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宮津市教育委員会 

 

 

 



 

教育委員会の活動状況 

 

１ 教育委員について 

宮津市教育委員会委員 

役職名 氏名 

教育長 山本 雅弘 

教育長職務代理者（～9/30） 速石 直美 

教育長職務代理者（10/1～） 伊藤 正 

委員（～9/30） 速石 直美 

委員（10/1～） 伊藤 正 

委員 田崎 浩二 

委員 尾﨑 里花子 

委員 藤井 陽子 

 

２ 教育委員会会議の開催状況 

  会議は、毎月１回開催、また、臨時会は必要に応じて開催し、実績として定例会は 12回、臨時

会は３回実施し、教育行政に関する重要事項等を審議した。 

【４月定例会】 

 教育長の報告 

（議事） 

  議第 15号 令和 2年度宮津市立小学校及び中学校の校務分掌に係る主任等の承認について 

  議第 16号 宮津市立図書館協議会委員の委嘱について 

（報告） 

報告第 2号 専決処分の承認を求めることについて 

  報告第 3号 令和 2年度教育課程編成表及び校務分掌表（幼稚園・小学校・中学校）について 

  報告第 4号 宮津市立幼稚園・小学校・中学校の園児児童生徒数について 

【５月定例会】 

 教育長の報告 

（議事） 

議第 17号 宮津市立公民館条例の一部改正について 

（報告） 

  報告第 5号 専決処分の承認を求めることについて 

【６月定例会】 

 教育長の報告 

（議事） 

  議第 18号 令和 2年度宮津市一般会計補正予算（第 5号）（教育委員会関係分）について 

（その他） 

  ・社会教育施設等の再開対応について（報告） 

 



 

【７月定例会】 

教育長の報告 

（議事） 

  議第 19号 令和 2年度宮津市一般会計補正予算（第 6号）（教育委員会関係分）について 

（報告） 

  報告第 6号 市立学校の教育職員の勤務時間の上限に関する方針の改訂について 

【８月定例会】 

 教育長の報告 

（議事） 

議第 20号 令和 3年度宮津市立小学校使用教科用図書の採択について 

  議第 21号 令和 3年度宮津市立中学校使用教科用図書の採択について 

  議第 22号 令和元年度宮津市一般会計歳入歳出決算（教育委員会関係分）について 

  議第 23号 令和 2年度宮津市一般会計補正予算（第 7号）（教育委員会関係分）について 

【９月定例会】 

 教育長の報告 

（議事） 

  議第 24号 宮津市立小学校及び中学校に勤務する府費負担教職員の自己啓発等休業取扱 

        要領について 

  議第 25号 宮津市立図書館協議会委員の委嘱について 

（報告） 

  宮津市教育委員会教育委員の任命について 

（その他） 

  ・プレス情報について 

【10月臨時会】 

新教育委員について 

教育長職務代理者の指名 

【10月定例会】 

 教育長の報告 

（議事） 

  議第 26号 宮津市立公民館条例の一部を改正する条例の施行期日を定める規則の制定に 

        ついて 

  議第 27号 宮津市放課後児童健全育成事業実施要綱の一部を改正する要綱について 

（その他） 

  ・プレス情報について 

【11月定例会】 

 教育長の報告 

（議事） 

  議第 28号 用途廃止に伴う財産の引継ぎについて 

  議第 29号 令和 2年度宮津市一般会計補正予算（第 8号）（教育委員会関係分）について 



 

（報告） 

  報告第 7号 専決処分の承認を求めることについて 

（その他） 

  ・令和 2年度宮津市教育フォーラム概要（案）について 

【12月定例会】 

 教育長の報告 

（議事） 

  議第 30号 宮津市教育委員会事務事業点検評価について 

  議第 31号 令和 3年度事務局及び学校その他の教育機関の職員（府費負担教職員を除く） 

 の定期人事異動方針について 

  議第 32号 宮津市会計年度任用職員の退職の承認について 

  議第 33号 公民館職員の解嘱について 

（その他） 

  ・プレス情報について 

【1月定例会】 

 教育長の報告 

（議事） 

議第１号 宮津市教育委員会事務局職員の任免について 

（その他） 

  ・宮津市文化財保護審議会委員のご逝去について（報告） 

【2月定例会】 

 教育長の報告 

（議事） 

議第 2号 令和 2年度宮津市一般会計補正予算（第 12号）（教育委員会関係分）について 

  議第 3号 令和 3年度宮津市一般会計予算（第 1号）（教育委員会関係分）について 

  議第 4号 宮津市学校給食費徴収条例の一部を改正する条例について 

  議第 5号 宮津市学校給食費徴収条例施行規則の一部を改正する規則について 

  議第 6号 宮津市学校給食委員会規則の一部を改正する規則について 

  議第 7号 宮津市食育及び給食指導巡回車両運行管理規程の一部を改正する規程について 

（その他） 

  ・幼稚園、小中学校等の卒業証書授与式への出席について 

【2月臨時会】 

（議事） 

  議第 8号 宮津市立小中学校の校長及び教頭の任免内申について 

（その他） 

  ・宮津市教育に関する事務の職務権限の特例に関する条例の制定について 

 

 

 



 

【3月臨時会】 

（議事） 

  議第 9号 宮津市立小中学校の教職員（一般職）の任免内申について 

議第 10号 宮津市教育に関する事務の職務権限の特例に関する条例の制定に係る意見に 

ついて 

【3月定例会】 

教育長の報告 

（議事） 

  議第 11号 重要文化財旧三上家住宅条例施行規則の一部を改正する規則について 

議第 12号 宮津市小中一貫教育研究推進協議会設置要綱を廃止する要綱について 

議第 13号 宮津市学校評議員及び幼稚園評議員取扱要綱の一部を改正する要綱について 

議第 14号 宮津市地域学校協働活動推進員設置要綱の制定について 

議第 15号 宮津市民体育館条例施行規則を廃止する規則について 

議第 16号 宮津市スポーツ推進委員に関する規則を廃止する規則について 

議第 17号 宮津市教育委員会事務局事務分掌規程の一部を改正する規程について 

議第 18号 宮津市教育委員会基本規則の一部を改正する規則について 

議第 19号 宮津市立学校における学校運営協議会の設置等に関する規則等の一部を改正 

        する規則について 

議第 20号 宮津市通学路安全推進協議会設置要綱の一部を改正する要綱について 

議第 21号 令和 2年度宮津市一般会計補正予算(第 14号)(教育委員会関係分)について 

議第 22号 宮津市いじめ防止対策推進委員会委員の委嘱について 

議第 23号 宮津市教育委員会事務局及び教育機関職員の任免について 

議第 24号 宮津市教育大綱・教育振興基本計画について 

議第 25号 令和 3年度宮津市教育の重点について 

議第 26号 宮津市学力向上プランについて（報告） 

（報告） 

  報告第 1号 専決処分の承認を求めることについて 

報告第 2号 委員会及び学校その他の教育機関の職員(府費負担教職員を除く。)で、臨時 

的任用及び会計年度任用職員に係るものの任免について 

（その他） 

  ・幼稚園、小中学校等の入学式への出席について 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

３ 総合教育会議 

  地方教育行政の組織及び運営に関する法律第１条の４第１項の規定に基づき、市長と教育委員

会が教育行政に関する意見交換等を行う宮津市総合教育会議を開催した。 

【第１回】 

  日  時  令和３年１月 26日(火)午後 1時 30分 

  議 事 次期「宮津市教育大綱・教育振興基本計画」の策定について 

       （1）令和元年度教育委員会事務事業点検評価について 

       （2）宮津市総合計画の中間案について 

       （3）宮津市教育大綱・教育振興計画の骨子について 

 

【第２回】 

  日  時  令和３年 2月 15日(月)午後 2時 30分 

  議 事 次期「宮津市教育大綱・教育振興基本計画」の策定について 

       （1）宮津市教育大綱・教育振興計画の中間案について 

【第３回】 

  日  時  令和３年 3月 26日(月)午後 1時 30分 

  議 事 次期「宮津市教育大綱・教育振興基本計画」の策定について 

       （1）宮津市教育大綱・教育振興計画中間案に対するパブリックコメントの実施結果

について 

（2）宮津市教育大綱・教育振興計画の最終案について 

          

４ 教育委員会の活動状況 

  教育委員の責務は、市教育行政における重要事項や基本方針を決定するなど、市の教育行政全

般にわたることから、教育委員会会議を定期的又は必要に応じ開催したほか、教育委員会会議以

外の対象となる事項は、別途、研究協議会を開催し、教育委員の共通理解を図った。 

  市内幼稚園２園、小学校６校、中学校３校、高等学校３校の入学式等の式典出席のほか、新型

コロナウイルス感染症防止対策を行い規模縮小がなされるなか実施された運動会や体育祭など

の各種行催事に参加するとともに、学校関係者との意見交換を行い、教育現場の実態把握や情報

収集に努めた。また、宮津市成人式、中学生の主張大会等教育委員会主催事業のほか、宮津市人

権市民のつどい等の各種行事に参加した。 

 


