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令和２年 第２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２月 19 日

２．招集の場所 久御山町役場会議室 23

３．開 会 令和２年２月 19 日午前９時 30 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

学校教育課長 内 座 多 恵

社会教育課長 西 野 石 一

社会教育課長補佐 高 田 浩 史

書 記 奥 小 苗

７．付 議 案 件

議案第３号 令和元年度久御山町一般会計補正予算（第５号）について

議案第４号 令和２年度久御山町一般会計予算について

８．会議の経過

午前９時 30 分 開会

○山本教育長 ただいまから令和２年第２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田口委員であります。前回、令和２年１月 28 日開

催の第１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１回定例会の議事録については、承認されました。次に、報告に

ついてでございます。現在インフルエンザが猛威を振るっておりますので、２月 19

日現在の久御山町内のこども園、小・中学校の病欠状況についてをご報告させていた

だきます。小学校でございます。御牧小学校につきましては総欠席者は５人のうちイ

ンフルエンザは１人です。佐山小学校は総欠席者３人のうちインフルエンザは０人で

す。東角小学校は第２学年が学年閉鎖、３年１組が学級閉鎖で、総インフルエンザは

14 人です。中学校が総欠席者が 10 人で、インフルエンザが４人です。こども園につ

きましては、さやまで１人インフルエンザで休んでおります。次に、中国山東省から

帰国する子女のご家庭が２月 22 日に帰国するということでございます。文部科学省

の通知に沿った対応として、帰国から 14 日間、自宅待機のご協力を頂く中で、３月

９日から登校していただく運びとなりましたのでご報告させていただきます。以上、
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報告を終わります。それでは、議案第３号、令和元年度久御山町一般会計補正予算（第

５号）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。

○内座学校教育課長 それでは、議案第３号について、説明いたします。歳入から

です。まず、地方譲与税の細々節で森林環境譲与税で、597 千円の入りを計上してお

ります。こちらは、児童用天板の取替えに対する税の充当をしております。小学校の

天板を今回 160 枚を交換するということで、させていただきました。各年で更新して

いこうという計画を持って、平成 29 年度からさせていただいている事業に関しての

充当です。続いて、国庫支出金の中で、子ども・子育て支援体制整備総合推進事業費

補助金で、54 千円の減額です。これは、交付決定額に基づく精査となっております。

こども園の保育教諭の研修費用がこの補助金に充てられるということで、交付決定額

が 17 千円でしたので、54 千円を減額したということです。次に、府支出金の第３子

以降保育料無償化事業費補助金で、81 千円を増額しております。10 月から国の制度

で、３歳以上の保育料が無償化になりました。それに基づきまして、給食の副食費の

方も免除になることに対する補助です。町では、12 人対象者がおりますので、4,500

円の半年分の１/４補助として 81 千円を補助としていただく予定をしております。続

いて委託金です。教育費委託金で、未来を拓く学校作り推進事業委託金として 199 千

円計上しております。京都府から未来を拓く学校作り推進事業の委託を受けて、本町

は元年度からしております。それの推進にかかる経費としての 100％の補助をいただ

いております。充当先としましては、消耗品や通信運搬、図書購入です。続きまして

歳出です。民生費、児童福祉費、こども園費、職員人件費についてです。こちらは職

員の時間外勤務手当として 500 千円の増額です。昨年度とうずみこども園分園で死亡

事案がございまして、その原因がノロウイルスの疑いがあったという保健所からの指

導がございまして、２～３週間保育室全室除菌作業を行いました。除菌作業は子ども

が帰ってからしかできないので、７時以降に職員で行いました。それにより、時間外

勤務手当が不足いたしましたので補正をあげております。次にこども園運営事業です。

62,695 千円を減額しております。主に共済費や賃金の減額です。当初計上していた人

員の確保ができなかったため、減額しております。嘱託員については、当初予算で 26

名計上しておりましたが 19 名の雇用でございましたので、７名分が減額となってお

ります。保育教諭の産休代替を３名雇用予定でしたが、そちらも補充できませんでし

た。また、用務員の嘱託員も全て臨時職員でまかないました。臨時職員についても、

それぞれ雇用できなかったことにより、不足分が生じ減額しております。３月１日現

在待機児童がでておりまして、０歳児 19 名待機していただいております。３：１の

割合で保育士を配置しないといけないんですけれども、保育士が確保できなかったた

めに待機していただいています。次に国庫補助金返還金です。先ほど歳入でご説明さ

せていただいた研修費に対する補助金なんですけれども、翌年度精算となっておりま

して、平成 30 年度交付額から確定額を差し引いた 57 千円を返還することとし、計上

しております。こども園給食運営事業です。こちらも 5,142 千円減額しております。

こちらにつきましても主に賃金です。共済費が 430 千円減額と、賃金が 509 千円の減

額です。こちらは、正職員の人事異動に伴い嘱託員も人事異動をさせていただいてお
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ります。嘱託員１名が当初こども園の方で勤務をしていましたが、小学校に異動にな

りましたのでそれに伴う減額です。需要費の給食材料費です。こちらは、３歳児未満

入園者数と３歳児以上入園者数が、当初見込んでいたよりも少なくなったことにより、

減額しております。こども園施設整備事業です。176,652 千円減額をしております。

とうずみこども園施設整備事業費を主に計上しておりました。２学期開園を予定して

おり、令和元年度に工事を進めていく予定で、当初計上しておりました。ですが、国

庫補助金が不採択となるということで、府の直接補助をいただくように調整しており

まして、工事が３ヶ月遅れました。そのことにより、令和２年度に金額支払がずれま

したので令和元年度では減額をしております。令和２年度の新年度予算に計上してお

ります。国際理解教育推進事業についてです。こちらは 883 千円減額しております。

ALT の保険料であるものの他は、海外派遣事業終了による精査で減額したものです。

次に教育相談事業です。社会保険料の改定に伴い、増額をしたものです。続いて学校

管理一般事務費です。こちらは、備品教入費です。先般、教科書の選定をしていただ

いたかと思いますが、令和２年度から教科書が改訂されることにより、教師用指導書

を今回計上し、４月に間に合うように購入いたします。全学年・全教科ですので、高

額になっております。小学校給食運営事業についてです。509 千円計上しております。

こちらは、先ほどこども園の方で嘱託員１名分減額している分を小学校で増しており

ますので、その分の賃金を計上しております。最後に中学校施設維持管理事業につい

てです。21,617 千円減額しております。こちらは、中学校の懸案でございます、南校

舎外壁タイルの修繕工事費用についてです。設計業務委託、管理業務委託、管理業務

支援といったものが、契約差金として 1,454 千円減額をしております。工事請負費に

つきましても、第２期工事の工事費を契約いたしましたので、予算額から実際の契約

金額の差額を減額いたしました。契約金額としましては、21,682,818 円です。継続費

の最終金額としましては、86,974,800 円が今回第２期工事の契約金額でございます。

以上です。

○山本教育長 学校教育課の説明が終わりました。質疑等はございますか。

○豊田委員 国際理解教育推進事業の海外派遣事業補助金のところに記載してあ

る事業終了というのは、どういった意味合いなのですか。

○内座学校教育課長 ワーウィックと中学校の交流事業を海外派遣事業と呼んで

おります。令和元年度につきましては、久御山中学校の生徒 15 名をワーウィックス

テートハイスクールに派遣しました。その費用を当初予算で計上しておりました。事

業終了ということで精算ができましたので、差額を減額いたしました。

○山本教育長 他に質疑ございますか。阿部委員どうぞ。

○阿部委員 やはり保育士さんの確保は難しいですか。

○内座学校教育課長 当初計上させていただいる人数は余裕をもっています。しか

し、今回０歳児待機を出さないこととして、待機児童 19 名ですのであと７名保育教

諭を確保しないと入っていただけない状況です。ハローワークに募集をかけたり、貼

紙をしたり、自治会の回覧などと工夫はしているのですが、どこの市町村でも人員確

保に努めておられますので、今の人数を確保するのに精一杯です。
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○阿部委員 本町が近隣市町村に比べて、とりわけ条件が悪いというわけではない

んですよね。

○内座学校教育課長 そんなに悪いわけではないという風に聞いています。若干の

差異はあるとは思うのですが、特段劣悪な条件ではありません。他の市町村を見ても、

待機児童は構造的な問題かと思います。

○山本教育長 待機児童はいつから出てきたんですか。

○内座学校教育課長 ７月末からです。０歳児さんは３ヶ月過ぎてからでないと入

れません。当初申し込みの方は全員入園していただいています。０歳児さんはその時

点で月齢が達していないのでどうしても途中入所になります。ですので、そこの確保

を事前にできれば一番いいんですが、実状は難しいです。

○山本教育長 他に質疑ございますか。田口委員どうぞ。

○田口委員 ０歳の待機が出ているということですが、通わせたいという保護者の

方の人数は増えていますか。

○内座学校教育課長 全体的な推移としては、人口減少にあわせて乳幼児数も減っ

ているんですが、０から２歳児の保育需要は高まっていると思います。

○山本教育長 未来を拓く学校作り推進事業というのはどういうものなのか説明

をお願いします。

○内座学校教育課長 令和元年度から京都府の委託を受けて実施しております。学

力向上ではなく、幼少連携の部分と学校運営というような形で、昨年度まで効果のあ

る学校推進事業というものをこれまで３年間、京都府の指定を受けて実施していまし

た。それに引き続き、というような形で未来を拓く学校作り推進事業として実施して

おります。これの目的は、幼児教育から中学校教育までの学びの連続性・一貫性を通

して、困難な状況に置かれている児童生徒全ての子ども達に、未来の社会の作り手と

なるように育て上げることです。認知能力、非認知能力を共に育成する学校作りを構

築するために、指定を受けたものでございます。ですので、学校の支援として大学の

先生にお一人、来ていただいています。小学校１年生の学びスタート調査は効果のあ

る学校作りに引き続きしていただいて、分析をする大学の先生をもうお一人来ていた

だいております。こちらはブロックごとに分かれておりまして、１中学校３小学校、

また、本町としてはこども園も見ていって欲しいということで、非認知能力の育成か

ら中学校卒業までを学校作り、園作りということで行っております。

○山本教育長 常々申し上げております、中学３年生の進路実現を具現化する必要

があります。中学３年生が本当の出発点にするための事業展開にしていきたいと考え

ております。平成 23 年から久御山学園構想が出てきました。学校も安定してきまし

たので、これから学力に力を注いでいきたいと考えております。他質疑等はございま

せんか。

○委員一同 はい。

○山本教育長 引き続きまして社会教育課より説明を求めます。

○西野社会教育課長 歳入からご説明させていただきます。まず、使用料及び手数

料の学校施設使用料です。こちらは、各小学校・中学校の体育館の使用料です。今年
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度は見込みよりも使用が少なかったため、30 千円の減額です。公民館の施設の使用料

につきましても、見込みよりも使用が少なかったため、300 千円減額しております。

交流館使用料につきましては、ゆうホールの貸館でございます。こちらは、今年度少

し使用が増えたことで 300 千円増額です。体育施設使用料については、体育館の使用

料とプールの使用料が入っております。プール使用料は雨等が多かったことによる減

額、体育館も見込みよりも使用が少なかったため、現在の見込みは 1,659,960 円の減

額となっております。次に府支出金、京の学び推進事業費補助金です。こちらは、現

在、市田・田井・佐山の３地域で活動していますが、今年度市田の活動が見込みより

も少なかったため、116,666 円の減額です。次に家庭教育支援基盤形成事業費補助金

です。子育て支援学級であったり、小・中学校の入学前の保護者のための講座での講

師の費用の部分で、決算見込み額 47 千円から当初予算額を差し引いて 19 千円の減額

です。文化芸術振興・発信事業補助金については、町民文化祭の音楽にまつわる部分

について、吹奏楽部の楽器の輸送関係の補助金として、4,404 円増額しております。

続いて財産収入の町史売払です。今回町史が一冊売払いができましたので、計上をし

ております。次に寄附金、社会教育費寄附金です。旧山田家住宅で事業をする際の募

金を募りました。今回、10,019 円寄附を頂きましたので計上をしました。次に繰入金

でございます。三郷山財産区特別会計繰入金（文化財費分）です。こちらは、雙栗神

社本殿防災施設のバッテリー交換が補助対象となり、11 千円の計上をしております。

諸収入の中の雑入です。１つ目は宝くじ交付金については、図書館の運営事業に対す

る補助金を充当しておりまして、今回 5,135,450 円決定しましたので、154,399 円の

減額となります。次にいきがい大学社会見学個人負担金です。当初見込みの人数から、

最終参加されました 208 名の実質的な負担を差し引いております。300 千円の減額で

す。次にいきがい大学受講料です。こちらは、１年間を通して最初に受講料 1,000 円

を頂いております。当初 400 名を見込んでいましたが、383 名の決算見込みとなりま

したので、17 千円減額しております。続いて広島派遣参加者負担金についてです。こ

ちらは、夏に小学校６年生、中学校１年生を対象に広島に派遣をしました。当初 40

名を見込んでおりましたが、31 名の参加となりましたので、18 千円減額です。ゆう

ホール陶芸用窯利用料についてです。こちらは、年間通して見込んでいる窯の利用で

すが、少し落ちまして 16 千円の減額です。町民文化祭事業収入です。当日、野菜販

売を予定しておりましたが、実施しなかったことにより 100 千円減額しております。

次に建物災害共済金です。こちらは、大阪北部地震や台風等によりまして、町民プー

ル前にございますグラウンドのゲートボール休憩室の屋根の修繕、旧山田家住宅の壁

などの修繕、町民プールの管理棟ガラス扉損傷に伴う修繕、これらの保険が適用され

まして、総額 2,817,609 円の増額となります。続きまして、歳出です。まずは社会教

育費の職員人件費です。当初１人分の減額計上をしていましたが今回０の内示となっ

ております。これは専決での整理ということで、今回補正の対象にはなりませんでし

た。続いて成人式実施事業です。成人式を実施するにあたり成人の方に記念品として

写真をお渡しする部分です。５階に会場を移しました関係上、当初６回の写真撮影を

予定しておりましたが、３回で済んだことで 208,642 円減額しております。次にいき
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がい大学実施事業についてです。委託料の中の社会見学です。当初見込んでいた参加

人数 280 名の実質 208 名、バス７台から６台に変更して事業が終了したことにより、

330,544 円減額しております。続いて町民文化祭事業です。741 千円の減額でござい

ます。まずは需用費の中の消耗品費です。こちらは、歳入で申し上げました野菜の買

い取り金額でございますが、実施することができなかったことにより 100 千円の減額

となります。食糧費についても、文化祭が２日間実施のところ、実質１日となったた

め 134,400 円の減額でございます。舞台監理についても１日ということで、507 千円

減額をしております。社会教育委員会運営事業についてでございます。282 千円減額

をしております。こちらは、社会教育委員さんの会議や研修での欠席等による減額で

ございます。次に社会教育総務一般事務費です。2,936 千円の減額でございます。ま

ずは共済費の中の社会保険料等です。こちらは指導主事と文化財保護専門員の部分で、

189 千円の減額です。次に嘱託員の賃金です。指導主事１名が５月末に退職いた分の

減額です。また、今回現場の方では立ち合い調査のみとなり、文化財保護専門員の雇

用まで至っていないため減額しております。続いて放課後児童健全育成事業について

です。8,862 千円減額しております。共済費の社会保険料等は、決算見込み額による

408 千円の減額でございます。賃金の中の嘱託指導員については、退職者分の減額で

ございます。臨時職員につきましては、当初見込んでいた指導員の雇用につきまして、

全て雇用ができなかったことによります減額となっています。次に旧山田家住宅保

存・活用事業です。300 千円の減額です。こちらは、委託料の中の樹木等管理です。

平成 30 年度にブロック塀から植栽に変更した部分につきまして、植栽管理等による

除草・除草剤散布、あるいは水やり作業の減額となっております。続いて文化財保護

事業でございます。1,374 千円の減額です。まずは委託料の中の発掘調査業務ですが、

発掘まで至らなかったため、400,400 円減額をしております。負担金、補助及び交付

金の文化財補助金についてです。東一口の安養寺分の補助の部分です。平成 30 年度

に災害が起きまして、31 年度に工事を行う予定でしたが、JA 共済で保険が適用され

ることとなったために、全額補助は必要なくなりましたので、984,500 円減額してお

ります。２つ目は文化財補助金（財産区補助）ですが、歳入の方で三郷山財産区の方

からの補助となりまして、雙栗神社本殿の防災施設のバッテリー交換と本殿屋根改修

事業の補助金を合わせまして、11 千円を計上しております。続いて保健体育総務一般

事務費でございます。188 千円の減額となっております。こちらは、今年度公用車を

購入した差金です。以上です。

○山本教育長 説明がおわりました。質疑はございますか。豊田委員どうぞ。

○豊田委員 歳入の家庭教育推進事業とは、どういうものですか。

○西野社会教育課長 家庭教育推進事業は、子育て中の各家庭にお子さんとの接し

方を学習する機会を提供する為に、入学前の子どもがおられる保護者を対象に入学説

明会の際に講師の方をお呼びします。ですが、指導主事が家庭教育について講演を行

ったため、講師費用が不用となりました。夏休みと冬休みに親子にもの作り事業の参

加をよびかけて講師をお呼びする部分で、比較的費用を抑えられたので補助金も減額

となっております。家庭教育推進事業は計２事業になります。
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○山本教育長 他に質疑ございますか。阿部委員どうぞ。

○阿部委員 町史は買えるんですか。

○西野社会教育課長 買えます。１巻、２巻、資料集とあります。１冊 4千円で３

冊 12 千円です。

○豊田委員 貸出はしていないんですか。

○西野社会教育課長 図書館に置いており、館内でのみ見られます。持出は禁止で

す。

○山本教育長 他に質疑ございますか。阿部委員どうぞ。

○阿部委員 発掘を予定していたがされなかった、というのはどこですか。

○西野社会教育課長 まず、町内に９カ所エリアがあります。個人住宅などを建て

る際に調査をしますが、現場の立ち会いのみで済みましたので、発掘を予定していた

ところはありません。

○山本教育長 発掘をして中を見ないといけなくなった際に、私どもには専門員が

おりませんので、専門員を雇って調査いたします。そのための費用です。他に質疑は

ございますか。田口委員どうぞ。

田口委員 いきがい大学の人数は減っていますか。

○西野社会教育課長 若干ですが減っています。

○山本教育長 私の方から質問です。放課後児童健全育成事業で、嘱託員指導員と

臨時指導員が大きく減額していますが、当初何人見込んでいて何人雇用できたのです

か。職員が足りなくてもきちんと保育はできたのですか。

○西野社会教育課長 当初、嘱託指導員は６名を計上していましたが実質５名とな

りました。御牧小学校の仲よし学級は１つのスペースですが、面積が２クラス分要し

ているので２名計上していますところを実質１名の配置となっております。不足して

いる分は臨時職員を充てております。臨時指導員については、常勤５名、特支７名の

計 12 名を計画しておりました。常勤は各クラスで１名ずつ配置の予定でしたが、最

終的には常勤が２人、代替が３名、特支が６名になりました。学生７名、シルバー３

名を雇用しています。学生は基本的に土曜日、シルバーは平日入ってもらいます。学

生は文教大学で教育課程を受けている人を雇用しています。

○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 それでは、議案第３号につきまして異議ございませんか。

○委員一同 はい。

○山本教育長 それでは、異議なしと認めます。議案第３号につきましては、可決

されました。続きまして、議案第４号、令和２年度久御山町一般会計予算についてを

議題といたします。事務局より説明を求めます。

○内座学校教育課長 議案第４号です。それでは一般会計予算書についてご説明さ

せていただきます。１ページ目、令和２年度会計別予算総括表データという表になり

ますが、一般会計では、7,580,000 千円の予算額となります。前年度は 7,330,000 千

円でしたので 3.4％の伸び率となります。こちら、全世代全員活躍型生涯活躍の町構
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想に向けた新たな挑戦ということで、当初予算を取っておられます。令和２年度の当

初予算につきましては、久御山未来創造プラン 35 の宣言及び町作りの基本指針とな

る第５次総合計画に基づきまして、優先順位を念頭に置きながら予算取りをされまし

た。教育分につきましては後ほど詳しくご説明させていただきますが、町全体としま

しては、新市街地ミナクルタウンの整備事業であったりとか、とうずみこども園の整

備工事、安心安全への取組、ふるさと応援基金を活用したゆめタワー137 のライトア

ップの事業であったりなどの、久御山のブランドの推進や子育て支援等に配当されて

おられます。２ページ目が歳入予算構成データです。町税が予算構成比としまして

59.6％を占めております。３ページ目は、歳出予算構成データです。教育委員会の関

連ですと、民生費は 2,746,044 千円、そのうち教育関連は児童福祉費の中のこども園

費になるんですけれども、647,197 千円です。内訳として、学校教育所管分となって

おります。教育費は 1,082,139 千円で、全体の 14.3％を占めております。４ページ目

は教育費項別歳出予算構成データということで、教育費の内訳を書かせて頂いており

ます。続きまして、令和２年度の小中学校の児童生徒の見込み数です。こちらの人数

を基礎に予算編成をしております。２ページ目は、こども園の見込み数です。こども

園については、若干丸めた数字で予算計上させていただいております。それでは、予

算内示書に基づき学校教育課所管分からご説明をさせていただきます。まず歳入から

です。学校施設使用料については、御牧小学校のプールの電柱を関西電力に貸してい

る分の使用料です。国庫支出金の子ども・子育て支援体制整備総合推進事業費補助金

についてです。こちらは、保育教諭の資質向上研修に対する補助金になります。学校

施設環境改善交付金は 14,850,571 円計上しています。現在とうずみこども園の施設

整備工事を行っていますが、既存施設の改修に係る補助金です。こちらは２/７補助

となっております。後の国庫支出金は、小学校費補助金の要保護児童援助費補助金と

特別支援教育就学奨励費補助金、中学校費補助金の要保護生徒援助費補助金と特別支

援教育就学奨励費がございます。続きまして、府支出金です。まず、豊かな森を育て

る府民税市町村交付金で 2,034 千円計上しております。こちらは、府内産木材を使っ

たものを作ったときに交付されます。今回とうずみこども園で木製ロッカーを配備し

ていこうということで、その分の補助です。続いて林業・木材産業等振興施設整備交

付金が 4,283 千円です。こちらは、とうずみこども園の新設園舎に係る交付金です。

教育費府補助金の家庭教育支援基盤構築事業費補助金です。こちらは、訪問型家庭教

育支援事業で佐山小学校を拠点に１名、不登校を未然に防ぐための支援員を配置して

います。そちらに対する補助で、２/３補助となっております。きょうと地域連携交

付金は、中学校の学力向上対策事業に充当するということで、みらい戦略一括交付金

の後継の交付金です。こちらは、行財政課からのあてがいとして、色々な事業の中で、

未来を作る子ども達のためにするような項目の交付金という形で6,000千円を学校教

育の方に計上しております。続いて、小学校費補助金、ＫＹＯ発見仕事・文化体験活

動補助金です。こちらは、３年生と４年生の農業体験等に充てる補助金です。そして、

フッ素による子どものむし歯予防事業費補助金です。こちらは小学校でフッ化物洗口

をしていまして、そちらに充てる補助金です。続いて、中学校費補助金です。こちら
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でも、ＫＹＯ発見仕事・文化体験活動補助金がございます。２年生が職場体験に３日

間行くので、そちらに充てる補助金です。続きまして、部活動指導員配置促進事業費

補助金で 224 千円計上しています。部活動の活性化のために部活動を見られる方を支

援していただくもので、京都府が教職員の働き方改革の一環として２/３の補助金を

支出しています。未来を拓く学校づくり推進事業委託金です。先ほど府支出金でご説

明させていただいたとおりです。200 千円計上しております。中学校で学力診断をし

ていきたいなと考えておりまして、その費用の補助です。続きまして、国際交流基金

の繰入金です。687 千円を計上しています。W.H.S 派遣事業に充当するということで、

事業費と同額の金額です。２年度は受入の年になります。ふるさと応援基金繰入金（こ

ども園費分）です。こちらは、ふるさと納税をしていただいた基金から 4,000 千円を

繰り入れて、とうずみこども園の園庭の整備をしていこうと考えております。続いて、

諸収入、雑入、こども園職員等給食費負担金です。こども園の職員が、こども園でつ

くる給食を食していますので、材料費として徴収しています。続いて、町民文化祭の

収入です。学校給食をもっと住民の方に知っていただこうということで、町民文化祭

にあげパンを出品しています。続いて、学力アップ事業の参加料です。令和元年度か

ら始めましたゆめスタの参加料です。夏期講習、冬期・春期、それぞれ 7,000 円の講

習費を頂いています。また、入塾テスト代が一回 300 円です。合計 2,065 千円を計上

しました。元年度の実績としまして、夏は 64 名、冬春で 66 名参加をされました。こ

ども園給食費は 12,175 千円です。元年度 10 月に保育料無償化になっておりますが、

給食費だけは保護者の方に実費負担を頂いておりまして、町に納入していただいてい

ます。１号認定児は月額 2,500 円、２号認定児は 5,000 円を毎月納入して頂いていま

す。歳入につきましては、以上です。歳出です。民生費、児童福祉費、こども園費、

職員人件費です。こちらが 4,525 千円計上しております。子ども園の保育教諭の時間

外勤務手当分です。令和２年度は正職員 41 名体制でございます。管理職は時間外が

つきませんので 35 名分です。若干退職等がありましたので、当初計上は 37 名分計上

しております。続きまして、こども園運営事業です。令和元年度までは嘱託員、臨時

職員全て賃金で計上させて頂いていましたが、２年度からは報酬に変更になりました。

また、これまでの既存の嘱託員さんは会計年度任用職員一般、臨時職員さんは会計年

度任用職員補助というような名称に変更となっております。こども園医さんが 3,090

千円で、併せて 216,109 千円の計上です。保育教諭 20 名、代替保育教諭３名、クラ

ス配置 10 名、加配 14 名、待機児童解消分として７名、パート保育教諭、用務員を雇

いたいと考えています。一般報償費で、幼児教育スーパーバイザーの方に 10,000 円

×３回来て頂けるようにしております。海外出張のため元年度は来て頂けませんでし

たが、今年度は同志社女子大学の塘先生にお世話になります。続いて委託料のその他

業務です。みまきととうずみは本園に給食を搬送しており、搬送業務をシルバー委託

しています。また、さやまととうずみは早朝の交通整理を委託しているので、その金

額です。使用料及び賃借料です。とうずみこども園整備工事に係る本園・分園交流と

いうことで計上しています。とうずみこども園整備工事を行うにあたり、２年度は３

歳児さんを分園で保育させて頂く関係で、月２回何かしらの機会に交流させたいとい
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うことで、バス借上げ料を計上しています。続きまして、こども園給食運営事業です。

69,069 千円の計上です。主なものは職員の報酬です。20,181 千円計上しています。

需用費の給食材料費については、公会計ですので給食材料費を町予算で持って計上し

て、町の歳入としてあげさせて頂いています。３歳児未満の単価は 270 円の 290 回、

140 人分です。３歳児以上の２号認定さんは単価 270 円の 290 回、270 人分です。３

歳児以上の１号認定さんは長期休業がありますので、単価 190 円の 190 回、70 人分で

す。職員の給食材料費もこちらに計上しています。続きまして、こども園施設整備事

業が 266,801 千円です。こども園の施設工事に係る経費です。令和２年度から新たに

みまきこども園を整備するにあたり、設計をしていきたいと考えています。それにあ

たりまして、仮使用申請手数料や、みまきこども園整備工事設計業務委託などをあげ

ており、総額 15,611 千円を計上しています。３年度から工事に入りまして、４年度

中に施設を一体化してスタートしていく予定です。続きまして、こども園施設維持管

理事業です。31,201 千円です。こども園の施設の適正な維持管理を行うための費用で

して、各種の保守点検、施設管理、備品の購入費用を計上しているものです。こども

園保護者負担軽減事業です。143 千円です。こども園に通園する園児に対して、日本

スポーツ振興センターの掛金に対する全額補助をしているものです。教育総務費、教

育委員会運営事業は 1,301 千円です。教育委員会を運営するための費用です。続いて、

教育委員会一般事務費は 522 千円です。市町村教育員会研究協議会など、教育委員さ

んの出張に係る費用等を計上しています。事務局費、職員人件費は 1,386 千円です。

事務局の職員の時間外勤務手当を計上しています。国際理解教育推進事業は 19,373

千円です。主に中学校１名、小学校３名のＡＬＴを雇用している費用等です。また、

今年度については受入の年になりますので、一般報償費で 5,000 円、15 世帯に対しま

して謝礼をしたいと考えております。また、ワーウィックの方から２名の先生が引率

で来られるのですが、従前はその方もホストファミリーを探してホームステイしてい

ただいていました。ですが、元年度に久御山中学校の先生が行かれた時に、近くのホ

テルで滞在されたそうです。そちらの方が、先生方の打ち合わせもしやすいという利

点もあり、今回来て頂く際にも、ホテルに滞在して頂こうということで計上をしてお

ります。交通指導員・パトロール員配置事業は、6,847 千円です。児童生徒の登下校

時の安全を確保するため、交通指導員を９名雇用しております。また、委託料としま

して、シルバー人材センターに委託して、校区２人ずつ下校時のパトロールをしてい

ただいています。続いて、学校運営補助事業で、717 千円です。校長会などの各種団

体への負担金と、芝生化推進事業に対する補助金です。芝生化につきましては、御牧

と東角で芝生化をされておりますので、㎡単価に合わせて補助をしております。教育

相談事業です。こちらは 8,812 千円の計上です。児童生徒や保護者、教職員の悩みや

心的ストレスの解消のため、ゆうホールと久御山中学校に教育相談員を配置して教育

相談を行う体制を取っておりまして、そのための費用です。久御山学園推進事業です。

学力充実及び授業改善の研究を行う久御山学園教育研修会に対して1,000千円の補助

をしています。訪問型家庭教育支援事業です。1,318 千円の事業費です。歳入でも申

しましたとおり、主に小学校低学年対象に見ていただいて、登校渋りが出た際に、家
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庭との連携の担い手となって頂いています。教育委員会事務局運営事務です。教育委

員会の運営に係る費用です。14,934 千円の計上です。いじめ問題対策調査委員会を設

置して年２回開催していますが、その委員等の報酬が 10,265 千円です。学校運営そ

の他事務です。4,451 千円計上しています。こちらは、就学時健診のための医師謝礼

と京都市との教育事務委託に係る費用です。今年度、小学校で大橋辺の児童は 58 人、

中学校では 14 人あげています。京都市から久御山町に通う中学校生徒が１人です。

続いて、事務局一般事務費は 350 千円です。事務局に係る必要経費ということで、旅

費や消耗品に対する費用を計上しています。小学校費です。小学校運営補助事業です。

1,083 千円を計上しています。こちらは、校長会などの各種団体への参加負担金と学

校運営協議会への補助金です。学校運営協議会への補助金は、一校あたり 180 千円で

す。小学校学力向上対策事業です。こちらは、常勤講師を各校１名ずつ配置している

関係での費用が主なものです。また、報償費のふしぎのはじまり体験事業で、３校そ

れぞれ５年生に久御山町の企業のモノ作りを学んでもらうために、講師の方をお呼び

して授業をして頂いています。学力診断テストは、国語・数学の２教科です。学力テ

ストの結果は宿題や補習に活用しています。小学校特別教育支援員配置事業です。

8,164 千円の事業費です。通常学級に在籍する特別に支援を要する児童に対して支援

員を配置しています。御牧小学校に１人、佐山小学校に２人、東角小学校に２人、合

計５人分の報酬を計上しています。小学校施設管理維持事業です。49,285 千円を計上

しています。学校施設の適切な維持管理のための経常的な経費について計上していま

す。小学校保健事務です。8,130 千円です。学校医、学校歯科医等の健康診断の報酬

や教職員の健康診断の費用を計上しています。学校管理一般事務費は、10,777 千円で

す。こちらは、入学卒業記念品、備品購入などの学校運営に必要な経費を計上してい

るものです。小学校給食運営事業です。56,722 千円計上しています。給食提供のため

の施設の維持管理、調理員の配置のための費用を計上しています。報酬としまして、

調理員５名、栄養士１名、補助としての調理員などをあげています。小学校給食調理

業務委託で、17,640 千円があります。佐山小学校で、給食調理業務委託として民間企

業を活用していこうということで、あげさせて頂きました。こちらは今回１年間の契

約です。町の職員の栄養士を１名、民間委託の方々の利用調整や物資の購入をする内

容の人として配置するために計上させていただいております。久御山中学校が令和３

年度で契約終了となり、３年度からは御牧小学校でも業務委託が始まりますので、３

校での業者選定をする予定です。小学校保護者負担軽減事業で、11,257 千円を計上し

ています。学級費、校外活動費、修学旅行費などに対する補助を行います。小学校就

学援助事業です。13,123 千円を計上しています。生活保護基準の 1.3 倍未満の世帯に

対して学級費、校外活動費などに対する援助を行います。小学校図書館事業です。こ

ちらは、5,220 千円をあげています。図書館司書を２名配置しており、４校を回って

頂いている費用や、図書蔵書の整備のための費用を計上しています。御牧小学校では

既に 100％達成していますので、佐山小学校と東角小学校は２年度購入することによ

り 100％に達成できるということで、あげさせていただいております。小学校教材整

備事業は、2,241 千円計上しております。教育の充実と学力向上のための理科備品と
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社会科副読本の費用を計上しています。小学校情報教育環境整備事業は 24,502 千円

を計上しています。こちらは、情報教育の推進、コンピュータ教室の保守・修繕を行

うための費用を計上しています。中学校費です。中学校運営補助事業です。こちらは

459 千円です。校長会などの各種団体、学校運営協議会への補助金を計上しています。

中学校学力向上対策事業です。15,156 千円を計上しております。学力充実のために常

勤講師を２名配置している報酬です。報償費として土曜塾を継続するための費用をあ

げています。委託料をご覧ください。学力アップ事業として 6,130 千円、これがゆめ

スタの分です。令和２年度で２年目になるわけですが、元年度の人数が若干少のうご

ざいましたので、精査をして少し減額をしております。学力診断テストは、歳入でご

説明させて頂きました、未来を拓く学校作り推進事業費補助金として行う標準学力調

査になります。その他補助金の検定料補助で 566 千円をあげています。こちらは、英

語検定に係る費用を計上しています。中学校特別支援教育補助員配置事業で 1,638 千

円の計上をしております。小学校と同様に、通常学級に在籍する特別な支援を要する

生徒に対し支援員を１名配置します。中学校部活動支援事業です。524 千円の計上で

す。歳入でも申しましたが、部活動支援を行う方に対する報酬を計上しています。中

学校施設維持管理事業です。96,499 千円の計上です。学校施設の適切な維持管理のた

めの経常経費です。委託料の中の建設事業関連業務を 6,374 千円あげております。中

学校南校舎外壁タイル第２期工事の令和２年度分を計上しております。管理業務委託

は 3,245,300 円、管理業務支援は 994,600 円です。また、地震等により中学校プール

サイドに段差が生じ、元年度はプール授業ができませんでした。２年度は調査・設計

をしていこうと考えておりますので、1,940 千円計上しております。南校舎外壁タイ

ル修繕第２期工事の工事請負費で 65,291,982 円をあげています。中学校保健事務で

す。3,936 千円を計上しています。学校医、学校歯科医等に対する報酬や教職員の健

康診断に係る費用を計上しています。学校管理一般事務費は、4,610 千円です。講師

謝礼金や、管理消耗品、管理備品に対する経費です。中学校給食運営事業は、23,231

千円です。平成 30 年度から完全給食を実施していますので、それに係る費用です。

中学校は民間企業に業務委託をしておりますので、委託料等を計上しています。中学

校保護者負担軽減事業は、8,437 千円です。小学校と同様に、経済的負担軽減のため

に、学用品費や校外活動費等の一部を負担しています。また、通学用のヘルメットを

支給しています。中学校就学援助事業は、17,802 千円です。小学校と同様に、生活保

護基準の 1.3 倍未満の生活困窮世帯に対して学用品費、校外活動費等の援助を行って

います。中学校図書館事業は、315 千円です。図書蔵書の整備のための費用を計上し

ています。中学校教材整備事業は、600 千円です。教材備品、理科備品を購入するた

めの費用を計上しています。中学校情報教育環境整備事業は、9,260 千円です。中学

校の情報教育の推進、教職員の校務の迅速化のためにコンピュータ教室機器の補修や

修繕を行っていきます。教育振興一般事務費は、472 千円です。新入学児童のクラブ

体験などに対する６年生の送迎のための費用等を計上しています。学校教育課所管分

については以上です。

○山本教育長 ここで、学校教育課所管分について質疑を行います。皆様方に後ほ
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どお示しします GIGA スクール構想、これを追加補正であげていく予定をしておりま

す。それでは質疑等はございませんか。田口委員どうぞ。

○田口委員 中学校の部活動支援の人材は足りていますか。

○内座学校教育課長 社会人講師にお願いをしていく経過もありますが、実際は常

勤講師や非常勤講師の先生方にあてがって頂いています。

○山本教育長 今までは教職員の資格などが無ければクラブの大会などに引率で

きませんでしたが、今は資格がいらないんですね。

○内座学校教育課長 はい。こちらは補助事業であると申しましたが、最初京都府

が要綱を作ったときには、免許のある方が前提でしたので、人材がいませんでした。

元年度から資格要件は外されましたが、誰でもいい訳ではありませんので、なかなか

人材を見つけるのが難しいです。

○山本教育長 今後指導者を発掘していく必要があります。ここで、昼食休憩に入

ります。

＜休憩＞

○山本教育長 会議を再開します。質疑はございますか。

○豊田委員 学力アップ事業はどのような効果がどれくらいあったか、どういった

手応えがあったか、教えてください。

○内座学校教育課長 一部の生徒さんの推移にはなってきてしまいますが、夏期学

習の入塾テストと冬期講習の入塾テストを受けられた生徒さんが同一であった場合、

偏差値の伸び率がありました。継続の受講生の偏差値は、１年生は全員上がっていま

した。２年生についても 13 人中 10 人上がっており、３年生も同様でした。一部の部

分しか切り取れていませんが、伸び率は上昇しています。３カ年で検証することとし

ていますが、どう検証していくかが課題です。１、２年生は学校での成績の伸び率を

見るのも一つだと思います。本来は３年生の希望進路の実現が一番だと思います。希

望進路は日々変わる中で、どう関連させていくか、模索中でございます。

○山本教育長 偏差値はどうやって出しているのですか。

○内座学校教育課長 トライは全国規模の塾ですので、全国的にそういったテスト

をしています。それを母数にして出していると聞いています。トライは基本的に年間

を通して個別指導しており、１学期間の教育課程の中での入塾テストですので、やる

べき内容が決まっているので、全国規模におきかえても偏差値を出せるかと思います。

○豊田委員 つまりはトライの進行具合に併せての習熟度テストということです

ね。

○内座学校教育課長 はい。上昇した生徒は 81％、下がった子は 10％、維持が９％

です。問題の範囲が広がりますから、次回の習熟度テストは必ず成績が下がると言わ

れました。

○山本教育長 他にございますか。阿部委員どうぞ。

○阿部委員 とうずみこども園の園舎の建て替えなんですが、国の申請は下りなか

ったんですよね。代わりの補助金は何かもらえるんですか。

○内座学校教育課長 府支出金、府補助金の林業・木材産業等振興施設整備交付金、
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こちらが国の補助金が不採択になった代わりのものです。

○阿部委員 国の時に申請したものが丸々もらえるんですか。

○内座学校教育課長 丸々ではありません。CLT の木材の調達に関わる補助金にな

りますので、補助対象が若干違います。金額もそれに伴い下がっています。予算ベー

スですが、国で申請しようとしていたものは、元々98,530 千円ほどです。府の方は２

年度分でして、元年度でも計上しております。22,280 千円で 23％ほど下がっていま

す。国は新築の園舎分全部が対象になりますので、これだけの差がございます。

○山本教育長 他質疑等はございませんか。

○委員一同 はい。

○山本教育長 学校教育課所管分については終了とします。引き続き、社会教育課

所管分について説明を求めます。

○西野社会教育課長 社会教育課の予算内示書に基づいてご説明いたします。歳入

からです。学校施設使用料です。町内在勤・在住者が中心のスポーツ団体等が小・中

学校の体育館やグラウンドを使用するときの使用料です。公民館使用料です。公民館

の使用料、自動販売機、喫茶店等の行政財産使用料です。交流館使用料です。ゆうホ

ールでの会議や行政財産使用料となります。放課後児童健全育成使用料です。各小学

校に仲よし学級を設置しています。その仲よし学級の使用料を計上しています。放課

後児童健全育成施設延長使用料です。午後６時から７時の１時間を延長使用料をとっ

ておりますので、その使用料です。文化施設使用料です。文化財保管庫にある電柱等

の使用料、旧山田家住宅の入館料になります。体育館施設使用料です。体育館、テニ

スコート、プールの使用料や行政財産使用料です。国庫支出金、放課後児童健全育成

事業費補助金です。仲よし学級の運営事業費分と障害時受入推進事業分を合わせ、補

助率２/３の国庫補助分が１/２です。社会資本整備総合交付金です。公民館のアスベ

スト撤去工事に係る交付金です。地方創生推進交付金とは町全体を通して行財政課で

一括して各事業を展開する中で、いきがい大学実施事業、成人式実施事業、町民文化

祭事業、くみやまマラソン大会支援事業、町民運動会等体育大会事業にあてがわれて

います。府補助金、京のまなび教室推進事業費補助金です。３地域でのまなび塾に対

する補助金です。補助率は２/３です。家庭教育支援基盤形成事業費補助金です。入

級説明会等の講師謝礼です。放課後児童健全育成事業費補助金です。府の補助金とし

て１/３の計上になります。繰入金、ふるさと応援基金繰入金です。旧山田家住宅の

美観維持関係です。諸収入、雑入、府木津川運動広場運営業務管理料です。河川敷の

運動広場の事務的な部分を担っておりますので、委託費として補助をいただいていま

す。宝くじ交付金です。ハロウィンジャンボ宝くじの収益に対する補助金です。図書

館事業に充当しております。いきがい大学社会見学個人負担金です。参加者 240 名分

を計上しています。次にいきがい大学受講料です。380 名の受講者を見込んでいます。

広島派遣参加者負担金です。小学校６年生、中学校１年生合計 40 名の参加料を計上

しております。子育て支援学級参加料です。子育て支援学級を２回計画をしておりま

して、参加負担金としまして 500 円を徴収するとなっております。ゆうホール陶芸用

窯使用料です。サークル等が窯を使用する際に使用料をいただいております。歳出で
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ございます。教育費、社会総務費、職員人件費です。今回１人分の職員の時間外勤務

手当を計上しています。社会教育団体補助事業でございます。青少年健全育成協議会

とＰＴＡ連絡協議会に対しての補助金になります。子ども居場所づくり事業です。放

課後や土曜日に、公会堂で情報提供やまなび塾を実施しています。文化スポーツ施設

運営事業です。文化スポーツ事業団の指定管理に対する人件費補助となります。次に

成人式実施事業です。今年度は 499 千円の計上です。記念品や交歓会の費用を計上し

ています。いきがい大学実施事業です。シニア世帯に学んでいただくということで、

年間 10 回、開催しているところです。主には講師謝礼や社会見学の費用となってお

ります。社会見学の人数を 240 名と、人数を減らしております。歴史・文化推進事業

です。歴史や文化にふれあう機会を提供するため、ふるさと教室を年４回実施をして

います。講師謝礼や補助金を計上しています。平和学習推進事業でございます。平和

教育の推進のために、小・中学校に平和学習の機会の提供を行っています。家庭教育

推進事業です。子育てを中心とした、小・中学生の子どもをもつ親を対象とした各種

講座やあいさつ運動などの事業です。令和元年５月にあいさつ運動の標語を募集し決

定しましたので、新たな標語で PR していくところでございます。今年度は２日間実

施をする予定です。町民文化祭事業です。11 月に２日間文化祭を実施します。社会教

育委員会運営事務でございます。主に社会教育委員に対する報酬です。社会教育総務

一般事務費です。会計年度任用職員一般の２名、文化財保護専門員の費用となってお

ります。中央公民館運営事業です。中央公民館を指定管理をしている分の計上になり

ます。公民館のアスベスト除去工事について計助しております。建設事業関連業務は、

設計業務、設計支援業務、管理業務の分がございます。工事請負費は 99,990 千円計

上しております。ふれあい交流館運営事業です。ゆうホールの指定管理料です。今回

新たに、ふれあい交流館駐車場借地料をあげております。こちらは、坪あたり 50 円

の増額となりました。喫茶店入り口付近のウッドデッキのささくれや釘の飛出し等の

修繕工事を行います。ウッドデッキを人工芝にし、遊具を木製のジャングルジム風に

更新します。総額で 4,081,330 円です。また、ポンプ室入口扉が開きにくくなってお

りますので、改修工事を行います。1,026,080 円です。図書館運営事業です。印刷製

本費で、おすすめえほん集改訂版作成をいたします。修繕料をご覧ください。図書館

の外側の公用車車庫のシャッター自体に不具合が生じておりますので、交換をするの

に併せて警備システムの方も改修を行います。図書館システム、インターネットシス

テムを今回 10 月に新たに更新を行います。図書館システムに関しては 26 年 10 月に

導入し、ネットワークシステムは 27 年 10 月に導入しています。図書館一般事務費で

す。旅費や負担金を計上しています。放課後児童健全育成事業です。仲よし学級に係

る人件費を計上しています。御牧仲よし学級の南側のテラス屋根が破損していますの

で、補修を行います。３仲よし学級の空調設備につきまして、今回更新をかけます。

元年度に東角仲よし学級の A組のみ完了しています。旧山田家住宅保存・活用事業で

す。光熱水費を減額しております。また、原材料費の砂利をあげております。砂利が

少なくなった部分や草が生えている部分に砂利を敷き、美観維持を行います。文化財

保護事業です町の歴史文化の保存・継承とその活用を図るため、文化財の調査・保護
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を行います。消耗品費でマイクロフィルム帯、リール交換をあげています。公民館の

方でマイクロフィルムがあり、現在酸性紙を使っていますが、劣化防止のため中性紙

に交換を行います。併せて、マイクロフィルム用シリカゲルを購入します。マイクロ

フィルムで保存している部分と、マイクロフィルムになっていない青焼きをマイクロ

フィルムにします。教育体育費、職員人件費です。社会体育関係事業に係る時間外手

当分を計上しています。社会体育活動支援事業です。地域・生涯スポーツの振興を図

るため、町体育協会等の活動を支援するとともに、スポーツ指導者等の育成や派遣な

どを行います。主にスポーツ推進委員の報酬や町体育協会の補助金になります。需用

費の中で、学校施設使用許可申請書をあげています。こちらは、平日夜間等に学校施

設を使用する際の申請書類です。くみやまマラソン大会支援事業です。マラソン大会

を実施するにあたりまして、事務補助員を雇用するための報酬と、くみやまマラソン

実施委員会への補助金を計上しています。町民運動会等体育大会事業です。今年度運

動会を実施するにあたっての経費です。９月 27 日実施予定で、予備日は設けません。

東京２０２０オリンピック聖火リレー実施事業です。東京２０２０オリンピック聖火

リレーを実施するにあたっての費用です。５月 27 日（水）、夕方５時 15 分に実施す

ることとなりました。中央公園で催しものを予定しています。中央公園から中学校を

通り、御牧小学校をゴールとします関係上、迂回協力のポスティングなどの経費です。

保健体育総務一般事務費です。昨年度は公用車を購入していますので、２年度はその

分減額しております。総合体育館運営事業です。主に指定管理料等を計上しています。

工事請負費では、高圧受電設備改修工事、事務所空調設備改修工事、サブアリーナレ

ースカーテン取替工事をあげております。設置してから今日まで使用しておりました

ので、改修を行います。メインアリーナ用の照明器具は、現在水銀灯が使われており

ます。ですが、30 年３月をもちまして製造中止となりましたので、６年計画で LED

照明に交換していきます。今回８個分を計上しております。町民プール運営事業です。

施設改修で 50M プールろ過材入替工事がございます。17 年に更新しましたが、劣化し

ておりますので交換を行います。幼児プールろ過ポンプ取替工事、幼児プールスライ

ダーろ過ポンプ取替工事、ろ過装置コンプレッサー取替工事は、昭和 61 年当初から

使っておりますので更新します。プール内清掃のロボットは 13 年度に購入し、20 年

近く経過するので新たに購入します。体育施設一般事務費については、経常経費です。

以上でございます。

○山本教育長 説明が終わりました。質疑に入ります。質疑等はございませんか。

豊田委員どうぞ。

○豊田委員 いきがい大学実施事業において、開講式・閉講式でこれほどの謝礼を

講師の方にお支払いするんですか。

○西野社会教育課長 上段の開講式・閉講式は、外部から講師の方をお呼びする費

用で、下段は文化サークルの中のくみやまハーモニーの方等の費用です。

○山本教育長 他に質疑ございますか。阿部委員どうぞ。

○阿部委員 東京２０２０オリンピック聖火リレー実施事業のイベント講師謝礼

110 千円とありますが、どういったものですか。
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○西野社会教育課長 聖火リレーが始まる前にイベントをしようと考えています。

そこで、スポーツ関係の方をお呼びする予定です。

○阿部委員 文化財保護事業のマイクロフィルムは何を保管しているのですか。

○西野社会教育課長 古文書や過去の写真、久御山町内の歴史的な町史の部分を残

しています。劣化しないように交換していこうと考えています。

○山本教育長 なぜ電子データにしないのですか。電子データにすればものすごく

使い勝手がいいと思うのですが。

○阿部委員 おそらく電子データにしてもマイクロフィルムは保存しないといま

せん。電子データは何年保存が利くか証明されていませんが、フィルムはこれまで残

ってきたという実績があります。それは別として、電子化はしないのですか。

○西野社会教育課長 まずは原図が失われてはいけないと考えております。電子化

はものすごく費用がかかると聞いています。

○山本教育長 マイクロフィルム複製とは何ですか。

○西野社会教育課長 まだマイクロフィルムになっていない青焼きの原図がある

ので、それをマイクロフィルムにします。

○山本教育長 青焼きとはなんですか。

○高田社会教育課長補佐 通常の製品であればフィルムにきちんと絵がのった状

態ですが、青焼きはきちんと乗っていません。このままの状態だとフィルムに映像が

残りません。

○田井教育次長 それを電子化してはどうかという意見が出ていますが、どうです

か。

○高田社会教育課長補佐 電子化して活用する方法やどの媒体でやるのか、現段階

で具体的な計画まで至っていません。ですので、今回は保存に重視したような予算要

求になっています。

○山本教育長 何が保存されているかは一覧にしてあるんですか。

○高田社会教育課長補佐 資料室にファイリングされたものがあります。リールを

プリントアウトしたものもあります。

○阿部委員 一般の方は見られないですか。

○高田社会教育課長補佐 今まで借用の申請があったかは知りませんが、個人情報

が多く入っています。きちんと精査した上で公開するか判断する必要があると思いま

す。

○阿部委員 公開することが活用ではないかと思います。個人情報のところは何年

という縛りがあります。他の自治体を参考にしていくのもいいと思います。

○高田社会教育課長補佐 はい。

○山本教育長 他にございますか。田口委員どうぞ。

○田口委員 公民館が使えなくなったことによって、止めた事業はあるのですか。

○西野社会教育課長 規模は若干小さくはなったとしても、減らしてはいません。

○田口委員 目玉になる施策は考えていますか。

○西野社会教育課長 オリンピックです。１番大変なのは公民館のアスベスト除去
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です。

○田口委員 アスベストを除去してから初めて解体や改修ができるのですか。

○西野社会教育課長 その通です。

○山本教育長 他にございますか。豊田委員どうぞ。

○豊田委員 ウッドデッキはいつごろされたものですか。

○西野社会教育課長 平成 11 年、建った当初です。

○山本教育長 ウッドデッキは、東南アジアの水中で生息している木を使用してい

ます。雨に強くてものすごく堅いです。20 年経過して、劣化してきて木が反り返って

きました。人が来やすいような雰囲気に変えようと考えています。次もウッドデッキ

にするのですか。

○西野社会教育課長 樹脂製のウッドです。喫茶店前は人工芝です。

○山本教育長 他に質疑ございませんか。

○委員一同 はい。

○山本教育長 それでは議案第５号につきまして、異議ございませんか。

○委員一同 はい。

○山本教育長 それでは、異議なしと認めます。それでは、議案第５号、令和２年

度久御山町一般会計予算については可決されました。続きまして、追加上程をいたし

ます、GIGA スクール構想の予算、図書館の空調の予算についてを議題にさせて頂きた

いと思います。令和元年度３月補正につきまして、まず GIGA スクール構想の実現に

ついて、説明を求めます。

○内座学校教育課長 GIGA スクール構想についてでございます。国が ICT の環境整

備ということで、2018～2022 年度までの計画で環境整備計画を挙げております。子ど

も達 1人１台のタブレット配備、校内 LAN の整備、ICT 支援員などを配置することに

ついて財政措置をすると謳われています。それを受けて、本町としましても、校内通

信ネットワークの整備、1人１台のタブレット配備を進めていきたいと考えておりま

す。校内通信ネットワークについては１/２補助で、そちらが交付税措置になると言

われています。タブレットにつきましては、１台 45,000 円まで出すと言われていま

す。他市町含めて準備を進めているという状況です。３月補正予算の追加事項です。

校内通信システムの整備を先にしていきます。まず、久御山町立小中学校情報通信ネ

ットワーク環境施設整備業務ということで、現在の状況をまとめています。小学校に

ついては、現在校内 LAN が１ギガ整備されていますが、国の方が 10 ギガの整備を要

求しています。本町としましても、国の整備内容と同様の形で整備をしていこうと考

えております。10 ギガの LAN とそれに対応する機器交換、38,940 千円必要となって

きます。無線アクセスポイントにつきましては、現在既に 20 台ついていますが、実

質１クラス 30 人強のクラスが多いです。１人１台の端末を使用するとすれば、サク

サクと動きにくいということで、40 台のアクセスポイントに取り替えをしていきたい

と考えております。また、元々体育館には設置をしていませんでしたので、体育館に

も設置予定です。総額 27,908,375 円です。電源キャビネットはタブレットを挿して

おけば充電ができるものです。現在は整備していませんが、整備の交付金の対象にな
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りますので、入れていく予定をしています。御牧６台、佐山 11 台、東角 10 台、合計

27 台購入する予定です。中学校につきましても、校内 LAN を１ギガから 10 ギガ対応

にします。無線アクセスポイントにつきましては、現在既に 40 台接続できるアクセ

スポイントがついております。現在アクセスポイントがついていない体育館、特別支

援教室につけるということで、プラス３台をあげております。電源キャビネットにつ

きましては、12 台必要とします。小・中学校合わせて 104,384,500 円となります。見

積もりを３社からとっておりまして、そこから算出しています。業者の方も高いとこ

ろから安いところまでございますので、これを最大価格としまして、85％を掛けて

88,726,825 円で整備業務の方は計上したいと考えております。また、実際設計をしな

いと詳細が分からないと思いますので、専門業者への設計費用を一緒に計上していく

予定です。設計をあげて初めて概算費用を出して、概算費用を予算化していくのが通

常ですが、令和２年度中に整備をするということでの補助となりますので、このよう

な形で計上していきたいと考えております。歳入ではこれ全体が補助対象となります

ので、歳出金額の１/２が入ってくる予定です。タブレット端末につきましては、教

職員の方は異動等がございますので、京都府の方で共同調達で購入する予定です。２

年度の９月補正に間に合うような形で、金額等が明示されるのではないかと思います。

調達方法なんですが、国のロードマップがございまして、各学年ごとに整備していっ

てはどうだろう、と言われています。本町も同様に調達していきたいと考えておりま

す。２年度は小学校５、６年生と中学校１年生、３年度は中学校２、３年生、４年度

は小学校３、４年生、５年度は小学校１、２年生という形で順次配備をしていきたい

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。タブレット端末ですが、45,000 円の補助が出

るんですね。補助の１/３は地方交付税で出ますが、うちは地方交付税が算定されて

いないので２/３しか出ないということはないんですね。

○内座学校教育課長 再度確認します。

○山本教育長 貸与させるかさせないか、貸与させるならなぜさせるか、させない

ならなぜさせないか、次の教育委員会の課題です。他に質疑はございませんか。

○委員一同 はい。

○山本教育長 それでは引き続きまして、社会教育課の説明を求めます。

○西野社会教育課長 今回、図書館の空調に故障が生じ、改修をすることとなりま

した。追加補正の額としまして、40,590 千円でございます。工事期間としまして、令

和２年４月上旬から６月下旬を予定しております。氷蓄熱式ポンプチラーという、屋

外に設置している室外機ですが、こちらが故障の原因でございます。そちらと冷温水

ポンプを撤去しまして、空冷ヒートポンプチラー及び冷温水ポンプ、開放式膨張タン

クを新設いたします。なお、電気設備や機械設備の工事を行います。以上です。

○山本教育長 説明が終わりました。質疑はございますか。阿部委員どうぞ。

○阿部委員 今年の冬は空調設備無しで乗り切ったのですか。

○西野社会教育課長 はい。

○山本教育長 他に質疑はございませんか。
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○委員一同 はい。

○山本教育長 それでは３月補正予算につきまして異議なしと認めます。本日の付

議案件は以上となります。これをもちまして、令和２年、第２回久御山町教育委員会

定例会を閉会します。

午後４時 20 分 終了
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○報告事項

（１）小・中学校給食費の改定について

（２）とうずみこども園新築園舎建て方見学会の開催について

（３）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

（４）京都府暫定登録文化財の登録について（迎接寺所有 木造菩薩坐像）

（５）東京 2020 オリンピック聖火リレーについて

（１）小・中学校給食費の改定について

○内座学校教育課長

・給食費等検討委員会を３回行い、小・中学校の給食費の改定金額が決定した。

・小学校は１食あたり 260 円で、月額 4,400 円。中学校は１食あたり 300 円で、月額

4,900 円。

・今後の予定としては、令和２年２月に保護者通知を出し、令和２年４月改定。

（２）とうずみこども園新築園舎建て方見学会の開催について

○内座学校教育課長

・３月６日（金）午後２時からさせて頂く。

・プロポーザルの京大の教授が来られる。

○山本教育長

・京都府が主催の一般見学会も８日（日）に予定している。

（３）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

○山本教育長

・入学（園）式の教育委員会出席者を決める。

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

委員。

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

・久御山中学校は全員。

（４）京都府暫定登録文化財の登録について（迎接寺所有 木造菩薩坐像）

○西野社会教育課長

・京都府では、平成 29 年度から暫定登録文化財の制度を創設し、将来、国指定や府

指定・登録文化財になる可能性がある文化財を登録している。

・今回、下津屋の迎接寺所有の木造菩薩坐像が登録される。
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（５）東京 2020 オリンピック聖火リレーについて

○西野社会教育課長

・事前に宇治署と協議する中で、警備員やボランティアスタッフの配備、並びに告

知看板の充実により安全な運営を行うよう助言があった。

・庁内に町長を本部長とする、東京２０２０オリンピック聖火リレー久御山町実施

本部を立ち上げることにより、町を挙げた一大イベントとするため努める。

・警備計画の策定や警備員の確保等を行うべく、業者５社を選定し、指名競争によ

る入札を行った。

・その結果、西尾レントオール（株）RA 西日本営業本部と契約を締結した。契約金

額は、5,500 千円。


