
 

平成２３年 第１５回京丹後市教育委員会会議録 

 

１ 開催年月日  平成２３年１２月７日（水） 

開会 午後３時  閉会 午後４時４０分 

                                       

２ 場   所  大宮庁舎４階 第２・３会議室 

 

３ 出席委員名  小松慶三、文珠清道、米田敦弘 

 

４ 欠席委員名  森益美、水野孝典 

 

５ 説 明 者  教育次長 吉岡喜代和、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、文化財保護課長 吉田誠 

 

６ 書   記  教育総務課長補佐 味田伸一 

 

７  議   事 

(1)  議案第 67号 京丹後市学校再配置基本計画実施方針の見直しについて 

(2)  議案第 68号 朝日ファミリー劇場「ピノッキオ」京丹後市公演に係る後援について 

(3)  議案第 69号 第３８回京都府下お母さん合唱祭に係る後援について 

(4)  議案第 70号 欠番 

【追加議案】 

(5)  議案第 71号 京丹後市教育委員会委員の辞職の同意について 

 

８ そ の 他   

(1) 諸報告 

   ① 「後援」申請に係る１１月期承認について（教育次長） 

    

(2) 各課報告 

  <教育総務課> 

   ① 大宮中学校スクールバス事故について 

    

  <学校教育課> 

   ① １２月行事予定について 

       

<社会教育課> 

   ① たからの杜プロジェクト「郷土偉人展」について 

② 平成２３年度聴覚障害者研修会について 



  

③ 第４７回久美浜湾一周駅伝競走大会について 

④ 第２７回はしうど杯卓球選手権大会について 

⑤ ２０１１年度平井文庫寄贈目録贈呈式について 

⑥ 平成２３年度京丹後市ＰＴＡ協議会研究大会 

⑦ 第１６回峰山ドッチボール大会について 

 

<文化財保護課> 

① 丹後建国１３００年事業 丹後二大古墳と古代タニワについて 

 

(3) その他 

 

９ 会 議 録  別添のとおり（全６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１月４日 

 

              委 員 長 小松 慶三 

 

署名委員 文珠 清道 
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平成２３年 第１５回京丹後市教育委員会会議録（詳細）       〈１２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、米田敦弘 

〔説 明 者〕 教育次長 吉岡喜代和、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、文化財保護課長 吉田誠 

〔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２３年 第１５回京丹後市教育委員会定例会」を開会致します。 

森委員さんの方も順調に回復されているということで、誠にうれしいことでございます。

１日も早く顔を見れることを期待したいと思っております。 

私の方からの報告をさせていただきますと、１１月９日に戦没者の追悼式に行かせてい

ただきました。また、１１月１１日はルビノ堀川で教育委員研修会があり、出席させてい

ただきました。そして、１１月１２日には小中学校の音楽フェスティバルに来賓として出

席させていただきました。また、１５日には、京丹後市の教育委員現職・OB 会の懇親会を

やらせていただきました。また１１月２１日から２２日まで、三重県松阪市の教育委員で

教育委員等視察・研修会に参加させていただきました。皆様におかれましては、ご苦労様

でございました。そして、１１月２６日には臨時の教育委員会会議を開催させていただき、

同日、平井嘉一郎文庫贈呈式がございました。皆様のご列席の下、贈呈式を取り回させて

いただいております。１１月２７日には、京丹後市ＰＴＡ研究大会が峰山総合福祉センター

で開催され、参加させていただきました。１１月３０日には、久しぶりに着物を着させて

いただきましての議会（本会議）に行かせていただき、そうした中での本日の定例会でご

ざいます。本日は、どうぞよろしくお願いいたします。 

続きまして、米田教育長から第１３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> 

今、委員長の報告にもありましたように、大変たくさんの研修や行事等の対応ご苦労様

でございました。１２月に入ってしまいましたけれども、慌しい毎日で年末が来るのかな

という気がしておりますけれども、教育委員会事務局も連日、全職員が一生懸命になりな

がら、抱えております大きな課題に挑戦してくれております。新しい年がちゃんと迎えら

れるように頑張りたいと思っております。 

来週の月曜日から３日間、１２月議会の一般質問を受けることになります。被災地の支

援や子どもたちの取り組みの状況、高等学校の学科改編の経緯、影響、ゆとり教育の評価、

指導主事設置の経緯や必要性、公民館再編、保育所再編、幼保一元化に関わっている質問

もございます。学校給食の食材、放射能検査等の質問もあります。ということで、非常に

たくさんの質問をいただいておりますけれども、教育委員会の状況をきちんと説明してい

きたいと思います。 
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それでは、動静について報告いたします。 

「平成２３年１１月２日～１２月５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１３回、第１４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。 

 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沿って議事を進めさせていただきます。 

 議案第６７号「京丹後市学校再配置基本計画実施方針の見直しについて」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。 

 

<米田教育長> 

 教育次長の方から説明をいたします。 

 

<吉岡教育次長> 

議案第６７号「京丹後市学校再配置基本計画実施方針の見直しについて」説明をさせてい

ただきます。議案と資料をご覧いただきたいと思います。再配置基本計画の中で実施方針に

つきましては、毎年ローリングして見直すこととしておりまして、当初は２３年度から２

６年度までを実施方針としておりましたが、再配置年月を２４年度から２７年度に見直し

をし、該当する学校を規定するものでございます。実施方針の表自体は、全体のものが書

いてありますが、内容としましては、期間を前期と後期に区分をしておりますが、この前

期の２７年度までの期間内に橘中学校を再配置することとしておりますので、実施方針の

再配置年月の２７年度に橘中学校を規定するものでございます。なお、拠点校につきまし

ては、表にありますように立地条件等総合的に判断し、網野中学校とさせていただいてお

ります。なお、ご承認いただきましたら、１２月議会の最終日に全員協議会の方で議会の

方には報告させていただこうと思っています。以上、ご審議のほどよろしくお願いいたし

ます。 

 

<小松委員長> 

  議案第６７号をご説明いただきました。 
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ご質問、ご意見等がございましたらお願いします。 

 

<文珠委員> 

 一箇所だけの見直しということですか。 

 

<吉岡教育次長> 

 年度を一年ずらした形の見直しなんですが、結果として２７年度に該当する学校という

のが橘中学校だけしかないので、橘中学校だけの見直しという結果になっています。２４

年度から２６年度については、従前のもので変更はありませんので、そのままの規定を引

き継ぐという形になります。 

 

<小松委員長> 

 これに関連してですが、児童数減少傾向が最初の時には、２６年まで提示されていると

思いますが、できればそれから以降、どういう経過でいくのかを計画当初から年数も経っ

ていますので、児童生徒数の推移を参考に資料として出していただきたいと思いますので、

よろしくお願いいたします。 

 

<文珠委員> 

 実施方針の見直しについての計画について、異議はございませんけれども、関連質問と

いいましょうか、ちょっと教えていただきたいと思います。議会にとりまして、地域や学

校の方に何年度かという報告をして、検討に入っていきますよというご連絡をされていっ

て、いくと思うんですけれども、どういう段取りで伝えていかれるのかというのをちょっ

とお聞かせいただきたいなと思っています。よく、私も聞かれまして、いつからなんだと。 

 

<吉岡教育次長> 

 学校再配置の基本計画全体につきましては、公表されておりますのでそれを見ていただ

ければ分かるのですが、実施方針につきましては、今回も見ていただきました４年計画の

形で示しておりますので、毎年これがずれていくという形になります。今回、橘中学校、

網野中学校の再配置については、２７年度というふうに示させていただいているんですが、

たまたま実施方針を４年としたために、去年までの計画の中には入っていなかったんです

が、前期の計画が５年ということになると、４年までの間に示されていない期間が１年し

かないので、自動的に橘中学校が網野中学校との再配置で２７年度になってしまうという

ことがすでに決まってしまっているようなものだったのですが、改めて実施方針として示

させていただいたのが、こういう形です。具体的に、各学校等の件なんですが、まず基本

的にいつもさせていただいているのが、ＰＴＡに最初に入らせていただいてまして、ＰＴ

Ａの方に説明をさせていただいております。ＰＴＡの方からご意見をいただきながら、同

時に次は地域の方に、区の役員さんと区長さんを通じてですが、話し合いをさせていただ

いておりまして、その中で一定のご理解がいただけるような状況になった段階で関係者の

方に集まっていただく準備協議会の立ち上げに向けての話し合いの場を設定させていただ

いております。地域の区長さん方、それからＰＴＡの役員さん、学校関係者、校長や教頭

先生です。それから、市民局にいる指導主事の先生にも来ていただいたりして話し合いを

進めていって、その中で具体的に再配置をそろそろやむを得ないだろうという判断をして
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いただけるようになった時に、準備協議会を正式に立ち上げをさせていただいて、その場

で方針を決めていくような形になっています。三津の経過からいっても、準備協議会が立

ち上がってすぐにその場で再配置の了解をしたということにならない場合もあります。そ

の協議会の中で、もう少し教育委員会の考え方や地元の意向とのすりあわせをしながら、

話し合いを進めていって２回目か３回目の協議会の時に、再配置についての了解をいただ

くよう手続きをとらせていただいています。 

 

 <小松委員長> 

  他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６７号「京丹後市学校再配置基本計画実施方針の

見直しについて」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。 

 

<小松委員長> 

異議なしと認め、承認いたします。 

それでは、次の議案に入らせていただきます。 

議案第６８号から議案第６９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。 

 

<小松委員長> 

 ご異議なしと認めます。よって議案第６８号「朝日ファミリー劇場“ピノッキオ”京丹

後市公演に係る後援について」、議案第６９号「第３９回京都府下お母さん合唱祭に係る

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> 

 これにつきましても、教育次長の方から説明をいたします。 

 

<吉岡教育次長> 

議案第６８号「朝日ファミリー劇場“ピノッキオ”京丹後市公演に係る後援」に係る後

援についてでございますが、この事業は、幼児から小学校の低学年を対象に、文化芸術に

日常的に触れ合うことができ、優れた舞台芸能の鑑賞の機会を設け、地域の文化振興と文

化人口の拡大を図ることを目的に開催されます。期日は平成２４年４月３日、会場は京都

府丹後文化会館、主催は京都府朝日会、申請は株式会社劇団飛行船、関西支社長 仁木 健

太氏でございます。 

続きまして、議案第６９号「第３９回京都府下お母さん合唱祭」に係る後援についてで

ございますが、この事業は、お母さんコーラスが日頃の練習の成果を発表しあうとともに、
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温かくやさしい雰囲気のもと、合唱交歓を通して心の交流を深めることを目的に開催され

ます。期日は平成２４年５月２７日、会場はアグリセンター大宮、主催は木曜コーラス、

申請は同会の田中 宏美氏でございます。参加は１０団体、入場予定２００名を計画され

ているようです。以上、後援議案についてよろしくお願いします。 

 

<小松委員長> 

  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６８号「朝日ファミリー劇場“ピノッキオ”京丹後市公演に係る後援につ

いて」ご質問、ご意見等がございましたらお願いします。 

 

<全委員> 

 異議なし。 

 

<小松委員長> 

 次に、議案第６９号「第３９回京都府下お母さん合唱祭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。 

 

<全委員> 

 異議なし。 

 

<小松委員長> 

それでは全体を通して、ご質問、ご意見等がありましたら、お願いします。 

  それでは、順次お諮りを致します。 

議案第６８号、「朝日ファミリー劇場“ピノッキオ”京丹後市公演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。 

 

<小松委員長> 

 異議なしと認め、承認いたします。 

次に、議案第６９号「第３９回京都府下お母さん合唱祭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。 

 

<小松委員長> 

 異議なしと認め、承認いたします。 

それでは引き続きまして、追加議案として議案第７１号が準備されておりますので、審議を

お願いしたいと思います。 

はじめに会議の非公開についてお諮りします。議案第７１号については、人事案件のため、
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京丹後市教育委員会会議規則第１６条第１項第１号の規程により、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> 

異議なしと認め、議案第７１号については非公開といたします。 

（議案第７１号について、審議可決） 

 

以上で本日の議事はすべて終了いたしました。 

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１１月期承認について 

 

(2) 各課報告 

<教育総務課> 

   ① 大宮中学校スクールバス事故について 

 

  <学校教育課> 

   ① １２月行事予定について 

 

<社会教育課> 

① たからの杜プロジェクト「郷土偉人展」について 

② 平成２３年度聴覚障害者研修会について 

③ 第４７回久美浜湾一周駅伝競走大会について 

④ 第２７回はしうど杯卓球選手権大会について 

⑤ ２０１１年度平井文庫寄贈目録贈呈式について 

⑥ 平成２３年度京丹後市ＰＴＡ協議会研究大会 

⑦ 第１６回峰山ドッチボール大会について 

 

<文化財保護課> 

① 丹後建国１３００年事業 丹後二大古墳と古代タニワについて 

 

<小松委員長> 

以上で第１５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。 

 

                          〈 閉会 午後３時４０分 〉 

 

［ １月定例会 平成２４年 １月 ４日（水） 午後１時 ］ 


