
教育委員会の権限に属する事項に係る教育長
の臨時代理の報告について 

川崎市教育委員会教育長に対する事務委任等に関する規則第３条第１項の規定に

基づき教育長が臨時代理した事項について、同条第２項の規定に基づき、次のとおり

報告します。 

１ 臨時代理した事項 

（１）件名 地方教育行政の組織及び運営に関する法律第２９条の規定に基づく意見

聴取について 

（２）内容 令和２年第４回市議会定例会に追加提出を行う議案のうち、教育に関す

る事務に係る案件である令和２年度川崎市一般会計補正予算（その３）に

ついて、異議のない旨意見を提出した。 

２ 臨時代理を行った日 

令和２年６月５日 

３ 臨時代理を行った理由 

令和２年第４回市議会定例会に追加提出を行うにあたり、議案内容が令和２年 

６月５日に確定し、令和２年６月１８日に議会へ追加提出する必要があったため 

（参考）川崎市教育委員会教育長に対する事務委任等に関する規則 

（教育長の臨時代理） 

第３条 教育長は、緊急やむを得ない事情があるときは、前条各号に規定する事

務について、臨時にこれを代理することができる。 

２ 教育長は、前項の規定により、臨時に事務を代理したときは、直近の委員会

会議に報告し、その承認を受けなければならない。 
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２川教庶第３７４号 

令和２年６月５日 

川 崎 市 長 様

教 育 長 

令和２年第４回市議会定例会追加提出議案に係る教育委員会の意見聴取について（回答）

 令和２年１月１７日付け３１川総庶第１１６６号にて依頼のありました標記の件につきまして、

次に示す議案に係る教育に関する事務の部分について、意見はありません。

＜令和２年第４回市議会定例会追加提出議案のうち、教育に関する事務に係るもの＞ 

議案第１０４号 「令和２年度川崎市一般会計補正予算（その３）」 

（教育委員会事務局総務部庶務課担当）  

電話２００－３２６０  

内線５０１０１  
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３１川総庶第１１６６号 

令和２年１月１７日 

教 育 長 様

川 崎 市 長 

令和２年市議会定例会提出議案に係る教育委員会の意見聴取について

（依頼）

 地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和３１年法律第１６２号）第２９条の

規定に基づき、令和２年に開催される市議会定例会及び臨時会に提出を予定する各議案

について、教育に関する事務の部分における貴委員会の意見を求めます。

（参考） 

 地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和３１年法律第１６２号）（抄） 

 （教育委員会の意見聴取） 

第２９条 地方公共団体の長は、歳入歳出予算のうち教育に関する事務に係る部分その

他特に教育に関する事務について定める議会の議決を経るべき事件の議案を作成す

る場合においては、教育委員会の意見をきかなければならない。 

（総務企画局総務部庶務課担当）  

電話２００-２０４６  

内線２１３１１ 
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令和２年度川崎市一般会計補正予算（ その３） について 

教育費補正額  532, 170千円 

■ 補正の内容

 ◆ 事務局運営費 85, 531千円 
  国の補正予算に伴い障害者就業員や教職員事務支援員等を全小中学校へ配置す

るもの 

  ・ 障害者就業員及び障害者雇用支援員の配置を拡充 

→    （  ４小学校、３中学校 ７小学校、 ５中学校）  

・ 教職員事務支援員の配置を拡充 

→  （ ７０小学校、６中学校 １０７小学校、４７中学校）  

  財源内訳：  

   国庫補助金  20, 641千円 

   一般財源  64, 890千円 

 ◆ 学校教育指導費 4, 200千円 
  国の補正予算に伴い教育活動サポーターの配置回数を増加するもの 

・ 夏期に集中して、教育活動サポーターを配置予定 

1, 400回分（ ７区×200回）  

  財源内訳：  

   国庫補助金   1, 399千円 

   一般財源   2, 801千円 

 ◆ ＧＩ ＧＡスクール構想推進事業費 130, 368千円 
国の補正予算に伴い緊急時における家庭でのオンライン学習環境の整備、及び

ＧＩ ＧＡスクールサポーターを配置するもの 

・ 家庭学習のための通信環境（ モバイルルータ） の整備 

Wi -f i 環境が整っていない家庭に対する機器の貸与を行い、通信環境を提供 

（ 国庫補助対象（ 小・ 中・ 特）： 4, 656台＋国庫補助対象外（ 高）： 234台）  

・ ＧＩ ＧＡスクールサポーターの配置 

急速な学校のＩ ＣＴ化を進めるにあたって、国の補助事業を活用したＩ ＣＴ

技術者（ ＧＩ ＧＡスクールサポーター） を配置（ ９名）  
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  財源内訳：  

   国庫補助金  61, 621千円 

   一般財源  68, 747千円 

 ◆ 学校運営費（ 特別支援学校費）  15, 728千円 
国の補正予算に伴い、過密化対策として特別支援学校スクールバスの運行を一

時的に増便するものなど 

・ スクールバスの増台 

増車２台×38日分（ 6/8～7/31の稼働日）  

・ スクールバスの運行日数の増加 

現行の運行台数19台×運行増日数30日分 

  財源内訳：  

   国庫補助金   2, 299千円 

   一般財源  13, 429千円 

 ◆ 学校保健・ 安全管理経費 57, 428千円 
国の補正予算に伴い消毒液等の保健衛生用品を追加購入するもの 

・ 小学校、中学校、高等学校、特別支援学校の配布内容（ 予定）  

    次亜塩素酸ナトリウム 各校10本（ 600ml ）  

    ペーパタオル 各校25箱（ 1箱200枚）  

    使い捨て手袋 各校10箱（ 1箱100枚）  

    手指用消毒液 各校3箱（ 1箱10本入り（ 1L×10本）  

    ハンドソープ 各校200個（ 550ml ）  

    非接触型体温計 各校1学年に1本 

    マスク 各校10箱程度（ 1箱50枚）  

    フェイスシールド 各校50枚（ 保健室、通級教室）  

  財源内訳：  

   国庫補助金  27, 276千円 

   一般財源  30, 152千円 

 ◆ 給食運営費・ 中学校給食推進事業費 9, 315千円 
国の補正予算に伴い学校給食の実施が夏期に及ぶことを踏まえ、小学校・ 中学

校の給食調理員等の熱中症対策として消耗品を購入するもの 

・ 小学校、中学校の配布内容（ 予定）  

  アイスベスト  小学校760個、中学校24個 

  アイシングメット  小学校760個、中学校24個 
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  財源内訳：  

   国庫補助金   4, 424千円 

   一般財源   4, 891千円 

 ◆ 義務教育施設整備事業費 229, 600千円 
国の補正予算に伴い、教室における３密対策として、空調設備の設置工事やス

ポットクーラーを購入するものなど 

・ 少人数での授業を実施する予定の教室（ 24教室） に空調を設置 

・ 空調未設置の特別教室（ 698教室） にスポットクーラーを２台ずつ設置 

・ 長寿命化工事（ 外壁）を実施する学校について、換気のためサーキュレーター

（ 1, 000台） を設置 

  財源内訳：  

   国庫補助金 139, 050千円 

   一般財源  90, 550千円 

9



10



11



12



13



14



15



16



17



18



19



20



21



22



23



24



25



26



27



28


