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令和４年８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３０日） 

招 集 年 月 日 令和４年８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８月２５日（木）  午前 ８時５６分 開会 

              午前１１時３０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 

教育指導課 副参事 三輪 輝子   教育指導課 指導主事 木杢 法 

教育指導課 指導主事 仲田 浩二  子ども課 係長 島田 尚実 

教育企画課 主任 笹目 翔太郎 

議

事

日

程 

提

出

議

案

等 

協議第３号 教育行政事務事業の点検及び評価について 

報告第13号 
専決処分の承認を求めることについて 

（令和４年度教育予算（補正予算）） 

議案第34号 令和４年度教育予算（補正予算）について 

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 

 皆さんおはようございます。着座にて失礼します。 

 本日はお忙しい中，お集まりいただきまして，ありがとうございます。 

 定刻より若干早いですけれども，皆さんお揃いですので，ただいまから小美玉市教育委員会会議

８月定例会の方を始めさせていただきます。よろしくお願いします。 

 今年度は，１学期中の夏休みということで，現在のところ夏休み期間中の大きな事故などの報告

は入ってきておりません。 

 夏休みの行事としては，今週月曜日に，美野里中で島田市長が母校の後輩にあたる３年生を対象

に，講演会を行いました。これは「総合的な学習の時間」の一環として，「小美玉市の将来につい

て」をプレゼンしながら講話をし，生徒たちが「自分の将来像を描き，自分たちには今，何ができ

るのか」を考えさせるといった探究学習やキャリア教育の一環として行ったものです。 

 その他の学校でも，コロナ禍の中ですが，職場体験を実施した学校があったり，今までと形を変

えて，職業人に話を聞く会などを行ったりした学校など，また，授業時間確保のための授業実施な

ど，各学校で様々な取組が見られております。 

 高校見学説明会等についても，今までは参加申込みを学校が取りまとめ，教師が引率していまし

たが，今は生徒や保護者が直接申し込む形をとり，教師の引率もなしになっています。このあたり

も，働き方改革として教師の負担軽減につながっているのかなと思います。 

 

 また，昨日は，小美玉市と給水器のレンタル事業を手がけるウォータースタンド株式会社が，Ｓ

ＤＧｓの教育に係る連携協定を結び，その締結式がありました。令和５年度末まで，各学校に「ウ

ォーターサーバー」を無償で設置し，水道水をフィルターで浄水したものを飲むことができるよう

に，そして今後は，業者の方に出前授業やワークショップなどを行ってもらい，ＳＤＧｓ教育の推

進に協力してもらうことになりました。 

 

 本日の会議ですが，お手元の議事日程表に従いまして，進行させていただきます。本日は，協議

が１件，報告が１件，議案が１件，その他となっております。事務事業点検評価もあり，お昼を挟

んでの長丁場となりますが，ご審議の程よろしくお願いいたします。 

 

 

２．議事録署名委員の選任  小仁所委員  

 

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，小仁所委員に選任いたしますがよろしいでしょうか。（小仁所委員：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７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。 

 議案等についてあらかじめ配付させていただいた資料としましては， 

 協議第３号 教育行政事務事業点検評価について 

 報告第13号 専決処分の承認を求めることについて（令和4年度教育予算（補正予算）について） 

 議案第34号 令和４年度教育予算（補正予算）について 

 以上，３件となります。 

 ここで本日の会議において，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（2）議案のうち， 

 議案第34号 令和4年度教育予算（補正予算）について 

 これについては，市議会提案事項のため非公開といたします。 

 また，次第６ 事業等報告のうち， 

 （1）学校教育関係 （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 

 この２点については，個人情報に関するものが含まれておりますので，非公開といたします。 

 次の次第７ その他についても，本会議では非公開といたします。 

 委員の皆さまより，非公開の部分について，何かありましたらお願いします。 

 よろしいですか。（委員：異議無し） 

 それではご異議なしと認めまして，以上のものを非公開とさせていただきます。 

 

 

 

５．付議事件の審議 

 

〇 羽鳥教育長 

 まず初めに，（１）協議となります。 

 協議第３号，教育行政事務事業の点検及び評価について 

 本件は，小美玉市教育委員会事務委任規則第２号第５号に基づき，令和３年度の教育行政事務事

業について，教育委員会の点検及び評価を求めるものでございます。 

 提案理由としましては，地方教育行政の組織及び運営に関する法律に基づき，教育委員会の権限

に属する事務の管理及び執行状況につきまして，点検及び評価を行う必要があるため，この案を提

出するものでございます。 

 

 それではまず，点検評価の進め方につきまして，教育企画課より説明願います。 

 

 

〇笹目教育企画課主任 

 教育企画課の笹目です。 

 本日の点検評価については，お手元のタイムスケジュールにより，１施策ごとに進めさせていた

だきます。 

 本日，点検評価いただく15の施策につきまして，効率的な進行をできればと考え，教育委員の皆

様より事前にご質問いただき，いただいた質問については各担当の方で回答をまとめ，本日配付さ

せていただいております。 

 施策の説明は割愛させていただき，初めに質問と質問に対しての回答を説明した後，委員の皆様

からご意見及び評価をしていただくような流れとなります。 

 なお，ご質問がない施策につきましては，ご意見及び評価をしていただくという形で進めさせて

いただければと思います。 
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 また本日，ご意見及び評価いただいたものにつきましては，事務局の方で整理した上で，９月の

定例会に議案として上程させていただき，その後，12月の市議会定例会に報告する予定としており

ます。 

 説明は以上となります。よろしくお願いいたします。 

 

 

〇羽鳥教育長 

 それでは１つずつ見ていきたいと思います。説明者は前にお願いします。 

 まず評価書の13・14ページ ２-２「新たなニーズに対応した教育の推進」について，これについ

ては，事前質疑がありますので，担当者より，質問内容及び回答を説明願います。 

 
 

２-２「新たなニーズに対応した教育の推進」 ＜教育委員会評価 「Ｂ」＞ 

 

〇三輪教育指導課副参事 

 教育委員会指導係の三輪と申します。よろしくお願いいたします。 

 ２-２「新たなニーズに対応した教育の推進」の基本方向1について，「外国語・外国語活動におけ

る小中の連携はどのように図っているのか」というご質問をいただきました。 

 回答といたしましては，玉里学園義務教育学校につきましては，前期課程の外国の授業を後期課

程の英語専門教員も担当し，小中の接続を図っております。 

 回答欄への記載はありませんが，昨年度は美野里中学校が授業研究会を実施し，そちらに小学校

の先生方にも参加していただきました。 

 それから，市全体としては，県から出されている「ＣＡＮ-ＤＯリスト」を活用しまして，小美玉

市としての到達目標を設定することでスムーズな接続を目指しております。以上です。 

 

 

〇羽鳥教育長 

 この施策につきまして，委員の皆様いかがでしょうか。 

 

 

◎狩谷職務代理者 

 小学校と中学校それぞれ学習指導要領に則って指導をしていると思いますが，小学校の学習内容

と，中学校の学習内容を比べた時に接続が本当に円滑なのかと疑問があります。 

 例えば，玉里学園義務教育学校でやっているように，もう少し接続をスムーズにこうすることで，

子供たちの英語に関する苦手感というのはもう少し取り除くことに繋がり，スムーズに中学校の英

語学習に進めるように感じます。 

 ですから，玉里学園義務教育学校でやっているような取り組みが，他の学校でも広まっていくこ

とが望ましい姿であると思います。 

 尚更，これらの取り組みを小中一貫教育で，行う必要性もあると私自身は思っています。 

 第１回の総合教育会議では，非常に申し訳なかったですが，小学校の外国語活動はどちらかとい

うとＡＬＴに本当に頼りっきりだと発言させていただきました。一方で中学校に行くと，英語の先

生が，ＡＬＴを指導助手的な役割で，授業が展開されていると思います。そこのところを改善して

いかなければならないし，可能であれば，教育委員会主導で各学校への指導にもう少し梃子入れし

ていただけたら，もっとより良い外国語活動や英語教育の展開に繋がると思います。 

 

 

〇羽鳥教育長 

 はい。ありがとうございました。 

 接続ということについては，やりやすい学校とやりづらい学校があるとは思いますが，やりづら

い学校でも，小中の接続をスムーズにするための工夫は必要だと思いますので，このあたりをやっ
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ていければと思っています。 

 その他いかがでしょうか。 

 

 

◎中村委員 

 ２点ほどお聞きします。 

 まず１点目，英語教育については，玉里学園義務教育学校の成果は明確にわかりますが，他の学

校は，どういう結果が出ているのか，そこが不明確と感じました。 

 ２点目，教職員がＡＬＴに頼りすぎる場面があると。指摘の部分はわかりますが，それでは，教

職員の英語力を上げるために具体的にどのような取り組みをしているのか，具体例が無くよく理解

できません。以上２点。お願いします。 

 

 

〇三輪教育指導課副参事 

 まず１点目ですが，玉里学園義務教育学校に限らず，全ての学校において県からの学力診断テス

ト以外で，英語力を測るような指標，例えば英検の取得状況などがありますので，毎年数値の推移

を見ております。 

 それから２点目，教職員の英語力を上げるための取り組みにつきましては，ＡＬＴを派遣してい

る会社で，毎月ミーティングを行っておりますので，例えばそのミーティングに，教職員を参加さ

せるなど。また派遣会社と市の英語部で，教職員向けの研修やＡＬＴを含めた研修を，今年度は９

月以降の実施を計画しなければならないというところで，校長会へ研修会の実施について提案をさ

せていただいているところです。 

 

 

〇羽鳥教育長 

 その他どうでしょうか。 

 それでは評価に移りますが，事務局の評価は「Ｂ」ですが，本会の評価についても「Ｂ」という

ことでよろしいでしょうか。（委員：異議無し） 

 

 続きまして，評価書の19ページ20ページ ２-５「インクルーシブ教育の充実」について，これも

事前質疑がありますので，担当者より，質問内容及び回答を説明願います。 

 

 
 

２-５「インクルーシブ教育の充実」 ＜教育委員会評価 「Ｂ」＞ 

 

〇三輪教育指導課副参事 

 ２-５「インクルーシブ教育の充実」の基本方向２について，「ユニバーサルデザインによる教育

の推進例が２例記載されているが，その他の実践を紹介して欲しい」というご質問をいただきまし

た。 

 回答としましては，例えば，授業内容の流れを黒板に掲示し，それを矢印等で示す。それから昨

年度より１人１台タブレット端末が導入されましたので，タブレットを活用しての意見交換や背面

黒板等に日課を掲示する。黒板周りの掲示物等のシンプル化，教室内の整理整頓，教室内掲示の学

校ごとの統一，発言のスタイル「声のものさし」や「発言のキーワード」などが掲げられている教

室がございます。以上となります。 

 

 

〇羽鳥教育長 

 この施策につきまして，委員の皆様いかがでしょうか。 
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◎狩谷職務代理者 

 この取り組みは，小中の校種によって違うと思いますが，市内９校全ての学校で展開されている

ことでしょうか。 

 

 

〇三輪教育指導課副参事 

 全ての学校ではなく，概ねというところです。 

 ただ，タブレット端末を活用しての意見交換は，全ての学校で行われており，昨年度の計画訪問

等で拝見しております。 

 あとは特別支援学級については，100％に近い割合で授業の流れが掲示されている状況ですが，

全ての学校でこれらの取り組みを全て行っているかと問われると，100％ではなく，８割から９割

に留まる現状です。 

 また，発言のスタイルで「声のものさし」や「発言のキーワード」等になると，「声のものさし」

は１年生や２年生である程度理解し，定着してしまえば，５年生や６年生で掲示の必要は無いので，

掲示していない学校もあります。一方で「発言のキーワード」は，１年生や２年生では，なかなか

難しい面もありますので，低学年の教室には掲示していない学校もあり，細かな点では，各学校の

実状に応じてとなります。 

 

 

◎狩谷職務代理者 

 以前に本市は文科省の指定を受けてインクルーシブ教育について取り組んだ経緯があると思い

ます。私も現役の頃，取り組ませていただいた部分がありましたが，それから10年近く時が経過し

てしまっていて，最低限，市としてこれだけは全校共通で取り組むというような内容があってもい

いのかなと思います。 

 あと，例えば「声のものさし」や「発言のキーワード」についても，低学年の教室でよく見かけ

る教育掲示の一つだと思いますが，全て出来ていてもまだ教室に貼っているような，学級がある気

がするので，「達成できたら剥がす」を徹底すれば，ここにも書かれている，「掲示の簡略化」にも

繋がっていくと思います。そういうところも市教委主導で各学校への働きかけをしていただけたら

と思います。 

 あと，ここに記載はありませんが，昨年も申し上げた記憶のある，「個別の教育支援計画」につい

てです。 

 個別の教育支援計画は，各学校で作成していると思いますが，特別支援学校の高等部に進学され

る生徒は別かなと思いますが，意外と中学校を卒業してしまうと，そこでほとんど支援が終わって

しまう現状があると思います。 

 現状を踏まえた上で，特別に配慮を要する子供たちへの，この教育支援計画を活用し，他の関係

機関との接続や連携をもっと確保できるような，取り組みを展開していただきたい。 

 その中で，福祉部はかなり豊かな情報を持っていると思いますので，そういう部署等と上手く連

携しながら，取り組んでいくことも必要であると思いますが，是非取り組んでいただきたいと思っ

ています。以上です。 

 

 

〇羽鳥教育長 

 配慮を要する児童生徒や通常学級の児童生徒問わず必要とされる，「合理的配慮」と言われる部

分について，いろいろ工夫を凝らしていると思いますが，市として，重点的に取り組むものを一定

程度示す必要があると考えています。 

 また，教育支援計画は作られてはいるものの，医療や労働等様々な場面や様々な機関との連携を

図っていく中で，やっぱり一人一人に合った支援を必要とする中で，計画の実践的な活用を図って

いくことも重要であるというところでしょうか。 
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◎中村委員 

 スクールソーシャルワーカー対応の相談件数についての記載がありますが，それで十分に対応で

きているのでしょうか。それとも，まだこの状態では足りないということでしょうか。その辺りが

不明確なので，説明していただきたい。 

 

 

〇三輪教育指導課副参事 

 記載の相談件数は，スクールソーシャルワーカー３名で対応している数字となりますが，相談件

数は年々増加傾向で，かなりの件数になっています。できれば，もっと対応可能な件数を増やした

いというところではありますが，現状としては，手一杯の状態です。 

 教育相談については，予約制で対応しておりますが，令和３年度については対応させていただい

た中で，お待ちいただくケースも見られました。 

 

 

〇羽鳥教育長 

 その他どうでしょうか。 

 それでは評価に移りますが，事務局の評価は「Ｂ」ですが，本会の評価についても「Ｂ」という

ことでよろしいでしょうか。（委員：異議無し） 

 

 続きまして，評価書の７ページ・８ページ １-４「就学前教育の充実」について，これについて

も，事前質疑がありますので，担当者より，質問内容及び回答を説明願います。 

 

 
 

１-４「就学前教育の充実」 ＜教育委員会評価 「Ｂ」＞ 

 

〇島田子ども課係長 

 子ども課島田です。よろしくお願いいたします。 

 １-４「就学前教育の充実」の基本方向２について，「市教委のイメージしている保幼小連携のあ

るべき目指す姿はどのようなものか」というご質問をいただきました。 

 回答といたしましては，民間保育園，認定子ども園，公立幼稚園相互の年間指導計画等に基づい

た幼児と児童との交流を行っていきます。 

 また，教育・保育施設教員と小学校教員との合同研修や情報交換等を，教育委員会や生涯学習課

や健康増進課等と連携して実施し，幼児教育と学校教育の円滑な接続を目指していきたいと思いま

す。以上です。 

 

 

〇羽鳥教育長 

 この施策につきまして，委員の皆様いかがでしょうか。 

 

 

◎狩谷職務代理者 

 なかなか難しいというのが第一印象です。 

 と言うのも，昨年，幼稚園が統合して「よつば幼稚園」になり，その幼稚園が合併して半年が経

っていた竹原小学校で，幼小の連携について聞いてみたのですが，小学校の回答としては，「ほぼ何

もやってない」という回答でした。 

 あれだけの環境が整っていたら，日常生活を送っているだけでも，園児と児童との交流があって

然るべきなのかなって私自身は思ったのですが，実際のところはほとんど何もやってないのに等し

い状態であったと聞いて，私自身残念に感じたところです。 

 就学前教育は，「小一プロブレム」を解消することが大きな目的の一つになっていると思います。
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直接交流がなかなか難しいとしても，ある程度，教職員間の交流やそれぞれの情報を共有すること

で，一定程度共通理解を図ることに繋がり，それによって，かなり円滑な接続ができるようになる

と思われるのですが，具体的に，このレベルまで持っていきたいというような指標的なものはある

のでしょうか。 

 

 

〇三輪教育指導課副参事 

 指標といいますか，幼小を接続に関するカリキュラム「アプローチカリキュラム」「スタートカリ

キュラム」「接続カリキュラム」の作成について，県より指導が入っております。 

 幼稚園を対象とした「アプローチカリキュラム」については，全ての公立幼稚園で作成済みで，

小学校を対象とした「スタートカリキュラム」については，全ての公立小学校で作成済みでござい

ます。 

 これらを接続するための「接続カリキュラム」については，令和３年度末に概略版を作成し，現

在幼稚園と小学校の代表の先生方に見直しをしていただいており，今年度末の完成を目指しており

ます。なお，９月にその会議を開催する予定でおります。 

 それから「接続カリキュラム」も含めまして，「接続プログラム」についても動き出しておりま

す。こちらは，昨年度までコロナ禍ということで先生方を集めての開催を控えていたのですが，今

年度は，８月に県の方から指導者をお呼びしまして，私立幼稚園・保育園，認定子ども園と公立幼

稚園，小学校のコーディネーターの先生方と一緒に情報共有をし，それをきっかけに，学区ごとに

情報交流の機会を増やすよう指導しております。 

 私立保育園については，各園それぞれの方針がありますので，中々一律にとは行かない面もあり

ますが，小学校へ進学する際には，ある程度のところまで上げていただくよう，今年度中に，もう

一度，園長等に対しての研修会を行う予定でおります。 

 そして最終的には，今年度市としての「接続プログラム」を完成させ，私立保育園・幼稚園，公

立幼稚園も含めた幼児教育施設と小学校の先生方の交流を図っていける環境を整えることを目指

しております。以上です。 

 

 

〇羽鳥教育長 

 現段階で，カリキュラムを作った，プログラムを作るという段階ということですけれども，結局

モノを作ってから，子供を保育する先生方の意識等を向上させるよりも，もう現状，同じところで

生活しているし，交流はいくらでも図れるので，改めて交流行事を実施するというのではなく，普

段の様々な場面で，先生の意識を高まることで，子供たちに対する言葉がけ等にも繋がって，保幼

小連携に繋がるのかなと思います。 

 私も前回，民間保育園と公立小学校の，接続に関する研修会の講師の方とお話したのですが，ど

この市町村でもなかなかそういったところが難しい部分であるということでした。本市の場合，公

立だけではなく，民間保育所，それから民間幼稚園，認定こども園を巻き込んで，全部同じ土俵に

上げて，いろいろ検討していきながら，小学校のスタートラインに同じような形で上げていくとい

う意識を，先生方も持つように，教育委員会としても努力しているところです。 

 その他どうでしょうか。 

 

 

◎中村委員 

 幼児教育の充実ですけれども，これは学力面と，非学力の面と２通りあると思いますが，近年の

専門家のいろいろな意見の中に，いわゆる非認知能力。学力とは対照的な部分を充実させることが，

将来の人生にとってプラスになると。そういった研究結果をシカゴ大学の教授をはじめとする著名

な教授が発表しておりますが，この点を踏まえて，本市は幼児教育を，どのように捉えているかを

お聞きしたい。 
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〇三輪教育指導課副参事 

 幼稚園だけでなく，保育園を含めた，就学前教育における，市全体としてでよろしいでしょうか。 

 私立については一概には申し上げられませんが，公立幼稚園においては，幼児期は遊びの中から

何かを学ぶということで，それが，最終的に学力に反映するということで，どんな環境でどんなも

のを学ばせていくかということを意識しながら，生活させています。 

 本市としても，とにかく小学校入学前の幼稚園時代には，遊びを通して，より多くの体験をさせ

るとか，より多くの感情を育成するっていうことを第一に，幼児教育に取り組んでいきたいと考え

ております。 

 

 

◎中村委員 

 本市に限ったことではないですが，幼小連携を充実させることは，非常に大事な問題であると考

えています。 

 つまり，就学前教育においては，公立や私立関係なく，その後，保幼小連携として一体化したも

のが，小学校やその次に繋がっていかなければ，スローガンだけで，教育の効果が無くなってしま

うと思います。 

 また私立の幼稚園に対しては，市，県，国，様々な形で，事業に対する補助をしていることも含

めて考えると，公立幼稚園の充実はもちろんですが，公立幼稚園を一つのモデルケースとして事業

を展開し，私立幼稚園にも，それを取り入れていただく。そういうような形に幼稚園のあり方を持

っていきたいというのは，以前この場でも話が出て，方針として打ち出された面もありますので，

私立と公立の連携，それから，就学前教育のあり方の充実を，市一体として考えてもらえればと思

います。 

 

 

〇羽鳥教育長 

 その他どうでしょうか。 

 それでは評価に移りますが，事務局の評価は「Ｂ」ですが，本会の評価についても「Ｂ」という

ことでよろしいでしょうか。（委員：異議無し） 

 

 続きまして，評価書の11・12ページ ２-１「確かな学力の定着」について，これについても，事

前質疑がありますので，担当者より，質問内容及び回答を説明願います。 

 

 
 

２-１「確かな学力の定着」 ＜教育委員会評価 「Ｂ」＞ 

 

〇木杢教育指導課指導主事 

 ２-１「確かな学力の定着」につきましては，５つの質問をいただいております。 

 まず１点目，「算数・数学に見られた，基礎的基本的な知識技能の具体的な課題」については，例

えば，計算の決まりや少数と分数の関係の理解，図形の面積の求め方等が定着していないことが挙

げられます。 

 ２つ目，「ＴＴ要員としての，会計年度任用職員を配置した学校の学力向上における具体的な成

果」については，授業中に学習が遅れがちな児童に，アドバイスを行うことにより，学習進度の遅

れを軽減することに繋がっています。 

 特に算数科では，習熟度別少人数指導を行うこともあり，単元別テストでは，50点以下であった

児童が約30％いたところが，20％と向上が見られた学校もありました。 

 また，やればできるという思いを持つ児童が増え，学習意欲の向上に繋がっており，観点別評価

の関心・意欲の面で，ＣからＢに向上した児童が増加しました。 

 ３点目，「国語の学力が向上しているのに，執行力，判断力表現力の不足により，算数数学が弱い

というのはなぜか。国語の内容がこの３つの力の向上にあまり役立っていないのか」につきまして
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は，各種調査，例えば全国学力学習状況調査や学力診断のためのテストにおいて，算数・数学の記

述式問題の無答率が高い傾向にあります。学習課題の解決に向けて見通しを持ち，数学的に筋道を

立てて考察をしたり，説明したりする力が不足していることが原因として考えられます。国語に限

らず，すべての教科において，課題を解決する力，これを一層育んでいきたいと考えています。 

 ４点目，「前回定例会でご質問いただきました学力向上支援の活用」については，主につまずきの

見られる児童への学習支援を行っております。学習が苦手な子供の，基礎基本の定着，向上に繋が

っていると考えています。 

 ５点目，「２学期制と学習内容の確実な定着の関連」については，７月と12月は，これまで学期末

であったことから，学期末の事務処理などが多く行われておりましが，これが２学期制になったこ

とで，授業時数を多く生み出すことが可能になり，余裕を持ち，これまで以上にきめ細やかな指導

を行うことができるようになります。これが学習内容の定着に結びつくと考えております。 

また，夏季休業前半に面談を行い，夏季休業中に苦手な各所の学習を進めるなど，目当てを明確に

することができます。以上です。 

 

 

〇羽鳥教育長 

 この施策につきまして，委員の皆様いかがでしょうか。 

 

 

◎狩谷職務代理者 

 四則の計算が定着していなければ，学力の向上を目指すこと自体が難しくなってしまうと思いま

す。ですからここに，かなりの部分で梃子入れをしていかなければならないと考えます。 

 学力向上支援員しかり，ＴＴの非常勤講師しかり，そういう方々をもう１点突破ではないですけ

ども，そのつまずきの解決に全ての力を注いで，改善していく必要があると私自身思うのですが，

いかがでしょうか。 

 例えば，市教委の方でも，国や県の客観的なテストが終わった後に，各教科の先生方にお願いし

て，分析をしているかなと思います。その分析結果が，各学校に戻っても活かされているとは思い

ますが，この結果が，本市として取り組まなければならない課題だから，どの学校も，配置されて

いる非常勤講師や学力向上支援員を，課題解決に向けて充てることも可能になるのではと思います

が，いかがでしょうか。 

 あと，４番の学力向上支援の活用についての質問と回答がちょっとズレていると思いますので，

再度質問させていただきますが，学力向上支援員を活用していない学校が何校か散見されています。

また支援員の配置数が多い学校と少ない学校とばらつきが見られていますので，その点を回答願い

ます。 

 例えば，活用していない学校は，活用しづらさがあったのか，それとも支援員が見つからなかっ

たのかなど，様々な理由があるかなと思いますので，もし，把握していればお聞かせ願います。 

 それで，もしも活用しづらいという学校の理由づけがあるとすれば，活用しやすいような，学力

向上支援員の活用のあり方を，考えていかなければならないと思います。 

 その問題が解消されれば，各学校，学力向上支援員を，学力の課題があるところに，充てること

ができ，学力の向上に繋がるのかなと考えたのですが，市の展望についてお聞かせ願います。以上

です。 

 

 

〇佐藤理事兼教育指導課参事 

 委員より最後にご質問いただいたところですけれども，私自身，校長を務めていた時は，やはり

人が見つからない状況があり，卒業生の大学生に来てもらい，学力向上支援員を担っていただいた

経緯があります。 

 現状，支援員が見つからずに配置できないところもあります。また，講師を見つけるのが非常に

困難な状況でもあるので，そこが一番のネックになっていると思います。 
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◎中村委員 

 学力の問題ですが，全国的に見ると，秋田県や福井県は，上位５位ぐらいキープしています。一

方で，ＩＴ機器の学校への導入が最も進んでいる佐賀県は，下位の成績であると。この違いはどこ

にあるのかを把握しないと本当に解決するべき問題がどこにあるのかということが，見えてこない

と思います。 

 このような問題を分析することも，事務局としては必要なことではないかと。 

 良いところと悪いところははっきりしているわけですから，それで取り入れるものを改善すべき

もの，そういうことを検討していただきたいと思います。 

 

 

〇木杢教育指導課指導主事 

 はい，今後検討して参ります。 

 

 

〇羽鳥教育長 

 その他どうでしょうか。 

 それでは評価に移りますが，事務局の評価は「Ｂ」ですが，本会の評価についても「Ｂ」という

ことでよろしいでしょうか。（委員：異議無し） 

 

 続きまして，評価書の22・23ページ ３-２「教職員の業務の質を高めるための支援やサポート体

制の充実」について，これについても，事前質疑がありますので，担当者より，質問内容及び回答

を説明願います。 

 

 
 

３-２「教職員の業務の質を高めるための支援やサポート体制の充実」 

＜教育委員会評価 「Ｂ」＞ 

 

〇木杢教育指導課指導主事 

 ３-２「教職員の業務の質を高めるための支援やサポート体制の充実」の基本方向２について，

「勤務時間外の自動音声の電話対応，どの程度の件数か保護者，教職員の反応は」というご質問を

いただきました。 

 回答といたしましては，導入当初は，各校に５・６件程度，時間外の入電がございました。勤務

時間外に教育委員会に繋げられた電話の件数は，導入当初は４・５件で，主に，７時30分以前の朝

の欠席連絡でした。 

 保護者からは，ご理解いただいておりクレーム等のご意見は伺っておりません。 

 教職員からは，時間外の電話対応が少なくなり，業務改善に繋がったと好評です。以上です。 

 

 

〇羽鳥教育長 

 この施策につきまして，委員の皆様いかがでしょうか。 

 

 

◎狩谷職務代理者 

 これは，学校側からの意見聴取だけであって，保護者からの意見聴取はしていないと思いますの

で，保護者の生の声が知りたいなと思いました。 

 自動音声対応で，電話が切られてしまって，別の箇所に繋がってしまう。相談したいことが，直

に相談ができなくなってしまう。そこで保護者と学校，また地域と学校との信頼関係が少し損なわ

れてしまうのではないかなということが，このシステムが導入されたことに対する懸念だったので

すが，もしもこの懸念が危惧に終わっているのであれば，それでいいのかなと思いますが，実際の
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ところ，保護者や地域住民の意見聴取は，今のところないわけなので，そこに，着手をしていただ

いて，生の声を聞いていただけたら，ありがたいなと思います。 

 例えば，教育委員会とか，市役所職員の中でも，お子さんが小・中学校に通われている保護者の

方もいらっしゃると思いますので，そういう方々に，ざっくばらんにお話を聞いていただくことも，

身近な意見聴取の手段の一つだと思いますので，是非お願いします。 

 

 

〇羽鳥教育長 

 その他どうでしょうか。 

 それでは評価に移りますが，事務局の評価は「Ｂ」ですが，本会の評価についても「Ｂ」という

ことでよろしいでしょうか。（委員：異議無し） 

 

 続きまして，評価書の29・30ページ ３-５「地域に開かれた学校の推進」について，これについ

ても，事前質疑がありますので，担当者より，質問内容及び回答を説明願います。 

 

 
 

３-５「地域に開かれた学校の推進」 ＜教育委員会評価 「Ｂ」＞ 

 

〇三輪教育指導課副参事 

 ３-５「地域に開かれた学校の推進」について，「ボランティアコーディネーターの育成・位置づ

けは」というご質問をいただきました。 

 回答といたしましては，令和３年度では，各学校の教頭がボランティアコーディネーターの役割

を果たしている状況です。 

 今後は，令和４年度からコミュニティ・スクールもスタートしましたので，地域の方々からコー

ディネーターをお願いしたいと考えております。以上です。 

 

 

〇羽鳥教育長 

 この施策につきまして，委員の皆様いかがでしょうか。 

 

 

◎柴田委員 

 前回の委員会で，ボランティアコーディネーターの話が出ていたと思いますが，ここでは，何も

触れられていなかったので，質問させていただきました。 

 なかなか，活用が十分にできてないっていうところで，上げにくいとは思いましたが，今後の展

望についてお聞かせ願います。 

 

 

〇三輪教育指導課副参事 

 将来的には，生涯学習課等関係する部署と連携し，推進していければと考えております。以上で

す。 

 

 

〇羽鳥教育長 

 その他どうでしょうか。 

 

 

◎中村委員 

 コミュニティスクールの問題ですけれども，今までの状況を見ると，教員の負担になるというの
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は，確かにそうだと思います。 

 ただし，それは教員と地域の方の役割がはっきりしてないからであって，行事等をはじめとした，

コミュニティ・スクールの年間スケジュールの作成や役割分担を明確にする必要があると考えます。 

地域と学校の役割をはっきりさせて進めない限りは，教員の負担は増える一方ですから，それを私

が提案したいと思います。 

 

 

〇羽鳥教育長 

 その他どうでしょうか。 

 それでは評価に移りますが，事務局の評価は「Ｂ」ですが，本会の評価についても「Ｂ」という

ことでよろしいでしょうか。（委員：異議無し） 

 

 続きまして，評価書の１・２ページ １-１「命を大切にする心の教育」について，これについて

も，事前質疑がありますので，担当者より，質問内容及び回答を説明願います。 

 

 
 

１-１「命を大切にする心の教育」 ＜教育委員会評価 「Ｂ」＞ 

 

〇仲田教育指導課指導主事 

 １-１「命を大切にする心の育成」について，２点ご質問をいただいております。 

 まず１点目，「道徳の授業担当者のローテーションは，全ての学校で取り組んでいるのか。また。

その実施方法と実施による児童生徒の変容」について 

 ２点目は，「記述中の表現」についてご質問をいただきました。 

 回答といたしましては，まず１点目のご質問については，ローテーションによる授業実践は，一

部の学校及び学年で取り組んでいるものでございます。それを一つの具体例として紹介させていた

だきました。こちらについては，数値的検証というのは，現状できておりませんが，児童生徒の意

欲を高めることに繋がった。というような声が現場から届いております。 

 また，教員からは，「道徳の時間の確保に繋がる」や「授業改善がしやすかった」等の良さがあげ

られた反面，評価に関しては，課題が残っているというような意見が挙げられました。 

 続いて２点目のご質問については，こちらに関しましては，量的質的な，授業改善の具体例とし

てお示しさせていただきました。以上です。 

 

 

〇羽鳥教育長 

 この施策につきまして，委員の皆様いかがでしょうか。 

 

 

◎狩谷職務代理者 

 できたら各学校で，担任教師だけの道徳の授業ではなくて，様々な教員が関わってあげるという

ことが，私は大事な部分であると思います。 

 道徳教育の核が道徳の授業となるわけですから，そこを各学校，充実させていただき，一部の学

校だけではなく，それを９校全校に拡大していただきたいと，率直に思いました。 

 あともう１点，人権教育に関してですが，私自身，昨年仕事の中で関わった部分がありまして，

３年に１度は必ず市町村訪問をすることが義務づけられているので，おそらく昨年度，県教育庁の

人権教育室が，人権訪問に来ていると思います。併せて，市町村または各学校の整備状況について

の点検も行っていると思います。 

 これをうまく契機としてとらえて，人権教育を推進するための一つの手だてとしていくことも必

要になってくると思いますので，よろしくお願いいたします。 

 当然，今般のコロナによる人権差別も新しい人権課題としてクローズアップされている現状なの
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で，そういうところも子供たちの人権感覚を養う上で大事な部分になってくるのかなと思います。

以上です。 

 

 

◎中村委員 

 私の希望になりますけれども，命を大切にする学習の意味はわかります。いろんなことを取り組

む。それもわかります。 

 でも，小中学生にとって最も卑近な問題として，命の問題を考えるとすれば，小中学生の自殺や

いじめという問題がすごく大事ではないかと思います。 

 この資料には，いろいろなことが記述されていますが，具体的にいじめについて考えさせるとい

うことも，非常に効果があるのではないかと思いますので，検討していただければと思います。以

上です。 

 

 

〇仲田教育指導課指導主事 

 いじめ防止，いじめ対策につきましては，学校の教育活動の中でもやはり道徳科の授業が担って

いる役割っていうのは非常に大きいと，ご指摘の通りだと思います。 

 さらに人権教育については，県のスクールロイヤー事業の方を，本市では積極的に取り入れてお

りまして，弁護士の先生から，いじめ防止に関するようなお話をいただく機会というのを，まずは

中学校や義務教育学校後期課程を中心に，取り組んでおり，今後もこれについては充実させていき

たいと考えております。 

 

 

〇羽鳥教育長 

 その他どうでしょうか。 

 それでは評価に移りますが，事務局の評価は「Ｂ」ですが，本会の評価についても「Ｂ」という

ことでよろしいでしょうか。（委員：異議無し） 

 

 続きまして，評価書の５・６ページ １-３「社会を生き抜く力の育成」について，これについて

も，事前質疑がありますので，担当者より，質問内容及び回答を説明願います。 

 

 
 

１-３「社会を生き抜く力の育成」 ＜教育委員会評価 「Ｂ」＞ 

 

〇仲田教育指導課指導主事 

 １-３「社会を生き抜く力の育成」について，読書活動における小１から小３までの表彰は，全て

の小学校・義務教育学校で行っているのか」というご質問をいただきました。 

 回答といたしましては，全ての学校で行っております。以上です。 

 

 

〇羽鳥教育長 

 この施策につきまして，委員の皆様いかがでしょうか。 

 

 

◎狩谷職務代理者 

 １年生から３年生まで，全ての学校で実施しているのであれば，おそらく学校長名で賞状等を渡

していると思いますが，これを教育長の名前で，賞状を与えたらかなり子供たちは，嬉しいのでは

ないでしょうか。 

 当然，賞状作成に関する予算化が必要だと思いますが，今以上に励みになるような気がしますの
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で，是地検討していただけたらと思います。 

 あと，もう１点，これは市へのお願いになりますが，各学校への図書費の配当予算はかなり少な

いように思います。 

 学校訪問しても，図書室の書架ががらんとしている部分や，紙の古くなったにおいがしてしまう

学校もあります。現在，市内図書館との連携も図っていると思いますが，図書の返却等，図書室と

比べると手間な部分があると思いますので，もう少し予算を上積みしていただくようご検討をお願

いします。そうすれば，もっと豊かな図書が購入に繋がり，より充実した活動に寄与すると考えま

す。 

 あと，これは先々の話だと思いますが，コロナ禍において紙を触ることに対しての抵抗がある中，

一人一人のＧＩＧＡスクール構想でタブレットが導入されています。電子的な図書の購入というの

も，近い将来考えられると思いますので，その点も検討していただけたらと思います。 

 最後にもう１点，事務局も頭を悩めている，自然教室の件ですが，実施にあたっては泊を伴うこ

とは，なかなか厳しい状況ではないかと思います。以前の校長会のアンケートを見させていただい

て，保護者も泊を伴うことに関してはかなりの抵抗があり，学校側も抵抗があると。であるならば，

泊を伴わなくても，各学校の実施で良いのではないかと思います。 

 この茨城県自体が，自然豊かな風土を持っているので，茨城の風土を活かした，自然教室が日帰

りでできないかと思いますが，検討していただけると幸いです。以上です。 

 

 

〇佐藤理事兼教育指導課参事 

 自然教室の件ですが，現在，白浜少年自然の家で調整しております。泊を伴ってできれば１泊２

日での実施。最悪日帰りでも，実施する方向で可能な限り中止にしない方向で進めています。 

 白浜少年自然の家だと仮に，現地で児童がコロナ陽性となっても，保護者が迎えに来るのも負担

が軽いということで，今そちらで調整しながら，来年度は白浜の方向で進めていけるように進めて

おります。 

 

 

◎中村委員 

 確かに，コロナを機会にいろいろ変わってきたと思いますが，要は，校外学習で，子供たちに何

を教えて，子供たちは何をそこから学びとるのかと。そう考えれば，別に県外が，全ていいという

ことではないと思います。ですので，先ほど仰っていたように，県内でもいろいろなものがありま

すから，安全策を考えて実施しても，子供たちはそれで不満ということはないと，私は考えていま

す。 

 それともう１点，社会を生き抜く力，何となくはわかりますが，具体的に子供たちにこれを説明

するときに，それはどういう力かということを，理解できるように置き換えて説明してあげないと，

何となく漠然としていて，難しい問題だと思います。 

 ですから，ここばかりではありませんが，いろいろなものを生徒たちがわかるように，具体的な

テーマに置き換えるということが，必要ではないかなと思います。 

 

 

〇羽鳥教育長 

 はい。ありがとうございます。 

 自然教育室については，目的としては，自然体験を通して，豊かな人間性社会性を育てる。これ

は従来と変わらないところですが，やはりコロナ禍もあり，いろいろ変えるべきところは変えよう

ということで，事務局それから検討委員会等で協議して，方向性を出したところです。 

 

 その他どうでしょうか。 

 それでは評価に移りますが，事務局の評価は「Ｂ」ですが，本会の評価についても「Ｂ」という

ことでよろしいでしょうか。（委員：異議無し） 
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 続きまして，評価書の15・16ページ ２-３「キャリア教育の充実」について，これについても，

事前質疑がありますので，担当者より，質問内容及び回答を説明願います。 

 

 
 

２-３「キャリア教育の充実」 ＜教育委員会評価 「Ｂ」＞ 

 

〇仲田教育指導課指導主事 

 ２-３「キャリア教育の充実」について，ライフデザインセミナーは結婚推進事業として行われて

いる経緯もあると思うが，多様な生き方を認める社会や教育に移り変わっているので，それに即し

た内容で進めていった方が良いのではないか」というご質問をいただきました。 

 回答といたしましては，ライフデザインセミナーの事業自体につきましては，ご指摘の通りのね

らいを持って行われているものであり，キャリア教育の充実を図るために，学校の教育活動全体を

通じて，自分の将来について様々な視点から考える機会を設けているということで，このライフデ

ザインセミナーはその機会の一つとしてとらえております。 

 様々な視点からの情報をもとに生徒が自らの生き方を主体的に選択して，自分らしい生き方が実

現できるようなキャリア発達を促す教育というのを実践しております。以上です。 

 

 

〇羽鳥教育長 

 この施策につきまして，委員の皆様いかがでしょうか。 

 

 

◎柴田委員 

 ライフデザインセミナーの実施自体について，特に質問等はございませんが，昨年この講座を拝

見させていただいた上で，感じたことを話させていただきます。 

 プロポーザルによって業者を選定したと伺っていますが，そのプロポーザルに応じたのが１社だ

けだったため，その事業者に決まったということでした。 

 私自身の仕事柄，このような事業者の様々な講座を拝見していますので，もっと内容が充実した

ものをお持ちの事業者がいるのにと感じました。 

 ちょっと，内容的に疑問符がつくような場面があったりしましたので，そういったところで，も

っといろんな幅広く検討できればと感じ，その内容についても今一度吟味していただきたく質問い

たしました。 

 

 

〇羽鳥教育長 

 はい。ありがとうございます。 

 このライフデザインセミナーについては，子ども課が所管だったと思います。 

 昨年度実施した成果とか課題とか検証して，また今年度実施する予定ですか。 

 

 

〇尾形子ども課長 

 今年度も，10月から11月頃にプロポーザル形式で公募をかける予定です。 

 昨年度は１社のみということで，今年度は多数の事業者にご参加いただけるように努力したいと

思いますので，よろしくお願いいたします。 

 

 

〇羽鳥教育長 

 その他どうでしょうか。 

 それでは評価に移りますが，事務局の評価は「Ｂ」ですが，本会の評価についても「Ｂ」という
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ことでよろしいでしょうか。（委員：異議無し） 

ここで，10分程度休憩とし，10時20分に再開とさせていただきます。 

 

～ 休 憩 ～ 

 

 それでは再開させていただきます。 

 続きまして，評価書の27・28ページ ３-４「いじめや不登校等児童生徒のためのサポート体制の

充実」について，担当者より説明願います。 

 

 
 

３-４「いじめや不登校等児童生徒のためのサポート体制の充実」 

＜教育委員会評価 「Ｂ」＞ 

 

〇仲田教育指導課指導主事 

 こちらの項目につきましては，事前に質問等ございませんでしたので，何かご意見等ありました

ら，よろしくお願いいたします。 

 

 

〇羽鳥教育長 

 この施策につきまして，委員の皆様いかがでしょうか。 

 

 

◎狩谷職務代理者 

 早期案件とか早期解決に向けた本当によく力を注いでいただいていると思います。感謝申し上げ

ます。 

 解決が図れない個々の事案っていうのもあるかなと思いますが，そのケースによって様々な相談

機関がありますが，全てが解決に結びつかないかと思いますけども，ある程度いろいろな相談機関

を，保護者とか学校に紹介していくことも大事な部分ではないかなと思います。 

評価については，解決されてないケースがあることを踏まえて，おそらくＢという評価かと思いま

すが，私個人的には，Ａ評価でも良いのではないかと思っています。以上です。 

 

 

〇羽鳥教育長 

 その他どうでしょうか。 

 

 

◎中村委員 

 具体的な問題になりますが，現在スクールカウンセラー４名いらっしゃると思います。 

 それで，各学校を巡回訪問して，相談対応をしていると思いますが，まず４名で，スクールカウ

ンセラーの業務をこなせているのかどうかをお聞きしたい。 

 もし，こなせていないとすれば，その辺を充実させるために，予算化も含めて対策を考えるべき

だと思いますが，ここで言う「充実」の意味は，適時適応ができているか。 

 例えば，相談の予約を入れたら，１週間とか10日経たないと，対応できないようでは，大した意

味がないと思います。 

 それと，４名のカウンセラーについてもお聞きしたいのですが，小美玉市や学校，生徒のそれぞ

れの状況等を完全に近い状態で把握できているのかどうか，と言うのもカウンセリングをする上は，

そのような状況を把握していることは必要であると，私自身考えていますので，その辺をお聞かせ

願いたい。 
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〇仲田教育指導課指導主事 

 スクールカウンセラーについてですが，スクールカウンセラーに関しては，県の事業で県から配

置されており，小美玉市には４名配置いただいています。 

 この４名に学校を割り振って，配置しているというのが実情でございます。ただ，この方々も毎

日いるわけではなく，週１回をローテーションで回っていくというような形です。 

 実績に関してはかなりの数を対応いただいており，配置時間中は児童生徒や保護者，誰かしらと

面談しているというような状況です。 

 現在，中間の調査をしているところですが，今年度もやはり同じような状況で対応しております。 

 また小美玉市に関しましては，スクールカウンセラーとともに，スクールソーシャルワーカーを

小美玉市で雇用しております。 

 スクールカウンセラーは，週１回の配置となっておりますが，スクールソーシャルワーカーは随

時対応できますので，ここで連携をうまくとって，スクールソーシャルワーカーが関わる事案とい

うのも数多くあり，これがかなりの強みになっております。 

 ですので，他市町村に比べたらかなり充実した支援が実現できているのではないかと考えていま

す。 

 あと，スクールカウンセラーに関しては，もし緊急事態が起こった場合，令和３年度にも実際あ

りましたが，「緊急スクールカウンセラー」という即時配置のシステムがあり，そういう制度を，積

極的に活用して，児童生徒の支援にあたっています。以上です。 

 

 

〇羽鳥教育長 

 その他どうでしょうか。 

 それでは評価に移りますが，事務局の評価は「Ｂ」です。委員から「Ａ」評価でも良いのではと

いうご意見もありましたが，本会の評価については「Ｂ」ということでよろしいでしょうか。 

（委員：異議無し） 

 

 続きまして，評価書の３・４ページ １-２「健やかな体の育成」について，これについては，事

前質疑がありますので，担当者より，質問内容及び回答を説明願います。 

 

 
 

１-２「健やかな体の育成」 ＜教育委員会評価 「Ｂ」＞ 

 

〇仲田教育指導課指導主事 

 １-２「健やかな体の育成」について，２つ質問等をいただいております。 

 １点目，「運動部活動の充実」という項目で，外部指導者の活用等についての質問。 

 ２点目，「歯と口の健康に関する事業の具体的な取り組み成果が上げられない」というご指摘で

ございました。 

 回答といたしましては，まず１点目については，運動部活動の充実の観点から専門的な知識や技

能の指導力を持った保護者や，地域の方々を外部からの指導者として協力いただき，連携を図るこ

とは大変重要であると考えております。 

 今後の地域部活動移行に関しましても，外部からの協力というのは，これはもう必須になってく

ると思います。それに伴い，様々な課題があるというご指摘いただきましたが，小美玉市の，「部活

動のあり方に関する活動方針」の中の，指導運営体制づくりを改訂いたしまして，具体的には，「外

部から部活動指導に協力いただく場合には，事前に校長及び顧問と面談を行い，部活動運営方針等

について十分理解いただくこと，校長が定期的に活動状況の確認を行うとともに，必要である場合

は相談や支援を行うこと」と改訂し，現在も取り組んでおります。 

 ２点目については，令和３年度の実績値が，2.5項目ということで，例年に比べると，実施項目と

しては割合が減少しております。項目の具体を見ていきますと，やはりコロナ禍の影響で，口や唾
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液に関する部分でございますので，なかなか取り組みにくい部分が，あったのが事実でございます。 

 表記の方は，数値項目として具体的に載せられるものを優先して記載しておりますので，今回は，

歯と口の健康に関する具体的な記述がないということになっております。 

 あと，指標として検討の余地があるのではというご指摘については，ご指摘の通りだと思います

ので，今後検討していきたいと考えております。以上です。 

 

 

〇羽鳥教育長 

 この施策につきまして，委員の皆様いかがでしょうか。 

 

 

◎中村委員 

 給食の献立には，児童生徒の意見というか考えはどの程度反映されているのでしょうか。 

 

 

〇長谷川教育指導課長 

 児童生徒の意見は，普段の給食ではあまり反映されていないと思いますが，年に数回，児童生徒

自身の好みで２種類から，選択できる取り組みを行っています。 

 

 

〇羽鳥教育長 

 セレクト給食ですね。 

 また，定期的に献立会議を開催しているので，学校からの意見を聞く機会がありますが，その時

の意見に，児童生徒の意見が含まれているかどうかは不明です。今までそういう意見を吸い上げた

ことはありますか。 

 

 

〇長谷川教育指導課長 

 教員を含めた，献立会議を定期的に開催しているので，その献立を考える段階で，児童生徒の意

見は反映させていると思います。 

 

 

〇羽鳥教育長 

 その他どうでしょうか。 

 

 

◎小仁所委員 

 部活動の充実ということで，外部講師，外部コーチについてのお話しがありましたが，先ほどの

スクールボランティアについての施策内資料に，運動部活動の指導補助として延べ人数で139名記

載がありましたが，これとはどういった違いがあるのでしょうか。 

 

 

〇仲田教育指導課指導主事 

 外部から部活動の指導に関わってくださる方々には，いくつか項目がございます。 

 「外部指導者」という形で関わってくださる方については，各競技で登録をして，ベンチ入りが

できるが，単独での指導はできない方。 

 「学校支援ボランティア」は，外部指導者ではありませんが，練習の手伝いをサポートする方で，

ボランティアとして関わってくださっている方々。というように，いくつか種類がございます。 

 

 



  公 開  

20 

 

◎小仁所委員 

 はい，ありがとうございます。 

 それとお願いですが，この学校指導の方針については，外部指導者とうまくすり合わせてもらわ

ないと，トラブルの元になると思います。 

 特に，指導者がいない場合は，学校と外部指導者とで，指導方針を共有できるように検討してい

ただきたいと思います。 

 

 

◎柴田委員 

 記載されている項目と事業内容について，取り上げられているのに記載が無いであったり，取り

上げていないのに記載があったりと気になる部分がありますので，今後，そういった部分を吟味し

ていただき，取り組み成果の方へ記載していただけたらと思います。 

 

 

〇羽鳥教育長 

 その他どうでしょうか。 

 それでは評価に移りますが，事務局の評価は「Ｂ」ですが，本会の評価についても「Ｂ」という

ことでよろしいでしょうか。（委員：異議無し） 

 

 続きまして，評価書の25・26ページ ３-３「安全・安心で地域とつながる教育施設整備の推進」

について，これにつきましては事前質疑ありませんので，この施策に対しましてご意見等ありまし

たら，お願いいたします。 

 

 
 

３-３「安全・安心で地域とつながる教育施設整備の推進」  ＜教育委員会評価 「Ａ」＞ 

 

◎狩谷職務代理者 

 学校が新しくなって，非常に充実した施設設備の中，子供たちが教育活動を展開できると非常に

喜ばしいことだと，私自身思っております。 

 ただ，まだ校舎建築がなされてない学校の，備品等がかなり老朽化している学校も散見されるよ

うな気がしてなりません。 

 以前にも，定例会の中でも申し上げたことがあったかなと思いますが，まだ改善までは至ってな

い印象があります。 

 あと，やはり備品の数が足らず，教職員の中では，自費でもって購入し，それを教育活動の中で

使っている教員もいるようです。本当はいけないことだと思います，管理者がわかってしまったら

おそらくお叱りの元になるのかなと思いますが，実際そういう先生も中にはいるということをご理

解いただけたらありがたいなと思います。 

 

 

〇羽鳥教育長 

 その他どうでしょうか。 

 

 

◎中村委員 

 私自身は，評価は「Ａ」と考えております。非常に計画性もありましたし，実績もきちっと出て

きておりますし，これからの取り組む課題についても，明確になっていますので，非常にこの事業

は，よろしいと感じます。 
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〇羽鳥教育長 

 その他どうでしょうか。 

 それでは評価に移りますが，事務局の評価は「Ａ」ですが，本会の評価についても「Ａ」という

ことでよろしいでしょうか。（委員：異議無し） 

 

 続きまして，評価書の17・18ページ ２-４「情報活用能力亜を育てる教育の充実」について，こ

れにつきましても事前質疑ありませんので，この施策に対しましてご意見等ありましたら，お願い

いたします。 

 

 
 

２-４「情報活用能力を育てる教育の充実」 ＜教育委員会評価 「Ａ」＞ 

 

◎狩谷職務代理者 

 充実が図られたことは素晴らしいと思いますが，ただのべつ幕なく，これを使えばいいっていう

ものではないかなと思います。 

 やはり，ＩＣＴを使うことの有用性が認められる場面で積極的に活用するっていうことが大事な

部分だなと思いますので，そのことも念頭に入れた活用，積極的な活用をお願いできればなと思い

ます。 

 

 

〇羽鳥教育長 

 その他いかがでしょうか。 

 

 

◎中村委員 

 教員のＩＣＴを活用する能力は，ベテラン教員，若い教員を問わず，同じくらいの域に達してい

るのでしょうか。 

 

 

〇佐藤理事兼教育指導課参事 

 コロナの関係で，使わざるをえない状況になりましたので，かなりベテランの先生も，積極的に

活用できています。ただ，県のＩＣＴの調査では，本市は，まだ下位に位置しております。 

 これは先生方の自己評価なので，自己評価が厳しいとも考えられますが，それでも客観的に見る

と，下位に位置づいていますので，今校長会等でも働きかけているところです。 

 また先ほど委員からもありましたが，ＩＣＴは，あくまでも手段でありますが，逆に若い先生の

方が，授業の中でここで使う必要ないだろうっていうところでも使う場面が多い印象がありますの

で，もう少しメリハリをつけながら活用するよう，学校訪問の中で指導していきたいと思います。

以上です。 

 

 

〇羽鳥教育長 

 その他どうでしょうか。 

 それでは評価に移りますが，事務局の評価は「Ａ」ですが，本会の評価についても「Ａ」という

ことでよろしいでしょうか。（委員：異議無し） 

 

 続きまして，評価書の21・22ページ ３-１「小中一貫教育の推進と学校の適正規模・適正配置」

について，これにつきましても事前質疑ありませんので，この施策に対しましてご意見等ありまし

たら，お願いいたします。 
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３-１「小中一貫教育の推進と学校の適正規模・適正配置」  ＜教育委員会評価 「Ｂ」＞ 

 

◎中村委員 

 玉里学園は結果として，英語の学習に力を入れていると思います。 

 その他，いろいろなことで生徒が表彰や大会等で入賞するなどの結果報告を受けていますが，そ

の他一貫教育においては，やはり学校ごとにきちんとした一貫教育ならではの目標を，まず設定す

ることが大事だと私は考えておりますがいかがでしょうか。 

 具体的に言えば，玉里学園は，英語検定３級100％合格とか，小川北の場合には，いじめ不登校ゼ

ロとか，何かそういう具体的に目に見える目標を作って，それに９年間を通して取り組むと，そう

いうことはいかがでしょうか。 

 

 

〇佐藤理事兼教育指導課参事 

 小中一貫教育の方に関しましては，大学の先生を講師に迎えて，本年度は２回ほど会議をしてお

ります。 

 それで今委員からご指摘いただきました，学校の特色や市で共通した，最低限の目標なところで

今，グランドデザインを通してその細かい部分を見直しています。 

 また今後の会議の中で，特に玉里学園のように，郷土教育や英語教育などで特色ある学校と，一

方で，美野里地区が，４小１中ということで，特色を出しにくいところがあります。その辺りを今

後，各学校で連携を図りながら進めていきます。ご意見ありがとうございます。 

 

 

〇羽鳥教育長 

 その他どうでしょうか。 

 それでは評価に移りますが，事務局の評価は「Ｂ」ですが，本会の評価についても「Ｂ」という

ことでよろしいでしょうか。（委員：異議無し） 

 

 最後になります，評価書の９・10ページ １-５「次代を担う青少年の健全育成」について，これ

については，事前質疑がありますので，担当者より，質問内容及び回答を説明願います。 

 

 
 

１-５「次代を担う青少年の健全育成」  ＜教育委員会評価 「Ｂ」＞ 

 

〇田山生涯学習課長 

 生涯学習課田山です。よろしくお願いします。 

 １-５「次代を担う青少年の健全育成」の基本方向２について，「コロナ禍でもオンライン等を活

用し家庭教育学級を実施している例はあるので，単に中止というのではなく，できる方法で実施す

ることを考えて欲しい」というご質問をいただきました。 

 回答といたしましては，家庭教育学級の運営方法については，各学級にその開催可否の判断を委

ねている部分もあるので，こちらから開催を強制することはできないものと考えております。 

 しかしながらご質問にあるように，コロナ禍でも人を集めずにできる方法として，オンライン形

式。 

また，各家庭において行う方法など，様々な方法を，各学級にも提案して参りたいと考えておりま

す。 

 また家庭教育の周知方法として，学級を開催した学年等に，昨年度から「あるひ」というチラシ

の配布や，夏休み前に，小学生や中学生向けの家庭教育についてのチラシを配布させていただき，
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周知しているところです。以上です。 

 

 

〇羽鳥教育長 

 この施策につきまして，委員の皆様いかがでしょうか。 

 

 

◎柴田委員 

 各学級に委ねているということで，各学級と運営についての積極的なやり取りが無い点が，少し

残念に感じました。 

 こんなことができる，こんな方法があるということを知らない可能性もあると思いますので，そ

の点を解消するための情報発信を充実していただければと思います。 

 

 

〇田山生涯学習課長 

 様々な形で情報の発信をしていきたいと思います。 

 具体的な例で言えば，動画配信とかをやっている学級もありますので，他の学級に先駆けてやっ

ている様子を，各学級に情報として提供して参りたいと考えております。以上です。 

 

 

〇羽鳥教育長 

 その他どうでしょうか。 

 それでは評価に移りますが，事務局の評価は「Ｂ」ですが，本会の評価についても「Ｂ」という

ことでよろしいでしょうか。（委員：異議無し） 

 

 

 各項目の説明，評価の方が終わりましたけれども，全体的に何かご意見やご質問，討論等ありま

したらお願いいたします。 

よろしいですかね。（委員：特に無し） 

 

 続きまして（2）報告に移ります。 

 報告第13号，専決処分の承認を求めることについて，令和４年度教育予算（補正予算）について

で。これは，国の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する事業を実施するこ

とによる，補正予算の専決処分となります。教育指導課から順次説明をお願いいたします。 

 

 
 

■ 報告第13号 専決処分の承認を求めることについて 

（令和４年度教育予算（補正予算）について）  承 認   ※当日非公開 

 

〇長谷川教育指導課長 

 教育指導課の長谷川でございます。 

 今回の予算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財源とする事業を計上した

ものでございます。 

 表紙をおめくりいただき，１ページをご覧ください。 

 歳入からご説明いたします。16款 国庫支出金 ２項 国庫補助金 １目 総務費国庫補助金 

市として，新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 １億8,549万2,000円 の補正増をし

たものです。 

 続きまして，２ページをご覧ください。 

 歳出についてご説明をいたします。 
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１項 教育総務費 ２目 事務局費 

２項 小学校費  １目 学校管理費 

３項 中学校費  １目 学校管理費 

５項 社会教育費 １目 社会教育総務費 につきましては，今回の新型コロナウイルスの交付金に

伴う，財源の内訳の補正ということで，一般財源から交付金に財源を移行するものでございますの

で，説明は割愛させていただきます。 

 続きまして，３ページ ６項 保健体育費 ３目 共同調理場費 10節 需用費 1,340万4,000円 

の増額補正したものです。 

 説明欄２ 小美玉市共同調理場運営経費 ７ 賄材料費 給食材料費の物価高騰に伴う，食材費の

値上がり相当分を計上させていただくものでございます。 

 説明は以上でございます。 

 

 

〇羽鳥教育長 

 ただいまの説明につきまして，ご意見ご質問及び討論等ありましたら，お願いいたします。 

 無いようですので，採決に移ります。 

 報告第13号について，ご異議ございませんか。（委員：異議無し） 

 ご異議無しと認めまして，報告第13号は承認といたします。 

 

 

 続きまして，議案第34号 令和４年度教育予算（補正予算）についてですが，令和４年第３回小

美玉市議会定例会における，小美玉市一般会計補正予算について議決を求めるものでございます。 

教育企画課より説明願います。 

 

 
 

■ 議案第34号 令和４年度教育予算（補正予算）について   可 決  

 

〇比気教育企画課長 

 それでは議案第34号 令和４年度教育予算（補正予算）についてご説明させていただきます。 

 お手元の資料の表紙をお捲りいただき，１ページをご覧ください。 

 まず歳入の方からご説明をさせていただきます。 

 16款 国庫支出金 ２項 国庫補助金 ６目 教育費国庫補助金 ２節 小学校費補助金で，学校施

設環境改善交付金を 1,076万5,000円 公立学校情報機器整備費補助金を 267万8,000円 

 ３節 中学校費補助金で，学校施設環境改善交付金を 446万2,000円 公立学校情報機器整備費補

助金を 126万3,000円 

 ４節 幼稚園費補助金で，学校施設環境改善交付金を 748万円 をそれぞれ補正増するものでござ

います。 

 続きまして，23款 市債 １項 市債 ７目 教育債 １節 学校教育施設等整備事業債につきまし

ては，先ほどの学校施設環境改善交付金を活用する事業に対する起債として，3,240万円を補正増

するものでございます。 

 続きまして，２ページ以降をご覧ください。 

 ここからは歳出予算の説明となります。 

 なお，これ以降の職員給与費等人件費に関する項目の説明につきましては，省略とさせていただ

きたいと思います。 

 続きましての３ページをご覧ください。 

 ２項 小学校費 １目 学校管理費 説明欄２ 小学校施設管理費 

 まず，10節 需用費の300万円につきましては，市内小学校及び義務教育学校施設の施設修繕等に

対応するため，修繕料を補正増するものでございます。 

 続きまして，12節 委託料の1,765万5,000円につきましては，旧小川小学校校舎等解体実施設計
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に 1,749万円を，旧上吉影小学校境界復元に 16万5,000円をそれぞれ補正増するものでございま

す。 

 続きまして，14節 工事請負費の4,053万3,000円につきましては，羽鳥小学校校舎及び玉里学園

義務教育学校体育館既存照明設備をＬＥＤ照明設備へ改修する工事費として，3,016万2000円。納

場小学校屋内消火栓改修工事に 170万5,000円。小川南小学校講堂雨漏り補修工事に 165万8,800

円。また，旧上吉影小学校職員及び外来者駐車場を撤去工事に 700万7,000円 をそれぞれ補正増す

るものでございます。 

 

 

〇長谷川教育指導課長 

 その下，説明欄３ 小学校情報教育関係経費 17 備品購入費 教材用備品購入を 484万円増額す

るものでございます。 

 理由といたしましては，特別教室用電子黒板を購入するため，増額するものでございます。 

 

 

〇比気教育企画課長 

 続きまして，３項 中学校費 １目 学校管理費 説明欄２ 中学校施設管理費 

 10節 需用費の 150万円につきましては，市内中学校施設の施設修繕等に対応するため，修繕料

を増額補正するものでございます。 

 続きまして，14節 工事請負費の 1,338万7,000円につきましては，美野里中学校校舎既存照明設

備をＬＥＤ照明設備へ改修する工事費でございます。 

 

 

〇長谷川教育指導課長 

 同じく４ページ，説明欄３ 中学校情報教育関係経費 17 備品購入費 教材用備品購入費を 26

4万円増額するものでございます。 

 理由といたしましては，特別教室用電子黒板を購入するため，増額するものでございます。 

 

 

〇比気教育企画課長 

 続きまして，４項 幼稚園費 １目 幼稚園管理費 説明欄３ 幼稚園施設管理費 10節 需用費の

80万円につきましては，市内幼稚園施設の施設修繕に対応するため，修繕料を増額補正するもので

ございます。 

 続きまして，11節 役務費の19万4,000円につきましては，旧堅倉幼稚園園舎解体に伴う，汚泥引

抜清掃手数料でございます。 

 続きまして，12節 委託料の488万4,000円につきましては，旧羽鳥幼稚園園舎解体工事実施設計

費となってございます。 

 続きまして，14節 工事請負費の5,487万9,000円につきましては，元気っ子幼稚園既存照明設備

をＬＥＤ照明施設へ改修する工事費といたしまして，2,127万4,000円。また，旧堅倉幼稚園園舎等

の解体工事費といたしまして，3,360万5,000円となってございます。 

 

 

〇田山生涯学習課長 

 続きまして，生涯学習箇所所管の補正予算になります。５ページをご覧ください。 

 ５項 社会教育費，１目 社会教育総務費 説明欄２ 社会教育総務事務費について，319万8,000

円の増額補正を行うものです。 

 内容としましては，18節 負担金補助及び交付金 各区公民館整備費補助金として，319万8,000

円となります。 

 今回の補正で上げさせていただいたのは，花野井区，柴高区，納場区，坂上区，下田二区の５行

政区の改修に伴う補助金となります。 
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なお，下田二区につきましては，大規模改修となり，補助率は３分の２となってございます。それ

以外の４区については，改修工事費で補助率は２分の１です。 

 主な内容は， 

  花野井区は，軒天板の張替工事 

  柴高区は，出入口のフロアヒンジ交換，玄関床補修，トイレの洋式化 

  納場区は，犬走の解体と復旧，建物を支える束の調整及び交換工事等 

  坂上区は，外壁のシーリング，手すり及びスロープの設置等 

  下田二区は，大規模改修となりまして，屋根張替から，板金，外壁，軒天板，窓枠等の工事 

が予定されております。 

 続きまして，２目 公民館費 説明欄４ 美野里公民館施設維持管理費につきまして，244万9,000

円の増額補正を行うものです。 

 内容としましては，10節 需用費 光熱水費のうち，電気料 69万1000円。電気料の値上げに伴う

対応となります。 

 続きまして，14節 工事請負費 175万8,000円になります。 

 こちら２件ございまして， 

 １件目は，美野里公民館大会議室高天井照明交換工事 46万5,000円となります。 

 内容としましては，天井照明のＬＥＤ化になります。 

 ２件目は，美野里公民館揚水ポンプ交換工事 129万3,000円となります。 

 内容としましては，老朽化している揚水ポンプの交換工事になります。 

 説明欄５ 羽鳥公民館施設維持管理費につきまして，21万4,000円の増額補正を行うものです。 

 内容としましては，10節 需用費 光熱水費のうち，電気料12万6,000円。電気料の値上げに伴う

対応となります。 

 続きまして，修繕料 2万8,000円。男子トイレ小便器止水部品交換２台分となります。 

 続きまして，11節 役務費 通信運搬費 6万円。羽鳥公民館につきましては，令和４年度から「ま

ちかぎリモート」を導入しており，施設機械警備の遠隔警備において，電話回線を使用しているた

めの増額補正となります。 

 説明欄６ 羽鳥ふれあいセンター施設維持管理費につきまして，50万2,000円の増額補正を行うも

のです。 

 内容としましては，10節 需用費 光熱水費のうち，電気料を50万2,000円。電気料の値上げに伴

う対応となります。 

 説明欄７ 農村女性の家施設維持管理費につきまして，26万9,000円の増額補正を行うものです。 

 内容としましては，10節 需用費 光熱水費のうち，電気料を22万8000円。電気料の値上げに伴

う対応となります。 

 11節 役務費 通信運搬費 4万1,000円。農村女性の家につきましても，羽鳥公民館同様「まちか

ぎリモート」を導入しており，施設機械警備の遠隔警備において，電話回線を使用しているための

増額補正となります。 

 説明欄８ 農村環境改善センター施設維持管理費につきまして，87万2,000円の増額補正を行うも

のです。 

 内容としましては，10節 需用費 光熱水費のうち，電気料77万6,000円。電気料の値上げに伴う

対応となります。 

 次に，修繕料 9万6,000円。農村環境改善センターの浄化槽調整分水ボックスの撤去配管布設替

工事となります。 

 続きまして，４目 やすらぎの里運営費 説明欄２ やすらぎの里施設維持管理費につきまして，

26万円の増額補正を行うものです。 

 内容としましては，３件の修繕に対応するものです。 

 １件目が，障害者用トイレ手洗い水栓の修繕に 8万3,000円。 

 ２件目が，茶道棟の照明ガラスの修理に 1万4,000円。 

 ３件目が，文芸棟，華道棟，茶道棟，事務棟４棟の修繕に 16万3,000円。こちらの修繕は，障子

や襖等の張替作業等になります。 

 続きまして，５目 生涯学習センター費 説明欄１ 生涯学習センター施設維持管理費につきまし
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て，15万8,000円の増額補正を行うものです。 

 内容としましては，10節 需用費 修繕料 備品の修繕の15万8,000円になります。主に公用車等

の経年劣化による突発的な修理への対応としての補正予算でございます。 

 生涯学習課につきましては以上になります。 

 

 

〇鈴木スポーツ推進課長 

 続きまして，スポーツ推進課所管の歳出について説明させていただきます。７ページをご覧くだ

さい。 

 ６項 保健体育費 ２目 体育施設費に 198万1,000円の補正増をお願いするものでございます。 

 内容につきましては，説明欄２ 希望ヶ丘公園施設維持管理費 10節 需用費 施設の修繕として，

23万5,000円の増額をお願いするものでございます。 

 こちらは，希望ヶ丘公園の多目的広場内ナイター照明等の制御装置機器交換のためでございます。 

 次に，14節 工事請負費 希望ヶ丘公園北側駐車場修繕工事として119万6,000円の増額をお願い

するものでございます。 

 こちらは，希望ヶ丘公園北側の砕石敷駐車場南側法面が崩れており，その土砂が隣地に流れてい

る状態であるため，法面に土嚢を設置し，修繕工事をするためでございます。 

 続いて，説明欄３ 市内体育施設維持管理費でございます。 

 14節 工事請負費 玉里運動公園浄化槽修繕工事として55万円の増額をお願いするものでござい

ます。 

 こちらは，玉里運動公園の公園内屋外トイレ浄化槽の撹拌用ミキサーの故障に伴う，機器交換が

必要なためでございます。 

 スポーツ推進課所管の歳出予算の説明については，以上でございます。 

 

 

〇長谷川教育指導課長 

 続きまして，教育指導課所管になります。８ページをご覧ください。 

 ３目 共同調理場費 説明欄３ 小美玉市共同調理場施設維持管理費 こちらは財源内訳の補正

となります。 

 特定財源のその他の部分が増額となり，一般財源の方が減額という形で，14万6,000円の補正と

なっております。 

 説明は以上でございます。 

 

 

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，お願いいたします。 

 よろしいでしょうか。 

 ご意見ご質問，討論等ないようですので採決に移ります。 

 議案第34号につきまして，ご異議ございませんか。（委員：異議無し） 

 はい。ご異議無しと認めまして，議案第34号は可決といたします。 

 

 

 

 

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。 
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■ 学校教育関係について  ※非公開※  

 
 

■ 学校教育関係について  ※非公開※  

 

 

〇羽鳥教育長 

２つの事業等を報告させていただきました。 

何かご質問ご意見ご確認等ありましたらお願いいたします。 

よろしいでしょうか。 

無いようですので，次に移ります。 

 

 
 

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。 

 

 

◎山口委員 

 ２点あります。 

 １点目，玉川地区学習等供用施設の利用料についてお聞きしたいのですが，農協が利用する際に，

利用料が発生するという話を聞いたのですが，その件がどうなっているか，わかる範囲でお願いし

ます。今までは，農協が利用する際は，料金が発生していなかったと記憶していたのですが。 

 ２点目，これは非常にデリケートな問題で，安倍元首相の国葬について。この日に，半旗を掲揚

する，しない。今まで様々なことで，国から県，県から各市町村へ通知等が，あったかどうかは知

りませんが，小美玉市ではどうだったのか。合わせて，９月に国葬がある予定となっていますが，

その時に，校長一任で済む問題ではないと思われるので，独立した委員会としては，はっきりさせ

ておいた方が良いと思い質問させていただきます。以上です。 

 

 

 

■ 玉川地区学習等共用施設利用料について 

 

〇田山生涯学習課長 

 通常に使用料をいただく形になっていると思います。 

 それか，公での利用ということであれば，免除申請や減免申請をいただいて，対応しているとこ

ろですので、農協の利用にあたっては、他の生涯学習施設と同様に，減免申請が必要となります。 

 

 

◎山口委員 

 あの建物ができた経緯について，担当の市職員に伝わっているかわかりません。国の補助ももち

ろんあったと思うが，玉川農協としても土地を玉里村に寄付した結果，あの施設ができたと捉えて

いる。その見返りとして，利用料が免除になっていたと思っていた。 

 そういう経緯もあって，私が組合長だった当時も，総会や婦人部の集会，各部会の会合等で利用

していたが，全て無料だった。 
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 その代わりと言っては何だが，障子紙が破ければ，農協職員に対応させるなど，持ちつ持たれつ

の関係だった。今現在は，施設を利用することが無くなってきているから仕方ないと思う面がある

が，規約や規則上，そういう経緯を含めた記載は，もう全く無いのか。 

 また実際問題，農協は「新ひたち野」として合併しているため，玉川農協云々では無いと思う。 

 例えば，美野里地区の「ニラ部会」がこの施設を利用する際に，どうするかという話にもなると

思う。理屈から言えば，美野里地区の部会が利用する際も，免除になるのでは。と言われれば，そ

うせざるを得ないと思うが，500円程度の利用料ならば農協も活用すれば良いと思う反面，折角の

施設が活用されないのも何とも言い難いので，過去の経緯や規約等を含めて，調べていただきたい。 

 

 

〇田山生涯学習課長 

 申し訳ありません。その経緯等については，手持ちで資料がありませんので確認して，後ほど，

ご報告させていただきます。（山口委員：承諾） 

 

（その後） 

〇田山生涯学習課長 

 先ほど，山口委員からご質問いただいた学習等共用施設の状況についてですが，ただいま，条例

と施行規則を確認したところ，合併時に制定した条例には，ご指摘のような記載は全くありません

でした。また１回の利用料については，１室１回540円という金額でございます。 

 続いて，令和２年３月に改められた施行規則には，減免規定については，「市長が特に必要に認め

た場合」という規定がございます。規則の最後に，「本規則以外に，管理運営に必要な事項は市長が

別に定める」という記載がありますので，おそらくですが，その運用上で，農協は，免除であった

と考えられるのですが，当時携わった職員等関係者に聞き取りをしたりしながら，それがいつ，ど

のようになっていたのか調べまして，次の定例会でご報告させていただければと思います。 

 

 

 

■ 安部元首相の国葬における小美玉市の対応について 

 

〇羽鳥教育長 

 安部元首相の死去に伴う国葬における本市の対応についてですけれども，先日行われました告別

式で，新聞記事にもなっていましたが，他県他市町村において，半旗を強制して問題になった事例

があります。 

 告別式の際，本市では各学校に対して，半旗を強制することはしないという方針を取りました。 

 これから行われる予定の国葬についてですが，前回の国葬が，私が小学校１年生か上がる前かの

小さいときの記憶ですが，吉田茂首相でしたので，そこからかなりの年月が経ち，時代も変わって

きています。当時と時代を取り巻く環境が変化していますので，市町村の独自性の話もありました

けれども，他市町村との兼ね合いを考慮しなければならないことや，国葬ですのでおそらく，国あ

るいは県からの指示・要請も考えられますので，その方針が伝わってきた時点で，市教委として検

討して対応していきたいと，現時点ではそのような考えを持っています。 

 

 

◎山口委員 

 いずれにしても，市の方針が決まった時点で，少なくとも我々には連絡をいただければと思いま

す。 

 

 

〇羽鳥教育長 

 例えば，定例会のタイミングが合えば，その場でお示しできますし，タイミングがずれた時には，

何らかの方法でご説明をさせていただきたいと思います。 
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 その他どうでしょうか。 

 

 

 

◎小仁所委員 

 適正規模・適正配置ということで，小川地区及び玉里地区の統廃合が進んだと思いますが，その

後の跡地利用の会議等を含めた進捗状況をお聞かせいただきたいと思います。 

 

 

■ 閉校となった小学校等の跡地利用について 

 

〇比気教育企画課長 

 跡地利用の状況ということで，実際には総務部行政経営課が窓口となって計画の方を立てている

ところがございます。 

 例えば先ほども予算の中に，堅倉幼稚園や羽鳥幼稚園の扱いが出ていたと思いますけども，堅倉

幼稚園であれば，既に解体工事の設計の方に入っており，園舎敷地が借地の関係もありますので，

地権者の方に返却する関係から，今年度中には解体まで完了し，借地を返却するということは決ま

っております。 

 全体的な計画書にはありませんが，旧小川小学校校舎体育館等の整備等につきましても，実際の

計画が進んでいる中では，取り壊しを行い，広大な広場としての整備を行うというな方向で，すで

に動き出しているというところがございます。 

 全体の計画とは，繰り返しとなってしまいますが，行政経営課で策定した施設個別計画等の中で，

それぞれ計画されておりますので，少しずつ動きはじめたということで，ご質問対する説明にはな

りきれないと思いますが，そういった状況で進んでおるということで，ご理解をいただければと思

います。 

 

 

◎小仁所委員 

 閉校となったどこの小学校も，跡地検討委員会を立ち上げて，検討がなされているのでしょうか。 

 

 

〇鈴木スポーツ推進課長 

 その点について，スポーツ推進課の方からご説明させていただきたいと思います。 

 橘小学校の跡地利用を目的として，昨年度「旧橘小跡地整備検討委員会」を立ち上げ，跡地利用

に関する基本計画を決めました。 

 計画としては，小川運動公園の部分の代替施設として，体育館はそのまま運用し，残りの敷地に

ついては，橘広場という名称で，今後，整備していくという計画でございまして，今年度につきま

しては，測量地質調査の業務を委託し，業務完了後，来年以降から，実施設計業務等具体的な設計

に入り，その後工事に入るという計画で進めております。以上でございます。 

 

 

〇羽鳥教育長 

 その他どうでしょうか。 

 

 

 

■ 民間企業との協定締結について 

 

〇長谷川教育指導課長 

 教育指導課から，先ほどの教育長のご挨拶でもありました，協定について報告させていただきま
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す。写真のみで，具体的な内容の資料が無く申し訳ありません。 

 口頭で説明をさせていただきますと，「ナノスタンド」と言われる給水機，こちらを各小中学校と

義務教育学校９校に18台を設置させていただきました。 

 こちらは，現在使用している水道から分岐させ，給水機を通すことで，残留塩素などの不純物を

取り除いて，ミネラルウォーターに近い常温の水が出てくるものになっております。 

各学校に設置したウォータースタンドは，マイボトルの普及を推進しており，ペットボトル等のプ

ラスチックごみの削減というものを，全国的に推奨しています。 

 これからの取り組みとしては，各学校の方に，出前授業やワークショップという形で，ＳＤＧｓ

に向けた取り組みというか，子供たちに理解をいただくような取り組みを，ウォータースタンドと，

連携をとり，進めていきたいと思いますので，よろしくお願いしたいと思います。以上でございま

す。 

 

 

■ 次回定例会について  ９月27日（火） 14時30分から 本庁 ２階 第二会議室  

 

〇笹目教育企画課主任 

 次回定例会についてご案内させていただきたいと思います。 

 先月の定例会において，９月の定例会については，27日の14時30分からということでご了解いた

だいておりますが，その点，最終確認をさせていただければと思いますよろしくお願いいたします。 

 

 

〇羽鳥教育長 

 ９月27日 14時30分 本庁舎第二会議室ということで，よろしいですか。（委員：頷く） 

 はい。それでよろしくお願いいたします。 

 

 

 
 

 

８．閉 会 

 

〇 羽鳥教育長 

 他にありませんか。無ければ，本日予定していた内容すべて終了しました。 

 事務事業点検を本日行いましたが，今までよりも，事務局の説明をスリムにして，質問と回答と

いう形で進めさせていただき，委員の皆様に評価していただきました。時間的にも大分を短縮する

ことができたと思っています。また，慎重なご審議とご協力の程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８月定例会を閉会とさせていただきます。本日はお

疲れ様でした。 

 

 

 


