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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３０年２月２２日（木） 午後３時００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    教育長 中原 一博 

委員（教育長職務代理者）中村 和幸 

          委員 大金 隆子 

委員 稲田 昌孝 

委員 安西 仁人 

４  欠席委員        なし 

５ 事務局職員   教育次長 生天目 忍 

教育総務課長 綿引 久雄 

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 大久保 佳明 

学校給食センター所長補佐 井坂 仁一 

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 

議案第4号 

議案第5号 

議案第6号 

議案第7号 

 

議案第8号 

 

常陸太田市教育委員会職員の職名規則の一部改正について 

常陸太田市教育委員会事務局組織規則の一部改正について 

常陸太田市教育委員会事務決裁規程の一部改正について 

常陸太田市教育委員会事務局処務規程の一部改正について 

常陸太田市学校防災推進委員会設置要綱の一部改正について 

常陸太田市立幼稚園通園バス利用要綱の一部改正について 

平成２９年度常陸太田市一般会計補正予算（第７号）案（教育費

関係）の編成に対する意見について 

平成３０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） 水府小・中学校 一貫教育学校開校記念式典の開催について 

 

９ 閉  会 （午後４時３５分） 
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教育長 午後３時００分、定刻になりましたので、ただ今から教育委員会２月定

例会を開会します。 

２月の下旬、来月には卒業式を控え、年度のまとめの時期となりました。

学校ではインフルエンザの流行もあり学級閉鎖、学年閉鎖の措置をとる状

況もありましたが、現在のところは終息してきている状況です。 

さて、本日の定例会ですが、出席委員ですが、全員出席となっておりま

す。事務局職員についても同様で全員出席です。会議録署名委員には大金

隆子委員にお願いをいたします。 

本日の議案ですが、日程表のとおりです。８件の議案がございます。ま

た、その他 水府小中学校一貫教育学校の開校記念式典の開催について概

要の説明をいただく予定となっております。まず、議案ですが、議案第１

号から第６号まで、関連がございますので、事務局から一括して説明をお

願いいたします。 

教育次長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

それでは、議案の第１号から第６号まで、関連がございますので一括し

てご説明申し上げます。議案第１号常陸太田市教育委員会職員の職名規則

の一部改正について、議案第２号常陸太田市教育委員会事務局組織規則の

一部改正について、議案第３号常陸太田市教育委員会事務決裁規程の一部

改正について、議案第４号常陸太田市教育委員会事務局処務規程の一部改

正について、議案第５号常陸太田市学校防災推進委員会設置要綱の一部改

正について、議案第６号常陸太田市立幼稚園通園バス利用要綱の一部改正

について、それぞれ規則・規程等の一部改正でございますが、提案理由と

いたしましては、すべて常陸太田市教育委員会職員の補職名の見直しに伴

い、規則・規程等を改正するものです。 

これらについては、平成２７年４月、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が施行されておりますが、旧法では、教育

委員長が教育委員会の代表者であり、教育長が欠けたとき事故あるときに

は事務局職員の教育次長が具体的な事務執行についてその職責を追うも

のとされておりましたが、新法では、教育委員長と教育長が一本化され、

教育長が欠けたとき事故あるときには教育長の職務を代理する者を、あら

かじめ教育長が教育委員の中から指名して、事務に支障をきたすことのな

いようにしたところであり、教育長職務代理者を指名しているところであ

ります。県内の市教育委員会を見てみますと、本市のほか２市教育委員会

において教育次長という補職名を使っている状況で、多くの市教育委員会

において教育部長という補職名を用いている状況であります。 

改正の背景につきましては以上であります。議案第６号まで資料では１

９ページまでございますが、それぞれの議案において、改正文・新旧対照

表にありますように、すべて「教育次長」という補職名を「教育部長」と

いう補職名に改める内容となっております。 
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教育長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

教育次長 

ただいまの説明について何か質疑等はありますか？ 

ないようですので、議案第１号常陸太田市教育委員会職員の職名規則の

一部改正について、議案第２号常陸太田市教育委員会事務局組織規則の一

部改正について、議案第３号常陸太田市教育委員会事務決裁規程の一部改

正について、議案第４号常陸太田市教育委員会事務局処務規程の一部改正

について、議案第５号常陸太田市学校防災推進委員会設置要綱の一部改正

について、議案第６号常陸太田市立幼稚園通園バス利用要綱の一部改正に

ついて、以上６件については、議決いただいたということにいたします。 

続いて、議案第７号「平成２９年度常陸太田市一般会計補正予算（第７

号）案（教育費関係）の編成に対する意見について」を議案といたします。

事務局から説明願います。 

資料は別冊になります。１８ページから成る資料ですが、主なものにつ

いて説明いたします。まず、資料６ページをお開き願います。第２表繰越

明許費補正でございます。教育費、小学校費として２件、中学校費として

１件、計３件ありますが、小学校大規模改修事業と水府地区小中学校整備

事業、金砂郷統合中学校整備事業です。小学校大規模改修事業については

太田小学校校舎の大規模改修事業で 138,751 千円の全額繰越となってい

るものです。その下、水府地区小中学校整備事業 39,312 千円については

基本実施設計の業務委託のものです。今年度 30％の執行を予定し、残る

70％について繰越となるものです。続いて、3 点目は金砂郷統合中学校整

備事業で 11,214 千円とありますが、こちらは金砂郷中学校の体育館、外

構工事を予定しているものです。工事費の 40％程度を繰り越す予定とな

っております。続いて資料のページ 11 ページをお開き願います。歳入に

なりますが目の 6 教育費国庫補助金で 1 節小学校費補助金に 46,557 千円

の歳入補正がございます。こちらは学校施設環境改善交付金でございま

す。続いて 18 ページの中段 20 款・諸収入の 3 目・雑入にスポーツ振興

くじ助成金 20,000 千円がございます。こちらは白羽運動公園スポーツ広

場の野球場の内野グラウンドの改修費用となっております。 

次に歳出についてご説明いたします。資料は 14 ページをご覧願います。

14 ページ 19 節負担金、補助金及び交付金ですが 2,100 千円の補正減とし

ております。こちらは奨学資金返還助成事業でありますが、今年度は 4

人の方から申請をいただき交付決定しているものです。執行額は 400 千

円となり事業完了、2,100 千円を不用額ということで補正減するものであ

ります。次に 2 項小学校費ですが 1 目学校管理費、15 節工事請負費とし

て 138,751 千円の補正増をするものです。先ほどありました太田小学校の

大規模改修工事ということで 2 月 20 日、国からの内示が出され今年度の
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補正にて対応するものです。屋上の防水工事や床や壁の補修など全額繰越

になりますが実施していくものです。続いて小学校費に 3 目学校建設費に

報償費として 500 千円を補正減するものがございます。プロポーザル報

償費ですが、こちらは公募型としたため全額を不用額として補正減するも

のです。次のページ 16 ページをご覧願います。上段になりますが、1 目

幼稚園管理費 1 節報酬ですが特別支援指導員報酬 522 千円の補正増があ

ります。こちらは 7 幼稚園で当初 15 名の予算で特別支援指導員、いわゆ

る介助員を配置していたところですが 17 名の支援員を配置し事業を進め

ていたため補正増するものです。その下、7 節賃金ですが講師賃金 354 千

円の補正増とありますが、こちらは育休代替講師を配置しているもので

す。 

説明は以上です。 

教育長 ただいまの説明について何か質疑等はございますか？ 

委員 金砂郷中学校整備事業の説明がありました。先日、金砂郷中学校を訪問

する機会があったのですが、新しい体育館について細かな点で追加しても

らいたい工事内容があるような話をされていました。例えば掃除用具入れ

などです。使いやすい設備を求めていくとどうしても不完全なものがある

と聞いていましたがいかがでしょうか？また職員室からの通路・渡り廊下

ですが子どもたちの移動を考えると屋根を付けてほしいと思っています。 

教育総務課長 1 点目のご意見ですが、学校からの要望を取りまとめ、今後の予算編成

において実施していきたいと考えています。2 点目のご意見については、

中学校体育館は災害時において避難所となりうることも想定しておりま

す。そのような中、炊き出しを行うとか、避難所としての物資を搬入する

などのことも想定されます。構造上の問題として屋根を設置することが相

応しいか？どのような影響が生じるのか？検討していきます。 

委員 特別支援指導員の説明がありましたが、幼稚園の職員配置については幼

稚園定員を捉えて年度当初から十分な体制が図られるよう人員配置に努

めていただきたい。強化してほしい施策のひとつです。 

教育総務課長 

 

 

 

事務局も同様の考え方であります。3 歳児ＴＴの配置がそうですが、他

市にない手厚い職員配置になっております。手厚く、きめ細かに関われる

ような人員配置を目指していきます。 
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教育長 

 

 

 

 

 

 

教育次長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

その他ありますか？ 

なければ、議案第７号「平成２９年度常陸太田市一般会計補正予算（第

７号）案（教育費関係）の編成に対する意見について」は議決いただいた

ことといたします。 

続いて、議案第８号「平成３０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」を議題といたします。 

事務局から説明願います。 

こちらも資料は別冊になります。併せて、平成３０年度一般会計当初予

算案の概要という資料がありますのでご覧願います。最初にこの概要資料

から説明いたします。１ページですが会計別予算総括表があります。一般

会計ですが、前年度予算額 22,982,000 千円となっているところ、平成 30

年度予算額23,626,000千円と、対前年度増減率2.8%の増となっています。

続いて 3 ページ、当初予算総括表ですが、９款教育費、本年度 3,439,590

千円の予算で前年度比 480,678 千円、増減率ですが 16.2%の増となって

おります。主な内容ですが、金砂郷統合中学校整備事業、水府小中学校整

備事業、小中学校図書室エアコン設置事業、市民交流センター改修事業、

運動公園整備事業、学校給食設備整備事業がございます。 

次に資料の４ページですが予算名称ごとの内訳・構成比について円グラ

フで示された資料がございます。教育費ですが、全体の市予算の内 14.6%、

民生費 31.6％に次いで２番目に多い項目になっています。 

続いて、一般会計主要事業ですが、９ページをご覧願います。教育費の

うち、８事業の記載があります。まず、小中学校図書室エアコン設置事業

予算額 61,694 千円ですが、小学校 8 校、中学校 3 校の図書室にエアコン

を設置し学習環境の改善を図るものです。続いて、水府小中学校整備事業

505,297 千円ですが、校舎建築工事、管理業務委託料です。次に、金砂郷

中学校整備事業 258,894 千円ですが、旧屋内運動場の解体工事、グラウン

ドの整備工事、駐車場・テニスコートの整備工事です。続いてページ 10

ページですが、いじめ・不登校の未然防止（Q-U アンケート）のために

1,639 千円を計上しています。続いて学校図書館司書配置事業ですが

7,419 千円ですが、こちらは拡充事業です。これまで小学校に週 2 日配置

されていた図書館司書を週 3 日に拡充するものです。さらに、週 2 日中学

校にも配置するものです。続いてふるさと愛育推進事業（夢塾）634 千円

ですが、小学 1 年生から 3 年生の親子を対象に、ふるさとの歴史や文化な

どの学習や体験を通して、郷土愛を育む事業として新規に実施するもので

す。続いて、市民交流センター改修事業 219,078 千円ですが、市民交流セ

ンター屋根改修工事を実施いたします。最後に運動公園整備事業 72,556
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千円です。こちらは国体事前準備に伴う施設改修費です。 

次に少子化・人口減少抑制対策主要事業について説明します。資料は１

２ページになります。下段、教育費に３事業を挙げています。まず、ふる

さと定住奨学資金返還助成事業、予算額 2,100 千円計上しています。続い

て、幼稚園 3 歳児クラス TT 配置事業 7,253 千円ですが、3 歳児 11 名の

児童に対し TT1 名を配置していくものです。最後に、放課後子ども教室

推進事業 6,921 千円ですが、こちらも継続事業となっています。 

次に歳入ですが、市立幼稚園保育料の第 2 子無料化、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、給食費の第 3 子以降の無

料化、小・中学校給食費の軽減、これらについてすべて継続実施していく

ものです。以上が主な事業ということで、別冊概要資料の方から説明させ

ていただきました。 

続いて議案書 55 ページから成る資料において説明させていただきま

す。議案書の歳出について、資料の 24 ページをご覧願います。 

1 項教育総務費ですが、19 節負担金、補助及び交付金の中に、助成金・

奨学資金返還助成事業費として 2,100 千円計上しております。また、26

ページですが、15 節・工事請負費として 2,938 千円の施設改修費がござ

います。こちらは教育支援センターかわせみのトイレ改修工事でございま

す。次に２７ページ、小学校費の委託料ですが、特殊建築物定期調査委託

料 9,126 千円ございますが、こちらは 3 年ごとに調査を要するものであり

ます。次、２８ページの 15 節工事請負費ですが、こちらは小学校図書室

のエアコン設置工事と世矢小学校体育館玄関の改修工事、太田小学校体育

館床研磨工事であります。学校建設費には 13 節委託料として水府小・中

学校整備工事管理委託料 13,415 千円がございます。また、15 節工事請負

費において水府小・中学校整備工事と施設整備工事を実施する予定であり

ます。全体では12億の工事を予定していますが、出来高ということで40％

を計上しているものです。またこれらにはグラウンドの照明塔撤去工事を

含んでいるものです。続いて３１ページ、中学校費になりますが、同じよ

うに 15 節工事請負費がございまして、図書室のエアコン設置工事、それ

と世矢中学校の校舎屋上防水工事、里美中学校柔剣道場の床改修工事を予

定しているものです。 

続いて、教育振興費 1 節報酬ですが、学校図書館報酬として 5 人分の報

酬を計上してございます。19 節負担金、補助金及び交付金ですが、中学

生海外派遣研修事業ということで 5,750 千円計上しています。中学生 30

名、引率教諭を 2 名から 3 名にすることで、298,000 円の予算増となって

おります。学校建設費ですが 13 節委託料に金砂郷屋内運動場の跡地とな
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教育長 

委員 

 

 

教育次長 

りますが、文化財発掘調査委託料として 13,695 千円を計上してございま

す。16 節工事請負費ですが、こちらは 245,160 千円の金砂郷統合中学校

整備工事ですが、屋内運動場、グラウンドの整備、テニスコート、駐車場

の整備を実施するための予算計上となっております。 

続きまして、40 ページをご覧願います。生涯学習関係です。11 節需用

費から12節役務費13節委託料14節使用料及び賃借料については合計で

638,000 千円となりますが、さきほど概要版で説明したふるさと夢育推進

事業（夢塾）に関する予算計上となっております。続いて 44 ページにな

りますが、15 節工事請負費ですが 23,057 千円の施設改修工事費用で図書

館のエレベータの改修費用となっております。次に 46 ページ 13 節委託

料の中に、市民交流センター改修工事設計委託料 3,078 千円を計上してお

ります。市民交流センターの屋根改修工事の設計委託料となっています。

下段に設計委託料 2,636 千円がありますが、こちらは交流センターふじの

屋根防水工事の設計委託料となっております。次に 15 節工事請負費は 13

節にあった委託料の改修工事のものとなっております。 

続いて資料は５０ページをご覧願います。3 目学校給食費 13 節委託料

に設計委託料を計上してあります。給食センターエアコン関係防音工事の

設計委託料です。15 節工事請負費には 9,342 千円の施設改修費を計上し

てあります。次のページ 4 目体育施設費ですが、11 節需用費に修繕料

25,878 千円を計上してありますが、温水プールの修繕一式に係るものと

なっております。同じく 13 節委託料には調査設計委託料 5,022 千円があ

りまして、国体関連の山吹運動公園駐車場の整備に係る設計費用として計

上しているものです。15 節工事請負費に、山吹運動公園トイレの設置工

事、白羽スポーツ運動公園施設のトイレ設置工事、武道館の屋根改修工事

を予定しているものです。 

以上、教育費関係の主な歳出予算について、工事や設計委託等を中心に

いたしました。先ほども述べたとおり教育費予算が伸びている状況で、施

設の新築や改築に予算がかかっている状況であります。これらについては

人口減少や少子化対策に係るものであり、教育環境の整備をしていくこと

で、よい学校、よい教育をめざし、子どもたちを増やす施策となるよう推

進していきたいと考えております。 

ただいまの説明について何か質疑等はありますか？ 

中学生海外派遣研修事業の説明がありました。30 名の参加のようです

が、学校間の格差はありますか？男女の比は？行先の検討等はどのようで

すか？ 

参加者ですが、学校で 1 人の希望者のところもあれば、10 人を超える 
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学校もあります。希望者が少数の学校については、校長を通し、再度声掛

けをしております。国際人の育成の一環として重点的に継続したいところ

です。行先や方面は、オーストラリアケアンズは飛行距離や時差、治安等

を考えても妥当なところと捉えています。事業としては一部の参加者とい

う意見もありますが、全額公費ではなく、一部個人負担もあることからこ

のこともほぼ適当と考えていますが、毎年、実行委員会を設置しています

ので、実行委員会の中で議論していきたいと考えています。 

 学校をはじめ社会教育施設や社会体育施設においてトイレの改修が進

められていますが、すべてを洋式化にしていくのでしょうか？その考え方

はいかがですか？ 

 小中学校の場合、１か所のトイレに１つは和式を残すことで整備してい

ます。 

 保健体育総務費に久慈川サイクリングコース管理運営協議会の負担金

が計上されていますが、活動内容はどのようでしょうか？大会の計画はあ

りますか？ 

 日立市、東海村、常陸太田市において負担金を出し合ってコ－スの維持 

管理をしています。主に除草作業ですが、国土交通省が行う除草作業に合

わせて行っています。大会の計画はありません。道の駅ひたちおおたに利

用者を引き込み、交流人口の増が図られるよう施策を考えていきたいとこ

ろです。 

 その他ありませんか？ 

 特になし 

 次第の７その他ですが、水府小・中学校一貫教育学校開校記念式典の開

催について担当課から説明をお願いします。 

 ・水府小中学校一貫教育学校開校記念式典の開催について 

  資料により、日程、場所、案内者、式次第について説明 

 ・当面の行事予定（教育委員会委員） 

  ３/１３ 中学校卒業式 

  ３/１６ 教育委員会定例会 

  ３/２４ 水府小閉校式、山田小閉校式 

  ３/３０ 教職員人事発令通知書伝達式、教育委員会臨時会 

  ４/２  教育委員会協議会、教職員人事発令通知書伝達式 

  ４/９  小学校入学式 

  ４/１１ こども園開園式 

  ４/１４ 水府小・中学校一貫教育学校開校記念式典 
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次回教育委員会定例会（３月）日程について 

日時 平成３０年３月１６日（金）午後１時３０分 

場所 市役所分庁舎２階 教育委員会会議室 

 

 

閉会 午後４時３５分（所要時間９５分） 
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