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令和３年第５回教育委員会定例会会議録 

１ 日時・場所 

令和３年５月１９日（水）午前１０時００分 

京田辺市役所３０１・３０２会議室 

２ 出席委員 

教育長 山岡 弘高 

委員（教育長職務代理者） 西村 和巳 

委員 藤原 孝章 

委員 上村 真代 

委員 伊東 明子 

３ 出席職員 職・氏名 

教育部長 藤本 伸一 

教育指導監 中井 達 

教育部副部長 鈴木 一之 

教育総務室担当課長 北尾 卓也 

こども・学校サポート室総括指導主事 片山 義弘 

学校教育課長 藤井 勝久 

中学校給食準備室長 西村 明 

中学校給食準備室統括主幹 礒谷 惠市 

社会教育課長 佐路 清隆 

輝くこども未来室長 西尾 康宏 

輝くこども未来室担当課長 内野 文彦 

輝くこども未来室企画係長 田原 暁 

事務局 教育総務室担当課長補佐 吉岡 正泰 

 (兼務職記載省略) 

４ 日程 

１ 開会宣告  

２ 議事日程報告  

３ 日程第１ 教育行政報告  

４ 日程第２ 協議 令和３年度６月補正予算（案）について 

５ 日程第３ 議案第２０号 学校運営協議会委員の委嘱等について 

６ 日程第４ 議案第２１号 京田辺市生涯学習推進協議会委員の委嘱につい

て 

７ 閉会宣告  
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１ 開会宣告 

教育長 令和３年第５回京田辺市教育委員会定例会を開会いたします。出席数は５名で、定

足数を満たしております。 

事務局の方でこの後手続がありますので、暫時休憩いたします。 

（休 憩） 

教育長 再開いたします。 

出席数は５名です。 

 

２ 議事日程報告 

教育長 本日の議事日程は、さきにお配りさせていただいたとおりです。 

 

３ 日程第１、教育行政報告 

教育長 日程第１、教育行政報告を議題とします。 

教育部長 教育行政報告をします。 

４月２２日 山城教科用図書採択地区協議会が山城教育局で開催されました。 

同日、山城地方市町村合同結核審査会、山城地方教育長会議が山城教育局で開催されま

した。 

２４日 市文化協会総会が中央公民館で開催されました。 

３０日 府内市町（組合）教育委員会教育長会議がウェブシステムにより開催されまし

た。 

５月１日 令和３年度京田辺ネットワークの会かがやき総会が書面議決により開催され

ました。 

１０日 部落解放・人権政策確立要求市実行委員会総会が書面開催されました。 

１１日 府市町村教育委員会連合会幹事会が書面開催されました。 

１４日 市平和都市推進協議会総会が書面開催されました。 

１７日 市民まつり設立総会が全員協議会室で行われました。 

本日、定例会です。 

次の議会報告は、別紙１で説明をさせていただきます。 

５月１１日 市議会臨時会があり、役員改選が行われ、議長に松村博司議員、副議長に

河本隆志議員が就任されました。 

教育部を所管する文教福祉常任委員会委員は、委員長に岡本亮一委員、副委員長に上田

毅委員、委員に榎本昂輔委員、岡嶋一晃委員、片岡勉委員、南部登志子委員が就任されま

した。 

続きまして、新型コロナウイルス感染症の対応に関し、別紙２で説明をさせていただき

たいと思います。 

４件の新型コロナウイルス感染症の発生が小・中学校でございました。 

１件目の薪小学校の事案は、４月２４日に第５学年の児童の感染が判明し、同日から３

０日まで第５学年の学年閉鎖を実施したものです。 
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濃厚接触者に該当する児童、職員はおりませんでしたけれども、保健所において、スク

リーニング検査が実施されました。検査の結果、新たな感染者は認められませんでしたの

で、予定より早く、３０日から授業を再開したところです。 

２件目の田辺小学校の事案は、２５日に第６学年の児童の感染が判明し、同日から２８

日まで学年閉鎖を実施しました。濃厚接触者はいなかったということですが、スクリーニ

ング検査実施のため、５月１日まで学年閉鎖を延長しました。検査の結果、新たな感染者

が判明したため、５月５日まで学年閉鎖を延長しました。その後の調査の結果、学校での

感染拡大がないということで、５月６日から授業を再開しております。 

３件目は、田辺中学校の職員の事案です。４月２４日に感染が判明しましたが、濃厚接

触者に特定される生徒、職員はおりませんでしたので、学校は通常どおり運営していると

ころです。 

４件目は、大住中学校の事案です。５月９日に第２学年の生徒への感染が判明しまし

た。５月１０日から１２日までの間、学年閉鎖したところです。濃厚接触者に特定される

生徒、職員はおりませんでしたので、１３日から通常どおりの授業を再開しました。 

教育長 これから質疑に入ります。質疑はありませんか。 

         （「なし」と言う者あり） 

教育長 質疑なしと認めます。 

日程第１、教育行政報告を終わります。 

 

教育長 日程第２、協議から日程第４、議案第２１号までは会議の公開について、京田辺市

教育委員会会議規則第１７条第１項第３号に規定する「個人に関する情報を含み、会議を

公開することにより個人の権利利益を害するおそれのあること」もしくは第４号「会議を

公開することにより関係機関の事務の執行に関し、著しい支障が生じるおそれのあること

」に該当すると思われますので、会議を公開しないこととしてよろしいでしょうか。 

         （「異議なし」と言う者あり） 

教育長 地方教育行政の組織及び運営に関する法律第１４条第７項の規定により、会議を非

公開といたします。 

         （出入口施錠） 

 

教育長 日程第２、協議に関し、市長部局、輝くこども未来室の職員を説明員として本会に

出席させたいと考えます。その出席について、京田辺市教育委員会会議規則第１９条「会

議の運営について必要な事項は、会議に諮って定めること」となっております。 

お諮りいたします。説明員の出席についてご異議ございませんか。 

         （「異議なし」と言う者あり） 

教育長 異議なしとのことでございますので、説明員の出席について、これを認めます。 

 

４ 日程第２、協議 令和３年度６月補正予算（案）について 

日程第２、協議、令和３年度６月補正予算（案）についてを議題といたします。 
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教育総務室担当課長 令和３年度６月補正予算（案）については、教育部所管の事業につい

ては計上を行いませんが、市長部局、輝くこども未来室が所管する事業について、補正予

算を計上したいと考えますので、ご協議をお願いします。 

詳細は輝くこども未来室担当からご説明いたします。 

輝くこども未来室企画係長 「令和３年度６月補正予算（案）」により説明します。 

幼稚園費の項、（仮称）大住こども園新築事業、令和３、４年度継続事業として、総額

１３億７，０００万円の予算を計上してきたところですが、この度、こども園に併設する

予定であった地域子育て支援センター整備計画を凍結することとしましたので、１億５，

０００万円を減額し、１２億２，０００万円とするものです。 

地域子育て支援センターの整備計画の凍結については、次の資料をご覧ください。 

まず、これまでの経緯ですが、本市は「こどもが輝く京田辺の実現に向けた基本方針」

を２９年９月に策定し、これに基づき、大住幼稚園を改築して北部地域の拠点となる市立

幼保連携型認定こども園として整備することとし、昨年度から本格的に事業、具体的な設

計業務に着手したところです。 

これに併設する地域子育て支援センターについては、現在、松井山手駅前の店舗ビルに

開設している地域子育て支援センター松井山手が契約期間の満了により令和４年３月で廃

止せざるを得ない状況であったことから、大住小学校グラウンドの一部を活用して、こど

も園に併設する形で新設整備する方向で検討を進めてまいりました。 

一方、地域子育て支援センター松井山手の廃止から新たな大住の地域子育て支援センタ

ーの開設までの間に１年間のブランクが生じることもあり、これを埋める方策についても

併せて検討していたところ、今後、向こう５年間は、ブランチ松井山手内に地域子育て支

援センターの機能が一定確保できる見込みとなりました。 

この改装等に必要となる経費については、子育て支援課で令和３年度当初予算に計上さ

れております。 

次に、今回計画を凍結する理由ですが、近年、地域子育て支援センターに求められる機

能に関し、国等から新たな機能や在り方について示されていること。北部地域で向こう５

年間は地域子育て支援センター機能の確保が可能となったこと。さらには、本年度、市に

おいて見直しを予定している公共施設管理計画において、公共施設全体の在り方を改めて

検討することとしていることを踏まえ、改訂後の公共施設管理計画に基づいて地域子育て

支援センターの整備を進めることが「子育てしやすく未来を育む文化薫るまち」を目指す

本市のまちづくり上重要であるとの判断に至ったためです。 

補正予算（案）の説明は以上です。 

教育長 事務局から説明がありましたが、ご意見等はありませんか。 

藤原委員 地域子育て支援センターを新たに設けなくてよいということなんですが、このこ

ども園構想の中で地域子育て支援センターがどういう位置づけであって、その位置づけに

照らして、松井山手に従来のようにセンターがあっても、全体計画に支障はないのかとい

うことをお聞きしたい。 

輝くこども未来室企画係長 大住こども園の整備については、基本構想を市の方で策定をし
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ております。この中では、地域子育て支援センターは、幼保連携型認定こども園に併設す

るというふうにしておりますので、将来的には地域子育て支援センターがこの地域に必要

であろうというふうには考えております。ただ、計画策定時には、北部の松井山手の地域

子育て支援センターは廃止する予定ということでしたので、大住にこども園を設置するの

と併せて地域子育て支援センターを整備する予定としておりましたが、５年間につきまし

ては、ひとまず松井山手の子育て支援センターの機能が確保できるというふうになりまし

たので、整備場所も含めて、改めて全市的な観点から検討していくというふうにしたもの

です。 

西村委員 地域子育て支援センターは、最終的には大住地域の方で１カ所は要るという前

提、想定となっていると思いますが、５年先にはブランチ松井山手内の子育て支援センタ

ーの機能はなくなるという前提で考えると、その後の計画は、今回の設計が生かされるの

か、改めて白紙の中から進められるのか、その辺りはどんな形で考えておられるんでしょ

うか。 

輝くこども未来室企画係長 まず、今回の地域子育て支援センターの設計につきましては、

小学校のグラウンドに比較的大きな地域子育て支援センターを整備するということで、設

計業務をこれまで進めてきたところです。今後５年の間、松井山手の地域子育て支援セン

ターがなくなるまでの間に、整備場所等も含めて改めて検討いたしますが、そこで、設計

の中で議論されてきた機能や必要な設備といったものについては、今後も生かされるもの

というふうに考えているところです。 

伊東委員 この子育て支援センターの整備計画は、市民の方には現時点でもう発表されてい

るのかということと、凍結について、今後どういった形で情報提供されるかということを

聞かせていただきたいと思います。 

輝くこども未来室企画係長 これまで、小学校のＰＴＡの方々、地域の方々には変更前の計

画でご説明をさせていただいてきたところです。このような形となりましたので、今後、

同じような形でＰＴＡの方々、地域の方々にこのような理由で凍結することになりました

というような説明はしていくということで考えております。 

上村委員 ブランチ松井山手の駐車場を利用された場合、料金のことはどうなるのかとか、

商業施設の中にあるということのデメリットはないのかということをお聞かせいただきた

い。 

輝くこども未来室企画係長 駐車料金の取り扱い等については、今後、子育て支援課の方で

検討されるとは思いますけれど、現在の地域子育て支援センター松井山手の場合は、目の

前がコインパーキングになっており、センターを利用された方については、無料券みたい

なものを渡して、無料で利用できるようにしていましたので、踏襲されるのではないかと

いうふうには考えております。 

デメリットについてということなんですけれど、商業施設ということで、帰りに買物等

もできるということと、駐車場に余裕もあるということもございますので、特段何らかの

デメリット、センター機能の運営についてデメリットがあるというふうには思ってはいな

いところです。 
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教育長 ほか、よろしいですか。 

         （「なし」と言う者あり） 

教育長 日程第２、協議、令和３年度６月補正予算（案）概要についての件を終わります。 

 

５ 日程第３、議案第２０号 学校運営協議会委員の委嘱等について 

         〔非公開〕 

         （議案第２０号 原案のとおり可決） 

 

６ 日程第４ 議案第２１号 京田辺市生涯学習推進協議会委員の委嘱について 

         〔非公開〕 

         （議案第２１号 原案のとおり可決） 

         （出入口解錠） 

 

教育長 本日予定しておりました議事日程は以上です。 

そのほか、報告事項等ございませんか。 

         （「なし」と言う者あり） 

教育長 なしと認めます。 

令和３年第５回京田辺市教育委員会定例会を閉会いたします。 

 

 


