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令 和 ２ 年 第 ８ 回 定 例 教 育 委 員 会 会 議 録 

 

１ 開催日 令和２年８月２０日（木） 

２ 開催場所 市役所本庁舎６０１会議室 

３ 出席した委

員 

教 育 長 中 川 宣 芳 委 員 山 田 周 司 

委 員 伊 藤 敬 一 委 員 伊 藤 和 子 

委 員 加 藤 由 美   

４ 欠席した委員 なし 

５ 説明のため

に出席した

職員 

教 育 部 長 伊 藤 武 志 健康生きがい支え合い推進部長 入 江 慎 介 

こども未来部長 鍛治屋   勉 教 育 部 次 長 石 川   徹 

健康生きがい支え合い推進部次長 江 口 幸 全 こども未来部次長 櫻 井 克 匡 

教育総務課長兼学校教育ＩＣＴ推進室長 小 川 正 夫 学校給食課長 水 野 清 志 

学校給食課主幹 小 川 敬 介 学校教育課長 堀 田 正 二 

学校教育課管理指導主事兼主幹 加 藤 和 昭 学校教育課指導主事兼主幹 兼 子 正 巳 

学校教育課指導主事兼主幹兼学校教育ＩＣＴ推進室主幹 塚 本 真 也 まなび創造館長 恒 川 正 樹 

文化財課長兼小牧山課長兼文化・スポーツ課主幹（施設担当）  武 市 礼 子 図 書 館 長 山 田   久 

新図書館建設推進室長 矢 本 博 士 文化・スポーツ課事業推進係長 丸 藤 卓 也 

味岡市民センター所長 岩 田 奈穂美 東部市民センター所長 高 木 美穂子 

北里市民センター所長 平 岡 麗 子 こども政策課長 伊 藤 加代子 

幼児教育・保育課長 野 田   弘 幼児教育・保育課指導保育士 近 藤 江里子 

教 育 総 務 課 庶 務 係 長 林   孝 政   

６ 本委員会書記 教育総務課庶務係主査 遠 山 史 織 教育総務課庶務係主任 山 田 晶 尚 

７ 議題 議案第５７号 

議案第５８号 

議案第５９号 

議案第６０号 

 

議案第６１号 

議案第６２号 

議案第６３号 

議会の議決を経るべき議案について 

議会の議決を経るべき議案について 

議会の議決を経るべき議案について 

小牧市学校教育ＩＣＴ活用計画及び達成状況を踏まえたフ

ォローアップ計画について 

小牧市通信ネットワーク環境整備計画について 

小牧市学習者用コンピュータ配備計画について 

附属機関の委員の任命について 

８ 報告及び連

絡事項 

連 絡 事 項 

報告第 １号 

報告第 ２号 

９・１０月行事予定 

令和２年度小学校運動会・中学校体育大会について 

小牧市私立高等学校等授業料補助金交付要綱の一部改正に

ついて 
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  報告第 ３号 

報告第 ４号 

報告第 ５号 

史跡小牧山作業道整備工事について 

行政文書の開示について 

行政文書の開示について 
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＜開会 午後 ２時００分＞ 

公開会議 

 

○教育長（中川宣芳） 

 ただいまから令和２年第８回定例教育委員会を開催いたします。 

 初めに、７月１４日開催の令和２年第７回定例教育委員会の会議録及び７月３０日開

催の令和２年第５回臨時教育委員会の会議録につきましては、お手元にお示ししたとお

りでございます。ご異議ございませんか。 

 （発言なし） 

 それでは、会議録は承認とさせていただきます。 

 なお、第７回の定例教育委員会では教科書採択が議題となっておりました。教科書の

採択事務につきましては、８月３１日までが事務の期間となっております。採択事務に

関して静ひつな環境を保持するために、第７回の定例教育委員会の会議録は９月１日に

公表とさせていただきます。 

 それでは、私から教育長報告をさせていただきます。 

 ８月も後半に入り、小中学校におきましては、いよいよ来週月曜日２４日から授業を

再開することとなっております。 

 暦の上では、２３日日曜日が処暑でありまして、そこを過ぎれば暑さも和らぎ、秋の

気配を感じる時期とされておりますが、今年の夏は全国的に気温が４０度を超える地域

も見られ、まだまだ予断を許さない状況であります。炎暑の中での学校生活のスタート

でありまして、新型コロナ対応だけでなく、熱中症への対応も十分に行っていかなけれ

ばなりません。児童生徒には、登下校時を含め、１人１人のマスクの着脱や給水の判断

等、きめ細やかな指導を重ねていかなければならないと考えておるところであります。 

 そのような状況の中、教育委員会といたしましては、前回の臨時休校のような事態が

起こっても、児童生徒の学びの停滞、学校と児童生徒のつながりを途絶えさせることの

ないように、オンライン学習への備えを進めるべく、１人１台のタブレット型パソコン

の早期調達に向けた業者選定のプロポーザルを実施いたしまして、準備を進めていると

ころでございます。 

 それとともに、１７日、今週の月曜日でありますが、市内全校の先生方の代表を招集

いたしまして、タブレット型パソコンに入れる、ロイロノートという双方向でつながる

機能を有するソフトの研修を実施いたしました。 

 今後は、そこで研修した先生方が各学校に戻ってＩＣＴ支援員の力も借りながら導入

後直ちにできるところから活用を進められるように、全教職員の研修を着実に進めてま

いりたいと思っております。 

 いずれにしましても、児童生徒の健康、安全を第一に考えつつ、学校生活が円滑に進
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められるよう努めてまいりたいと考えております。 

 私からの報告は以上であります。 

 それでは、続いて部長報告をお願いします。 

 伊藤教育部長。 

○教育部長（伊藤武志） 

 私から、２件の報告をさせていただきます。 

 まず、市議会第３回定例会についてであります。 

 ９月４日から１０月１日までの予定で開催されます。 

 提出が予定されています議案は、令和元年度の各会計の決算が１２件、条例案が２件、

一般議案が１件、補正予算案が４件、人事案２件の、合計２１件であります。 

 教育委員会関係分の議案としましては、本日議題として提出しております、令和元年

度一般会計歳入歳出決算、令和２年度一般会計補正予算、一般議案として新図書館に設

置いたしますセキュリティゲートの取得についてであります。 

 次に、新型コロナウイルス感染症対策についてであります。 

 先月３１日に、市内の小学生１名と中学生１名が新型コロナウイルスに感染している

ことが判明しました。このため、８月１日から８月３日までの３日間、校舎内の消毒作

業等のため施設閉鎖をいたしました。保護者に対しては、保護者宛て配信メールでこの

ことを周知するとともに、感染した本人とそのご家族の人権尊重、個人情報保護に配慮

し、誹謗中傷や風評被害などがないようお願いをいたしました。 

 また、８月２日には別の小学校で工事関係者１名の感染が、さらに翌３日にもまた別

の小学校でコンピュータ保守業務の担当者１名の感染が確認されました。同様に、学校

施設の消毒作業とその間の施設閉鎖を行い、保護者にお知らせいたしました。 

 全国的に感染が拡大している中、感染者への誹謗中傷や風評被害が問題視されており

ます。今後、８月２４日から学校が再開しますと学校内での感染者の発生が心配されま

すが、発生した場合は、感染者への配慮や、児童生徒、保護者の不安の解消に心がけ、

適切に対応するよう努めなければならないと考えております。 

 新型コロナウイルス感染症対策に関連してもう１件報告がございます。 

 ７月、８月の学校給食についてであります。 

 ７月２０日以降の学校給食は、気温の特に高い時期であり食中毒発生の心配があるこ

とから、調理を必要としない個別包装の献立といたしました。しかし、２０日以降保護

者の方から、量が少なくおなかが満たされない、部活動で体力がもたないなど、献立を

見直すようご意見、ご要望をいただきました。そのため、当初作成した献立にもう１品

食品を追加して給食の充実を図りました。また、７月２０日から９月１日までの給食費

については徴収せず、市費で負担させていただくことといたしました。 

 来年以降も新型コロナウイルス感染症の影響で夏季休業を短縮して授業を実施するこ
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とが考えられるため、今後、この期間に提供する給食について改善を検討しなければな

らないと考えているところであります。 

 報告は以上であります。 

○教育長（中川宣芳） 

 鍛治屋こども未来部長。 

○こども未来部長（鍛治屋勉） 

 こども未来部から３件の報告をさせていただきます。 

 まず、新型コロナウイルス感染症対策についてであります。 

 先ほど教育部長からご報告したとおり、新型コロナウイルス対策による学校の施設閉

鎖に伴い、当該小学校の児童クラブについても、閉鎖または代替施設を利用した運営を

行いました。今後も、感染拡大防止を最優先に、小学校との連携を密にしながら、児童

クラブを適切に運営してまいります。 

 次に、成人祝賀式であります。 

 本市は、毎年、新成人となる市内中学校卒業生による運営委員会を設置し、自らの企

画、運営による成人祝賀式を開催しております。 

 今年度の成人祝賀式は、令和３年１月１０日にパークアリーナを会場に予定しており

ます。当日のプログラムは、例年、第１部が式典、第２部がビデオレター、第３部が交

流会となっておりますが、今年度は、新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、新

成人の椅子の間隔を広げ、例年保護者席としている２階席についても新成人の座席とす

るなど、できるだけ密を回避する対策を取りながら検討を進めております。今後の感染

状況にも留意しながら、成人を迎える人にとって一生に一度の思い出となる成人式の実

施に向けて準備を進めていきたいと考えております。 

 最後に、第一幼稚園のあり方に関する検討についてであります。 

 令和元年度に策定した第２期子ども・子育て支援事業計画において、今後の第一幼稚

園にあり方については、既存の公立保育園の適正配置等に考慮しながら、認定こども園

化を含めて総合的に検討するとしております。 

 この方針に基づき、こども・子育て会議の中に第一幼稚園のあり方に関する検討部会

を設置し、今年秋頃を目標に検討を進め、報告書を取りまとめる予定です。 

 市内唯一の公立幼稚園として長年にわたる公開保育の取り組みなどが高く評価されて

いる一方、施設の老朽化や入園児の減少などの課題もあり、この部会での検討結果をも

とに、今後の方針について適切に決定してまいりたいと考えております。 

 報告は以上であります。 

○教育長（中川宣芳） 

 部長報告は以上でございます。 

 それでは、議題に入ります。 
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 まず、議案第５７号「議会の議決を経るべき議案について」、事務局より説明をお願

いします。 

 石川教育部次長。 

○教育部次長（石川徹） 

 ただいま議題となりました議案第５７号「議会の議決を経るべき議案について」、説

明をします。 

 それでは、１ページをご覧いただきたいと思います。 

 セキュリティゲートの取得についての議案で、第３回定例会９月議会に提案が必要で

あるため、教育委員会の意見を求めるものでございます。 

 このセキュリティゲートにつきましては、現在建設を進めております小牧市中央図書

館の出入口５か所と予約本コーナー入り口の１か所に設置するため、新たに購入しよう

とするものでございます。 

 その内容でございますが、１として、名称はセキュリティゲート。 

 ２として、取得財産はセキュリティゲート一式。 

 ３として、取得金額は２，１７４万７，０００円。 

 ４として、契約の相手方は小牧市新町一丁目４０番地有限会社富田文渓堂代表取締役

の冨田正仁氏であります。 

 ５の契約の方法は、７者によります指名競争入札により行いました。 

 以上で、議案第５７号の説明とさせていただきます。 

 よろしくお願いします。 

○教育長（中川宣芳） 

 ただいま説明のありました議案第５７号について、ご質問等ありましたらお受けいた

しますが、いかがでしょうか。 

 伊藤和子委員。 

○委員（伊藤和子） 

 セキュリティゲートですけれど、どのような形のものでしょうか。 

○教育長（中川宣芳） 

 矢本新図書館建設推進室長。 

○新図書館建設推進室長（矢本博士） 

 スーパーや小売店等の出入口に１．５メートルほどの幅で両サイドに立っているもの

のような、そこを通過するときに、図書館の貸し出し処理を終えていないものがござい

ますと、ブザーが鳴るというものです。 

 以上です。 

○教育長（中川宣芳） 

 よろしいですか。 
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○委員（伊藤和子） 

 はい。 

○教育長（中川宣芳） 

 ほかにございますでしょうか。 

 （発言なし） 

 それでは、議案第５７号「議会の議決を経るべき議案について」は、原案について意

見なしとすることにご異議ございませんか。 

 （「異議なし」の声あり） 

 ご異議がないようですので、議案第５７号については、原案について意見なしとする

ことといたしました。 

 次に、議案第５８号「議会の議決を経るべき議案について」、事務局より説明をお願

いします。 

 石川教育部次長。 

○教育部次長（石川徹） 

 ただいま議題となりました議案第５８号についてご説明申し上げます。 

 ２ページをお願いします。議案第５８号「議会の議決を経るべき議案について」でご

ざいます。 

 この案の提出理由でございますが、第３回定例会９月議会における議会の議決を経る

べき議案について意見を申し出るため必要があるからでございます。 

 その内容は、令和元年度小牧市一般会計歳入歳出決算のうち、教育委員会分について

でございます。 

 ３ページをお願いいたします。Ａ３横長の資料でございます。令和元年度教育費決算

総括表であります。 

 １０款教育費全体の歳出決算額は、表の中ほど太枠で囲ってあります「支出済額

（Ｂ）」の欄の一番上のところでございますけれども、８６億９，０５６万円余で、そ

の右端に（参考）の数値がありますように、平成３０年度に比べまして１０．１６％、

８億１６５万円余の増となっております。 

 その内訳でございますが、１項教育総務費は３６億５，２２３万円余で、昨年度比

１２億１，６３６万円余の増額となっております。これは、次世代教育環境整備基金積

立金の増額が主な要因でございます。 

 ２項小学校費は９億５，２７８万円余で、昨年度比１億５１２万円余の増額となって

おります。これは、小牧南小学校の改築工事に必要な実施設計、各種調査を行ったこと

が主な要因でございます。 

 ３項中学校費は５億３，７０９万円余で、昨年度比１億３，２７４万円余の減となっ

ております。これは、中学校施設営繕事業で平成３０年度に実施されました小牧中学校
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のトイレ改修工事といった大規模改修工事が令和元年度は行われなかったことが主な要

因でございます。 

 ４項幼稚園費は４億１，９２７万円余で、昨年度比７，５８３万円余の増となってお

ります。 

 ５項社会教育費は２２億９，５３９万円余で、昨年度比４億７，８１６万円余の減と

なっております。これは、平成３０年度で小牧山城史跡情報館れきしるこまきの建設工

事が完了したことが主な要因でございます。 

 ６項保健体育費は８億３，３７８万円余で、昨年度比１，５２２万円余の増となって

おります。 

 次に、所管する教育委員会事務局所管分の決算概要につきましてご説明申し上げます。 

 内容につきましては、別冊１「令和元年度主要施策成果説明書（教育委員会分）」で

主なものをご説明させていただきます。 

 １ページをお願いいたします。 

 １０款教育費１項教育総務費１目教育委員会費の主なものにつきましては、１の人件

費で、教育委員会委員の報酬に係る経費でございます。 

 ２目事務局費の主なものは、１の人件費で一般職２１名分はじめ、２の教育委員会事

務一般事業（２）の教育ネットワーク管理事業、２ページをお願いいたします。２ペー

ジの中段にございますけれども、５の次世代教育環境整備基金積立事業に係る経費など

でございます。 

 ３目教育指導費の主なものは、１の人件費では（３）学校運営協議会委員で、意見交

換や今後の活動について話し合いを行いました。 

 ３ページ目をお願いいたします。 

 中段でございますが、４の児童生徒指導事業では、（１）いじめ・不登校対策事業で、

カウンセリングや適応指導教室の体制整備、スクールソーシャルワーカーの１名増員な

どを行い、問題を抱える児童生徒への支援を実施いたしました。 

 ４ページをお願いいたします。 

 （３）児童生徒指導特別支援事業で、学校生活サポーターを平成３０年度の６名から

令和元年度は３名増員の９名とし、支援体制の充実を図りました。 

 その下段でございますけれども、５の国際理解教育推進事業では、（１）英語活動教

育推進事業で、ＡＬＴ（外国人英語指導助手）を活用しまして、児童生徒に生きた英語

に接する機会を提供し、国際理解と語学力の向上を図りました。 

 （２）外国人児童生徒教育推進事業で、語学相談員の配置や日本語初期教室での指導

など、外国人児童生徒の支援を行いました。 

 １ページ飛びまして、６ページをお願いします。 

 ７の教職員研修研究事業では、（１）教職員研修・教育研究事業で、教職員各階層へ
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の研修を行い、教職員の資質向上などを図りました。 

 （２）ＩＣＴ教育推進事業では、ＩＣＴ支援員が市内４校のＩＣＴ教育モデル校及び

その他小学校を巡回訪問し、授業支援などをしました。 

 次に、下段でございますけれども、８の特色ある学校づくり事業では、７ページをお

願いいたします。（３）特色ある学校づくり推進事業で、子どもたちの人格形成に資す

るため、公益財団法人日本サッカー協会との協定を通じて、トップアスリートなどが自

らの体験をもとに講義や実技を行う「夢の教室」を、小学校５年生全クラスを対象にク

ラス単位で実施しました。 

 ９の生徒支援事業では、（１）奨学交付金等交付事業で、経済的に恵まれない生徒が

高校へ進学する際の奨学交付金を交付し、支援を行いました。 

 ８ページをお願いいたします。 

 １０の児童交流事業では、（１）八雲町児童交流事業で、小牧市から２４名の児童を

八雲町へ派遣し、また、八雲町からは１２名の児童を受け入れ、相互交流を行いました。 

 ９ページをお願いいたします。 

 ４目給食センター費の主なものは、１の人件費で一般職８名分をはじめ、２の東部学

校給食センター、１０ページ、１１ページにわたりますが、３の北部、４の南部の各給

食センター管理運営事業として、施設管理や委託費など運営に係る経費を支出いたしま

した。 

 １２ページをお願いいたします。 

 ２項小学校費１目学校管理費の主なものは、２の小学校施設管理事業では（１）小学

校施設管理事業で、光熱水費、備品の購入等に係る経費を支出いたしました。 

 ３の小学校施設営繕事業では、（１）小学校施設営繕事業で、１４ページまでにわた

りまして、各小学校においてプール改修工事や体育館照明等のＬＥＤへの取り替えなど、

安全で安心して学べる環境整備に要した経費をそれぞれ支出いたしました。 

 １４ページをお願いいたします。 

 ４の小学校情報システム管理事業では、（１）情報システム管理事業で、新たにモデ

ル校２校に対して、３クラスに１クラス分程度の学習者用のタブレット型パソコンの整

備や、児童及び教職員が利用するコンピュータ及びインターネットの環境整備のための

経費を支出いたしました。 

 １５ページをお願いいたします。 

 ２目教育振興費の主なものは、２の児童就学支援事業の（１）児童就学援助費等扶助

事業で、経済的理由で就学困難な児童に対し、給食費や学用品などの援助を行いました。 

 １６ページをお願いいたします。 

 ３の小学校教育振興設備整備事業では、（１）教育振興設備整備事業で、小学校学習

指導要領などに基づきまして、「わかる授業」のための教材整備を行いました。 
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 １７ページをお願いいたします。 

 ３項中学校費１目学校管理費の主なものは、（１）の人件費で一般職９名分はじめ、

３の中学校施設管理事業では（１）の中学校施設管理事業で、光熱水費、備品の購入等

に係る経費を支出いたしました。 

 １８ページをお願いいたします。 

 ４の中学校施設営繕事業では、（１）中学校施設営繕事業で、各中学校において体育

館の防水改修工事、体育館照明等のＬＥＤへの取り替えなど、安全で安心して学べる環

境整備に要した経費をそれぞれ支出いたしました。 

 １９ページをお願いいたします。 

 ５の中学校情報システム管理事業では、（１）情報システム管理事業で、普通教室及

び特別教室用の機器の更新や、新たにモデル校の２校に対して３クラスに１クラス分程

度の学習者用タブレット型パソコンを整備、及び教職員が利用するためのコンピュータ

及びインターネットの環境整備のための経費を支出いたしました。 

 その下でございますが、２目教育振興費の主なものは、先ほどご説明いたしましたよ

うに、小学校費と同様に２の生徒就学支援事業を行い、２０ページをお願いいたします。

３の中学校教育振興設備整備事業などの事業を実施し、支援の充実、教材の整備を図り

ました。 

 少し飛びまして、２５ページをお願いいたします。 

 ５項社会教育費１目社会教育総務費では、２６ページをお願いいたします。 

 上段の４（１）家庭教育推進事業で、家庭教育講演会の開催などを行いました。 

 少し飛びまして、３８ページをお願いします。 

 ６目文化財保護費の主なものは、２の文化財保護一般事業では、（２）文化財啓発事

業で講座の開催に要した経費、３の文化財保護事業では（２）文化財発掘調査保存事業

で市内遺跡の発掘調査等に要した経費などでございます。 

 続きまして、４０ページをお願いいたします。 

 ７目小牧山費の主なものは、１の（２）史跡小牧山整備事業で発掘調査に要した経費、

２の（１）小牧山城史跡情報館管理事業で、昨年４月２５日に開館しました小牧山城史

跡情報館の施設管理に要した経費などでございます。 

 ４１ページをお願いいたします。 

 中段でございますが、８目歴史館費の主なものは、１の（１）歴史館施設管理事業で

歴史館の施設管理に要した経費、（２）歴史館施設整備事業で歴史館の屋根や外壁等の

改修に要した経費などでございます。 

 ４２ページをお願いします。 

 ９目図書館費の主なものは、２の（１）一般事務事業で図書館業務の委託に要した経

費、（２）図書等購入事業で新刊図書等の購入に要した経費でございます。 
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 ４６ページをお願いします。 

 １０目まなび創造館費の主なものは、３の（１）まなび創造館施設管理事業で女性セ

ンターやスポーツセンターなどの施設の管理運営に要した経費などで、男女共同参画事

業の推進やスポーツセンターの利用促進などに努めました。 

 ５０ページをお願いいたします。 

 １１目図書館建設費の主なものは、新図書館を建設するため、令和元年度及び令和２

年度の継続事業として監理委託及び建築工事費の一部、新図書館用の図書やＩＣタグの

購入に要した経費でございます。 

 以上で、教育委員会事務局所管分の説明とさせていただきます。 

○教育長（中川宣芳） 

 櫻井こども未来部次長。 

○こども未来部次長（櫻井克匡） 

 続きまして、こども未来部所管分につきましてご説明申し上げます。 

 恐れ入りますが、お戻りいただきまして２１ページをお願いいたします。 

 ４項幼稚園費１目幼稚園費の主なものにつきまして、１の人件費をはじめ、第一幼稚

園の運営及びその施設管理に要した経費になります。 

 ２２ページをお願いします。 

 ５の幼稚園助成事業で、私立幼稚園への補助、私立幼稚園の保護者への保育料軽減の

ための補助、幼児教育・保育の無償化に伴う児童の保育料等に対する給付などに要した

経費などであります。 

 少し飛びまして、３１ページをお願いいたします。 

 ５項社会教育費４目青少年育成費の主なものにつきましては、３２ページをお願いい

たします。 

 ２の青年の家管理運営事業で、青年の家の管理運営などに要した経費などであります。 

 ３３ページをお願いいたします。 

 ４の青少年健全育成推進事業は、（２）の放課後子ども教室事業で、子どもたちが豊

かで健やかに成長できるよう様々な体験活動の場と機会を提供するために実施し、３４

ページをお願いいたします。（３）子ども体験活動事業でジュニアセミナーやこども自

然体験活動を実施いたしました。 

 ３５ページをお願いいたします。 

 ７のこども夢・チャレンジ推進事業は、（１）こども夢・チャレンジ推進事業として、

「こども夢・チャレンジＮｏ．１都市」の実現に向けて、こどもの夢を育み、夢へのチ

ャレンジを応援する事業を実施いたしました。 

 ３６ページをお願いいたします。 

 ８のこども夢・チャレンジ基金積立事業は、（１）こども夢・チャレンジ積立金とし
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て、令和元年度は積立額が１億５，３２９万４，９７５円でありましたが、夢にチャレ

ンジ助成金、ＪＦＡこころのプロジェクト「夢の教室」開催事業、こども夢・チャレン

ジカップＵ－１２（小牧市長杯開催事業）の財源として１，５４７万９，９５９円を取

り崩しいたしましたので、年度末の残高は７億７，２２５万９，４９０円となりました。 

 私からは以上であります。 

 よろしくお願いします。 

○教育長（中川宣芳） 

 江口健康生きがい支え合い推進部次長。 

○健康生きがい支え合い推進部次長（江口幸全） 

 続きまして、健康生きがい支え合い推進部所管分につきましてご説明させていただき

ます。 

 恐れ入りますが、お戻りいただきまして２５ページをお願いいたします。 

 ５項１目社会教育総務費の主なものでございますが、１の人件費では（４）一般職で

２１人分の人件費のほか、２の（２）の施設予約システム管理事業で施設予約システム

の機器等の更新、修正及び保守管理に要した経費などでございます。 

 ２６ページをお願いいたします。 

 中ほどになりますが、２目公民館費でございます。ページのほうは、２６ページから

３０ページにかけてになりますが、公民館費の主なものは、公民館や各市民センターで

の各種講座、地域３あい事業、中部公民館や各市民センターの施設管理に要した経費で

ございます。 

 ページを少しお進みいただきまして、３１ページをお願いいたします。 

 ３目市民会館費でございます。 

 市民会館の管理運営と施設整備に要した経費になります。 

 続きまして、３６ページをお願いいたします。 

 ５目文化振興費の主なものでございますが、３７ページの頭にあります２の文化芸術

振興事業で、こまき市民文化財団への委託や補助を通じまして、各種舞台公演事業やオ

ーケストラ演奏鑑賞事業などに要した経費でございます。 

 ページを少し飛びまして、５１ページをお願いいたします。 

 ６項１目保健体育総務費でございます。 

 主なものですが、１の人件費では、スポーツ推進委員の養成などに係る経費や一般職

５人分の人件費、それから３のスポーツ推進事業で各種スポーツ教室、スポーツ大会の

開催などに要した経費でございます。 

 ５３ページをお願いいたします。 

 一番下段になりますが、４のスポーツ振興事業基金でございますが、年度末の基金残

高は４，３８１万９，９５０円でございます。 
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 ５４ページをお願いいたします。 

 ２目体育施設費の主なものでございますが、２の体育施設管理事業で、総合体育館、

温水プール、南スポーツセンターなど体育施設の管理運営に係る経費でございます。 

 ５５ページをお願いいたします。 

 ３の体育施設整備事業は、体育施設の修繕、整備工事に係る経費で、こちらに実施し

た主な整備工事の一覧を記載させていただいております。 

 ４の（１）体育施設整備基金積立金は、年度末の基金残高が４億５，４５５万３，９７２

円であります。 

 以上で、健康生きがい支え合い推進部所管分の説明とさせていただきます。 

 よろしくお願いいたします。 

○教育長（中川宣芳） 

 ただいま説明のありました議案第５８号について、ご質問等あればお受けいたします。 

 いかがでしょうか。 

 どうぞ、伊藤和子委員。 

○委員（伊藤和子） 

 ２ページの教育指導費のところで、いじめ問題対策委員会の開催回数が１回とありま

すけれども、何かあったのでしょうか。 

○教育長（中川宣芳） 

 堀田学校教育課長。 

○学校教育課長（堀田正二） 

 いじめ問題対策委員会につきましては、定例的に年に１度、年度末にその年度のいじ

めの状況等を確認しながら、今後のいじめ防止対策等の意見交換を専門家の方々で行っ

ていただいておりますので、年に１回は開催しております。 

○教育長（中川宣芳） 

 よろしいですか。 

○委員（伊藤和子） 

 はい。 

○教育長（中川宣芳） 

 ほかにございますか。 

 伊藤敬一委員。 

○委員（伊藤敬一） 

 ６ページのＩＣＴ教育推進事業のところで、ＩＣＴ支援員というのはどういう方でし

ょうか。 

○教育長（中川宣芳） 

 塚本学校教育ＩＣＴ推進室主幹。 
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○学校教育ＩＣＴ推進室主幹（塚本真也） 

 ＩＣＴ支援員についてですけれども、ラインズ株式会社から来ていただいていて、Ｉ

ＣＴ機器の基礎的な使い方や活用方法について、技術的なアドバイスをいただいており

ます。 

○教育長（中川宣芳） 

 よろしいでしょうか。 

 ほかにございますか。 

 （発言なし） 

 それでは、議案第５８号「議会の議決を経るべき議案について」は、原案について意

見なしとすることにご異議ございませんか。 

 （「異議なし」の声あり） 

 ご異議がないようですので、議案第５８号については、原案について意見なしとする

ことといたしました。 

 次に、議案第５９号「議会の議決を経るべき議案について」、事務局より説明をお願

いいたします。 

 石川教育部次長。 

○教育部次長（石川徹） 

 ただいま議題となりました議案第５９号につきまして、提出理由とその内容について

ご説明申し上げます。 

 ４ページをご覧いただきたいと思います。議案第５９号「議会の議決を経るべき議案

について」でございます。 

 この案の提出理由でありますが、第３回定例会９月議会における議会の議決を経るべ

き議案について、意見を申し出るため必要があるからでございます。 

 その内容は、令和２年度小牧市一般会計補正予算（第８号）のうち、教育委員会分の

歳入歳出予算補正、債務負担行為補正についてございます。 

 その内容のうち、教育委員会事務局所管分をご説明させていただきます。 

 別冊２「令和２年度小牧市一般会計補正予算（第８号）（教育委員会分）」の１ペー

ジをお願いします。 

 第２表債務負担行為補正であります。 

 ＩＣＴ活用支援委託事業として、期間は令和２年度から令和３年度までで、限度額は

１，４５２万円でお願いするものでございます。 

 これは、新型コロナウイルス感染症による全国的な臨時休校により、ＩＣＴを活用し

たオンライン学習ができる環境を早期に実現させる必要が生じたため、全児童生徒１人

１台端末環境を前倒しをして整備することに併せ、既に債務負担行為をお認めいただい

て実施しております当事業につきましても、ＩＣＴ支援員の訪問回数増加分を新たに設
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定しようとするものであります。 

 続きまして、２ページ、３ページをお願いいたします。 

 歳入についてであります。 

 ２０款１項３目教育費寄附金のうち、１節教育総務費寄附金として１，２５７万

７，０００円を増額するものでございます。 

 その内容でありますが、右の説明欄に記載のとおり、育英事業基金寄附金として２０９

万５，０００円、次世代教育環境整備基金寄附金として１，０４８万２，０００円、と

もにこまき応援寄附金としてご寄附をいただいたものでございます。続きまして、２節

社会教育費寄附金４８２万１，０００円のうち、文化財保護事業基金寄附金として９７

万７，０００円の増額は、こちらも、こまき応援寄附金としてご寄附をいただいたもの

でございます。 

 続きまして４ページ、５ページをお願いします。 

 歳出についてでございます。 

 内容につきましては、右欄の事務事業の概要によりご説明させていただきます。 

 １０款１項２目事務局費で、１の（１）次世代教育環境整備基金積立金として１，０４８

万２，０００円の増額は、歳入でご説明いたしましたこまき応援寄附金を基金に積み立

てるものでございます。 

 続きまして、３目教育指導費で、１の（１）ＩＣＴ教育推進事業として３６３万円の

増額は、児童生徒１人１台端末の早期整備に併せ、モデル校以外の２１小中学校におい

てＩＣＴ支援員の訪問回数を増やすための増額でございます。 

 次の２の（１）育英事業基金積立金として２０９万５，０００円の増額は、こまき応

援寄附金を基金に積み立てるものでございます。 

 続きまして、５項社会教育費６目文化財保護費で、１の（１）文化財保護事業基金積

立金の９７万７，０００円の増額は、こまき応援寄附金を基金に積み立てるものでござ

います。 

 続きまして、９目図書館費で、１の（１）図書館施設整備事業として４０３万７，０００

円の増額は、図書館施設整備事業の設計管理委託料で、新図書館開館後速やかに現図書

館の解体工事に着手するにあたり、令和２年度に解体設計を行うために必要な経費を計

上するものでございます。 

 続きまして、６ページ、７ページをお願いいたします。 

 こちらにつきましては、先ほどご説明申し上げましたＩＣＴ活用支援委託事業の債務

負担行為補正の補正調書でございます。 

 以上で説明とさせていただきます。 

 よろしくお願いします。 

○教育長（中川宣芳） 
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 櫻井こども未来部次長。 

○こども未来部次長（櫻井克匡） 

 続きまして、私から、こども未来部所管分につきましてご説明申し上げます。 

 ２ページ、３ページにお戻りください。歳入であります。 

 ２０款１項３目教育費寄附金２節社会教育費寄附金のうち、こども夢・チャレンジ基

金寄附金で３８４万４，０００円の増額は、こまき応援寄附金としてご寄附いただいた

ものであります。 

 続きまして、歳出についてご説明申し上げます。４ページ、５ページをお願いいたし

ます。 

 １０款５項４目青少年育成費で３８４万４，０００円の増額は、１の（１）こども

夢・チャレンジ基金積立金で、いただいたご寄附を基金に積み立てるものであります。 

 以上で私からの説明とさせていただきます。 

 よろしくお願いいたします。 

○教育長（中川宣芳） 

 ただいま説明のありました議案第５９号について、ご質問等あればお受けいたします。 

 いかがでしょうか。 

 よろしゅうございますか。 

 （発言なし） 

 ご質問もないようであります。 

 それでは、議案第５９号「議会の議決を経るべき議案について」は、原案について意

見なしとすることにご異議ございませんか。 

 （「異議なし」の声あり） 

 ご異議がないようでありますので、議案第５９号については、原案について意見なし

とすることといたしました。 

 続きまして、議案第６０号「小牧市学校教育ＩＣＴ活用計画及び達成状況を踏まえた

フォローアップ計画について」、議案第６１号「小牧市通信ネットワーク環境整備計画

について」及び議案第６２号「小牧市学習者用コンピュータ配備計画について」、関連

がありますので一括して事務局の説明を求めます。 

 石川教育部次長。 

○教育部次長（石川徹） 

 ただいま議題となりました議案第６０号「小牧市学校教育ＩＣＴ活用計画及び達成状

況を踏まえたフォローアップ計画について」、議案第６１号「小牧市通信ネットワーク

環境整備計画について」及び議案第６２号「小牧市学習者用コンピュータ配備計画につ

いて」は、関連がありますので、一括してご説明申し上げます。 

 全児童生徒に１人１台端末環境の整備を目指す国のＧＩＧＡスクール構想につきまし
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ては、当初は令和５年度までに段階的に整備を進めるということでありましたが、新型

コロナウイルス感染症による全国的な臨時休校により、ＩＣＴを活用したオンライン学

習ができる環境を早期に実現させる必要が高まったため、令和２年度中に整備をするこ

ととして大幅に前倒しされ、小牧市におきましても、先の６月議会におきまして補正予

算をご議決いただいたところでございます。 

 ＧＩＧＡスクール構想の実現にあたりましては、学校の情報通信ネットワーク整備及

び児童生徒１人１台パソコン端末整備等が国の補助金の対象となっております。その補

助金の措置要件としまして、議案第６０号から議案第６２号の３つの計画を策定し、公

表することとされております。 

 これら３つの計画につきましては、文部科学省の記載例を踏まえ、外部の学識経験者

及び小中学校の教員等で構成する小牧市情報教育ＩＣＴ推進委員会におきましてご意見

をいただき、作成した計画となっております。 

 ５ページをお願いいたします。 

議案第６０号「小牧市学校教育ＩＣＴ活用計画及び達成状況を踏まえたフォローアップ

計画について」でございます。 

 この案の提出理由でありますが、小牧市学校教育ＩＣＴ活用計画及び達成状況を踏ま

えたフォローアップ計画を定めるため必要があるからでございます。 

 ６ページをお願いいたします。 

 本計画は、前提としまして、平成３１年２月に策定いたしました「小牧市学校教育Ｉ

ＣＴ推進計画」の目指す姿と基本方針の考え方を踏まえることとしております。 

 １として、各年度におけるＩＣＴ活用目標として、（１）現状のＩＣＴ環境から７ペ

ージの（２）タブレットＰＣの活用状況で、現状の機器の整備状況やタブレットの活用

頻度について記載しております。 

 （３）ＩＣＴ活用目標の①ＩＣＴ活用の準備では、情報モラルの育成や健康面への配

慮、クラウドの活用について記載しております。 

 ８ページをお願いします。 

 ②のタブレットＰＣの活用では、タブレット活用に関する考え方と、１日に各クラス

で何回タブレットを活用するか、目標を設定しております。 

 また、８ページ下段から９ページにかけまして、④として臨時休校や分散登校期間中

等におけるＩＣＴを活用したオンラインによる学習支援について記載しております。 

 続きまして、２、指導体制の強化や働き方改革への対応の（１）としまして、ＩＣＴ

支援員などの外部人材の活用について、（２）として校務事務の効率化・働き方改革、

（３）としてＩＣＴ教育の推進体制づくりについて記載しております。 

 １０ページをお願いします。 

 ３、達成状況を踏まえたフォローアップでは、ＩＣＴ教育の目的・効果等の共通認識
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を持つため、教育委員会による教職員研修を行うことや校内研修について、また各年度

１回のアンケートを実施することなどを記載しております。 

 続きまして、１１ページをお願いいたします。 

 議案第６１号「小牧市通信ネットワーク環境整備計画について」でございます。 

 この案の提出理由でございますが、小牧市通信ネットワーク環境整備計画を定めるた

め必要があるからでございます。 

 １２ページをお願いいたします。 

 ネットワーク環境の整備については、大きく２点ございます。 

 まず、１、校内ＬＡＮにつきましては、今年度中に校内ＬＡＮのケーブルを１０ギガ

バイトの通信が可能となるケーブルに変更し、併せて、全小中学校のＷｉ－Ｆｉが未整

備の教室、体育館及び運動場にアクセスポイントを設置することを記載しております。 

 ２として、校外ＬＡＮにつきましては、現在市役所のセンターサーバを経由して接続

している各学校からのインターネット通信につきまして、令和２年度中に、市内各小中

学校に光回線を接続し、各学校から直接インターネット接続できる環境を整備すること

を記載しております。 

 続きまして、１３ページをお願いします。 

 議案第６２号「小牧市学習者用コンピュータ配備計画について」でございます。 

 この案の提出理由でございますが、小牧市学習者用コンピュータ配備計画を定めるた

め必要があるからでございます。 

 １４ページをお願いいたします。 

 この調査票は、小牧市学習者用コンピュータ配備計画の様式として定められているも

のでございます。 

 （１）学習者用コンピュータの需要量に関する調査の③に各年度の整備計画を記載し

ております。 

 計画では、小学校の全学年にｉＰａｄ、中学校にＷｉｎｄｏｗｓを、児童生徒１人１

台となるよう整備いたします。また、予備機として小学校各５台、中学校は各１０台の

整備をいたします。 

 現在既に整備されておりますタブレット１，２４１台分につきましては１人１台の端

末に割り当てますので、小中学校合わせまして、整備済みの１，２４１台を除く１万

１，５６９台を今年度中に整備する計画となっております。 

 以上で、議案第６０号から議案第６２号までの説明とさせていただきます。 

 よろしくお願いします。 

○教育長（中川宣芳） 

 ただいま説明のありました議案第６０号から議案第６２号について、ご質問があれば

お受けいたします。 
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 よろしいでしょうか。 

 伊藤和子委員。 

○委員（伊藤和子） 

 現在使っているタブレットやノートパソコンと同種のものを新たに整備するというこ

とでよろしいでしょうか。 

○教育長（中川宣芳） 

 小川学校教育ＩＣＴ推進室長。 

○学校教育ＩＣＴ推進室長（小川正夫） 

 既存のものと新しいものの機種の関係についてですけれども、現在、モデル校の小学

校２校と中学校２校には、ＷｉｎｄｏｗｓのＳｕｒｆａｃｅ Ｇｏが入っています。こ

ちらは、全て中学校のほうへ持っていきまして、中学校には、新しくＷｉｎｄｏｗｓの

Ｓｕｒｆａｃｅ Ｇｏ２という、Ｓｕｒｆａｃｅ Ｇｏがモデルチェンジしたものを整備

いたしますので、ほぼ同様のものを中学校ではお使いいただくことになります。 

 小学校については、新たにｉＰａｄを整備しますので、全校で同じものをお使いいた

だけます。 

○教育長（中川宣芳） 

 よろしいですか。 

○委員（伊藤和子） 

 はい。 

○教育長（中川宣芳） 

 ほかにございますか。 

 加藤委員。 

○委員（加藤由美） 

 小学校にｉＰａｄを、中学校にＷｉｎｄｏｗｓを、それぞれ分けて導入されるという

ことですが、それぞれの学習内容に合わせてそちらのほうがいいというご判断でしょう

か。 

○教育長（中川宣芳） 

 塚本学校教育ＩＣＴ推進室主幹。 

○学校教育ＩＣＴ推進室主幹（塚本真也） 

 発達段階と学習内容を考慮して、小学校についてはｉＰａｄがよいであろうと判断い

たしました。 

○教育長（中川宣芳） 

 ほかにございますか。 

 伊藤敬一委員。 

○委員（伊藤敬一） 
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 タブレットを使うのは、基本的には学校の中を考えているのでしょうか。 

○教育長（中川宣芳） 

 小川学校教育ＩＣＴ推進室長。 

○学校教育ＩＣＴ推進室長（小川正夫） 

 基本的には、学校の中での使用を考えております。しかしながら、新型コロナウイル

スの影響で学校が休校になった場合には、家庭へ持ち帰って使っていただくこともあり

得ると考えています。 

 将来、全ての教科書等がパソコンの中に入ってきたときには、家庭への持ち帰り等も

行っていかなければならないと考えますが、今のところは、基本的には学校の中で校内

のＷｉ－Ｆｉを使うことで検討を進めています。 

○教育長（中川宣芳） 

 伊藤敬一委員。 

○委員（伊藤敬一） 

 学校内でつながることはもちろんですが、例えば市の公共施設でもつなげることがで

きるようにするなどは、今後考えていかないのでしょうか。 

○教育長（中川宣芳） 

 小川学校教育ＩＣＴ推進室長。 

○学校教育ＩＣＴ推進室長（小川正夫） 

 今後につきましては、いろいろと検討していかなければならないと思うのですが、今

のところは、外のフリーＷｉ－Ｆｉにつなぐことはないと考えております。まずは学校

の中だけで使っていくということで考えています。修学旅行や課外授業では今のところ

は使わないような形で考えております。 

○教育長（中川宣芳） 

 よろしいですか。 

○委員（伊藤敬一） 

 国のＧＩＧＡスクール構想は、各自治体が独自性を持って自由に計画を立てられるも

のなのでしょうか。それとも、ある程度決められてしまっているのでしょうか。 

○教育長（中川宣芳） 

 小川学校教育ＩＣＴ推進室長。 

○学校教育ＩＣＴ推進室長（小川正夫） 

 国のＧＩＧＡスクール構想は、まずは１人１台の端末を入れるということでして、端

末の中のアプリだとかソフトというのは各市町村に任されているところがありますので、

小牧は小牧独自のものを入れていくという形で今進めております。 

○教育長（中川宣芳） 

 よろしいですか。 
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○委員（伊藤敬一） 

 せっかくなので、例えば図書館などで、フリーＷｉ－Ｆｉではなく、子ども用の端末

だけつながるようにパスワードで管理するなどして使えるようにしたらいいと思います。

そういう何かほかの自治体とは違った取り組みを考えてもらえるといいと思います。小

牧は財政的に割と潤っているほうの自治体だと思うので、そういう何か新しい挑戦みた

いなことも少しずつ、早目早目に入れてもらえるといいと思いますので、ぜひ今後ご検

討ください。 

○教育長（中川宣芳） 

 ほかにございますか。 

 （発言なし） 

 それでは、議案第６０号「小牧市学校教育ＩＣＴ活用計画及び達成状況を踏まえたフ

ォローアップ計画について」、議案第６１号「小牧市通信ネットワーク環境整備計画に

ついて」及び議案第６２号「小牧市学習者用コンピュータ配備計画について」は、原案

どおり可決することにご異議ございませんか。 

 （「異議なし」の声あり） 

 それでは、議案第６０号から議案第６２号については、原案どおり可決することとい

たしました。 

 続きまして、議案第６３号「附属機関の委員の任命について」、事務局の説明を求め

ます。 

 石川教育部次長。 

○教育部次長（石川徹） 

 ただいま議題となりました議案第６３号についてご説明申し上げます。 

 １６ページをお願いいたします。附属機関の委員の任命についてであります。 

 附属機関の委員の任命につきまして教育委員会の議決を求めるもので、小牧市学校給

食用物資選定委員会委員でございます。 

 提出理由は、附属機関の委員の任命をするため必要があるからで、内容につきまして

は１７ページの名簿によりご説明申し上げます。 

 この委員の名簿中、市職員の異動がございましたので、太字で記載してあります１名

の委員を任命しようとするものであります。 

 任期は、前委員の残任期間であります令和２年７月１日から令和３年３月３１日まで

であります。 

 以上で説明とさせていただきます。 

 よろしくお願いします。 

○教育長（中川宣芳） 

 ただいま説明のありました議案第６３号について、ご質問があればお受けいたします。 
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 よろしいでしょうか。 

 （発言なし） 

 それでは、議案第６３号「附属機関の委員の任命について」は、原案どおり可決する

ことにご異議ございませんか。 

 （「異議なし」の声あり） 

 ご異議もないようですので、議案第６３号については原案どおり可決することといた

しました。 

 続いて、報告・連絡事項に入ります。 

 はじめに、教育総務課、お願いいたします。 

 小川教育総務課長。 

○教育総務課長（小川正夫） 

 それでは、連絡事項、９・１０月行事予定でございます。 

 １８ページをお願いいたします。 

 ９月の予定です。 

 １日火曜日は、第一幼稚園の始業式であります。 

 ４日金曜日は、本会議の招集日となっております。 

 １４、１５と本会議が開催されます。 

 １９ページをお願いいたします。 

 １６日は、本会議が開催されます。 

 ２３日水曜日は、文教建設委員会・文教建設分科会が開催されます。 

 ２４日木曜日は、午後２時から定例の教育委員会を３０１の会議室で開催いたします。 

 ２８日月曜日は、本会議が開催されます。 

 ２０ページをお願いします。 

 １０月の予定でございます。 

 ８日木曜日は、尾張部都市教育長会議が知多市勤労文化会館で開催されます。 

 ２１ページをお願いいたします。 

 ２０日火曜日は、愛日地方教育事務協議会が６０１の会議室で開催されます。 

 ２７日火曜日は、午後２時から定例の教育委員会を３０１の会議室で開催いたします。 

 行事予定につきましては、新型コロナウイルス感染症の拡大防止対策のため変更とな

る場合がございますので、ご承知おきをいただきたいと思います。 

 ９月、１０月の行事予定は以上でございます。 

 以上で、連絡事項とさせていただきます。 

○教育長（中川宣芳） 

 続いて、学校教育課、お願いします。 

 堀田学校教育課長。 
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○学校教育課長（堀田正二） 

 それでは、学校教育課より２点ご報告させていただきます。 

 報告第１号「令和２年度小学校運動会・中学校体育大会について」であります。 

 資料は、２２ページをお願いします。 

 例年は、９月の第３土曜日に中学校体育大会、第４土曜日に小学校運動会を開催して

おりますが、今年度は、新型コロナウイルス感染症の影響により、開催日が各学校で異

なっております。早い学校では９月２６日に開催しますが、遅い学校では１１月２１日

に開催します。各小中学校の開催日等がおおむね決まりましたので、一覧表を提出させ

ていただきました。 

 なお、来賓につきましては、感染防止対策の一環として、全小中学校でお招きしない

こととなりましたので、よろしくお願いします。 

 続きまして、資料を１枚はねていただきまして、報告第２号「小牧市私立高等学校等

授業料補助金交付要綱の改正について」であります。 

 この要綱改正は、令和２年度の国と愛知県の補助制度の改正に伴い、市の補助制度を

見直し、補助額を増額するための改正であります。 

 具体的には、交付要綱中の第５条にありますように、これまで県民税と市民税により

対象者を３つに区分し、区分に応じて、年額４万円、３万２，０００円、３万円を補助

していたものを、令和２年度、今年度分から一律８万円の項目に改めるものであります。

この改正により、私立高等学校等の授業料補助がこれまで以上に充実することとなりま

す。 

 なお、補助の申請時期や申請方法などの変更は特にございません。 

 学校教育課からの報告は以上です。 

 よろしくお願いします。 

○教育長（中川宣芳） 

 続いて、小牧山課、お願いします。 

 武市小牧山課長。 

○小牧山課長（武市礼子） 

 小牧山課から１点報告をさせていただきます。 

 報告第３号「史跡小牧山作業道整備工事について」であります。 

 ２３ページをお願いします。 

 史跡小牧山の山頂主郭地区におきましては、これまでの発掘調査の成果をもとに、令

和３年度以降、５か年に及ぶ石垣復元などの史跡整備工事を予定しております。この工

事に備えまして、主要な園路の一つであります史跡公園南山の入り口から山頂の小牧市

歴史館に至る管理道のうち、未舗装であります桜の馬場南西隅から山頂付近までの約

８４０メートルを作業道として整備する工事を行います。 



 24 

 工期は９月上旬から３月中旬を予定をし、２工区に分けて行います。 

 施工中は一部通行止めとなるため、来訪者の皆様には迂回通行のご案内をしてまいり

ます。 

 以上で報告とさせていただきます。 

○教育長（中川宣芳） 

 続いて、図書館、お願いします。 

 山田図書館長。 

○図書館長（山田久） 

 それでは、報告第５号「行政文書の開示について」、ご報告させていただきます。資

料はございません。 

 令和２年７月２８日付けで県内在住の方から、新小牧市立図書館の費用（新図書館建

設推進室分は除く）や内容がわかる資料、及び小牧市新図書館業務委託及び小牧市図書

館業務システム構築業務委託プロポーザルの内容等がわかる資料について開示請求がな

されましたので、８月１７日付けで、個人情報等を除く一部開示の決定を行い、請求者

の方に通知いたしました。 

 以上です。 

○教育長（中川宣芳） 

 次に、新図書館建設推進室、お願いします。 

 矢本新図書館建設推進室長。 

○新図書館建設推進室長（矢本博士） 

 それでは、報告第５号「行政文書の開示について」報告させていただきます。資料は

ございません。 

 新図書館建設事業につきましては、工事の遅れもなく順調に進捗しております。現在

は、躯体工事、外壁工事が完了し、順次各階の内装工事を進めているところであります。 

 そうした中、６月３０日付けで市内在住の方より、小牧市立図書館に係る防衛省との

協議等の資料について開示請求がありました。 

 具体的には、現図書館の建設時に防衛省より補助金の交付をいただいていることから、

今後、現図書館を廃止していくことに伴いまして、事前に防衛省に財産処分の報告が必

要でありましたが、この報告に関する一連の防衛省との協議資料の開示請求があったも

のでございます。 

 この開示請求に対しましては、７月１４日付けで、個人情報に関する部分などを除い

た開示の決定を行い、請求者の方に通知いたしました。 

 以上であります。 

○教育長（中川宣芳） 

 報告・連絡事項については以上でございますが、何かご意見、ご質問はありますでし
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ょうか。 

 よろしいですか。 

 （発言なし） 

 それでは、ほかにご発言はございませんか。 

 （発言なし） 

 では、ほかにご発言もないようですので、以上をもちまして令和２年第８回定例教育

委員会を閉会いたします。お疲れさまでした。 

＜閉会 午後 ３時０７分＞ 

 



 26 

署  名  欄 

 

 

教育長 

 

 

委員 

 

 

委員 

 

 

委員 

 

 

委員 

 

 

作成職員 

 

 

 

 

 

 


