
平成２３年 第４回京丹後市教育委員会会議録 

 

１ 開催年月日  平成２３年３月９日（水） 

開会 午後３時３０分  閉会 午後５時２５分 

 

２ 場   所  峰山庁舎（市役所）２階 ２０１・２０２・２０３会議室 

 

３ 出席委員名  上羽敏夫、文珠清道、森益美、小松慶三、米田敦弘 

 

４ 欠席委員名  なし 

 

５ 説 明 者  教育次長 吉岡喜代和、教育理事 髙橋忠彰、教育総務課長 糸井嘉彦、 

学校教育課長 藤村信行、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 後藤幸雄 

 

６ 書   記  教育総務課長補佐 味田伸一 

 

７  議   事 

(1)  議案第 13号 京丹後市教育委員会事務局職員の一般職及び課長補佐（相当職を含む）人

事について 

(2)  議案第 14号 平成２３年度京丹後市立学校教職員の一般職人事異動内申について 

(3)  議案第 15号 京丹後市指導主事の任命について 

 

(4)  議案第 16号 京丹後市教育委員会公印規程の一部改正について 

(5)  報告第 1号 京丹後市体育指導委員の委嘱について 

(6)  報告第 2号 平成２２年地区公民館職員の任命について 

 

８ そ の 他   

(1) 諸報告 

  ① 「共催」・「後援」申請に係る２月期承認について 

  ② 平成２２年度卒業式への対応について 

  ③ 平成２３年度入学式への対応について 

  ④ 平成２３年度入学式祝辞の確認について 

  

(2) 各課報告 

  <学校教育課> 

   ① ３月学校行事予定について 

 

<社会教育課> 



  

   ① 平成２２年度第２回学校支援地域本部実行委員会について 

   ② 第２６回国民文化祭小町ろまん短歌大会関連事業「児童生徒への指導のための教職

員研修会」について 

③ ２０１１ウエスタンリーグ開催実行委員会について 

   ④ 平成２２年度大宮町教育講演会について 

   ⑤ 平成２２年度第２回京丹後市図書館協議会について 

 

<文化財保護課> 

① 春季企画展示「子どもの節句展」について 

 

 

 

(3) その他 

 

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２３年４月８日 

 

              委 員 長  上羽 敏夫 

 

署名委員  文珠 清道 
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平成２３年 第４回京丹後市教育委員会会議録（詳細）       〈３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〕 文珠清道、森益美、小松慶三、米田敦弘 

〔説 明 者〕 教育次長 吉岡喜代和、教育理事 髙橋忠彰、教育総務課長 糸井嘉彦、 

 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 後藤幸雄 

〔書  記〕 教育総務課長補佐 味田伸一 

 

<上羽委員長> 

 ただ今から「平成２３年 第４回京丹後市教育委員会定例会」を開会致します。 

 一般の公立校は、さまざまな家庭環境の中にいる偏差値的には３５から６５までの生徒

が一緒に学習している「異質集団」だと言われています。社会に出ましても同じで異質な

他者とのコミュニケーション作りと約束ごとのなかで、公共性が生まれ、人として成長し

ます。 

 学校生活の大きな目的は、他者に揉まれながら成長していく「社会性」を身に付けるこ

とが大事なことだと思っております。 

 ３月は卒業の時であり、夢と希望に満ちた旅立ちの日を迎えます。１人ひとりの子供達

が「基礎教育」や「社会性」を身に付けて、元気に卒業できるものと期待しているところ

でございます。 

 いま、自己の立ち位置をつかむため、他者の存在や自然の物音に「耳を澄ます」ことを

しますと、自分の位置で「見る行為」も研ぎすまされ、新鮮な発見に出合うことがありま

す。 

 卒業される皆さんの未来に思いを馳せながら幸多からんことを祈念するものです。 

 委員長としての行事出席等につきましては、２月１４日アグリセンター大宮で「丹後ふ

るさと夢・未来」の表彰式へ、２５日は臨時教育委員会、３月２日と３日は市議会が始ま

り全日出席、６日は「大宮児童合唱団演奏会」へ出席をしました。 

 本日の議案４件と報告が２件ございます。委員各位の活発なご議論をお願いいたしまし

て開会のご挨拶と報告とさせて頂きます。 

次に米田教育長から、第２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

長報告をお願いいたします。 

 

<米田教育長> 

 皆さん、こんにちは。この時期月日の過ぎるのがとても早く感じます。京丹後市教育委

員会の指導の重点や人事異動に関する内申議決など、次々とあります重要な課題に精力的

にご苦労になっていること嬉しく思います。今委員長からありましたが３月議会が始まり

ました。来週から一般質問が始まります。前回の開会時に保育所の再編計画と合わせて、

幼稚園・保育所の一元化の課題、また就学前教育の視点からの方針のあり方など、早急に

具体的に方向性を論議しなければならない課題も提起していただきました。また再配置に

つきましては、１２月議会で議決された方針に基づいて教育委員会で策定しました実施方
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針案、これに基づき連日といっていいほど、次長、関係課長、課長補佐が関係地区と進め

方についての打ち合わせをしております。地域の理解を得るには課題もたくさんあります

けれども、「子どものために」ということを中心にして、熱意と誠意で体当たりを今後もし

ていきたいと思っております。では、この１ヶ月間の動静について簡単に説明いたします。 

「平成２３年２月動静表」朗読説明 

 

<上羽委員長> 

ただいま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。 

 

<吉岡教育次長> 

 教育長の動静は今報告があったとおりですが、学校再配置の関係で事務局が行っている

ものがありますので報告させていただきます。教育長と重なる部分は省略いたします。２

月１４日が野間小学校ＰＴＡ、１７日が三津小学校ＰＴＡ会長と区長、２１日が高龍中学

校ＰＴＡ役員、２３日が野間区の役員、２４日が高龍中学校の代表区長、２８日郷小学校

のＰＴＡ役員と区の役員、３月７日が湊小学校ＰＴＡの本部役員、４日が大宮第三小学校

のＰＴＡ役員です。今後の予定ですが、すでにたくさん入っていまして、３月１１日が田

村小学校ＰＴＡ役員、１８日三津区の役員、同じ日に高龍中学校のＰＴＡ全員と小学校６

年生の保護者が入っています。この日は２つに分かれて行かなければなりません。それか

ら２２日が海部区の役員との話し合い、ということで毎週入っています。４月もこれが続

くと思っています。以上です。 

 

<上羽委員長> 

次に会議録の承認を行います。第２回の署名委員は森委員です。会議録については、お

手元に送付しております。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> 

 原案どおり承認いたします。  

 

<上羽委員長> 

 本日の会議録署名委員の指名をいたします。 

 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。 

 

<上羽委員長> 

 初めに、会議の非公開についてお諮りします。 

議案第１３号から議案第１５号までの３議案については、人事案件のため、京丹後市教

育委員会会議規則第１６条第１項第１号の規定により、非公開としてよろしいでしょうか。 
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<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１３号から議案第１５号まで

の３議案については非公開といたします。 

 

<上羽委員長> 

それでは、議事に入らせていただきます。 

 議案第１３号「京丹後市教育委員会事務局職員の一般職及び課長補佐（相当職を含む 

人事について」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> 

 提案説明 

 

<上羽委員長> 

議案第１３号をご説明いただきました。 

人事案件でございます。ご質問がございましたらお願いします。 

 

         ～～～～ 質疑 ～～～～～ 

 

<上羽委員長> 

  それではお諮りを致します。 

議案第１３号「京丹後市教育委員会事務局職員の一般職及び課長補佐（相当職を含む 

人事について」につきまして、原案どおり承認することに決定してよろしいか。 

 

<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１４号「平成２３年度京丹後市立学校教職員の一般職人事異動内申につい

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> 

 提案説明 

 

<上羽委員長> 

議案第１４号をご説明いただきました。 

人事案件でございます。ご質問がございましたらお願いします。 
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         ～～～～ 質疑 ～～～～～ 

 

<上羽委員長> 

  それではお諮りを致します。 

議案第１４号「平成２３年度京丹後市立学校教職員の一般職人事異動内申について」に

つきまして、原案どおり承認することに決定してよろしいか。 

 

<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１５号「京丹後市指導主事の任命について」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> 

 提案説明 

 

<上羽委員長> 

議案第１５号をご説明いただきました。 

人事案件でございます。ご質問がございましたらお願いします。 

 

         ～～～～ 質疑 ～～～～～ 

 

<上羽委員長> 

  それではお諮りを致します。 

議案第１５号「京丹後市指導主事の任命について」につきまして、原案どおり承認する

ことに決定してよろしいか。 

 

<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。 

これより会議を公開とします。 

    

<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１６号「京丹後市教育委員会公印規程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します。 
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<米田教育長> 

 教育次長のほうから説明いたします。 

 

<吉岡教育次長> 

 議案第１６号「京丹後市教育委員会公印規程の一部改正について」説明をさせていただ

きます。改正の内容につきましては、公印のうち別表第１に規定しております１庁印中、

学校印と２職印中、学校長印について竹野小学校廃止に伴う公印の廃止ができておりませ

んでしたので、公印の個数を４０から３９にするものです。施行日につきましては、平成

２３年３月１０日とさせていただきます。本来でしたら竹野小学校廃止時に改正するもの

ができていなかったことをお詫びし、以上ご審議をよろしくお願いします。 

 

<上羽委員長> 

  議案第１６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１６号「京丹後市教育委員会公印規程の一部改正に

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。 

 それでは、次に報告議案が２件あります。報告第１号「京丹後市体育指導委員について」

を議題としますので、説明をお願いします。 

 

<吉岡教育次長> 

報告第１号「京丹後市体育指導委員について」報告をさせていただきます。体育指導委

員につきましては、平成２２年４月１日からの委嘱になっていますが、欠員になっていた

ものについて改めて補充を行いましたので報告をさせていただきます。委嘱しました委員

については別紙の資料をご覧いただきたいと思います。任期につきましては、平成２４年

３月３１日までです。以上よろしくお願いします。 

 

<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します。 

 続きまして、報告第２号「平成２２年地区公民館職員について」を議題としますので、

説明をお願いします。 

 

<吉岡教育次長> 

  続きまして報告第２号「平成２２年地区公民館職員について」説明させていただきます。
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京丹後市地区公民館職員の欠員になっているものがありまして、これにつきましても補充

を行いたいと思いますので報告させていただきます。任命をしました職員につきましては

別紙を見ていただきたいと思います。任期につきましては、平成２４年３月３１日までで

すので、どうぞよろしくお願いいたします。 

 

<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します。 

 

<上羽委員長> 

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。 

 

(1)諸報告 

<吉岡教育次長> 

  ① 「共催」・「後援」申請に係る２月期承認について 

  ② 平成２２年度卒業式への対応について 

  ③ 平成２３年度入学式への対応について 

  ④ 平成２３年度入学式祝辞の確認について 

 

(2) 各課報告 

 <学校教育課> 

  ① ３月学校行事予定について 

<社会教育課> 

  ① 平成２２年度第２回学校支援地域本部実行委員会について 

  ② 第２６回国民文化祭小町ろまん短歌大会関連事業「児童生徒への指導のための教

職員研修会」について 

③ ２０１１ウエスタンリーグ開催実行委員会について 

  ④ 平成２２年度大宮町教育講演会について 

  ⑤ 平成２２年度第２回京丹後市図書館協議会について 

<文化財保護課> 

① 春季企画展示「子どもの節句展」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。 

 

<上羽委員長> 

以上で第４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５５分 〉 

  

［ ４月定例会 平成２３年 ４月 ８日（金） 午後３時００分 ］ 


