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令和３年第１０回教育委員会定例会会議録 

１ 日時・場所 

令和３年１０月２０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 

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（再任用） 礒谷 惠市 

社会教育課長 佐路 清隆 

輝くこども未来室保育幼稚園係長 松浦 幸司 

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 報告第９号 令和４年度京田辺市立幼稚園児の募集結果につ

いて 

５ 日程第３ 報告第１０号 中学校給食施設新築工事等に係る基本設計につ

いて 

６ 日程第４ 協議 第３次京田辺市生涯学習推進基本計画（素案）

について 

７ 日程第５ 議案第４２号 令和３年度京田辺市教育委員会表彰について 

８ 閉会宣告  
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１ 開会宣告 

教育長 令和３年第１０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。 

事務局から報告願います。 

教育部長 教育行政報告をさせていただきます。 

９月１３日から１５日までの３日間、市議会本会議一般質問が議場で行われました。 

１４日、市の指導主事計画訪問が三山木小学校で行われました。 

２１日、元市立培良中学校長、杉井弘和氏の叙勲伝達が教育長室で行われました。 

同日、市指導主事計画訪問が草内小学校で行われました。 

２２日、市議会文教福祉常任委員会が委員会室で行われました。 

２４日、市の指導主事計画訪問が桃園小学校で行われました。 

２７日、決算特別委員会現地調査が桃園小学校で行われました。体育館のＬＥＤ照明、

エレベーターの設置、ＧＩＧＡスクール構想について経過を確認されました。併せて、文

教福祉常任委員もＧＩＧＡスクールの成果を確認されました。 

３０日、市議会本会議の一部採決が議場で行われました。今年度から議会のスケジュー

ルに少し変更があり、一旦、議案、補正予算については裁決をし、引き続き、１０月に入

ってから、決算特別委員会がされる議会日程となりました。 

１０月１日、藤原孝章教育委員の任命書交付式が市長室で行われました。 

５日、決算特別委員会部局別審査が委員会室で行われました。 

７日、市立田辺東幼稚園創立５０周年記念式典が東幼稚園で行われました。 

１２日、決算特別委員会総括質疑が委員会室で行われました。 

１６日、山城地方中学校体育大会駅伝競走の部が太陽が丘陸上競技場で行われました。 

１８日、市議会本会議の採決が議場で行われ、閉会しました。 

１９日、薪ハンドボールクラブ、男子の部の表敬訪問が３０５会議室でございました。 

本日、定例会です。 

続きまして、新型コロナウイルス感染症の対応に関する報告をいたします。別紙１をご

覧ください。 

９月８日から昨日までの間、５件の学校運営に関係するコロナウイルス感染症が発生し

ました。順にご説明します。 

１件目、大住中学校です。９月６日に職員の感染が判明いたしました。翌日７日から９

日まで臨時休業としました。その後の調査で、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、９月９日から通常授業を再開しています。 



 - 3 - 

２件目、桃園小学校です。９月９日に第２学年の児童が感染が判明しました。翌日の１

０日から１２日まで当該児童が在籍する学級の閉鎖を実施しました。調査の結果、学校で

の感染拡大のおそれはないため、１１日から学級閉鎖を解除し、１３日月曜日から通常授

業を再開しています。 

３件目、三山木小学校です。９月２７日に第４学年の児童の感染が判明しました。翌日

の２８日から３０日まで当該児童が在籍する学級の閉鎖を実施しました。調査の結果、濃

厚接触者に特定される児童、職員はおりませんでしたので、９月３０日から通常授業を再

開しています。 

４件目、草内小学校です。１０月２日に第１学年、第３学年の児童の感染が判明しまし

た。翌日３日から５日まで当該児童が在籍する学級の閉鎖を実施しました。調査の結果、

学校での感染の拡大のおそれはないため、１０月６日から通常授業を再開しています。 

５件目、草内小学校です。１０月７日に第３学年と第５学年の児童の感染が判明しまし

た。翌日８日から１０日まで当該児童が在籍する学級の閉鎖を実施しました。調査の結果、

濃厚接触者に特定される児童、職員はおりませんでしたので、１１日から通常授業を再開

しています。 

新型コロナウイルス感染症に関する事項については以上です。 

続きまして、議会報告をします。 

１ページから８ページまでが一般質問となっています。子どもの権利条約の制定、コロ

ナウイルスに対する対応、あるいは救命活動に係る各学校での対応などについて、質問が

ありました。 

９ページ以降は、文教福祉常任委員会における質疑内容です。補正予算にあげているＧ

ＩＧＡスクール構想、留守家庭児童会で新たに補助金を計上していることについて、質問

を頂いております。 

１６ページ以降は、決算特別委員会における質疑内容です。学校給食の業務委託につい

て、ＧＩＧＡスクール構想、ポットラックについて等の質問を頂きました。 

詳細は、資料をご参照ください。 

教育長 これから質疑に入ります。質疑はありませんか。 

伊東委員 今の行政報告とは直接関係はないですが、緊急事態宣言が解除され、現在の小・

中学校、幼稚園の学校、幼稚園生活はどのぐらい平常に戻ってきているのかということと、

学校行事、部活動、クラブ活動といった行事は、現在どういった感じで行われているのか

聞かせていただけたらと思います。 

こども・学校サポート室総括指導主事 基本的には１０月１日の解除をもちまして、段階的

にという形で進めております。最初の１週につきましては、蔓延防止等のことを踏まえな

がら、少しずつ可能な形でというふうに進めておりまして、現在は、基本的にはコロナ禍

での教育活動というのは踏まえながら、形としては通常というか、コロナ禍での生活の通

常の形に戻りつつあるという状態にあります。密な状態というのが起こり得る場合につい

て、コロナ前と同じというわけにはいきませんが、現状としては通常に戻りつつあるとい

う形です。 
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西村委員 別紙１で新型コロナウイルス感染症に伴う各校の対応について、教えていただい

たんですけれども、例えば感染して休んだ子どもたちは出席停止だと思うんですけど、期

間は大体どれぐらい休むのかということと、その期間の学習支援とか、その辺りはどのよ

うに対処いただいているのかという点を伺います。 

こども・学校サポート室総括指導主事 感染し、陽性になった場合は、保健所の指示という

ことになりますので、発熱等の症状から１０日程度という形になります。濃厚接触者につ

きましては、最終接触から２週間ということになっております。基本ですけれども、その

間は自宅待機ということになっております。 

学習保障については、まだ今の段階では毎日プリントを持っていったりというような対

応が主ではございますが、各校においてＩＣＴを少し活用したものを進めつつあるという

ことです。併せて、登校した段階で必要に応じて、その子に対する補習等の対応を行って

いるのが現状です。 

教育長 別紙１で、「接触者に特定される生徒、職員はいなかったため」という書き方と、

「学校での感染拡大のおそれがないため」という二つの書き方がありますが、「学校での

感染拡大のおそれがない」というのは、要するに濃厚接触者はいたけども、そこから全体

に広がるという可能性がないということで、書き方の違いがあるということでよろしいで

すか。 

こども・学校サポート室総括指導主事 はい。 

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１、教育行政報告を終わります。 

 

４ 日程第２、報告第９号、令和４年度京田辺市立幼稚園児の募集結果について 

教育長 次の日程第２、報告第９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。 

教育長 日程第２、報告第９号、令和４年度京田辺市立幼稚園児の募集結果についてを議題

とします。 

本件について説明願います。 

学校教育課長 本件は、９月に実施した令和４年度京田辺市立幼稚園の園児募集の募集結果

について報告するものです。詳細は、輝くこども未来室職員から説明させていただきます。 

輝くこども未来室保育幼稚園係長 令和４年度入園希望数は、上の表「令和４年度入園希望

者数」のとおり、９月３０日現在、６名増加となった大住幼稚園、横ばいとなった田辺東

幼稚園、普賢寺幼稚園を除く５園で入園希望者が前年募集比を下回り、市立幼稚園全体で

２９人減の１１７人が来年４月に新たに入園予定となっているところです。 
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来年度の園児数の見込みは、下の表「令和４年度園児数見込み」のとおりであり、現在

約２００人いる５歳児が卒園して、新たに入園する児童が１１７人となりますので、来年

度の園児数は、今年度５月１日現在と比較して８３人減の４２８人となる見込みです。 

令和元年の幼児教育・保育の無償化以降、市立幼稚園の園児数は急激な減少が続いてい

る状況にあります。本市ではさきに第１期京田辺市幼稚園・保育所再編整備計画を策定し

たところですが、輝くこども未来室としましては、運営を継続していく市立幼稚園の活性

化に向けて取り組んでいかなければいけないというふうに考えております。そのため、１

０月１日から１５日の間に保護者を対象としたアンケート調査を実施したところです。こ

ちらの結果につきましては、取りまとめた後にまたご報告、協議をさせていただきたいと

考えておりますので、よろしくお願いいたします。 

教育長 これから質疑に入ります。質疑はありませんか。 

伊東委員 第１期の幼稚園・保育所再編整備計画の中で、保育ニーズの、今、余剰が今後ず

っと生まれていくのではないかと記されていたんですけれども、この募集結果についても、

事務局としては予測ができる範囲であったのかというのを伺いたいと思います。 

輝くこども未来室保育幼稚園係長 減少するであろうという予測はしていたんですけども、

正直なところ予測以上に、かなり少なくなっているという感覚です。 

伊東委員 その結果を受けてのアンケートを実施された。もともとアンケートは実施する予

定であったのかどうか。 

輝くこども未来室保育幼稚園係長 結果を受けてというわけではなく、今後の幼稚園の在り

方について、この再編計画も踏まえた上で、今後、市立幼稚園の活性化を図るに当たって

アンケートを実施して、それを参考にしながら今後の方策というのを考えていくために実

施したものになります。 

西村委員 ３歳児の見込みが１１２人で入園希望者数がマイナス２９人と、かなりの減少で

すけど、昨年と今年というのはどういう形になっとるんかということが１点、それと３歳

児の園児数というのは昨年度に比べて人数的に増えているのか、横ばいなのか、減ってい

るのか。 

輝くこども未来室保育幼稚園係長 正確な数については、今、資料の持ち合わせがございま

せんが、来年度の４歳児の人数がおおむね３年度の４月の人数と近しい数になっていると

いうことになりますので、３歳児の人数は減っているという状況にあります。 

西村委員 それは京田辺市全体の３歳児が減っているという理解でよろしいですか。 

輝くこども未来室保育幼稚園係長 市内の年齢別で人口統計が出ているんですけど、特に３

歳児が減っているからという、比例してというものではなく、そこは検証はされていない

んですけども、園児数としては減少しているという状況になります。 

西村委員 また調査されたということですので、それを待つところがあると思うのですけれ

ども、３歳児さんの進路としては、幼稚園か保育所、幼稚園も保育所も公立か私立かとい

う四択のような形であると思うんですけど、その中で公立の幼稚園の園児数が予想以上に

減っていると。国の政策による部分もあるとは思うんですけれども、その辺りのところ、

原因のところをいろいろと研究されていると思うんですけれども、その辺をしっかりと動
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向を見ていく必要があるのかなというふうに思ったりしますので、その辺また調査、アン

ケート結果も含めて教えていただきたいと思います。 

教育長 ほか、質疑ございませんか。 

         （「なし」と言う者あり） 

教育長 質疑なしと認めます。 

日程第２、報告第９号、令和４年度京田辺市立幼稚園児の募集結果についての件を終わ

ります。 

 

５ 日程第３、報告第１０号、中学校給食施設新築工事等に係る基本設計について 

教育長 日程第３、報告第１０号、中学校給食施設新築工事等に係る基本設計についてを議

題とします。 

本件について説明願います。 

中学校給食準備室長 本件は、中学校給食施設及び各中学校の配膳室の新築等工事に係る基

本設計について報告するものです。 

中学校給食施設の整備は、令和２年１１月に策定しました京田辺市中学校給食基本計画

に基づき、令和６年４月からの市立３中学校の完全給食実施に向け、現在準備を進めてい

るところです。このたび給食施設整備に関し、基本設計業務が完了したので、その内容を

説明させていただきます。 

１ページ、施設の概要をご覧下さい。 

施設規模は、最大３，０００食としています。計画地は山城大橋の手前、中央住民セン

ター西側の京田辺市草内禅定寺外地内、敷地面積３，０８３平米、都市計画区域、用途区

域、工業地域に整備するものです。現在は市有地です。 

２ページをご覧ください。建物の計画等における基本設計にあたりましては、基本計画

に基づくものとして、四角囲みに記載しております基本理念の下、基本的な方向性として、

①安全性の確保から⑨災害対応までの九つの基本的な方向性を定めているところです。 

３ページをご覧ください。地図上、中部住民センター西側の市有地のうち、給食施設と

して利用する敷地を朱色で示しております。左側がカーブしており、大住草内線の道路整

備に沿った線形となっております。なお、敷地北側に一般の住宅が連檐しているという状

況です。 

４ページからは意匠計画となります。４ページは、施設の配置平面図です。資料の右側

が北です。北側に中部住民センターがあります。給食施設への出入りは２方向を計画して

おります。１つ目は右側北東、食材入荷・一般出入口と書いておりますが、ここは主に給

食に使う食材を搬入する業者の車両が通行するものといたしております。２つ目は左側南

東側の大きい黄色の矢印上下で示した出入口ですが、こちらは主に給食センターで作って

３中学に配送する車両が通行する出入口となっております。 

給食施設ですので、残菜処理、食器等の洗浄によって臭気、においが発生する可能性も

ございますので、今申し上げました敷地の南側の大きい黄色の矢印の右側、薄く点線で囲

んであるところに排水処理施設を配置することにより、北側の連檐する住宅地からできる
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だけ遠い位置に臭気が及ぶような施設を配置して地元対策を講じていこうと考えていると

ころです。 

５ページをご覧ください。こちらは、給食施設の１階の平面図です。北の端になります

右側に２台のトラックの図が記載されておりますが、その下側に、市の職員等が常駐する

事務所を設けさせていただきます。その他の大部分は給食調理機能として配置します。右

手の西側から食材を搬入し、順次右から左へ調理工程を経て、左端の搬出口、トラック４

台をイメージしておりますが、そこから各中学校へ配送する流れになります。 

６ページをご覧ください。こちらは、給食施設の２階の平面図です。主に食育教育に関

する施設と給食調理に携わっていただく従業員の方が利用する施設となっています。北側

に４２席の研修室を配置させていただいております。茶色の四角囲みが二つございますが、

こちらはガラス張りによります、１階から２階に上がる吹き抜けとなっており、直接、２

階から１階の調理場の調理作業を見学できるスペースとなっております。そのほか、２階

には、調理員の更衣室、休憩室等を配置予定です。 

続きまして、７ページをご覧ください。こちらは、施設の立面図の意匠図です。 

施設の外観は、次のページのイメージパースをご覧いただきたいと思います。下段に南

西側、南、北それぞれの鳥瞰パースを掲載しています。外観と壁面の色につきましては、

給食施設の北側に一般住宅が隣接していますので、一体感を得られるように対応していま

す。 

９ページをご覧ください。こちらは、施設内部のイメージパースです。右上のパース、

２階の食育スペースに実際に１階の調理室で使用している調理釜等と同等機能の調理器具

を展示する予定です。実際に使用している釜などを配置することで、それらの大きさなど

を理解していただけると考えているところです。また、左下のパースは、先ほど２階平面

図で説明いたしましたとおり、２階の見学通路から１階の調理作業を見学できる全面ガラ

ス張りの通路をイメージしたものです。 

１０ページをご覧ください。こちらは構造設計の概要となります。 

左側２つ目、２）耐震安全性の目標。給食センターの耐震性能ですが、基準としまして

は、官庁施設の総合耐震計画基準及び解説に従い、防災計画上、Ⅱ類、重要度係数は１．

２５以上としています。これにより、中地震時においては構造体に損傷を生じない機能を

持たせているところです。 

電気設備計画についてご説明します。 

１２ページをご覧ください。太陽光発電設備について掲載しております。給食施設の屋

根に太陽光発電パネルを設置する計画でございます。このパネルの容量についてですが、

（３）再生可能エネルギー利用設備の導入義務量としまして、延床面積当たりで掲載して

いるところです。給食施設の床面積は２，２００平米ですので、（４）に記載の計算式に

より、給食施設では太陽光パネル５．５２キロワット以上が必要とされております。これ

に基づき、当該給食施設については１０キロワットの太陽光パネルを設置する計画をして

いるところです。 

次に、１３ページ機械設備計画をご覧ください。左側２項目目、ｂ）給水設備に関しま
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して、受水槽の仕様ですが、合板製一体型タンク、５０トンを配置します。 

その次、ｃ）排水設備についてです。２つ目のポツを見ていただきたいと思います。事

務所等からの生活排水の汚水、雑排水については、直接、公共下水道へ放流いたします。

また、調理でありますとか食缶等の洗浄に伴い生じる排水につきましては、除害施設、排

水処理槽に一旦貯留のうえ、下水道に放流できる水質基準値まで処理した後、公共下水道

に放流する計画をしております。 

ｄ）衛生器具設備につきましては、洗面器等の器具は全て自動水栓としております。 

ｅ）ガス設備につきましては、敷地の南側、旧国道３０７号に大阪ガスの中圧管が布設

されており、この中圧管からガスの引き込みを行う計画です。都市ガス中圧管は耐震性に

優れており、大地震の際にもガス漏れの可能性が低いとされております。 

ｉ）空気調和設備につきましては、空調エリアを非汚染作業区域、汚染作業区域、一般

区域に切り分け、汚染区域の空気が非汚染区域に流れたりしないようにし、空気を介して

の汚染がされない設計としているところです。 

次の１４、１５ページは厨房機器計画です。３，０００食対応の整備計画です。 

中学校給食施設では、スチームコンベンションオーブンを配置する予定です。これを配

置することによって、生徒に提供する給食メニューの多様化が図れるとお聞きしておりま

す。具体的に申しますと、例えば焼き魚であるとかグラタンも調理としては可能だという

ふうな機械を計画しております。 

１６ページをご覧ください。給食施設の外構計画の概要です。右側７－２、附帯施設計

画の施設外周のフェンスですが、敷地東側の現況道路に隣接する部分では、写真で掲載し

ております縦格子フェンスを設置いたします。二つあります門扉につきましても、縦格子

フェンスと同一のデザインとすることによって、周辺の景観に配慮しております。一方、

敷地の西側の都計道路に隣接する部分は、ネットフェンスを設置する計画です。 

その下の７－３、植栽計画ですが、給食施設の仕切りフェンスの３％の緑地帯を設ける

計画をしています。 

以上が中学校給食センターの新築工事に係る基本設計でございます。 

給食センターで調理した給食は、配送トラックで各中学校に配送します。各中学校に給

食の受渡しを行う配膳室を設置する必要があります。次の資料は、各中学校に整備する配

膳室の位置を示すものです。 

１枚目の図面は、田辺中学校です。中央付近に１センチ四方で斜線を引いてあるところ

が配膳室でございまして、南校舎の南東角、現在は普通教室で運用している場所を配膳室

に整備し直すという計画をしております。その下の緑色の矢印が配膳車の搬入ルート、青

色の矢印が配膳室から各教室に給食をカートで配送するルートになります。 

２枚目の図面は、大住中学校です。北校舎、北側のスペースに配膳室を新たに建築する

ものです。 

３枚目の図面は、培良中学校です。南校舎南東の角に新たに配膳室を新築します。培良

中学校には現在エレベーターが設置されておりませんので、今回の配膳室の整備に併せて、

配膳室の西隣に新たにエレベーターの整備を行う計画です。 
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資料の説明は以上です。 

今後の予定ですが、この後、来年９月、実施設計。その後、建設工事に着手しまして、

令和６年２月に竣工し、試運転等を経て、令和６年４月から中学校給食の実施を行う計画

です。 

教育長 これから質疑に入ります。質疑はありませんか。 

西村委員 １点基本的なところなんですが、この施設は今の地面からいうと、どれぐらいか

さ上げされた場所になるのか教えていただきたい。 

中学校給食準備室長 詳細な数字は今持ち合わせはしておりませんが、一つの目安としまし

て、浸水区域想定であります木津川の関係の場合と、内水の浸水がございますけども、内

水の防賀川による浸水については、床までは浸水しないというような構造になっています。 

西村委員 各中学校の配膳施設の中で田辺中学、今のお話では教室のところを使われるとい

うお話だったと思うんですけど、田辺中学校の生徒数の推移は、ここ何年かまだ右肩上が

りで教室が足らないというような話が出ていたように記憶してますが、その辺りは整合性

が取れるのかどうか。見解をお願いできたらと思います。 

教育部長 今ご意見頂きましたように、田辺中学校は当面、生徒数の増加が見込まれるため、

西側にプレハブ校舎を設置させていただいています。そこで当面の生徒増については対応

していこうというふうに思っておりますが、ピーク時には、１、２教室ということではな

く、かなりの教室が不足すると見込まれます。したがいまして、今後の生徒数増に対応す

ることについては、別の次元で考えていかないといけないものがございますので、ここは

配膳室に転用しますが、別にプレハブを増築するなり、新たな場所を探すなりという形で

生徒数増には対応していきたいというふうに考えております。 

教育長 ほかに質疑はございませんか。 

         （「なし」と言う者あり） 

教育長 質疑なしと認めます。 

日程第３、報告第１０号、中学校給食施設新築工事等に係る基本設計についての件を終

わります。 

 

６ 日程第４、協議、第３次京田辺市生涯学習推進基本計画（素案）について 

教育長 日程第４、協議、第３次京田辺市生涯学習推進基本計画（素案）についてを議題と

します。 

本件について説明願います。 

社会教育課長 第３次京田辺市生涯学習推進基本計画（素案）について、協議をお願いしま

す。今後、この素案をもって、パブリックコメントに付したいと考えております。 

第１章、計画策定にあたってについて説明します。 

本計画の趣旨は、市民の一人ひとりが地域とつながり、誰もが住みやすいまちづくりに

向けて取り組んでいくことが求められる状況を踏まえ、生涯学習社会を実現し、市民一人

ひとりの学びを通した自己実現や地域のつながりの形成、地域社会での学習成果の活用に

取り組むことができるようにすることです。 
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このため、本計画は、最上位計画である第４次京田辺市総合計画のうち、教育やスポー

ツ、福祉、環境、健康などを始めとした各分野の個別計画との連携を図る計画として位置

づけております。 

なお、計画期間は令和４年度から令和１３年度までの１０年間です。 

第２章、本市を取り巻く環境について説明します。 

４ページの国勢調査における人口、世帯数の推移については、２０２０年度の国勢調査

の結果発表がされ次第、差替させていただきます。 

続いて、生涯学習に関するアンケート調査結果を載せております。 

７ページと８ページでは、前計画、第２次生涯学習推進基本計画の成果と課題を（１）

学習活動への参加の促進、（２）地域人材の活躍（３）学習環境の整備、（４）学習成果

の活用の４点に取りまとめたものです。 

９ページと１０ページでは、本市で取り組む必要がある課題を、（１）学習機会・学習

環境の充実、（２）学習を通じた交流の促進、（３）学習成果の活用に向けた基盤整備の

３点にまとめ抽出いたしました。 

第３章、計画の基本的な考え方について説明します。 

本計画においては、これまで地域で行われてきた学習活動を守り育てていくとともに、

学習を通して地域間・世代間のつながりを形成し、学習の成果を地域で活用していくため

に、「学びを広げ 未来を拓くまち 京田辺」を基本理念に定めたところです。 

１２ページをご覧ください。基本目標として、３つの柱をたてています。 

基本目標１は、「学ぶ～誰もが学び続けられるまち～」です。 

基本目標２は、「つなげる～学びを通してつながりあえるまち～」です。 

基本目標３は、「活かす～学びの成果を活用できるまち～」です。 

この三つの基本目標を実現するため、施策を展開していきたいと思います。 

１４ページをご覧ください。基本目標にかかる目標値です。 

基本目標１、「学ぶ～誰もが学び続けられるまち～」については、これまで生涯学習活

動を行ったことがある人の割合を、７６．１％から８５．０％に増やすことを目標としま

す。 

基本目標２、「つなげる～学びを通してつながりあえるまち～」については、地域や社

会活動に参加したいと思う人の割合を、５７．９％から６８％に増やすことを目標としま

す。 

基本目標３、「活かす～学びの成果を活用できるまち～」については、学習活動を通じ

て身につけた知識や技能について、地域や他の人のために生かしてきた人の割合を、３４．

９％から４３％に増やすことを目標とします。 

それぞれの基本目標に対し、１５ページの図に示す基本施策を展開します。 

１６ページ、第４章で、１５ページの図に示す基本目標に対する基本施策を具体的に説

明しています。 

基本目標１の基本施策（１）多様なニーズに合わせた学習機会づくりでは、Ｓｏｃｉｅ

ｔｙ５．０に対応するため、インターネット等のＩＣＴを活用して、さまざまな講座に参
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加できる仕組みの構築を本計画の新たな取り組みとし、１３の施策を展開します。 

基本施策（２）学びの拠点づくりでは、学習を推進するための施設機能の運営など三つ

の施策を展開します。 

基本施策（３）生涯学習の情報提供では、広報紙やＳＮＳ等を活用した情報発信の充実、

出前講座の実施などを実施します。 

基本目標２の基本施策（１）生涯学習の人材発掘と育成では、①文化活動を指導する人

材の育成、②スポーツ活動を推進するためのリーダーの育成など、学習をサポートする人

材や活動を先導するリーダーの育成に関する施策を展開します。 

基本施策（２）学びを通したつながりづくりでは、市民活動の促進や、前回計画からの

課題であった②生涯学習推進協力員による市民活動促進など、五つの施策を展開します。 

基本施策（３）多様な主体との連携では、①同志社大学等と協働した学習活動の展開な

ど三つの施策を展開します。 

基本目標３の基本施策（１）学びの成果を生かせる機会づくりでは、①文化活動の発表

の場の提供、②スポーツ大会の開催といった二つの施策を展開します。 

基本施策（２）市民活動団体の主体的な学びの促進では、①市民交流イベントの実施や

②自主的な活動の場の創出の二つの施策を展開します。 

基本施策（３）市民活動のまちづくりへの還元では、①市民の相互の学び合いの促進の

中で、生涯学習人材バンク制度の充実やコーディネーター等の支援体制を整備することや、

③地域の課題解決に向けた活動の推進など、三つの施策を展開します。 

最後、第５章、計画の推進では、京田辺市生涯学習推進協議会において各施策の実施状

況の点検を行うとともに、市民意識調査や各評価指標の状況を含めて、計画の中間見直し

や次期計画の策定を行っていきます。また、本計画は広範囲にわたるものであるため、部

局間の連携や市民活動団体、企業、大学等との連携を図り、学習を通したつながりづくり

や学習成果の活用を推進していきたいと考えております。 

以上で、第３次京田辺市生涯学習推進基本計画（素案）の説明を終わります。ご審議よ

ろしくお願いします。 

教育長 質問あるいはご意見等ありましたら、よろしくお願いします。 

藤原委員 計画の実施が１０年ぐらいということなので、そのスパンで考えますと、第１章、

１．計画の趣旨に、「国際化の進展による外国人人口の増加」という文言があります。す

ぐに京田辺市で増えるかどうか分からないですけれども、アフターコロナのときに特定技

能等の資格で外国人の方が働きに来るケースも当然出てくることも予想されます。それか

ら同志社大学にはグローバル・コミュニケーション学部があり、留学生も学んでおります。

外国人との多文化共生という言葉を入れていただけると、生涯学習計画としてはいいので

はないかなというふうに思います。 

例えば９ページに「交流の促進」とあり、同志社大学との連携という文言がありますが、

外国人留学生という文言をつけ加えていただいたり、１７ページのところの施策の展開で

①から⑬までありますが、例えば⑪と⑫の間のところに多文化共生のまちづくりを目指す

意識啓発とか、そういうふうなところを入れていただけると、今、各自治体が多文化共生
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のまちづくりということを非常に意識していますので、そのようなところも大事な文言と

して入れられたらどうかなと思います。 

社会教育課長 参考にさせていただきまして、文言につきましては検討させていただきます。 

教育長 ほかに、ございませんか。 

伊東委員 今年５月の臨時会で、京田辺市の生涯学習推進協議会でこの策定に当たって諮問

をされるというふうになっていたと思うんですけど、その答申とこの計画との盛り込み方、

どんな形で盛り込まれているのか教えていただきたいと思います。 

社会教育課長 これを素案とし、１１月５日から１２月５日までパブリックコメントにかけ

させていただきます。パブリックコメントの意見を反映させたものを教育委員会へ答申と

いう形で返させていただき、また発表させていただくという形になります。 

伊東委員 答申はまだということ。もう一つ、１５ページの基本目標１の学ぶのところの誰

もが学び続けられるまちというところの「誰もが」という表現が、ちょっとほかの文面を

読んでいても、ちょっと弱いかなという印象がありまして、この「誰もが」というところ

のもっと詳しい説明というか、年齢とか性別とか国籍とか、そういうものを問わないとい

う、全ての市民みたいな、そういうニュアンスの文言があればいいかなということを思い

ました。 

教育長 ほかには、上村委員。 

上村委員 先ほどの藤原委員の意見とも関係性があると思うんですけども、学びという意味

で国際交流とかそういったものももっと盛り込んで。今後そういうことがすごく重要にな

ってくると思うので、そういった内容をもうちょっと盛り込んでいっていただけると。世

界に広がっていくというようなのも大事だと思うので、そういうものを盛り込んでいって

いただけたらなというふうに思いました。 

教育長 ほかに質問、ご意見はありませんか。 

私の方から、まず、議案書の表題は「推進計画」とありますが「推進基本計画」ですね。 

社会教育課長 すみません、訂正します。 

教育長 それと質問を１点だけなんですが、数値目標が設定されていますね。目標値が大体

１０％程度ずつ上がっているんですけど、その根拠を教えていただけますか。 

社会教育課長 基本目標１、「学ぶ」では、これまで生涯学習活動を行ったことのある人の

割合ということになっておりますが、アンケート調査結果では、行ったことがない人が約

１９．５％おられました。その半分を加算したという形になっております。 

基本目標２の「つなげる」では、地域や社会で活動に参加したい人のおおよその割合と

いうことになっておりますが、その中で、分からないというふうな回答をされた方が２

０％おられまして、その２０％の半分を増やしていこうという計画になっております。 

最後に基本目標３、「活かす」では、学習活動を通じて身につけた知識や技能について

地域や他の人のために生かしてきた人の割合になりますが、どちらかといえば生かしてき

ていないと言われる方が１６．９％ございました。その半分を目標値に加えたところです。 

教育長 ほかに、ご意見とかございませんか。 

         （「なし」と言う者あり） 
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教育長 なしと認めます。 

日程第４、協議、第３次京田辺市生涯学習推進基本計画（素案）についての件を終わり

ます。 

 

教育長 次の日程第５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」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） 

 

７ 日程第５、議案第４２号、令和３年度京田辺市教育委員会表彰について 

         〔非公開〕 

         （議案第４２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ございます。 

その他、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１０回京田辺市教育委員会定例会を閉会いたします。 

 


