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令和４年７月小美玉市教育委員会定例会議事録 
（作成日：令和 ４年 ８月 ４日） 

招 集 年 月 日 令和４年７月２５日 

招 集 場 所 小川総合支所 ３階 大会議室 

開 催 日 時 
令和４年７月２５日（月）  午後１２時５５分 開会 

              午後 ３時１５分 閉会 

出 席 者 

（★：議事録署名委員） 

  羽鳥 文雄 教育長         狩谷 卓郎 委員(職務代理者) 

  中村 三喜 委員          山口 和弘 委員 

★ 柴田 千青 委員          小仁所 浩 委員 

欠 席 者 な し 

傍 聴 者 な し 

事 務 局 職 員 

教育部長 滑川 和明        理事兼教育指導課参事 佐藤 雅記 

教育企画課長 比気 龍司      教育指導課長 長谷川 正幸 

子ども課長 尾形 健 

文化スポーツ振興部長 藤枝 修二  生涯学習課長 田山 智 

スポーツ推進課長 鈴木 和広 

教育企画課 課長補佐 植田 薫 

議

事

日

程 

提

出

議

案

等 

議案第32号 
令和５年度小・中学校特別支援学級（知的障害）において使用

する教科用図書の採択について 

議案第33号 令和３年度教育費の決算について 

報告第12号 
専決処分の承認を求めることについて 
（小美玉市元気っ子幼稚園・玉里幼稚園統合準備委員会委員の委嘱） 

事

業

等

報

告 

件  名 担 当 課 

(1)学校教育関係について 教 育 指 導 課 

(2)就学援助について並びに区域外就学及び指定校変更について 教 育 指 導 課 
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１．開 会・教育長挨拶 

 

○ 羽鳥教育長 

 皆さんこんにちは。着座にて失礼します。 

 本日はお忙しい中、ご出席いただきまして、ありがとうございます。 

 定刻より前ですけれども、皆様お揃いですので、ただいまから、小美玉市教育委員会会議７月定

例会を始めさせていただきます。よろしくお願いいたします。 

 はじめに、先月21日に、元教育委員の鶴町庄二さんが、お亡くなりになりました。鶴町さんは5月

の定例会まで、教育委員として、この場に参加されておりましたので、皆様も突然の訃報に驚かれ

たことだと思います。 

 鶴町さんは、本市の教育委員として、11年９ヶ月の長きにわたりまして、本市教育並びに教育行

政にたくさんのご指導ご支援いただいておりました。 

 非常に残念ですけれども、鶴町さんに改めて感謝申し上げますとともに、心よりご冥福をお祈り

申し上げます。 

 

 続いて学校の方ですけれども、今年度は２学期制ですので、子供たちは１学期のまま、夏休みに

入っています。 

 例年の７月と違いまして、各学校では、夏休み直前まで授業をしたり、行事を行ったりと、各学

校に様子を聞きますと、授業時数など時間を有効に使うことができたと報告を受けております。こ

れも２学期制のメリットであると思っています。 

 また夏休みに入りまして、各学校で現在、面談を行っておりますけれども、通知表が２回になっ

た分、この面談を充実させるよう、各学校には指示をしました。 

 コロナの方ですけども、第７波が押し寄せてきまして、夏休み前のその最終日にも、学年閉鎖を

した学校がありました。 

 夏休み期間中であっても、部活動や学童クラブなど集まる機会が多々ありますので、子供たちの

健康状態を把握して、コロナの対応等も行っていきたいと思います。 

 

 本日は議案が２件、報告が１件、そして各事業報告となっております。 

令和３年度の決算についての議案もありますので、長丁場になると思いますが、ご審議のほどよろ

しくお願いいたします。 

 

 

２．議事録署名委員の選任  柴田委員  

 

〇 羽鳥教育長 

 続きまして議事録署名委員の選任に移ります。 

 本会議では、柴田委員に選任いたしますがよろしいでしょうか。（柴田委員：はい。） 

 では、よろしくお願いいたします。 

 

 

３．議事録の承認   承 認  

 

〇 羽鳥教育長 

 続きまして、議事録の承認についてお諮りいたします。 

 前回の６月定例会の議事録につきましては、皆様すでに、お目通しかと思いますが、何かご意見

ご質問。お気づきの点がありましたら、お願いいたします。 

 特にないでしょうかね。よろしいですか。（一同：頷く。） 

 それでは議事録については、承認とさせていただきます。 
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４．付議事件の宣告 

 

〇 羽鳥教育長 

 続きまして、付議事件の宣告ということで、本日の会議に付すべき事案について宣告いたします。 

 議案書等あらかじめ配付させていただいた資料として、議案第32号、令和５年度小中特別支援学

級（知的障害）において使用する教科用図書の採択について、それから議案第33号、令和３年度、

教育費の決算について、報告につきましては、専決処分の承認を求めることについてということで、

報告第12号小美玉市元気っ子幼稚園・玉里幼稚園統合準備委員会委員の委嘱について 以上となり

ます。 

 

 ここで本日の議案等について、非公開にするものについてお諮りいたします。 

 非公開にするものとしまして、次第の「５ 付議事件の審議」のうち、 

議案第32号 令和5年度小・中学校特別支援学級（知的障害）において使用する協会を図書の採択に

ついて、これにつきましては、本市は、茨城県の第４採択地区として、本市と笠間市、茨城町、大

洗町、城里町の５つの教育委員会が共同して、同じ教科書を採択する方式をとっておりますけれど

も、茨城県第４採択地区教科用図書選定協議会規約第14条には、採択期間中は静ひつな環境を維持

するために開示しないと。なっていることから非公開としたいと思います。 

また、議案第33号、令和３年度教育費の決算について、これについては、議会提案事項ですので、

非公開といたします。 

続いて、「５ 付議事件の審議」のうち、「（1）学校教育関係について」それから、「（2）就学援助並

びに区域外就学及び指定校変更について」これらにつきましては、個人情報に関するものが含まれ

ておりますので、非公開としたいと思います。 

 これについて、委員の皆様から何かありましたらお願いいたします。 

 特にないですかね。よろしいですか。 

 無いようですので、以上のものを非公開といたします。 

 

 

 

 

５．付議事件の審議 

 

〇 羽鳥教育長 

まず初めに、（1）議案になります。 

議案第32号 令和５年度小・中特別支援学級（知的障害）において使用する教科用図書の採択につい

て、茨城県第４採択地区において使用する教科用図書について、議決を求めるものでございます。 

事務局より説明願います。 

 
 

■ 議案第32号 令和５年度小・中特別支援学級（知的障害）において使用する 

教科用図書の採択について    ※非公開  

 
 

■ 議案第33号 令和３年度教育費の決算について    可 決  ※当日非公開 

 

〇比気教育企画課長 

 それでは議案第33号令和３年度小美玉市一般会計（教育費）の決算についてご説明をいたします。 

 お手元の方に、事前配布の令和３年度教育費の決算に関する説明書と、表の見方に関する例示表

も配布済と思いますので、あわせてご覧いただければと思います。 

 では令和３年度 教育費の決算に関する説明書の１ページをご覧ください。 

 こちらは令和３年度、一般会計決算額の合計に対する割合となってございます。 
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 ２ページの歳出の10番。教育費の歳出額は、48億8,598万5,000円となっており、一般会計決算額

に占める割合が17.8％となっております。 

 この額は、令和２年度が51億1,413万3,000円でしたので、令和３年度の決算額では、2億2,814万

8,000円の減額となっております。 

 この要因となるのは、小中学校において、情報教育関係事業におけるＧＩＧＡスクール構想に基

づく、１人１台タブレット端末や、電子黒板の整備等が完了したこと。 

 また、美野里地区の４幼稚園の統合に伴い、そちらの方に関係する維持管理費や備品購入費等が

削減されたことによるものでございます。 

 それでは、４ページ以降につきましては、ページ順に、各所管課からの説明となります。 

 教育指導課からの説明となります。 

 なお、説明に当たりましては、決算額において前年度比で増減率が10％以上になっているもの。

または、令和３年度に新規事業として実施したもののほか、事業の目的や内容、効果などについて

ご説明をいたします。 

 

 

〇長谷川教育指導課長 

 まず、教育指導課には、学務係、指導係、給食係の３つの係がございまして、育児休業者を含め、

職員数は16名となります。 

 教育委員会事務費の決算額は、291万4,250円で、前年度比0.3％の増でございます。 

 事業内容といたしましては、事業評価や学校園訪問等を通して、教育行政や学校教育の現状を把

握し、教育委員会会議での議案審議等に反映しております。 

 続きまして、庶務一般事務費の決算額は、3,255万4,044円で、前年度比9.8％の増でございます。 

 事業内容といたしましては、教育委員会内に指導主事を配置し、専門的事項の指導を行ったこと

や、学校教職員の健康診断やストレスチェックを実施したことにより、学校教育の充実に寄与する

ことができました。 

 続きまして、学務一般事務費の決算額は、1,189万4,275円で、前年度比43.5％の増でございます。 

 増額の主な理由といたしましては、前年度に実施を見送ったスキー宿泊学習について、実施校の

費用と、未実施校のキャンセル費用を負担したことによるものでございます。 

 事業内容といたしましては、学校の環境美化や学習環境等に関する各種事務執行を行うことによ

り、学校に適切な環境を提供することができました。 

 続きまして、教育指導研究経費の決算額は、519万1,620円で、前年度比19％の増でございます。 

 増額の主な理由といたしましては、隔年実施の社会科副読本の印刷製本を、デジタル版作成委託

に変えて行ったことによるものでございます。 

 事業内容といたしましては、学校が創意工夫を生かした特色ある教育活動を展開し、学習指導要

領に示す。基礎的、基本的な内容を児童生徒に身につけ、みずから学び、みずから考える力などの、

生きる力を育むための広域教育環境の整備を図ることを目的としております。 

 市教育研究会や総合的な学習の時間の活動により、学校運営の改善及び幼児、児童生徒に生きる

力を育む教育を、推進する効果がございました。 

 続きまして、語学指導経費の決算額は、4,029万3,000円で、前年度比6.5％の増でございます。 

 事業内容といたしましては、市内各小中義務教育学校及び私立幼稚園に、ＡＬＴ、外国語指導助

手を派遣し、小学校や中学校などの英語教育の充実を図るとともに、幼児の外国語に対する関心を

高めることを目的としています。 

 児童生徒が考えや気持ちを英語で表現することへの関心を高め、コミュニケーション能力を高め

るとともに、外国の文化に触れることで、国際理解教育の充実につなげる効果がございました。 

 続きまして、学校支援対策事業の決算額は、1,152万2,053円で、前年度比3％の増でございます。 

 事業内容といたしましては、市内各学校に学力向上支援員を配置し、学習支援や学習相談を充実

させることにより、学習のつまずきの解消や学習意欲の向上を図り、児童生徒の学力の向上を図る

ことを目的としております。 

 各学校において、きめ細かな学習支援により、学習意欲の向上に繋がりました。また、校務支援

システムの活用は、教職員の業務負担の軽減を目的とし、指導要録等が電子化されたことで、教職
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員の業務負担が軽減し、子供と向き合う時間や教材研究の時間が増加するという効果がございまし

た。 

 続きまして、学校ボランティア活用事業の決算額は、23万4,600円で、前年度比38.8％の減でご

ざいます。 

 減額の主な理由といたしましては、コロナ感染症拡大防止のため、学校閉鎖や学級閉鎖が度々あ

り、学校行事が例年通り実施することが難しく、ボランティア活用を行う事業が減少したことによ

るものでございます。 

 事業内容といたしましては、学校と地域の連携を図り、より組織的な学校支援体制を構築すると

ともに、本事業を推進することを通して、学校支援ボランティアの活用を進め、ボランティアコー

ディネーターの養成を図ることを目的としています。 

 地域と学校の連携が深まり、交流の機会が増え、組織的な学校支援体制構築の一助となる効果が

ございました。 

 続きまして、理科観察実験支援事業の決算額は、20万円で前年度比87.6％の減でございます。 

 減額の主な理由としましては、原子力エネルギー教育支援事業を採択しなかったことによるもの

でございます。 

 事業内容といたしましては、小学校及び中学校の理科授業に対し、退職職員や学生など、地域人

材を活用した理科授業の支援や、教材用備品を購入し、関係や理解を深めることを目的としており

ます。 

 理科支援員が授業に入ることにより、教師の負担が軽減するとともに、実験や観察支援時に、児

童一人一人に応じた対応を充実させることに効果がございました。 

 続きまして、学校教育支援事業の決算額は、42万4,393円で、前年度比3.5％の減でございます。 

 事業内容といたしましては、言語障害の児童生徒への通級指導や不登校の児童生徒に対する適応

指導の場を設け、学校や関係機関と連携して支援することを目的としております。 

 児童生徒及び保護者に対し、ケースに応じた相談や指導の機会を設けることで、障害や不安の軽

減につなげることに効果がございました。 

 続きまして、オリンピックパラリンピック教育推進事業の決算額は、9万9,903円で、東京オリン

ピックパラリンピック開催に伴う新規事業でございます。 

 事業内容といたしましては、オリンピックパラリンピックに対する興味、関心を高めるとともに、

スポーツに親しみ、インクルーシブな社会を目指す意識を高めることを目的としております。 

 児童の障害者スポーツへの興味関心を高めるきっかけをつくることができ、自分の生き方や将来

の可能性を見つけることに繋がりました。 

 続きまして、小学校運営経費の決算額は、4,606万9,551円で、前年度比1.8％の減でございます。 

 事業内容といたしましては、学校運営に必要な予算を学校配分とし、各学校が主体的に予算を執

行できるようにしたことや、遠距離通学児童への支援として、スクールバスの運行等を行ったこと

で、円滑な学校運営に資することができました。 

 続きまして小学校情報教育関係経費の決算額は、5,064万5,265円で、前年度比75.3％の減でござ

います。 

 減額の主な理由といたしましては、前年度のＧＩＧＡスクール構想に基づく、１人１台タブレッ

ト端末や電子黒板等の整備が完了したことによるものでございます。 

 事業内容といたしましては、学習系ＩＣＴ環境の整備を目的として、学習用ソフトの整備などを

行い、タブレットの活用環境を充実することができました。 

 続きまして、保健衛生管理費の決算額は1,494万2,937円で、前年度比75％の増でございます。 

 増額の主な理由といたしましては、学校保健特別対策事業として、感染症対策の消耗品や備品の

購入を実施したことによるものでございます。 

 事業内容といたしましては、児童の健康維持を目的として、感染症対策物品の購入や健康診断を

行うことで、健康維持や感染症対策に資することができました。 

 続きまして教育活動振興経費の決算額は972万8,744円で、前年度比20.1％の減でございます。 

 減額の主な理由といたしましては、コロナ禍により、自然教室を実施しなかったことによるもの

でございます。 

 事業内容といたしましては、教育活動に必要な予算を学校配分とし、各学校が主体的に予算を執
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行できるようにしたことで、教育活動の振興に資することができました。 

 続きまして就学援助費の決算額は804万2,139円で、前年度比8.4％の増でございます。 

 事業内容といたしましては、児童が経済的な理由で就学困難とならないようにするため、対象と

なる保護者に学校生活に要する経費の援助を行うことで、経済的な負担を軽減することができまし

た。 

 続きまして、教科書指導書等購入費の決算額は、796万1,080円で、前年度比78.1％の減でござい

ます。 

 減額の主な理由といたしましては、前年度が教科書改訂年度にあたり、教師用教科書指導書等の

購入を実施したことによるものでございます。 

 事業内容といたしましては、各学校からの要望をもとにして、教材備品や教員用教科書等の購入

を行うことで、教育環境の整備を図ることができました。 

 続きまして、中学校運営経費の決算額は、760万1,326円で、前年度比45.9％の減でございます。 

 減額の主な理由といたしましては、前年度は学校保健特別対策事業費補助金に伴う、感染症対策

消耗品や備品の購入を当事業で実施したことによるものでございます。 

 事業内容といたしましては、学校運営に必要な予算を学校配分とし、各学校が主体的に予算を執

行できるようにしたことで、円滑な学校運営に資することができました。 

 続きまして中学校情報教育関係経費の決算額は、2,594万3,980円で、前年度比73.7％の減でござ

います。 

 減額の主な理由といたしましては、前年度のＧＩＧＡスクール構想に基づく、１人１台タブレッ

ト端末や電子黒板等の整備が完了したことによるものでございます。 

 事業内容といたしましては、学習系ＩＣＴ環境の整備を目的として、学習用ソフトの整備などを

行い、タブレットの活用環境を充実することができました。 

 続きまして、保健衛生管理費の決算額は、730万7,919円で、前年度比70.8％の増でございます。 

 増額の主な理由といたしましては、学校保健特別対策事業として、感染症対策の消耗品や備品の

購入を実施したことによるものでございます。 

 事業内容といたしましては、生徒の健康維持を目的として、感染症対策物品の購入や健康診断を

行うことで、健康維持や感染症対策に資することができました。 

 続きまして、教育活動振興経費の決算額は、1,830万626円で、前年度比54.5％の増でございます。 

 増額の主な理由といたしましては、前年度に比べ、部活動各種大会等の開催が増えたことで、部

活動バス借り上げや生徒派遣等費用の支出額が増えたことによるものでございます。 

 事業内容といたしましては、教育活動に必要な予算を学校配分とし、各学校が主体的に予算を執

行できるようにしたことで、教育活動の振興に資することができました。 

 続きまして就学援助費の決算額は、511万1,067円で、前年度比10.1％の増でございます。 

 増額の主な理由といたしましては、準用保護児童生徒就学援助費の申請件数が多くなり、援助費

が増えたことによるものでございます。 

 事業内容といたしましては、生徒が経済的な理由で、就学困難とならないようにするため、対象

となる保護者に学校生活に要する経費の援助を行うことで、経済的な負担を軽減することができま

した。 

 続きまして、教科書指導書等購入費の決算額は、1,734万6,044円で、前年度比724.1％の増でご

ざいます。 

 増額の主な理由といたしましては、教科書改訂に合わせて、教師用教科書指導書等の購入を行っ

たことによるものでございます。 

 事業内容といたしましては、各学校からの要望をもとにして、教材備品や教員用教科書等の購入

を行うことで、教育環境の整備を図ることができました。 

 続きまして、小美玉市共同調理場運営経費の決算額は、3億6,217万3,567円で、前年度比16.5％

の増でございます。 

 増額の主な理由といたしましては、給食センター統合による玉里センター分の経費が増えたこと

及び学校給食調理等業務を委託したことによるものでございます。 

 事業内容といたしましては、児童生徒の発達段階に適した栄養バランスのよい学校給食の提供と、

食育指導や地産地消の推進に努めながら、安心安全な給食を提供することができました。 
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 食物アレルギー対応については、保護者や担当教諭等との面談を行い、対応食を実施しました。 

 栄養教諭等による食育指導、地場産物活用などについて、給食だよりなどで情報提供することが

できました。 

 続きまして、小美玉市共同調理場施設維持管理費の決算額は、2,462万5,049円で、前年度比50％

の増でございます。 

 増額の主な理由といたしましては、消耗品費、修繕料及び、給食センター統合による玉里給食セ

ンター分の汚物汲み取り手数料、ごみ収集運搬業務委託料が増えたことによるものでございます。 

 事業内容といたしましては、学校給食施設の徹底した衛生管理、及び施設設備の定期的な保守点

検を行い、安全で衛生的な維持管理ができました。 

また、急な故障や、経年劣化による交換等も、早急に対応することができました。 

 以上でございます。 

 

 

〇比気教育企画課長 

 14ページからお願いしたいと思います。 

 まず、施設一般事務費でございますが、決算額280万7,263円で、前年比9.4％の減です。 

 内容は小川北義務教育学校の開校に伴うパンフレット作成の10万4,663円や、閉校記念事業費補

助金に、250万7,000円等となっております。 

 続きまして小学校施設管理費でございますが、決算額3億351万4,723円で、前年比7.7％の増です。 

 目的は小学校施設の安全で安心な環境教育を維持することでございます。 

 主な内容といたしましては、小学校空調設備賃借料を1,983万6,000円や、竹原小学校体育館改修

工事に1億4,872万円及び小川南小学校用地買収費2,317万4,710円等となっております。 

 続きまして小学校建設事業費でございますが、決算額21億9,312万7,018円で、前年比3.1％の減

となっております。 

 目的は、学校教育の更なる充実を目指し、児童のより良い教育環境の整備を図るものでございま

す。 

 主な内容でございますが、本年4月開校の小川北義務教育学校校舎建設工事に、14億6,770万円及

び同校舎建設工事監理業務委託料に、3,055万円のほか、玉里学園義務教育学校外構工事に1億4,75

9万8,000円等となっており、繰り返しとなってしまいますが、児童生徒にとって、より良い教育環

境、また学びの場を整えることができたことと思っております。 

 続きまして中学校施設管理費でございますが、決算額、1億5,129万3,138円で、前年比4％の減と

なっております。 

 目的は、中学校施設の適切な管理を行い、安全で安心な教育環境の維持を図るものでございます。 

 主な内容でございますが、中学校空調設備賃借料に932万4,000円。美野里中学校トイレ改修工事

に8,987万5,000円。及び同改修工事管理委託料の319万円などとなっております。 

 続きまして幼稚園施設管理費でございますが、決算額1,448万2,122円で、前年比19.9％の減とな

っております。 

 目的は幼稚園舎の適切な管理を行うことによって、安全で安心な教育環境の維持を図るものでご

ざいます。 

 決算額減額の主な理由でございますが、こちらは美野里地区の４つの幼稚園を統合し、新たによ

つば幼稚園が開園したことにより、施設の維持管理費の削減が図られたことによるものです。 

 その他、主な内容といたしましては、園舎敷地の借上料に251万6,787円。元気っ子幼稚園鉄骨部

塗装剥離工事に127万6,000円などとなってございます。 

 説明は以上でございます。 

 

 

〇尾形子ども課長 

 決算に関する説明書18ページをご覧ください。 

 子ども課の令和３年度職員数につきましては11人でございます。 

 最初に、放課後児童対策事業、決算額3億952万7,031円。 
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 前年度比プラス43.3％、金額で9,352万5,304円の増でございます。 

 増額の理由としましては、小川北義務教育学校放課後児童クラブを建設したことにより、増加し

たためです。 

 目的といたしまして、保護者の就労等により、小学校を対象として学校終了後の放課後の時間帯

に、保護者にかわってお預かりする事業でございます。 

 内容といたしましては、小川北義務教育学校放課後児童クラブの建設に伴う委託料が880,000円。

工事請負費が1億3,156万円、また民間学童クラブへの補助金といたしまして8,501万5,636円となっ

ております。 

 効果としましては、放課後等における児童の安全確保、健康管理及び育成が図られました。 

 19ページをご覧ください。 

 放課後子供教室推進事業の決算額50万5,440円。 

 前年度比マイナス62.2％で、金額で83万円の減でございます。 

 減額の理由としましては、新型コロナウイルス感染拡大により、子供教室の開催を一部見送った

ためです。 

 目的といたしまして、小学校の教室や校庭を活用して、勉強やスポーツ文化活動、地域の人たち

との交流など、様々な体験活動を通して、子供たちが心豊かで健やかに育まれる環境づくりをする

ものでございます。 

 事業の内容といたしましては、放課後子供教室実施委託料、50万5,440円でございます。 

 効果といたしましては、子供教室を開催したことにより、児童の社会性や自主性等の形成に寄与

することができました。 

 次に、幼稚園運営経費、決算額1,595万5,070円。 

 前年度比マイナス58.9％、金額で2,285万9,217円の減でございます。 

 減額の主な理由といたしましては、備品購入費が削減になったためです。 

 目的といたしまして、幼稚園運営の円滑な推進を図るためでございます。 

 内容といたしましては、幼稚園運営に係る需用費が696万5,951円で、幼稚園バスの運転業務委託

料が797万7,179円などとなっております。 

 20ページをご覧ください。 

 保健衛生管理費、決算額55万6,124円、 

 前年度比マイナス31.3％、金額で25万3,661円の減でございます。 

 減額の理由といたしましては、美野里地区の４つの幼稚園が統合したことにより報酬が減額とな

ったためです。 

 目的といたしまして、幼稚園児の健康の維持及び病気の早期発見に必要な健康診断を行うもので

ございます。 

 事業の内容といたしまして、幼稚園医、薬剤師報酬、歯科医報酬が合わせて46万3,100円などと

なっております。 

 続きまして、教育活動振興経費、決算額120万6,737円。 

 前年度比マイナス47.2％、金額で107万7,922円の減でございます。 

 減額の主な理由といたしましては、美野里地区の４つの用地が統合したことにより、園外保育に

伴うバスの借り上げ料が減額になったためでございます。 

 内容といたしましては、卒業記念や備品購入費120万6,737円でございます。 

 以上子ども課所管の令和３年度の決算に関する説明とさせていただきます。 

 

 

〇田山生涯学習課長 

 21ページをお願いします。 

 社会教育総務事務費の決算額は、3,234万6,735円で、前年度比419.6％の増です。 

 増額の主な理由としましては、旧小川小跡地周辺地域再整備に伴い、旧小川小跡地周辺地域再整

備検討調査等委託料の増額と、各区公民館整備費補助金が増額になったことによるものです。 

 事業内容としましては、生涯学習課所管の事業を実施するにあたり、新型コロナウイルス感染症

拡大防止対策などを行いながら事業を実施することができております。 
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 旧小川小跡地周辺地域再整備の実施に向け、再整備基本計画を策定しております。 

 各行政区公民館整備費補助金につきましては、老朽化が進む各地区の公民館の修繕工事等に対す

る助成を行いました。 

 続きまして社会教育活動総合事業の決算額は、209万7,830円で、前年度比4.6％の増です。 

 事業内容としましては、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、やむを得ず中止をした事業

もありましたが、内容を工夫するなどして、感染防止対策を講じながら実施することができており

ます。 

 コスモスプロジェクトにおきましても、４事業を実施することができています。 

 家庭教育学級もコロナ禍の中、各学級の創意工夫をしながら、学級運営を行うことができていま

す。 

 続きまして22ページとなります。 

 青少年対策経費の決算額は、205万5,910円で、前年度比5.7％の減です。 

 事業内容としましては、青少年の健全育成を目的に活動する各団体員の意識の向上を図ることが

できました。 

 新型コロナウイルス感染症拡大対策を徹底しながらパトロール活動を実施しております。 

 コロナ禍により事業は中止及び縮小を余儀なくされておりますが、動画配信を取り入れるなど、

工夫しながら活動を行うことができました。 

 続きまして、成人式典事業費の決算額は、150万1,750円で、前年度比6.1％の減です。 

 事業内容としましては、新しい門出を祝福するため、新成人者による実行委員会が企画運営を行

い、新型コロナウイルス感染症対策を徹底した中で、成人式を開催することができました。 

 また、動画配信事業を実施し、式典に参加できなかった方の対応を図ることができました。 

 続きまして、新入学児童用ランドセル購入事業の決算額は、723万3,842円で、前年度比17.3％の

増です。 

 増額の主な理由としましては、入学予定者の増加によるものです。 

 事業内容としましては、就学予定児童のために、健やかな成長を願ってランドセルの贈呈を行う

ことができました。 

 続きまして、23ページになります。 

 小川公民館事業費の決算額は72万2,089円で、前年度比732.6％の増です。 

 増額の主な理由としましては、前年度新型コロナウイルスの感染症の影響で中止とした市民講座

等を、感染予防の対策を講じながら実施できたことによるものです。 

 事業内容としましては、各種講座を通して、幅広い年齢層に対して、生涯学習の機会を設け、市

民の学習交流活動発表の機会を提供することができました。 

 続きまして、小川公民館施設維持管理費の決算額は1,339万7,792円で、前年度比17.5％の減です。 

 減額の主な理由としましては、特殊建築物定期調査委託料及び地区公民館駐車場舗装工事の減に

よるものです。 

 事業内容としましては、館内設備等を適切に整備管理することにより、地域住民の交流、生涯学

習の拠点として広く利用していただいております。 

 続きまして、24ページになります。 

 美野里公民館事業費の決算額は、92万1,942円で、前年度比812.8％の増です。 

 増額の主な理由としましては、前年度新型コロナウイルス感染症の影響で中止とした市民講座等

を、感染予防の対策を講じながら実施したことによるものです。 

 事業内容としましては、各種講座を通して、幅広い年齢層に対して、生涯学習の機会を設け、市

民の学習交流活動発表の機会の場を提供することができました。 

 続きまして美野里公民館施設維持管理費の決算額は606万9,818円で、前年度比10.1％の減です。 

 減額の主な理由としましては、前年度に比べ、修繕料が減ったことによるものです。 

 事業内容としましては、照明設備や浄化槽の修繕を行い、市民が快適に利用できる環境を整え、

生涯学習交流の場として活用できました。 

 続きまして25ページになります。 

 羽鳥公民館施設維持管理費の決算額は273万4,126円で、前年度比34.9％の増です。 

 増額の主な理由としましては、公共予約システムのシステム対応の鍵への修繕など、修繕料が増



 公 開  

 

10 

額したことによるものです。 

 事業内容としましては地域住民に親しまれ、憩いの場として快適に利用できる環境を整え、生涯

学習交流の場として利活用できました。 

 続きまして、羽鳥ふれあいセンター施設維持管理費の決算額は、315万4,996円で、前年度比33.

3％の増です。 

 増額の主な理由としましては、集会室のエアコンの修繕などによる経費が増額したことによるも

のです。 

 事業内容としましては、多くの市民が快適に利用できる環境を整え、生涯学習交流の場として利

活用できました。 

 続きまして、26ページになります。 

 農村女性の家施設維持管理費の決算額は248万1,946円で、前年度比44.1％の増です。 

 増額の主な理由としましては、公共システム対応の鍵への修繕など、修繕料が増額したことによ

るものです。 

 事業内容としましては、地域住民に親しまれ、憩いの場として快適に利用できる環境を整え、生

涯学習交流の場として利活用できました。 

 続きまして、農村環境改善センター施設維持管理費の決算額は、828万6,556円で、前年度比5.4％

の増です。 

 事業内容としましては、多くの市民が快適に利用できる環境を整え、生涯学習交流の場として利

活用できました。 

 続きまして、27ページになります。 

 玉里公民館事業費の決算額は71万428円で、前年度比165.2％の増です。 

 増額の主な理由としましては、前年度新型コロナウイルス感染症の影響で取り止めた市民講座等

を、感染予防の対策を講じながら実施してきたことによるものです。 

 事業内容としましては、幅広い年齢層に対して、生涯学習の機会と、講座を通して、市民の学習

交流活動発表の機会の場を提供することができました。 

 続きまして、玉川地区学習等供用施設維持管理費の決算額は、125万8,304円で、前年度比64.6％

の減です。 

 減額の主な理由としましては、前年度に、屋上防水や空調機の修繕を行ったことによるものです。 

 事業内容としましては、市民の学習交流活動の場を提供することができました。 

 続きまして、図書館運営費の決算額は1,736万8,102円で、前年度比31.3％の増です。 

 増額の主な理由としましては、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を活用し、図

書除菌機等を購入したことによるものです。 

 事業内容としましては、図書システムの使用により、市内図書館で貸し出し状況や利用者情報の

共有化が図られ、リクエスト等の迅速な対応が可能になっています。 

 また、図書館ホームページからの図書資料検索や予約可能となり、利便性の向上を図ることがで

きました。 

 続きまして、28ページになります。 

 小川図書館資料館施設維持管理費の決算額は732万8,596円で、前年度比4.7％の増です。 

 事業内容としましては、常に明るく快適かつ清潔な図書館空間を提供することができました。 

 続きまして資料館運営費の決算額は、102万1,777円で、前年度比11.5％の増です。 

 増額の主な理由としましては、前年度事業は新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、自粛し

たことによるものです。 

 事業内容としましては、小学生から年配者まで幅広い年齢層に、郷土の歴史を学ぶ機会を提供で

きました。 

 29ページになります。 

 文化財調査管理経費の決算額は273万2,417円で、前年度比28％の減です。 

 減額の主な理由としましては、市指定文化財 鹿島神社のケヤキ保全等業務委託事業が完了した

ことによるものです。 

 事業内容としましては、郷土に残る貴重な文化財保護に寄与することができました。 

 続きまして、30ページになります。 



 公 開  

 

11 

 やすらぎの里、運営費の決算額は、36万8,168円で、前年度比1.5％の増です。 

 事業内容としましては、やすらぎの里小川運営委員会を開催することにより、施設運営の改善点

を見直すことができました。 

 続きましてやすらぎの里施設維持管理費の決算額は1,991万467円で、前年度比13.9％の増です。 

 増額の主な理由としましては、施設の修繕料として、文芸棟配水管漏水修繕、消防機器修繕、工

事請負費として、施設内歩道改修工事、トイレ改修工事、照明灯改修工事の実施によるものです。 

 事業内容としましては、各研修棟のトイレの改修、消防機器の修繕、照明等改修工事の実施によ

り、快適かつ気軽に利活用していただくことができる環境ができました。また、遊歩道の舗装によ

り、訪れる人が歩きやすくなっています。 

 続きまして31ページとなります。 

 生涯学習センター施設維持管理費の決算額は、4,053万6,667円で、前年度比51.2％の増です。 

 増額の主な理由としましては、文化ホールトイレの洋式化の改修工事等の施設改修を実施したこ

とによるものです。 

 事業内容としましては、各種講座を初めとして、生涯学習の拠点として、市民の交流の場として、

広く利用していただくことができました。 

 続きまして、32ページになります。 

 玉里資料館施設維持管理費の決算額は、14万8,108円で、前年度比19.8％の減です。 

 減額の主な理由としましては、施設の修繕箇所がなかったことによるものです。 

 事業内容としましては、玉里資料館展示室の来館者が快適に閲覧できる環境を維持することがで

きました。 

 続きまして民家園施設維持管理費の決算額は294万8,076円で、前年度比1.7％の増です。 

 事業内容としましては、県指定文化財である旧小松家住宅を適切に維持管理するとともに、市民

が生涯学習の場として、利用できる施設の状態を保つことができました。 

 続きまして、しみじみの家維持管理費の決算額は117万8,147円で、前年度比6.2％の増です。 

 事業内容としましては、新型コロナウイルス感染症の影響で、休館とする期間もありましたが、

市民のレクリエーションの場として利活用していただきました。 

 生涯学習課の説明は以上になります。 

 

 

〇 鈴木スポーツ推進課長 

 33ページをお開き願います。 

 初めに、保健体育事務費でございます。決算額は666万2,090円で、前年度比5.7％の減でござい

ます。 

 事業内容につきましては、スポーツの普及啓発や、スポーツ大会の企画、また、関係各団体への

補助金等交付による団体活動支援協力を促すことを目的としております。 

 なお、新型コロナウイルス感染症の影響によりまして、令和２年度に引き続き、活動が制限され

る状況になりましたが、各団体への補助金は、様々な年代における活発なスポーツ推進に寄与して

おります。 

 続きまして、体育振興活動経費でございます。決算額は599万1,788円で、前年度比2.1％の減で

ございます。 

 事業の内容につきましては、スポーツイベントやスポーツ教室を通して、生涯にわたって市民の

健康維持増進や体力の向上などを目的としております。 

 なお、こちらも新型コロナウイルス感染症の影響によりまして、令和２年度に引き続き、市主催

等のスポレクデーや駅伝など予定しておりましたほとんどのイベントを中止せざるを得ない状況

でした。 

 そのため、歳出がなくなったため、令和２年度とほぼ決算額は変わりませんでした。 

 なお、こちらイベント事業については、未開催となり２年続けての決算額になりますので、参考

までに、令和元年度のイベントが開催できた時と比較しますと、令和２年、令和３年ともに、令和

元年度の対比として53％前後の減ということを補足させていただきます。 

 続きまして、34ページをお開き願います。 
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 小川運動公園施設維持管理費でございます。決算額は1,790万4,061円で、前年度比16.8％の増で

ございます。 

 増額の主な理由といたしましては、旧橘小跡地整備基本計画設計業務委託料 572万円が増えたこ

とによるものでございます。 

 事業内容につきましては、小川運動公園施設を快適で安全に利用できるよう、適切な維持管理を

行うことを目的にしており、令和３年度は、小川運動公園の附属施設となる旧橘小跡地整備の基本

計画に関わる業務委託を実施し、検討委員会において、小川運動公園橘広場として公園整備内容を

協議し決定いたしました。 

 続きまして、希望ヶ丘公園施設維持管理費でございます。決算額4,492万3,718円で、前年度比で

132.4％の増となっております。 

 増額の主な理由といたしましては、希望ヶ丘公園遊具整備工事としまして2,893万6,600円が増え

たことによるものでございます。 

 事業内容につきましては、希望ヶ丘公園施設を快適で、安全に利用できるよう、適切な維持管理

を行うことを目的としておりまして、また、令和３年度には、新型コロナウイルス感染症対応地方

臨時交付金を財源としまして、公園内に追加で遊具を設置したものでございます。 

 続きまして、35ページをお開き願います。 

 市内体育施設維持管理費でございます。決算額は8,367万4,560円で、前年度比18.6％の増となっ

ております。 

 増額の主な理由としましては、こちらも同じように、玉里運動公園遊具整備工事2,182万4,000円

が増えたことによるものでございます。 

 事業内容につきましては、指定管理者に委託している施設の適正な管理運営事業を指導監督する

とともに、地区内運動広場などの、体育施設を快適で安全に利用できるよう、適切な維持管理を行

うことを目的としており、また、令和３年度は、新型コロナウイルス感染症対応地方臨時交付金を

活用しまして、玉里運動公園内の古い遊具を撤去し、新しく設置させていただきました。 

 スポーツ推進課所管の決算説明につきましては以上でございます。 

 

 

〇 羽鳥教育長 

 ここで休憩の方入れたいと思います。 

 14時10分まで、休憩とさせていただきます。 

 

 

（ ～ 休 憩 ～ ） 

 

 

〇 羽鳥教育長 

 お揃いですので、再開させていただきます。 

 質疑に移りたいと思います。 

 質疑については、教育委員会所管と文化スポーツ推進部の所管に分けて進めさせていただきます。 

 まず、教育委員会所管につきましてご意見ご質問及び討論等ありましたら、お願いいたします。 

質問のページ数を、言っていただいきますようお願いします。 

 

 

◎ 柴田委員 

 ９ページの教科書指導書購入費の減額の理由ですけれども、これ、前年購入を実施したから今年

は減額になったっていうような説明だと思いますが、説明の内容が増額の理由のままになっている

ので、ここは訂正ではないでしょうか。 

９ページの真ん中あたりの、「教科書・指導書等購入費」が減額になっているんですが、減額の理由

が、教師用教科書指導書等の購入を実施したためっていうのは、購入を実施したら増額になります

よね。 
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 購入を実施したのは前年なので、前年購入したから今年は実施しなかったので減額になりました

っていうことを書くべきかと思います。 

 

 

〇 長谷川教育指導課長 

 理由としましては、前年度（R2年度）に実施したという、ちょっとわかりづらい表記になってい

る部分があるので、前年度実施したので、今年度（R3年度）は実施しなかった。という表記に訂正

をしたいと思いますので、よろしくお願いします。 

 

 

◎ 山口委員 

 ２点質問があります。 

 まず１点目、11ページです。 

 共同調理場運営経費、それから共同調理場施設維持管理費についてですが、この部分は、玉里セ

ンターの稼働停止に伴って、ありとあらゆるゴミを掃除したから、経費が余計にかかったという理

解でよろしいか。 

 増えているのは玉里センターの経費が増えたという言い方だったと思うのだけど、最後の大掃除

をしたから、増えたという認識でいいのか。 

 つまり、令和３年度は多いけど今後はこの玉里センターに関してはもう稼働停止になった訳だか

ら経費はかからないという理解でいいのか。 

 もう１点は、課長が変わられて、答えろとはまでは言わないが、いわゆるその業務そのものが委

託に変更となり、これまでと運営形態が変わった訳で、その点に関して、良かったか悪かったかと

いうのはもちろん今すぐ結論を出せるはずもないけど、ただ委託によって、当初想定していた効果

が得られているのかどうか。以上２点について回答願います。 

 

 

〇 長谷川教育指導課長 

 まず、玉里給食センターの大掃除のための経費というよりは、玉里給食センターは、玉里地区の

給食を今まで賄っていた訳ですが、今回小美玉の給食センターの方に統一したため、量的なところ

も増えている状況です。またその際、食べ残し等の残渣を、可燃ごみ等で処理しておりますので、

それらの処理量がちょっと増えてしまった。という意味になります。 

 

 

◎ 山口委員 

 要するに玉里センターとして、今までの計上されていた経費が、稼働停止に伴って、野田のセン

ターの方に計上されたため増えた。ということかな。わかりました。 

 

 

〇 長谷川教育指導課長 

 課題については、現時点では特に挙がっていません。 

 委託の効果としましては、今まで調理員という括りで雇用していて、人数的にも制限があった訳

ですが、委託という形で、時間帯や業務量によって変わる状況に応じて人員を配置できる柔軟性の

面でメリットがあり、円滑に業務が進んでいると現場から報告が挙がっています。 

 

 

 

◎ 山口委員 

 仕事をする上では委託によってローテーションのまわしが非常に良くなったということで、その

給食そのものの中身の問題については、どのようになっていますか。 
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〇 長谷川教育指導課長 

 献立は、これまで同様に栄養士が組んでおります。センター勤務の栄養士が２名、美野里中学校

と小川南中学校に、県職の方で各校１名の計４名の体制は変わらずですので、給食自体の方は変わ

りないかと思います。 

 

 

〇 羽鳥教育長 

 実際、献立会議的なものが定期的にあって、私も以前参加したことがあるのですが、そこで辛い

やしょっぱい。また揚げ物が揚げ過ぎている。といった様々な現場の声があると思いますが、それ

らの集約をしていますか。 

 

 

〇 長谷川教育指導課長 

 そうですね。味付け等は今までと変わらず、栄養士の方でチェックをしてから調理に取り掛かる

という形態は以前と変わらないので、委託に変わったから、味も変わったということは無いと思い

ます。 

 

 

〇 羽鳥教育長 

 課題的なものは、後日報告させていただくということで（山口委員：はい） 

 その他どうでしょうか。 

 

 

◎ 小仁所委員 

 決算とはちょっと外れますが、ちょっと佐藤先生にお伺いしたいことがあります。 

 オンライン授業でタブレットが皆さんに配られたと思いますが、オンラインではうまく活用でき

たのかと感じます。ただ今後、対面授業に変わって、そのオンラインとかタブレットが活用されな

くなってしまうのではないかと思うのですが、その点はいかがでしょう。 

 

 

〇 佐藤理事兼教育指導課参事 

 対面の方になりましても、かなりタブレットの方の活用方法はありますので、十分タブレットと

対面をうまく組み合わせながら、先生方も授業されています。 

 昨年度のオンライン授業で、先生方のスキルもかなり上がってきたところもありますので、効果

的に使っているのではないかと思います。以上です。 

 

 

◎ 小仁所委員 

 ありがとうございました。 

 また行動制限の無い夏休みということで、第７波が深刻な状況ですが、また９月にですね、オン

ライン授業になる可能性もあると思いますが、昨年度のオンライン授業での課題点等はなかったで

しょうか。 

 

 

 

〇 佐藤理事兼教育指導課参事 

 だんだん課題の方は整理されて来ている部分はあると思いますけども、どうしてもやっぱりオン

ラインのみではなくて、プリント等を使って学習したいっていうところもありまして、そこら辺の

配布等で、実際昨年度は、難しいところがあったようです。 
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 あとはどうしても低学年の場合には、保護者が近くにいないと、なかなかオンライン学習が成立

しないというところもあり、保護者の方に負担がかかっている部分もありましたので、そこら辺を

うまく組み合わせていけるとより良いのかなと思います。以上です。 

 

 

◎ 中村委員 

 私は数字が増えたり、予算が決算として結果的に増えたり減ったりすることについて、どうのこ

うのというあれはありません。 

 必要だから増えるのであって、余るから減っている、単純にそう考えれば、数字の増減について

の質問ありません。 

 ただ、５ページから６ページにわたって、これは全体の中の１例として申し上げます。 

 ちょっとお聞きしたいのは、語学指導経費、これの効果として、コミュニケーション能力を高め

るとともに、外国の文化に触れることで、国際理解教育の充実に繋がったと、こう記載があります

が、これどういう意味ですか。これだけでは全然理解ができません。それが１点。 

 それと学校支援対策事業で、児童生徒の学力の向上を図るという目的で、その結果として、資料

記載のことが図れたということですよね。 

 どのレベルで比べて、どんな風に効果があったのかという、具体的な指標的なものがないと、我々

は判断がつかない。 

 それからボランティア活動事業についても、地域との学校の連携が深まり、交流の機会が増え、

組織的な学校支援体制構築の、一助となったとありますが、具体的にはどういうことですか。 

 つまり、具体的なことが見えていないと言いたい。 

 もうこれはある意味一般的で、説明を聞いたとしても、大した意味は無い。 

 具体的に何をやってこういう効果があったのか。目的に対する結果を、例えば、人数だとか、金

額だとか、教員の仕事量だとか、そういうもので示して欲しい。 

これが決算報告をお聞きして一番思う点です。 

 

 

〇 佐藤理事兼教育指導課参事 

 今ご指摘の通りで、やはり中々具体的なところが表せないところがあったかと思います。 

 どの程度まで数値化できるか。ちょっと難しいところもありますけども、次年度はそこのあたり

をちょっと生かしてより具体的に、こういう効果があったっていうところをかけるような形でいき

たいと思います。 

 

 

◎ 中村委員 

 例えばですね、私の記憶が間違ってなければ、広島県の教育委員会では、教員が評価する内申書

は、高校受験に向けてつけていないと。 

 それはなぜか。生徒が発表する能力とか、そういうものを重視するために、面接の機会に、生徒

と高校側でやりとりをして、判断すると。 

 内申書を先生が書かないというのは、ある意味画期的ですよね。 

 でも意味があってそうする。 

 そういうのが一つの仕事の進め方、考え方だと思います。 

 そこら辺を、今後事務局でいろいろ課を横断的に検討してもらえたらありがたいかなと思います。 

 

 

 

◎ 狩谷職務代理者 

 ４点あります。 

 まず５ページで、教育指導研究経費の中で、社会科副読本をデジタル版にしたということで、八

木室長のときもちょっと依頼したが、このデジタル版にしたことの成果と課題を、年度末あたりぐ



 公 開  

 

16 

らいにまとめていただけるとありがたいなと。 

 今まで紙媒体だったものをデジタル版に変えたことで、３年生４年生の学習にどれだけ影響があ

ったのかってことを私個人的にも知りたいので、ぜひお願いできればなと思います。 

 ２点目、６ページで先ほど中村委員のご質問と重複する部分があると思いますが、学校支援対策

事業の中で使われてない学校が、ちょっと見られるかなと感じます。 

 使われてない学校を咎める意味ではないですけども、例えばこの事業の使いづらさがあったのか。

または、やっても効果がないのか。 

 ここをちょっと８月の事業評価の時に明らかにしていただけたらありがたいなと思います。 

 それで、この学習支援は個別学習にやるので、それが成果の中で、学習意欲の向上に繋がったっ

ていうことで、中村委員の言うように、エビデンスがないので、やっぱりエビデンス明らかにした

上で、なぜ向上に繋がったのか、どちらかというと、学習意欲の向上、これも学力向上の一つの要

素ではあるかなと思うので、基礎的基本的な、技能や能力の向上に繋がるほうがもっと効果がある

と私自身は思うので、そこのところを来月の定例会で教えていただけたらありがたいなと思います。 

 ３点目ですが、学校ボランティア活用事業の中で、目的の中にボランティアコーディネーターの

養成を図るとありますが、事業評価の中は、ボランティア数を確保することがねらいになっている。

つまり、ねらいが変わってしまっている。 

 なので、ボランティアコーディネーターを養成することを目的とするのか、いつもボランティア

の数をとにかく上げることを目的にするのか。目的を明確にする必要があると思います。 

 ４点目です。９ページと11ページに関係するのですが、これについては、以前話しをしたのです

が、教師用の指導書は、私も教員をやってきて、１年間目も触れなかった指導書がたくさんあるの

が現実ですので、この指導書、全員に必要性があるのかなと。 

 この予算、他の予算と比べると、かなり莫大な予算となっていますよね。 

 これを例えば、教職員のニーズを調査して、必要かどうかを検討した上で購入することはできな

いものでしょうか。 

 その分の予算を、備品に回すことができたら、もっと有効な教育ができるのかなと思いますが、

以上４点です。 

 

 

〇 羽鳥教育長 

 そうすると、要望的なものもありますし、事務局の方で検討しなければならないものもあるので、

今後検討させていただきます。 

 

 

◎ 狩谷職務代理者 

 最後にもう１点、これ文化スポーツ振興部とも関係あるのですが、報告書を見てみると、かなり

コロナに振り回された１年だったのかなと思います。 

 執行率も、例えばマイナス100何％とか、増加も200％や300％という状況は、おそらく来年度、再

来年度もあまり変わらないと思います。 

 そうなってくると、やっぱりコロナを見越した上で、事業を組んでいく必要があると考えるわけ

です。事業があっての予算なので。 

 そうするとやはり同じことの繰り返しで、予算要求したけども、実施できなかった。だからマイ

ナス何％。このためにこれだけ使ってしまったから、プラス何百万％っていう指標が出てくるのか

なと思う訳ですよ。 

 だからもう思い切って、ここもう２年以上コロナの状況が経過している訳ですから、少し先を見

通した上で、コロナでこの事業はもう無理だなと。若しくは新規にコロナであってもこういう事業

ができるのではないか。ということを考えた上で、予算組んでいく必要があると思いますので、そ

ういうところもちょっと念頭に入れていただけたらありがたいなと思います。以上です。 

 

 

〇 羽鳥教育長 
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 教育委員会所管についてはどうでしょうか。 

 その他、よろしいでしょうか。 

 では、続きまして文化スポーツ振興部の所管事業についてのご質問ご意見等、ありましたらお願

いいたします。 

 

 

◎ 山口委員 

 25、26ページになるかと思いますが、羽鳥公民館、ふれあいセンター、農村女性の家、農村環境

改善センター、４ヶ所ですけど、課題がどこも同じように計画的修繕等が必要であると。 

 玉里東小の解体の話で「公共施設等総合管理計画」があって、その計画で、今言った４つの施設

については、正確な記憶では無いけど、解体する施設があったと思うが、そこまで固執して予算を

かけて修繕等して維持していくよりは、計画に沿って予算を使うべきではないだろうかと思ったの

ですが。 

 

 

〇 田山生涯学習課長 

 山口委員ご指摘の通り、すべて10年以内解体っていうのが示されております。 

 まず、羽鳥公民館とふれあいセンターについては、確定ではないですけれども、羽鳥駅東口の市

有地の利活用が、大前提であると捉えております。 

 またそちらが具体的ではないので、具体的になるまでは、特に羽鳥で言えばふれあいセンターは、

集会室それから図書等も利用率が高い状況にありますので、施設の維持は、ある程度、今後も必要

であるという考えでございます。 

 また農村女性の家につきましては、代替施設としましては、納場幼稚園を利用するという案が示

されてはおりますが、まだそこの計画が進んでいない現状にございます。 

 続きまして改善センター、こちらにつきましても10年以内に、解体ということで、改善センター

の代替施設は、竹原小学校を利用する案が示されておりますが、そちらにつきましても、竹原小の

どの部分の施設が利用できるのか。学校側との対応の協議なんかも全然進んでいない現状にござい

ます。 

 

 

◎ 山口委員 

 いずれにしても、代替案は当然考えているということですね。 

 もう１点、先ほど教育長の進行で、教育委員会と市長部局に分けてとありましたが、唐突ですが、

分ける必要があるのかなと思ったのですが。 

 いきなり教育委員会と市長部局に分ける案が出てきて、結果的に2年くらい経ったと思いますが、

最終的に何だかんだ言っても、教育委員会としては、市長部局の決算書もこうやって見せてもらう

し、今もあの時も疑問に思ったけれど、市長部局と分けたのは何だったのっていうのが正直なとこ

ろ。 

 

 

〇 滑川教育部長 

 ただいまの山口委員ご質問について、行政組織の改編ということで、令和２年度から、教育委員

会のスポーツ関係、生涯学習関係、さらには、市民生活部の生活文化課、この３課を合わせて市長

部局の文化スポーツ振興部が新設された訳です。 

 これについては、小美玉市に限らず、市長部局の方に組織を移行して、市長の考えの中で、施策

に対しての推進をやっている自治体は少なからずあります。更には、福祉部から子ども課、保幼小

連携、それから子供に対する支援っていうことで、教育部署とも、公立幼稚園、保育園等、子供に

関すること等に関しても教育委員会の方に含めた経緯がありまして、具体的にどうしてかというの

は、関係部署等に確認しても、はっきりした答えはなく、政策的な部分でだと思いますが、３年経

ちますので、いろいろ教育委員会も含めてそのほかの部署、先ほど言いました子ども課が本来であ
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れば、福祉部の方が適しているのではないかとか、文化スポーツ振興部の社会教育的な部分も、教

育委員会の方が教育費の予算ということで、効率が良いと思いますので、総務部の行革、人事担当

等でもですね、内部的にそういった提案をまとめ、組織の見直しの提案をしたいと思います。 

 また市長も変わり、市長の考えもございまして、いろんな部署の組織改編というのも考えている

ようですので、そういったものを諸々ですね、見直す時期なのかなと思います。 

 一つの個人的な提案としては、教育委員会の中に、教育部とか文化スポーツ振興部とか、山口委

員がおっしゃるような組織体系を、従来の形に戻すっていうのも一つの方法かなと思います。 

 何度も言いますが、改編から３年経ちますので、そろそろ見直しの時期というのは、私どもも少

し考えている部分もありますので、もう少々お待ちいただいて、よりですね教育行政的な部分が推

進されるような体制で臨みたいと思いますので、ご理解のほどよろしくお願いします。 

 

 

◎ 狩谷職務代理者 

 22ページ23ページの新入生のランドセルの購入事業についてです。 

 日立市の贈呈はもう40年経つみたいで。それで、小美玉市と比べたら値段は半額以下で、重さも

550グラムで、デザインも通常の形ではないようです。 

 ６年間保証で、黒と赤の自由選択式で、ジェンダーレスにも配慮したと思います。 

 ただ、行政サイドの回答だけであって、利用者の意見等についてはちょっと、載せられてなかっ

たので、もう、県内でもう約４分の１の自治体で無料配布を実施しているようですが、小美玉市の

場合には、通常のランドセルで、おそらく男子には黒、女子には赤っていう形で贈呈がしていると

思います。 

 これを今後も同じような形で継続してやっていくのか。 

 あともう1点は、健やかな成長を願ってということですが、基本的にはやっぱり保護者の経済的

な負担の軽減ということもここには書かれてないが、ねらいにあると思います。 

 私の調べでは、中学校入学時の生徒に対して、学生カバン等を配布している県内44市町村で、ど

こもないようです。 

 おそらく中学校入学時の方が経済的な負担がかなり大きいのかなと思います。 

 自転車や制服、部活動のいろんなものを購入しなければならず、小学校に比べた数段お金が必要

になってくると思います。 

 例えば、そこでトータル的に考えたときに、例えば小学校入学時のランドセルが半額になれば、

ちょっと出して中学校の方が多分強度を増さないといけないから、額は高額になってくるかなと思

います。 

 今、市内の中学校と義務教育学校はおそらく学校指定のものをオリジナルで作って、生徒が背負

っているかなと思いますけども、そういうところまで波及させた。贈呈になっていかないのかと考

えたのですが、ご意見聞かせていただけたらありがたいなと思います。 

 

 

〇 田山生涯学習課長 

この、事業名がランドセル配布事業となっておりますので、ランドセルを配る事業と捉えられると

思いますが、これはあくまでも、「七つの祝い」という、式典行事の中で、記念品として、ランドセ

ルを就学予定児に配っているという形の事業形態をとっておりますので、あくまでも入学のための、

学校に上がるための負担軽減とかっていう、主たる観点からおいてすれば、生涯学習課から教育指

導課の方に範疇が移る事業になってしまうというのが、内部の話で申し訳ありませんが、現実的な

話となります。 

 狩谷職務代理者から提案があった中学生への家庭の負担軽減という話になれば、またそれは市全

体の施策の中で、提案し、実現に向けて政策の提案っていうようなタイミングの時期なのかなとい

う感じでは考えております。 

 またランドセルにつきましては、こちらも正直、これまでは２色ということで、希望があるなし

っていうのも、希望調査をしてこなかった問題でもありますので、今年度はもうこれまで決まって

いる通り、黒赤の2色での対応が決まっておりますので、希望をお伺いする。 
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 基本的に男の子が黒である前提の上で、希望には沿いますと、いうような伝え方をする予定で進

めております。 

 また、来年度以降につきましても、本事業としては同じように、七つの祝いの記念式典の記念品

としての配布は、継続していく予定でありますし、その中で、単色化ではなく、多色化の提案を、

政策的な提案としてさせていただく考えで、予定しております。 

 

 

◎ 狩谷職務代理者 

 ちなみにこれは７、８万弱ぐらいしますよね。 

 量販店なのか、様々な色ですが、単価も７万ちょっとするようなことを考えていたので。 

 

 

〇 田山生涯学習課長 

 参考までに、多色化に対応した場合、幾ら負担増になるというと、一つの事業者ですけれども、

1個あたり1,000円プラス消費税ぐらいの、金額で多色化に対応できるという、提示をいただいてお

ります。 

 ただし、受注生産となりますので、希望色を聞いてから、納品までの期間が、最低３ヶ月は必要

とのことで、そういう政策が実行できる場合には、事前に希望色を決めて、取り扱わなければなら

ないっていうような課題もクリアしなければならないです。 

 

 

◎ 山口委員 

 色に関して、私もずっと気になって考えていたので、1,000円高くなっても、いろんな色の希望を

とってあげた方がいいと思います。 

 一つには、小学校訪問でいくと紫などの違う色のランドセルがある。 

 当然それは他の学校から転校してきた子供であるとすぐにわかるが、そのことによって、いわゆ

るその云々にはなってはいけないと思うけど、まあ、もろもろ考えれば、狩谷委員が言ったように、

やっぱりこれからはやっぱり色ももっと自由にしたほうがいいと思うし、玉里が多分早かったと思

うが、うちの上２人の時は自分で買ったと思うけど、平成2年の頃生まれた３番目の子供は、確か革

製ではなく布製のものだったが、それでも6年間、女の子だったからかもしんないけど使った経過

はある。 

 つまり、いろいろ折衝すればいい案出てくるということが言いたい。 

 

 

◎ 中村委員 

 私からは違う話をちょっとしたいと思ったのですが、今色の話が出たので、私なりのちょっと色

について、意見を言わせていただきたいと思います。 

 私はね、黒と赤がいいと思います。 

 余計にいろいろバラエティに飛ばせるということは、結果的にいいとか悪いとかの比較が生まれ

るなどに繋がっていく可能性もあると思います。 

 ですから、ある意味ベーシックな黒と赤で、今まで通りやるのが良いのかなというのが、私の思

いです。 

 それで、私が言いたいことは、小美玉市もゆくゆくは、人口減並びに税収減と、そういうことを

前提にいろいろな事業を考えましょうと言ってやっているのが総合計画だと思います。 

 それで、教育委員会所管事業で言えば、幼稚園の統廃合について、私はそれなりに評価できます。 

それから小学校中学校の義務教育学校一貫校、これも統廃合ですね。この中にはいろいろ成果が上

がるだろうという想定もありますが、もう1点は「効率化」という問題も当然、そこに含まれてると

思います。 

 ですから、そういう意味からすると、生涯学習課の公民館事業などは、ある機会をとらえて、や

はりもう少し効率よく統合していくということは考えるべきだと思います。 
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 たまたま、義務教育学校をスタートするにあたって、小学校や中学校の跡地利用の問題も出てく

るでしょうから、そういうものを含めて、やはり検討しなければならない時期なのではないかとい

うように思いますので、その辺もよろしくお願いしたいと思います。 

 

 

〇 羽鳥教育長 

 その他、どうでしょうか。よろしいですか。 

 ご意見、ご質問討論とないようですので、採決に移ります。 

 議案第33号につきましてご異議ございませんか。（一同：異議無し） 

 はい。ご異議なしと認め可決といたします。 

 

 

 続きまして、（2）報告に移ります。 

 報告第12号、専決処分の承認を求めることについて（元気っ子幼稚園・玉里幼稚園の統合準備委

員会委員の委嘱）についてです。 

 元気っ子幼稚園・玉里幼稚園統合準備委員会委員を委嘱したことによる専決処分となりますので、

子ども課より説明願います。 

 

 
 

■ 報告第12号 専決処分の承認を求めることについて 

（小美玉市元気っ子幼稚園・玉里幼稚園統合準備委員会委員の委嘱）  承 認  

 

〇 尾形子ども課長 

 ６月の定例会におきまして承認いただきました、小美玉市元気っ子幼稚園・玉里幼稚園統合準備

委員会委員の委嘱について、７月４日に第１回目の準備委員会を開催いたしまして、資料の６ペー

ジの委員の方々に委嘱いたしましたので、ご報告させていただきます。 

 

 

〇 羽鳥教育長 

 ただいまの説明につきまして、ご意見ご質問等ありましたらお願いします。 

 よろしいですか。 

 はい。ご意見ご質問討論とないようですので、採決に移ります。 

 報告第12号につきましてご異議ございませんか。（一同：異議無し） 

 はい。ご異議なしと認めまして報告第12号については承認することといたします。 

 

 

 

６．事業等報告 

 

〇 羽鳥教育長 

 事業等報告に移ります。なお、質疑につきましては、すべての報告が終わり次第でお願いします。 

 まず（1）学校教育関係について 教育指導課指導係より説明願います。 

 

 
 

■ 学校教育関係について  ※非公開※  

 
 

■ 就学援助並びに区域外就学及び指定校変更について  ※非公開※  
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７．その他 

 

〇 羽鳥教育長 

 次第の７ その他になります。 

 委員の皆様から何かありましたらお願いします。 

 

 

■ ２学期制導入の成果と課題について 

 

◎ 狩谷職務代理者 

 ２学期制って大きな教育改革だと思います。 

 このことについて、冒頭の教育長からも挨拶の中にも触れられたと思いますが、初年度である今

年度の成果と課題をできたら多面的にまとめておいていただけたらありがたいです。 

 それが年度末でも、来年度始めても構いませんので、保護者や児童生徒、あと教職員、様々な角

度から検証していただけたらありがたいなと思いますので、よろしくお願いいたします。 

 

 

 

■ ６月定例会指摘事項について（回答） 

 

〇 長谷川教育指導課長 

 前回の定例会の6月の定例会のときに、２点ほどご指摘いただきました件について、ご報告の方

をさせていただきたいと思います。 

 まず１点目、小美玉市の学校給食運営委員会の委員の名簿について、学校代表者の中に、小学校

の校長先生が入っていないのではないか。ということでご質問がございまして、人選について確認

いたしましたところ、今の慣例ですと、学校長会の会長と副会長を充てるという形で、美野里中学

校長、小川南中学校長、玉里学園義務教育学校長、小川北義務教育学校長が選出された形となりま

す。 

 今後につきましては、次回の任期満了の時にはですね、小中学校や、義務教育学校のバランスや

地域的なところ等のバランスなども考慮しながら、人選の方は、進めて参りたいと考えております

ので、ご理解の程お願いしたいと思います。 

 ２点目で、同じく令和4年度小美玉市の学校給食献立会議の委員名簿について、規則と条件が違

うのではないかということで、ご指摘があった件でございます。 

 名簿につきまして前回ご承認という形で、承認の方をいただいた経緯もございますので、規則に

ついては、今後見直していくという形で考えておりますので、見直し案について議案を上程させて

いただきお諮りしたいと思いますので、こちらについてもご理解くださいますようお願いいたしま

す。以上でございます。 

 

 

〇羽鳥 

 ただいまの件よろしいでしょうか。（一同：頷く） 
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■ 次回定例会について  ８月定例会   （８月25日（木）９時00分から 小川支所） 

             ９月定例会   （９月27日（火）14時30分から 本  庁） 

             第２回総合教育会議  （９月27日（火）15時30分から 本  庁） 

 

 

〇植田教育企画課課長補佐 

 次回の定例会の方の確認です。 

 次回は、８月25日の木曜日を予定しております。 

 内容としましては、例年実施しております教育行政事務事業の点検評価についてで、資料は本日

配布させていただきました。 

 それからもう１点、補正予算について、これが現時点で議案として考えられるところであります。 

 そしてこの点検評価ですけれども、本日タイムスケジュールをお配りしましたが、３時間程かか

るような内容となっておりますので、８月定例会を午前９時から行いたいと思います。 

 午前中に点検評価を行い、お昼を跨いで、午後からその補正予算や他の議案等を、ご審議いただ

ければというふうに考えております。 

 なお、昼食を事務局で手配させていただきますので、８月定例会の開会前にご報告願います。 

 

 それから先の９月定例会ですけれども、こちらは９月26日の月曜日を予定していましたが、先週

秘書政策課の方から連絡あり、できればこの９月にですね、第２回の総合教育会議を開催したいと

いうことで、９月の市長の日程で、27日火曜日の15時半からという打診が来ております。 

 定例会につきましては、この前の13時半より行いたいと考えております。 

 場所については、本庁舎で日程等詳細は、後日改めてご案内させていただきたいと思いますが、

 委員の皆様のご都合お聞かせいただければと思います。 

 

 

◎ 中村委員 

 ９月定例会についてですが、27日の13時半まで水戸で会議があるため、14時半開始が望ましい。 

 

 

〇 羽鳥教育長 

 9月定例会が14時半から開会、その後総合教育会議が15時半から開会という予定でよろしいでし

ょうか。（一同：頷く） 

 はい。そういう予定で調整していきたいと思います。 

 

 
 

８．閉 会 

 

〇 羽鳥教育長 

 他にありませんか。無ければ、本日予定していました内容についてはすべて終了となります。 

 委員の皆様には慎重なご審議ありがとうございました。 

 以上をもちまして、小美玉市教育委員会会議７月定例会を閉会とさせていただきます。 

 お疲れ様でした。 

 

 


