
平成２１年 第１３回京丹後市教育委員会会議録 

 

１ 開催年月日  平成２１年９月９日（水） 

開会 午後３時００分  閉会 午後４時５０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101号  平成２１年度全国学力・学習状況調査の調査結果の取扱いについて 

 (2)  議案第102号 京丹後市立学校通学区域規則の一部改正について 

(3)  議案第 103号 第１９回（平成２１年度）丹後ブロック中学校駅伝競走大会に係る共催 

について 

(4)  議案第 104号  第２９回（平成２１年度）京丹後市小学生バレーボール大会に係る後援 

について 

(5)  議案第 105号 「第３回 安養寺蝋燭能」及び「わかる・楽しい能楽体験講座」に係る 

後援について 

 (6)  議案第106号  第２８回「やさか芸能の夕べ」に係る後援について 

(7)  議案第107号  平成２１年度京都府小学校教育研究会 健康安全教育研究大会に係る後 

援について 

(8) 議案第108号  「自然に暮らす ～丹後からはじまるもうひとつの生き方」シンポジウ 

ムに係る後援について 

(9) 議案第109号 第４２回京丹後市小学校特別支援学級ふれあい交流会に係る後援につい     

て 

(10) 議案第110号  モラロジー生涯学習セミナーに係る後援について 

(11) 議案第111号  ２００９年かがやきの杜ふれあいフェスタに係る後援について 

(12) 議案第112号  第１回京丹後市車いす駅伝大会に係る後援について 

(13) 議案第113号 平成２１年度京都府中学校教育研究会英語科研究大会に係る後援につい 

て 

(14) 議案第114号 第５回京丹後ボーイズ親善大会に係る後援について 

(15) 議案第115号 平成２１年度京丹後市網野文化祭に係る後援について 



  

(16) 議案第116号 平成２１年度京丹後市久美浜町文化祭に係る後援について 

 

【追加議案】 

(17) 議案第117号 平成２１年度丹後町文化祭に係る後援について 

(18) 議案第118号 平成２１年度大宮町文化祭に係る後援について 

(19) 議案第119号 １０月例会 ３世代交流事業「京丹後一受けたい課外授業！」伝えたい 

事がある。このまちに住む君達へ（仮称）に係る後援について 

(20) 議案第120号 第２３回丹後中央ライオンズクラブ少女バレーボール大会に係る後援に 

ついて 

(21) 議案第121号 平成２１年度不法投棄防止キャンペーンに係る後援について 

 

 

８ そ の 他   

 (1) 諸報告 

   ① 竹野小学校区説明会について 

    ② 太陽光発電の取組みについて 

    ③ 民主党マニフェストについて 

  

(2) 各課報告 

  <教育総務課> 

① 教育委員会会議録のホームページ掲載並びに市民局等への設置について 

 

  <学校教育課> 

   ① ９月学校行事予定について 

 

  <社会教育課> 

   ① 第４４回人権教育研究京丹後大会について 

② 理科わくわく体験教室『繊維リサイクルで環境を守ろう』 

③ 理科わくわく体験教室『昆虫たちの生活のかくれた秘密』 

  ④ 夏休み子ども映画会について 

   ⑤ 第５回京丹後市総合体育大会について 

 

  <文化財保護課> 

   ① 平成２１年度秋季前期企画「虫干し」展について 

   ② 網野銚子山古墳の弓と矢の描かれた丹後型円筒埴輪について 

         

 (3) その他  

 

 



  

９ 会 議 録  別添のとおり（全１８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１０月６日 

              委 員 長 上羽 敏夫  

   

署名委員 岸田 薫子 
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平成２１年 第１３回京丹後市教育委員会会議録（詳細）       〈９月９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 

 

 

〈上羽委員長〉 

定刻になりましたので、ただ今から「平成２１年 第１３回京丹後市教育委員会定例会」

を開会致します。 

稲穂も実り、丹後路には味覚の秋の到来を感じます。 

全国学力テストの結果が発表され、京丹後市民の皆様も高い関心を持っておられること

と思います。全国成績上位の３つの県は、昨年同様の結果が出ております。本市におきま

しては、小学校では国語と算数の授業をもう少し頑張ってもらいたい。中学校では、国語

と数学のＡ、Ｂとも努力をしてもらっている結果が出ているように感じております。ただ

しこれは市全体の平均でありますので、市内の学校間の格差はあるように感じられます。

来年度に向けての大きな課題であろうと考えます。どのような環境の下で、どんな勉強を

してきた子どもが、どういう学力を伸ばすことが出来たのでしょうか。全体に言えますこ

とは、子どもの規則正しい生活こそが体力の向上や伸びる学力を支える要因であろうかと

思います。 

８月３０日の選挙で平成の政変が起きました。民主党が新しく政権の座に就きますと、

学力テストの扱いも現行のやり方ではなく、抽出調査に変更される可能性があります。私

としましては、来年度は小６時に学力テストを受けた子どもが、初めて中３としてテスト

を受けることになりますので、次年度も全員参加方式で実施してもらい、その結果を期待

したいとの思いでございます。文科省も政権が変わりますと、当然政策も変わってきます。

教育のあり方や教育委員会組織にも変更が生じ、幼保一元化や小中一貫校の取扱いもより

推進される可能性があります。私達教育委員も、更に研究して参りたいと考えております。 

前回の委員会後の委員長としての出席行事は、８月１８日に人権教育研究大会があり、

挨拶をさせていただきました。８月２０日は市議会全員協議会、９月２日は本会議、９月

３日は決算特別委員会があり、出席致しました。９月６日は京丹後市総合体育大会が行わ

れました。委員の皆様、ご苦労様でした。 

本日の議案は既にご案内の他、５議案の追加案件があります。委員各位の活発なご議論

をお願いし、開会のご挨拶並びに報告と致します。よろしくお願い致します。 

それでは、次に米田教育長から、第１２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〉 
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 皆さん、こんにちは。動静までに、一言ご挨拶を申し上げます。 

 委員長も言われましたけれども、先日の衆議院議員選挙の結果や新型インフルエンザの

世界的な流行が世界各国でビッグニュースになる中、幼稚園、小中学校では２学期を迎え

ました。夏休みも大きな事故なくスタート出来たことを嬉しく思っています。新型インフ

ルエンザのニュースが大きく取り上げられ、大変心配ではありますけれども、全ての学校

で手洗い、うがいの徹底をするよう、来客者には手の消毒をしてもらうように指示してお

ります。新学期の様子は、夏休みの間に感染した２人の小学生も罹患後の期間も十分に過

ごしまして学校に来ており、現在は０という状況でございます。修学旅行は９月３日に２

校出発しました。明日から４校が出発します。それから１６日から３小学校が出発します

けれども、１校以外はいずれも春の予定を延ばしたものであります。健康管理を徹底する

ことと、旅行先でも同様に最大の注意を払い、元気で行って帰って来る様に励ましており

ます。 

それから、２日から議会が始まりました。一般質問で教育委員会に通告のありましたも

のをいくつか紹介しておきますと、今委員長さんも言われましたけれども、全国学力・学

習状況調査の結果と評価ということで質問を受けています。所得格差、地域格差という言

葉も飛び出ておりますが、そういった格差の問題、市内では教育の機会均等が確保されて

いるのかという問題、その他聞かれております。それから多いのが、学校統合についてで

す。特に７月、８月の説明会を終えて、これからどのように対応していくのかという問題、

財政効果の問題、賛成者の声が上がってこないが、声なき声の意見をどうするのか、政策

決定に当たっての市民の声の捉え方についてもございます。教育環境の整備ということで、

市独自の財源措置による色々な制度についての成果、出来れば数値で説明して欲しいとの

依頼も受けております。それからどう答えて良いか非常に難しいのですが、新政権の教育

政策をどのように受け止めているか、ということであります。先ほど委員長さんが言われ

ましたけれども、教育委員会制度もなくなってくる、学校運営は学校理事会を作り、その

組織で行うということにもなっています。どうなるのかという質問はたくさんありますが、

どの程度議場で説明できるのかということもあり、今後考えたいと思っております。 

学力については後で述べさせていただきます。 

それでは、動静について簡単に説明させていただきたいと思います。資料を作っており

ますのでご覧下さい。 

 「平成２１年８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。 

 

〈上羽委員長〉 

 再配置関係で何かありますか。 

 

〈水野教育次長〉 

 諸報告で竹野小関係を少し説明致します。 

 

〈上羽委員長〉 
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 市長協議したところでの方向的な話というのは、まだ表に出すほどのことではないので

しょうか。 

 

〈米田教育長〉 

 この市長協議では、説明会に行く人物と話の進め方、その場では賛成や反対という議論

でなく、統合を前提に討論とさせていただくという話だけでした。 

 

〈岸田委員〉 

 竹野小の先生も、間人小に配置して欲しいという話ですか。 

 

〈米田教育長〉 

 そうです。異動で。 

 

〈上羽委員長〉 

 他にございませんか。 

それでは次に会議録の承認を行います。第 1２回の署名委員は森委員です。会議録につ

いては、すでにお手元に送付をしておりますが、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。  

 本日の会議録署名委員の指名を致します。 

 岸田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１０１号「平成２１年度全国学力・学習状況調査の調査結果の取扱いについて」

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〉 

 資料は委員さんの分しかありませんが、各課長さん方はご了解下さい。 

８月２７日、本年４月に実施しました全国学力・学習状況調査の結果が各学校に返却さ

れました。その取扱いについては、ニュースで取り上げられているところもありますが、

京都府では教育局単位で平均正答率を発表致しました。京丹後市としては次のような理由

で、平均点等の公表は望ましくないと考えます。 

まず、文部科学省から示された今回の学力・学習状況調査の目的が３点ございます。（1）

国は各地域における教育施策の成果と課題を検証してその改善を図る。（2）教育委員会、

学校は全国的な状況との関係において、自らの教育及び教育施策の成果や課題を把握し、

その改善を図る。（3）学校は児童生徒の学習状況を把握し、児童生徒への教育指導や学習
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状況の改善等に役立てる。という目的であります。同じく文部科学省から、調査結果の取

扱いについても通知がきております。これはテストが返ってきてからも、同じようなもの

がきました。そこに書いてありますことは、本調査により、測定出来るのは、学力の特定

の一部分であること、学校における教育活動の一側面に過ぎないことなどを踏まえるとと

もに、序列化や過度な競争につながらないよう、十分配慮する。具体的には、（1）都道府

県教育委員会は本調査の実施主体が国であること、市町村が基本的な参加主体であること

に鑑み、個々の市町村名、学校名を明らかにした公表は行わないこと。京都府が教育局単

位としましたのは、次に当てはまるからです。なお、教育局単位で調査結果を公表するな

ど、個々の市町村名、学校名が明らかでない方法で公表することは可能。ということであ

りますので、これに従ったということです。それから、（2）市町村教育委員会が、保護者

や地域住民に対して、説明責任を果たすため、当該市町村の公立学校全体の結果を公表す

ることについては、それぞれの判断に委ねる。その場合も個々の学校名を明らかにした公

表は行わないこと。とあります。 

このような状況を踏まえまして、教育長として次のように考えております。 

文部科学省ではかつての学力テストの弊害を教訓として、目的を教育課程や指導方法の

改善に重点をおくと非常に慎重な姿勢で実施してこられました。そして京丹後市教育委員

会としましては文部科学省の方針を学校現場やＰＴＡにも説明をして実施してきたという

経過もございます。そうした状況から平均点、平均正答率は公表しないのが適当だと思っ

ています。それから、この調査の趣旨を生かすために、教育委員会としては次の５点を徹

底したいと考えております。１点目ですが、教育委員会はテストの結果を分析して、課題

や効果のあった点を整理して各学校へ研究推進の資料として提供します。２点目に、学校

は全国の平均点や教育委員会からの資料、学習意欲や生活の諸側面に関する質問紙調査と

併せて分析して、学校の授業改善に資する。３点目に、個々の児童生徒の調査結果は、そ

うした学校の分析と併せて、保護者へ家庭訪問、面談等を通して説明を加え返却する。４

点目に、教育委員会は全ての学校に対して校長ヒアリングを実施して、各学校での取組み

や成果、今後の授業改善の方針を聞いて、指導・助言に当たる。９月末から１０月にかけ

て、一斉に実施します。５点目ですが、ヒアリングに地域担当指導主事も同席させる。そ

して今後の各学校の取組みの進展に向けて、主体的に指導・助言に当たる。このようなこ

とを考えております。審議のほど、よろしくお願いします。 

 

〈上羽委員長〉 

  議案第１０１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。 

 文珠委員、何かありませんか。 

 

〈文珠委員〉 

 学力状況調査の結果報告につきましては、教育長の方針通りで基本的に良いかと思いま

す。ただ、学校長のヒアリングや方針をお互いに連絡し合いまして、しっかりした指導が

出来ますように、よろしくお願いしたいと思います。 

 

〈上羽委員長〉 
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 森委員はどうでしょうか。 

 

〈森委員〉 

 指導を徹底していただいて、少しでも向上出来れば良いと思います。 

 

〈上羽委員長〉 

  それではお諮りを致します。議案第１０１号「平成２１年度全国学力・学習状況調査の

調査結果の取扱いについて」につきましては、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１０２号「京丹後市立学校通学区域規則の一部改正について」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致します。 

 

〈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〉 

 議案第１０２号「京丹後市立学校通学区域規則の一部改正について」、ご説明致します。

これは竹野小学校再配置に伴う規則改正ということになりますけれども、新旧対照表でご

覧いただきたいと思います。 

 現行の１７間人小学校の通学区が、丹後町岡成区、谷区、向地区、小泊区、小間東区、

小間西区、砂方区、家の谷区となっております。それから竹野小学校区で、丹後町竹野区、

宮区、牧の谷区、願興寺区、筆石区、乗原区、此代区となっておりますものを、改正後の

通学区と致しまして、丹後町間人区、家の谷区、竹野区、宮区、牧の谷区、願興寺区、筆

石区、乗原区、此代区と改正するものでございます。この要点と致しましては、間人区が

新たに岡成区、谷区、向地区、小泊区、小間東区、小間西区、砂方区の各区の合体により

まして、形成されている関係でこのような変更を行うものでございます。 

 間人中学校につきましても、従来は豊栄小学校、間人小学校及び竹野小学校の通学区域

としておりますものを、竹野小学校の間人小学校への統合を受けまして、通学区を豊栄小

学校及び間人小学校の通学区域と改めるものでございます。なお、この規則は、平成２２

年４月１日からの施行としたいと考えております。以上でございます。 

 

〈上羽委員長〉 

  議案第１０２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。 
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  それではお諮りを致します。議案第１０２号「京丹後市立学校通学区域規則の一部改正

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１０３号「第１９回（平成２１年度）丹後ブロック中学校駅伝競走大会に係る共

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も、教育次長から説明致します。 

 

〈水野教育次長〉 

議案第１０３号「第１９回（平成２１年度）丹後ブロック中学校駅伝競走大会に係る共

催について」、概略説明を致します。本件は、丹後ブロック中学校体育連盟からの共催の依

頼でございます。本大会は、今年１０月１７日、途中ヶ丘、善王寺周辺コースを会場と致

しまして、男子の部１８㎞、女子の部１２㎞というコースで行われる駅伝競走大会でござ

います。丹後、与謝地方から１８チーム、１８校が出場する予定となっております。例年

共催をさせていただいているイベントでございます。以上です。 

 

〈上羽委員長〉 

  ありがとうございます。議案第１０３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。 

  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１０３号「第１９回（平成２１年度）丹後ブロック

中学校駅伝競走大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。 

 それでは、次の議案に入らせていただきます。 

議案第１０４号から議案第１１６号の１３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。 



 7 

 

 

〈上羽委員長〉 

 ご異議なしと認めます。よって議案第１０４号「第２９回（平成２１年度）京丹後市小

学生バレーボール大会に係る後援について」、議案第１０５号「「第３回 安養寺蝋燭能」

及び「わかる・楽しい能楽体験講座」に係る後援について」、議案第１０６号「第２８回「や

さか芸能の夕べ」に係る後援について」、議案第１０７号「平成２１年度京都府小学校教育

研究会 健康安全教育研究大会に係る後援について」、議案第１０８号「「自然に暮らす ～

丹後からはじまるもうひとつの生き方」シンポジウムに係る後援について」、議案第１０９

号「第４２回京丹後市小学校特別支援学級ふれあい交流会に係る後援について」、議案第１

１０号「モラロジー生涯学習セミナーに係る後援について」、議案第１１１号「２００９年

かがやきの杜ふれあいフェスタに係る後援について」、議案第１１２号「第１回京丹後市車

いす駅伝大会に係る後援について」、議案第１１３号「平成２１年度京都府中学校教育研究

会英語科研究大会に係る後援について」、議案第１１４号「第５回京丹後ボーイズ親善大会

に係る後援について」、議案第１１５号「平成２１年度京丹後市網野文化祭に係る後援につ

いて」、議案第１１６号「平成２１年度京丹後市久美浜町文化祭に係る後援について」の１

３議案を一括議題と致します。 

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〉 

 これらの議案につきましても、教育次長から説明致します。 

 

〈水野教育次長〉 

それでは、議案第１０４号から議案第１１６号まで、全て後援申請の案件でございます

けれども、いずれも教育委員会として後援すべき事業と判断を致しておりまして、提案を

させていただきます。要点のみになろうかと思いますが、順次ご説明致します。 

まず、議案第１０４号「第２９回（平成２１年度）京丹後市小学生バレーボール大会に

係る後援について」でありますが、申請者は京丹後市小学生バレーボール連盟でございま

す。この催し物につきましては、今年９月１３日に新山小学校と丹波小学校を会場に開催

される、５年生、６年生の小学生バレーボール大会でございます。 

次に、議案第１０５号「「第３回 安養寺蝋燭能」及び「わかる・楽しい能楽体験講座」

に係る後援について」でありますが、本件は安養寺蝋燭能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４日、久美浜町安養寺の安養寺本堂で

行われる「わかる・楽しい能楽体験講座」及び「第３回 安養寺蝋燭能」に係る後援の依

頼でございます。本件につきましては、京丹後市並びに京丹後市文化協会へも後援の依頼

が参っているとお聞きしておりますし、京都府次世代古典芸能普及促進公演補助金が内定

しているとお聞きしております。 

次に、議案第１０６号「第２８回「やさか芸能の夕べ」に係る後援について」でありま

すが、京丹後市文化協会からの後援申請でございます。やさか芸能の夕べにつきましては、

第２８回を数えますが、今年は９月２５日、弥栄地域公民館大ホールを会場に芸能部門の

発表が行われるものであります。なお、京丹後市文化協会につきましては、今年７月１日

に旧６町の文化協会並びに文化団体連絡協議会が組織統合致しまして、新しい組織として
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発足しております。 

次に、議案第１０７号「平成２１年度京都府小学校教育研究会 健康安全教育研究大会

に係る後援について」の申請でありますが、申請者は京都府小学校教育研究会でございま

す。この催し物につきましては、今年１１月５日、京丹後市立五箇小学校を会場に行われ

ます京都府の小学校教育研究会健康安全教育研究大会でございます。本大会が京丹後市で

開催されることに伴っての後援申請でございます。 

次に、議案第１０８号「「自然に暮らす ～丹後からはじまるもうひとつの生き方」シン

ポジウムに係る後援について」でございますが、これは初めての後援申請でございます。

「自然に暮らす ～丹後からはじまるもうひとつの生き方」シンポジウム実行委員会 実

行委員長 青木伸一さんになっておりますが、申請が参っております。この催し物につき

ましては、今年１２月１２日、アグリセンター大宮を会場に行われますシンポジウム並び

に講演会の催し物でございます。なお、この催し物につきましては、Ｃ．Ｗ．二コル氏が

基調講演を行われるとお聞きしております。入場料がございまして、有料となっておりま

す。 

次に、議案第１０９号「第４２回京丹後市小学校特別支援学級ふれあい交流会に係る後

援について」でございますが、京丹後市小学校ふれあい交流会からの後援申請でございま

す。第４２回を迎えます京丹後市小学校特別支援学級のふれあい交流会についての後援申

請です。この催しにつきましては、今年１０月６日、間人小学校体育館を会場に行われる

催し物でございまして、特別支援教育の理解を求めること、あるいは特別支援学級に在籍

する児童生徒等が触れ合う中で相互の理解を深め、人間関係を育成する等の目的を持って

行われるものでございます。 

次に、議案第１１０号「モラロジー生涯学習セミナーに係る後援について」でございま

すが、本件は財団法人モラロジー研究所 京丹後モラロジー事務所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２３日から２５日までの３日間、アミテ

ィ丹後を会場に行われる教育講演会でございます。 

次に、議案第１１１号「２００９年かがやきの杜ふれあいフェスタに係る後援について」

でありますが、本件はかがやきの杜ふれあいフェスタ実行委員会からの後援申請でござい

ます。この催し物は、今年１０月４日、かがやきの杜を会場にバザー用品の販売、模擬店、

仲間の自主製品販売、ふれあい交流等を事業内容として行われる催し物でございます。 

次に、議案第１１２号「第１回京丹後市車いす駅伝大会に係る後援について」でありま

すが、本件は初めての催し物で、初めての後援申請であります。京丹後市身体障害者団体

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、今年１０月２５日、京

丹後市役所周辺、約１．２㎞をコースとして行われます、車椅子による駅伝競走大会でご

ざいます。 

次に、議案第１１３号「平成２１年度京都府中学校教育研究会英語科研究大会に係る後

援について」でありますが、これは京都府中学校教育研究会英語研究部からの後援申請で

ございます。本件につきましても、今年１１月１７日、京丹後市立大宮中学校並びにアグ

リセンター大宮を会場として行われる研究大会でございまして、本市内でこのような京都

府教育研究大会が開催されることに伴っての後援申請でございます。 

次に、議案第１１４号「第５回京丹後ボーイズ親善大会に係る後援について」でござい

ますが、財団法人日本少年野球連盟（ボーイズリーグ）京都府支部 京丹後ボーイズから
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の後援申請でございます。この催し物は、今年の９月１９日から９月２０日にかけまして、

峰山球場並びに大宮自然運動公園グラウンドを会場に中学校３年生を対象に、京都・大阪・

兵庫の中学硬式野球チームを招いての試合でございます。 

次に、議案第１１５号「平成２１年度京丹後市網野文化祭に係る後援について」でござ

いますが、本件は京丹後市文化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、今年１０月１８日から１１月１５日にかけまして行われます、総合展示であったり、

短歌大会、俳句大会、お茶会等、バラエティに富んだ内容を含む一連の文化祭でございま

す。ポスター、チラシ等の名義使用とともに、網野町内の各保育所、幼稚園、小中学校へ

のチラシの配布の依頼も含まれております。 

次に、議案第１１６号「平成２１年度京丹後市久美浜町文化祭に係る後援について」で

ございますが、本件も京丹後市文化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、今年１０月３１日から１１月１日にかけまして、久美浜小学校体育館、豪商稲

葉本家を会場に行われる展示会並びにお茶会、琴演奏会、囲碁大会、短歌会等でございま

す。 

以上、端折っての説明となりましたが、議案第１０４号から１１６号までの提案説明と

させていただきます。 

 

〈上羽委員長〉 

  ただ今、後援議案につきまして、１３議案の説明をいただきました。 

まず、議案第１０４号「第２９回（平成２１年度）京丹後市小学生バレーボール大会に

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１０５号「「第３回 安養寺蝋燭能」及び「わかる・楽しい能楽体験講座」

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致します。 

次に、議案第１０６号「第２８回「やさか芸能の夕べ」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１０７号「平成２１年度京都府小学校教育研究会 健康安全教育研究大会

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１０８号「「自然に暮らす ～丹後からはじまるもうひとつの生き方」シン

ポジウム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１０９号「第４２回京丹後市小学校特別支援学級ふれあい交流会に係る後

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１１０号「モラロジー生涯学習セミナー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。 

 

〈森委員〉 

 初めてのことなので分からないのですけれども、モラロジー生涯学習とはどういうこと

なんでしょうか。 

 

〈水野教育次長〉 

 財団法人モラロジー研究所というものが、全国組織で動いております。モラロジーを日

本語的に言いますと、最高道徳、教育の研究をされている団体です。モラロジー研究所自



 10 

 

体は、国レベルで社会教育事業を行う団体として公認されている団体でございまして、毎

年たくさんの教育講演会を行っております。全般的に文科省が後援をしているといった位

置づけになる団体としてご理解いただけたらと思います。京丹後市教育委員会も文科省が

後援しているからということではありませんけれども、同等の評価を致しまして、従来か

ら後援をさせていただいております。以上です。 

 

〈上羽委員長〉 

次に、議案第１１１号「２００９年かがやきの杜ふれあいフェスタ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１１２号「第１回京丹後市車いす駅伝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。 

 

〈岸田委員〉 

 健常者の方も、車椅子に乗って参加出来るということですか。 

 

〈水野教育次長〉 

 参加予定団体のところに書いてありますが、消防署チーム、市議会議員チーム、市役所

チームということで、ご指摘のように健常者の方もチームを作ることが出来ます。車椅子

に対する理解を深めようということで行われる初めての催し物でございます。 

 

〈森委員〉 

 こんなに大会が出来るほど、車椅子の方がいらっしゃるんだなあと思っていたのですけ

れども、よくよく見れば違っておりました。 

 

〈米田教育長〉 

 教育委員で１チーム作ろうと思ったら、申請したら出来ると思います。 

 

〈上羽委員長〉 

よろしいですか。 

議案第１１３号「平成２１年度京都府中学校教育研究会英語科研究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１１４号「第５回京丹後ボーイズ親善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１１５号「平成２１年度京丹後市網野文化祭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１１６号「平成２１年度京丹後市久美浜町文化祭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１０４号「第２９回（平成２１年度）京丹後市小学生バレー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。 
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〈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１０５号「「第３回 安養寺蝋燭能」及び「わかる・楽しい能楽体験講座」

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１０６号「第２８回「やさか芸能の夕べ」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１０７号「平成２１年度京都府小学校教育研究会 健康安全教育研究大会

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１０８号「「自然に暮らす ～丹後からはじまるもうひとつの生き方」シン

ポジウム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１０９号「第４２回京丹後市小学校特別支援学級ふれあい交流会に係る後

援について」につきまして、承認にご異議ございませんか。 
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〈全委員〉  

 異議なし。 

 

〈上羽委員長〉 

 異議なしと認め、承認を致します。 

 次に、議案第１１０号「モラロジー生涯学習セミナー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１１１号「２００９年かがやきの杜ふれあいフェスタ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１１２号「第１回京丹後市車いす駅伝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１１３号「平成２１年度京都府中学校教育研究会英語科研究大会に係る後

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１１４号「第５回京丹後ボーイズ親善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〉  
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 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１１５号「平成２１年度京丹後市網野文化祭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。 

 

〈文珠委員〉 

 後からですみませんが、少し質問させてください。 

 文化祭についての後援は２件出ていますが、網野の場合は「町」を入れず「網野文化祭」、

久美浜町は旧町の久美浜という位置づけだと思いますが、「久美浜町文化祭」になっていま

す。主催が網野は京丹後市文化協会、主管が網野支部となっておりまして、久美浜町は主

催が久美浜町文化協会となっています。おかしいですね。その辺が精査されていないとい

うか、組織的に上手くいっていないというか。まだこれからの問題なのですか。 

 

〈安達社会教育課長〉 

 市の文化協会で一手に引継いでおりますので、本来ならば、文化協会主催で一本でやれ

ば良いと思います。ただイベントの名前は旧町から来ております。しかし主催そのものは

市文化協会であればいいと思っております。主管は各支部ということです。 

 

〈上羽委員長〉 

 これからは支部に徹底するということですね。それを徹底しておいてもらわないと。 

 

〈安達社会教育課長〉 

 はい。 

 

〈上羽委員長〉 

 旧町の流れをそのまま来年もしてもらったのでは、申請としておかしいです。 

 

〈安達社会教育課長〉 

 はい。 

 

〈上羽委員長〉 

 それでは、異議なしということでよろしいでしょうか。 

 

〈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１１６号「平成２１年度京丹後市久美浜町文化祭に係る後援について」に
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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５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１１７号から議案第１２１号の５議案は、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、異議はございませんか。 

 

〈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１１７号「平成２１年度丹後町文化祭に係る後援

について」、議案第１１８号「平成２１年度大宮町文化祭に係る後援について」、議案第１

１９号「１０月例会 ３世代交流事業「京丹後一受けたい課外授業！」伝えたい事がある。

このまちに住む君達へ（仮称）に係る後援について」、議案第１２０号「第２３回丹後中央

ライオンズクラブ少女バレーボール大会に係る後援について」、議案第１２１号「平成２１

年度不法投棄防止キャンペーンに係る後援について」の５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〉 

それでは議案第１１７号から議案第１２１号について、提案説明をさせていただきます。

いずれも後援すべき内容と判断致しております。 

まず、議案第１１７号「平成２１年度丹後町文化祭に係る後援について」でありますが、

京丹後市文化協会からの後援申請でございます。本件は今年１０月３１日から１１月１日

にかけて、丹後地域公民館を会場として行われます、丹後支部の加盟サークルの展示及び

舞台発表という内容の文化祭行事でございます。 

次に、議案第１１８号「平成２１年度大宮町文化祭に係る後援について」でありますが、

本件も京丹後市文化協会からの後援申請でございます。これにつきましては、まず１つは、

平成２１年１１月２２日に開催されます舞台部門の中身で、会場はアグリセンター大宮と

なっております。もう１つの内容と致しましては、１１月１日から２日にかけまして、ア

グリセンター大宮を会場として行われます展示部門の内容となっております。 

次に、議案第１１９号「１０月例会 ３世代交流事業「京丹後一受けたい課外授業！」

伝えたい事がある。このまちに住む君達へ（仮称）に係る後援について」でございますが、
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本件は社団法人京丹後青年会議所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、１０月２４日、京丹後市立網野郷土資料館を会場に行われます催し物で、小学生、保

護者、シルバー世代が参加する中身となっております。タイトルにありますように、京丹

後一受けたい課外授業ということで、１日の日程になっておりますが、１時間目は生活、

２時間目はホームルーム、３時間目は音楽ということで、地域の方を講師にしたり、ある

いはこれまでに京丹後市青年会議所で作られた京丹後かるた等を使っての遊び、歌による

３世代交流といった内容が含まれております。 

次に、議案第１２０号「第２３回丹後中央ライオンズクラブ少女バレーボール大会に係

る後援について」でありますが、丹後中央ライオンズクラブからの後援申請でございます。

この催し物は９月２７日、京丹後市大宮社会体育館を会場に開催される、旧中郡に属する

４つのバレーボール教室が参加して行われる少女バレーボール大会でございます。 

次に、議案第１２１号「平成２１年度不法投棄防止キャンペーンに係る後援について」

でございますが、本件は京都府丹後広域振興局からの依頼によりまして、本件の後援がお

願いしたいということでございます。具体的な内容と致しましては、不法投棄に関する標

語の募集といった中身でございまして、この標語を後に不法投棄防止ネットや看板を作っ

たりする中で活用していくという事業で、かつても同種の催し物について後援をさせてい

ただいております。説明としては以上でございます。 

 

〈上羽委員長〉 

 審議に入る前に、社会教育課長、先ほどの件と同じですけれども、申請が丹後町文化協

会、大宮町文化協会になっておりますので、京丹後市文化協会 丹後支部、大宮支部でお

願いします。 

 

〈安達社会教育課長〉 

 はい、分かりました。 

 

〈上羽委員長〉 

  ただ今、後援議案につきまして、５議案の説明をいただきました。 

まず、議案第１１７号「平成２１年度丹後町文化祭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１１８号「平成２１年度大宮町文化祭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１１９号「１０月例会 ３世代交流事業「京丹後一受けたい課外授業！」

伝えたい事がある。このまちに住む君達へ（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。 

次に、議案第１２０号「第２３回丹後中央ライオンズクラブ少女バレーボール大会に係

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１２１号「平成２１年度不法投棄防止キャンペーン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。 

 ないようでしたら、それでは順次お諮りを致します。 
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議案第１１７号「平成２１年度丹後町文化祭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１１８号「平成２１年度大宮町文化祭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１１９号「１０月例会 ３世代交流事業「京丹後一受けたい課外授業！」

伝えたい事がある。このまちに住む君達へ（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。 

 次に、議案第１２０号「第２３回丹後中央ライオンズクラブ少女バレーボール大会に係

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１２１号「平成２１年度不法投棄防止キャンペーン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。 
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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 京丹後市学校再配置基本計画（素案）等説明会について 

   8/25～27 竹野小学校区への説明会を５会場で開催した。 

   ＰＴＡが決議しているのなら、地区としては仕方がなく、協力していく。 

   9/2 議会に学校条例の一部改正案を上程した。 

   9/18 子育てに関する特別委員会で審査が行われる。 

   10/7 議会最終日に議決となる見通し。 

   竹野小の現状について 

② 太陽光発電の取組みについて 

  教育委員協議会での意見を受け、市長協議に臨んだ。 

  相当額の市費の負担があること、耐震診断に全力的に取組んでいることから、今回

については見合わせるという結果になった。 

③ 民主党マニフェストについて（主要な教育課題） 

「現在の教育委員会制度を抜本的に見直し、教育行政全体を厳格に監視する教育監

査委員会を設置する」という内容が含まれる。 

教育委員会事務局としての論点を整理した。 

 

(2) 各課報告 

〈教育総務課〉 

① 教育委員会会議録のホームページ掲載並びに市民局等への設置について 

   会議録の承認をいただいてから、概ね１週間程度でホームページに掲載する。 

   市民局窓口（６）、地域公民館（６）、図書館（２）、図書室（４）、資料館（３）に

会議録を設置する。 

 

〈学校教育課〉 

① ９月学校行事予定について 

   

〈社会教育課〉 

① 第４４回人権教育研究京丹後大会について 

   8/18 障害者問題、同和問題について 

② 理科わくわく体験教室『繊維リサイクルで環境を守ろう』 

③ 理科わくわく体験教室『昆虫たちの生活のかくれた秘密』 

  京都工芸繊維大学から講師を招き、体験教室が開かれた 

④ 夏休み子ども映画会について 

  8/29 市内３会場にて開催 

⑤ 第５回京丹後市総合体育大会について 
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  9/6 １７競技２４種目が開催された 

  １１６８名の参加があり、総合優勝は大宮 

 

〈文化財保護課〉 

 ① 平成２１年度秋季前期企画「虫干し」展について 

   9/5～27 網野郷土資料館 

 ② 網野銚子山古墳の弓と矢の描かれた丹後型円筒埴輪について 

  

〈上羽委員長〉 

全体を通して、何かご質問がありますか。 

それでは、以上で第１３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５０分 〉 

 

 

［１０月定例会 平成２１年１０月６日（火） 午後３時００分 ］ 

［１１月定例会 平成２１年１１月５日（木） 午後４時００分 ］ 


