
平成２９年 第１２回京丹後市教育委員会会議録 

 

１ 開催年月日  平成２９年６月１日（木） 

開会 午後１時３０分  閉会 午後２時１５分 

                                        

２ 場   所  大宮庁舎 ４階 第５会議室 

 

３ 出席委員名  吉岡喜代和  野木三司  森 益美  久下多賀子  田村浩章 

 

４ 説 明 者  教育次長 横島勝則  教育理事 上田隆嗣 総括指導主事 松本明彦    

教育総務課長 岡野 勲 学校教育課長 松本晃治   

          子ども未来課長 吉岡正俊 社会教育課長 吉田茂夫 

          文化財保護課長 吉田 誠  

 

５ 書   記  教育総務課長補佐 田村真知子 

 

 

６  議   事 

(1)  議案第 45号 京丹後市史跡整備検討委員会委員の委嘱について 

(2)  議案第 46号 平成２９年度第２１回茅葺きフォーラムの開催に係る後援について 

(3)  報告第 6 号 平成２９年度京丹後市教育支援委員会委員の委嘱について  

(4)  報告第 7 号 平成２９年度京丹後市学校給食献立作成委員会委員の委嘱について  

【追加議案 議案第 47号】 

(5)  議案第 47号  山陰海岸ジオパーク中高生政策提案・実践コンテストの開催に係る後援につ

いて 

 

 

７ そ の 他   

(1)諸報告 

   ○1 「共催」・「後援」に係る５月期承認について 

(2)各課報告 

＜学校教育課・子ども未来課＞ 

○1 ６月学校行事予定について  

②６月幼稚園保育所行事予定について 

 

  ＜社会教育課＞ 

 ①「くみはまカヌー交流大会２０１７」について 

   ②「第１４回京丹後市長杯争奪中学校野球大会」について 

   ③「第２５回北近畿中学生ソフトテニス大会」について 



  

④「第３４回丹後地方小学生陸上競技大会」について 

  ⑤「第５０回峰山スポーツ祭典」について 

  ⑥「第１４回大宮町体育大会」について 

  ⑦「京丹後市視覚障害者交流研修会」について 

  ⑧「第８回京丹後市総合文化祭総合作品展」について 

 

 

８ 会 議 録  別添のとおり（全１１頁） 

 

９ 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２９年７月５日 

 

 

                 教  育  長   吉 岡 喜代和 

                

署 名 委 員    久 下 多賀子 
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平成２９年 第１２回京丹後市教育委員会会議録（詳細）     〈６月１日（木）〉 

 

〔招 集 者〕 京丹後市教育委員会教育長 吉岡喜代和 

〔被招集者〕 野木三司  森 益美  久下多賀子  田村浩章 

〔説 明 者〕 教育次長 横島勝則 教育理事 上田隆嗣 総括指導主事 松本明彦 

 教育総務課長 岡野 勲  学校教育課長 松本晃治 

 子ども未来課長 吉岡正俊  社会教育課長 吉田茂夫 

 文化財保護課長 吉田 誠 

〔書 記〕 教育総務課長補佐 田村真知子 

 

<吉岡教育長> 

皆さんこんにちは。ただ今から平成２９年 第１２回京丹後市教育委員会定例会を開

会致します。 

５月２４日は教育委員会臨時会に引き続き丹後地方教育委員会連合会の定期総会、２

６日には京都府市町村教育委員会連合会の定期総会とお疲れ様でした。 

６月は５日から議会が始まりますし、教育委員会が所管する議案をいくつか提案しま

す。審議が厳しくなると予想される議案もありますが、教育委員会で承認を受け提案す

るものですので、責任を持った説明を行いたいと思います。また、多くの教育課題に取

組んでいる中ですので、今議会でも多くの一般質問が出されています。これについても、

責任を持った答弁に心掛けたいと思っています。 

新山小学校と丹波小学校の再配置につきましては、準備期間が１年を切っています。

地元区、ＰＴＡとも役員の交代があり、５月２９日に準備協議会を開催し、役員選出を

行っています。学校では子どもたちの交流授業を始めてもらっていますし、６月議会で

京丹後市立学校条例の一部改正について議決いただきましたら、早急に校歌・校章等の

検討も必要になってきます。特に新山小学校につきましては、教室が不足することから

増築を予定していますが、現在、国の補助金の交付通知を待っている状況であり、工事

期間が短い中での整備となります。学校と十分な調整を行い、事故がないように万全を

期す必要があると考えています。 

５月１８日に奈良市で開催されました、全国都市教育長協議会定期総会並びに研究大

会の第１研究部会で、「教育行財政」というテーマで、本市の学校再配置と小中一貫教育

の取組を発表してきました。資料は総括指導主事に作ってもらいましたが、報告の後、

多くの質問があり、全国に京丹後市の取組を発信できたと思っています。特に、本市が

取組んでいる学校再配置は、丁寧に行ってきた説明会の多さに、出席された教育長から
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は驚いたような感想をいただいています。 

今週末、来週末には、各学園で合唱祭が開催される予定ですので、時間が許される方

は出席をしてやっていただければありがたいと思います。  

本日は「京丹後市史跡整備検討委員会委員の委嘱について」をはじめ４議案に、１議

案を追加させていただき、審議を予定しています。 

どうぞよろしくお願い致します。 

 

 

<吉岡教育長> 

それでは、平成２９年 第１０回教育委員会定例会（５月定例会）開催後の諸会議、

行事等を中心に、教育長報告をさせていただきます。  

 

 

【教育長活動報告】 

 

 

<吉岡教育長> 

以上です。ご質問等ありましたらお願いします。 

 

 

<全委員> 

なし。 

 

 

<吉岡教育長> 

本日の会議録署名委員の指名を致します。 

久下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。 

 

 

<吉岡教育長> 

初めに、会議の非公開についてお諮りします。 

議案第４５号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。 
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<全委員> 

異議なし。 

 

 

<吉岡教育長> 

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４５号については非公開と

致します。 

 

 

（非公開部分省略 議案第４５号について同意） 

 

 

<吉岡教育長> 

これより会議を公開とします。 

 

 

<吉岡教育長> 

次に、議案第４６号 平成２９年度第２１回茅葺きフォーラムの開催に係る後援につ

いて」を議題とします。 

事務局から提案理由の説明をお願いします。 

 

 

<横島教育次長> 

議案第４６号「平成２９年度第２１回茅葺きフォーラムの開催に係る後援について」

説明をさせていただきます。 

この事業は、文化財建造物等の屋根修理施工に必要な伝統的技法に関する基礎的知

識・技能を習得するため、また、一般の方々に文化財保護に関わる技術研修の見学など

を行うことにより、文化財やそれを支える技術等の専門的で深い知見を享受でき、文化

財保護への愛着と認識を高めることを目的に開催するものです。 

主催は公益社団法人全国社寺等屋根工事技術保存会、期日は平成２９年９月２６日、

開催場所は京丹後市久美浜町安養寺にあるお寺、安養寺になります。申請者は公益社団

法人全国社寺等屋根工事技術保存会 会長 村上英明氏となっています。 

以上、ご審議のほどよろしくお願い致します。 

 

 

<吉岡教育長> 

議案第４６号を説明させていただきました。 

ご質問、ご意見等がございましたらお願いします。 
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<吉岡教育長> 

なぜ、安養寺で開催するのか、説明を補足していただけませんか。 

 

 

<吉田文化財保護課長> 

この事業ですが、安養寺の鐘楼門という門が、江戸中期の宝暦４年、１７５４年の建

物で、丹後地域では珍しい茅葺の建物ということで、今年度、約１，６５０万円の事業

費で修理を予定しています。ただ、屋根の茅葺の部分については、美山茅葺株式会社さ

んが国庫補助事業等の絡みで、無償で修理をする事業とセットです。せっかくの機会で

あり、この修理にあわせて、研修も兼ねて地元の人にも公開して見てもらおうという趣

旨の事業です。当日は文化庁の黒坂文化財調査官が来られる予定になっており、講演等

の内容についてはもう少し詰め切れていない部分があります。国庫補助事業の関係もあ

わせ、今回後援申請が来ています。 

 

 

<野木委員> 

規模的に言うと参加人数５０名と書いてありますが、昨年の鳥取県の大山町で行われ

たフォーラムの資料からは、結構全国組織で大きなイベントだったように感じるのです

が、今回は場所が安養寺ということで５０名ぐらいということですか。 

 

 

<吉田文化財保護課長> 

今回、茅葺フォーラムの担当の方と、現場を見てもらう関係があって、どうしてもそ

このお寺で開催し、現場も見てもらいたいということでの内容になっています。去年の

フォーラムは１００人ぐらい来られたみたいですが、そういった規模で考えており、地

元のお寺さんで、開催してほしいという希望の中での開催となります。 

 

 

<吉岡教育長> 

暫時休憩します。 

 

 

【 休 憩 】 

 

 

<吉岡教育長> 
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休憩を閉じて再開します。 

 

 

<野木委員> 

安養寺で行うという部分の経緯について改めて聞かせてください。 

 

 

<吉田文化財保護課長> 

この事業につきましては、補助事業となっています。後継者を育成したりだとか、職

人を育成したりだとか、あるいはＰＲを兼ねてというような部分もあります。今回、安

養寺さんが事業申請をしたところ運良くできることになったという関係がありまして、

今回地元でそのＰＲあるいは職人育成とか後世にそういったものを伝えるというような

意味での開催になっています。 

 

 

<吉岡教育長> 

他にございませんか。 

 

 

<久下委員> 

後継者の育成というあたりがあるということも良くわかりますが、丹後にそういった

職人さんはいらっしゃいますか。 

 

 

<吉田文化財保護課長> 

もともとは伊根に茅を葺ける職人さんがいたのですが、その方が亡くなって、今はも

う京都府下では美山、美山は茅葺の建物が国の重文指定になっていますので、そういっ

たところしか今のところはありません。ですからこの近辺で一番近くで言うと美山にな

ります。 

 

 

<吉岡教育長> 

他にございませんか。 

それではお諮りを致します。議案第４６号「平成２９年度第２１回茅葺きフォーラム

の開催に係る後援について」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。 
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<全委員> 

異議なし。 

 

 

<吉岡教育長> 

異議なしと認め、承認致します。 

 

 

<吉岡教育長> 

次に、報告第６号「平成２９年度京丹後市教育支援委員会委員の委嘱について」を議

題とします。 

事務局から説明をお願いします。 

 

 

<横島教育次長> 

報告第６号「平成２９年度 京丹後市教育支援委員会委員の委嘱について」説明をさ

せていただきます。 

障害のある児童等に対し、発達や障害の実態に応じた就学指導を行うため、京丹後市

就学指導委員会規則による就学指導委員会を設置していましたが、この３月の臨時会で

委員会の名称を「教育支援委員会」と変更をさせていただきました。今回この規則の第

３条の規定に基づき、平成２９年４月１日付で別紙一覧のとおり委員を委嘱しましたの

で、報告させていただきます。 

任期は、平成３０年３月３１日までです。 

人事案件であるため、事前に審議いただくべきものですが、例年、関係機関からの推

薦により委嘱を行っていますので、今定例会の報告とさせていただきました。 

以上、ご審議のほどよろしくお願いします。 

 

 

<吉岡教育長> 

報告第６号を説明させていただきました。 

ご質問、ご意見等がございましたらお願いします。 

 

 

<全委員> 

なし。 

 

 

<吉岡教育長> 
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次に、報告第７号「平成２９年度京丹後市学校給食献立作成委員会委員の委嘱につい

て」を議題とします。 

事務局から説明をお願いします。 

 

 

<横島教育次長> 

報告第７号「平成２９年度京丹後市学校給食献立作成委員会委員の委嘱について」説

明をさせていただきます。 

京丹後市学校給食献立作成委員会は、学校給食が児童及び生徒の心身の健全な発達に

資することを踏まえ、学校給食の献立その他の学校給食の内容について必要な事項を協

議するために設置しています。 

設置要綱の第３条の規定に基づき、平成２９年４月１日付けで別紙一覧のとおり委員

を委嘱しましたので、報告させていただきます。 

任期は、平成３０年３月３１日までとしています。 

人事案件であるため、事前に審議いただくべきものですが、関係機関からの推薦によ

り委嘱、任命を行っていますので、今定例会の報告とさせていただきました。 

以上、よろしくお願い致します。 

 

 

<吉岡教育長> 

報告第７号を説明させていただきました。 

ご質問、ご意見等がございましたらお願い致します。 

 

 

<全委員> 

なし。 

 

 

<吉岡教育長> 

続きまして、追加議案を１件準備しております。 

「議案第４７号 山陰海岸ジオパーク中高生政策提案・実践コンテストの開催に係る

後援について」を議題とします。 

事務局から説明をお願いします。 

 

 

<横島教育次長> 

議案第４７号「山陰海岸ジオパーク中高生政策提案・実践コンテストの開催に係る後

援について」説明をさせていただきます。 
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この事業は、山陰海岸ジオパークエリア内の中学生・高校生が、ジオパークを活かし

た地域を元気にする政策案や実践活動を発表することで、ジオパークをより理解し、山

陰海岸ジオパークを担う人材として育成することを目的に開催するものです。９月２９

日までを募集期間とし、１０月に第１次の書類審査を行い、１１月２６日の午前中にプ

レゼンテーション審査を行って同日の午後に表彰式を行う予定としています。優秀な発

表には研究継続、実践支援のための賞金を贈呈することとしており、後援は、ジオパー

クエリア内の府県や市町の教育委員会を予定しています。 

主催は、山陰海岸ジオパーク推進協議会、表彰式の会場は、新温泉町にある山陰海岸

ジオパーク館、申請者は、山陰海岸ジオパーク推進協議会 会長 中貝 宗治氏となっ

ています。 

以上、ご審議のほどよろしくお願いします。 

 

 

<吉岡教育長> 

議案第４７号を説明させていただきました。 

ご質問、ご意見等がございましたらお願いします。 

 

 

<田村委員> 

中高生対象ということで、賞金について質問です。研究継続・実践支援を目的に賞金

を贈るということですが、本当に優れたアイデアが出た場合は、それ以降ずっとどこか

が支援をするような形なのでしょうか。 

 

 

<横島教育次長> 

あくまでもこのコンテストに出すのは、実践というのは今実際にやっていることにな

るのでその活動資金はあると思いますし、政策提案についてはこういうふうにしたらど

うですかというアイデアに出すという形になると思いますので、実際の活動を高校生た

ちがどういうフィールドでやるかによって、高校の学習であれば高校のクラブ活動みた

いな部分での取組になるでしょうし、地域と一緒に取組むのであればその地域が支援さ

れると思いますので、その費用の一環に充ててほしいという思いがあって、一定優秀な

作品にはお金を出しましょうというのが趣旨というふうに考えます。 

 

 

<森委員> 

今までになかった初めての新たな取組ということになるのでしょうか。 
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<横島教育次長> 

基本的には、これと似たようなことは以前から後援を出していたことがあるようです

が、今回この中高生の政策提案・実践コンテストに対してこういうことをするというの

は今回初めてということです。たぶんジオパーク海岸は何年かごとに再審査があるので、

それも間近になっているということもあって協議会の方で新たな取組もという思いで作

られたのであろうというふうに考えております。 

 

 

<吉岡教育長> 

他にありませんか。 

それではお諮りを致します。議案第４７号「山陰海岸ジオパーク中高生政策提案・実

践コンテストの開催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。 

 

 

<吉岡教育長> 

異議なしと認め、承認致します。 

 

 

<吉岡教育長> 

以上で本日の議事はすべて終了致しました。 

続いて４のその他ということで、諸報告、各課報告を順次致します。 

 

 

（１）諸報告 

<横島教育次長> 

① 「共催」・「後援」に係る５月期承認について 

 

（２）各課報告 

<学校教育課・子ども未来課> 

① ６月学校行事予定について 

② ６月幼稚園保育所行事予定について 

<社会教育課> 

① 「くみはまカヌー交流大会２０１７」について 

② 「第１４回京丹後市長杯争奪中学校野球大会」ついて 
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③ 「第２５回北近畿中学生ソフトテニス大会」について 

④ 「第３４回丹後地方小学生陸上競技大会」について 

⑤ 「第５０回峰山スポーツ祭典」について 

⑥ 「第１４回大宮町体育大会」について 

⑦ 「京丹後市視覚障害者交流研修会」について 

⑧ 「第８回京丹後市総合文化祭総合作品展」について 

 

 

<吉岡教育長> 

全体をとおして、何かご質問がありますか。 

 

 

<田村委員> 

小学校の土曜活用についてですが、６月３日に峰山中学校の合唱祭があります。各小

学校の６年生が参加をされます。その間、他の学年の子どもたちは小学校に登校してい

ますね。新山小学校と長岡小学校は、６月３日土曜日に授業参観をしているから月曜日

が振替休日となっていますし、他の小学校は、土曜日に学校に行っているけれども、そ

れは土曜活用だから振替休日はないということなのでしょうか。 

 

 

<松本総括指導主事> 

そうですね。言葉の難しさもありまして、土曜と月曜を振替えているような場合は、

授業参観等があって１日教員も勤務し、子どもたちも１日学校へ来てという土曜日の扱

いをしている学校もあれば、単に土曜活用ということで、子どもたちが土曜の午前中に

行事等で参観等している学校と、２種類、学園内でもあるということで、土曜活用の場

合は振替は基本的にはないということになっていますし、１日授業をした場合は通常の

行事の振替のように振替を取っているというのがあります。まだ学園内でもそういう整

理としてきちっと統一していないところがあるのですが、そういう違いがあって分かれ

ているのではないかと思います。 

 

 

<田村委員> 

給食があるか、ないかというようなところで、振替え扱いか、そうでないかというこ

とでしょうか。 

 

 

<松本総括指導主事> 

極端に言えばそうですね。１日授業をしているのかどうかというところの違いだと思
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っています。 

 

 

<田村委員> 

わかりました。 

 

 

<吉岡教育長> 

他にはよろしいでしょうか。 

以上で第１２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２時１５分> 

 

〔 ７月定例会 平成２９年 ７月１０日（月） 午前１０時００分から 〕 


