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Ⅱ． 教育委員会の活動状況 (令和３年４月１日～令和４年３月３１日） 

 

１． 教育委員会について 

  本市教育委員会は、人格が高潔で、教育、学術、文化に関し見識を有する者から市長が

市議会の同意を得て任命した教育長と４人の委員で構成されます。 

平成２７年４月１日施行の「地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正す

る法律」により、教育委員長と教育長の一本化が規定されました。本市においては、平成

２９年１０月１１日に旧制度の教育長の任期が満了し、それに伴い、同年１０月１２日よ

り新制度へ移行いたしました。 

 

  宇治市教育委員会                   （R4.3.31現在） 

役 職 名 氏       名 

教 育 長 岸 本 文 子 

教育長職務代理者  加 賀 爪  毅 

委 員 中 筋 斉 子 

委 員 小 山 栄 子 

委 員  左   聡一郎 

 

２． 教育委員会会議の開催状況 

   原則、定例会は毎月１回、また、臨時会は必要に応じて開催しており、実績としては

定例会１２回（前年度１２回）、臨時会３回（前年度３回）実施し、教育行政に関する重

要事項等を審議しました。 

 

【４月定例会 Ｒ3.４.２7】 

＜議事＞ 

報告第２号   専決事項の報告について 

報告第３号   行政組織の変更に伴う関係規程の整備に関する規程の報告について 

 

＜報告＞ 

１．文教福祉常任委員会について（令和３年４月１４日） 

２．令和２年度宇治市総合野外活動センターの利用者数について 

３．令和２年度宇治市源氏物語ミュージアム入館者数等について 

４．令和３年度の小中一貫教育の取組について 

５．令和２年度情報公開の状況について 

６．「要望書」等について 

７．宇治市教育委員会後援事業について 

８．第９期宇治市生涯学習審議会報告書について 
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【５月定例会 Ｒ３.５.２７】 

＜議事＞ 

報告第４号   専決事項の報告について 

議案第９号   宇治市生涯学習審議会委員の委嘱について 

議案第１０号  令和３年６月宇治市議会定例会提出議案に係る意見聴取について 

 

＜報告＞ 

１．文教福祉常任委員会について（令和３年５月１２日） 

２．令和３年度宇治市教育研究員事業について 

３．令和３年度宇治市教職員研修講座について 

４．「要望書」等について 

５．宇治市教育委員会後援事業について 

 

【６月定例会 Ｒ３.６.２５】 

＜議事＞ 

 報告第５号   専決事項の報告について 

議案第１１号   教職員人事について 

 

＜報告＞ 

    １．令和３年６月市議会定例会について 

２．文教福祉常任委員会について（令和３年６月２４日） 

３．令和４年度宇治市立笠取小学校特認入学希望者の募集について 

４．宇治市小中一貫教育推進協議会について 

５．「要望書」等について 

６．宇治市教育委員会後援事業について 

 

【７月定例会 Ｒ３.７.２０】 

＜報告＞ 

１．宇治市教育委員会後援事業について 

 

【８月定例会 Ｒ３.８.２７】 

  ＜議事＞ 

   議案第１２号  令和４年度使用学校教育法附則第９条の規定による教科用図書の採 

           択について 

議案第１３号  令和４年度以降使用中学校教科用図書の採択について 

 

＜報告＞ 

１．宇治市総合野外活動センターに係る次期指定管理者の公募について 

２．学校における新型コロナウイルス感染症の対応について 

３．「要望書」等について 

４．宇治市教育委員会後援事業について 
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【９月定例会 Ｒ３.９.７】 

＜議事＞ 

報告第１４号  令和３年９月宇治市議会定例会提出議案に係る意見聴取について 

 

＜報告＞ 

１．文教福祉常任委員会について（令和３年９月２日） 

２．市長記者会見について（令和３年８月３１日） 

３．「要望書」等について 

４．宇治市教育委員会後援事業について 

 

【１０月定例会 Ｒ３.１０.１９】 

＜議事＞ 

 議案第１５号  宇治市教育委員会会議規則の一部を改正する規則を制定するについて 

 議案第１６号  宇治市図書館複写規程の全部を改正する規程を制定するについて 

 

＜報告＞  

１．令和３年９月市議会定例会について 

２．文教福祉常任委員会について（令和３年９月１３日） 

３．令和４年度市立幼稚園園児募集 入園願書受付状況について 

４．お茶と宇治のまち歴史公園の開園について 

５．「要望書」等について  

６．宇治市教育委員会後援事業について 

 

【１１月定例会 Ｒ３.１１.１６】 

＜議事＞ 

   議案第１７号  令和３年度宇治市教育委員会の所管する事務の管理及び執行の状況の 

点検及び評価に関する報告書を作成するについて 

 議案第１８号  令和３年１２月宇治市議会定例会提出議案に係る意見聴取について 

   

 ＜報告＞ 

１．令和３年決算特別委員会について 

２．令和４年度教職員人事異動方針及び実施要綱について 

３．第２次宇治市教育振興基本計画（初案）について 

４．宇治市子どもの読書活動推進計画（第三次推進計画）（初案）について 

５．第２次宇治市図書館事業計画（初案）について 

６．「要望書」等について 

７．宇治市教育委員会後援事業について 

 

【１１月臨時会 Ｒ３.１１.２９】 

＜議事＞ 

 議案第１９号  令和３年１２月宇治市議会定例会提出議案に係る意見聴取について 
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【１２月定例会 Ｒ３.１２.２０】 

＜報告＞ 

１．令和３年１２月市議会定例会について 

２．文教福祉常任委員会について（令和３年１２月１６日） 

３．令和３年度京都府公立学校優秀教職員表彰 宇治市立学校被表彰者について 

４．令和３年度児童・生徒数推計について 

５．源氏物語ミュージアムの正月臨時開館について 

６．令和４年度宇治市立笠取小学校特認入学募集結果について 

７．「要望書」等について 

８．宇治市教育委員会後援事業について 

 

【１月定例会 Ｒ４.１.２４】 

 ＜議事＞ 

  報告第１号  宇治市立の小学校及び中学校に勤務する府費負担教職員の服務に関する規程 

の一部を改正する規程の報告について 

議案第１号  宇治市教育委員会規則で定める申請書等の押印及び署名の特例に関する規則 

を制定するについて 

議案第２号  宇治市特別支援教育就学奨励費支給要綱の一部を改正する要綱を制定するに 

ついて 

 

＜報告＞ 

１．西小倉地域小中一貫校整備検討委員会について 

２．第 29 回宇治まなびんぐフェスタ 2022 の開催について 

３．「宇治茶の生産・販売用具」に係る国登録有形民俗文化財の登録について 

４．「要望書」等について 

５．宇治市教育委員会後援事業について 

 

【２月定例会 Ｒ４.２.４】 

＜議事＞ 

議案第３号  令和４年３月宇治市議会定例会提出議案に係る意見聴取について 

 

＜報告＞ 

１．「要望書」等について 

２．宇治市教育委員会後援事業について 

 

【２月臨時会 Ｒ４.２.２１】 

＜議事＞ 

議案第４号  令和４年３月宇治市議会定例会提出議案に係る意見聴取について 
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【２月臨時会 Ｒ４.２.２８】 

＜議事＞ 

   議案第５号  宇治市立小・中学校体育施設の開放に関する規則の一部を改正する規則を制 

定するについて 

議案第６号  令和４年度宇治市教育の重点を策定するについて 

議案第７号  教職員を任免するについて 

 

 ＜報告＞ 

  １．文教福祉常任委員会について（令和４年２月７日） 

２．第２次宇治市教育振興基本計画（初案）への意見募集結果及び最終案について 

３．宇治市子どもの読書活動推進計画（第三次推進計画）（初案）への意見募集結果及び最終 

案について 

４．第２次宇治市図書館事業計画（初案）への意見募集結果及び最終案について 

５．宇治市学校施設長寿命化計画の策定について 

６．宇治市教育委員会後援事業について 

 

【３月定例会 Ｒ４.３.２８】 

＜議事＞ 

  議案第８号   宇治市教育委員会事務局事務分掌規則の一部を改正する規則を制定するに 

ついて 

議案第９号   宇治市学校運営協議会設置規則を制定するについて 

議案第１０号  宇治市就学援助規則の一部を改正する規則を制定するについて 

議案第１１号  宇治市特別支援教育就学奨励費支給要綱の一部を改正する要綱を制定する 

について 

議案第１２号  第２期宇治市スポーツ推進計画（最終案）に係る意見聴取について 

議案第１３号  市職員を任免するについて 

報告第２号   専決事項の報告について 

 

 ＜報告＞ 

１．令和４年３月市議会定例会について 

２．文教福祉常任委員会について（令和４年３月３日） 

３．令和４年予算特別委員会について（部局別審査：３月９日・総括質疑：３月２２日） 

４．令和４年度宇治市教育委員会の組織機構について 

５．西小倉地域の小中一貫校について 

６．宇治市源氏物語ミュージアムの臨時休館について 

７．宇治市歴史資料館の臨時開館について 

８．宇治市教育委員会後援事業について 

９．第２期宇治市スポーツ推進計画（最終案）について 
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３． 教育委員の活動状況 

  教育委員の責務は、市教育行政における重要事項や基本方針を決定するなど、市の教育

行政全般にわたっており、教育委員会会議以外にも、会議において適切な意思決定を適宜

行うため、教育委員会協議会（年１２回）を開催しています。ほかにも、教育委員は日頃

から学校訪問や研修および各種行事等へ出席するなどの活動を積極的に行っています。令

和３年度も引き続き、新型コロナウイルス感染症の影響を受けましたが、ウィズコロナ・

ポストコロナの視点から、中止ではなく実施に向け計画を見直すなど取組を進めてまいり

ました。しかし結果的に、開催予定時期に感染が拡大し、やむなく中止や出席見合わせと

なり活動ができなくなった取組も多くありました。 

  このような状況のなかで、市長と教育委員が意見交換や情報共有を行う「総合教育会議」

についても、開催することができませんでした。市長部局と教育委員会の連携の貴重な機

会であるため、次年度は市長部局とも調整を行い、開催に向け努めてまいります。 

 

（１）学校・幼稚園訪問 

  学習指導要領、京都府教育振興プラン、学校教育の重点、宇治市教育振興基本計画、宇

治市教育の重点の趣旨に基づく教育活動の充実を図るとともに、各学校の課題に応じて必

要な支援を行うため、学校・幼稚園訪問を行っております。２年ですべての市立学校を訪

問できるように計画しておりますが、令和２年度は、新型コロナウイルス感染症の影響に

よる臨時休校とそれに伴う年間指導計画の見直し等、見通しの立ちにくい状況の下で市立

小・中学校の訪問が中止となりました。市立幼稚園は２学期中に実施され、２園の訪問を

行いました。 

令和３年度は新型コロナウイルス感染症の影響を受ける前と同様、５月下旬から７月上

旬に市立小・中学校１６校の対象校のうち６校の訪問を計画していましたが、緊急事態宣

言の発令により期間中の教育委員の訪問は控えることとなったため、訪問できたのは緊急

事態宣言解除後の１校のみでした。幼稚園訪問は１１月に２園の訪問を実施しました。 

訪問校・園は非常に少ない中ではありますが、教育委員が今日の学校・幼稚園教育の現

場の状況、教職員や児童・生徒の様子を直接目にする貴重な機会となりました。 

  また、入学式や卒業式等の儀式的行事については、昨年度と同様、新型コロナウイルス

感染症拡大防止のため、委員をはじめ来賓の出席を見合わせるなど簡素化して行われまし

た。 

 

（２）各種行事等への出席 

例年は宇治市成人式等の教育委員会主催事業のほか、公民館まつり等の各種行事等に出

席していますが、新型コロナウイルス感染症の影響により中止や出席見合わせとなり、年

間４回（前年度３回）の出席となりました。 

  また、各種行事等のほか教育委員会内の研修会や勉強会に出席しました。 

  ＜教育委員が出席・参観した教育委員会関連事業（教育長のみ出席分は除く）＞ 

山城地方教科用図書採択地区協議会 

宇治鳳凰大学卒業式 

     善法文化祭 

     小・中義務教育学校退職教職員辞令交付式 
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（３）会議および研修等 

開催日 会議・研修名 開催場所 

R3.4.13 京都府市町村教育委員会連合会三役会・幹事

会 

新型コロナウイルス感染症の

影響により書面にて議案賛否 

R3.5.11 京都府市町村教育委員会連合会三役会・幹事

会 

新型コロナウイルス感染症の

影響により書面にて議案賛否 

R3.5.28 京都府市町村教育委員会連合会定期総会 

 

新型コロナウイルス感染症の

影響により書面にて議案賛否 

R3.7.7 京都府市町村教育委員会連合会三役会・幹事

会 

ルビノ京都堀川 

R3.7.20 近畿市町村教育委員会連絡協議会第１回定期

会長・事務局長合同会議 

ホテル北野プラザ六甲荘 

R3.7.20 教科用図書の採択にかかる勉強会 宇治市役所 

R3.8.6 京都府市町村教育委員会連合会三役会・幹事

会 

京都産業大学むすびわざ館 

R3.8.25 令和４年度 宇治市教育委員・校長会研修会 宇治市生涯学習センター（※

新型コロナウイルス感染症の 

影響により直前で中止） 

R3.11.1 近畿市町村教育委員会連絡協議会第２回定期

会長・事務局長合同会議 

尼崎市総合文化センター 

 

R3.11.1 近畿市町村教育委員会研修大会 尼崎市総合文化センター 

 

R3.11.12 令和３年度京都府内市町（組合）教育委員会

研修会 

オンライン・京都産業大学む

すびわざ館 

R4.1.25 京都府市町村教育委員会連合会三役会、 

三役・幹事・教育長部会世話人合同会議 

新型コロナウイルス感染症の

影響により書面にて議案賛否 

R4.2.14 山城地方教育委員会連絡協議会教育長・教育 

委員研修会 

井手やまぶき支援学校（※新

型コロナウイルス感染症の影

響により直前で中止） 

 


