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福知山市教育委員会 

 

 
 
 



 

１ 開会の日時   平成２８年１０月１９日（水） 

                午後１時３０分 

 

２ 閉会の日時   平成２８年１０月１９日（水） 

                午後２時１９分 

 

３ 招集の場所   福知山市役所６階 ６０１会議室 

 

４ 出席委員の氏名 倉橋  德彦 

          塩見 佳扶子 

          大槻  豊子 

          和田  大顕 

          荒木  德尚 

 

５ 福知山市教育委員会会議規則第４条により列席したもの 

     教育部長           田 中  悟 

     教育委員会事務局理事     中川  清人 

     次長兼教育総務課長      芦 田  誠 

     教育総務課参事        藤田  一樹 

     次長兼学校教育課長      眞 下  誠 

     学校教育課参事兼教育総務課  一戸  香里 

     学校教育課参事        土家  邦子 

     学校教育課総括指導主事    端 野  学 

     学校給食センター所長     小林  隆則 

     次長兼生涯学習課長      﨑山  正人 

     中央公民館長         佐々木 和美 

     図書館中央館長        吉田  和彦 

 

６ 福知山市教育委員会会議規則第１５条による会議録作成者 

     次長兼教育総務課長      芦 田  誠 

 

 



７ 議事及び議題 

    別添のとおり 

 

８ 質問討議の概要 

    別紙会議録のとおり 

 

９ 決議事項 

    なし 

 

 

 

福知山市教育委員会会議規則第１５条により署名する者 
 

 

 

    福知山市教育委員会 委員長              

 

 

    福知山市教育委員会 委 員               

 

 

    福知山市教育委員会 委 員               

 

 

    福知山市教育委員会 委 員               

 

 

    福知山市教育委員会 委 員               

 

 

    教育委員会会議録調製者 教育部長             

 

 

 

 



 

教 育 委 員 会 会 議 録 
 

１ 開会 

  倉橋委員長が開会を宣告。 

 

  倉橋委員長  傍聴人から傍聴の申請があります。 

         許可をしてもよろしいでしょうか。 

 

  全委員    異議なし。 

 

  倉橋委員長  許可をさせていただきます。 

 

２ 前回会議録の承認 

   ９月に開催しました教育委員会会議録について、出席委員全員異議なく承認され 

   ました。 

 

３ 教育長報告の要旨 

  荒木教育長から以下の報告がありました。 

   １１月３日をもって福知山市の教育委員会制度が大きく変わります。教育委員長 

   と教育長を一本化した新教育長が１１月４日に誕生いたします。この趣旨という 

   のは、政治的中立性、継続性、安定性を確保しながら、教育行政における責任体 

   制を明らかにするものでございます。今日が、委員長にとっても私にとっても最 

   後の定例教育委員会議となります。 

   新教育長の選任についてですが、明日１０月２０日に教育委員会人事ということ 

   で市長から上程され、議員の採決によって決まります。世間から注目がある中で、 

   新教育長についての採決が行われますので、関心をもって見ていただきたいと思 

   います。 

  資料 

  「２期８年の教育行政を振り返る（Ｈ２０．１１～Ｈ２８．１１）」 

  （１）福知山市教育目標の設定 

 

  （２）教育・学習環境の整備 

    ・新学校給食センターの建設事業 

    ・中央図書館の建設 

     教育委員会の生涯学習機能満載の「市民交流プラザふくちやま」建設 

    ・市立図書館システム統合事業 

     図書館中央館と三町図書館のシステム化 

    ・南陵中学校南校舎改築事業 

    ・桃映中学校校舎改築事業 

    ・学校耐震化事業 

     平成２８年度末で１００％完了 

    ・平成２２年４月統合 公誠小、北陵中の上川口小、川口中への学校統合事業 

    ・シームレス学園構想の一環 

     平成２５年４月開校 夜久野学園 

     （夜久野３小学校、夜久野中学校統合 小中一貫校） 

    ・平成２７年３月閉校 三岳小の上川口小への学校統合事業 



    ・平成２７年３月閉校 川合小の細見小への学校統合事業 

    ・理科備品整備事業(小・中) 

    ・ＩＣＴ環境整備事業（幼・小・中） 

    ・学校図書整備事業（小・中） 

    ・幼稚園３歳児保育事業開始 

     幼稚園３・３・３の改革 

    ・小学校、中学校、幼稚園施設空調設備設置事業 

    ・学校トイレ改修事業 

 

  （３）全国レベルの大きな成果をあげた教育実践 

    ・特別支援教育グランドモデル事業 

     福知山市の取組みが全国に紹介されました。 

    ・英語教育 

    ・スーパー食育スクール 

    ・教育課程特例校 

     夜久野学園に英会話コミュニケーション科を創設 

 

  （４）新しい試みで成果をあげた実践 

    ・学校支援地域本部事業 

     現在「みんなの登校日」として地域的な取組みとなっています。 

    ・コミュニティスクール 

    ・地域未来塾事業 

     桃映中、成和中、六人部中ブロックで実施しています。 

 

  （５）本市の特色のある教育推進事業 

    ・文武向上プラン学校支援事業 

    ・下村脩グランプリ（理科ごころを育む事業）設立 

     福知山市出身の下村脩氏がノーベル化学賞を受賞 

    ・まなびのつながり強化推進事業 

    ・シームレス学園構想（保幼小中一貫連携教育）の推進 

    ・心の安定基地つくり事業 

    ・南陵中学校・人権（同和）教育「地区名を明らかにする教材」の見直し 

    ・いじめのアンケート 

     いじめの芽を摘む趣旨の徹底 

 

  （６）本市を代表する教育委員会所管の大きな事業（現在は市長部局に移管） 

    ・第２０回記念 福知山マラソン（１万人マラソン） 

 

  （７）教育委員会の改革 

    ・教育委員人事刷新 

     旧三町から１名、女性２名（うち、１名は保護者から） 

    ・指導室、事務局の刷新 

    ・教育委員会のホームページを開設 

    ・教育委員会自己点検・評価の議会報告と公表 

 

  （８）社会教育関係 

    ・公民館の平準化完了（合併協定の履行） 

    ・ＰＴＡ近畿ブロック研究大会京都大会本市開催 



    ・家族だんらんの日 

    ・京都府指定文化財 旧松村家住宅の保全・保護の課題解決 

    ・第２６回国民文化祭 京都２０１１ 

    ・真下飛泉歌碑移転事業 

    ・文化財図録（補遺版）作成事業 

    ・福知山の養蚕映像記録事業 

    ・丹波の漆かき（府指定 無形民俗）他市内伝統技術についてのシンポジウム 

    ・福知山市文化遺産活用実行委員会設立 

     文化財を通して地域の活性化を図る 

     「丹波の漆かき」「丹後二俣紙」「御勝八幡宮二十五年大祭」ＤＶＤ作成 

    ・福知山市天然記念物等総合調査事業 

     下六人部小学校のクスノキを市の文化財（天然記念物）に指定 

     菟原下 Ｐ／Ｔ境界（古世代・中世代の地層の境目）を市指定文化財（天然 

     記念物）に指定 

    ・放課後児童クラブ事業を教育委員会事業として実施 

     平成２８年度、６年生まで拡大し、全小学校で実施（全児童の３０％が利用） 

    ・子ども大会事業休止 

    ・地域公民館未設置中学校区に整備の取組開始 

 

  （９）その他 

    ・福知山球場電光（ＬＥＤ）掲示化（市民運動野球場のスコアボード） 

    ・近畿都市教育長協議会・研究協議会 福知山市が会場に 

    ・近畿都市教育長協議会・研究協議会 福知山市教育長発表 

     テーマ「伝統と文化を尊重し国際理解を深めるために」 

    ・図書及び食器購入に係る住民訴訟（損害賠償請求）判決 

     地裁、高裁、原告最高裁に上告されましたが却下「全面勝訴」 

 

  忘れられないこと 

    ・佐藤八重子さん（本市に御縁・東京在住） 

     市立図書館、学校などに高額の浄財の御寄贈をいただきました 

    ・福知山警察署の協力を得て、青少年の健全育成の取組みに成果をあげたこと 

    ・交通事故、水難事故、病気などで数名の若い命を失ったこと 

    ・花火大会事故（平成２５年）で、数名の子どもが負傷したこと 

    ・教職員の不祥事（管理職の人身に係る交通事故他） 

 

  備忘事項 

    ・平成３４年 第５９回全国小学校家庭科教育研究大会 

     （福知山市開催で調整中） 

 

  資料１ 

  （１）発達障害者支援法の一部を改正する法律（平成２８年５月２５日成立）の施 

   行について 

   ・改正法制定の趣旨(要約) 

    発達障害支援法が平成１７年４月１日に施行されてから１０年が経過し、さら 

    に乳幼児期から高齢者までの切れ目のない支援など、時代の変化に対応したよ 

    りきめ細やかな支援が求められています。 

    我が国においては、障害者基本法の一部を改正する法律や障害を理由とする差 

    別の解消の推進に関する法律の成立などの法整備が行われるなど、共生社会の 



    実現に向けた新たな取組みが求められています。 

    法改正は、こうした状況に鑑み発達障害者の支援の一層の充実を図るため、所 

    要の措置を講じようとするものであります。 

   ・改正の目的 

    切れ目なく発達障害者の支援を行うことが特に重要であることに鑑みること及 

    び障害者基本法の基本的な理念にのっとること等を規定するものとしたこと。 

   ・「発達障害者」の定義 

    発達障害がある者であって、発達障害及び社会的障壁により日常生活又は社会 

    生活に制限をうけるものとしたこと。 

   ・「社会的障壁」の定義 

    発達障害がある者にとって、日常生活又は社会生活を営む上で、障壁となるよ 

    うな社会における事物・制度・慣行・観念・その他一切のもの。 

   今回の「発達障害者支援法」改正のうち、重要なポイント例 

   ・発達障害者の支援は「社会的障壁」を除去すること。 

   ・乳幼児期から高齢期まで切れ目のない支援。教育・福祉・医療・労働などが緊 

    密に連携すること。 

   法律が改正され改めなければならないことを御承知おきください。 

 

  （２）平成２８年度公開事業検証実施概要 

   ・実施目的 

    公開事業検証は、市の各事業の課題を明らかにし、事業を効率的、効果的なも 

    のにつくりかえることを目的として、平成２８年度から実施する全事業の棚卸 

    しにおいて、その一部を市民に広く公開して実施することにより、事業棚卸の 

    透明性を高め、市民の市政への理解促進、信頼感の醸成を図ることを目的とし 

    ています。 

   ・実施日時 

    平成２８年１０月２２日（土）９時３０分から１６時３５分まで 

    平成２８年１０月２３日（日）９時３０分から１６時３５分まで 

   ・実施会場 

    福知山市公立大学４号館 

    福知山市字堀（西小谷ヶ丘）３３７０番地 

   ・対象事業及びスケジュール 

    平成２８年度公開事業検証対象事業（２８事業） 

   ・実施体制 

    ２班体制 

    コーディネーター１名、行政改革推進委員１～２名、外部有識者２～３名で構 

    成。 

    説明者は、市の各事業所管課 

    １事業あたり４５分間を目安とし、１班で１日７事業を検証 

   ・教育委員会の対象事業 

    ①ＡＥＴ配置活用事業 

    ②文武向上プラン学校支援事業 

    ③情報教育環境整備事業 

    ④放課後児童クラブ事業 

   事業の目的、意義、効果、見通しなどを説明しなければならないということです。 

   ＜参考＞両丹日日新聞１０月８日のニュース 

    外部の視点で各事業を点検し、市長に意見や提言をする「市行政改革推進委員 

    会」が設置され、委員長には、神戸市行政経営アドバイザー、総務省地方財政 

    審議会特別委員などを務める上村氏、副委員長には、龍谷大学政策学部准教授 



    の深尾氏が選ばれ取組みがスタートしました。 

    意見交換では、「棚卸しは、廃止か存続かという２択のイメージがあるが、事業 

    をどう良いものにしていくかが大事。どうしても廃止する場合は、代案も出し 

    ていきたい」「市民の満足度も事業評価に加えたらどうか」など意見を交わして 

    いた。 

   このあたりにも、今回の棚卸しの性格が垣間見えるということではないかと思い 

   ます。 

 

  （３）福知山市教職員組合（畔栁晋介執行委員長）より、委員長、教育長宛「労働 

   安全衛生体制の整備・充実に関する緊急申し入れ」が文書でなされました。 

   「教職員の勤務実態は、長時間・過密勤務がますます深刻化し健康が脅かされ、 

   精神疾患による病気休暇や病気休職の教職員も増加傾向にある」「現在各職場にお 

   いては、教頭が衛生推進者として、職場の労働環境の整備などその職務にあたる 

   とされていますが、十分機能していない状況も見受けられます」として３項目の 

   申し入れを受けました。 

    ①「福知山市学校教職員労働安全委員会」を設立し、教職員の安全衛生管理体 

     制を充実すること。 

    ②早急に、今年度の「市立学校教職員の勤務実態に関する検討会」を開催する 

     こと。 

    ③昨年１２月から義務付けされた「ストレスチェック」をすべての教職員に対 

     して、１１月３０日までに実施すること。 

  ＜参考＞ 

    平成２７年１２月より施行のストレスチェック制度は、定期的に労働者のスト 

    レス状況について検査を行い、本人にその結果を通知して自らのストレスの状 

    況について気づきを促し、個人のメンタルヘルス不調のリスクを低減させると 

    ともに、検査結果を集団的に分析し、職場環境の改善につなげる取組みです。 

    「労働安全衛生法」が改正され、労働者が５０人以上いる事業所では、平成２ 

    ７年１２月から、毎年１回、この検査をすべての労働者に対して実施すること 

    が義務付けられております。 

  労働者の人数に係らず、ストレスチェックを実施し、健康安全に努めてもらいたい 

  ということではないかと思います。緊急申し入れの対応については、事務局で考え 

  ていきたいと思っています。このような申し入れがあったことを御承知おきくださ 

  い。 

 

  （４）平成２８年度京都府健康教育推進優良校表彰 

    健やか奨励賞 上川口小学校 

    表彰式  

     日時 １１月２４日午前１０時 

     会場 京都テルサ 

 

  （５）佐藤八重子さん 紺綬褒章受章 

    寄付金が１５００万円以上の寄付者など、多額に上る場合は併せて賞杯が授与さ 

    れます。 

 

 倉橋委員長   教育長から５点、報告をいただきました。 

         御質問、御意見はありませんか。 

 

 全委員     特になし。 

 



４ 教育委員会 報告・説明事項について 

 倉橋委員長   本日は、決議事項はありませんので、報告事項をお願いします。 

         教育長後援承認事項について説明をお願いします。 

 

 （１）教育長後援承認事項について 

 由里教育総務課長補佐兼企画管理係長  ～資料に基づき報告～ 

 №53  京都府中学校教育研究会進路指導研究大会 

 №54  映画「校庭に東風吹いて」上映会 

 №55  第５７回両丹中学校ソフトテニス新人大会 

 №56  ＪＡ全農ＷＣＢＦ少年野球教室 福知山教室 

 №57  ２０１６年度ピティナ・ピアノステップ丹波地区 

 №58  京都府柔道連盟強化錬成会兼第２８回福知山少年少女柔道交流大会 

 №59  家庭教育講演会 

 

 倉橋委員長   後援承認について、御質問や御意見がありましたらお願いします。 

 

 和田委員    映画「校庭に東風吹いて」上映会についてお聞きします。 

         大人も子どもも感性を豊かにする取組み、心を耕す取り組みは、非 

         常に大事だと思っています。今回、良い映画を上映されるという思 

         いとともに、フィルムを借りるのに必要な費用に伴う入場料の徴収 

         は当然だと思いますが、収支について差引ゼロの予算案になってい 

         るのかをお伺いしたい。 

 

 眞下次長兼学校教育課長 

         今回、実施されるにあたりまして、１，０００円を協力金として徴 

         収されるということです。収支の状況については、提出いただいて 

         おりませんが、市への後援依頼書には添付しているということであ 

         りますので、事業実施終了後、報告書を提出していただく際に、収 

         支報告書の提出をお願いしてまいりたいと思っております。 

         福知山市教育委員会後援承認に関する取扱要綱では、収益を目的に 

         したものは承認しないという前提がございますので、その点につい 

         ては、申請時にお話しさせていただき、理解していただいた上で、 

         書類を提出いただいていると認識しております。 

 

 和田委員    ２０１６年度ピティナ・ピアノステップ丹波地区についてお聞きし 

         ます。 

         会場がいちじま大ホールとなっていますが、後援を承認されました 

         根拠をお伺いしたい。 

 

 﨑山次長兼生涯学習課長 

         承認にあたりまして、開催場所については、過去から検討されてき 

         た経過があります。会場設備の都合などがありまして、市外ですが 

         ７割ほどが福知山市内からの参加者であるという実績がありますの 

         で後援承認したものです。 

 

 倉橋委員長   以前からこちらの会場なのでしょうか。 

 

 﨑山次長兼生涯学習課長 



         そのとおりです。 

 

 倉橋委員長   他に質問はありますか。 

 

 全委員     特になし。 

 

 倉橋委員長   承認いただいているということで、事後承認とさせていただきます。 

         教育長から報告がありましたように、１１月４日から新教育委員会 

         制度となります。教育長は３日で退任となります。８年間、本市の 

         教育充実の推進に御努力いただいたと思っております。改めてお礼 

         を申し上げたいと思います。ありがとうございました。 

         来月からは、新教育長が議事を進められますので、私も公式の場は 

         本日で終わりになります。お世話になりありがとうございました。 

 

５ 閉会 

 倉橋委員長が閉会を宣言。 


