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令和３年第６回教育委員会定例会会議録 

１ 日時・場所 

令和３年６月１６日（水）午前１０時００分 

京田辺市役所３０５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 

社会教育課長 佐路 清隆 

中央図書館長 高室 修 

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 第１期京田辺市立幼稚園・保育所再編整備計画

（案）について 

５ 日程第３ 議案第２６号 京田辺市就学相談委員会委員の委嘱等について 

６ 日程第４ 議案第２７号 京田辺市いじめ防止対策推進委員会委員の委嘱

について 

７ 日程第５ 議案第２８号 京田辺市教育委員会ハラスメント苦情処理委員

会委員の委嘱等について 

８ 日程第６ 議案第２９号 京田辺市立図書館協議会委員の委嘱について 

９ 日程第７ 議案第３０号 京田辺市学校教育審議会委員の委嘱について 
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10 日程第８ 議案第３１号 京田辺市学校教育審議会への諮問について 

11 日程第９ 議案第３２号 京田辺市学校施設防犯カメラ設置要綱の制定に

ついて 

12 閉会宣告  

 

１ 開会宣告 

教育長 令和３年第６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、さきにお配りさせていただいているとおりです。 

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 教育行政報告をさせていただきます。 

５月２１日、学校教育審議会公募委員の選考会が３０４会議室で行われました。 

２６日、第３回教育委員会臨時会が４０３会議室で行われました。 

２８日、京都府市町村教育委員会連合会定期総会・研修会が書面決議により行われまし

た。 

同日、計画訪問が大住小学校で行われました。 

２９日、綴喜中学校夏季体育大会陸上競技の部が山城総合運動公園で行われました。 

６月３日、市議会本会議が開会しました。 

４日、第１回生涯学習推進協議会が３０５会議室で開催されたところです。 

８日、計画訪問が培良中学校で行われました。 

１１日、１４、１５日 市議会一般質問がございました。 

１２、１３日、第３７回府小学生ハンドボール大会が中央体育館で行われたところです。 

１５日、計画訪問が普賢寺小学校で行われました。 

本日１６日、第６回教育委員会定例会です。 

次に議会報告として、別紙に一般質問への答弁の概要を報告します。 

ＧＩＧＡスクール構想、幼稚園、保育所の再編整備の在り方、小学校のプール、給食調

理室の在り方、コロナウイルスやヤングケアラーに対する対応といった質問があったとこ

ろです。 

詳細につきましては、別紙１をご覧いただければと存じます。 

続きまして、令和３年５月２０日から６月１６日の間の児童・生徒・職員の新型コロナ

ウイルス感染症に伴う小・中学校の対応について、別紙２で報告させていただきます。 

一つ目は、桃園小学校で５月２３日、給食調理業務を受託している事業者の従業員の方

から感染が判明したものです。 

本人は、陽性ということになりましたが、学校については、特段の影響はないというこ

とで、通常の業務を行ったところです。給食の提供につきましても、代替職員が対応した

ということで、通常どおりできました。 
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二つ目の三山木小学校につきましては、２５日に職員の感染が判明しましたが、学校で

の感染拡大のおそれがないため、学校は通常どおりの授業を行いました。 

あと、昨日、教育委員会で教育指導監が陽性になりました。職場での濃厚接触はござい

ませんでしたので、通常どおり事務を進めることにしております。 

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 日程第１、教育行政報告を終わります。 

次の日程第２、協議から日程第７、議案第３０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 異議なしとのことでございますので、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） 

 

４ 日程第２、協議、第１期京田辺市立幼稚園・保育所再編整備計画（案）について 

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 説明員の出席について、これを認めます。 

日程第２、協議、第１期京田辺市立幼稚園・保育所再編整備計画（案）についてを議題

とします。 

輝くこども未来室長 本件は、第１期京田辺市立幼稚園・保育所再編整備計画（案）につい

て、先般実施しましたパブリックコメントの結果がまとまりましたので、協議をお願いす

るものです。詳細は担当から説明させていただきます。 

輝くこども未来室企画係長 「第１期京田辺市立幼稚園・保育所再編整備計画の策定に係る

パブリックコメント結果」により、説明をさせていただきます。 

４月１５日から５月１４日までの１カ月間、パブリックコメントを実施しましたところ、

２６名の方から計１０４件のご意見を頂きました。これらのご意見への対応については、

対応区分を４つに分類しました。計画に追加または修正するものが２７件、計画に趣旨を

記載済みのもの、既に計画案にご意見の趣旨が記載されているものが１２件、計画の実施

段階で参考とするものが１９件、その他が４６件です。 

次のページ以降にご意見を再編整備計画の項目ごとにまとめ、表頭左から意見の概要、

対応区分、意見に対する市の考え方の順に記載しています。 
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時間に限りがありますので、主なものについて説明をさせていただきます。 

まず、計画全般に対するご意見といたしましては、ナンバー８、市外の私立幼稚園に多

くの京田辺の子どもが預けられている現状をどのように考えているのか。あるいは、ナン

バー１２、第２期以降の計画はできるだけ早期に計画してほしいというご意見を頂いてお

ります。それぞれその他、参考として対応したものとなっています。 

３ページ、「６．再編整備計画の基本的な考え方」に対するご意見としては、ナンバー

１７、少人数であるから先生に一人ひとり細かく見てもらえて対応してもらえていると思

う。ナンバー１８、幼稚園があることは、幼児・保護者のみならず地域にとっても値打ち

があるものなので、単学級になっても引き続き開園していただきたいといったご意見を頂

いております。 

これについては、市立幼稚園ではこれまで各学年単学級の比較的小規模な園においても

幼児教育の実績を積み重ねてきたところであり、計画書１７ページに記載のとおり、３歳

以上児の全学年が単学級であるだけでなく、連続する複数の学年で園児数が１０人未満と

なった場合に他園との統合を検討することとしていますので、趣旨記載という形で整理を

しております。 

４ページ、「８．再編整備計画」に対するご意見としては、ナンバー２２から２４、統

合後の園の跡地利用について意見を頂いています。 

また、ナンバー２７からナンバー３０にかけて、通園バスの運行を希望するご意見を頂

いておりますが、本計画による施設の再編は、現在市立幼稚園が設置されている小学校区

を基本として行うため、園バスの運行は想定しておりませんということで、対応区分をそ

の他としております。 

続いて、個別の再編計画に対する意見となりますが、５ページ、ナンバー３４から４１

は大住幼稚園のこども園化に対する意見となっております。 

次の６ページ、ナンバー４２から８ページのナンバー６７にかけて、松井ケ丘幼稚園に

係るご意見を１３名の方から計２６件頂いております。 

案では、幼稚園としての継続を前提としつつも、集団教育が困難となった場合に、大住

こども園へ統合することとしており、今年度の３歳児が９人となる中、来年度令和４年度

の新入園児が１０人未満となれば統合となってしまうことについて、例えばナンバー４２、

園児数が減少しましたが、一時的なものではないでしょうか。園児数が１０人を下回った

としても、あと三、四年は様子を見ていただくことはできないでしょうかといった意見や

ナンバー５２、車を所有しない家庭や運転できない家庭は二、三キロも離れた大住こども

園への通園を諦めざるを得ないのではないか。統合に際しては園バスの運行を条件とする

べきというご意見。 

あるいは、ナンバー５６、地域へのうわさも既に広まっていて、これでは来年度、４年

度の入園児も減る一方ではないでしょうか。 

ナンバー６０、園児数を増やす活動、取り組みの実行時間がないまま判断するのは極め

て時期尚早だと思います。せめて２年後の令和５年度に判断していただきたいなどといっ

たご意見を頂いたところです。 
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これらのご意見を踏まえるとともに、松井ケ丘幼稚園は、河原保育所に統合する田辺東

幼稚園とは違って現時点で集団教育が困難な状況とはなっていないことから、少なくとも

第１期計画の期間中は現施設で幼稚園としての運営を継続することとして、計画案を修正

したいというふうに考えています。 

修正内容につきましては、１５ページの再編整備計画案、新旧対照表をご覧ください。 

松井ケ丘幼稚園の下線部のところ、右側パブリックコメント前、「ただし、園児数の減

少が続き、集団教育が困難となった場合は、（仮称）大住こども園に統合します」を先ほ

どのご意見を踏まえ、「なお、計画期間中に園児数の減少により集団教育が困難となった

場合は、就学前児童数の動向等も踏まえて今後の統合等を検討するものとします」といっ

た形に修正したく考えているところです。 

９ページに戻り、田辺幼稚園の休園についてご意見を頂いております。 

ナンバー７１、今年度入園した３歳児の保護者からのご意見で、田辺幼稚園に入園した

直後に幼稚園が休園する話を聞きました。２年後に下の子が入園するつもりで、このまま

では別々の幼稚園に通うことになり、現実的にとても不可能な状態ですという意見。 

ナンバー７２、現３歳児の２歳違いの下のきょうだいが入園できないのは困ります。２

年後に兄弟姉妹で別の園に通わさなければなりません。２つの園を回って送迎するのはと

ても負担です。令和５年度から募集停止というのはあまりに突然で説明不足です。せめて

休園を１年延期し、令和５年度の入園児も卒園できるように検討していただけませんかと

いった意見を頂いております。 

こちらにつきましても、兄弟が同時期に別々の幼稚園に通うことは望ましくありません

ので、ご意見を踏まえて休園を１年延期して、令和６年度から園児募集を停止、令和８年

度から休園することとして案を修正したいというふうに考えております。 

具体の修正内容は、もう一度１５ページをご覧ください。 

下の箱の中のところ、統合等に当たっての配慮について記載している部分となりますが、

３点目として、「ただし休園する田辺幼稚園については、本計画策定時に在園している３

歳児のきょうだいが同時在園できるよう、令和７年度末まで現施設で幼稚園としての運営

を継続するものとします」というように追記をしたく考えております。 

１０ページに戻り、その他の園の統合に関しては、ナンバー７７、田辺東幼稚園の河原

への統合につきましては、園内の卒園記念品の取り扱いについて、ナンバー７８、草内幼

稚園のこども園化につきましては、給食の提供についてご意見を頂いているところですが、

それぞれ参考、その他として採用いたします。 

１１ページ、「９．公立施設における就学前教育・保育の充実」に対するご意見として

は、ナンバー７９から８６にかけて、市立幼稚園の園児募集に当たって、ゼロ、２歳児の

保護者に対する園児勧誘機会をつくったり、出生届を持ってきた方にパンフレットを渡す

など、もっと努力をアピールすべきではないかという趣旨のご意見を頂いております。 

これにつきましては、今後の市立幼稚園、こども園の園児募集を行うに当たっての参考

といたしますが、ご意見を踏まえて、本年３月に輝くこども未来室で作成しました京田辺

市立幼稚園・保育所等入園ガイドブックを今後出生届提出時や乳幼児健診時に配付するこ
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ととしたところです。 

その他、１２ページのナンバー９０、各小学校に隣接して市立幼稚園を設置するという

伝統を今後の計画に生かしていただきたいといった意見や、ナンバー９７、９８に少人数

保育を希望する意見、１３ページのナンバー１０２、１０３とパブリックコメントの実施

方法に対する意見等を頂きました。 

最後に、パブリックコメントの意見を踏まえたその他の計画の修正部分につきましては、

１６ページの新旧対照表の再編整備計画のチャートのところです。 

上から２番目の松井ケ丘幼稚園について、令和７年度の頭にあった大住こども園への統

合の可能性を示す破線を削っております。 

また、３番目の田辺幼稚園については、募集停止という部分を先ほど申し上げましたと

おり１年ずらしているというところです。 

また、１７ページの再編整備後の教育・保育ニーズの見込みと施設定員の見込みに関し

ましては、田辺幼稚園の休園を１年ずらした関係で数値を修正しております。 

次ページ以降には、今申し上げました修正後の計画案、最終案を添付させていただいて

おります。なお、今後につきましては、本日の教育委員会、そして明日の市の経営会議で

の協議を経て、最終的に計画を決定していただくというところでございます。 

私からの説明は以上です。よろしくお願いをいたします。 

教育長 事務局の方から説明がありましたが、ご意見等はありませんか。 

西村委員 パブリックコメントの意見提出者が１カ月で２６名というのは想定よりも多いん

でしょうか。 

輝くこども未来室企画係長 件数の想定はしておりません。予断は持たずに実施しておりま

すが、市のさまざまな計画に対するパブリックコメントと比較すると、非常に多い方にな

るかと思います。 

西村委員 この間、再編の関係で説明会が各地域であったときに、私、大住の方の会場に寄

せていただいたんですが、思いのほか人数が少なかった。幼稚園、保育園のことは、今回

の再編整備計画も含めて、関心事ではないかというようなイメージがあったんですけど、

本当にいろんな意見がしっかりと出し切れてるんかというようなところがちょっと疑問だ

ったので質問させていただきました。 

伊東委員 重なってしまって申し訳ないんですけれども、各地でされた説明会であった質問

はどんな感じだったかというのを教えていただけたらと思います。 

輝くこども未来室企画係長 市内３カ所、北部、中部、南部それぞれの地域ごとに説明会を

開催いたしました。説明会の参加人数は思ったより少なかったかという印象ではあります

が、例えば、大住地域では、松井ケ丘の保護者さんと思われる方が来られていて、松井ケ

丘幼稚園の統合の内容、統合後どうなるのか、送迎できるのかというようなご心配の意見

があったところです。 

それ以外では、例えば保育所の待機児童を心配される方というご意見もございました。 

例えば、田辺東幼稚園を河原保育所に統合するときに、今は河原保育所、非常にぱんぱ

んの状態になっておりまして、幼稚園部分が増えるとさらに待機が増えるんじゃないかと
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いうようなご心配の声というのもたくさん頂いております。 

あと、やはり印象として多かったのは、市立幼稚園の園児募集について、やはり市とし

てももっと努力していくべきじゃないか、公立のよさがなかなか一般の方に伝わっていな

い部分があるんじゃないかというふうなご指摘を頂いたところでございます。 

教育長 ほか、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。 

日程第２、協議、第１期京田辺市立幼稚園・保育所再編整備計画（案）についての件を

終わります。 

 

５ 日程第３、議案第２６号 京田辺市就学相談委員会委員の委嘱等について 

         〔非公開〕 

         （議案第２６号 原案のとおり可決） 

 

６ 日程第４、議案第２７号 京田辺市いじめ防止対策推進委員会委員の委嘱について 

         〔非公開〕 

         （議案第２７号 原案のとおり可決） 

 

７ 日程第５、議案第２８号 京田辺市教育委員会ハラスメント苦情処理委員会委員の委嘱

等について 

         〔非公開〕 

         （議案第２８号 原案のとおり可決） 

 

８ 日程第６、議案第２９号 京田辺市立図書館協議会委員の委嘱について 

         〔非公開〕 

         （議案第２９号 原案のとおり可決） 

 

９ 日程第７、議案第３０号、京田辺市学校教育審議会委員の委嘱について 

         〔非公開〕 

         （議案第３０号 原案のとおり可決） 

         （出入口解錠） 

 

１０ 日程第８、議案第３１号、京田辺市学校教育審議会への諮問について 

教育長 日程第８、議案第３１号、京田辺市学校教育審議会への諮問についてを議題としま

す。 

教育総務室担当課長 本件は、京田辺市学校教育審議会設置条例第２条に基づき、京田辺市

における不登校児童・生徒への支援がより一層効果的で充実したものとなるための具体的

な取り組みについて、京田辺市学校教育審議会へ諮問したいので提案するものです。 
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諮問の内容は、前年度、教育諸課題の解決に向けた懇話会で取り上げてきました不登校

問題に関してです。 

諮問理由は、諮問書案別紙のとおりです。読み上げます。 

「京田辺市立小・中学校における不登校児童・生徒への支援につきましては、学校と京

田辺市教育委員会とが連携を図りながら、全ての児童・生徒が学校に来ることが楽しいと

感じる魅力ある学校づくりを進めながら（未然防止）、児童・生徒の不登校の兆候を見逃

さないよう状況把握に努め、兆候が見られた際には学校全体で組織的に対応を進める（初

期対応）とともに、臨床心理士を中心とした学校サポートチームによる支援やスクールカ

ウンセラーによる相談事業、スクールソーシャルワーカーを活用した児童・生徒を取り巻

く環境面の支援等を行ってきました。また、不登校となった場合でも、学校での支援のみ

ならず、適応指導教室ポットラックにおいて、学校復帰を目指した取り組み（自立支援）

を実施してきたところです。しかしながら、家庭環境や学習の遅れ、学校における人間関

係や児童・生徒の持つ課題等、不登校の要因はさまざまであり、かつ複雑に重なっており、

小学校では令和元年度まで不登校の児童数は増加し続けており、出現率も京都府平均より

高い状況が続いてます。また、中学校では平成２８年度をピークに減少傾向にありました

が、平成３０年度を境に再び増加するなど着実に減少しているとは言えない状況となって

います。一方、不登校を取り巻く国の動向として、平成２８年度に義務教育の段階におけ

る普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する法律が施行され、同法を受けて義務教

育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する基本方針が策定されま

した。さらに、令和元年度には、これまでの不登校施策に関する通知について改めて整理

された文部科学省通知、不登校児童・生徒への支援の在り方についてが示され、学校に登

校するという結果のみを目標にするのではなく、社会的に自立することを目指す必要があ

ることや、個々の状況に応じて適切な支援を行うことなどを基本方針とした上での支援の

在り方がより強く打ち出されています。貴審議会におかれましては、国や府の動向を十分

踏まえ、京田辺市における不登校児童・生徒への支援がより一層効果的で充実したものと

なるための具体的な取り組みについて、ご審議いただきたく諮問します。」 

教育長 質疑はありませんか。 

         （「なし」と言う者あり） 

教育長 質疑なしと認めます。 

日程第８、議案第３１号、京田辺市学校教育審議会への諮問について、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。 

１１ 日程第９、議案第３２号 京田辺市学校施設防犯カメラ設置要綱の制定について 

教育長 日程第９、議案第３２号、京田辺市学校施設防犯カメラ設置要綱の制定についてを

議題とします。 

教育総務室担当課長 本件は、学校施設内の防犯性を高めるために、今年度新たに導入する

こととしている学校施設における防犯カメラの設置に関し、適切な運用を行うため提案す
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るものです。 

設置要綱の内容を逐条にてご説明いたします。 

第１条は、設置要綱の制定の趣旨、第２条は、用語の定義の規定です。 

第３条は、設置箇所です。具体的な設置箇所は別表のとおりで、校門及び校舎や体育の

玄関となります。 

第４条は、教育総務室長を総括管理者とする規定です。警察等から開示要求があった場

合は、各学校での対応ではなく、総括管理者が対応することを想定しています。 

第５条は、画像の管理についての規定です。他の媒体への複写や加工の禁止、画像の保

管期間などを定めています。 

第６条は、画像を学校施設における犯罪、事故等の状況確認及び原因を分析する場合に

限定することを規定しています。 

第７条は、画像の外部提供についての規定です。法令に基づく場合や画像に映っている

者から同意がある場合を除いては外部に提供しないこと、また提供する場合は総括管理者

がその事実を記録に残すことを定めております。 

以上、ご審議のほどお願いいたします。 

教育長 これから質疑に入ります。質疑はありませんか。 

藤原委員 カメラを設置すること自体には異議はないですが、カメラを設置するという要望

が出てきた経緯、それと、他の市町村ではどうなのかという。２点お聞かせいただけると

ありがたいんですが。 

教育総務室担当課長 今回、機械警備を導入するに当たって、無人の時間帯が生じる点と、

機械警備をより有効に活用していくためというのが一番の理由です。 

他の市町の事例については、詳細な資料の持ち合わせがありませんが、機械警備の導入

とセットでされていることが多かったと記憶しております。 

市においては、市庁舎や保育施設、児童館施設の方で既に設置をされています。 

西村委員 他市の設置要綱を、ちょっと調べて見ましたが、第１条の趣旨について、秩序維

持及び犯罪防止を目的とされていますが、教育委員会が設置する防犯カメラについて、あ

まりこういう表現はしていないんです。小中学校の敷地内にいる子どもたちの安全をきち

っと守っていくために活用するというのが目的であると思いますので、そういう意味で考

えると、本当の目的が何なのかというところ、文言整理をしてほしい。 

他市の例では、適正な運用を図り、もって個人の権利とか利害の保護に配慮するという

ようなことがまずあって、児童・生徒の安全の確保及び施設の安全とかいうようなことが

規定され、どこも大体その２つで構成されていますので、こういう規定では何のためにつ

けるのかという疑念を抱かれる住民の方や関係者もおられるんじゃないかということを思

いました。それが１つです。 

２つ目は、３条の２項のところに、カメラ設置に当たっては、最小限度の撮影範囲にな

るように努めなければならないというふうに書いてあるんですけど、よそを見るともっと

明確に書いてあるんです。他の敷地内を映さないとか。その辺のところ、ちょっとこれで

は範囲が不明瞭、もう少し限定してもいいのではないかと思います。 
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３つ目は、設置場所なんですけど、別表に場所があるんですけど、今後、増減はあるの

でしょうか。例えば、増やす必要があったときには、条件で考えますとかいうような条文

は要らないんでしょうか。 

教育総務室担当課長 一点目については、機械警備導入というところで、このような表現に

させていただきました。もう少し学校の児童・生徒、運営の方にフォーカスした表現の方

が適切ではないかというご意見につきましては、検討させていただきます。 

設置場所については、必要最小限度の、プライバシー確保というところで必要最小限度

の範囲しか映さないといった明確な表現がされていないということですが、十分範囲とし

ては示せているのではないかと考えております。 

最後に、新たに設置する場合は、別表を改正することになると思います。基準を設ける

という点についても、また必要箇所が発生したら別表の項目を増やすという形で対応した

いと考えます。 

藤原委員 要綱の制定の趣旨について、課長から学校の要望ではないというか、機械警備の

関係からというようなご趣旨の発言がありましたが、学校の例えば校長なり教頭なり教職

員なりにもう１回返して、どういう趣旨でやるのかということを確認していただいた方が

いいのではないかと思います。西村委員が言われたように、子どもの安全とかそういう文

言が適切ではないかと思います。 

機械警備を導入するセキュリティ会社の都合、立場からこの文言を入れるよりも、カメ

ラを設置する学校の校長や教頭を含めてご相談されることが大事かと思います。 

それから、議会とかにはどういうふうに出していかれるのか分かりませんが、議会に出

たときも今ここで議論しているようなことが出てくる可能性もあるので、目的については

重々配慮された方がいいのではないかと思います。 

あと、これは２４時間ずっと作動しているのか、作動の時間はどうなっているのか。教

職員がいない夜間だけになるのか、その辺りはどこかに書いているのでしょうか。 

教育総務室担当課長 趣旨につきましては、文言を直す、直さないにかかわらず児童、学校

運営に即した目的の方も整理させていただきたいと考えます。 

稼働時間については、特に定めはございませんが、特にスイッチ等操作するものではな

いので、２４時間稼働するものです。 

藤原委員 そうであれば、やはり学校側の立場に立った子どもの児童安全とかそういう安全

管理という文言があった方がいいかと。安全上での配慮とか、そういうふうにお願いしま

す。 

教育長 ほか、よろしいですか。 

市街地につけてある防犯カメラとはその辺の趣旨が一部違うところもありますので、委

員から出たご意見を基に第１条の趣旨については、学校という教育現場に設置するという

ことを踏まえた形の文言に訂正すること。それから、撮影範囲について、もう少し具体的

な中身の方がいいのではないかというご意見がありましたので、これも検討してください。 

それから、設置場所については、今後、増減する場合は、要綱を改正すると考えたらい

いですね。そういったことを踏まえた上で、この設置要綱の制定について採決したいと考
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えます。 

         （「異議なし」と言う者あり） 

教育長 ほか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９、議案第３２号、京田辺市学校施設防犯カメラ設置要綱の制定について、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。 

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 令和３年第６回京田辺市教育委員会定例会を閉会いたします。 


