
2020 年（令和２年）第３回姶良市教育委員会定例会 

 

令和２年３月８日（日）     

開会 ９時 18 分 

閉会 10 時 22 分 

加治木総合支所南庁舎３階会議室 

 

１ 出席者 

 小倉教育長 川畑委員 中間委員 岩元委員 藤谷委員 

 

２ 教育委員会事務局の出席者 

 岩下部長 小林次長兼学校教育課長 塚田次長兼保健体育課長 北野教育総務課長 

 原口社会教育課長 桃木野図書館事務局長 別府国体推進課長 

 

３ 議事 

 

４ 議事録 

 

おはようございます。ただいまから令和２年第３回姶良市教育委員会定例会

を開催いたします。これ以降の進行につきましては、小倉教育長にお願いい

議案等番号 件   名 結果 

議案第６号 
姶良市家庭教育推進委員会要綱の一部を改正する告示に関

する件 
可決 

議案第７号 
姶良市立西浦小学校スクールバス等運行に関する規則に関

する件 
可決 

議案第８号 姶良市立学校管理規則の一部を改正する規則に関する件 可決 

議案第９号 
姶良市立小学校長及び中学校長の権限に属する事務の専決

に関する 
可決 

議案第10号 姶良市立新留小学校の休校措置（継続）に関する件 可決 

議案第11号 
令和元年度姶良市一般会計補正予算(第９号)(教育費)に関

する件 
可決 

報告第１号 工事請負契約の締結に関する件 承認 

教育部長 



たします。 

 

では会議に入ります。本会議は公開を原則としておりますが、本日の会議を

公開とすることにご異議ございませんでしょうか。 

 

はい。 

 

異議なしと認めます。よって本日の会議は公開することといたします。 

日程第１「議事録の承認･署名」ですが、お済みでしょうか。 

 

はい。 

 

では、前回議事録は承認されたものと認めます。 

次に、日程第２「委員及び教育長の報告」についてですが、委員の皆様から

ご報告はございませんでしょうか。 

 

２月 16 日（日）の姶良市少年少女合唱団第 10 回の定期演奏会に出席しまし

た。色々趣向を凝らしてあって、第５部まであったのですけど、最後のオペ

レッタがとても可愛くて一生懸命で、本当に感動いたしました。新しい先生

方も加わって来年以降の定期演奏会も楽しみになるのではないかなと思い

ました。また、23 日の生涯学習フェアに出席いたしました。午前中は表彰も

あり、午後からは、あいら未来特使団の活動である富士山登山のチャレンジ

についての事例発表もありました。また、経済アナリストの森永卓郎さんの

講演会もあり、とても軽快なお話で「日本を元気にするライフスタイル」に

ついてということで元気をいただいたところでした。以上です。 

 

ほかにございませんか。 

なければ、私のほうからも報告します。委員の皆さん方には既に３月３日に、

学校の新型コロナウィルス感染症対策のための小中学校特別臨時休業とい

うことで、文書をお配りしました。内閣総理大臣から「３月２日月曜日から

小中高特別支援学校を一斉に全国休校」の要請ということから、鹿児島市は

３月２日から 25 日までずっと休業にしています。姶良市はいちばん最後に

なりますが、３月５日から 19 日までです。いきなり金曜日に月曜日から休

みなさいとか言われても、保護者にしてみても困るわけです。だから姶良市

では２･３･４日を準備期間として、５日から臨時休業にしました。１つには

家庭の受入れ問題、やはり子ども達を受け入れる用意もないという状態をつ

くらない、学校でも預かりますよという話になったのですけど、３月５日の

時点ですが、学校で預かってくださいというのは、全校 22 校で 67 人でし
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た。ということは、１％もいなかったみたいです。児童生徒が 6,850 人いま

すけど１％もいないくらい。これは家庭で周到に対応していただいたという

ことでもあります。また、給食の材料を「残ってタダで差し上げます」とか

色々やっていますけど、それも休業まで３日間ありましたので、調達を止め

たりして、材料を使うということもできたと思います。そういう助走期間と

いうのは当然必要で、学校のほうもこの３日間で子ども達の課題帳を作った

りしました。ほかの鹿児島市とか聞いてみると指示課題なのです。教科書の

何頁から何頁、何をやってこいみたいな感じですね。それは割とアバウトな

課題ということになる。また、12 日に中学校卒業式、24 日は小学校の卒業

式ですので、卒業式についても在校生は参加しない、保護者のみと。という

のは、出席者におじいちゃん、おばあちゃんの参加がものすごく多いのです。

また来賓も多いものですから、それ全てご遠慮願う形で実施しようと。私ど

ものほうも校長の式辞だけで、教育委員会の告示も市長祝辞も、取り止める

というのではなくて、これはプリントして子ども達に渡すということにして

ございます。卒業証書も代表だけ、５クラスだと５人ということです。高校

は、私は２校を経験しているのですけど全部代表でしたね。８クラスに対し

て８人に。そして、姶良市の場合 19 日の段階でもう１回判断します。20･21･

22 日は３連休です。そのあとの 23･24･25 日をどうするかということについ

て、もう 1回協議します。県内ではまだ１件も発症していませんので、その

時点で特段問題がなければ 23 日から通常になります。それから春休みに入

ります。いま学校教育課、保健体育課、社会教育課で職員が分担して市内の

公園等をずっと回っています。私も昨日・一昨日でしたか、ずっと回ったの

ですけど、イオンに親子連れが何組かいました。子ども達だけでワイワイ外

で遊んでいるというのは見かけませんでした。それを午前・午後で分担して

回っています。学校でも家庭訪問したり、電話をかけたりそういう対応をし

ているという状況でございます。市民の皆様方にも、今後コロナ感染のこと

は喚起する必要があるということで、「市民の皆様へ」ということでのお知

らせも、一応ホームページにも載せておりますし、それから自治会長にも全

部郵送してございます。以上、今回のコロナウィルス感染症対策についての

臨時休業のことについて報告になりましたけど、申し上げておきます。 

それでは、次に日程第３議案第６号「姶良市家庭教育推進委員会要綱の一部

を改正する告示に関する件」を議題とします。事務局の説明をお願いします。 

 

（社会教育課長）姶良市家庭教育推進委員会要綱の一部を改正する告示に関

する件について説明いたします。平成 29 年度から３年間、県のモデル事業

として家庭教育推進事業に取り組み、今年度が最終年度となりました。教育

委員会としましては、家庭教育の推進は重要であると捉え、今後も事業とし

て取り組んでまいります。そのことから、要綱の改正が必要となりましたの
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で、今回改正を行うものです。これまでのモデル事業が３年間であったこと

から、推進委員の任期を「翌々年度」としてあったところを、今後は、任期

を２年間とすることから「翌年度」と改正します。また、これまでも家庭教

育に関係する庁内の連絡会議を開催してきましたが、要綱の中に位置づける

こととするため、第６条に必要な内容を追加しました。第６条が追加された

ことから、これまで６条だった項目が１条ずつ繰り下がることから７条、そ

して８条となります。以上で説明を終わります。 

 

家庭教育推進事業というのが、平成 29･30 年度、令和元年度の３年間になる

わけですが、これは３年間で家庭教育に関する色んな施策の充実を図ってき

て、大変有効な施策の１つだったと思います。これがこの３月でモデル事業

が終了しますけれども、また令和２年度からは新たに市として取り組むとい

うことにしています。このことも全て子育て基本条例に基づいてやっている

事業の１つなのです。家庭教育サポーターであったり、子育て手帳であった

り、それから家庭教育学級の充実であったり、色んなことを取り組んでいま

す。予算的には国の事業を受けていたわけですけども、これからは自主財源

でやっていくということになります。何かご質疑ございませんでしょうか。 

 

家庭教育フェスティバルは、これまでどおり同規模で、ずっとまた行ってい

くということですか。 

 

（社会教育課長）同じような規模で実施したいと考えておりますが、より若

い世代のお母さま、運用者の方達に集まっていただけるような内容を、充実

した内容を考えていきたいと思います。以上です。 

 

ありがとうございます。 

 

なかなか家庭教育フェスタでも、講師を誰にするかというのは予算が限られ

ていますので、難しいところがあるのですけど、色々と社会教育課で選んで

いっています。 

ほかにございませんでしょうか。 

なければ質疑なしと認めます。お諮りします。議案第６号は事務局の提案ど

おり可決することに、ご異議ございませんでしょうか。 

 

はい。 

 

異議なしと認めます。よって議案第６号「姶良市家庭教育推進委員会要綱の

一部を改正する告示に関する件」については、可決されました。 
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次に、日程第４議案第７号「姶良市立西浦小学校スクールバス等運行に関す

る規則に関する件」を議題といたします。事務局の説明をお願いします。 

 

（学校教育課長）議案第７号「姶良市立西浦小学校スクールバス等運行に関

する規則に関する件」について説明いたします。西浦小学校が令和２年度よ

り特認校となることから、姶良市の中心部から西浦小学校へスクールバスを

走らせるというものでございます。現在３名の子ども達が来年度特認生とし

て通うことがもう決まっておりまして、そのために姶良市の中心地のバス停

で集めて、西浦小学校までバスを走らせるということでございます。ご審議

のほどよろしくお願いいたします。 

 

これから質疑を行いますが、ご質疑ございませんでしょうか。 

令和２年度が最初の年ということになりますけど、まだまだ宣伝・浸透が足

らずに数は少なかったですけれど、これから増えてくると思います。学業の

面では、西浦小はずっと姶良市内のトップクラスです。授業の質がいいとい

うことです。ですので「売り」をちゃんと宣伝しなさいと言っていたのです。

例えば「いじめはない」とかそういう売りをちゃんと宣伝しなさいと。まだ

足りなかったかと思います。 

ご質疑ございませんでしょうか。 

ではお諮りします。議案第７号は、事務局提案のとおり可決することにご異

議ございませんでしょうか。 

 

はい。 

 

異議なしと認めます。よって議案第７号「姶良市立西浦小学校スクールバス

等運行に関する規則に関する件」については、可決されました。 

次に、日程第５議案第８号「姶良市立学校管理規則の一部を改正する規則に

関する件」を議題とします。事務局の説明をお願いします。 

 

（学校教育課長）議案第８号「姶良市立学校管理規則の一部を改正する規則

に関する件」について説明いたします。これは教員の業務改善等の流れの中

で、学校管理規則の中に盛り込むということでございます。今回の学校管理

規則改正に至る背景につきましては、平成 31 年１月に学校における働き方

改革に関する総合的な方策、公立学校教師の勤務時間の上限に関するガイド

ラインの策定が国のほうでなされ、在校時間というのは「通常の勤務時間を

超えて残る時間」ということでございますが、月 45 時間、年間 360 時間以

内というガイドラインが策定され、これを守っていきましょうということで

ございます。また法のほうも昨年の 12 月に一部改正されまして、ガイドラ

事務局 

教育長 

全員 

教育長 

事務局 



インから指針に格上げし、法的にもこれを規定しようという動きになったと

いうことでございます。また、変形労働制も可能になるような、忙しい時は

少し勤務時間を長くして、その分を例えば夏季休業中に調整するというよう

な、柔軟的な取り扱いも法に盛り込まれております。この流れを姶良市の教

職員、また学校も守るように、いちばん基になる学校管理規則にも定めてく

ださいということの告示がなされています。(1)については上限時間の性質

について、(2)に条例や規則等への反映についてということで、「教育委員会

の規則等の整備を行うように」ということで、今年度末まで反映を行うよう

にということでございます。学校管理規則の中には、例えば１学期２学期３

学期のいつからいつにするかという期間規定はありましたけど、教員の在校

時間については今までは規定はございませんでした。それを規則に入れ込む

ということは、教育委員会としても業務改善や、学校で適正な勤務の在り方

についてしっかりと固めていこうということでございます。具体的には第

70 条の中にございますが、(1)については、１ヵ月のうち勤務時間を超える

在校時間は 45 時間、１年については 360 時間ということでございます。現

在、姶良市内の小学校教諭で 50 時間前半、中学校のほうで 50 時間後半でご

ざいますので、もう少し努力すれば今後収まっていくのかなという風に考え

ているところでございます。(2)につきましては、突発的なことが起こった

場合についても、例えば子ども達に何かどうしても関わらなくてならないよ

うなことが起こった場合についても上限を決めましょうということで、1ヵ

月については 100 時間未満、１年については 720 時間ということでございま

す。また(3)にありますが、例えば 100 時間未満というのは長期の時間外が

何か月も続くような状況を防ぐために、その規定として迂回させる平均につ

いて 80 時間ということが記載されております。また(4)においては、１年の

うち１ヵ月によって勤務時間以外の時間によって 45 時間を超えて業務を行

う月数については６ヶ月ということで規定されております。これらの規定を

新たに、改正後に盛り込みたいということです。以上でございます。ご審議

のほどよろしくお願いいたします。 

 

ただ今説明がございましたけれども、これについてご質問・ご意見等ござい

ませんでしょうか。解らないところがあったらどうぞ。 

 

今回、改正をしてということなのですが、これまでも学校については教育委

員会のほうから指導あるいはお願いということでされていると思いますが、

今まではどのようなことを指導されてきたのでしょうか。 

 

（学校教育課長）大きくは管理職に、１つは教職員の勤務時間の適正な管理

ですね、いわゆる何時間勤務しているかということの管理です。２つ目はそ
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の管理した時間を精査して、それぞれの職員の業務状況を見て、あまりにも

偏りがある場合はそれを振り分けたり、また健康状況が優れないという場合

には、ほかの職員にそれを振り分けるとかそのようなこと。また学校全体と

して定時退庁日を決めて、今日はもう何時間で帰りましょうとか、仕事の簡

素化というような努力をしてきたというところでございます。 

 

いま出退帳の管理というのはタイムカードがあるわけではなくて、帳簿か何

かあるのでしょうか。 

 

（学校教育課長）現在は、教員がエクセルに自分で出退勤時間を入力して、

時間がでるような計算式を作っており、それを教頭が集めて一覧表にしてい

るという状況です。今後は、例えばタブレットに自分の名前をポンと押せば

時間が記録されるとか、または、パソコンの電源を入れたら「出勤」、落と

したら「退勤」という形になる。そういう形にだんだんシステム化されてい

く方向にはあります。 

 

ありがとうございます。 

 

昨年から業務改善ついては、具体的な指導をしてきています。それ以前と比

べても、特に行事を減らしたとかでもないのですけど、小学校では２時間く

らい減っているのです。だからもう意識の問題です。１週間に２時間減って、

中学年では 50 分程度ですが、１時間弱減っています。やはり意識しただけ

でもそれぐらい違いますから。学校管理規則というのは、県で準則というの

を作って、それにだいたい沿った形でできているのが規則です。この中に教

職員の勤務時間や業務等の適切な管理ということを管理職の業務の中に１

つ加えましょうということです。もう１つ、令和２年度中に条例を定めなく

てはならないものがありますので、また皆様方のお知恵をお借りすることに

なると思います。今年度中の下半期にこれを提案していきます。 

 

ほかにございませんでしょうか。 

では質疑なしと認めます。それではお諮りします。議案第８号は事務局の提

案どおり可決することにご異議ございませんでしょうか。 

はい。 

 

異議なしと認めます。よって、議案第８号「姶良市立学校管理規則の一部を

改正する規則に関する件」については、可決されました。 

次に、日程第６議案第９号「姶良市立小学校長及び中学校長の権限に属する

事務の専決に関する規定の一部を改正する訓令に関する件」を議題とします。
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事務局の説明をお願いします。 

 

（学校教育課長）議案第９号「姶良市立小学校長及び中学校長の権限に属す

る事務の専決に関する規定の一部を改正する訓令に関する件」について、説

明いたします。これは先程議決いただきました学校管理規則の改正に伴う改

正であります。学校管理規則の第 70 条を引用していた条文がありまして、

第 70 条が第 71 条に改められたことから改正するものでございます。ご審議

のほどよろしくお願いいたします。 

 

これは、この前の議案第８号に連動した規則の改正ということで、何かご質

疑ございませんでしょうか。 

質疑なしと認めます。お諮りします。議案第９号は事務局提案のとおり可決

することに、ご異議ございませんでしょうか。 

 

はい。 

 

異議なしと認めます。よって議案第９号「姶良市立小学校長及び中学校長の

権限に属する事務の専決に関する規定の一部を改正する訓令に関する件」に

ついては、可決されました。 

次に、日程第７議案第 10 号「姶良市立新留小学校の休校措置（継続）に関

する件」を議題とします。事務局の説明をお願いいたします。 

 

（教育総務課長）議案第10号「姶良市立新留小学校の休校措置（継続）に

関する件」についてご説明いたします 新留小学校は、平成19年度から休校

措置がとられており、毎年１年ごとの継続について審議いただいているとこ

ろです。今回も、むこう一年間、令和２年４月１日から令和３年３月31日ま

での休校措置を継続したいということの審議でございます。休校を必要とす

る理由でございますが、当面の間、新たに入校する児童がいない事と、将来

の児童数の推移も勘案し、休校措置を継続したいということでございます。

児童数等の推移は、新留小学校校区内に居住する児童数を表にしたものです。

令和元年度は休校中で１年生が１名、２年生が１名、６年生が１名在住して

いるということでございます。その他の経緯としましては、休校前の地域の

意見交換会等では、学校を存続させることで地域の活性化を望む声が強かっ

たわけですが、対象児童の保護者から１人での就学は集団生活への対応や競

争心が養われないことから、平成19年４月１日から蒲生小学校への就学変更

がなされ、その時点から休校となり、これまで休校措置を継続しているもの

です。なお、校区内に居住する児童は、全員、楠学園に通っており、学籍上

は蒲生小学校に在籍している状況にあります。また、現在、新留自治会より、
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議会に対し、廃校を要望する陳状が提出されております。自治会としては、

新留小学校を廃校したうえで地域活性化の資源として、地域に新たな活力を

生み出すような活用をしていただきたいとのことで、全世帯の署名を添えて、

自治会総意での陳情となっております。これにつきましては、現在市議会で

審議中ですので、13日頃に結果がでると思いますが、採択されましたなら、

教育委員会としましては、廃校手続きを行い、教育財産から普通財産への移

管を行いたいと考えております。もし、陳情が採択となり廃校となりまして

も、廃校の手続きに時間を要しますので、今回の休校措置は必要になってま

いります。手続きとしては、条例改正を６月の定例会に提案しまして、６月

の市議会に上程、その後廃校手続きとなる予定ですが、県とも手続きの方法

を確認しながら進めてまいります。現段階では、陳情が採択されるかわかり

ませんが、臨機応変に対応して参りたいと考えております。説明は以上です。

よろしくご審議のほどお願い申し上げます。 

 

ご質疑はございませんでしょうか。 

旧蒲生町時代に２校を休校にしてあったのですけど、大山小学校のほうは廃

校措置して、今は加治木産業ですが、使っています。これは普通財産に移管

しないと転用ができない、休校のままでは教育財産ですので、ほかに転用で

きないわけです。地域の方々からも廃校にしてほしいということで要望があ

りました。地域全員の総意での要望でないとですね。使い易さからいったら、

新留小が新しい施設です。それから割と平屋ですので、保育園とかそういう

介護施設とかには適しているのではと思います。藤谷委員はもうご覧になっ

ていると思いますが、ご覧になってない委員の方々をまたご案内したいと思

います。 

 

休校が続いているのですけど、今も若干利用とかはあるのでしょうか。 

 

前は雨が降った日に、休校前は音楽室等で使っていた特別教室棟を、申し出

ていただいて鍵を渡して使っていただくというのはありました。今は国体の

射撃の試合関係の道具が全部入っています。ちょっと今は使いようがない状

態です。 

 

ありがとうございます。 

 

次に、ご質疑ございませんでしょうか。 

なければお諮りします。第 10 号は事務局提案のとおり可決することに、ご

異議はございませんでしょうか。 
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はい。 

 

異議なしと認めます。よって議案第 10 号「姶良市立新留小学校の休校措置

（継続）に関する件」については可決されました。 

次に、日程第８議案第 11 号「令和元年度姶良市一般会計補正予算（第９号）

（教育費）に関する件」を議題とします。事務局の説明をお願いします。 

 

（教育総務課長）議案第11号「令和元年度姶良市一般会計補正予算（第９号）

（教育費）」に関する件についてご説明いたします。前回、第２回定例会で

も補正予算について３月議会への提案のご承認を頂きましたが、今回の補正

は、国の政策等で緊急に補正の必要が生じ、通常の補正予算の計上に間に合

わなかった案件を追加議案として議会に上程するものでございます。資料に

つきましては、議会に提出いたします補正予算のうち教育部関連の予算の抜

粋です。教育費以外も入った予算書ですので、ご了承ください。17ページを

お開きください。歳入の全体の補正額が５億7,373万２千円で、補正後の市

全体の予算額の合計が324億1,632万円となります。次に18ページをお開きく

ださい。歳出の全体額のうち、10教育費の補正額は１億3,898万８千円で、

補正後の教育費の全体予算額が28億5,149万８千円となります。19ページを

お開きください。今回の教育費の補正は、予算化は本年度行いますが、事業

実施が翌年度となることから、予算を翌年度に繰り越すために、繰越明許費

として議会の承認を得ようとするものでございます。まず学校教育課所管の

公立学校情報通信ネットワーク環境整備事業として１億3,548万８千円、次

に社会教育課所管の埋蔵文化財発掘調査事業3,500万円の合計１億3,898万

８千円となります。それでは、この２つの事業内容につきまして、担当課よ

り事業ごとに説明いたします。 

 

（学校教育課長）それでは、学校教育課の補正予算、公立学校情報通信ネッ

トワーク環境施設整備事業（GIGA スクール構想）について説明いたします。

全国的には、この「GIGA スクール構想」というので通っております。この事

業につきましては、昨年 12 月に閣議決定され、今年２月の整備補助金交付

要綱に基づいて、今回の３月の補正予算に計上するものです。令和２年度か

ら全面実施される学習指導要領で、情報活用能力を付けましょうということ

が明記されております。そのために国として学校の ICT 環境を整備すること

と、子ども達一人ひとりにコンピューターを整備すること、こういうことを

やりましょうということで、文部科学省が最終的にひとり１台の学習用 PC

の実現と、「端末」「通信ネットワーク」「クラウド」をセットで環境整備を

進めるということをかなり強力に進めておりまして、私たちもこの GIGA ス

クール構想を受けまして、令和５年度までに子ども達一人ひとりのコンピュ
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ーター、そしてこの通信ネットワークを整備しようということでございます。

令和５年度までの総事業費を６億 5,577 万７千円と見込み、うち国庫補助も

２億 7,343 万９千円と考えております。このうち３月の補正予算で行います

のが、Wi-Fi 環境整備のところでございます。これは 22 校すべての学校に

校内 LAN の整備を行いますが、「６Ａ」の規格で整備をします。これは、い

ま整備されているネットワークの約十倍の容量があります。簡単にいいます

と、動画の閲覧を全員が PC で見ることができる容量でございます。また電

源キャビネットも併せて整備します。子ども達一人ひとりに配備するパソコ

ンは、キーボード付きのタブレットでございます。授業では、机の上にタブ

レットを置いて何かを調べたり、友達同士で情報を共有したり、先生とやり

取りをしたりということをやっていくのですけども、すぐに使えるようにす

るために、この電源キャビネットを各教室に置いて、授業で使う時には充電

満了の状態にしておきたいということでございます。これを各教室に１台ず

つ置くということになります。電源キャビネットにつきましては、小学校５

年生から中学校３年生までを、令和２年度中にはそれぞれの教室に整備した

いという風に考えています。ほかの学年につきましては、タブレットの整備

が令和５年度までですので、空の箱をずっと何年も置いておくというよりは、

タブレットの整備時期と併せて整備したほうがいいということで、ほかの学

年はそのように考えております。タブレット整備につきましては、令和２年

度の補正予算から令和５年度の当初予算にそれぞれ小学校５･６年生、中学

生全部、小学校３・４年生、小学校 1・２年生という年次的に整備していき

たいという風に考えております。これも文科省がある程度補助を出していた

だけるということでございまして、それを十分に活用したいと考えておりま

す。では教員が実際に授業でどう使っていくのかというところについては、

戸惑いもあると思いますので、そのための講師費用として専門家を呼んで、

年２回の研修会を実施するための講師費用、旅費の費用として上げておりま

す。これらを全て合わせて６億５千万程度の事業になる見込みということに

なります。今回の補正は、Wi-Fi 環境と電源キャビネットの整備のところに

なりますので、1 億 3,500 万程度になります。以上で説明を終わります。 

 

（社会教育課長）社会教育課の補正予算について説明いたします。今回の補

正予算は、今年度、姶良市住吉で実施していた県農政部所管の圃場整備事業

に伴う前田遺跡発掘調査の追加調査に必要な経費を計上しました。前田遺跡

での発掘調査の結果、当初想定していた遺跡の下位の地層から、縄文時代中

期（約 5,500 年から約 4,500 年前）のドングリをアク抜きするために水さら

しした穴が数多く見つかり、追加発掘調査が必要となりました。鹿児島県文

化財課からも稀少なものであることから慎重な調査を求められています。追

加発掘調査は、市教育委員会が作業員を任用し実施します。期間は２カ月間
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を予定しており、令和２年４月に着手し、５月には事業完了を予定しており

ます。調査費用は 350 万円で、内訳は発掘作業員報酬、需用費、役務費、重

機等の借上げに必要な賃借料です。なお財源は、全額県からの委託金による

調査となります。本日配布しました資料では、最後のページが前田遺跡の位

置図です。２ページの青色と黄色で示した中で、赤線で囲んである範囲が、

調査範囲であります。その中で⑬と⑭の間付近でドングリが多く見つかって

います。地形が谷状になっており、水が流れ込む場所であったことから、ド

ングリを水にさらし、アク抜きをして食糧としていたと考えられます。４ペ

ージと５ページは、発掘現場の状況となります。６ページが、実際出土した

ドングリです。この写真では、今落ち込んだように見えるドングリの色です

が、空気に触れると酸化し黒く変色していくようです。以上で説明を終わり

ます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

いま、補正予算案について２件の説明がありましたが、いずれかのご質問

がありましたらどうぞお願いします。この GIGA スクール構想も急に国の補

正予算で事業実施が決まりました。６頁に写真がありますが、前田遺跡の

追加調査ですが、縄文中期、約 5,500～4,500 年前と推定されます。 

ご質疑ありますか。 

 

GIGA スクールのことなのですが、国で決まって、国が補助金を出すという

ことではあるけれども、こちらも予算化していかなければならないところが

結構ありましたね。姶良市だけではないと思いますが、例えば小さな自治体

だったら財政的に大変な自治体もあるような気もするのですけど。国として

は、とにかく全国一斉にやりたいということだったのですか。 

 

（学校教育課長）かなり力を入れておりまして、12 月の終わりに説明会が

あって、1 月にも説明会を行い、『もうやるんだ』ということで。国は、命令

はできないのですけれども、補助金の制度が今やればかなり有利ですと。全

国一律でこの事業に取り組んで整備を進めてくださいと。殆どの自治体が取

り組んでいると聞いています。 

 

新聞に、これは全国学力テストに使うと報道が出されたため、もう皆慌てた

のです。しかしこの報道は「それは文科省が言ったことじゃない」と訂正あ

りましたけど、誰かがリークしたのではないか思っています。そのぐらいし

ないと全国が取り組まないという話なのです。急に、何億という事業に取り

組みなさいと言われても、おっしゃったように小さい自治体にいきなり５億、

６億という事業に取組みなさいというのも難しいですから。 

よろしいですか。 
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それでは質疑なしと認めます。お諮りします。議案第 11 号は事務局提案の

とおり可決することに、ご異議ございませんでしょうか。 

 

はい。 

 

異議なしと認めます。よって、議案第 11 号「令和元年度姶良市一般会計補

正予算（第９号）（教育費）に関する件」については、可決されました。 

次に、日程第９報告第１号「工事請負契約の締結に関する件」を議題としま

す。事務局の説明をお願いします。 

 

（国体推進課長）先般、12 月の補正予算でいただきました総合運動公園体

育館の空調設備に関する契約でございます。契約の目的は、姶良市総合運動

公園体育館空調機設置機械設備工事で、契約金額につきましては１億 6,448

万 1,900 円、契約の相手方はエコロン・福永建設・ナカタマリ特定建設共同

企業体になります。２月 24 日に入札を実施いたしました。これにつきまし

ては、１億 5,000 万円を超える契約案件となることから、議会の議決が必要

となります。そのようなことから、２月 25 日に３月議会の追加議案という

ことで提案させていただきまして、ご審議いただき、全会一致で承認をいた

だいたものでございます。報告は、以上でございます。 

 

ただいま、事務局のほうでございましたが、何かご質疑ございませんでしょ

うか。 

なければ質疑なしとしてよろしいでしょうか。 

 

はい。 

 

それではお諮りします。報告第１号「工事請負契約の締結に関する件」は、

事務局の報告のとおりご了承いただけますでしょうか。 

 

はい。 

 

異議なしと認めます。よって報告第 1号については、承認されました。 

次に、日程第 10「事務連絡」に入ります。皆さまからいかがでしょうか。 

 

なければ行事予定の説明を行います。教育総務課から順番にお願いします。 

 

（教育総務課より順次説明） 
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以上、各課からの説明が終わりましたけど、委員の皆様方からご質問はござ

いますか。 

なければすべての議事を終わります。 

一応ですね、年度当初の行事は従来通り計画してございます。状況によって

は、また変更となる可能性もあります。３月末については一応、色んな行事

が中止とか延期という形になっていますけど、４月当初の行事も一部そうな

っています。 

 

それでは、本日の議事をすべて終了します。お諮りします。本日の議事録の

字句の軽微な訂正等は、当局に一任していただきたいと思います。ご異議ご

ざいませんでしょうか。 

 

はい。 

 

異議なしと認めます。よって、議事録の軽微な字句の訂正は、当局にご一任

いただきました。以上で、令和２年第３回教育委員会定例会を終了いたしま

す。皆さまご苦労様でした。 

 

ありがとうございました。 
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