
平成２１年 第１７回京丹後市教育委員会会議録 

 

１ 開催年月日  平成２１年１２月２日（水） 

開会 午後３時００分  閉会 午後４時４５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、指導主事 小森文生 

 

６ 書   記  教育総務課長 粟倉小夜子 

 

７  議   事 

(1)  議案第 145号 第２９回「京都新聞書き初め展」に係る後援について 

(2)  議案第146号 第４回京丹後市新春ソフトバレーボールフェスティバルに係る後援につ

いて 

(3) 報告第  8 号 平成２１年度 学校ＩＣＴ環境整備事業の概要について 

 

【追加議案】 

 (4)  議案第147号 教育委員会事務局職員の処分について 

 

８ そ の 他   

 (1) 諸報告 

① 京丹後市議会（１２月定例会）への対応等について 

 

 <教育理事> 

① 平成２２年度教職員人事異動方針及び実施要綱について 

② 府費負担教職員の勤務時間の縮減問題について 

 

(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 

  （京丹後市企画総務部長：久美浜小学校用地＜地下式消火栓の設置＞） 

  （株式会社修己建設：田村小学校用地（プール専用駐車場）＜工事現場事務所＞） 

  （京丹後市農林水産環境部長：野間小学校用地＜国土地理院承認基準点の設置＞） 



  

 

  <学校教育課> 

① １２月学校行事予定について 

 

  <社会教育課> 

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 

  （山﨑工業株式会社：網野グラウンド＜仮設電柱＞） 

② 第５７回近畿公民館大会について 

③ 平成２１年度京丹後市小町ろまん短歌大会について 

④ 第５回京丹後市ニュースポーツ交流大会について 

⑤ 平成２１年度思春期子育て講演会について 

⑥ 市制５周年記念開催事業について 

  （１）絵本作家「梅田俊作子育て講演会」 

  （２）絵本原画展 

  （３）絵本づくり指導 

⑦ 第４５回久美浜湾一周駅伝競走大会について 

⑧ 第２５回京丹後市はしうど杯卓球選手権大会について 

⑨ 平成２１年度京都府社会教育研究大会について 

⑩ 平成２１年度京丹後市ＰＴＡ協議会研究大会について 

⑪ 人権市民のつどい２００９について 

   

  <文化財保護課> 

① 豪商稲葉本家秋期企画展示について 

② 網野郷土資料館冬季企画展「冬のくらし」について 

③ 丹後古代の里資料館特別展示「『丹後王国』の精華」について 

 

 (3) その他  

 

９ 会 議 録  別添のとおり（全１０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２２年１月４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１７回京丹後市教育委員会会議録（詳細）      〈１２月２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、指導主事 小森文生 

〔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１７回京丹後市教育委員会定例会」を開会致します。 

 先日、移ろいの風景を山間に求めて、落ち葉を踏みしめながら感傷に浸ってきました。

若葉から紅葉に色づくまで、それなりの試練を乗り越えて、今は枯葉となり足元で風に舞っ

ておりました。私の人生は、深みのある色合いの生き方が出来ているのだろうか…。街の

中心部に停滞感が漂う人影の薄さを重ね合わせながら、思いに浸った一時でした。 

 小中学校では、新型インフルエンザの流行が当たり前のような状況になり、怖いという

気持ちが麻痺しかかっている自分を反省しております。もうすぐ２学期も終わりになりま

す。元気で終業式を迎えて欲しいものでございます。 

 さて、全国学力テストの結果について、京都府教育委員会に対して情報公開審査会が原

則開示を求めたとの報道がありました。私達もその結果を見守りたいと考えます。 

 前回教育委員会後の委員長としての出席行事は、１１月６日市議会全員協議会、１１日 

京丹後市戦没者追悼式、１４日小中学校音楽フェスティバル、１８日は臨時教育委員会、

その後、宇治市教育委員会へ研修。１９日は市町村教育委員会研究協議会で滋賀県大津市

へ、２１日市制５周年記念式典、２５日市議会全員協議会、２６日は中学校長会との懇談

会をしました。１２月１日は市議会本会議に出席を致しました。 

 本日の議案は既にご案内のほか、追加議案が１件ございます。十分審議をしていただき

ますようお願いを致しまして、開会のご挨拶と報告と致します。 

 それでは、次に米田教育長から、第１５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〉 

 今、新型インフルエンザのことに触れられましたけれども、昨日現在で学級閉鎖や学校

閉鎖をしましたところをクラス数で言いますと、１７１クラスです。全部で３００少しの

クラス数ですので、２分の１以上の学級が閉鎖をしたことになります。今日もいくつか閉

鎖になるところがありました。今後どうなっていくのかということも大変心配ですし、教

員も忙しい思いをしているので、授業日を増やさずに対処出来れば良いかなと思っており

ますが、ひょっとしたら１２月末の祝日、休日にかけて授業をしなければならないような

状況が出てくるかも分かりません。本日午前中に開催の校園長会議で、校長にはその場合

のことについて話しておきました。 



 2 

 

 教育委員さんにおかれましては、小学校、中学校の校長会との話し合いでは、色々とあ

りがとうございました。時間が短かったわけでございますけれども、教育委員さん達の気

持ちを知ってもらい、私達もその気持ちを梃にしながら話をしていけるという、良い材料

になったと喜んでおります。ご苦労様でございました。 

 「平成２１年１１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１５回の署名委員は森委員、第１６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。  

 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、よろしくお願いをします。 

 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１４５号、議案第１４６号の２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〉  

 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１４５号「第２９回「京都新聞書き初め展」に係

る後援について」、議案第１４６号「第４回京丹後市新春ソフトバレーボールフェスティバ

ルに係る後援について」の２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〉 

議案第１４５号「第２９回「京都新聞書き初め展」に係る後援について」、説明をさせて

いただきます。後援名義を使用するための依頼でございます。例年しておりますが、多く

の学校が取組んでおります。日時としましては、平成２２年１月４日から３月１５日まで、

京都府内各地で入賞作品を展示するということであります。それから京丹後市教育長賞と

して賞状１枚をお願いしたいということでありまして、例年通りであります。細かいこと

は裏面に書いてあります。 

それから、議案第１４６号「第４回京丹後市新春ソフトバレーボールフェスティバルに

係る後援について」でございます。京丹後市ソフトバレーボール協会が主催をする、第４
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回目になるものであります。昨年も後援をしております。日時は来年の１月２４日に行わ

れます。会場は大宮社会体育館です。これも後援をするにふさわしい事業であると考えて

おります。最後に要綱がついております。以上でございます。 

 

〈上羽委員長〉 

  ただ今、後援議案につきまして、２議案の説明をいただきました。 

まず、議案第１４５号「第２９回「京都新聞書き初め展」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を致します。 

次に、議案第１４６号「第４回京丹後市新春ソフトバレーボールフェスティバルに係る

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１４５号「第２９回「京都新聞書き初め展」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１４６号「第４回京丹後市新春ソフトバレーボールフェスティバルに係る

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、次に報告議案が１件ございます。報告第８号「平成２１年度 学校ＩＣＴ環

境整備事業の概要について」を議題としますので、説明をお願いします。 

 

〈水野教育次長〉 

 それでは概要のポイントだけを私から説明致しまして、あと学校教育課長から説明を致

します。平成２１年度の学校ＩＣＴ環境整備事業について、でございます。この事業は総

額で１億７，６００万円余りの大きな事業でありますけれども、小中学校におきますＩＣ

Ｔ環境を整える事業でございます。今回の財源ですけれども、国の地域活性化・経済危機

対策臨時交付金が約半額、文部科学省の補助金が後の半額といった構成になっております。

教育委員会では従来から学校の校務等の情報化の計画を持っておりましたけれども、今回

の地域活性化・経済危機対策臨時交付金という、非常に自治体としてはありがたい交付金

が措置されたのを受けまして、この事業を立てていこうとするものであります。詳細は学

校教育課長から説明を致します。 
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〈増田学校教育課長〉 

 追加で配布させていただきました資料で説明を致します。 

学校の教員用に１人１台づつノートパソコンを配付しまして、個人でパソコンを持って

来られて作業をされているものを統一したいということです。それから、普通教室用が３

０５台のノートパソコンで、小中学校の普通教室に１台づつ設置をして児童生徒の学習用

に使っていこうというものです。普通教室用と職員室、コンピュータルームのパソコンを

校内無線ＬＡＮでつないで、ファイルサーバーで全体を管理します。今、京丹後市の職員

も、正職員、臨時職員はデスクトップ型のパソコンを持っておりますが、それと同じよう

に一元的に管理をしていこうというものです。その中身としまして、イメージ図をつけて

おりますが、ファイルサーバーの共有、グループウェア等、色々なシステムが使えるとい

うことです。 

 ３枚目の資料ですが、総事業費１億７，６００万円余りで予定をしております。そして

７つの区分に分けまして、入札、随意契約等を予定しております。 

①ネットワーク設計及びセキュリティ・管理システム導入ということで、全体設計を予

定しております。契約方法が随意契約ということで、契約額も出していただきますが、企

画の提案をしていただいてその中から業者を決定し、随意契約をしていくというやり方で

ございます。 

②グループウェア導入についても同じ企画提案方式による随意契約ということで、学

校・学校間及び教育委員会が情報提供し、情報共有・連携するためのグループウェアの導

入について、提案をしていただき、契約金額も一緒に提案していただく中で決定をしてい

くというやり方でございます。 

③電源工事でございますが、学校によりましては、電気容量をほぼ目いっぱい使ってお

り、電気容量を増設しないとパソコンが導入出来ないという学校があります。そういった

学校に対して、電源の追加工事と電線を引っ張ってくるという工事でございます。これは、

額が少ないもので見積りを出させまして、随意契約で予定をしております。 

④校務用コンピュータ整備ですが、これがノートパソコンの教員１人に１台ということ

で、５２７台の購入ということになります。これを一括で指名競争入札にするのか、２つ

或いは３つに分けて指名競争入札にするのかというところはまだ協議をしているところで、

決まっておりません。 

⑤普通教室用コンピュータ整備では、ノートパソコンが３０５台、ＷＥＢカメラ８０台

ということで、これも相当高額になります。これについても、一括でやるのか、分割して

入札するのかは、まだ決まっておりません。 

⑥校内ＬＡＮ整備ですが、これも普通教室・職員室との連絡や、網野庁舎にあるセンター

サーバールームとの接続もしていこうということで考えております。これについても、数

千万円という単位になります。指名競争入札で予定をしております。 

⑦コンピュータ室整備ですが、Ｗｉｎｄｏｗｓ２０００の機種が残っているために、こ

れをＷｉｎｄｏｗｓＸＰに更新をしていくということで、デスクトップ型のパソコンを１

０９台、指名競争入札で購入していくという予定をしております。これで１億７，６００

万円余りかかりまして、また２２年度以降につきましては、この維持管理・メンテナンス

にまたお金がかかることになります。 
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 最後に事業実施効果です。コストの効果が書いてあります。 

文書がデジタル化され、情報共有が可能となり、ペーパーレス化が進むとともに、文書

などを庁舎間便でやりとりしていたような時間的なロスが解消されます。また学校内－学

校－市教委間の情報共有が可能となり、より一層の連携した業務が可能となる。また、グ

ループウェアを利用して教職員間の情報の伝達やコミュニケーションの促進を図ることが

出来ます。校内のみならず、市教委と学校、学校と学校間の情報共有も可能となり、迅速・

正確な情報共有が可能となります。グループウェアの掲示板機能などを活用しまして、教

職員間の連絡を行うことで、朝の職員打合せなどの会議の時間が短縮出来るのではないか。

また、スケジュール管理により、他校も含めて学校行事の確認や個人の予定についても確

認が出来る。そして会議を設定する場合でも、設定のために要する時間が少なくて済むと

いうことがあります。 

また、様式集等、市内全小中学校が共通で利用出来るフォーマットを整備することで、

先生が１から作成していたものを時間的に短縮が出来るのではないか。また、共通の様式

に統一するということで、様式変更など管理にかかる手間も一元化でき、迅速で正確な対

応が可能となります。異動時にも、どの様式を使うかなど混乱することがなくなります。

教職員は市内のどの学校に異動しても同一のグループウェアを活用出来るため、異動日初

日からグループウェアを利用して業務を効率的に進めることが出来ます。コンテンツマネ

ジメントシステムを全ての教職員が利用でき、学校ホームページによる情報発信が活発に

なります。また作成した教材を登録し、共同利用したり、改良して使用することが出来ま

すので、時間的なコストが大幅に削減出来ます。 

 教育効果としましては、校務を情報化し、教員の仕事を効率化することは、子どもと向

き合う時間や教材研究の時間を生むことにつながり、子ども達の挙手や発言が増えたり、

学習意欲や学力の向上につながります。さらに情報共有や発信による保護者や地域との連

携にもつながります。時間的余裕が生まれることにより、担任は朝、下駄箱や教室で子ど

も達を出迎えたり、子ども達と触れ合う時間が増えることで、余裕を持って子ども達と向

き合う時間を確保出来ます。 

どの教室からもインターネットに接続出来る環境は、子ども達がインターネットでの調

べ学習やまとめ、発表をしたりする等、ＩＣＴの日常的な活用に慣れ親しむことが出来る

ようになります。 

作成した教材を登録し、共同利用したり、改良して使用することで、１から作成する場

合の時間的コストを大幅に削減出来るとともに、より質の高い教材を作成していく環境を

推進することで、教材の質の向上へとつながる。というようなことがメリットとして考え

られます。 

 以上でございます。 

 

〈上羽委員長〉 

  ただ今、報告議案につきまして、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。 

 これは、今盛んにやっておられます政府の仕分け作業の関係からいくと上手いタイミン

グで、今から考えていたのでは駄目だけれども、上手い具合に組み入れてもらえたという

段階であるということですね。 
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〈増田学校教育課長〉 

 ６月補正予算で、予算の計上をしております。８月には本来なら交付決定があり、９月

頃には入札が出来る状態のはずでしたが、政権が民主党に変わりまして交付決定を止めま

した。交付決定が下りてきましたのが、１０月２０日付けで２９日に下りてきたんです。

それから準備にかかりまして、これから入札をしようという予定にしております。事業仕

分けの結果で言いますと、今年度はこれを使ってもよろしい、２２年度以降は廃止します

という結論が出されております。 

 

〈上羽委員長〉 

 京丹後市にとってみれば大変ありがたい制度で、良かったなと思います。効果というこ

とからしましたら、教職員の皆さんの効率化は飛躍的に期待できるのではないかというこ

とが伺えます。私達はアナログ世代なのでなかなか使いこなせませんが、これを使いこな

すということになってくると、本当に時間的な部分での省略が出来ます。当然、これだけ

の費用をかけて、これをいかに使いこなしたかということの結果が毎年問われます。学校

には使いこなしているかどうかの指摘をされ、保護者・地域からもアクセスされるわけで

すから、きつい問題が想定されるとの印象を持っております。 

 

〈岸田委員〉 

 先ほどの校長会との話し合いの中でも、コスト的なことは非常にいいのですが、教育的

な中身でどのくらい使っていますかということでは、総合的な学習の活用やまとめ、調べ

学習しか出てこなかったのですけれども、この中身で活用できたらすばらしいと思います

から、研修やチェック、これを活用した新しい授業展開を進めて欲しいと強く思います。 

 

〈文珠委員〉 

 岸田委員が言われるとおりだと思います。せっかく入るのですから、活用していただか

ないと、と思います。そのためには何に対してどのように使うか計画を立ててもらいたい。

おそらく慣れるのに一生懸命で終わってしまうという野暮な考えも浮かんできます。十分

な活用になりますようにお願い致します。 

 質問ですが、コンピュータルームのＷｉｎｄｏｗｓが２０００からＸＰに変わるという

ことで、７ではなかったのですか。 

 

〈増田学校教育課長〉 

 コンピュータルームには、現在９００台ほどパソコンがありますが、その内８００台は

すでに windowsＸＰになっており、残り１０９台がＷｉｎｄｏｗｓ２０００です。全学校

でのパソコン環境を揃えることを目的として、ＷｉｎｄｏｗｓＸＰを入れるということで

す。 

 

〈文珠委員〉 

 先生用はＷｉｎｄｏｗｓ７になっていますね。 

 コンピュータルームがＸＰですが、同じのを使った方が良いように思います。 
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 また、ファイルの共有に関しては、ファイルを持って帰って仕事をしたい先生もおられ

ると思います。ＵＳＢ等が使われたりして、個人情報等が入っておりますので、ファイル

共有に関しての考え方を明確にしてもらいたいと思います。 

 

〈増田学校教育課長〉 

 先生用パソコンは、システム管理面も考慮しＷＩＮＯＤＷＳ７としています。コンピュー

タルームでは、教員、児童・生徒はパソコン操作支援ソフトを主に使います。コンピュー

タルームのパソコンのＯＳと異なることには大きな影響はないと考えています。 

情報管理のあり方については、ＵＳＢに関わらず紙情報の管理も含めて適切な運用ルー

ルを定めていくことになります。 

 

〈森委員〉 

 教職員の事務的な作業がこのことによって軽減されて、子ども達に直接手をかけていた

だくことが出来るのであれば本当に良いと思うんですけれども。コンピュータを使うこと

を教職員が研修したり、学習したりということで手を取られて、子ども達に手薄にならな

いようにと思います。 

 

〈上羽委員長〉 

 便利な物が導入されますが、教職員がこれをよく理解されて利用していかなければ、前

年度の自分の実績が残っており、それに次の年度のものを上乗せしてやっていくでしょう。

我々がペーパーで学校評価を見ているように、市民も学校の取組みが分かるようになって

きます。するともっと厳しい意見が出てきます。議会でもコスト的な効果はどうだと、学

校当局に向けられます。利便性の裏に学校は責任を負うことになってくるので、十分活用

していただきたいと思います。 

 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。 

 初めに、会議の非公開についてお諮りを致します。 

 議案第１４７号は特定の個人に関する情報が含まれておりますので、京丹後市教育委員

会会議規則第１６条第１項第１号及び第３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。 

 

〈上羽委員長〉 

 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１４７号については非公開と

致します。 

それでは、議事に入らせていただきます。 

議案第１４７号「教育委員会事務局職員の処分について」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。 
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〈米田教育長〉 

 提案説明 

 

〈水野教育次長〉 

補足説明 

 

〈上羽委員長〉 

  議案第１４７号をご説明いただきました。 

  教育委員会の議決を必要とする案件でございます。 

皆様のご意見、ご質問をよろしくお願いを致します。 

 

〈上羽委員長〉 

 大体意見は出たように思います。 

  この案件について、お諮りをしたいと思いますが、よろしいでしょうか。 

それでは、お諮りを致します。 

議案第１４７号「教育委員会事務局職員の処分について」につきまして、教育長より提

案しております原案どおり承認することに決定して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。 

 ここで、暫時休憩を致します。 

 

  【暫時休憩】 この間、16:05～16:15 教育委員協議会開催 

 

〈上羽委員長〉 

 休憩を閉じ、休憩前に引き続き会議を開きます。 

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。 

 

(1) 諸報告 

〈水野教育次長〉 

① 京丹後市議会（１２月定例会）への対応等について 

・ 一般質問の主だった項目について 

・ 総合計画（後期計画）について、総合計画審査特別委員会分科会（文教厚生常任

委員会）の審査について 

 

〈髙橋教育理事〉 

① 平成２２年度教職員人事異動方針及び実施要綱について 
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人事異動方針は、昨年と同様。異動基準の一般教職員人事では、新たに新規採用後

１０年を目途として、３校での勤務経験をさせるよう努力義務。 

② 府費負担教職員の勤務時間の縮減問題について 

  休憩時間の弾力的な配置を図る取組みを進める 

  Ｈ22.1  小中学校各１校ずつで１ヶ月間、休憩時間の配置について試行 

  Ｈ22.4～ 全校で完全実施 

 

(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 

（京丹後市企画総務部長：久美浜小学校用地＜地下式消火栓の設置＞） 

（株式会社修己建設：田村小学校用地（プール専用駐車場）＜工事現場事務所＞） 

（京丹後市農林水産環境部長：野間小学校用地＜国土地理院承認基準点の設置＞） 

 

〈学校教育課〉 

① １２月学校行事予定について 

   １２月２４日 終業式 

   １２月２５日～１月６日 冬季休業 

 

〈社会教育課〉 

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 

（山﨑工業株式会社：網野グラウンド＜仮設電柱＞） 

② 第５７回近畿公民館大会について 

  １１月１２日、１３日 京丹後市から 30名が参加 分科会、全体会・記念講演 

③ 平成２１年度京丹後市小町ろまん短歌大会について 

  １１月１５日 今年で 10 回目 投稿者 950 人 投稿歌 1,526 首  

小中高生の投稿が増加 

④ 第５回京丹後市ニュースポーツ交流大会について 

  １１月１５日 ファミリーバドミントン及びペタンクの大会 

⑤ 平成２１年度思春期子育て講演会について 

  １１月１９日 参加者 160 名 

⑥ 市制５周年記念開催事業について 

  １１月２０日、２１日 

（１）絵本作家「梅田俊作子育て講演会」 

（２）絵本原画展 

（３）絵本づくり指導 

⑦ 第４５回久美浜湾一周駅伝競走大会について 

  １１月２３日 82 チームの参加 優勝：網野高等学校 

⑧ 第２５回京丹後市はしうど杯卓球選手権大会について 
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  １１月２３日 宮津市以北の 2市 2 町 9中学校 104 名が参加 

⑨ 平成２１年度京都府社会教育研究大会について 

  １１月２７日 講演及び分科会 社会教育委員他 150 名が参加（市教委から 11名） 

⑩ 平成２１年度京丹後市ＰＴＡ協議会研究大会について 

  １１月２９日 表彰式及び実践発表 

⑪ 人権市民のつどい２００９について 

  １１月２９日 中学生人権作文優秀作品朗読、「エスペランサ」トーク＆コンサート 

   

〈文化財保護課〉 

① 豪商稲葉本家秋期企画展示について 

  １１月３日～１２月２５日 6代～8代の時期の史料 

② 網野郷土資料館冬季企画展「冬のくらし」について 

  １１月２２日～１月３１日 農家の冬の生活道具 

③ 丹後古代の里資料館特別展示「『丹後王国』の精華」について 

  ２月４日～３月２２日 『京丹後市史』考古資料編の刊行にあわせた展示を準備中 

 

〈上羽委員長〉 

全体を通して、何かご質問がありますか。 

以上で第１７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４５分 〉 

 

 

［１月定例会 平成２２年１月４日（月） 午後１時００分 ］ 


