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令和３年第２回教育委員会定例会会議録 

１ 日時・場所 

令和３年２月１６日（火）午後１時３０分 

京田辺中央公民館第３・４研修室 

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 草野 謙太郎 

学校教育課長 藤井 勝久 

社会教育課長 佐路 清隆 

輝くこども未来室担当係長 田原 暁 

事務局 教育総務室総務係長 出島 ケイ 

 (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 議案第１号 令和３年度京田辺市立学校医の委嘱について 

５ 日程第３ 議案第２号 令和３年度京田辺市立学校歯科医の委嘱につい

て 

６ 日程第４ 議案第３号 令和３年度京田辺市立学校薬剤師の委嘱につい

て 

７ 日程第５ 協議 令和３年度当初予算(案)概要について 

８ 日程第６ 議案第４号 京田辺市教育委員会事務事業点検・評価につい

て 

９ 日程第７ 議案第５号 京田辺市特別支援教育就学奨励費支給要綱の一

部改正について 

１０ 日程第８ 報告第２号 放課後児童健全育成事業開始届の提出について 

１１ 日程第９ 報告第３号 令和３年度留守家庭児童会入会申込者数につい

て 
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１２ 閉会宣告  

 

１ 開会宣告 

教育長 令和３年第２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。 

 

２ 議事日程報告 

教育長 本日の議事日程は、さきにお配りしているとおりです。 

 

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。 

 １月２５日 乾元大住小学校長叙位叙勲伝達 

 ２９日 第６回教育諸課題解決に向けた教育委員等懇話会 

 同日 令和２年度第１回総合教育会議及び第１回教育委員会臨時会 

 ３０・３１日と２月６・７日 第３４回市立幼稚園絵画展 

 ２月１０日 令和２年度第３回山城地方教育長会議 

 同日 文教福祉常任委員協議会。学校施設長寿命化計画の報告と学校教育審議会設置条

例に関する方針説明。 

教育長 本件について、質疑はありませんか。 

         （「なし」と言う者あり） 

教育長 日程第１、教育行政報告を終わります。 

 日程第２、議案第１号から日程第５、協議までは、京田辺市教育委員会会議規則第１７

条第１項第３号「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」及び第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

公開とします。 

         （出入口施錠） 

 

４ 日程第２ 議案第１号 令和３年度京田辺市立学校医の委嘱について 

         〔非公開〕 

         （議案第１号 原案のとおり可決） 

 

５ 日程第３ 議案第２号 令和３年度京田辺市立学校歯科医の委嘱について 

         〔非公開〕 
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         （議案第２号 原案のとおり可決） 

 

６ 日程第４ 議案第３号 令和３年度京田辺市立学校薬剤師の委嘱について 

         〔非公開〕 

         （議案第３号 原案のとおり可決） 

 

次の日程第５、協議及び日程第６、議案第４号に関し、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。その出席については、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」

となっています。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 説明員の出席について、これを認めます。 

 

７ 日程第５ 協議 令和３年度当初予算（案）概要について 

教育長 日程第５、協議、令和３年度当初予算（案）概要についてを議題とします。 

教育総務室担当課長 令和３年度一般会計当初予算額に計上する教育費は、「子育てしやす

く未来を育む文化薫るまち」の実現に向け、前年度から１億７，０９３万１，０００円の

増額となる３１億７１５万４，０００円を計上しました。 

主な事業として、仮称学校教育審議会の設置・運営事業に７０万６，０００円を、市立

小・中学校留守家庭児童会専用施設に機械警備を導入する事業に２，８７１万３，０００

円を、京田辺市学校施設長寿命化計画に基づき、令和５・６年度に実施予定の田辺小学校

の改修するための基本計画策定委託業務に６７０万円を、京田辺市中学校給食基本計画に

基づき中学校給食施設新築工事等に係る基本設計、実施計画に関する令和３・４年度の継

続費８，７００万円のうち、３，４８０万円を、生涯学習社会の実現を目指して、新たな

「京田辺市生涯学習推進基本計画」を策定する事業に５６８万２，０００円を、児童数の

増加が見込まれる三山木小学校区で幼保連携型認定こども園に留守家庭児童会のクラス運

営の一部を委託する放課後児童健全育成事業委託事業に７０７万６，０００円を計上しま

した。 

また、輝くこども未来室所管の事業として、薪幼稚園と三山木幼稚園の長寿命化改修と

工事設計委託業務に２，８３０万円を、平成２９年９月に策定した「こどもが輝く京田辺

の実現に向けた基本方針」に基づき、京田辺市立大住幼稚園を改築し、北部地域の拠点と

する市立幼保連携型認定こども園等を整備する事業について、令和３年度から令和５年度

までの継続費１３億７千万円のうち、令和３年度分として、５，４１０万円を計上しまし

た。 

費目別増減としては、教育総務費が情報教育推進費について、デジタル教科書の購入数

の減少等により、前年度比２，２１２万９，０００円の減額となったことをはじめ、職員

給与費の減少等により、前年度比３，３６２万９，０００円の減額となりました。 

小学校費は、桃園小学校エレベーター新設工事、小学校体育館ＬＥＤ工事といった事業
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が終わったため、学校管理費で前年度比５，９９９万３，０００円の減額、教科用図書の

改訂に伴う指導用図書の購入が終わったため、前年度比２，７８０万１，０００円の減額

となった一方、学校建設費で前年度比６７０万円の増額となったことにより、８，１０９

万４，０００円の減額となりました。 

中学校費は、中学校給食基本計画策定に係る委託料、田辺中学校仮設校舎整備に伴う整

備費用、中学校体育館ＬＥＤ照明改修事業が終わったため、学校管理費で前年度比３，９

０１万３，０００円の減額となった一方、中学校給食施設整備関係予算として新たに３，

４８０万円を計上する等したため、前年度比１０７万７，０００円の増額となりました。 

幼稚園費は、前年度比２億３，４７２万２，０００円の増額とりました。内訳は、機構

改革による職員給与費の関係で、幼稚園管理費として、前年度比３，８１８万５，０００

円を増額、認定こども園施設型給付費の増額のため、教育振興費で前年度比４，８０８万

３，０００円を増額した他、市立幼稚園長寿命化事業費として２，８３０万円、仮称大住

こども園等整備事業費として１億２，０１５万４，０００円を新たに計上しました。 

社会教育費は、留守家庭児童会の会計年度任用職員に係る人件費の経験年数加算、生涯

学習推進計画策定委託料等のため、社会教育総務費で前年度比２，７９２万１，０００円

の増額、公民館の屋上防水工事や空調設備工事のため、公民館費で前年度比３，８５９万

１，０００円増額するものの、留守家庭児童会育成事業費で民間留守家庭児童会施設の施

設整備補助金が不要となったこと等により、社会教育費で約１千４百万円の減額となった

ことから、前年度比４，９８５万５，０００円の増額となりました。 

西村委員 教育委員会事務局の人員の増減については、この予算の中で分かるのでしょうか。 

教育部長 人員の増減の要因は、文化部門やスポーツに関する部門が、市長部局の所管にな

ったためです。社会教育課が所管する事務の一部移行したため、その分、減少しています

が、留守家庭児童会や社会教育に専念できる体制となりました。そういったことを踏まえ、

生涯学習基本計画も改定していこうという動きになっているとご理解いただければありが

たいと思います。 

学校教育の関係では、学校教育課と学校環境整備を統合し、施設の営繕関係については、

技師を市長部局に集約させ、スケールメリットを生かすため、教育委員会におりました技

師を市長部局に異動させています。人数としては減っているわけですが、しっかりと役割

分担ができているというふうに思っております。 

また、今年度、中学校給食基本計画であったり、長寿命化計画であったり、ＧＩＧＡス

クール構想という大きな事業もございましたが、何とか年度内には終えることができまし

たので、概括しますと、円滑には進んできたかなというふうに思っております。 

西村委員 オリンピック関係で計上されているものもあるのでしょうか。 

学校教育課長 昨年度は、オリンピック、パラリンピックの事業、京都府からの補助金を頂

いて、薪小学校で講師を招いて授業を行うということを実施をしました。３年度について

は、京都府から補助金を出すかどうか、まだ返事はないですが、やっていく方向では考え

ております。 

教育長 その他、質疑はありませんか。 
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         （「なし」と言う者あり） 

教育長 日程第５、協議、令和３年度当初予算（案）概要についての件を終わります。 

 会議を非公開とすることを終わります。 

         （出入口解錠） 

 

８ 日程第６ 議案第４号 京田辺市教育委員会事務事業点検・評価について 

教育長 日程第６、議案第４号、京田辺市教育委員会事務事業点検・評価についてを議題と

します。 

教育総務室担当課長 本件は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第２６条第１項の

規定に基づき、教育委員会の権限に属する事務事業の点検・評価を行い、その結果を市議

会に提出しなければならないこととされているものです。 

点検・評価にあたっては、有識者として、京都教育大学教授佐古清氏からご意見を頂い

ております。 

対象年度は、令和元年度。主な事務事業の実績及び成果について、具体的な指標によっ

て、達成状況を評価し、そのうえで、方向性を示すというような形に改めました。 

最後についております佐古教授の講評をご覧下さい。 

全般的な意見として、子どもたちが未来社会を切り拓くための資質、能力を一層確実に

育成することを目指して行われた新学校学習指導要領、幼稚園指導要領を踏まえ、その実

現のために、子どもたちに身につけさせたい資質、能力とは何かを学校と地域で共有し、

連携することが求められているという背景のもと、令和元年度に実施された事務事業の執

行、評価の取組は、概ね適正にされているという評価を頂いております。 

そのうえで、５項目について、ご意見を頂いております。 

（１）学校教育のさらなる充実においては、子どもたちが安心して学校に通い、充実し

た教育を受けられるよう、経済的、社会的、教育的支援がきめ細かく実施されており、こ

うした施策を活用して学力面や生徒指導、特別活動等において、着実な成果を挙げている

とされたところです。 

（２）重点となる施策の推進については、学校施設の長寿命化事業、中学校給食施設整

備事業、教育相談事業、留守家庭児童会運営事業という点に着目され、ご助言を頂きまし

た。 

また、（３）生涯学習のさらなる充実、（４）積極的な情報発信と説明責任という点に

ついてもご助言を頂いております。 

最後の（５）教育事務の点検・評価については、事業の実績及び成果について、具体的

な数字を用いて達成の状況が分かるように工夫したことを評価いただきましたが、一方で

２次評価の記述については、改善の方向をより具体的に示す必要があるとのご指摘を頂き

ました。この点につきましては、次年度以降改善を図っていきたいと考えています。 

この教育事務点検・評価はこの定例会で議決いただいた後、市議会に報告する予定です。 

ただし、例年同様、佐古教授の意見は、今後の参考にする意見として頂いたものである

ことから、報告はいたしません。 
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説明は以上のとおりです。 

教育長 質疑に入ります。質疑はありませんか。 

西村委員 「京田辺市史編さん事業」について、以前、京田辺市の歴史資料というのを作る

ため、委員会のようなものを作ってされているというようなことがあったかと思いますが、

その辺の進捗は。 

学校教育課長 ２年前の話になってしまいますが、当時の考え方としては、３、４年生に配

る「わたしたちのまち 京田辺市」の歴史版を作っていこうとなっていたと思います。集

まった資料からどのように編さんしていくのかというところは検討されているように聞い

ておりますが、出来上がったものがあるは聞いておりません。今後進めていくというふう

に聞いております。 

教育長 他に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６、議案第４号、京田辺市教育委員会事務事業点検・評価について、原案のとお

り決することにご異議ございませんか。 

         （「異議なし」と言う者あり） 

教育長 異議なしと認め、本件は原案のとおり決しました。 

９ 日程第７ 議案第５号 京田辺市特別支援教育就学奨励費支給要綱の一部改正について 

教育長 日程第７、議案第５号、京田辺市特別支援教育就学奨励費支給要綱の一部改正につ

いてを議題とします。 

学校教育課長 本件は、国が定める特別支援教育就学奨励費補助金の補助対象項目について、

令和３年度よりオンライン学習通信費が追加されたことに対応するものです。これは、た

だちに支給するということではなく、支給すべき状態になった場合に対応できるように国

に合わせておくというものです。 

  ＧＩＧＡスクール構想の中で１人に１台のタブレット端末を配置しております。基本的に

は学校で使うということで、持ち帰りは想定しておりませんが、持ち帰った場合も、Ｗｉ

－Ｆｉ環境がないであるとか、ルーターを貸し出すという場合に通信費を補助できるよう、

要綱を改正したいということです。 

藤原委員 金額としては、１家庭あたりどれぐらいを見込んでおられるんですか。 

学校教育課長 ルーターは月１，０００円として予算計上しています。遠隔授業といったこ

とが必要となった場合、国からどの位、補助金がもらえるかは分かりませんが、ほぼもら

えると思います。 

藤原委員 １，０００円、安いですね。容量制限があるんでしょうか。 

教育長 無制限ではないと思います。 

上村委員 ルーターの貸出しも補助に入っているんですか。 

学校教育課長 ルーターは、市で補助金を出すか、購入し、通信費は基本的に自己負担とし

ていただくという方向です。但し、就学奨励として、市がその費用も負担すべきご家庭に

ついては、一定、市が負担をしていこうという考え方です。 



 - 7 - 

西村委員 対象は特別支援教育の対象の家庭の人と思いますが、例えば、準要保護、普通の

就学援助の分については、まだこういう制度は国からは下りてきてないんですか。 

学校教育課長 準要保護につきましては、市の制度として行っているところであり、ここに

差を設ける必要はないと思いますので、同じ形でやっていきたいとは思っております。準

要保護については、国庫補助はなくなっておりますが、改めて、出してあげなさいという

指導が来ておりますが、基準が変わったという状態ではありませんので、ここでは提案は

させていただいておりませんが、同じようにしていこうというふうには思います。ただ、

要保護については、生活保護が出るか出ないかというところがありますので、その辺りの

調整は必要ではないかと思います。 

教育長 他に質疑はありませんか。 

         （「なし」と言う者あり） 

教育長 日程第７、議案第５号、京田辺市特別支援教育就学奨励費支給要綱の一部改正につ

いて、原案のとおり決することにご異議ございませんか。 

         （「異議なし」と言う者あり） 

教育長 異議なしと認め、本件は原案のとおり決しました。 

 

１０ 日程第８、報告第２号、放課後児童健全育成事業開始届の提出について 

教育長 日程第８、報告第２号、放課後児童健全育成事業開始届の提出についてを議題とし

ます。 

社会教育課長 本件は、児童福祉法第６条の３第２項に規定する放課後児童健全育成事業を

開始するため、同法第３４条の８第２項及び児童福祉法施行規則第３６条の３２の２第１

項の規定に基づき、放課後児童健全育成事業開始届が提出されたので報告するものです。 

事業者は、社会福祉法人宇治福祉園。所在地は、京都府宇治市莵道荒槇３７番地です。 

放課後児童健全育成事業に係る職員の定数２名で２名とも放課後児童支援員です。 

施設の名称は、「みんなのき倶楽部」。所在地は、京都府京田辺市三山木中央３丁目１

番１６号で、建物及びその他の規模は、６７．２９平米、１人当たり１．６８平米、定員

は、４０名を考えておられます。 

事業の開始予定年月日は、令和３年４月１日です。 

開所日及び開所時間は、４月１日から３月３１日までで、月曜日から金曜日までは、下

校時から午後６時３０分まで、土曜日は、午前８時から午後５時３０分まで、夏季、冬季

休業期間は、午前８時から午後６時３０分までとなっており、閉級日も含め、本市の他の

留守家庭児童会と同等の内容になっております。 

伊東委員 職員数２名は、みんなのきの職員なのか、それとも市の職員なのか。 

社会教育課長 宇治福祉園で採用された職員２名です。 

伊東委員 ここに通う子どもたちというのは、三山木小学校区の児童というふうに伺いまし

たが、三山木小学校区にも既に学童保育の施設があると思うんですが、その割り振りとい

うのは。希望者は「みんなのき」に行くという感じですか。 

社会教育課長 新たにオープンということもあり、なかなか募集もうまいこといかないとい
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うことで、一斉募集した中から１年生、２年生を中心にお渡ししました。 

伊東委員 自由に選択するという感じですか。 

社会教育課長 きょうだいが「みんなのき」の方におられるとか、年度が明けた後の４月３

日からでも大丈夫であるとか、そういう条件をクリアした方を３９名、こちらの方でお願

いするというふうに考えているところです。 

西村委員 今の説明は、募集は、市が窓口というニュアンスだったと思いますが、費用の面

は、「みんなのき」に行かれても市の学童に行かれても一緒なんですか。 

社会教育課長 費用は、先ほどの予算の中でも説明をさせていただきましたが、７０７万６，

０００円を計上しているところです。今回の委託につきましては、１人当たり京田辺市の

留守家庭児童会で６，７００円を集めております。その倍額が１人当たりにかかる経費と

いうことになっていまして、３分の１が国負担、３分の１が府負担、３分の１が市負担、

残りの半分が保護者負担ということになってて、６，７００円というのが基本的な金額で

あります。６，７００円の４０人掛ける１２カ月分が大体このぐらいの金額になるんじゃ

ないかなということで逆算したということです。 

西村委員 保護者側の負担という意味でいえば、どちらに行かれても同じということですか。 

社会教育課長 そうです。 

西村委員 初めてのケースですけれど、今後、例えばこども園とか保育所とか、そういう福

祉関係の施設の事業者さんがこの法律の中で希望があれば手を挙げることもあるし、その

場合はこのような形で進めるというような方向性で考えておられるということでよろしい

でしょうか。 

社会教育課長 今回は初めていうこともあり、こちらの方から募集した人数をお願いすると

いうような形で委託をさせていただくということを考えておりますが、独自の事業をされ

たいという希望を持っておられたりもしますので、そういった場合は、補助というような

形でできればというふうに考えているところです。 

伊東委員 この場所は、結構交通量の多い場所で、向かいに渡る感じになると思うんですが、

子どもたちの誘導というのは学校の先生の負担になってしまうんですか。 

社会教育課長 今、協議の中では迎えに行ってくださいというようなお願いをしておるとこ

ろでありまして、授業が終わった時点で１回集まってもらい、支援員が連れていくという

ような形を取りたいというふうに考えています。 

教育長 質疑はありませんか。 

         （「なし」と言う者あり） 

教育長 日程第８、報告第２号、放課後児童健全育成事業開始届の提出についての件を終わ

ります。 

 

１１ 日程第９ 報告第３号 令和３年度留守家庭児童会入会申込者数について 

教育長 日程第９、報告第３号、令和３年度留守家庭児童会入会申込者数についてを議題と

します。 

社会教育課長 本件は、令和３年１月８日から２９日まで実施した、令和３年度留守家庭児
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童会の一斉入会申込者について報告するものです。 

  令和３年度の入会申込者数は、９７９名で、昨年度比５名減でした。 

  学校ごとでは、田辺小学校で１２名減、大住小学校で１０名減、三山木小学校で１９名増、

薪小学校で８名増です。 

教育長 質疑はありませんか。 

         （「なし」と言う者あり） 

教育長 日程第９、報告第３号、令和３年度留守家庭児童会入会申込者数についての件を終

わります。 

  本日予定しておりました議事日程は以上でございます。 

  そのほか報告事項等はございませんか。 

教育指導監 今年度の卒業証書授与式及び入学式の対応については、コロナウイルス感染症

拡大防止の観点から、昨年と同様に規模を縮小した形で実施をしていきたいというふうに

考えております。先日の校長会で方針をお示しをさせてもらいました。詳細については、

これを基に、校長会の方で決めていく流れになっております。 

  感染拡大防止の措置については、保護者も含め、マスク着用等徹底を進めること、会場の

出入口にはアルコール消毒薬を設置すること、体調の悪い方については参加をご遠慮いた

だくということで、事前に案内をしていくということです。 

開催方法の工夫としては、式典の内容を精選し、式全体の時間を短縮、人数の制限とい

うことを昨年度と同じように進めていくということです。 

 来賓につきましても、市から１、２名、とその学校のＰＴＡ会長だけということで進め

ております。 

  市の祝辞につきましても、式中、校長先生の式辞だけとして、ＰＴＡ会長の祝辞は、掲示

することとします。 

  保護者の参加につきましては、他の市町では１名までとされているところもありますが、

２名までということで確認をしております。また、十分にスペースを取れるように座席を

配置するということで確認しております。 

  在校生の参加についても、学校規模に応じて最小限にとどめるということで確認をしてお

ります。 

上村委員 昨年も卒業証書授与式で授与が代表者だけだったと思うんですけど、今回もそう

いう形ですか。 

教育指導監 校長会の方にこれから諮るというふうにはなっております。 

藤原委員 教育委員の出欠は、そのときの判断になるのですか。 

教育指導監 市からは１名ないしは２名というところで、今後割り振りの方をさせていただ

きますので、出席のお願いをすることになると思います。 

教育長 令和３年第２回京田辺市教育委員会定例会を閉会いたします。 

 


