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(3)  議案第 50号 専決処分の承認について（第７回京都府へき地・小規模校教育研究大会の開

催に係る後援について）  

(4)  議案第 51 号 次世代育成事業「目指せ！収穫の達人（農業体験）」の開催に係る後援につ

いて  

(5) 報告第 8号  教育委員会事務局職員の処分について 

 

 

７ そ の 他   

(1)諸報告 

   ○1 「共催」・「後援」に係る６月期承認について 
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＜学校教育課・子ども未来課＞ 
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②７月幼稚園保育所行事予定について 
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                 教  育  長   吉 岡 喜代和 

                

署 名 委 員    田 村 浩 章 
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平成２９年 第１３回京丹後市教育委員会会議録（詳細）     〈７月１０日（月）〉 

 

〔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  久下多賀子  田村浩章  安達京子 

〔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> 

皆さんおはようございます。 

まず、教育委員の交代がありましたので報告させていただきます。  

平成２１年７月からの２期８年間、教育委員を務めていただいておりました森益美委

員が任期満了に伴い、７月７日付けをもって退任をされました。本日は、お越しになっ

ていませんが、永きにわたり本市の教育行政の推進に大変なご尽力をいただきましたこ

とに対し、厚くお礼と感謝を申し上げます。  

次に、この７月８日から教育委員としてお世話になります安達京子様です。安達委員

は、平成２７年３月の退職までの３７年間、旧峰山町、京丹後市の保育所・幼稚園に勤

務され、平成２１年４月からは保育所長・幼稚園長として就学前の保育・教育にご尽力

いただいておりました。退職後も、子育て支援センターの指導員、子ども未来まちづく

り審議会委員としてお世話になっておりましたが、教育委員の就任に伴い、こちらの職

は退任いただいております。教育委員として、今までの経験も生かしお力添えをいただ

きますよう、よろしくお願いいたします。 

では、ここで安達委員からごあいさつをお願いいたします。 

 

<安達委員> 

先ほど、市長より辞令をいただいてまいりました安達京子と申します。どうぞよろし

くお願いいたします、長年、保育所・幼稚園に勤務させていただき、幼児教育に携わっ

てまいりました。その経験が少しでも活かせたら良いなと思っております。大変緊張と

責任の重さに不安がいっぱいですけれども、いろいろと教えていただいて、勉強もさせ

ていただいて、これから頑張っていきたいと思っておりますのでどうぞよろしくお願い

いたします。 
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<吉岡教育長> 

ありがとうございました。 

 

先週から今週にかけまして、全国的な大雨により、東北や九州地方では大きな被害が

出ています。本市では、台風 3 号の時に警戒本部を設置しましたが、大雨が降ることも

ありませんでした。全国で大雨による災害で犠牲になられた方に深い哀悼の意を表しま

すとともに、被災された方にお見舞いを申し上げます。  

 

６月３日と１０日に中学校で合唱祭がありましたが、私は峰山中、丹後中、網野中を

参観させていただきました。生徒たちは大変落ち着いて取組んでおり、良い合唱祭だっ

たと思っています。保護者や地域の方たちも参観に来られていましたが、同様の感想を

持って帰られたと思います。これも本市で取組んでいる小中一貫教育の成果だと思って

いますし、合唱祭のような一つひとつの取組みを通して、生徒たちの自己肯定感や規範

意識の醸成により、学力の向上が図られればと思っています。 

また、弥栄中では、インフルエンザにより、合唱祭の始まる寸前のお昼前に多くの２

年生が休み学年閉鎖となる緊急事態が発生しましたが、１年生と３年生のみで発表を行

いました。学校は大変だったと思いますが、適切な判断ができたと思っています。  

 

６月議会の一般質問においても、教育委員会への質問が一番多く、今後においても教

育に対する議員の高い関心があると思っています。内容としましては、学習指導要領の

改訂に伴う準備体制、これに付随してＩＣＴ化、外国語の授業について、社会的に問題

となっている教育職員の長時間勤務の対策について、食育の推進と学校給食について、

これらについては複数の議員から質問がありましたが、内容の多くについては、教育委

員会でも取組みを進めているものであります。しかし、これらの事業には多くの財政負

担を伴いますので簡単な作業ではないですが、まちづくりの基本である人づくりに必要

な教育に対する予算ですので、市長部局にも引き続き強く働き掛けをしていきたいと考

えています。 

  

５月末にありました府市町村教育委員会連合会の研修の際、府の小橋教育次長から「教

職員の働き方改革の推進について」講演を受けましたが、府では教職員の働き方改革推

進本部を設置し、具体的な取り組みを進めており、教職員へのアンケート、また局単位

に京都式チーム学校・業務改善対策推進協議会を設置することとしています。本市では、

社会問題として取り上げられている教職員の長時間勤務については大きな課題としてと

らえ、従前から取組みを進め、一部改善が見られてはいるものの、解決が図られている

という状況にはなっていないと思っています。局の協議会には、本市職員も委員になる

こととなっていますので、本市の取組みの状況等を踏まえ、意見を出していきたいと考

えています。 

 



3 

 

本日は、「京丹後市スポーツ推進委員の委嘱について」をはじめ５議案の審議を予定し

ています。 

どうぞよろしくお願いいたします。 

 

 

<吉岡教育長> 

それでは、平成２９年第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。 

 

 

<野木委員> 

６月１９日に、野村克也さんの寄贈品活用調整会議となっておりますが、これは、今

年初め、マスコミ各社で報道のされた内容のものと思うのですが、峰山高校のＯＢ会で

もいろんな質問があるなかで、どのような話になっているか、お聞かせいただける内容

があれば聞かせていただきたいです。 

 

 

<吉岡教育長> 

 会議としましては、副市長、教育委員会、企画、商工とで話し合いをさせていただい

たのですが、まだ具体的にこうしようというところまでは決まっていないのですが、市

等の施設の一部を活用して展示ができないかということについて、検討を始めたところ

です。この会議でもいろいろな意見があり具体的なところまで至っていません。ただ、

ほおっておけないということで今後も協議を進めていくということです。 

 

他にございませんか。 

 

 

<吉岡教育長> 

それでは、本日の会議録署名委員の指名を致します。 

田村委員を指名しますのでお願いします。 
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それでは、お手元の会議次第に沿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４８号、議案第４９号の２議案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。 

 

 

<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４８号と議案第４９号の２

議案については非公開といたします。 

 

 

（非公開部分省略 議案第４８号、４９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５０号「専決処分の承認について（第７回京都府へき地・小規模校教育

研究大会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５０号「専決処分の承認について」説明をさせていただきます。 

今回専決処分を行いましたのは、「第７回京都府へき地・小規模校教育研究大会の開催

に係る後援について」でございます。 

この大会は、「へき地・小規模校及び地域の特性を生かした、児童の活躍と主体的な学

びがある教育活動の展開～個が活躍する学校へ～」の研究主題を掲げ、地域・家庭と連
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携して確かな学びを創る特色ある教育計画の創造を研究するとともに、へき地・小規模

校における教育上の諸課題について協議し、へき地・小規模校における学校の教育振興

に資することを目的に開催されるものです。 

期日は、平成２９年１０月２０日（金） 会場は京丹後市立宇川小学校で、午後 1 時

30 分受付開始で全学年の公開授業のほか児童発表や実践発表が行われる予定です。 

主催は京都府へき地・小規模校教育研究会、後援には、京丹後市教育委員会のほか、京

都府教育委員会、京都市教育委員会も予定されています。申請者は京都府へき地・小規

模校教育研究会 会長 角田泰志氏となっています。 

本来ですと、教育委員会議に諮り後援可否を決定するところですが、当該申請書の受

付事務ができておらず、教育委員会議への上程事務が遅れてしまいました。 

大会事務局では、関係機関等へ６月２０日付け第一次案内の準備を進めていたため、

後援許可が遅れてしまうと開催準備に支障をきたすことから、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２９年６月１５日付で専決処分を行いましたので、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。 

 

 

<吉岡教育長> 

議案第５０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。 

 

 

<久下委員> 

へき地・小規模校は府下でどのくらいありますか。案内がどのくらい送付されるのか

と思いまして。 

 

 

<吉岡教育長> 

調べて報告していただけますか。 

 

 

<久下委員> 

再配置や統廃合で随分減ってきていると思うのですが、京丹後市は宇川小学校だけだ

と思いますし、どれくらい学校数があるのか、また、「小規模校」というのはどのくらい

の規模をさすのでしょうか。「へき地」は規定がありますし、「小規模校」も人数的な何

か規定があるのでしょうか。 
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<松本学校教育課長> 

 具体的には、人数が何人とか、クラス数はいくらかというような基準があるかどうか

というのは私自身把握ができていないわけですが、地域的に「へき地」という地域指定

を受けている地域の中の「宇川小学校」でありまして、細かな規程までは承知をしてい

ないです。 

 

 

<吉岡教育長> 

後ほど調べて報告をさせていただきます。 

ほかにございませんか？ 

 

<吉岡教育長> 

それではお諮りを致します。議案第５０号「専決処分の承認について（第７回京都府

へき地・小規模校教育研究大会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> 

次に、議案第５１号「次世代育成事業 目ざせ！収穫の達人（農業体験）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５１号「次世代育成事業“目指せ！収穫の達人（農業体験）”の開催に係る後援

について」説明をさせていただきます。 

京丹後市商工会青年部次世代育成委員会では、毎年、子どもたちを対象に京丹後市の

魅力を伝える活動を行っています。 

本年度は、次代を担う子供たちに京丹後の魅力を伝えることを目的に、“目指せ！収穫

の達人（農業体験）”と称し、京丹後市の農家の仕事について学習と実際に体験をする事
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業を実施します。これにより、農業に対する興味を持ってもらうとともに、自ら果物を

収穫し、それを食べることにより、京丹後にはこんな美味しいものがあると気づいても

らい、地元をもっと好きになってもらいたいと願い開催するものです。 

期日は、平成２９年８月２７日（日） 会場は弥栄町フルーツ王国と近隣農家の方の

畑で、午前 9 時から午後 1 時 30 分までの予定で、農家の仕事やフルーツについての学習

を行い、実際に収穫作業を行い、その後、クイズを行い、最後に自ら収穫したブルーベ

リーでパンケーキを作って食べる予定です。 

主催は京丹後市商工会青年部、申請者は京丹後市商工会 会長 沖田康彦氏となって

います。 

以上、ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

 

<吉岡教育長> 

議案第５１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。 

 

 

<野木委員> 

８月２７日開催ということで、もうじき夏休みも来るわけですが、学校の方へは具体

的にこの事業に参加を促すようなアクションはされているのでしょうか。 

 

 

<吉田社会教育課長> 

夏休みまでに、資料にありますチラシを学校を通じて持ちかえっていただく予定にな

っています。希望者は、直接商工会へ申し込んでいただきます。 

 

 

<野木委員> 

個人の判断で参加をしてください、ということですね。 

 

 

<吉田社会教育課長> 

 はい。学校を通じてチラシを配布させていただくのみで、チラシ配布以外では特に広

報を考えていないようです。 

 

 

<吉岡教育長> 

暫時休憩します。 
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－休憩－ 

 

 

<吉岡教育長> 

休憩を閉じて再開します。 

 

 

<田村委員> 

予算書の支出の部のところで、 昼食費の内訳が項目のみで金額の記載がないという

のはどういうことでしょうか。 

 

 

<吉田社会教育課長> 

昼食費の予算額が４０，０００円で、内訳が「０」になっていますが、実際に必要な

パンケーキ、皿、フォーク等こういったものに４０，０００円支出予定だということで

す。それぞれの値段は記載されていませんが、全体で４０，０００円ということです。 

 

 

<吉岡教育長> 

それではお諮りを致します。議案第５１号「次世代育成事業 目ざせ！収穫の達人（農

業体験）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、承認と致します。 

 

 

<松本>総括指導主事> 

 先ほどの質問にお答えさせていただきます。 

 府内のへき地指定校につきましては、京都市、京都府とあわせまして、小・中学校で

２０校です。そのうち、丹後管内では宇川小だけでなく、宮津市、伊根町で養老小・伊

根小、本庄小の３小学校、丹後管内では４小学校となります。また、中学校は、伊根中、

養老中が該当します。府内２０校のうちでかなりの学校が丹後教育局管内ということに
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なります。 

訂正します。今年度より養老中は橋立中に統合になりましたので丹後管内で中学校は

１校です。 

 小規模校につきましては、国の定義では、小学校の小規模校は６から１１学級、中学

校は３から１１学級の学校を「小規模校」といっていますので、京丹後市の小中学校の

多くは小規校に該当します。 

それに加えて「過小規模校」は小学校が５学級以下、中学校は２学級以下という定義

になっております。 

 

 

<吉岡教育長> 

 それでは、次に進みます。 

次に、会議の非公開についてお諮りします。 

報告第８号は人事案件のため、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。 

 

 

<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、報告第８号は非公開といたします。 

 

 

  （※ 理事・各課長・書記退室 ） 

 

 

<吉岡教育長> 

これより会議を公開とします。 

 

 

（※ 理事・各課長・書記入室 ） 

 

 

<吉岡教育長> 

以上で本日の議事はすべて終了いたしました。 

続いて４のその他ということで、諸報告、各課報告を順次いたします。 
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（１）諸報告 

<横島教育次長> 

① 「共催」・「後援」に係る６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 ７月学校行事予定について 

② ７月幼稚園保育所行事予定について 

 

<社会教育課> 

① 第５２回北丹地方陸上競技選手権大会兼第２０回小学生陸上記録会について 

 ② 世界大会・全国大会出場激励会について 

 ③ 夏休み子ども映画会について 

  

 

<吉岡教育長> 

全体をとおして、何かご質問がありますか。 

 

 

<久下委員> 

質問ではありませんが、先ほどの議案にありました「収穫の達人事業」の予算案の中

で、昼食費の内訳金額の記載がなかった件です。消耗品のところは、必要個数がわから

ないからだろうと思うのですが、こういうものが必要ということで品名のみ書かれてい

ますし、申請の際に不確定なものは○○等としていただいてもいいのかなと思ったりも

しますがいかがでしょうか。 

 

 

<吉田社会教育課長> 

添付しております予算資料につきましては、ご指摘のとおり不確定な部分もありこの

ような記載の仕方になっていると思われますので、予算が確定したら再度提出していた

だき事務局の方で確認をさせていただきたいと思いますし、書類受付の際にはそういっ

た部分も指導していきたいと思います。 

 

 

<安達委員> 

保育所幼稚園の行事予定ですが、私立保育所・幼稚園の行事予定がわからないのです

が、紹介していただけるような機会はないのでしょうか。  
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<吉岡子ども未来課長> 

現在は、報告していただくという取り組みはしておりませんが、お便りとか、他の方

法でも情報はいただけますし、年間行事予定の計画もされているようなので、私立の方

も紹介できるように工夫をさせていただきます。 

 

 

<吉岡教育長> 

他にはよろしいでしょうか。 

 

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 午前１０時５７分> 

 

〔 ８月定例会 平成２９年８月１日（火） 午後１時３０分から 〕 


