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令和３年第２回教育委員会臨時会会議録 

１ 日時・場所 

令和３年２月２６日（金）午前１０時００分 

京田辺市立中央公民館第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 

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 議案第６号 令和３年度京田辺市立学校教職員（管理職）の

人事異動について 

４ 日程第２ 議案第７号 京田辺市教育委員会子ども表彰要項による表彰

について 

５ 日程第３ 議案第８号 令和３年度京田辺市教育の方針について 

６ 日程第４ 協議 京田辺市長等の損害賠償責任の一部免責に関す

る条例の制定について 

７ 閉会宣告  
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１ 開会宣告 

教育長 令和３年第２回京田辺市教育委員会臨時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。 

 

教育長 日程第１、議案第６号から日程第２、議案第７号については人事案件となりますの

で、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」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） 

 

３ 日程第１ 議案第６号 令和３年度京田辺市立学校教職員（管理職）の人事異動につい

て 

         〔非公開〕 

         （議案第６号 原案のとおり可決） 

 

４ 日程第２ 議案第７号、京田辺市教育委員会子ども表彰要項による表彰について 

         〔非公開〕 

         （議案第７号 原案のとおり可決） 

         （出入口解錠） 

 

５ 日程第３、議案第８号、令和３年度京田辺市教育の方針について 

教育長 日程第３、議案第８号、令和３年度京田辺市教育の方針についての件を議題としま

す。 

本件について説明願います。 

教育総務室担当課長 本件は京田辺市教育大綱の基本理念である「未来を拓く、京田辺のひ

と・まちづくり」に基づき、令和３年度京田辺市教育の方針を定めるため提案するもので

す。 

資料は、左側を令和２年度、右側を令和３年度の案としております。 

前文に「新型コロナウイルス感染症を経験する中、持続可能な社会の創造を目指すＳＤ

Ｇｓの視点を踏まえ、」を挿入しました。 

この段落の、文頭、「新学習指導要領」の「新」については、令和３年度が中学校の実
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施年度であることもあり、３年度の京田辺市の教育の方針では、「新」はつけたままとさ

せていただきたいと考えております。 

地域学校協働活動に関する記載については、「地域コミュニティ活性化のため、」の後

に、「地域学校パートナーシップ、放課後子ども教室、子どもの居場所づくり等」といっ

た具体的な事業内容を入れて、説明するよう整理しました。 

令和３年度、学習指導の重点の「質の高い学力をはぐくみ 個性や能力の伸長を図る多

様な教育の推進」の章の第１項（９）の「家庭と連携した学習習慣の定着に向けた取り組

みの充実、さらに家庭学習の質の向上に努める。」の、「さらに家庭学習の質の向上」に

ついては、家庭でのタブレットを使用した学習を指すものではありません。 

また、（１０）に読書意欲の向上と読書習慣形成等と読書活動推進などの内容を付け加

えました。 

第３項の特別支援教育の目標に、「発達障がいに対する理解を深めるとともに」という

表現を加えました。 

主な取組（４）の進路指導について、社会的な個々の課題の理解、効果的な指導といっ

た目標を入れられないかというご意見がありましたが、特別支援教育の内容として、自立

し社会参加する資質や能力を育てるためといった表現や、個々の教育的ニーズに応じた適

切な指導という文言で、一定内容が示されているのではないかと考えておりますので、こ

ちらについては追記は行わないということにさせていただきました。ご理解ください。 

また、「豊かな人間性をはぐくむ教育の推進」の章、第２項の人権教育のところに多様

性というキーワードを入れておくといいのではないか、（５）の冒頭に社会の多様性に配

慮しという文言を追加してはどうか、というご意見がございましたので、（５）の冒頭に

社会の多様性に配慮しという文言を付け加えさせていただきました。 

第３項の生徒指導のところで、多様な体験活動に加え、道徳教育、特別活動、キャリア

教育の観点からの要素も含めるのはどうかというご意見がございましたので、積極的な生

徒指導の内容に「（４）特別活動を始めとした教育活動全般において、児童生徒の自発

的・自治的な活動の場を積極的に設けることで、児童生徒が自己の可能性を開発するため

の態度と能力の育成を図る。」を追加しました。 

「社会の変化に対応する教育の推進」の章、第２項、環境教育のところで、災害に対す

る学びも記述できないかというご意見がありましたが、「たくましく健やかな体をはぐく

み、いのちを守る教育の推進」の章、第１項、健康安全教育の（２）で、幼児児童生徒の

安心と安全を確保するため、交通安全教育や防災教育等の安全教育を計画的・継続的に実

施し、危機対応能力（自ら判断し、自ら行動する力）を高め、主体的に安全な生活を営む

正しい判断力と実践力を育成するという表現が明記されておりますので、このままとする

対応でご理解いただいております。 

戻りまして、第１項、国際理解教育について、（２）に多様な文化に対する理解、多文

化の共生に関心を持ちといった文言を追加しておいた方がいいのでは。言語活動のみでは

なく、国内にある多様な文化的背景を持っている人への理解が大切であるというご意見を

頂きましたので、（２）のところに、赤字のところ、多様な文化を理解させ、多文化との
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共生に関心を持たせるとともにというような表現で改めさせていただいております。 

続きまして、１０ページ。学校の教育力の向上のところで、京田辺市の子どもたちが豊

かな心をしっかり育成していけるように、生徒指導体制の充実について記載するのはどう

かというご意見を頂いておりましたが、生徒指導の項目で既に趣旨が記載されているとい

うことで整理させていただきました。ご了承ください。 

続きまして、１４ページ。２．人権に関する多様な学習活動の充実の主な取り組み

（３）でございますが、社会の多様性に配慮したというのを付け加えさせていただきまし

た。 

続きまして、１６ページ、スポーツの部分です。社会教育の理念において社会体育があ

るというのは変わらないのですが、全体的な内容を記載しておいて、市を挙げて取り組ん

でいるという記載にしておけばよいのではないかと、文化・スポーツを完全になくすので

はなくというところでありましたので、ちょっと戻っていただくことになりますけど、１

２ページの生涯学習の推進の目標のところで、生涯学習基本計画に基づいて「いつでも、

どこでも、だれでも、なんどでも、たのしく」学べる学習環境の総合的な整備・充実を図

り、文化・スポーツを含めた生涯学習社会の実現に努める。このような記載に変更をさせ

ていただきました。 

最後。巻末につけております努力点のところで、１文が長く簡潔な表現がいいのではな

いか、また、フォントの工夫とかをして分かりやすくしたらいいのではというご指摘を頂

いておりました。次年度に向けて直していただいたらよいというお声も頂いておりますの

で、次年度改めて整理させていただくということにさせていただいております。 

教育長 質疑に入ります。質疑はありませんか。 

藤原委員 最後の一覧表（令和３年度学校教育の努力点）。可能であれば検討されたらいい

と思うのが、“社会の変化に対応する教育の推進”について、一昨年度ぐらいの教育の方

針で、例えばＩＣＴとか外国語等が出ていますが、健康、安全とか、持続可能性とか、そ

ういう文言が入らないでしょうか。 

社会の変化から言うと、ＩＣＴやＳｏｃｉｅｔｙ５．０が入りますけれど、もう１項目

加えて、健康や安心・安全に配慮したり社会の持続可能性に興味、関心を持たせるという

か、取り組みといった具体的なことを書かないといけないのかなと思ったりするんですけ

どいかがでしょうか。 

西村委員 多分、構成の話と思います。今まで、最初に長文がきて、今年の具体的な重点と

いう形で構成されていたように思います。 

今までのままでもいいとは思いますが、一般の人から見たら、その辺のところは理解さ

れるかどうか分かりませんので、藤原委員が言われるように、構成全体を考える必要があ

るかも知れません。現場、学校向けであれば、これでいいと思いますが、課題で残してお

くことが大事かなと思います。 

経験上、思うことですが、今、このような具体的な方針を出しておられる教育委員会と

いうのは減ってきていると思います。京都府教育委員会も、以前は冊子になっていました

が、現在は１枚のリーフレットのような体裁で、柱立ての構成になっていると思います。 
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私が現役の頃、これをどうするかということで教育委員会の方で協議され、京都府教育

委員会のような形は、現場としても分かりにくいところがあるので、具体的な中身を残し

ていこうということで、この形に落ち着いた経緯があったと思います。しかし、時代に合

わせて、学校も地域や一般住民さんも含めて考えるというような形に編集というか、中身

を考えていくことも大事ではないかと思います。 

藤原委員 細かい主語述語の関係、文章作法ですが、作文みたいなところがありますけど、

３ページの「（９）家庭と連携した、学習習慣の定着に向けた取り組みの充実、さらに家

庭学習の質の向上に努める。」というのは、何か国語的におかしくないですか。検討して

みてください。 

もう一つ。４ページの特別支援教育の目標のところ、「発達障がいを含め、障がいのあ

る幼児児童生徒が、心豊かでたくましく生きる力を培い、自立し社会参加する資質や能力

を育てるための、」この「の」はどこにかかるんですか。句読点がありますが、教育的ニ

ーズ、適切な教育にかかるんですか。「の」は要らないんじゃないですか。 

西村委員 最初に「発達障がいを含め、」というのがあって、付け足していただいたところ

で、「発達障がいに対する理解を深める」というのがあります。発達障がいについての理

解というのは、この間も研修会もありましたが、やっているので、もしこの文章でいくの

であれば、「資質や能力を育てるため、」として、さらに続けて、発達障がいに対する理

解を深めるというような形にしなかったら、今さら発達障がいへの理解をするのかという

ような感じに聞こえると思います。 

藤原委員 一層の理解を深めるとかそんな感じですね。 

上村委員 「発達障がい」ではなくて、前回の勉強会でも「発達に課題がある生徒・児童」

というような、表現を先生はされていたと思うんですが、そういう表現の仕方はできない

のかなというふうに思ったんですけど、そうなると、発達障がいに対する理解ではなく

て、発達に課題のある子どもたちに対する理解みたいな、もうちょっと幅が広いので、そ

こにどう気づくかというところが、今問題視されているところなので、そういった表現に

した方がいいのではないかと思います。 

教育長 それについて、事務局の方。 

教育総務室担当課長 ご指摘の点を持ち帰り、検討させていただきたいと思います。 

藤原委員 あと、主語述語とか送り仮名、かかり受けにも注意して、文法的にもしときたい

と思いますので、どうしても気になるところがあるので。 

教育長 ほか、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。 

これについては、採決をしなければなりません。今、頂いた意見については、もう一度

事務局の方で確認をして、より分かりやすいように修正をさせていただく。 

それから発達障がいの部分については、発達に課題のあるとか、そういう人の部分とそ

れから発達障がいそのものの理解という、その辺りの文言の整理も行うということ、それ

から、一番最後の努力点については、もう一度全体の中身を見渡す中で先ほどの社会の変
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化に対する教育とかそういう部分については、社会の変化を捉えて、この中からもう一度

内容については精査させます。事務局の方に一任するという形で採決を取らせていただい

てよろしいですか。 

         （「はい」と言う者あり） 

教育長 日程第３、議案第８号、令和３年度京田辺市教育の方針について、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。 

 

６ 日程第４、協議、京田辺市長等の損害賠償責任の一部免責に関する条例の制定について 

教育長 日程第４、協議、京田辺市長等の損害賠償責任の一部免責に関する条例の制定につ

いてを議題とします。 

本件について説明願います。 

教育総務室担当課長 本件は、地方自治法の改正により、市長等の地方公共団体に対する損

害賠償責任について、その職務行為につき善意でかつ重大な過失がない場合に、賠償の限

度額を定めるものです。 

免責の内容を例示しますと、教育委員報酬がおよそ８４万円ですので、条例第２条第２

号で定める数、４、を乗じた額。すなわち、３３６万円を控除された額について、その賠

償責任が免責されます。 

実際に教育委員に損害賠償責任が及ぶことがあるのか、どのようなケースが想定される

かは非常に難しいですが、今後もそのようなことがないよう、事務局として、対応、事務

執行をさせていただきたいと思っておりますが、制度としてはこのようになったというこ

とです。 

教育長 事務局からの説明について、ご意見等はございませんか。 

損害賠償の責任が生じたときに、今までは上限がありませんでしたが、今回条例で賠償

責任の上限が決められるということです。その責任の重さによって、損害賠償に対する責

任ではなく、それぞれの職の責任の重さによって、教育委員は４倍ということになってお

ります。教育委員に損害賠償を請求された、責任を負ったということは、調べる限りはな

いということです。 

藤原委員 何かどこかで事例があったのでは。全国的にこれは適用されるのか。 

教育総務室担当課長 地方自治法の改正によって、今、順次各市町村が整備しているところ

です。なぜできたのという部分につきましては、調べてみないと分かりません。 

教育長 ほか、よろしいですか。 

         （「なし」と言う者あり） 

教育長 なしと認めます。 

日程第４、協議、京田辺市長等の損害賠償責任の一部免責に関する条例の制定について

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す。 
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そのほか、報告事項等はございませんか。 

 

７ その他 

教育部長 私の方から、三山木小学校で、職員が新型コロナウイルスに感染した事案につい

て、経過報告をさせていただきたいと思います。 

２月２１日日曜日、三山木小学校の職員が新型コロナウイルスに感染したことが判明し

たことを受け、翌２２日、同校を臨時休業するということにしました。 

その後の経過ですが、濃厚接触者の特定が少し長引いていることがあり、２５日まで臨

時休業を延長するという措置をしたところです。 

日にちを遡りますが２３日、市独自に任意のＰＣＲ検査を三山木小学校の関係者全員に

実施いたしました。 

その結果、翌２４日、１０２名の被検者のうち、１名の陽性者が確認されましたので、

２６日まで臨時休業を延長する措置を講じているところです。 

本日時点で、特定された濃厚接触者は、陰性が確認できておりますから、来週の月曜

日、３月１日から学校を再開していきたいというふうに考えております。 

留守家庭児童会は、昨日の案内では閉所するとさせていただいていましたが、濃厚接触

者が特定され、陰性であることも確認できておりますので、明日から開所する方向で進め

ていきたいと考えております。 

教育長 質問等ございませんか。 

伊東委員 休校の期間、子どもたちの学習面のサポートはあったんですか。 

教育指導監 急なことでもあり、特に課題を与えているということではないということで

す。 

伊東委員 連絡は、こういった状況ですという連絡が行くだけな感じですか。 

教育指導監 そうです。 

教育長 緊急事態宣言による臨時休業の場合は職員が動けるのですが、今回は、自宅待機と

なりました。 

伊東委員 この期間のお休みはどこかで補充したりするんですか。 

教育指導監 インフルエンザで学級閉鎖、学年閉鎖等ある場合もありますので、同じような

形で、授業時数等を鑑み、どこかで補充していくような形になります。 

西村委員 インフルエンザで学級閉鎖や学校閉鎖があった場合、時間数の調整は、学校独自

でされていると思うんですけど、カリキュラムを変えられたという話をこの場でもお伺い

したんですけど、最終的に本来あるべき授業時間数の確保は、きちっとできているという

のか。去年もこの時期、学校閉鎖があり、この時期の分が次の年に持ち越されたんですけ

ど、今年も１回目の緊急事態宣言で２カ月ほど休校になっており、実際的には現場で大変

頑張っていただいているけど無理があるんかなというような感触もあるんですが、その辺

りは。 

教育指導監 ３月、４月、５月、臨時休業しておりました。その間に、教育課程検討委員会

を持ちまして、校長会とも連携を図りながら、足りない時数をどのように補っていくのか
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ということで、これまでも報告をさせていただいておりますが、夏季休業期間の短縮、行

事の見直しをしていく中で、授業時数の確保をしていきました。 

その結果、２学期までで今までどおりの時数には戻っております。今年度についてはイ

ンフルエンザによる学級閉鎖等もありませんでしたので、大幅に減るということはなく、

標準どおりの時数は確保して、推移をしているということです。 

教育長 ほか、よろしいですか。 

         （「なし」と言う者あり） 

教育長 それ以外に、事務局の方、何か報告ありますか。 

         （「なし」と言う者あり） 

教育長 なしと認めます。 

令和３年第２回京田辺市教育委員会臨時会を閉会いたします。 


