
平成２１年 第１１回京丹後市教育委員会会議録 

 

１ 開催年月日  平成２１年７月８日（水） 

開会 午後３時００分  閉会 午後３時５５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、文珠清道、森益美、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71号  フェスタ「飛天」2009 in 京丹後に係る共催について 

 (2)  議案第72号 夏休みジュニアゲートボール教室に係る後援について 

(3)  議案第 73号 第５回京丹後市長杯争奪学童野球大会に係る後援について 

(4)  議案第 74号 女性講演会に係る後援について 

(5)  議案第 75号 夏休み子どもゲートボール教室に係る後援について 

(6)  議案第 76号 第１２回あみの八丁浜ロードレース大会に係る後援について 

(7)  議案第 77号 第５回京丹後市総合体育大会に係る後援について 

(8) 報告第 6 号 扶桑社版中学校歴史ならびに公民教科書、および自由社版中学校歴史教 

科書を採択しないことを求める陳情書について 

 

８ そ の 他   

 (1) 諸報告 

  ① 京丹後市学校再配置基本計画（素案）等説明会について 

  ② 教職員の労働条件及び教育諸条件の改善に関する要求書について 

 

 (2) 各課報告 

  <学校教育課> 

   ① ７月学校行事予定について 

 

  <社会教育課> 

   ① 公共ホール音楽活性化支援事業について 

   ② 第１回京丹後市図書館協議会について 



  

   ③ 平成２１年度京丹後市視覚障害者研修会について 

  ④ 第４２回京都府体育指導委員研究大会について 

   ⑤ 京丹後市文化協会設立総会について 

   ⑥ 平成２１年度全国高等学校総合体育大会カヌー競技大会について 

         

 (3) その他  

 

 

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８月１０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１１回京丹後市教育委員会会議録（詳細）       〈７月８日（水）〉 

 

〔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、文珠清道、森益美、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 

 

 

〈水野教育次長〉 

皆さん、ご苦労様です。開会に先立ちまして、本日付けで京丹後市教育委員会委員とし

て任命されました、森益美委員を新たにお迎えしておりますので、自己紹介をよろしくお

願いします。 

 

〈森委員〉 

 先ほど市長から辞令をいただきました、森益美です。何分にも何も経験のない私ですの

で、色々勉強させていただくことが多いと思いますけれども、よろしくお願いします。 

 

〈水野教育次長〉 

それでは本日ご出席の皆様に自己紹介をお願いしたいと思います。上羽委員長から順に

よろしくお願いします。 

 

〈上羽委員長〉 

 皆さん、暑い中ご苦労様でございます。教育委員長の上羽敏夫でございます。また一年

間よろしくお願い致します。 

 

〈岸田委員〉 

 職務代理の岸田薫子です。委員長についていっております。よろしくお願いします。 

 

〈文珠委員〉 

 委員の文珠でございます。浜詰出身です。私も委員になって１年が経ちまして、これか

ら何やるんかなあという感じばかりでございます。さらに精進を持ち合わせていきたいと

思います。どうぞよろしくお願いします。 

 

〈米田教育長〉 

 教育長の米田です。年は森委員よりちょっと上ですけれども、教育委員としての経験は

たった１年だけの先輩です。どうぞよろしくお願いします。 

 

 以下、水野教育次長、粟倉教育総務課長、髙橋教育理事、増田学校教育課長、谷口総括
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指導主事、安達社会教育課長、吉田文化財保護課長の順に自己紹介。 

 

〈上羽委員長〉 

それでは、ただ今から「平成２１年 第１１回京丹後市教育委員会７月定例会」を開会

致します。委員の皆様には定刻にお集まりをいただきまして、ありがとうございます。 

さて、新任の森益美教育委員には大変ご苦労様です。合併後の弥栄町からの初の委員で

ございまして、地域からの期待も大きいと推察致しますが、本日から京丹後市の教育委員

として本市教育の発展のため、その力を存分に発揮してご活躍いただきますよう、お願い

を致します。 

６月定例会後の前委員長としての出席行事は、６月２３日と２６日の市議会本会議に出

席を致しました。 

さて、私も本日より改めて平成２１年度の教育委員長として選任され、務めさせていた

だきます。皆様とご一緒に京丹後市教育力向上のため、また事務局が仕事をしやすい環境

づくりのため、これからの一年間全力で頑張って参りたいと決意をしております。よろし

くお願い申し上げます。 

本日の議題につきましては、既にご案内のとおりでございます。本日も活発なご議論を

お願い致しまして、開会の挨拶並びに報告と致します。 

それでは、次に米田教育長から、第１０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。 

森委員さんは、今日の午後１時半に市長から辞令交付式ということで辞令を授与されて、

新たにスタートということになりました。私たちも一生懸命、事務局として委員会での決

議に従って頑張っていきたいと思っております。よろしくお願いします。 

 「平成２１年６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を致します。 

次に会議録の承認を行います。第１０回の署名委員は岸田委員です。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〉 

 原案どおり承認を致します。  

 

〈上羽委員長〉 

 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を致します。 
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 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。 

 

〈上羽委員長〉 

議案第７１号「フェスタ「飛天」2009 in 京丹後に係る共催について」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〉 

 この件につきまして、教育次長から提案説明致します。 

 

〈水野教育次長〉 

 それでは、議案第７１号「フェスタ「飛天」2009 in 京丹後に係る共催について」、ご説

明致します。本件につきましては、フェスタ「飛天」実行委員会からの共催の依頼が参っ

ております。この催し物につきましては、既に有名なイベントでございますけれども、今

年につきましては、８月２日、峰山庁舎前駐車場を会場と致しまして執り行われるイベン

トでございます。共催団体と致しましては、京丹後市・京丹後市教育委員会・京丹後市商

工会となっております。２００本を越える七夕飾りでありますとか、七夕提灯、フリーマ

ーケット、コンサート等が行われる内容となっております。以上です。 

 

〈上羽委員長〉 

  議案第７１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します。 

昨年度も共催でされましたか。 

 

〈米田教育長〉 

昨年度も共催です。今年は補助金が出ないということで、会場が峰山庁舎前駐車場に戻

っています。 

 

〈上羽委員長〉 

 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７１号「フェスタ「飛天」2009 in 京丹後に係る共

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。 

 それでは、次の議案に入らせていただきます。 

議案第７２号から議案第７７号の６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はございませんか。 
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〈全委員〉 

 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７２号「夏休みジュニアゲートボール教室に係る

後援について」、議案第７３号「第５回京丹後市長杯争奪学童野球大会に係る後援について」、

議案第７４号「女性講演会に係る後援について」、議案第７５号「夏休み子どもゲートボー

ル教室に係る後援について」、議案第７６号「第１２回あみの八丁浜ロードレース大会に係

る後援について」、議案第７７号「第５回京丹後市総合体育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〉 

 これらにつきましても、教育次長から提案説明致します。 

 

〈水野教育次長〉 

それでは、議案第７２号から順次中身をご紹介し、説明と致します。 

まず議案第７２号「夏休みジュニアゲートボール教室に係る後援について」であります

けれども、本件につきましては大宮町のゲートボール協会からの後援申請でございます。

この催し物につきましては、７月２０日から８月１７日まで、大宮町のふれあいスポーツ

広場を会場と致しまして、小学３年生以上の児童を対象としたゲートボール教室でござい

ます。５回にわたってこの教室が行われた後、８月１８日には第８回京丹後ジュニアゲー

トボール大会が峰山町のいさなごコートで開催されることとなっております。 

続きまして議案第７３号「第５回京丹後市長杯争奪学童野球大会に係る後援について」

でありますが、本件は京丹後市野球協会からの名義使用の申請でございます。この催し物

につきましては、７月２５日から８月２日まで、峰山球場その他の会場を使用しながら行

われる市長杯を争奪するための野球大会でございます。京丹後市の学童野球チーム、小学

４年生から６年生で構成されたチームが出場するということでございます。例年後援をさ

せていただいております。 

次に議案第７４号「女性講演会に係る後援について」でありますが、本件につきまして

は京丹後モラロジー事務所からの後援申請でございます。例年こうした講演会が行われて

おりますが、今年につきましては９月６日、アミティ丹後を会場と致しまして開催される、

女性のための講演会でございます。なお、この催し物につきましては文部科学省が全国的

に一連の教育講演会を既に後援しているということをお聞き致しております。 

次に議案第７５号「夏休み子どもゲートボール教室に係る後援について」でありますが、

本件につきましては、京丹後市老人クラブ連合会からの後援申請でございます。この催し

物につきましては、７月２０日から８月１７日まで、久美浜町中央運動公園の屋内ゲート

ボール場を会場に行われることになっております。対象と致しましては、久美浜町内の小

学３年生以上の男女ということで、５回にわたってこの教室が行われることになっており

ます。 

次に議案第７６号「第１２回あみの八丁浜ロードレース大会に係る後援について」であ
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りますが、本件につきましてはあみの八丁浜ロードレース大会実行委員会からの後援申請

でございます。この催し物につきましては、今年１０月１８日、網野北小学校等を会場に

行われるロードレース大会でございます。昨年の要項の表紙が資料としてついているかと

思いますが、田茂井宗一さんや志水見千子さんの２名のカップを争奪するロードレース大

会となっております。例年後援をさせていただいております。 

最後に議案第７７号「第５回京丹後市総合体育大会に係る後援について」でありますが、

京丹後市体育協会からの後援申請でございます。例年行われております旧町対抗の総合体

育大会でございますが、今年につきましては９月６日に開催されます。主会場と致しまし

ては峰山途中ヶ丘公園グラウンドが予定され、市内全域の体育施設、学校施設等を会場に

１日にわたって競技が開催されるものでございます。 

以上大変簡単ですが、６件についての提案説明と致します。 

 

〈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７２号「夏休みジュニアゲートボール教室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をします。 

それでは次に、議案第７３号「第５回京丹後市長杯争奪学童野球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７４号「女性講演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７５号「夏休み子どもゲートボール教室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７６号「第１２回あみの八丁浜ロードレース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７７号「第５回京丹後市総合体育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、ご質問、ご意見等がありましたら、お願いを致します。 

  それでは、順次お諮りを致します。 

 議案第７２号「夏休みジュニアゲートボール教室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７３号「第５回京丹後市長杯争奪学童野球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。 
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〈上羽委員長〉 

 異議なしと認め、承認致します。 

 次に、議案第７４号「女性講演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７５号「夏休み子どもゲートボール教室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７６号「第１２回あみの八丁浜ロードレース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７７号「第５回京丹後市総合体育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、報告議案に入らせていただきます。 

報告第６号「扶桑社版中学校歴史ならびに公民教科書、および自由社版中学校歴史教科

書を採択しないことを求める陳情書について」を議題と致します。 

 米田教育長から説明をお願い致します。 

 

〈米田教育長〉 
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 これにつきましても、教育次長から説明致します。 

 

〈水野教育次長〉 

それでは、報告第６号について簡単に報告致します。お手元に報告第６号として資料を

お配りしておりますけれども、日本出版労働組合連合会からお手元の資料のような趣旨で

陳情書が参っております。趣旨は、扶桑社が発行する「改訂版 新しい歴史教科書」なら

びに「改訂版 新しい公民教科書」（以後「扶桑社版」）、および自由社が発行する「新編 新

しい歴史教科書」（以後「自由社版」）を以下の理由を添えて、この京丹後市の教科書採択

地域において採択しないで欲しいという趣旨の陳情書でございます。以上です。 

 

〈上羽委員長〉 

  ただ今、報告第６号につきまして、説明をいただきました。 

ご質問等がございましたらお願いを致します。 

 

〈米田教育長〉 

 この自由社が作りました教科書は、昨年検定に合格しています。扶桑社というのは、平

成１７年度に採択するときにその前に合格しています。社会の教科書を使うのにはその社

も含めて５社で協議をしていただいて、今は東京書籍の社会の教科書を使っております。

それから今度は扶桑社から分かれたというような言い方をしていますが、同じような系統

で自由社というのを作って、おさえられてある点はよく似た中身と聞いております。 

 

〈上羽委員長〉 

 採択をしないでくださいという陳情をどうするかという議事案件でございますので、そ

れぞれ発言をお願い致します。 

  

〈岸田委員〉 

 陳情書が来たら、それについて返事をしなくてはならないのでしょうか。 

 

〈米田教育長〉 

 陳情があったということだけです。 

 

〈岸田委員〉 

 陳情があったということだけで良いんですよね。 

 

〈米田教育長〉 

 そう思います。 

 

〈岸田委員〉 

 １７年度の時に、扶桑社の教科書を読ませてもらって、これはなかなか採択する所はな

いだろうなと思っていました。    
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〈米田教育長〉 

 お二人の委員さんには、教科書採択のときに関わってもらっていたんですね。それで今

度は平成１７年度採択と同じものプラスこの中からしなければならないということで、選

定委員に前教育長さんと前教育委員長さんに、当時の経験も生かしていただいたらと思っ

て入ってもらっております。 

 

〈上羽委員長〉 

 文珠委員、いかがでしょうか。 

 

〈文珠委員〉 

 具体的には勉強不足で難しいです。教科書は見ることが出来ますか。 

 

〈米田教育長〉 

 できます。 

 

〈上羽委員長〉 

 森委員はいかがですか。 

 

〈森委員〉 

 よく分かりません。 

 

〈上羽委員長〉 

色々とご意見がありましたが、報告をいただいたということで終わりに致したいと思い

ます。 

以上で本日の議事は全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 

〈米田教育長〉 

 ① 京丹後市学校再配置基本計画（素案）等説明会について 

   説明会の日程について 

   竹野小学校の平成２２年度からの統合については、盆までに一定の方針を出し了解

を取りたい 

 ② 教職員の労働条件及び教育諸条件の改善に関する要求書について 

 

 (2) 各課報告 

〈学校教育課〉 

① ７月学校行事予定について 

 

〈社会教育課〉 
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 ① 公共ホール音楽活性化支援事業について 

３ヵ年計画で行われ、今年度で終了する。 

② 第１回京丹後市図書館協議会について 

  学校と図書館との連携について 

 ③ 平成２１年度京丹後市視覚障害者研修会について 

④ 第４２回京都府体育指導委員研究大会について 

  来年度は京丹後市で開催される予定 

 ⑤ 京丹後市文化協会設立総会について 

 ⑥ 平成２１年度全国高等学校総合体育大会カヌー競技大会について 

   大会要項、式典・表彰要項（案）についての説明 

 

 

〈 閉会 午後３時５５分 〉 

 

 

［ ８月定例会 平成２１年８月１０日（月） 午後３時００分 ］ 


