
平成２１年 第９回京丹後市教育委員会会議録 

 

１ 開催年月日  平成２１年５月７日（木） 

開会 午後１時００分  閉会 午後１時５０分 

 

２ 場   所  大宮庁舎４階 第５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 45号  第３３回京都府北部児童・少年少女合唱団交歓演奏会に係る後援につい 

         て 

 (2)  議案第46号 大正琴コンサートに係る後援について 

(3)  議案第 47号 「地球のステージ」教育公演（ライブコンサート）に係る後援について 

 (4)  議案第48号 第３０回みねやまさつき展に係る後援について 

(5)  議案第 49号 第１４回グランドシニアゲートボール大会に係る後援について 

(6)  議案第 50号 第２４回京丹後市ゲートボール選手権大会に係る後援について 

(7)  議案第 51号 第３９回京都府剣道道場連盟丹後地区少年剣道錬成大会に係る後援につ 

いて 

(8) 議案第52号 専決処分の承認について（橘ジュニアバレーボールクラブ開設３０周年 

記念大会に係る後援） 

 

 【追加議案】 

 (9)  議案第53号 「砂場で遊ぶ」丹後の子育て支援事業に係る後援について 

 

８ そ の 他   

 (1) 諸報告 

① はだしのコンサートの中止について 

② 平成２０年度寄附一覧について 

 

 (2) 各課報告 

  <学校教育課> 



  

   ① ５月学校行事予定について 

  <社会教育課> 

   ① 第１回京丹後市文化協会設立準備会について 

   ② 平成２１年度京丹後市体育協会総会について 

   ③ ２００９ウエスタンリーグ公式戦について 

  ④ 平成２１年度全国高校総体京都府実行委員会第３回総会について 

   ⑤ 平成２１年度丹後文化芸術祭実行委員会について 

   ⑥ 平成２１年度京丹後市短歌会連絡協議会第１回役員会について 

                 

  <文化財保護課> 

   ① 平成２１年度丹後古代の里資料館コーナー展示１「縄文時代の京丹後市」 

   ② 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 

        （近畿地方環境事務所：京丹後市久美浜町湊宮小字高山沖４６７番１６８） 

 

９ 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２１年 ６月１７日 

              委 員 長 上羽 敏夫  

   

署名委員 文珠 清道  
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平成２１年 第９回京丹後市教育委員会会議録（詳細）       〈５月７日（木）〉 

 

〔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９回京丹後市教育委員会定例会」を開会致します。委員の

皆様には定刻にお集まりいただきまして、ご苦労様でございます。 

爽やかな新緑のもと、ゴールデンウィークは各地でにぎわったようですが、景気の回復

にはまだ時間がかかりそうです。不況の今、経済的な困難に陥った家庭に対して「自己責

任論」では語れない「児童・生徒の貧困」を考えますとき、他人に厳しい目を向けること

からは暮らしに優しい社会は構築されません。私たちは京丹後市の教育を考える中で、そ

の背景にあるものを再認識しなければならないと思います。 

４月の教育委員会定例会後の委員長としての出席行事等は、６日の教育委員協議会、８

日の間人中学校入学式、１５日の市内校園長会、２１日の丹後地教委連役員会、２２日の

教育委員協議会、３０日の教育委員会打合会、また同日の午後４時からの中山市長・米田

副市長様との懇談会でございます。本日は委員会に引き続き、平成２１年度丹後地方教育

委員会連合会の総会が本市を会場に執り行われます。本年度会長は、宮津市の上羽堅一様

が内定しており、私も副会長が当っております。委員の皆様にはご苦労様ですけれども宜

しくお願いします。 

本日の議題は既にご案内のとおりですが、追加議案が１件ございます。委員各位の積極

的なご議論をお願いし、開会にあたってのご挨拶並びに報告とさせていただきます。 

それでは次に米田教育長から、第８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、こんにちは。宜しくお願いします。 

 連休前の市長懇談には、大変お世話になりありがとうございました。今日も市長さんは

大変表情が良くて、休みの間に案を練っていたんだと言っておられました。 

５月３日には掛津で火災がありました。中学生のいる家が全焼したということでありま

す。 

インフルエンザの対応についてでありますが、テレビ等でマスクの物々しい姿がありま

したが、連休中、保健福祉課、総務課の職員が待機をしていたのですが、相談や問い合わ

せの電話は何もなかったということでありました。 

 「平成２１年４月動静表」朗読説明 

 

〈上羽委員長〉 
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ありがとうございました。 

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。 

４月３０日の弥栄町区長連絡協議会への説明の関係で、私にある市民から電話があって

「住民説明会なら応じないと教育委員会が言ったけれども、何でそこまでこだわったの

か。」ということを聞いてきたので、「詳しいことは聞いていないけれども、それは約束が

あっての話だったと思う。決して、始めから住民説明会と言っていたものを変更したとい

う事は、絶対に言っていないはずだ。」というようなことを返しておいたんですけれども。 

 

〈米田教育長〉 

そのとおりです。新聞で住民説明会を持つという内容の記事がありましたが、区長さん

には弥栄町だけは、区長協議会にも説明は一度もしていない。区長さんが再選され、新し

いメンバーになったのでぜひ説明をという強い要請もあり、本来なら持たないと言ってい

る時期ではありましたが、今まで各地で説明した内容で、区長さん、また区の役員さんに

聞いていただく。ただ、４月に説明会を要請されて断っている地域もあるので、役員さん

を対象にとお願いしました。しかし、当日、若い方も多く入られる。そこで、担当者に、

自由参加の説明会なら対応できない。断った地区もあるので、原則は破られないことを説

明しました。すったもんだをして、一般の方は傍聴者扱いで参加してもらってよいという

ことで３０分遅れで実施しました。 

 

〈上羽委員長〉 

 私に言ってくれた人は「教育委員会はちょっと度量が狭いのと違うか。」という感じで言

われたので、教育委員会としては筋を通させてもらわなくてはならない。一つが狂うと大

きな混乱を起こすことになる。何でも一緒にしてもらったら困るということを伝えておき

ました。 

 他にございませんか。よろしいですか。 

次に会議録の承認を行います。第７回の署名委員は岸田委員、第８回の署名委員は山本

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

てよろしいですか。 

 

〈全委員〉   

 了承。 

 

〈上羽委員長〉 

 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。 

 文珠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４５号「第３３回京都府北部児童・少年少女合唱団交歓演奏会に係る後援につい

て」を議題とします。 

地教行法第１３条第５項により、岸田委員の退席を求めますのでよろしくお願いします。 
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   〔 岸田委員退席〕 

 

〈上羽委員長〉 

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〉 

 この件について、教育次長から説明致します。 

 

〈水野教育次長〉 

 それでは、議案第４５号「第３３回京都府北部児童・少年少女合唱団交歓演奏会に係る

後援について」ご説明を致します。本件の後援申請者は京丹後市少年少女合唱団協議会 代

表 大宮児童合唱団でございます。この催物は今年の８月９日、京都府丹後文化会館を会

場に催されます。京都府北部の１０団体の児童合唱団、或いは少年少女合唱団が参加を致

しまして、交歓演奏会を行うという内容のものでございます。児童文化の振興に資する行

事であると考え、後援をすべきものと考えております。以上です。 

 

〈上羽委員長〉 

  議案第４５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４５号「第３３回京都府北部児童・少年少女合唱団

交歓演奏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。 

ここで、岸田委員の入席を求めます。 

  

   〔 岸田委員入席〕 

 

〈上羽委員長〉 

 それでは、次の議案に入らせていただきます。 

議案第４６号から議案第５１号の６議案については、いずれも後援の議案でございます。

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〉 

 異議なし。 

 

〈上羽委員長〉 
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 ご異議なしと認めます。よって議案第４６号「大正琴コンサートに係る後援について」、

議案第４７号「「地球のステージ」教育公演（ライブコンサート）に係る後援について」、

議案第４８号「第３０回みねやまさつき展に係る後援について」、議案第４９号「第１４回

グランドシニアゲートボール大会に係る後援について」、議案第５０号「第２４回京丹後市

ゲートボール選手権大会に係る後援について」、議案第５１号「第３９回京都府剣道道場連

盟丹後地区少年剣道錬成大会に係る後援について」の６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、教育次長から説明致します。 

 

〈水野教育次長〉 

それでは、議案第４６号から順次要点についてご説明を致します。 

まず議案第４６号「大正琴コンサートに係る後援について」でありますが、申請者は社

団法人の文部科学省許可大正琴協会所属琴修会 京都真琴会代表の方からでございます。

この催物につきましては、今年７月５日、丹後文化会館を会場に、大正琴の、生涯学習の

一環として日頃の成果を発表するという形のコンサートでございます。名義の使用と広報

協力の依頼がその中身となっております。 

次に、議案第４７号「「地球のステージ」教育公演（ライブコンサート）に係る後援につ

いて」でありますが、本件につきましては主催者が丹後・半世紀の仲間たち（同年会有志）

となっておりまして、千葉県四街道市の大川さんという方からこの申請書が出ております。

大川さんは網野町のご出身とお聞きしております。この催物につきましては、今年の７月

２５日午後６時から、網野町の浅茂川海岸芝公園のＣＣＺコンサートステージを会場に行

われるコンサートでございます。主な出演者は桑山紀彦さんという方で、資料にもお付け

しておりますように「地球のステージ」という名称で、全国各地でコンサートを開催され

ているというふうにお聞きしております。チラシの中にもありますように、地球のステー

ジとは、９６年１月より始まった「紛争、災害、貧困の地の子どもたちに音楽と映像で近

づこう」というコンサート形式のステージです。 

次に議案第４８号「第３０回みねやまさつき展に係る後援について」でありますが、後

援申請者は峰山さつき同好会でございます。この催物は今年６月６日（土）と６月７日（日）

両日に亘りまして峰山総合福祉センターのコミュニティーホールを会場に開催される、さ

つきの盆栽展でございます。 

次に議案第４９号「第１４回グランドシニアゲートボール大会に係る後援について」で

ありますが、申請者は京都府ゲートボール連合 京丹後支部でございます。この催物につ

きましては５月１９日に峰山町の吉原グラウンドを会場に催されます。グランドシニアと

いうことで、７７歳以上の方を対象としたゲートボール大会でございます。 

次に議案第５０号「第２４回京丹後市ゲートボール選手権大会に係る後援について」で

ありますが、主催者かつ申請者は先ほどと同じく京都府ゲートボール連合 京丹後支部で

ございます。この催物につきましては、今年６月１４日、網野町の網野グラウンドを会場

に開催されるゲートボールの大会でございます。出場資格は各町の協会員で１８歳以上の

男女となっております。なお、先ほどのグランドシニアゲートボール大会、ただ今のゲー
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トボール選手権大会はいずれもご挨拶の依頼も併せて参っております。 

次に議案第５１号「第３９回京都府剣道道場連盟丹後地区少年剣道錬成大会に係る後援

について」でありますが、申請者は第３９回京都府剣道道場連盟丹後地区少年剣道錬成大

会からでございます。この催物につきましては、今年６月１４日、弥栄町社会体育館を会

場に開催される少年のための剣道大会でございますが、丹後・与謝地方の小・中学生を対

象に個人戦、団体戦という形で開催されるものでございます。 

以上一括ご説明をさせていただきましたが、何れも社会教育或いは社会体育の振興・推

進に寄与する催物であると考え、京丹後市教育委員会としての後援がふさわしいと考えて

ご提案をさせていただく次第でございます。以上です。 

 

〈上羽委員長〉 

  ただ今、後援議案につきまして、６議案の説明をいただきました。 

まず、議案第４６号「大正琴コンサート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４７号「「地球のステージ」教育公演（ライブコンサート）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４８号「第３０回みねやまさつき展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４９号「第１４回グランドシニアゲートボール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５０号「第２４回京丹後市ゲートボール選手権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５１号「第３９回京都府剣道道場連盟丹後地区少年剣道錬成大会に係る後

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。 

  それでは、全体を通してのご質問、ご意見等がありましたら、お願いします。 

  それでは、順次お諮りを致します。 

 議案第４６号「大正琴コンサート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４７号「「地球のステージ」教育公演（ライブコンサート）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〉 
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 異議なしと認め、承認致します。 

 次に、議案第４８号「第３０回みねやまさつき展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４９号「第１４回グランドシニアゲートボール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５０号「第２４回京丹後市ゲートボール選手権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５１号「第３９回京都府剣道道場連盟丹後地区少年剣道錬成大会に係る後

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。 

 それでは、次の議案に入らせていただきます。 

議案第５２号「専決処分の承認について（橘ジュニアバレーボールクラブ開設３０周年

記念大会に係る後援）」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〉 

 この件につきましても、教育次長から説明をします。 
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〈水野教育次長〉 

 それでは、議案第５２号「専決処分の承認について」ご説明を致します。橘ジュニアバ

レーボールクラブ開設３０周年記念大会に係る後援について、京丹後市教育委員会事務委

任規則第４条の規定により、４月２２日に専決処分をさせていただきました。この内容に

ついてでありますが、この催物につきましてはこの表題の大会のとおり、橘ジュニアバレ

ーボールクラブが創立以来３０周年を迎えたことを記念する大会が、去る５月３日、橘小

学校並びに橘中学校体育館で既に開催をされました。丹後・与謝近辺の少女バレーのチー

ムが多数出場されて、大変にぎやかな大会として既に終っております。以上でございます。 

 

〈上羽委員長〉 

  議案第５２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５２号「専決処分の承認について（橘ジュニアバレ

ーボールクラブ開設３０周年記念大会に係る後援）」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。 

 

〈上羽委員長〉 

 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５３号「「砂場で遊ぶ」丹後の子育て支援事業に係る後援について」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〉 

これも教育次長から説明致します。 

 

〈水野教育次長〉 

議案第５３号「「砂場で遊ぶ」丹後の子育て支援事業に係る後援について」でありますが、

この催物の後援申請を出されております団体は、丹後わくわくスポット「きらめき」とい

う名称の団体でございまして、代表者は現在大宮町の方でございます。この催物につきま

しては、今年６月６日と６月７日の両日に亘って開催されますが、６月６日につきまして

は峰山地域公民館、６月７日につきましては久美浜町の葛野浜で実践というふうな形で行

われます。子ども或いはその親御さんを対象とした砂を使って遊ぶ催物ということで、同

志社大学の先生が指導に入られるとお聞きをしております。詳細につきましては、開催要
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領をご覧いただきたいと思いますし、丹後わくわくスポット「きらめき」の規約、２０年

度の取り組み、２１年度の総会等の資料もお付けしておりますのでご覧をいただきたいと

思います。この催物につきましても、社会教育事業、特に子育ての事業として後援するに

ふさわしい催物であると考え提案させていただきます。以上です。 

 

〈上羽委員長〉 

  議案第５３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を致します。 

基本的には違うでしょうが、前に浜詰の観光協会が砂浜でアートをしていたようなこと

をするんですか。 

 

〈水野教育次長〉 

 内容は似たようなものがあるかと思いますけれども、主催団体が今回は違います。 

 

〈岸田委員〉 

 この丹後ＮＰＯパートナーシップセンターはどこにあるのですか。 

 

〈水野教育次長〉 

 河辺の丹後地域職業訓練センターの中に開設されています。 

 

〈上羽委員長〉 

  特にご意見はございませんでしょうか。 

 

〈岸田委員〉 

 活動の中身があまりにもバラエティーに富んでいて、何で砂場遊びなのかわかりにくい。 

 

〈山本委員〉 

 多方面に亘って活動、活躍されているということですか。 

 

〈水野教育次長〉 

 ご覧のとおりです。 

 

〈上羽委員長〉 

後援してもいいかどうかの視点でお願いしたい。 

趣旨と、「きらめき」の活動内容があまり結びつかないということですか。 

 

〈山本委員〉 

 最後に活動計画が出ていますが・・・。 

 

〈上羽委員長〉 

 今後どんな活動をされるのか、注目していくことにしたいと思います。まずは、「砂場で遊ぶ」
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後援についてお諮りしたいと思います。 

議案第５４号「「砂場で遊ぶ」丹後の子育て支援事業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。 

続いて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。 

 よろしくお願いします。 

 

 (1)諸報告 

 

〈水野教育次長〉 

  ① はだしのコンサートの中止について 

 例年はだしのコンサートが掛津、琴引浜で開催されているが、５月２日の夜、掛津で

火災が発生、２軒の民宿が全焼したことから、はだしのコンサート実行委員会委員長か

ら、様々な諸準備、宿泊受入等について支障をきたすと判断をされ、今回については中

止をするという通知をいただいている。 

② 平成２０年度寄附一覧について 

 

(2) 各課報告 

<学校教育課>   

  ① ５月学校行事予定について 

 <社会教育課> 

  ① 第１回京丹後市文化協会設立準備会について 

  ② 平成２１年度京丹後市体育協会総会について 

  ③ ２００９ウエスタンリーグ公式戦について 

 ④ 平成２１年度全国高校総体京都府実行委員会第３回総会について 

  ⑤ 平成２１年度丹後文化芸術祭実行委員会について 

  ⑥ 平成２１年度京丹後市短歌会連絡協議会第１回役員会について 

 <文化財保護課> 

  ① 平成２１度丹後古代の里資料館コーナー展示１「縄文時代の京丹後市」 

  ② 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 

       （近畿地方環境事務所：京丹後市久美浜町湊宮小字高山沖４６７番１６８） 

 

 

〈上羽委員長〉 
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ただ今、ご報告をいただきました。全体を通して何かご質問がございましたらお願いし

ます。 

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。皆様ご苦労様でした。 

 

〈 閉会 午後１時５０分 〉 

 

 

［ ６月定例会 平成２１年６月１７日（水） 午後３時００分 ］ 


