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○知念春美 教育長 皆様こんにちは。本日の出席委員は４名で定足数に達しております。

只今から、平成 30年第 12回宜野湾市教育委員会定例会を開催いたします。本委員会で審議

します案件は、1 件となっております。本日の会議録署名人は、普天間教育委員を指名した

いと思います。よろしくお願いいたします。続きまして７月 25日開催の第９回定例教育委員

会及び８月 20日開催の第 10回定例教育委員会の会議録の承認を行います。会議録の署名委

員はそれぞれ大城教育委員、平良教育委員となっております。会議録につきましては既に配

布してございますが、字句の訂正を除き、承認していただきたいと存じます。よろしいでし

ょうか。 

○一同 異議なし。 

○知念春美 教育長 ただ今、第９回定例教育委員会の会議録並びに第 10 回定例教育委員

会の会議録についてご承認頂きました。お二人には後ほど署名をお願いいたします。なお、

第 11回の会議録につきましては、準備中のため、次回以降にご承認頂きたいと存じます。そ

れでは、審議に入ります前に、教育長諸般の報告を行います。緑色の報告資料 1頁をご覧く

ださい。 

 

（教育長諸般の報告）９月 23日（日）､「普天間小学校音楽発表会」に出席いたしました。

翌 24日（月）は、「第 42回 大謝名区十五夜・豊年祭」に参加いたしました。26日（水）は、

「第 417回宜野湾市議会議案説明会」がありました。10月１日（月）、「宜野湾市長選におけ

る当選人への当選証書の付与式」がありまして、松川市長に授与しております。同日、新市

長初登庁就任式がございました。そしてまた同日、「平成 30年度 赤い羽根共同募金運動出発

式」に出席し、それから、「平成 30年度 第 43期研究教員入所式」に参加いたしました。10

月５日（金）、「宜野湾市議会定例会」にて、所信表明、案件上程、説明がございました。翌

日６日（土）、「第 27回 ぎのわんの文化財図画作品展」の表彰式に参加です。この作品は市

役所のロビーに本日から展示しております。９日（火）、「中頭地区市町村教育長会 第５回定

例会 並びに 第２回中頭地区学力向上推進委員会」に出席いたしました。10日（水）は、「第

44回宜野湾市童話・お話・意見発表大会」で、私は低学年女子の部、大山小学校の出番へ参

加いたしました。12 日（金）、「はごろも小学校 学校運営協議会委員委嘱状交付式」に出席

しました。16日（火）から、「第 417回宜野湾市議会定例会」の一般質問がはじまりまして、

19日（金）までございました。17日（水）、「平成 30年度 沖縄県市町村教育委員会連合会研

修会」へ、委員の皆様のご参加、ありがとうございました。私は議会のため、欠席をしてお

ります。10 月 22 日（月）、本日ですが、「第 417 回宜野湾市議会定例会」にて、委員長報告

と表決がございました。そこで、新副市長に、和田敬悟上下水道局長が議会の同意、承認を

得ております。そして本日、「平成 30年 第 12回定例教育委員会会議」となっております。



2 

 

以上が教育長諸般の報告でございます。休憩します。 

 

○知念春美 教育長 それでは再開します。日程１「議案第 23号 平成 30年度宜野湾市一

般会計補正予算第３号に係る臨時代理の承認について」を議題といたします。本件に対する

担当者の趣旨説明を求めます。教育部長。 

○比嘉透 教育部長 こんにちは。議案書の表紙を３枚程めくっていただきまして、１頁を

お開きください。議案書の 1頁になります。それではご説明申し上げます。 

議案第 23 号 平成 30 年度 宜野湾市一般会計補正予算第３号に係る臨時代理の承認につ

いて 

宜野湾市教育委員会の権限の属する事務の一部委任等に関する規則第４条の規定に基づき、

別紙のとおり臨時代理したので、これを報告し教育委員会の承認を求める。平成 30年 10月

22日提出。宜野湾市教育委員会 教育長 知念春美。 

 

 それでは２頁をお願いいたします。臨時代理書でございます。 

平成 30年度宜野湾市一般会計予算第３号について、市長事務部局との意見調整日程の都

合上、教育委員会を開催する暇がないため、宜野湾市教育委員会の権限に属する事務の一部

委任等に関する規則 第４条の規定により、臨時代理する。平成 30年９月 25日。宜野湾市

教育委員会 教育長 知念春美。 

記。平成 30 年度宜野湾市一般会計補正予算第３号として、次の経費を宜野湾市長に対し

要求する。歳入歳出予算の補正。第１条第１項 教育関係歳入予算の総額に 138千円を追加

し、教育関係歳入予算の総額を 2,935,527千円とする。また、教育関係歳出予算の総額から、

3,350 千円を減額し、教育関係歳出予算の総額を 6,746,120 千円とする。第２項 歳入歳出

予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第

１表 歳入歳出予算補正」による。債務負担行為の補正。第２条 債務負担行為の追加は、

「第２表 債務負担行為補正」による。３頁をお願いいたします。第１表 歳入歳出予算補

正でございます。歳入歳出の款項毎の金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額でございます。

まず、左側の表の下の段、歳入合計欄をご覧下さい。補正前の額が 2,935,389 千円で、補正

額が 138 千円。補正後の歳入総額は、2,935,527 千円でございます。次に右側の歳出の合計

欄をご覧下さい。補正前の額が 6,749,470千円で、補正額がマイナス 3,350千円。補正後の

歳出総額は 6,746,120 千円でございます。次の４頁をお願いいたします。第２表 債務負担

行為補正でございます。教育機関情報関連機器提供業務委託料について、平成 30 年度から

平成 35年度まで 442,829千円を限度額とする債務負担行為補正でございます。 

次に５頁をお願いいたします。歳入の事項別明細書でございます。15款２項８目 教育費
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県補助金、説明欄「歴史活き活き！史跡等総合活用整備事業」138千円の増額の補正でござ

います。補正の理由でございますけれども、今年予定をしております大山貝塚の文化財標識

の移設及び説明板作製設置及び測量業務に係る費用について､県補助金が示されましたので、

増額を補正するものでございます。 

次に６頁をお願いいたします。６頁からは歳出の事項別明細書となります。２款１項８目 

市民会館費 説明欄 01「市民会館維持管理事業修繕費」6,416千円の増額補正でございます。

補正の理由でございますけれども、市民会館大ホールのステージ系統空調機器、２基のうち

１基が故障したためパッケージの一部を取り換え修繕するための補正でございます。 

次に７頁をお願いいたします。10 款１項 教育総務費から 12 頁の 10 款６項 保健体育

費までの歳出補正は､職員給与の補正でございます。職員給与につきましては、当初予算の中

で育児休暇、それから病休者等の職員給与も計上してございまして、毎年、９月あるいは 10

月で補正を行っているところです。今回、補正第３号につきましては、今年度４月の定期人

事異動に伴う職員の給与や諸手当、また、育休や休職者の補正ということになっております

ので、各頁の説明は省略させていただきます。以上、議案第 23号 平成 30年度宜野湾市一

般会計補正予算第３号に係る臨時代理の承認についての報告でございます。ご審議の程よろ

しくお願い申し上げます。説明は以上になります。 

○知念春美 教育長 本件に対する質疑を許します。質疑のある方は挙手をお願いします。

平良委員。 

○平良明子 委員 説明ありがとうございました。５頁の県の補助金ですが、資料を拝見し、

タイトルの「歴史活き活き！史跡等総合活用整備事業」はどうような事業なのか、今日説明

を受けるのを、楽しみにしておりました。これはソフト面というよりは、ハード面の整備で

あると理解してよろしいでしょうか。 

○知念春美 教育長 教育部長。 

○比嘉透 教育部長 先ほどもご説明申し上げましたが、宜野湾市大山に大山貝塚がござい

ます。その文化財の標識の移設を今、余儀なくされているところで、その説明板の製作、あ

るいは地域の測量を行います。その業務に当てるための県費を追加で頂くというような内容

になってございます。これは大山貝塚の指定地以外の民有地から、大山貝塚の文化財標識等

を指定地域内に移す、という作業がございまして、今回、文化財標識の移設あるいはその一

部測量が入ってくるという内容になってございます。この予算の歳出の総額は、事業費ベー

スで、約 6,480千円程の歳出が予定されております。今回、申し上げました約 138千円程の

県補助と、国庫補助も 5,184千円程頂きながら、今回の事業に充てていくというような内容

になっておりまして、国庫補助、県補助を活用しながらの事業ということでご理解頂ければ

と思います。 



4 

 

○知念春美 教育長 平良委員。 

○平良明子 委員 ありがとうございました。市民の方や子どもたちにソフト面で、例えば

何か講座等もあるのかな、と期待していたのですが、今回はハード面の整備ということでよ

ろしいですね。 

○知念春美 教育長 教育部長。 

○比嘉透 教育部長 この事業については、今ご説明したとおりの内容となっております。 

○知念春美 教育長 他にございますでしょうか。大城委員。 

○大城進 委員 お疲れ様です。関連で、５頁の節の区分で見ると「社会教育費」となって

います。これは、この「歴史活き活き！史跡等」の文字から想像するに、文化課の所管にな

るかと思っているのですが、これは事業の所管課としては、文化課、生涯学習課、どちらで

しょうか。 

○知念春美 教育長 教育部長。 

○比嘉透 教育部長 部署につきましては、教育部文化課、になります。 

○知念春美 教育長 他にございますでしょうか。石川委員、お願いします。 

○石川正信 委員 お疲れ様です。10頁の教育費の幼稚園の補正、4,340千円の減額のとこ

ろで、先ほどの教育部長の説明の中で、休職者がいるとお聴きしました。その休職者が何名

いらっしゃって増えているのか、というのが気になりました。そしてその配置がどのように

されたのか、どういう状況で減額があったのか、説明頂けたらありがたいです。お願いいた

します。 

○知念春美 教育長 幼稚園教育費の減額ということですが、崎間指導部次長お願いします。 

○崎間賢 指導部次長 10頁の 10款４項１目、幼稚園費の減額補正の説明をいたします。

まず、4,340千円の減額補正でございますが、主な理由としては先ほど説明もあったとおり、

産休、育児休業等による増減でございます。内容として、主な理由は、普天間幼稚園、大山

幼稚園、嘉数幼稚園、志真志幼稚園、長田幼稚園で各 1名、大謝名幼稚園で２名の合計７名

の産休、育児休業による減額というようになってございます。幼稚園教諭の育休者への補充

等満たされているか、というところでございますが、まず幼稚園教諭の休職者７名のうち、

５人の補充はなされておりますが、２人については募集を行っているところでございます。

以上のような状況でございます。 

○知念春美 教育長 他にございますでしょうか。よろしいでしょうか。それでは、質疑も

尽きたようですので、質疑を終わりたいと思いますが、ご異議ありませんか。 

○一同 異議なし。 

○知念春美 教育長 ご異議ありませんので、質疑はこれにて終了いたします。これより「平

成 30年度宜野湾市一般会計補正予算第３号に係る臨時代理の承認について」を裁決いたしま
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す。本件は原案のとおり承認することにご異議ありませんか。 

○一同 異議なし。 

○知念春美 教育長 ご異議ありませんので、本件は原案のとおり承認されました。これに

て日程１ 議案第 23号を終了いたします。本日、審議いたしました議案等の字句の訂正等に

つきましては、教育長委任としてよろしいでしょうか。 

○一同 異議なし。 

○知念春美 教育長 以上をもちまして、本委員会に附議されました案件の審議は終了いた

しました。 

 

（教育部からの報告：平成 30年度宜野湾市教育委員会表彰者の決定について） 

 

○知念春美 教育長 それでは、本日の会議はこれにて閉会いたします。たいへんご苦労様

でございました。 


