
Ｎｏ 事業名 担当課等 質問及び回答

12 小学校ＩＣＴ化推進事業

13 中学校ＩＣＴ化推進事業

3 小中学校学校施設最適化推進事業 教育施設課

〇業務委託内容はどのようなものか。
【回答】令和６年度に依知南小学校中央棟校舎、７年度に緑ケ丘小学校東棟校舎が建設後60年を迎えることから、今後の整備
基本計画策定に向けた基礎・検討資料とするため、調査・整理を行ったものです。当該２校の建物の老朽化の状況、敷地条件
等のハード面と、学級数の変化、諸室構成、周辺施設との複合化等のソフト面からの実態や課題、整備条件を整理した上で、
複数パターンの整備計画案を作成しました。

1

教育総務課

〇従来のノートパソコンとＧＩＧＡスクール構想で導入されたタブレットの使い分けはどうするのか。
【回答】今後は原則としてＧＩＧＡスクール構想で導入したタブレットを利用し、従来のタブレットは令和４年６月末のリー
ス期間満了をもって運用を終了し、返却する予定です。

〇ＧＩＧＡスクール構想の課題は何か。また、教職員の戸惑い等はいかがか。
【回答】運用１年目となる今年度は、教職員、児童・生徒ともに基本的な操作や活用方法を覚える段階とし、その中で課題を
抽出します。また、１人１台端末が整備されたものの、教職員から戸惑いの声もありますので、操作研修の開催等により、引
き続き教職員のフォローを進めます。

〇ＩＣＴ活用授業には、小学生より中学生の方がより関心を持ちそうだが、中学校のほうが実績が少ないのは何故か。
【回答】小学校、中学校ともにデジタル教材の整備等によりＩＣＴ活用の促進を行っていますが、中学校では、各教科、定め
られた単元を限られた時間内で進める中で、検討や準備に時間がかかっていることが要因ではないかと推測しています。

〇保護者は、学年が変わると子どもやそれに付随する個人情報を、内容に変更がなくとも毎回提出していると思われるが、
ＩＣＴを活用した引継ぎはできないか。また、欠席届はオンライン活用になっているのか。
【回答】保護者が提出する書類の内容や書式は、デジタル化や省略可能な部分がないか、関係各課等と情報共有し、調査、研
究していきます。また、日々の欠席連絡は、現在、オンラインによる連絡は実施していませんが、今後のオンライン利用の是
非、可能性について検討を進めます。

中学校給食施設整備事業 学校給食課

〇モニタリング支援業務委託はどのような内容か。また、今後導入効果について検証がなされるか。
【回答】モニタリング支援業務は、設計図書のチェックや施工状況の確認などを行い、民間事業者による業務履行に関して、
適正かつ確実なサービス提供がされているかを確認するため、市に助言をいただくものです。また、事業期間終了後に事後評
価を行うことになると思いますが、モニタリングの結果等をデータとして積み上げ、事業者等のヒアリングなどを交え、その
効果を検証する必要があると考えます。

〇ＰＦＩ法とは何か。また、それが今回の施設更新にどのようなメリット・デメリットがあるか。
【回答】ＰＦＩとは、公共施設等の建設、維持管理、運営等を民間の資金、経営能力及び技術的能力を活用して行う手法で
す。ＰＦＩ手法では民間事業者が提携し、特別目的会社により業務を進めますので、設計、建設の段階から運営に至るまで業
務の連携が適切に行われ、衛生管理の徹底や安全性の向上が求められる給食施設においては、有効な方法であると捉えていま
す。一般的にデメリットと言われるものは、事前に要する事業プロセスに時間がかかることや、公共サービスの品質管理が適
切に行われるよう管理・指導に注意することが挙げられています。

【教育総務部】令和２年度教育委員会主要事業に対する事前質問及び回答

基本方針１　「確かな学力」を身に付ける教育を推進します。

基本方針２　豊かな心と健やかな体をはぐくむ教育を推進します。

基本方針４　課題やニーズに対応した教育環境の整備・充実を図ります。
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Ｎｏ 事業名 担当課等 質問及び回答

5 小学校特別教室冷暖房設備設置事業

6 中学校特別教室冷暖房設備設置事業

〇委託結果とはどのようなものか。
【回答】特別教室等への冷暖房設備の設置に向けて、現状把握や条件を精査した上で、技術面や維持管理面での課題を整理
し、今後の財政負担を軽減できるよう、エネルギー方式や実施可能な事業手法の選定のほか、冷暖房設備の仕様を整理するた
め、調査及び比較検討を行いました。

〇特別教室とは配膳室も含まれるか。
【回答】文部科学省が定期的に実施している調査では特別教室の定義に配膳室は含まれていませんが、昨年度実施した導入調
査では、会議室や配膳室についても、冷暖房設備を設置する対象諸室として検討を行っています。

その他（教育総務課）

〇外国籍保護者に対して日本の生活の術を教える等の支援はできないか。
【回答】市民協働推進課では、外国籍の方を対象に、日本語教室の実施や生活に係る相談窓口を設けており、市長部局におい
て市全体として検討していく必要があると考えます。

〇基本方針６について、このタイトルでなぜ１事業しかないのか。
【回答】昨年度までを計画期間とした教育振興基本計画の基本方針６に掲げる全事業は、社会教育課と青少年教育相談セン
ターの所管する５事業があり、市の総合計画に位置付けている事業のみを抽出しているため、１事業のみとなります。

〇教職員の負担軽減について事業化された取組はどのようなものがあるか。
【回答】令和３年度に予算化した事業は資料２「教員の多忙化解消関連事業一覧」のとおりです。

〇コミュニティ・スクール関係者が児童の練習に寄り添う場面を見聞きするが、コロナ禍が収束したら実現できるか。
【回答】昨年度はコロナ禍による休校等により実施できませんでしたが、感染状況に配慮しながら、今年度から徐々に再開し
ている学校もあると聞いていますので、継続的な支援をしていきます。

教育施設課
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Ｎｏ 事業名 担当課等 質問及び回答

2 中学校少人数学級実施事業 教職員課

〇派遣人数が１名減は希望校の減によるとあるが、希望しても条件が整わなかったということか。
【回答】標準法による40人学級編制で、学年の人数が120人３クラスを予定していた学校が、年度末に２人の転入があり、標準法
で１クラス35人以下の編制となり希望を取り下げた結果、派遣人数が減少しました。

〇学校現場からは少人数編制の実施を希望する学校が減っているようだが、事業を継続するという根拠は何か。
【回答】実施校からは、「一人一人の生徒に向き合う時間が増え、生徒の特性などをしっかりと把握することができた」等、効果
が得られたことから継続を希望する声があります。少人数学級の実施は、各校の実態を考慮の上、学校長と協議しながら決定して
います。また、少人数学級編制による学級数増に伴う教員の配置数にも配慮しながら対応しています。

〇中一ギャップを防ぐには、小６の段階でのサポートが必要と考えるが、何か施策は行っているか。
【回答】一例ですが、小学校の英語の教科化に伴い、令和２年度は、中学校の英語の教員２名を小学校の英語専科指導に充て、主
に高学年の英語の授業を受け持ってもらいました。

3
元気アップスクール推進事業交付金
（小学校）

4
元気アップスクール推進事業交付金
（中学校）

1 小学校児童支援推進事業 教職員課

〇教職員数が足りないと聞くが、非常勤講師派遣をする上での課題は何か。
【回答】第一に、教員を志望する学生が少なくなっている現状があります。第二に、免許を取得していても、有効性がない免許保
持者は、任用ができないという現状があります。第三に、指導力不足の登録者もいるという課題があります。

〇派遣人数が昨年に比べ減っているのは予算の関係からか。
【回答】年度初めに任用する登録者が少なかったことにより欠員が生じましたが、年度途中の登録者や、学校からの紹介で随時任
用しました。さらに昨年度は、新型コロナウイルス感染拡大防止に伴う「学びの保障」として、国・県が「補習等非常勤講師」の
任用ができるようになりましたので、県費の任用を優先しました。

〇コロナ禍の中で心身ともに不安な時期が続いている。良きに悪しきにコロナが影響したことを教えてほしい。
【回答】「学びの保障」による国・県の加配として「補習等非常勤講師」の任用が可能になったことは、学校にとっても、また、
市の予算面からも良かったことと感じています。

〇35人学級の導入が進んでいるが、高学年には適用されないまま卒業になるのか。教科担任制など別の政策がなされるのか。
【回答】令和２年度は、５・６年生を対象に県の研究少人数学級指定制度を適用し、５校６学級で少人数学級を実施しました。ま
た、国は令和７年度までに小学校全学年について35人学級を実施するとの考えを示していますので、引き続き動向を見守っていき
たいと思います。教科担任制については、家庭科、音楽、図工等で実施しており、国の方針においても専科指導のための加配置を
活用するよう示されていますので、引き続き動向を注視していきます。

【学校教育部】令和２年度教育委員会主要事業に対する事前質問及び回答

基本方針１　「確かな学力」を身に付ける教育を推進します。

教育指導課

〇コロナ禍において、中学校ではどのような工夫があったのか。
【回答】支援員の増員を含めた相談活動の充実に力を注いでいます。また、外国籍や外国につながりのある生徒の多い学校への支
援として、日本語教材の提供、日本語指導協力者（母語による支援）、翻訳機による支援を実施しました。さらに合唱コンクール
ではパーテーションを設置するなどして、感染防止対策の中での表現活動の工夫を行いました。

〇「ユニバーサルデザインを意識した環境づくり」とは。
【回答】環境面、学習面の２つの観点から進めています。環境面では、机やロッカーの整頓例、給食の配膳方法や清掃の方法の具
体例を写真に撮り、校内に掲出しました。学習面では、タイマーを使用して話し合いの時間を測りながら進めたり、黒板に授業の
流れを示し、児童・生徒が見通しをもって学習できるようにする取組や、話し合いでホワイトボードを使用するなど、ユニバーサ
ルデザインを意識する仕掛けを取り入れています。
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Ｎｏ 事業名 担当課等 質問及び回答

5
教育活動充実交付金
（小学校）

6
教育活動充実交付金
（中学校）

7 小中一貫教育推進事業 教育指導課

〇非常勤講師の配置校にはどの程度の推進を求めていたのか。一歩踏み込んだカリキュラム編成を実施した学校はどの程度ある
のか。また、コロナ禍での情報交換はどのように実施したのか。
【回答】令和２年度は、依知中学校教員が依知南小学校、相川中学校教員が相川小学校と戸田小学校で英語の授業を行いました
（その補填として、中学校には非常勤教職員を配置しています）。小学校児童は、中学校教員とのやり取りを通じて、中学校での
生活の様子を知ることができ、顔見知りになるきっかけにもなるため、スムーズな中学校生活への移行が期待できます。カリキュ
ラムに関しては、教員相互の意見交換により、学習内容を理解した上で傾向性を意識した授業づくり、９年間を見通した目当てや
決まりを発達の段階に応じて統一していくようにしています。また、コロナ禍での情報交換は、リモートを活用し、部会ごとの小
集団で実施するなど工夫しました。

〇コミュニティ・スクールの活用とあるが、具体的にはどのような活用案があるのか。
【回答】具体案はまだないが、長期的に関わっていただける地域の方がいらっしゃるコミュニティスクールの場で積極的な発言を
することで、地域の目線からのヒントやアイディアをいただきたいと考えています。

8 小学校「あつぎ元気塾」実施事業 教育指導課
〇市長部局や社会教育行政への移行も考えているのか。
【回答】本事業は、令和２年度までに一定の成果をもって廃止としました。現時点では、市長部局や社会教育部への移行は考えて
いません。

9 学力ステップアップ支援員配置事業 教育指導課

〇「学習支援ボランティアとの関連を研究」とあるが、実態をどのように捉えているのか。新しい基本方針５に「家庭・地域・
学校の協働による教育活動の充実」とあり、関連した研究とするのか。
【回答】現在、小学校では、学習に向かうための生活面の支援や、授業の指示理解への支援など低学年児童へのサポートが多く、
中学校では積み重ね教科である英語、数学の基礎定着支援が中心となっています。本事業の支援員以外では、大学生による学習支
援ボランティア、地域ボランティアの方などがおりますが、支援が必要な場に応じて幅広く参加していただけるよう、学力ステッ
プアップ支援員との連携を研究していきます。

教育指導課

〇図書の購入とあるが、ＤＶＤなど動画等の購入もできるのか。実際に購入している学校はあるのか。
【回答】教育研究活動に合致するものであれば、ＤＶＤ等の購入も可能です。令和２年度は、ＤＶＤ付きの書籍を購入した学校が
ありました。

〇具体的にどのような図書を購入し、どのような効果があったのか。
【回答】学習指導要領の改訂に伴って評価に関するもの、各教科の指導法、児童理解等に関する図書を購入しています。また、人
権の研究指定校については、国際理解やＬＧＢＴに関する図書の購入もありました。
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Ｎｏ 事業名 担当課等 質問及び回答

10 英語教育推進事業 教育指導課

〇中学校の先生が小学校に教えに行くというような考えはあるか。
【回答】令和２年度は、依知中学校教員が依知南小学校、相川中学校教員が相川小学校と戸田小学校で英語の授業を行いました。

〇新しい学習指導要領の実施にあたり、小学校教諭の不安や課題をどのように捉えているか。また、その解消、解決に向けた具
体策はどのようなものか。
【回答】令和２年度から、小学校においてＡＬＴ（外国語指導助手）の配置数、時間数を拡大しています。児童に対する英語活動
の支援のみならず、教員の英語力や指導力への不安解消にも寄与しています。

〇アンケートの内容が英語を好きと答えた児童、生徒となっているが、好きか嫌いかが指標として大事なのか。習熟度を計測す
る（全国学状、英検など）ことはしないのか。英語はコミュニケーションとして使えることが重要だが指標としないのか。
【回答】教育委員会発出の「指導の重点」では、児童・生徒一人一人が自己存在感、自己有用感を味わうことが重要だとしていま
す。そのため、学習に興味をもって取り組むことが学力向上につながるという観点から「好き」「楽しい」と感じることが第一歩
と捉え、指標としています。なお、学力学習状況調査の結果についても今後の指導に生かしていきます。

〇「児童・生徒が学校以外の場で英語に触れる活動」とはどのような活動か。
【回答】小学校４～６年生を対象としたＡＫＧ（あつぎキッズガイド）プロジェクトを年８回（前期後期各４回、定員50名）の取
組としています。令和２年度はコロナ禍の影響で後期のみの実施となり、５回25名の変則実施となりました。

11 ＳＥＬ教育基金事業 教育指導課

〇こども科学賞を中止にした要因は何か。
【回答】臨時休業中の登校日が４月５日のみで、この中で十分な説明をすることは困難でした。事業の性質上、書面を渡すだけで
各自が判断して行動できる内容ではないため、中止と判断せざるを得ませんでした。また、臨時休業の影響で夏季休暇が短縮さ
れ、夏休みの課題とすることも困難でした。

〇タブレットを活用し、大学やテクノロジー企業と連携し、ウェブ講義などを積極的に取り入れる施策を行ってはどうか。
【回答】実施には至りませんでしたが、おもしろ理科教室のオンライン企画を提案してくださった企業もありました。今後につな
げていきたいと思います。

14 小学校保護者負担軽減事業

15 中学校保護者負担軽減事業

2 青少年教育相談事業
青少年教育
相談セン
ター

〇センターが行っているアウトリーチ型の支援の情報は、社会教育とどのように共有されているか。
【回答】学校教育と社会教育の協働は必要なことであると認識していますが、支援の情報共有については、個人情報保護の観点か
ら、要保護児童対策地域協議会の協力を得ながら、丁寧に進めているところです。要対協のケース会を開催することも増加してお
り、民生委員や主任児童委員の方が入っていただくこともあります。

〇成果指標として具体的な数字が見えると良いと思うがいかがか。
【回答】相談につながった保護者、児童・生徒数の統計も毎年参考にしていますが、成果指標としては、相談につながった数より
も、どのような好ましい変容があったかという数値を重視して捉えているところです。

〇コロナ禍で軽減割合を目標値に近づける検討の必要性はなかったか。
【回答】目標値については、各学校は教材の選定を工夫し、徴収額が一定の金額内に収まるよう努めているところですが、引き続
き使用する教材教具の選定工夫をお願いしていきます。

基本方針２　豊かな心と健やかな体をはぐくむ教育を推進します。

学務課
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Ｎｏ 事業名 担当課等 質問及び回答

4 適応指導教室運営事業
青少年教育
相談セン
ター

〇本年度から教育支援教室（なかま教室・なかまルーム）という呼び方に変わっているが、一般的には理解されているのか。
【回答】名称変更については、本年度当初に校長会や教頭会、教育相談コーディネーター連絡会議等の中で、また、青少年教育相
談センター通信や教育支援教室運営計画を各学校に配布して周知してきました。今後も、毎月発行している２つの教育支援教室通
信等を通じて、教職員への啓発を継続していきたいと考えます。

〇民生委員や主任児童委員の関わりはあるのか。
【回答】民生委員の方には、毎年度初めにリーフレットを配り、事業紹介をしています。これまでは、訪問型登校支援において御
協力をお願いすることはありませんでしたが、児童・生徒の状況に応じた効果的な支援を目指し、今後も考えていきます。

2 教育調査研究部会運営事業 教育研究所

〇教育の新たな動向や課題とはどのようなものを考えているか。（消費者教育などは取り扱われているのか）
【回答】新しい学習指導要領で示されている「子供たちが未来の社会を切り開くための資質・能力の育成」を目指すために、主体
的・対話的で深い学びの実現に向けた授業改善を行っていくことが、大きな課題と捉えています。また、ＩＣＴの有効活用や、地
域との連携・協働、チームとしての学校など、重要な課題があると捉えています。これらの新たな動向、課題に対して、引き続
き、研修や調査・研究を行います。消費者教育については、調査研究部会の特化したテーマとはしていませんが、私たちの消費が
個人の生活や社会の在り方に大きく影響を与えていることから、教育の大きな課題の一つとも捉えています。

〇今後研究部会の会議をウェブ開催など積極的に行う方針はあるか。
【回答】今後も調査・研究部会の状況に合った開催方法を検討しながら、実施していきます。

3 登校支援推進事業
青少年教育
相談セン
ター

〇コロナと不登校者数の因果関係はどのように分析しているか。
【回答】昨年の臨時休業の前後で、不登校者数に大きな変化は見られませんが、各学校の出欠席等を丁寧に確認すると、コロナの
感染を理由に登校できない児童・生徒も一部いることが分かっています。

〇教育相談コーディネーターの力を伸長するための支援等、取組はどのよう内容か。
【回答】年間３回の連絡会議や、経験年数３年未満の教育相談コーディネーターを対象としたステップアップ講座を開催し、研修
を実施しています。また、毎月１回行っている学校計画訪問や、日常行われている指導主事との電話の相談等により助言をし、校
内支援の体制づくりにつなげています。

〇中一ギャップに対する具体的支援策や今後行う予定の施策を教えてほしい。
【回答】教育相談コーディネーター連絡会議の中で、小・中学校の情報交換の場を設定したり、オンラインでコーディネーター同
士がやり取りしたという報告も聞いています。不登校対策は、どの学校も未然防止に重点を置いていますが、今後は、中学校区で
検討を進め、これまで以上に共通の支援やつながりのある支援を目指していけると良いと考えます。

〇この２年間はコロナの影響が大きいと思われるが、他に考えられる原因はいじめか。コミュニケーション不足か。
【回答】市の現状では、小・中学校ともに「本人に係る状況『無気力、不安』」が占める割合が高くなっていますが、社会の変化
に伴い、不登校の要因や背景は多様化・複雑化していると考えられます。一人一人に応じた支援が必要である状況が続いていま
す。

基本方針３　教職員の資質・能力と組織力の向上を通して、信頼される学校づくりを推進します。
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Ｎｏ 事業名 担当課等 質問及び回答

3 教育資料提供事業 教育研究所

〇各学校の研究紀要作成が減っていると聞くが、現状はどうか。また、周年行事記念冊子や学校要覧等は教育史を語る上で貴重
な資料となるが、どのような取り扱いをされているか。
【回答】校内研究のテーマや教科等については把握していますが、研究紀要や記念冊子、学校要覧等は各校での保管となっていま
す。どの学校も研究の足跡として、また先生方自身が手元の資料となるものとして研究のまとめを行っていると捉えています。

〇副読本などを修正したとあるが、具体的にどのような修正が行われ、それによる具体的成果報告はあるか。
【回答】令和２年度に副読本「厚木」を全面改訂しました。写真、地図、図表を見直し、見やすく活用しやすいものに刷新しまし
た。新東名や圏央道のスマートインターチェンジなどの新たな情報や、あつぎ郷土博物館所蔵の歴史物も取り入れています。ま
た、新たに見つかった渡辺崋山の厚木の６枚の風景画もハーバード大学との連携で、データをいただき掲載しました。各章には、
子どもたちが学びやすくなるように、ミニワークのページの工夫もしています。中学校の副読本「厚木」についての成果報告はこ
れからになると思いますが、小学校の副読本「わたしたちのあつぎ」については、夏の研究発表会での発表に代えて、研究紀要と
なる指導の手引きを発行し報告としました。研究部員を中心に、所属校で新しい「わたしたちのあつぎ」の活用について、校内で
の研修会を行った学校もありました。もっと活用したいといった感想の声もいただいています。

11
インターナショナルセーフスクール推
進事業

教育指導課

〇認証を受けたことによる恩恵や経験を他校の保護者などにも共有できる仕組みが欲しいと考えるが、いかがか。
【回答】３校の取組内容を中心に５つの指標を提示した「安心・安全な学校づくりに向けて」というパンフレットを全小・中学校
に紹介しています。具体的な活動例も盛り込んでおり、どの学校でも取り入れられる内容となっていますので、より広く周知でき
るよう、発信方法に工夫していきます。

学務課

〇防犯ブザーが実際に使われたケースはどの程度あるのか、また効果はあったのか。
【回答】平成27年にブザーを鳴らしたことにより、不審者が逃げたという事例が３件ありました。身に付けることで抑止になるこ
と、本人、保護者の安心感もあるものと思われます。

〇防犯ブザーの所持率は小学校しか記載されていない。中学校の生徒は必要ないのか。
【回答】新入学児童は全員に配布し、中学校は希望があれば配布となっていることから小学校のみ掲載としました。中学校にも調
査結果をお知らせし、携帯率向上に努めていただいています。

〇登下校の安心安全の見守りは、組織化や情報伝達手段の構築などが必要と思われるが事例はあるか。
【回答】平成25年度及び令和元年度に、見守り等協力団体による見守り箇所、人数、頻度など各小学校における登下校の見守り状
況を調査し、結果を小学校へ参考送付し、連携情報伝達等に活用していただいています。

〇「子ども110番の家」は機能しているのか。形だけで子どもの安全を救えるのか。
【回答】「子ども110番の家」「かけこみの家」などは、担当課と連携を行っているところです。見守りボランティアの方々は概
ね充実しており、各学校が地域と連携し、安全対策に努めていると認識しています。なお、通学路の安全整備要望を各学校から随
時提出していただき、安全整備にも努めています。

基本方針４　課題やニーズに対応した教育環境の整備・充実を図ります。

10 児童・生徒登下校等安全推進事業
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Ｎｏ 事業名 担当課等 質問及び回答

12 要保護及び準要保護児童就学援助事業

13 要保護及び準要保護生徒就学援助事業

16 特別支援教育推進事業 教育指導課

〇介助員は学校のニーズに対応した数が確保できているのか。
【回答】現在、市内小・中学校に131名の介助員を配置し、必要数133名に対して２名が欠員となっています。欠員については、公
民館だより等を通して随時募集しています。また、医療的ケア児に対応する看護師の人員確保策として、訪問看護事業者と連携し
学校等訪問介護支援事業を立ち上げ、本年度２名の児童に配置しています。

〇学校運営協議会で検討していただくとあるが、具体的にどのような手順で行うと考えているのか。
【回答】令和２年度は、30人13言語の日本語指導協力員を26校に配置しましたが、すべての言語に対応できてはいないため、幅広
い分野から地域のメンバーが集まる学校運営協議会において、母語が話せたり、やさしい日本語で対応ができる地域人材を発掘、
声掛けをしていただくなどの役割を担っていただきたいと考えています。

19 学校支援プロジェクト推進事業

〇母子家庭でも内縁の夫が存在しており全く困っていない家庭も現実的にはある。行政の立場として、この矛盾を解決する方法
はないのか。
【回答】認定の合否には、税における収入制限を設けています。疑義があれば調査を行うこととなりますが、疑わしい事象があっ
ても確証を得るに至らず難しいものと認識しています。

〇昨年に比べ支給者数の実績は少ないが、実際の状況もそうなのか。
【回答】認定については、前年の収入が算定基準となりますが、急激な収入の変化、激減等の場合は、直近の状況を見るなどの対
応を行っています。

〇人数は全児童・生徒数の何％か。相対数は年々増えているのか、減少しているのか。他の市町村との差はどうか。近隣市や全
国の例などあれば教えてほしい。
【回答】令和元年度は17.2％となり、平成30年度比で微減となっています。他市と比較しますと、認定割合は16市中５番目に多い
ですが、全国水準は資料がありませんでした。

教育指導課

18 外国籍児童・生徒等支援事業 教育指導課

〇プロジェクト会議年８回は該当校４校におけるケース会議の延べ数で、各校２回ずつの実施か。２回の実施で問題解決は難し
いと思われるが。
【回答】２回の会議で問題解決には至りませんが、関係機関の横のつながりづくりや課題の発見、解決のきっかけづくりの場と捉
えています。必要に応じて回数を増やすなどして、継続的な体制により問題解決に努めています。

〇生徒の学校外での問題行動への支援事業はどのようになっているのか。
【回答】学校や教育委員会だけでなく、警察や児童相談所などの関係機関と情報交換や情報共有しながら、青少年の健全育成に努
めます。

17 インクルーシブ教育推進事業 教育指導課

〇自閉症スペクトラムやダウンシンドロームのお子様を抱えている保護者の方から「普通の小中学校に通うことができるの
か」、特に中学校への進学で悩んでいる方が多いようである。そのような家庭への早期のアプローチはできているのか。
【回答】毛利台小学校と玉川中学校に個別学習に対応するリソースルームを設け、支援員を配置しています。通常学級での学習が
難しく支援を必要としている児童・生徒が、個別学習などにより元気と自信を取り戻し、通常の学級に戻れるような取組を行って
います。就学に関しては、就学相談時の児童の観察や、これまでの育ちの状況や今後の願いなどを保護者から聞き取り、それらを
踏まえ、就学支援委員会を通じて適切な学びの場を提供できるようにしています。

学務課
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Ｎｏ 事業名 担当課等 質問及び回答

1 青少年非行防止活動事業
青少年教育
相談セン
ター

〇街頭指導の具体を説明してほしい。地域との協働事業か。週何回、どの地域を何人で回るのか。また、従事する人は年に何回
活動するのか。予算の内訳はどのようになっているか。
【回答】地区の青少年相談員と青少年教育相談センターが協働して取り組んでいる事業です。青少年相談員102人、社会教育指導
員２人、夜間専門指導員２人が、ゲームセンターや公園、商業施設等を巡回し、青少年への声掛け指導を実施しています。青少年
相談員の内訳は、各公民館単位で委嘱されている相談員が73人、小・中学校、高等学校で委嘱されている相談員の先生方が29人と
なっています。前者73人については、地区ごとに４人から８人で構成され、年間で地区を５回、駅周辺、市街地を２回、街頭指導
をしていただいています。社会教育指導員はほぼ毎日１日２回、夜間専門指導員は週に２～３日、基本的には２人態勢で街頭指導
しています。令和２年度は、コロナ禍で例年より数は少なくなりましたが、年間478回の街頭指導を実施し、従事人数は延べ1,029
人で、291人の少年に対して声掛け指導を行いました。予算額は、約1,000万円となっており、指導員報酬等と相談員への報償費が
全体の約９割を占めています。

〇非行の現場が変化しており、時代に合わせた対応をどのように考えているか。
【回答】「心と街のクリーン作戦」では、薬物乱用防止だけでなく、インターネットゲームやＳＮＳ、課金によるトラブル等の未
然防止に向けた啓発活動も行っています。いじめに関しては、ネットいじめ・子ども専用ダイヤルを設置し、相談の対応も進めて
いるところです。街頭指導においては、市街地などで出会う青少年に、繰り返し声を掛け、実態の把握と情報収集に取り組んでい
ます。そこで得られた情報を、学校や警察、関係課、関係機関と連携し、様々な角度から青少年の非行防止を進めていきたいと考
えます。

その他（教職員課）
〇市内では、実際に教員の免許更新ができなかったケースがあるのか。
【回答】本市において、在任期間中に免許更新等ができなかった事例はありません。

基本方針６　地域全体で子どもを守り、育てる機運を高め、地域社会の教育力の向上に努めます。
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Ｎｏ 事業名 担当課等 質問及び回答

5 ブックスタート事業 中央図書館
〇コロナ禍で外に出られない母子に対して今後どのようにアプローチをしていくのか。
【回答】以前から乳幼児健診等の通知にブックスタート案内を同封しており、継続的に周知を図ります。また10月開設予定の電子図書館で
は、乳幼児向けの絵本やその保護者向けの書籍を用意するとともに、ブックスタートについても周知したいと考えます。

6 子ども読書活動推進事業 中央図書館
〇電子書籍や動画のリンク集の活用率というのは把握できるのか。
【回答】リンク集へのアクセス数は確認可能ですが、活用率までは把握できません。なお、10月開設予定の電子図書館においては、利用状況
を確認しながら、蔵書構成に反映したいと考えます。

20 厚木北公民館整備事業 社会教育課

〇新公民館が建設されるまで、北地区住民の学びの場はどのようにしていこうと考えているか（ソフト面）。
【回答】アミューあつぎや東町スポーツセンター等の厚木北地区内の公共施設を活用しながら、公民館事業や体育振興事業、文化振興事業を
開催し、社会教育が衰退することがないように努めます。

〇新しい公民館の活用方法として斬新なアイデアをいくつか教えてください。
【回答】コロナ禍を意識して指定緊急避難場所としての機能が維持できるよう、また、洪水浸水想定区域に指定されているため、受変電設備
を２階以上に設置するなど水害にも対応できるように設計をしていきます。

1 家庭教育学級交付金 社会教育課

〇コロナ禍の中、具体的にどのような学級講座がどのような方法で行われたのか。
〇本年度行われたコロナの中で特色あるユニークな事業を行った団体例などを教えてほしい。
【回答】オンラインを活用したものや資料を各家庭に配布するなどした在宅取組型の開催が多く見られました。特徴のある事業としては、①
家族で考えるクイズ（ノーメディアチャレンジ等）を書いて配布、②独自の資料（ＡＥＤの場所探しや耐熱ポリ袋クッキング）で安全教育、
③耐熱ビニール袋（アイラップ）を利用した炊飯づくりで防災教育、④Zoom研修とZoomを使って調理動画配信を兼ねた情報・食育、⑤他団体
のＨＰを利用した（自転車の乗り方）親子安全教育などがありました。

〇コロナ禍で全ての小中学校が実施していないが、学校裁量で良いのか。コロナが終息後はどうなるのか。
【回答】主催者である単位ＰＴＡからは参加者集めに苦慮されていると伺います。社会教育課では年度当初に説明会を開催し、参加者の集め
方やコロナ禍でも開催できるような企画・運営方法についてご提案しています。説明会後も電話やメール等でご相談があればサポートしてい
ますが、開催の有無については、主催者の判断を尊重しています。

2 家庭教育情報提供事業 社会教育課
〇動画配信などで、より多くの人に見てもらう為に何か今後出来る施策は考えているか。
【回答】対象の保護者には幼稚園や小中学校を通じてチラシを配布しましたが、より多くの方にご参加いただけるよう周知方法などを研究し
ていきます。

3 ｢早寝早起き朝ごはん｣啓発推進事業 社会教育課

〇この事業は「早寝早起き朝ごはん」の啓発のみか。コロナ禍で生活困窮になったという事例を耳にするが、厚木市ではどうか。それに対
応して実際に物品を配布したり、飲食を提供するボランティア団体等があったら教えてほしい。
【回答】本事業は、成長期の子どもが正しい基本的生活習慣を身に付けるため「早寝早起き朝ごはん」の大切さを保護者等に啓発するもので
す。生活困窮者への支援は、所管課へ聞き取りを行ったところ、相談実績は増加しているとのことです。また、食べきれない食品を寄附いた
だいたものを回収し、生活が困窮しているご家庭へ無償で提供しているフードバンクあつぎの事業では、NPO法人の「HEART34（はーとみい
よ）」と厚木市が協働で実施しているとのことです。他にも「公益社団法人フードバンクかながわ」からも提供されていると聞いています。

【社会教育部】令和２年度教育委員会主要事業に対する事前質問及び回答

基本方針２　豊かな心と健やかな体をはぐくむ教育を推進します。

基本方針４　課題やニーズに対応した教育環境の整備・充実を図ります。

基本方針５　教育の原点である家庭教育を支援します。
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Ｎｏ 事業名 担当課等 質問及び回答

4 地域ぐるみ家庭教育支援事業

5 地域ぐるみ家庭教育支援事業交付金

1 市民スポーツ活動推進事業
スポーツ推
進課

〇スポーツなじみＤＡＹは中止だったのか、一部中止で実施したが参加者がゼロだったのか。
【回答】新型コロナウイルス感染症拡大に伴い、全３回すべて中止としました。

3
あつぎスポーツアカデミー推進事業補
助金

スポーツ推
進課

〇スポーツアカデミーの効果は。
【回答】事業規模の縮小や多くの事業を中止しましたが、幼児体験アカデミーや幼児運動アカデミー、小学生体力づくりアカデミー及び小学
生トレーニングアカデミーを実施し、継続的に子どもの体力向上と競技力向上を図りました。また、自宅でできるトレーニング等の動画を配
信し、コロナ禍における市民の運動不足解消を図りました。

8 スポーツ推進計画改定事業
スポーツ推
進課

〇スポーツ推進計画には部活動との関係はうたわれているのか。
【回答】当該計画では、現在、専門的知識と技能を有する部活動指導員及び部活動指導協力者を配置していること、部活動をより活発に、か
つ、効果的に展開し、併せて教員の長時間勤務の改善を図るため、技術的な指導及び生徒引率等が可能な部活動指導員を配置すること、さら
に、部活動指導協力者を配置するとともに、厚木市スポーツ協会の加盟団体等のボランティアを外部指導者として活用し、地域ぐるみで中学
校における運動部活動の充実に努めることを明記しています。

10 飯山グラウンド整備事業
スポーツ推
進課

〇一部のスポーツにとらわれず、様々なレクリエーションが出来る整備になっているか。また市内には子どもが元気に屋外で遊べる施設を
作ってほしい。
【回答】飯山グラウンドは、多目的広場とテニスコートを整備するとともに、管理棟の新築、駐車場の整備を計画しています。多目的広場で
は、野球やサッカーなどのほか、グラウンドゴルフやターゲットバードゴルフなどのレクリエーション・スポーツでも利用できます。なお、
子どもが遊べるアスレチック施設につきましては、敷地に余裕がないことや、隣接地に民間のアスレチック施設がありますので、敷地内に設
置することは困難と考えています。

11 公民館活動事業 社会教育課

〇５－④⑤の地域ぐるみ家庭教育支援事業と「家庭教育の充実に関する講座」の違いは何か。
【回答】地域ぐるみ家庭教育支援事業は、地域が主体となり既存事業に家庭教育支援の視点を加えて再検証し、新たな事業に進化させるもの
です。「家庭教育の充実に関する講座」は、公民館が主管となり家庭教育に特化した学習内容を提供するものです。

〇「地域の学習課題をとらえた講座」を実施する際、どのように地域の学習課題を把握されているのか。
【回答】「世代の課題を捉えた講座」「現代的課題に関する講座」「家庭教育の充実に関する講座」「地域の学習課題を捉えた講座」という
４つの柱に沿った講座について、公民館ごとに設置している学級・講座等開設委員会で協議し、講座内容を決定しています。地域の状況を把
握されている公民館関係役員を中心に組織されており、企画・運営も行っていますので、地域の学習課題を反映させた講座が開設されている
ものと考えます。令和２年度は「現代的課題に関する講座」として高齢者向けのスマートフォン教室が多くの公民館で開催されました。

12 市史編さん事業
文化財保護
課

〇厚木市史に教育史は含まれるのか。
【回答】本市の歴史をたどる上で「教育」の分野は欠かせない重要項目と捉えており、市史編さん委員会等に諮り、『厚木市史』の中で、教
育に関する資料編等の編さんを進める予定です。

社会教育課

〇今後も大きなイベントは難しいと思うが、開催を模索している。その場合、地域ぐるみの意味は柔軟に捉えて良いか。
【回答】本事業は「家庭教育の向上を目指すため、地域の各種団体が連携して事業を開催し、『地域で子どもを育てる』という意識の向上を
図ること」を目的としています。事業目的に合致している内容であれば、人数の縮小や一部の対象者参加に限定した開催であっても問題あり
ません。

基本方針７　スポーツや文化活動の振興を図り、活力ある地域づくりを推進します。
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Ｎｏ 事業名 担当課等 質問及び回答

13 郷土芸能事業
文化財保護
課

〇地域芸能もＩＴ化を推進し、伝統芸能などに子どもが感心を持つ施策が欲しいと思う。何か行っていることはあるか。
【回答】各学校等において、郷土芸能普及公演及び出前体験教室を実施し、間近で郷土芸能を鑑賞・体験することによって、文化財保護意識
や郷土への愛着を高めていただけるように企図しています。令和２年度は、学生さんに協力をいただき、写真展等を実施いたしました。今後
も、小・中学校のＩＣＴ推進事業などとの連携を模索し、様々な普及啓発の方法を研究していきます。

1 人権教育・啓発推進事業 社会教育課

〇インクルーシブ教育についてどのように推進してきているのか。
【回答】市民協働推進課との共催による「ヒューマンライツフェスタ」では、中学生人権作文朗読や人権に関わる映画の上映を行っていま
す。作文や映画にインクルーシブ教育に関わる内容があり、参加いただく方への啓発活動へ繋がっていると考えます。また、本年については
インクルーシブ教育をテーマとした講座をヒューマンライツフェスタとは別に開催することを検討しています。

〇３回シリーズで実施とのことだが、残りの２回はどのような内容を検討されていたのか。
【回答】例年開催している、人権団体との共催による「人権啓発講演会」と、市民協働推進課との共催事業である「あつぎヒューマンライツ
フェスタ」ですが、いずれも新型コロナウィルス感染症の状況を踏まえ中止としました。

〇ワクチン接種の有無などで学校や職場で差別が起こらない施策など考えはあるか。
【回答】ワクチンの接種状況や接種に伴う時事的な課題等を注視し、適切な施策を模索していきます。

基本方針８　人間尊重の精神を基盤とした人権教育の充実を図ります。
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