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令和２年 第１回久御山町教育委員会定例会 議事録

１．招集年月日 令和２年１月 28 日

２．招集の場所 久御山町役場議会棟特別会議室

３．開 会 令和２年１月 28 日午後３時 45 分開会 宣告

４．出 席 委 員 山 本 悦 三

豊 田 美 幸

阿 部 拓 児

田 口 賀 彦

５．欠 席 委 員 寺 井 恵太郎

６．職務のため出席した者の職氏名

教 育 次 長 田 井 稔

社会教育課長 西 野 石 一

学校教育課長補佐 野 田 貴 志

書 記 奥 小 苗

７．付 議 案 件

議案第１号 久御山町就学援助費交付要綱一部改正について

議案第２号 久御山町立認定こども園、小・中学校における給食用食品購

入に関する要綱一部改正について

８．会議の経過

午後３時 45 分 開会

○山本教育長 ただいまから令和２年第１回久御山町教育委員会定例会を開催い

たします。本日の議事録署名人は阿部委員であります。前回、令和元年 12 月２日開

催の第９回定例会議事録につきましては、先日配付してご覧頂いたことと存じます。

よろしければご承認いただきたいと存じます。よろしゅうございますか。

○委員一同 はい。

○山本教育長 第９回定例会の議事録については、承認されました。非公開の決定

でございます。本日の教育委員会の報告案件のうち、報告第１号につきましては学力

の可否の部分が含まれる案件でございますので、非公開としたいと存じますが、よろ

しゅうございますか。

○委員一同 はい。

○山本教育長 では、ただいまの件につきましては、そのように取り扱わせていた

だきます。次に、報告についてでございますが、私の方からは特に報告事項等はござ

いません。それでは、議事に移ります。議案第１号、『久御山町就学援助費交付要綱

一部改正について』を議題といたします。事務局より説明を求めます。

○田井教育次長 それでは議案第１号、久御山町就学援助費交付要綱一部改正につ

いてご説明いたします。要保護児童生徒援助費補助金及び特別支援教育就学奨励費補

助金交付要綱の一部改正に伴いまして、補助対象費目を追加するため、本要綱を改正
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するものでございます。こちらにつきましては、このたび卒業アルバム代等が就学援

助費の補助対象に加わったことに伴いまして、今年２月１日から施行させていただこ

うと考えております。この対象になる小学６年生が 47 人、中学３年生が 46 人です。

小学校のアルバムの概算は 10,890 円、中学校は 8,710 円です。今年の卒業アルバム

代から補助させていただきたいと考えております。以上です。

○山本教育長 説明が終わりました。質疑に入ります。小学校の方が卒業アルバム

代が高いのですか。

○田井教育次長 小学校の方が高いです。

○野田学校教育課長補佐 児童数が少ないからだと思います。

○田口委員 それぞれの学校ごとに業者が違うからかもしれませんね。

○山本教育長 国の補助金要綱が改正になり本町もそれに準じるということでご

ざいます。他に質疑ございませんか。

○委員一同 はい。

○山本教育長 それでは本件を可決してよろしいですか。

○委員一同 はい。

○山本教育長 それでは、議案第１号『久御山町就学援助費交付要綱一部改正につ

いて』は可決されました。続きまして、議案第２号『久御山町立認定こども園、小・

中学校における給食用食品購入に関する要綱一部改正について』を議題といたします。

事務局より説明を求めます。

○田井教育次長 それでは議案第２号、久御山町立認定こども園、小・中学校にお

ける給食用食品購入に関する要綱一部改正についてご説明いたします。改正理由を申

し上げます。昨年 10 月からのこども園の無償化に伴いまして、給食費を公会計とさ

せていただいております。給食用食品購入につきまして、財務規則等と整合を図るた

め本要綱を改正するものであります。具体的には、現行の要綱第２条第２項中「、飲

用牛乳」とありますが、生徒一人一人に与えるのが小・中学校の飲用牛乳であるため、

飲用牛乳の前に「小・中学校の」と記載をさせていただきます。そして公会計化に伴

いまして、納入業者の条件として、第３条中に確約条件を加えております。１つは久

御山町商工会に登録していること、２つは町税、地方消費税の滞納がないことを加え

させていただいております。なお、この要綱は令和２年１月 28 日から施行させてい

ただき、今後この要綱を元に次年度から業者を選定させていただきたいと考えており

ます。以上です。

○山本教育長 説明が終わりました。質疑はございませんか。

○阿部委員 「小・中学校の」といれるのはなぜですか。

○田井教育次長 こども園につきましては牛乳の量が少量で、特に大量購入します

小・中学校と区分させていただくためでございます。

○山本教育長 他にございませんか。

○委員一同 はい。

○山本教育長 本件を可決してよろしいですか。

○委員一同 はい。
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○山本教育長 議案第２号『久御山町立認定こども園、小・中学校における給食用

食品購入に関する要綱一部改正について』は可決されました。本日の議案は以上でご

ざいます。これをもちまして、令和２年第１回久御山町教育委員会定例会を閉会しま

す。

午後３時 55 分 終了
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○報告事項

（１）京都府学力診断テストの結果について

（２）令和元年度いじめ調査実施結果（２学期）について

（３）令和元年度生徒指導の状況（２学期）について

（４）一般質問（12 月議会）について

（５）令和元年度卒業（園）式及び令和２年度入学（園）式の日程について

（６）令和２年度こども園入園募集結果について

（７）佐山小学校給食調理業務に係る委託業者の決定について

（８）小・中学校給食費の改定について

（９）その他

（１）京都府学力診断テストの結果について

≪非公開≫

（２）令和元年度いじめ調査実施結果（２学期）について

野田学校教育課長補佐

・７月に１回目のいじめ調査を行い、その追跡調査を行った。

・学校の見守りや支援の結果、要指導だったもののほとんどが解消されていった。

・要指導のままの場合に関しては、加害者に発達面で課題のあるケースであり、学校

で指導したときには反省してやめるが、しばらくすると繰り返してしまう傾向がみら

れる。そういった子ども達にも継続して支援や指導をしていくことが必要不可欠であ

る。

・改めて２回目のいじめ調査を実施し、１回目に比べて認知件数が減少した。

・担任などの聞き取りにより行為が止んで見守りや解消に向かうが、同一生徒が相手

を替えて同じような行為、または言動をする傾向があるので、それぞれの特性に応じ

て継続的に支援や指導を行っていく。

・重大事項は見られない。

（３）令和元年度生徒指導の状況（２学期）について

野田学校教育課長補佐

・小学校については、毎月生徒間暴力が発生した。また、後半には器物破損が多発し

た。感情を上手くコントロールできなくて言葉で気持ちを伝える能力が未熟な子がい

たため、事象が起きた。相手の気持ちを考えて行動することの大切さや怒りの感情を

抑制する方法を学ばせる。

・金銭持ちだしが増加している。一人の子が持ち出したお金で複数の子に何かを買っ

てあげるケースが多かった。金銭を盗むなどの一件を含めて他人のものを盗むことへ

の抵抗感が低かったり、友人関係をお金で作ろうとしてしまうなど複合的な課題がう

かがえる。

・中学校については、生徒間及び対教師暴力事象が同じ生徒で繰り返しあった。小学
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校同様、個別の指導支援が必要であり、教師側も生徒の特性を理解して見守りをして

いく必要がある。

・問題事象の発生件数は昨年度に比べて大幅に減少している。

・不登校について、小学校は昨年度に比べてやや増加傾向にある。原因や背景につい

ては多様である。個々のケースについて丁寧に分析してその子に応じた支援を行って

いく必要がある。未然防止の為の学校作りや授業作り、集団作りを学校全体組織とし

て進めていって、こどもが安心できる居場所作りに努めている。

・中学校においても増加傾向にある。２年生は少ないが、１年生がやや多い。小学校

の頃から休みがちであった。

・小・中連携が大事になってくると同時に、魅力ある居場所作りを進めていくことが

大切だと考えている。

・不登校の子ども達のうち、小学校３名、中学校７名が適応指導教室（ゆうホール）

に通室している。保護者・学校の先生以外の大人と交流をとって、社会と接点を持つ

貴重な機会が設定できている。

・今年度、通室児童が増加している。教育機会確保や不登校児童生徒の支援のあり方

を町として、より充実させる必要性が求められてくる。

・中学校の体力は比較的高い。

豊田委員

・どこの校区の児童が多いか。

野田学校教育課長補佐

・佐山と東角が多い。

・学校と家庭が連携して子ども達の指導に努めている。

山本教育長

・４月、６月、８月、10 月に金銭持出が発生しているが、同一家庭か。

野田学校教育課長補佐

・別家庭である。

豊田委員

・窃盗の件数が多いのは、癖のあるお子さんが少数おられるからなのか、小学校でそ

ういった感覚が蔓延しているのか、どちらか。

野田学校教育課長補佐

・一概には判断しづらいが、私が東角小学校にいた頃は万引きが多かったので悪い文

化はあったかもしれない。

（４）一般質問（12 月議会）について

田井教育次長

・令和元年 12 月 19 日（木）・20 日（金）に開かれた。

・14 名中 10 名の議員が登壇された。うち教育委員会関係は３名。

・依存症対策、食品ロス削減と学校給食について。

・中央公民館のあり方について、通学路交通安全プログラムの危険箇所について。
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・学校教育行政について、水害対策（防災対策）について。

（５）令和元年度卒業（園）式及び令和２年度入学（園）式の日程について

田井教育次長

・３こども園の卒業式は令和２年３月 17 日（火）午前 10 寺開式。

・３小学校は令和２年３月 19 日（木）午前９時 30 分開式。

・中学校は令和２年３月 13 日（金）午前９時 30 分開式。

・教育委員さんの出席者を決めていただきたい。

山本教育長

・みまきこども園は田口委員、さやまこども園は豊田委員、とうずみこども園は寺井

員と阿部委員にお願いする。

・御牧小学校は豊田委員と田口委員、佐山小学校は寺井委員、東角小学校は阿部委員

にお願いする。寺井委員が欠席の場合は豊田委員に出席していただきたい。

・久御山中学校は全員出席をお願いしたい。

（６）令和２年度こども園入園募集結果について

田井教育次長

・０歳児 11 名、１歳児 50 名、２歳児 58 名、３歳児 85 名、４歳児 123 名、５歳児 105

名、計 432 名で開始させていただく。

・さやまこども園新規１歳児 16 名、とうずみこども園新規１歳児５名のほとんどが

元年度の０歳児待機児童。

・現在クラス編成、担任編成を進めている。

（７）佐山小学校給食調理業務に係る委託業者の決定について

田井教育次長

・令和２年度４月から佐山小学校給食調理業務の民間委託を行う。

・今回、久御山中学校と同じくシダックス大新東ヒューマンサービス（株）近畿支店

と契約を締結した。

・随意契約で１年間、19,404,000 円で締結した。

・令和３年度に御牧小学校の民間委託を予定している。

豊田委員

・佐山小学校では、現在 PTA の活動で保護者に給食を食べてもらっているが、継続で

きるのか。

田井教育次長

・引き続き行っていく。

（８）小・中学校給食費の改定について

田井教育次長

・前回の定例会で、小学校給食費を 255 円にする旨、PTA 等にもご説明した。今後の

食材の高騰を加味すると、260 円が妥当ではないかと保護者の方からご意見を頂いた。
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・検討委員会で意見をまとめた後、給食費を決定する。

（９）その他

田井教育次長

・GIGA スクール構想について

義務教育段階において、令和５年度までに、全学年の児童生徒一人一人がそれぞれ端

末を持ち、十分に活用できる環境の実現を目指す。


