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福知山市教育委員会 

 

 
 
  



 

１ 開会の日時   令和元年５月２３日（木） 

                午後１時３０分 

 

２ 閉会の日時   令和元年５月２３日（木） 

                午後１時４７分 

 

３ 招集の場所   市民交流プラザふくちやま 視聴覚室 

 

４ 出席委員の氏名 端 野  学 

          倉橋  德彦 

          塩見 佳扶子 

          和田  大顕 

          大槻  豊子 

 

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             前 田  剛 

     教育委員会事務局理事       森 山  真 

     教育総務課長           牧  正 博 

     教育総務課担当課長        貴田  直子 

     次長兼学校教育課長        﨑山  正人 

     学校教育課担当課長兼教育総務課  伊豆  英一 

     学校教育課担当課長        土家  邦子 

     学校教育課総括指導主事      井上  雅道 

     学校給食センター所長       村瀬  勝子 

     生涯学習課長兼中央公民館長    八瀬  正雄 

     図書館長             浅田  久子 

 

 

 

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 

     教育総務課長           牧  正 博 

  



 

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 

    議第２号  原案どおり可決、承認 

    議第３号  原案どおり可決、承認 

 

 

 

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 教育長              

 

 

    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 

  端野教育長が開会を宣告。 

 

  端野教育長  次に、現在のところはありませんけれども、傍聴人から傍聴の申請 

         がありましたら許可をしてもよろしいでしょうか。 

 

  全委員    異議なし。 

 

  端野教育長  許可をさせていただきます。 

 

２ 前回会議録の承認 

  端野教育長  前回の会議録については、異議ありませんでしょうか。 

 

  全委員    異議なし。 

 

  端野教育長  それでは、異議がなければ承認をお願いします。 

         あとで会議録に署名をお願いしたいと思います。 

 

３ 教育長報告の要旨 

  端野教育長から以下の報告がありました。 

  （１）福知山市議会臨時議会 令和元年５月１０日１０時００分から５月１７日 

   ア 議長   芦田 眞弘 議員 

   イ 副議長  髙橋 正樹 議員 

   ウ 監査委員 足立 伸一 議員 

   エ 会派 

   （ア）福知山市議会公明党 

    ○大谷 洋介、足立 伸一、吉見 茂久 

   （イ）日本共産党福知山市会議員団 

    ○吉見 純男、塩見 卯太郎、紀氏 百合子、中村 初代、金澤 栄子 

   （ウ）蒼士会 

    ○野田 勝康、髙橋 正樹、足立 治之 

   （エ）大志の会 

    ○桐村 一彦、馬谷 明美 

   （オ）福知山未来の会 

    ○森下 賢司、田中 法男、小松 遼太 

   （カ）親政会 

    ○中嶋 守、芦田 眞弘、柴田 実、田渕 裕二、大槻 泰徳、藤本 喜章 

     尾嶋 厚美 

   （キ）所属なし 

     荒川 浩司 

   オ 特別委員会 

   （ア）教育厚生委員会 

    ◎中嶋 守、○桐村 一彦、野田 勝康、吉見 茂久、藤本 喜章 

     小松 遼太、金澤 栄子 



   （イ）総務防災委員会 

    ◎森下 賢司、○尾嶋 厚美 

   （ウ）産業建設委員会 

    ◎吉見 純男、○馬谷 明美 

   （エ）予算審査委員会 

    ◎野田 勝康、○吉見 純男 

   （オ）決算審査委員会 

    ◎野田 勝康、○吉見 純男 

   （カ）議会運営委員会 

    ◎塩見 卯太郎、○藤本 喜章 

   （キ）由良川改修促進特別委員会 

    ◎田渕 裕二、○吉見 茂久 

  ５月１０日から１７日まで、臨時議会が開かれました。新しく議場に集まられた、 

  新しい議員さんの中での臨時議会でありました。 

  その中で、議長、副議長、監査委員が選任され、会派の編成、特別委員会の編成等 

  が行われました。教育厚生委員会については、全員の名前を書かせていただきまし 

  たが、中嶋議員が委員長、桐村議員が副委員長ということで、７名の方々にお世話 

  になるということです。 

  そのほかの６委員会は、正副の議員さんのみ、書かせていただきました。 

  新聞報道等もありましたので、御存じかと思いますが、このような形でスタートを 

  しましたので、よろしくお願いします。 

 

  （２）本年度の中丹教育局並びに管内３市の指導主事・社会教育担当者（別紙） 

  本年度の中丹教育局並びに中丹管内３市の指導主事、社会教育担当者の一覧をつけ 

  ております。 

  ２ページは、中丹教育局の学校教育、社会教育の担当の指導主事の一覧です。 

  ３ページは、管内の指導主事会議の資料をコピーしたもので、各市の担当者の一覧 

  です。 

  ４ページは、研究発表会等の開催日の一覧で、福知山市は、府指定学力向上システ 

  ム開発校の南陵中学校が、２年目で１１月１４日に、また、府小学校教育研究会の 

  修斉小学校の特別活動が、３年目で１１月１５日に開催されます。 

  委員の皆さんには、また御案内させていただきますが、参観なり、当日の出席をお 

  世話になりたいと思いますので、よろしくお願いします。 

  ５ページから６ページは、管内の事業指定状況の一覧で、３市の小中学校が、それ 

  ぞれ上がっておりますが、こういった事業を各学校が受け、期間は別ですが、取り 

  組むことになっております。講評付のものやそうでないもの、教育内容のものと人 

  員配置等の違いはありますが、今後展開されるということです。 

 

  （３）小学校及び中学校施設整備指針の改定について（別紙） 

  小学校及び中学校施設整備指針の改定についてということで、別紙として資料をつ 

  けております。「はじめに」のところで、平成１３年３月から平成２８年３月まで、 

  そのときの教育内容の方針や実施計画、実施内容、学習指導要領等々、新たな教育 

  課題が出たときに、こういった施整設備の中身についても、改定されているという 

  ことです。 

  次のページの「整備指針の表現」ということで、「重要である」、「望ましい」、「有効 

  である」ということで、軽重をつけた表現になっています。 

  １ページに「改訂の視点」が７点あります。１点目は、新学習指導要領への対応、 

  ２点目は、ＩＣＴを活用できる施設整備、３点目は、インクルーシブ教育システム 



  の構築に向けた取組、４点目は、教職員の働く場としての機能向上、５点目は、地 

  域との連携・協働の促進、６点目は、学校施設の機能向上、７点目は、変化に対応 

  できる施設整備ということが、改訂の視点として上げられています。 

  そのほか、全部上げますとかなり分厚いものになりますので、重立ったもののみ、 

  改訂後と改訂前の新旧対照表をつけております。特に、アンダーライン等で記され 

  ているあたりが、キーワード、ポイントになるということです。ひとつひとつ読み 

  上げませんが、こういった施設整備の部分での指針が、時々の教育内容、また教育 

  の事業等により、改訂が加えられ、その方向で整備をしていく一つの基準ではない 

  かと感じています。 

  今後、各学校、市としては、こういった点での整備や充実をさせていくための一つ 

  の視点、一つの参考になると思いましたので、上げさせていただきました。 

  以上３点報告しましたが、御質問、御意見はありませんか。 

 

 全委員     特になし。 

 

 端野教育長   それでは、次に議題に入ります。 

 

４ 議事 

 （１）議第２号（福知山市立図書館協議会委員の任命について） 

 端野教育長   「福知山市立図書館協議会委員の任命について」説明をお願いしま 

         す。 

 

 浅田図書館長   ～資料に基づき説明～ 

         議第２号「福知山市立図書館協議会委員の任命について」御説明い 

         たします。 

         資料につきましては、会議案２ページから５ページまでとなります。 

         ４ページを御覧ください。 

         福知山市立図書館協議会委員につきましては、福知山市立図書館条 

         例第７条により定められております。 

         学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行 

         う者並びに学識経験のある者の中から委嘱し、又は任命するという 

         ことで、任期は２年としております。 

         ３ページを御覧ください。 

         任期が、平成３０年６月１日から令和２年５月３１日までというこ 

         とで、学校教育関係の市立学校長会と市学校教育振興会を兼務とい 

         う形で、衣川有仁小学校長にお世話になっておりましたが、３月３ 

         １日付けで御退職されましたことにより、市立学校長会と市学校教 

         育振興会の枠が空席になりましたので、このたび、市立学校長会か 

         ら青木有仁小学校長、市学校教育振興会から山路先生を御推薦いた 

         だきましたので、新たに任命するものでございます。 

         説明は以上でございます。よろしく御審議いただきますようお願い 

         いたします。 

 

 端野教育長   御質問、御意見はありませんか。 

 

 全委員     特になし。 

 

 端野教育長   議第２号について承認ということでよろしいでしょうか。 



 

 全委員     異議なし。 

 

 端野教育長   それでは、異議がないので可決承認いたします。 

         次に、議第３号「福知山市立図書館条例施行規則の一部を改正する 

         規則の制定について」説明をお願いします。 

 

 （２）議第３号（福知山市立図書館条例施行規則の一部を改正する規則の制定につい 

         て） 

  浅田図書館長    ～資料に基づき説明～ 

         「福知山市立図書館条例施行規則の一部を改正する規則の制定につ 

         いて」御説明いたします。 

         資料につきましては、会議案６ページから１５ページまでとなりま 

         す。 

         ８ページの新旧対照表を御覧ください。 

         福知山市立図書館条例施行規則第１０条第２項に、福知山市立図書 

         館の利用券の交付を受けることができる者は、次の各号のいずれか 

         に該当するものとするということで、第４号に１６市町が上がって 

         おります。その中で、５月１日に篠山市が丹波篠山市に市名を変え 

         られましたので、施行規則につきましても、５月１日からの適用と 

         いうことで、改正させていただくものでございます。 

         説明は以上でございます。よろしく御審議いただきますようお願い 

         いたします。 

 

 端野教育長   御質問、御意見はありませんか。 

 

 全委員     特になし。 

 

 端野教育長   議第３号について承認ということでよろしいでしょうか。 

 

 全委員     異議なし。 

 

 端野教育長   それでは、異議がないので可決承認いたします。 

         次に報告・説明事項の教育長決裁による後援承認事項について説明 

         をお願いします。 

 

５ 教育委員会 報告・説明事項 

 （１）教育長決裁による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～ 

 №10 ＪＡ京都にのくに「親と子の交通安全ミュージカル」魔法園児 マモルワタル 

 №11 2019年 YMCA水上安全キャンペーン 

 №12 第２４回 ペタンクジャパンオープン 

 №13 第４７回京都ブロック大会福知山大会 

 №14 第４１回全国スポーツ少年団軟式野球交流大会京都府予選 北部ブロック予選 

 №15 健康ボウリング教室 

 №16 第５回記念たんぼラグビーin京都・福知山 

 

 端野教育長   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。 



 

 全委員     特になし。 

 

 端野教育長   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。 

 

６ 閉会 

 端野教育長が閉会を宣言。 


