
Ｎｏ 事業名 担当課等 所管課等に説明を求めるもの

12 小学校ＩＣＴ化推進事業

13 中学校ＩＣＴ化推進事業

1 中学校給食施設整備事業 学校給食課

〇給食施設完成に向け、モニタリング支援業務委託により円滑に推進とあったが、どのような内容か。Ｐ
ＦＩ方式で実施された国の事業についての新聞記事（５/15、朝日）があったが、会計検査院が調べた中で
不適切な業務が相当数あったようである。今後、施設完成のみならず、適切な運営について等、導入効果
について後々検証がなされるのか。

〇素人にはＰＦＩ法とは何か、それが今回の給食センターの施設更新にどのようなメリットデメリットが
あるかが分かりません。簡単に説明いただけますか。

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なのか。

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なのか。

〇特別教室への冷暖房の設置は、絶対に進めてほしい事業です。火を扱う家庭科室や理科室に冷房がない
のはとてもおかしいことです。昨年度から要望していますが、特別教室とは、配膳室も含まれますか。

教育総務課

〇従来まであったノートパソコンと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。

〇ＧＩＧＡスクール構想実施の厚木市における課題は何か。また、コロナ禍におけるＩＣＴ活用は想定外
のこともあったかと思われるが教職員の戸惑い等はいかがであったか。

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ってくれそうですが、中学の方が実績が少
ない訳は何でしょうか。

〇保護者は、毎年学年が変わると子どもやそれに付随する個人情報を学校に提出しなければなりません。
その内容は変化がなくとも毎回同じ内容を提出している状況だと思います。ＩＣＴを活用して、年々引き
継いでいくようにできませんか。欠席届は既にオンライン活用になっているのでしょうか。

令和２年度教育委員会主要事業に対する事前質問

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。

教育施設課

資料１教育総務部

- 1  -



Ｎｏ 事業名 担当課等 所管課等に説明を求めるもの

その他（教育総務課）

〇外国籍保護者への支援はできないのでしょうか。高齢者のボランティア団体に任せるだけでなく、公的
機関で外国から来た人々に日本の生活の術を教える場があればいいのですが。例えばゴミ出し等各種のシ
ステム、避難の経路等。

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。

〇前回の検討会の提言にあった教職員の負担軽減については部活動関係の他に事業化された取り組みはど
のようなものがあったか。新しい基本方針2では施策の方向性に記載があるが教職員の多忙化に対する支援
は事業化されたのか。

〇コミスク関係者が児童の練習に寄り添う場面を見聞きしますが、コロナ禍が収束したら実現可能になる
のでしょうか。
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Ｎｏ 事業名 担当課等 所管課等に説明を求めるもの

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。

〇学校の現状から、非常勤講師の派遣は今まで以上に必要と思われるが、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。

〇コロナ禍の中で心身ともに不安な時期が続いています。良きに悪しきにコロナが影響したことを教えて
ください。

〇35人学級の導入が進んでいますが、高学年には適用されないままの卒業になるのでしょうか。教科担任
制など別の政策がなされるのでしょうか。

2 中学校少人数学級実施事業 教職員課

〇中一ギャップによってどのような問題が起きると想定しているか。（不登校は考えになるのか）

〇不登校者数の増減はどうなっているか。（コロナ禍に影響があるのか）

〇派遣人数が1名減は希望する派遣校が減とあるが、どのようなことか。少人数の学級編成を希望する学
校は多いと思うが、希望するが条件が整わなかったからか。

〇学校現場からは少人数編成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。

〇中一ギャップを防ぐのであれば、少6の段階でのサポートが必要と考えますが、何か施策は行っていま
すか。

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）

令和２年度教育委員会主要事業に対する事前質問

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

〇とても有効活用できる事業であり、これからも継続してほしいと思いますが、コロナ禍において小学校
の特色ある活動は明記されていましたが、中学校では、どのような工夫があったか教えてください。

〇「ユニバーサルデザインを意識した環境づくり」 とは。

学校教育部
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Ｎｏ 事業名 担当課等 所管課等に説明を求めるもの

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

〇今後の計画にも小中一貫教育の一層の推進とあるが、小学校と連携して、一貫教育のための積極的なカ
リキュラム編成について具体的な計画を掲げて取り組むことも必要と思われる。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。指導の工夫改善や小中の連携は言うまでもないが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。

〇今後の取組としてコミュニティスクールの活用とありますが、具体的にはどのような活用案があるので
しょうか。

8
小学校「あつぎ元気塾」実施事
業

教育指導課
〇全国的には放課後の学習支援などは「放課後子ども教室事業」になっているところが多いようだが、市
長部局や社会教育行政への移行も考えているのか。

9
学力ステップアップ支援員配置
事業

教育指導課
〇「今後 学習支援ボランティアとの関連を研究していきます」とあるが、実態をどのようにとらえてい
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。

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。

〇成果指標は児童・生徒のアンケート結果であるが、新しい学習指導要領の実施にあたり、英語教育の指
導について、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、解決のための研修や
工夫の具体はどのようなものか。

〇アンケートの内容が英語を好きと答えた児童、生徒となっていますが、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
使えてナンボなので、その辺を指標として出さないのか。

〇「児童、生徒が学校以外の場で英語に触れる活動」とはどんな活動ですか。

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。また、できるのであればそのような形で
購入している学校はあるのか。

〇コロナの中研修が難しかったことは理解できました。図書などの活用でそれを補ったと記載があります
が、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でしょうか。
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Ｎｏ 事業名 担当課等 所管課等に説明を求めるもの

11 ＳＥＬ教育基金事業 教育指導課

〇こども科学賞は毎回、素晴らしい発表があり、とても楽しい事業でしたが、コロナ禍で中止との報告が
ありましたが、コロナ禍であったからこそ、学校の臨時休業があったので、逆に子どもたちが考える時間
が多くあったのではないかと思います。中止にした要因を教えてください。

〇本年度は仕方が無いですが、タブレット授業が行える現在、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と思いますがいかがでしょうか。

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

〇学校教育と社会教育の協働が掲げられる中、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。

〇校内の教育相談コーディネーターの役割が大きい。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、取組はどのような内容か。

〇成果指標としてどれだけの子どもが相談に来たかなど具体的な数字が見えると良いかと思いますが、い
かがでしょうか。

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。

〇校内の教育相談コーディネーターの役割が大きい。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。

〇小学生と中学生の不登校割合の差が5倍という数字に跳ね上がっていますが、中一ギャップに対しての
具体的支援策や今後行う予定の施策を教えてください。

〇この２年間はコロナの影響が大きく、子どもたちにとっては不安定な状況が不登校の後押しになってい
ることも考えられます。他に考えられる原因はいじめでしょうか。コミュニケーション不足でしょうか。

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。

〇保護者の経済状況を把握することは難しいと思われるが、また、予算の関係もあるが、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。

学務課
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Ｎｏ 事業名 担当課等 所管課等に説明を求めるもの

4 適応指導教室運営事業
青少年教育相談セン
ター

〇適応指導ルーム、相談指導教室というネーミングで、学校現場では親しまれてきたと思います。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りましたが、一般的には理解されてい
ますか。青少年相談センターの若い心理職でも保護センターという警察の管轄の相談機関を知らないのが
現状です。教職員にもしっかりと周知しないと機能しないと思います。教職員への啓発はしっかりされて
いますか。

〇公民館との連携により効果的な支援ができている様子、素晴らしいと思います。多くの事例に個々に対
応するにはそれなりの担当者が必要になることでしょう。民生委員や主任児童委員の関りはあるのでしょ
うか。

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。（例えば消費者教育などは取り扱われて
いるのか）

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りますか。

3 教育資料提供事業 教育研究所

〇教育資料の収集という視点から、各学校の研究紀要作成が減っていると聞くが、現状はどのようになっ
ているのか。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のか。

〇学習指導要領の改訂にあわせ、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りますか。

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 所管課等に説明を求めるもの

10
児童・生徒登下校等安全推進事
業

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。

〇事業の概要には、「児童・生徒が安心して」とありますが、防犯ブザーの所持率は小学校しか記載され
ていません。中学校の生徒は必要がないとの意味でしょうか。中学校でも頑張って所持率をあげている学
校もあります。

〇学童通学誘導員さん以外に多くの地域有志の方による登下校の安心安全の見守りが行われています。そ
の中で地域の誰がどこでいつ行っているのかを把握していない学校が多いと思います。そういった方の組
織化や情報伝達手段の構築などが必要かと思いますが、何か行っていることなどありますか。

〇登下校の子どもたちの交通安全に気を配り、見守ってくれるボランティアの方々が不足しているとの声
を聞きます。「子ども110番の家」も機能しているのでしょうか。形だけで子どもの安全を救えるので
しょうか。

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
〇インターナショナルセーフスクールの３校からそれを取得していない学校への情報提供などがあまりな
いと感じています。認証を受けた事による恩恵や経験を是非他校保護者などにも共有出来る仕組みが欲し
いと考えますが、どうお考えでしょうか。

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

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。

学務課

〇経済的な理由で就学が困難な児童・生徒の保護者に対して学用品などを支給することにより、教育の機
会均等を図ることは、とても素晴らしいことですが、紙の上では離婚しており、母子家庭だと言いなが
ら、実は、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ります。行政の立場として、こ
の矛盾を解決する方法はありませんか。

〇コロナ禍での保護者の経済状況は厳しいように想像するが、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。前年度の収入によるものなのか。

〇この人数は全生徒数の何％になりますか。相対数は年々増えているのでしょうか、減少しているので
しょうか。他の市町村との差はどうでしょうか。近隣市や全国の例などあれば教えてください。
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Ｎｏ 事業名 担当課等 所管課等に説明を求めるもの

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。

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欲しい。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。

〇現状非行の現場がゲームセンターや居酒屋からスマホやゲームの中に移動しています。17歳未満は本来
出来ないはずのゲームを多くの小学生や中学生が行い、その中でいじめ現象が起きています。こういった
時代に合わせた対応をどのように行っていますか。また今後の対応策をお聞かせください。

その他（教職員課）
〇教員免許の更新に関する報道が多くされており、教育委員会向けに実施されたアンケートでは、相当数
の教育委員会で改善が必要との回答結果が出ているようです。市内では、実際に免許更新ができなかった
ケースがあるのでしょうか。

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。

18 外国籍児童・生徒等支援事業 教育指導課
〇学校運営協議会で地域の教育力の活用について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。

19 学校支援プロジェクト推進事業 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。

〇この問題も課題があると感じています。特に中学生ですが、問題行動を起こす子達が不登校になると子
ども達の生徒指導が一切出来なくなっています。子ども達を地域に野放しにすることで犯罪の誘発や犯罪
に巻き込まれる率が飛躍的に高まっています。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
ていますか。

17 インクルーシブ教育推進事業 教育指導課

〇インクルーシブ教育の推進という事で、保護者から聞こえてくる情報を共有します。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「我が子の認知レベルや知能レベルでは普
通の小中学校に通うことが出来るのか」特に中学校への進学で悩んでいる方が多いようです。そのような
家庭への早期のアプローチは出来ているでしょうか。

- 8  -



Ｎｏ 事業名 担当課等 所管課等に説明を求めるもの

5 ブックスタート事業 中央図書館
〇ブックスタート事業ですが、コロナの中でも乳幼児は生まれており、そういった乳幼児がなかなか外に
出られない現実は今後もあると思います。外に出られない母子に対して今後どのようにプレゼントなどの
アプローチをしていくのか、具体策をお聞かせください。

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ができるのか。

20 厚木北公民館整備事業 社会教育課

〇厚木北公民館が使えなくなるということで、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のか（ソフト面）。

〇今回新しい公民館が建設されると言うことで、今までとは違う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。

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。

〇明るい家庭学級から家庭学級と名称があり、多くの学校では、この事業の運営に頭を悩ませていると思
います。とにかく参加者を集めるのが大変だと思います。コロナ禍で、全ての小中学校が実施していない
ようですが、学校裁量で良い事業でしょうか。コロナが終息したとしたらどうなるのでしょうか。

〇コロナの中でＰＴＡの成人委員会事業は大きく変化を強いられました。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もらえますか。

2 家庭教育情報提供事業 社会教育課
〇コロナの中で動画配信など積極的な改善は素晴らしいです。その中で２回目の視聴者が525人というの
が少しさみしい気がします。より多くの人に見てもらう為に何か今後出来る施策はお考えですか。

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」の啓発のみですね。このコロナ禍で生活困窮になったという事例を
耳にしますが、厚木ではどうでしょうか。支援を必要とする人がかなり増加したのではありませんか。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ください。

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。

令和２年度教育委員会主要事業に対する事前質問

基本方針５　教育の原点である家庭教育を支援します。

社会教育部
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Ｎｏ 事業名 担当課等 所管課等に説明を求めるもの

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。

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。

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。

10 飯山グラウンド整備事業 スポーツ推進課
〇野球やテニスなどの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ま
すか。また厚木市内には子ども達が遊んで運動できるアスレチックのような施設が少ないと感じます。子
どもが元気に屋外で遊べる施設をどんどん作って欲しいと思いますが、いかがでしょうか。

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」の違いはどのようなことな
のか。

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。

〇公民館活動事業の構築をする際に、具体的にはどのような情報収集を行い、市民皆に役立つ講座を作っ
ているのでしょうか。我々市民が抱える悩みを解決に導けるような具体的な講座があれば参加者も増える
かなと思います。時代の変化で市民が必要としている公民館の活用方法も大きく変わるかと思います。

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。

13 郷土芸能事業 文化財保護課
〇ＧＩＧＡスクール構想で各学校にタブレットＰＣが導入されています。地域芸能もＩＴ化を推進し、画
面を通じたり、プロジェクションマッピングのような手法を活かし、伝統芸能などに子どもが感心を持つ
施策が欲しいと思いますが、何か行っていることはありますか。

社会教育課
〇今後も地域を巻き込んでの大きなイベントは厳しいと思いますが、地域でイベントを構築しているＰＴ
Ａとしては何とか小さくても出来る事を模索しています。その場合地域ぐるみの意味が少しずれる場合が
出てきそうですが、その辺は柔軟に捉えて良いのでしょうか。

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 所管課等に説明を求めるもの

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。

〇３回シリーズでの実施ということですが、残りの２回はどのような内容を検討されていたのか。

〇これから今までなかった差別や人権侵害が起こる可能性が大きいと思います。ワクチン接種の有無など
がその大きな一例だと思います。個人的価値観の違いで、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お考えはありますか。

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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