
 

平成２４年 第４回京丹後市教育委員会会議録 

 

１ 開催年月日  平成２４年３月７日（水） 

開会 午後４時  閉会 午後４時４７分 

                                       

２ 場   所  大宮庁舎４階 第５会議室 

 

３ 出席委員名  小松慶三、文珠清道、森益美、野木三司、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 木本勝幸、教育総務課長 藤村信行、 

学校教育課長 山根直樹、社会教育課長 安達忠行 

 

６ 書   記  教育総務課長補佐 味田伸一 

 

７  議   事 

(1)  議案第 22号 平成２４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 

(2)  議案第 23号 京丹後市指導主事の任命について 

(3)  議案第 24号 京丹後市社会教育委員の委嘱について 

(4)  議案第 25号 京丹後市図書館協議会委員の任命について 

(5)  議案第 26号 京丹後市社会教育指導員の委嘱について 

(6)  議案第 27号 京丹後市地域公民館長の任命について 

(7)  議案第 28号 京丹後市立資料館長の委嘱について 

(8)  議案第 29号 京丹後市文化財保護審議会委員の委嘱について 

(9)  議案第 30号 専決処分について（２０１２年京丹後市ジュニアフットサル大会NISSIN 

カップに係る後援） 

【追加議案】 

(10) 議案第 31号 京丹後市教育委員会事務局職員の管理職（課長以上）人事について 

(11) 議案第 32号 京丹後市教育委員会職員補職名規則の一部改正について 

 

８ そ の 他   

(1) 諸報告 

   ① 「後援」申請に係る２月期承認について（教育次長） 

    

(2) 各課報告 

    <学校教育課> 

   ① ３月行事予定について 



  

<社会教育課> 

   ① 平成２３年度第４回京丹後市社会教育委員会議について 

② 平成２３年度第７回地域公民館長会議について 

③ 京丹後市人権講演会について 

④ 平成２３年度第２回学校支援地域本部実行委員会について 

⑤ 平成２３年度京丹後市成人式について 

 

 (3) その他 

 

９ 会 議 録  別添のとおり（全５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２４年 ４月 ６日 

 

              委 員 長  小松 慶三 

 

署名委員  森  益美 
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平成２４年 第４回京丹後市教育委員会会議録（詳細）       〈３月７日（水）〉 

 

〔招 集 者〕 京丹後市教育委員会委員長 小松慶三 

〔被招集者〕 文珠清道、森益美、野木三司、米田敦弘 

〔説 明 者〕 教育次長 吉岡喜代和、教育理事 木本勝幸、教育総務課長 藤村信行、 

学校教育課長 山根直樹、社会教育課長 安達忠行 

〔書  記〕 教育総務課長補佐 味田伸一 

 

<小松委員長> 

 ただ今から「平成２４年 第４回京丹後市教育委員会定例会」を開会いたします。 

 雪のほうもだいぶ少なくなってまいりましたし、ただインフルエンザが流行っているよ

うでございますので、皆様におかれましても十分に体調をご留意いただければと思ってお

ります。委員長の報告をさせていただきますと、前回の２月８日の定例会以降、２月２３

日には臨時会で皆様方にお世話になりました。２７・２８日には市議会に出させていただ

いております。これからですが、３月９日・１２日と市議会に出させていただきます。 

 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。遅い時間からですが、急遽定例会ということでご案内いただきま

した。ありがとうございます。あと、１週間ほどしますと卒業式があったりということで、

教育委員さん方には大変お世話になりますが、どうぞよろしくお願いいたします。２月の

定例会の日に間人中学校の小火といいますか、火災の件をお話したと思いますが、定例会

の翌日、次長と学校現場に行き、仮にやむを得ないというか、防ぎようがない火災になっ

たにしろ、本当に防ぐことができなかったのかと厳しい指導もしました。しかし、それか

ら約１週間の間に網野町、峰山町で３件の火災が発生して４人が亡くなるという事故があ

りまして、京丹後市では急遽、緊急防火対策会議がもたれまして、対応策の協議をしまし

た。教育委員会としては、２３日に校園長会をもって一連の火災のことについて、報告や

説明をすると同時に、安全管理の徹底について指示をいたしたところです。十分安全管理

に気をつけたいと思っております。 

今、委員長からもありましたが、２７日月曜日から市議会の３月定例会が始まっており

ます。今度の９日金曜日と１２日月曜日には一般質問ということであります。いつも十数

人、２０人近くの議員さんが質問されるのですが、こういう時期ということもあってか１

０人ほどの議員さんの質問、そのうち教育委員会には５人ほどございます。主な質問の中

身をご紹介しますと、防災教育に関して、それから中山市政８年を振り返って教育長にコ

メントを求めるという議員さんもおられます。それから、長時間勤務の状況と健康診断の

結果、それから大阪市の教育基本条例について教育長はどう思うかという質問もあります。

それから、文化財保護、歴史資産を活用したまちづくり、少年のスポーツ生涯予防につい

て、通学路の除雪に関して等であります。それから、いよいよ４月からは学校再配置基本
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計画に則る第１号の再配置が実現します。それに先立ちまして、２３日には島津小学校の

閉校式、２５日は三津小学校の閉校式が計画されております。委員の皆さんには大変お世

話になりますが、中でも委員長には祝辞という大役がつきますがよろしくお願いします。 

それでは、動静について報告いたします。 

「平成２４年２月７日～３月６日動静表」朗読説明 

 

<小松委員長> 

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。 

 

次に会議録の承認を行います。第３回の署名委員は文珠委員です。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>    

 異議なし。 

 

<小松委員長> 

 原案どおり承認いたします。 

  

<小松委員長> 

 本日の会議録署名委員の指名をいたします。 

 森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。 

 

<小松委員長> 

 初めに、会議の非公開についてお諮りします。 

議案第２２号から議案第２９号までの８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。 

 

<全委員>    

 異議なし。 

 

<小松委員長> 

 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２２号から議案第２９号まで

の８議案については非公開といたします。 

 

（非公開部分省略） 

 

<小松委員長> 

 これより会議を公開とします。 

 

<小松委員長> 

 それでは次の議案に入らせていただきます。 
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議案第３０号専決処分の承認について（２０１２年京丹後市ジュニアフットサル大会

NISSIN カップに係る後援）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> 

 教育次長の方から提案いたします。 

 

<吉岡教育次長> 

 議案第３０号専決処分の承認について説明をさせていただきます。２０１２年京丹後市

ジュニアフットサル大会 NISSIN カップに係る後援についてでございますが、この事業は主

催者が「地域から信頼される企業」を目指し将来この地域を支える子どもたちの健やかな

成長を願い、青少年のスポーツ振興を支援していくことを目的として３月３日に大宮社会

体育館を会場に実施されたものです。参加につきましては、市内の小学生の地チームで６

チームの参加があったというふうに聞いております。主催は株式会社日進製作所、申請者

は同代表取締役錦織隆さんでございます。申請の受付日が平成２４年３月１日であり、開

催日までの期間が大変短く、教育委員会議を開催することができませんでしたので、京丹

後市教育委員会事務委任規則第４条の規定により、平成２４年３月２日に専決処分をいた

しましたので報告をさせていただき、事後となりますが承認をお願いするものでございま

す。以上、ご審議の程よろしくお願いいたします。 

 

<小松委員長> 

  議案第３０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。 

 

<小松委員長> 

 特にご意見ございませんか。 

それではお諮りをいたします。議案第３０号専決処分の承認について（２０１２年京丹

後市ジュニアフットサル大会 NISSIN カップに係る後援）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。 

 

<小松委員長> 

 異議なしと認め、承認いたします。 

 

<小松委員長> 

続きまして追加議案ということで、議案２件が準備されております。議案第３１号「京

丹後市教育委員会事務局職員の管理職人事について」並びに議案第３２号「京丹後市教育

委員会職員補職名規則の一部改正」の２議案を一括して議題とさせていただきたいと思い

ますが、よろしいでしょうか。 
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<全委員>  

 異議なし。 

 

<小松委員長> 

それでは、議案第３１号並びに議案第３２号を一括議案とさせていただきます。まず、

会議の非公開についてお諮りします。 

 議案第３１号、３２号につきましては、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。 

 

<全委員>  

 異議なし。 

 

<小松委員長> 

 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３１号、３２号については非

公開といたします。 

 

（非公開部分省略） 

 

<小松委員長> 

これより会議を公開とします。 

 

<小松委員長> 

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 

  <教育次長> 

   ① 「後援」申請に係る２月期承認について 

 

(2) 各課報告 

  <学校教育課> 

   ① ３月行事予定について 

 

<社会教育課> 

① 平成２３年度第４回京丹後市社会教育委員会議について 

② 平成２３年度第７回地域公民館長会議について 

③ 京丹後市人権講演会について 

④ 平成２３年度第２回学校支援地域本部実行委員会について 

⑤ 平成２３年度京丹後市成人式について 

 

<小松委員長> 

以上で、第４回京丹後市教育委員会定例会を閉会いたします。ご苦労様でした。 
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                          〈 閉会 午後４時４７分 〉 

 

［ ４月定例会 平成２４年 ４月 ６日（金） 午後３時 ］ 


