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常陸太田市教育委員会定例会（２月）会議録 
 
 

１ 日  時    平成２９年２月２３日（木） 午後３時２４分 

２ 場  所    常陸太田市役所分庁舎教育委員会会議室 

３ 出席委員    委員長 小林 憲男 

          委員長職務代理者 佐川 美都里 

委員 大金 隆子 

委員 稲田 昌孝 

教育長 中原 一博 

４  欠席委員        なし 

５ 事務局職員   教育次長 菊池 武 

教育総務課長 江尻 伸彦 

指導室長 西連寺 有 

生涯学習課長兼生涯学習センター館長 関 勝仁 

文化課長 大畠 敬一 

スポーツ振興課長 木村 久男 

図書館長 金澤 栄 

学校給食センター所長 増山 泉 

６ 会議録署名委員 大金 隆子 委員 

７ 議  案 

議案第1号 

 

議案第2号 

 

議案第3号 

 

常陸太田市学校給食センターの設置及び管理に関する条例の一部

を改正する条例の意見について 

平成28年度常陸太田市一般会計補正予算（第6号）案（教育費関

係）の編成に対する意見について 

平成29年度常陸太田市一般会計予算案（教育費関係）の編成に対

する意見について 

８ その他 

（１） のぞみ幼稚園の認定こども園への移行に係る基本的な考え方について 

（２） 水府地区における認定こども園への移行に係る基本的な考え方について 

（３） 教育委員会委員の行事予定について（平成 28 年 3 月～4 月） 

（４） 教育委員会行事について 

９ 閉  会 （午後４時１４分） 
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委員長 午後３時２４分、ただ今から教育委員会２月定例会を開会する。 

出席委員は全員出席。事務局職員も全員出席。会議録署名委員は大金委

員にお願いする。本日は３件の議案がある。まず、議案第１号「常陸太田

市学校給食センターの設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例

の意見について」事務局から説明を願う。 

教育次長 それでは、資料１ページをご覧ください。 

「常陸太田市学校給食センターの設置及び管理に関する条例の一部を

改正する条例の意見について」であります。提案理由といたしまして、常

陸太田市学校給食センター里美センターを廃止するため、本条例の一部改

正を行うものであります。２ページをご覧ください。下段に附則とありま

して、この条例は、平成２９年４月１日から施行するものであります。説

明は以上です。 

委員長 ただいまの説明に対して何か質問等ありますか？  

委員 特になし。 

委員長 なければ、議案第１号については議決いただけたということといたしま

す。続いて、議案第２号「平成２８年度常陸太田市一般会計補正予算（第

６号）案（教育費関係）の編成に対する意見について」議題とします。事

務局から説明願います。 

教育次長 それでは４ページをご覧ください。議案第２号「平成２８年度常陸太田

市一般会計補正予算（第６号）案（教育費関係）の編成に対する意見につ

いて」でございます。こちらは、３月市議会定例会に上程する内容のもの

となっています。９款教育費の中で歳入補正・歳出補正ともにございます

が、主な歳出補正案についてご説明をいたします。まず、２０ページをご

覧ください。９款教育費、２項小学校費の１３委託料ですが、１２，３７

１千円の補正減としています。こちらは通学バス運行業務委託料の補正減

でして、昨年１０月から誉田小と機初小のスクールバスから路線バス移行

に伴う委託料の減であります。その下、８，４０２千円の設計委託料の減

ですが、こちらは大規模改修工事の入札差金であります。次に２０節扶助

費のところで５，０３０千円の補正減がありますが、こちらは要保護及び

準要保護児童就学援助費の認定者の減による補正減となっています。次に

３項中学校費ですが、小学校に同様、設計委託料の補正減がありますが、

こちらも大規模改修工事に係る設計委託の入札差金となっています。次、

２１ページです。１３節の委託料に文化財発掘調査委託料と金砂郷中学校

屋内運動場設計委託料の補正減がありますが、それぞれ入札差金となって

おります。次に同じく２１ページ５項社会教育費ですが、５目公民館費の
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１５節工事請負費において４，５１４千円の補正減がございますが、こち

らは高倉公民館解体工事に係る入札差金となっております。８目社会教育

費施設の１５節工事請負費６，５６１千円ですが、市民交流センター大ホ

ールのマイク改修工事がありましてその入札差金となっております。以

上、主な内容の説明とさせていただきます。 

委員長 ただいまの説明に対して何か質問等はありますか？ 

委員 特になし。 

委員長 なければ、議案第２号については議決いただけたということといたしま

す。それでは、続いて、議案第３号「平成２９年度常陸太田市一般会計予

算案（教育費関係）の編成に対する意見について」を議題とします。事務

局から説明願います。 

教育次長 それでは、続きまして資料の２４ページをご覧ください。また、併せて

別冊資料として提出していますが、「平成２９年度一般会計当初予算の案」

という資料を使いましてご説明いたします。こちらについても主なものを

ご説明いたします。議案第３号、平成２９年度常陸太田市一般会計予算案

（教育費関係）の編成に対する意見について、地方教育行政の組織及び運

営に関する法律第２９条の規定に基づき、市長から意見を求められた平成

２９年度常陸太田市一般会計予算案（教育費関係）について同意するもの

とする。教育長名でございます。２６ページをご覧願います。予算事項別

の資料ですが、教育費は９款でありますが、全体で見ますと、前年度予算

額２，６５３，６６８千円に対しまして、本年度２９年度予算額は２，９

５８，９１２千円ということで、比較３０５，２４４千円の増となってお

ります。別冊の概要資料の４ページをご覧いただくと、円グラフで標記さ

れている資料がありますが、歳出予算を見てみますと教育費は全体の１

２．９％、項目別で言いますと民生費に次いで２番目の多い項目となって

おります。その前の３ページのところですが、今述べた教育費全体の予算

が記載されていまして、増減率は１１．５％の増となっています。備考欄

ですが、その中で主な事業について記載がありますが、来年度は金砂郷中

学校整備事業に５０１，９７４千円、水府地区小・中学校整備事業に７８，

０１２千円、小・中学校普通教室扇風機設置事業に５９，２４３千円、ま

た再来年度の国体開催に向けて白羽スポーツ広場整備事業に５１，５２４

千円、西山荘保存事業に８，６６５千円の予算を計上しております。これ

ら主要事業でありますが、資料の１０ページをご覧願います。新規事業を

中心にご説明いたしますが、まず、水府地区小・中学校整備事業に７８，

０１２千円。事業概要ですが、校舎建設の基本・実施設計業務委託、測量
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業務委託、地質調査委託、水府中学校改修工事を予定しております。次に、

小・中学校普通教室への扇風機設置事業ですが、小学校１０校、教室数に

して１００教室、また中学校は６校、教室数にして６２教室、これら全て

の普通教室に扇風機を設置して児童生徒の学習環境の改善を図るもので

あります。また、下から２行目、ジュニア競技能力向上事業ですが、３歳

から１５歳を対象に、それぞれの発育段階に応じたプログラムを取り入れ

た教室を開催していくことや、心技体のバランスのとれた指導者を育成し

ていく事業を実施していきます。 

次に１３ページですが、少子化・人口減少抑制対策主要事業です。市立

幼稚園保育料の第３子以降無料化、市立幼稚園給食費の軽減、市立幼稚園

給食費の第３子以降の無料化、小・中学校給食費の軽減、これらについて

は今までどおり引き続き行っていきますが、このページに拡充とあります

ように、来年度からはこれまでの市立幼稚園保育料の第３子以降無料化に

加えて、第２子に対しましても無料化するということで少子化・人口減少

抑制対策施策を進めていくものであります。最後のページ１４ページです

が、平成２９年度一般会計の主な事務事業の見直しと財源の確保というこ

とで資料をご覧願います。教育用コンピュータ、太田小学校他１７校の教

育用コンピュータの再リースによる３，３６０千円の削減、学校給食セン

ター里美センターの統合・廃止による１４，７６０千円の削減、給食運搬

業務全体を民間委託することで、人件費・運搬費に係る維持軽減というこ

とで７，９９１千円の削減を図っていくこととなっております。 

続いて、本編の資料を用いまして、主な歳出予算の内容について説明を

いたします。資料は３５ページからが歳出予算となっています。主な内容

ということで、先ほど説明しました小中学校普通教室の扇風機設置工事で

すが、４１ページ、２項小学校費の１目学校管理費１５節工事請負費４７，

６５９千円、また、そのページの１３節委託料のところで設計委託料２，

３４４千円とありますが、こちらは久米小学校トイレの改修工事に係るも

のとなっています。４２ページ、３目学校建設費、１３節委託料に水府地

区小中学校校舎設計委託料５９，５７３千円を計上してございます。また、

次のページですが、測量調査設計委託料９，５６９千円、地質調査委託料

３，１８６千円、１５節工事請負費には水府中学校の施設一部改修という

ことで５，１８４千円を計上しているところであります。次に３項中学校

費ですが、４４ページに小学校と同様に１５節工事請負費を上げています

が普通教室への扇風機設置工事、また、あるいは瑞竜中学校の屋上防水改

修工事費を計上しています。４６ページに移りまして、３目学校建設費で

すが、金砂郷統合中学校整備工事ということで、４８０，９３５千円を体
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育館の建設費用として計上しております。以上、学校関係の主な歳出予算

について説明をいたしました。 

この外にも、生涯学習・文化・スポーツ、それぞれの項目より予算計上

がありますが、それぞれ資料の方からお読み取りいただきますようお願い

いたします。 

委員長 ただいまの説明に対して何か質問等はありますか？ 

佐川委員長職

務代理者 

保育所や幼稚園の保育料の軽減、無料化がされていますね。時代が変わ

って、少子化となっていますが、その中で、保護者にとっては働きやすい、

子どもを預けやすい環境になっていますね。 

委員長 常陸太田市の子育て支援施策は、新聞等でも広くＰＲされていますね。

教育長 

 

 

 

 

保育所・幼稚園の保育料の軽減により、保護者の方々は子育てに役立て

てもらいたいと願っている。本市の場合、こういったことを外にＰＲして

おり、若い人たちの転入者も多くある。さらに、平成２７年度にはさくら

保育園という民間保育園も開設され、待機児童解消に大いに助かってい

る。今では、さらに保育所を希望する世帯が増え続け、さくら保育園が出

来て市内保育所の定員増・預入体制が整ったにもかかわらず、さらに保育

所希望世帯が増えている現状。今後、里美地区や水府地区にも児童人口を

にぎわすものとなると良いと考えている。 

委員長 扇風機は普通教室１教室に何基取り付けられるのでしょうか？特別教

室への設置の考え方はいかがでしょうか？ 

教育総務課長 普通教室１教室に４基を予定しています。 

平成２７年度に設置した学校施設検討協議会でも議論しまして、子ども

たちの環境として扇風機を推す意見が大勢を占めていたこと等を踏まえ

まして、扇風機を設置するということで検討を進めてきたものでありま

す。エアコンですと教室の出入りの度に室温の変化が伴い、体温の管理も

難しいと捉えておりまして、また、学習環境としてもこれまで以上に改善

されるものと考えています。 

特別教室については、学校により多少の違いがありますが、特別教室と

いっても学校によって必要性の高い教室がそれぞれ実情が異なっており

ます。まずは普通教室に固定型扇風機、その後において、必要性の高い特

別教室にエアコンの設置を検討していくことになっています。 
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委員長 その他、ご意見等はありますか？ 

なければ、議案第３号については議決いただけたということといたしま

す。続いて、次第にあります７「その他」に移ります。２点ありまして、

のぞみ幼稚園の認定こども園への移行に係る基本的な考え方について、も

う一つ、水府地区における認定こども園への移行に係る基本的な考え方に

ついて、それぞれ説明願います。 

教育総務課長 ・のぞみ幼稚園の認定こども園への移行に係る基本的な考え方について

・水府地区における認定こども園への移行に係る基本的な考え方につい

て（別冊６ページにわたる資料にて説明） 

1 背景 

2 移行期日 

3 施設の位置 

4 調整スケジュール（案） 

5 定員・学級編制イメージ 

6 事業内容（案） 

・教育委員会委員の当面の行事予定（平成２９年３月～４月） 

3/10 中学校卒業式 

3/16 教育委員会定例会 

3/31 教職員人事発令通知書伝達式 

   教育委員会臨時会 

4/3  教育委員会協議会 

   教職員人事発令通知書伝達式 

4/6・7 小学校入学式 

4/中  県北市教育委員会連絡協議会定期総会・情報交換会 

文化課長 ・2/18～16 通学路から見た鯨ヶ丘（太田一高写真部写真展） 

      会場：郷土資料館梅津会館 

・3/1～31 梅津会館のひなまつり 

      会場：郷土資料館梅津会館 

・3/3～12、3/14～19 芋くさい！？それがどうした！！展 

会場：郷土資料館梅津会館・水戸市ハーモニーホール 

教育総務課 ・次回、教育委員会定例会（３月）日程について 

日時 ３/１６（木）１３：３０ 

場所 常陸太田市教育委員会会議室 

【閉会 午後４時１４分】 

（会議所要時間５０分） 

 


