)  議案第44号 第３回網野グリーンカップ少年サッカー大会 Ｕ－１０に係る後援につ 

                   いて 

 

８ そ の 他   

 (1) 諸報告 

① 学校再配置計画について 

   ② 京丹後市教育委員会事務局事務分掌表（平成２１年４月１日現在） 

 ③ 平成２１年度 人事異動の概要について 

 

 (2) 各課報告 

   <教育総務課> 

   ① 教育財産の使用許可について 



  

     教育財産使用許可申請書の写し 

     （西角建設株式会社：田村小学校用地＜プール専用駐車場＞） 

         第１回期間延長：平成２１年３月３１日～３月３１日 

     （西角建設株式会社：田村小学校用地＜プール専用駐車場＞） 

         第２回期間延長：平成２１年４月１日～５月３１日 

     （京都府丹後土木事務所：田村小学校用地） 

         平成２１年４月１日～平成２２年３月３１日 

  <学校教育課> 

   ① ４月学校行事予定について 

  <社会教育課> 

   ① 高齢者人材活用事業 京丹後市生涯学習リーダー養成講座について 

   ② 社会体育指導者育成事業 「スポーツと食事について」講演会について 

   ③ 学校支援地域本部実行委員会について 

  ④ 京丹後市市の歌制作に係る意見交換会について 

   ⑤ 平成２１年京丹後市成人式について 

   ⑥ 平成２０年度京丹後市子ども教室実行委員会について 

   ⑦ 平成２０年度第３回京丹後市スポーツ振興審議会について 

   ⑧ 第４回京丹後市市の花と木と歌制定委員会について 

   ⑨ 教育財産の使用許可について 

      教育財産使用許可申請書の写し 

        （網野スポーツクラブ：京丹後市網野グラウンド） 

        （網野スポーツクラブ：網野体育センター） 

  <文化財保護課> 

   ① 平成２１度文化財関係事業の概要 

 

９ 会 議 録  別添のとおり（全７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２１年 ５月７日 

              委 員 長 上羽 敏夫  

   

署名委員 山本 和美  
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平成２１年 第８回京丹後市教育委員会会議録（詳細）       〈４月３日（金）〉 

 

〔招 集 者〕 京丹後市教育委員会委員長 上羽敏夫 

〔被招集者〕  岸田薫子、山本和美、文珠清道、米田敦弘 

〔説 明 者〕   教育次長 水野孝典、教育理事 髙橋忠彰、学校教育課長 増田卓雄 

    社会教育課長 安達忠行、文化財保護課長 吉田誠、総括指導主事 谷口良明 

〔書  記〕 教育総務課長 粟倉小夜子 

 

〈上羽委員長〉 

    ただ今から「平成２１年第８回京丹後市教育委員会４月定例会」を開会致します。新年

度となり、教育委員会事務局も学校教育課長と社会教育課長の異動により新しい課長をお

迎えしてスタートを致しました。本年度の最重要課題は何と言いましても学校再配置計画

の件でございます。事務局には教育長を先頭に大変な作業をお願いすることになりますが、

市長部局と一丸となってこの大事業を成し遂げていただきたいと願っております。私たち

教育委員も皆様をしっかりとサポートしていく中で、京丹後市の将来期待される教育環境

づくりのためその責任を果たしてまいりたいと考えております。学校現場では、昨今の状

況の中で多くの諸課題に立ち向かっていくためには教師の情熱と誠実さが特に求められ

ております。２１年度の指導の重点、並びに推進上の留意点にそった管理指導を充分に推

進していただきますことをお願いしておきます。 

    本日の議題はご案内のとおりですが、この他に追加議案が１件あります。委員各位の積

極的なご議論をお願い致しまして開会のご挨拶と致します。よろしくお願いします。 

 それでは次に教育長から、第６回教育委員会定例会開催後の諸会議、行事等を中心に、

教育長報告をお願い致します。 

 

〈米田教育長〉 

 皆さん、ご苦労様です。新学期も始まりました。始業式はこれからですが、人事異動も

終わって各学校は体制作りに頑張っているところであります。今、委員長さんが言われま

したが、特に管理職が管理意識をしっかり持って学校を運営するように色々な方策も考え

ていきたいと思っております。今年度もよろしくお願いします。 

 「平成２１年３月動静表」朗読説明 

 

〈上羽委員長〉 

ただ今の教育長報告について、ご質問等ありましたらお願いします。 

次に会議録の承認を行います。第５回の署名委員は文珠委員です。会議録については、

すでにお手元に送付しておりますが、原案のとおり承認してよろしいでしょうか。 

 

〈全委員〉   

 了承。 

 

〈上羽委員長〉 
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 原案どおり承認致します。  

 本日の会議録署名委員の指名を致します。山本委員を指名しますのでお願いします。 

 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。 

 議案第４０号「第６４回国民体育大会カヌー競技（カヌースプリント）京都府代表選手                  

選考会に係る共催について」を議題と致します。 

 米田教育長から提案理由の説明をお願いします。 

 

〈米田教育長〉 

 教育次長から説明いたします。 

 

〈水野教育次長〉 

 それでは、議案第４０号「第６４回国民体育大会カヌー競技（カヌースプリント）京都

府代表選手選考会に係る共催について」ご説明を致します。本件につきましては京都府カ

ヌー協会からの共催の依頼でございます。この大会につきましては、承認申請書にも明記

されておりますように、今年の５月１６日、５月１７日の２日間にわたりまして久美浜湾

のカヌーレーシング競技場を会場に行われる大会でございます。事業目的にも書かれてお

りますように、第６４回新潟国体カヌースプリント京都府選手選考を兼ねた催し物でござ

いますが、事業概要としては少年と成年の男女、カヤックシングル、カナディアンシング

ル、５００ｍレースということで行われます。参加予定は久美浜高校、綾部高校、和知中

学校でございます。このカヌースプリントはカヤックとカナディアンと２種類があるとい

うことです。 

 以上、大会の趣旨からして共催すべきものと考えて提案しております。 

 

〈上羽委員長〉 

議案第４０号をご説明いただきました。 

 ご意見、ご質問等がございましたらお願いします。 

 特にご意見ございませんか。 

 それではお諮りを致します。議案第４０号「第６４回国民体育大会カヌー競技（カヌー

スプリント）京都府代表選手選考会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。 

 

〈上羽委員長〉 

 異議なしと認め、承認致します。 

 次の議案に入らせていただきます。 

 議案第４１号から議案第４３号の３議案については、いずれも後援の議案であります。

一括議題としたいと思いますがご異議ございませんか。 

 

〈全委員〉 
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 異議なし。 

 

〈上羽委員長〉 

 ご異議なしと認めます。よって議案第４１号「デフ・パペットシアター・ひとみによる

「はこ／ＢＯＸＥＳじいちゃんのオルゴール」京丹後公演に係る後援について」、議案第４

２号「平成２１年度 北丹陸上競技協会主催競技会（丹後地方小学生陸上競技大会・北丹

地方陸上競技選手権大会・北丹地方駅伝競走大会）に係る後援について」、議案第４３号「「第

２回小学生ウルトラクイズＩＮ京丹後」（仮称）に係る後援について」の３議案を一括議題

とします。 

 米田教育長から提案理由の説明をお願いします。 

 

〈米田教育長〉 

 これらについても教育次長から説明を致します。 

 

〈水野教育次長〉 

 議案第４１号から順次その概要についてご説明をさせていただきます。 

まず、議案第４１号でございますが、デフ・パペットシアター・ひとみからの後援名義

の使用願いでございます。この催し物につきましては６月５日にアグリセンター大宮にお

きまして「はこ／ＢＯＸＥＳじいちゃんのオルゴール」の演題の人形劇が催されるという

ことでございます。デフ・パペットシアター・ひとみの京丹後市における公演実績という

ことで、旧大宮町時代から平成２年の「わんぱくスサノオの大蛇退治」に始まりまして、

「さくらものがたり」、「賢治のトランク」、「カガミマル」、「オルフェイス」、平成１７年は

「泣き虫桃太郎」ということで、ずっと大宮町を会場に公演が行われております。旧町時

代は旧大宮町と大宮町教育委員会、並びに大宮町社会福祉協議会がすべて後援にあたって

きましたし、京丹後市誕生後の平成１７年の「泣き虫桃太郎」につきましても京丹後市と

京丹後市教育委員会、並びに京丹後市社会福祉協議会に後援名義の使用について申請が出

され、何れも承認がなされております。なお、この劇団につきましては、元々ＮＨＫで放

送されておりました「ひょっこりひょうたん島」を担っておりました人形劇団のひとみ座

から発展した人形劇グループで、いわゆる聴覚障害者がこの劇団にスタッフとしてずっと

関わっているということでデフ・パペットシアターという名称が付いております。教育的

にも社会福祉の面からも後援すべきものでありますし、従来の大宮町なり京丹後市での実

績は私もすべて見させていただいておりますけれども、非常に前衛的で斬新で内容も濃い、

先進的な人形劇だというふうにも感じております。 

 次に議案第４２号でございますが、平成２１年度の北丹陸上競技協会主催競技会の後援

と後援名義の使用についての依頼でございます。この催し物につきましても例年後援依頼

が参っておりまして、すべて後援をさせてきていただいている経過がございます。３つの

催し物が含まれております。簡単に紹介しておきますと、１つは、第２６回丹後地方小学

生陸上競技大会でございます。本年６月７日、峰山途中ヶ丘陸上競技場を会場と致しまし

て丹後教育局管内の小学生５・６年生を対象とした陸上競技大会でございます。続いて２

つ目は、第４４回北丹地方陸上競技選手権大会でございます。これも本年の７月１２日、

峰山途中ヶ丘陸上競技場を会場に行われるもので、種目としては一般と高校の部、並びに
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中学の部ということで、参加資格としては一般・高校の部は日本陸上競技連盟の登録者、

中学の部は丹後教育局管内の中学生ということで行われる競技選手権大会でございます。

最後に３つ目は、第５４回北丹地方駅伝競走大会でございますが、これは平成２２年、来

年の３月１４日与謝野町内を会場に行われる駅伝競走大会でございます。参加資格として

は一般及び高校生の男子に限るということで行われる駅伝競走大会でございます。 

 次に議案第４３号「第２回小学生ウルトラクイズＩＮ京丹後」（仮称）に係る後援につ

いてでありますが、これは社団法人の京丹後青年会議所からの後援の依頼でございます。

今年度２回目となっておりまして、昨年度も同じような趣旨で同じような催し物が行われ

ております。今年度につきましては６月２１日京丹後市内を会場に京丹後市内の小学５、

６年生１００名を対象として行われる、クイズを取り入れながら市内の歴史や文化を学び、

また貴重な大自然などに触れながら体感していく催し物ということで、これにつきまして

も後援するに相応しい行事ということで提案をし、説明とさせていただきます。 

 以上です。 

 

〈上羽委員長〉 

  ただ今、後援議案につきまして、３議案の説明をいただきました。 

まず、議案第４１号「デフ・パペットシアター・ひとみによる「はこ／ＢＯＸＥＳじい

ちゃんのオルゴール」京丹後公演に係る後援について」、ご質問、ご意見等がございまし

たらお願いします。 

次に、議案第４２号「平成２１年度 北丹陸上競技協会主催競技会（丹後地方小学生陸

上競技大会・北丹地方陸上競技選手権大会・北丹地方駅伝競走大会）に係る後援について」、

ご質問、ご意見等がございましたらお願いします。 

次に、議案第４３号「「第２回小学生ウルトラクイズＩＮ京丹後」（仮称）に係る後援に

ついて」、ご質問、ご意見等がございましたらお願いします。 

 このウルトラクイズの募集については、どのように学校で配付をして小学校５、６年生

の子どもたちに募集をかけるのか、具体的に聞いておられますか。 

 

〈米田教育長〉 

 青年会議所の人が来られて、もしも教育委員会の後援が出来るのだったら学校を回らせ

てもらいたい。学校毎に仕分けしてあれば棚に入れて便で送る。ただ、参加をしてくださ

いということで依頼をしようと思えば持って行く方が丁寧だという話はしておりました。

どういうふうにされるかは聞いておりません。 

 

〈上羽委員長〉 

 問題点としては、教師が教室で渡すのか、そうでない、教室で渡すまでもなく箱に入れ

ておいて希望者はそこから持って帰るということなのか、ちょっと意味合いが違ってくる

のではないかと私は思います。その辺が微妙で、そうすると青年会議所のそういう要望に

対してそこまでのことを教師にさせるべきでないという問題も生じてくるように思います

けど。委員さん、意見はどうですか。 

 

〈岸田委員〉 
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 去年はどうでしたか。 

 

〈米田教育長〉 

 学校に確認します。 

 

〈上羽委員長〉 

 一人ひとりに配付する行為は、あまり好ましくないというふうに思います。 

 

〈上羽委員長〉 

  それでは全体を通して、ご質問、ご意見等がありましたら、お願いします。 

 ないようでしたら、順次お諮りを致します。 

 議案第４１号「デフ・パペットシアター・ひとみによる「はこ／ＢＯＸＥＳじいちゃん

のオルゴール」京丹後公演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。 

 

〈上羽委員長〉 

 異議なしと認め、承認致します。 

 次に、議案第４２号「平成２１年度 北丹陸上競技協会主催競技会（丹後地方小学生陸

上競技大会・北丹地方陸上競技選手権大会・北丹地方駅伝競走大会）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。 

 

〈上羽委員長〉 

 異議なしと認め、承認致します。 

 次に、議案第４３号「「第２回小学生ウルトラクイズＩＮ京丹後」（仮称）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。 

 

〈上羽委員長〉 

 異議なしと認め、承認致します。 

 それでは引き続きまして、追加議案ということで、議案１件が準備されていますので、

議案の審議をお願いしたいと思います。 

議案第４４号「第３回網野グリーンカップ少年サッカー大会 Ｕ－１０に係る後援につ
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いて」を議題とします。 

米田教育長から提案理由の説明をお願いします。 

 

〈米田教育長〉 

 教育次長から説明を申し上げます。 

 

〈水野教育次長〉 

 それでは議案第４４号「第３回網野グリーンカップ少年サッカー大会 Ｕ－１０に係る

後援について」ご説明致します。本件については、網野グリーンカップ実行委員会からの

後援依頼でございます。この大会は今年５月２日、３日の２日間、八丁浜芝生広場サッカ

ー場を会場と致しまして、小学低学年層の競技力の向上及びチーム間の交流を目的に開催

されるサッカー大会でございます。参加資格と致しましては、地元のサッカー少年のみな

らず京都府内、或いは大阪府内の少年サッカーのチームが出場するということになってお

ります。以上でございます。 

 

〈上羽委員長〉 

  議案第４４号をご説明いただきました。 

ご質問、ご意見等がございましたらお願いします。 

  特にご意見ございませんか。 

  それではお諮りを致します。議案第４４号「第３回網野グリーンカップ少年サッカー大

会 Ｕ－１０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。 

 

〈上羽委員長〉 

 異議なしと認め、承認致します。 

以上で本日の議事はすべて終了させていただきました。 

続きまして５のその他ということで、諸報告、各課報告を順次お願いしたいと思います。 

 

(1)諸報告 

 

〈水野教育次長〉 

  ① 学校再配置計画について 

     「京丹後市学校再配置計画（案）」に対するパブコメへの見解 

  ② 京丹後市教育委員会事務局事務分掌表（平成２１年４月１日現在） 

 

〈髙橋教育理事〉 

  ③ 平成２１年度 人事異動の概要について（教職員） 

 

(2)各課報告 
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 <教育総務課> 

  ① 教育財産の使用許可について 

    教育財産使用許可申請書の写し 

    （西角建設株式会社：田村小学校用地＜プール専用駐車場＞） 

        第１回期間延長：平成２１年３月３１日～３月３１日 

    （西角建設株式会社：田村小学校用地＜プール専用駐車場＞） 

        第２回期間延長：平成２１年４月１日～５月３１日 

    （京都府丹後土木事務所：田村小学校用地） 

        平成２１年４月１日～平成２２年３月３１日 

 <学校教育課> 

  ① ４月学校行事予定について 

 <社会教育課> 

  ① 高齢者人材活用事業 京丹後市生涯学習リーダー養成講座について 

  ② 社会体育指導者育成事業 「スポーツと食事について」講演会について 

  ③ 学校支援地域本部実行委員会について 

 ④ 京丹後市市の歌制作に係る意見交換会について 

  ⑤ 平成２１年京丹後市成人式について 

  ⑥ 平成２０年度京丹後市子ども教室実行委員会について 

  ⑦ 平成２０年度第３回京丹後市スポーツ振興審議会について 

  ⑧ 第４回京丹後市市の花と木と歌制定委員会について 

  ⑨ 教育財産の使用許可について 

     教育財産使用許可申請書の写し 

     （網野スポーツクラブ：京丹後市網野グラウンド） 

     （網野スポーツクラブ：網野体育センター） 

 <文化財保護課> 

  ① 平成２１度文化財関係事業の概要 

 

〈上羽委員長〉 

以上で第８回京丹後市教育委員会定例会を閉会致します。皆様ご苦労様でした。 

 

〈 閉会 午後４時１２分 〉 

 

 

〈 教育委員協議会 平成２１年４月 ６日（月） 午後３時００分 〉 

〈 ５月定例会   平成２１年５月 ７日（木） 午後１時００分 〉 

  


