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常陸大宮市教育委員会５月定例会議事録 

 

１ 会議の名称 常陸大宮市教育委員会５月定例会 

２ 開 催 日 平成２９年５月２５日（木）午前１０時００分から 

                                          午前１１時１８分まで 

３ 開催場所  常陸大宮市役所 行政委員会室 

４ 出席者 

  （１）教 育 長     上久保 洋一 

教育長職務代理者 諸澤 信子 

委  員     星野 幸子 

委   員     内田  寛 

委  員     生天目 茂 

  （２）事務局及び説明者 

教育部長        樫村 英子 

学校教育課長      諸澤 正行 

生涯学習課長      大町 隆 

文化スポーツ課長    皆川 嗣郎 

指導室長        井上 雅裕 

学校教育課課長補佐   木村 隆弘 

学校教育課主任     釘子 さや香  

５ 報 告 

報告第２４号 教育長報告について 

報告第２５号 常陸大宮市視聴覚ライブラリー運営委員会委員の異動について 

報告第２６号 常陸大宮市史編さん審議会委員の異動について 

報告第２７号 平成２９年度常陸大宮市奨学生等選考結果について 

報告第２８号 平成２９年度常陸大宮市特別奨学生選考結果について 

報告第２９号 平成２９年度常陸大宮市中学生海外研修事業について 

報告第３０号 工事及び委託契約の締結について 

報告第３１号 指定学校の変更許可について 

６ 議 案 

議案第２６号 専決処分の承認を求めることについて 

議案第２７号 常陸大宮市立図書情報館協議会委員の任命について 
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議案第２８号 常陸大宮市社会教育委員会委員の異動について 

議案第２９号 常陸大宮市文化センター運営委員会委員の異動について 

７ その他 

 （１）キッズウィークについて 

（２）各種行事予定について 

 （３）その他 

８ 次回の定例会日程について 

９ 閉 会 

１０ 傍聴人の人数  なし 

１１ 会議の大要 

上久保教育長  ただ今より，常陸大宮市教育委員会５月定例会を開会いたします。 

（午前１０時００分） 

      本日の出席委員は，全員です。 

本日の議事録署名人の指名を行います。議事録署名人に星野幸子委員を指名

いたします。本日の会議日程は，お配りした会議資料のとおりです。 

それでは，日程２ 報告を議題といたします。報告第２４号教育長報告に

なりますので，私の方から４点報告を申し上げます。１点目は，５月２０日

に小学校の運動会が無事終了いたしました。当日は６校ほど回りましたけれ

ども，どの学校に行っても熱中症になったお子さんはいなかったということ

でありますので，５月２０日に行ったということは，効果が出ているのかな

と思います。近隣の市町村も５月２０日で行ったところが多いようです。そ

ういった意味では，常陸大宮市内の小学校を含めて春の運動会というものが，

学校行事として定着したのではないかと判断しております。 

２点目でありますが，新教育長制度が始まってもう何年か経っております。

これは教育委員会制度を充実させるということで，総合教育会議等が行われ

ておりますが，どうも文部科学省の説明どおりではなくて，都市教育長会議

などでも出てきますが，中身はあまり変わっていないのではないかという批
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判もあります。あるいは，この新教育長制度は教育委員会議の活性化も目的

の一つになっております。そういった意味から，今回から議論が出ないよう

な承認だけの議案が多いような場合には，教育課題についても議論する資料

を提出したいと思いますので，ご理解いただきたいと思います。今回は「キ

ッズウィーク」について資料を提供しながら議論していきたいと思いますが，

考え方によれば，こういった教育委員会の会議録は全て公開となっておりま

すし，活性化の意味でも議論の場を少し設けたいと思いますので，ご理解い

ただきたいと思います。 

３点目ですが，昨日「元気ひたちおおみや会議」というものがありまして，

部長と出席しました。常陸大宮市の総合計画というものができましたが，こ

れは２０５０年頃の常陸大宮市を描いていて，人口も大体２万人程度になる

ので，その時に常陸大宮市がどうあるべきかという基本構想と，その将来像

の実現に向けて，市が推進すべき個別施策の体系を具体的に定めた基本計画

で構成されています。さらに，総合計画で定めた施策を実現するための具体

的な事業の中から，今，平成２９年度の重点事業計画を作り上げていくとこ

ろです。 

４点目ですが，児童生徒についてご報告いたします。 

以上４点について，ご報告いたします。何か質問がありましたら，お願い

いたします。 

           では，質問が無いようですので，続きまして，報告第２５号常陸大宮市視

聴覚ライブラリー運営審議会委員の異動について，事務局の説明をお願いいた

します。 

大町生涯学習課長  ［報告第２５号について説明］ 

上久保教育長  説明が終わりました。質問がありましたら，お願いいたします。 

     無いようですので，続きまして，報告第２６号常陸大宮市史編さん委員会委
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員の異動について，事務局の説明をお願いいたします。 

皆川文化スポーツ課長  ［報告第２６号について説明］ 

上久保教育長  説明が終わりました。質問がありましたら，お願いいたします。 

     無いようですので，続きまして，報告第２７号平成２９年度常陸大宮市奨学

生等選考結果について，事務局の説明をお願いいたします。 

諸澤学校教育課長  ［報告第２７号について説明］ 

上久保教育長  説明が終わりました。質問がありましたら，お願いいたします。 

     奨学資金の貸与については，１４名で決定しておりますが，募集人員は２０

名です。過去何年か前までは，これが２０名を超えていたんですけれども，今

は，大学進学率が増えているのに，申請者が少ない状況です。 

     質問が無いようですので，続きまして，報告第２８号平成２９年度常陸大宮

市特別奨学生選考結果について，事務局の説明をお願いいたします。 

諸澤学校教育課長  ［報告第２８号について説明］ 

上久保教育長  説明が終わりました。 

    では，質問が無いようですので，報告第２９号平成２９年度常陸大宮市中学

生海外研修事業について，事務局の説明をお願いいたします。 

諸澤学校教育課長  ［報告第２９号について説明］ 

上久保教育長  説明が終わりました。質問がありましたら，お願いいたします。 

     無いようですので，続きまして，報告第３０号工事及び委託契約の締結につ

いて，事務局の説明をお願いいたします。 

諸澤学校教育課長  ［報告第３０号について説明］ 

上久保教育長  説明が終わりました。質問がありましたら，お願いいたします。 

     無いようですので，続きまして，報告第３１号指定学校の変更許可について，

事務局の説明をお願いいたします。 

諸澤学校教育課長  ［報告第３１号について説明］ 
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上久保教育長  説明が終わりました。質問がありましたら，お願いいたします。 

     無いようですので，報告は以上となります。続きまして，日程３ 議案に入

ります。議案第２６号専決処分の承認を求めることについてを議題といたしま

す。事務局の説明をお願いいたします。 

皆川文化スポーツ課長  ［議案第２６号について説明］ 

上久保教育長  説明が終わりました。質問がありましたら，お願いいたします。 

     無いようですので，採決に移ります。議案第２６号につきましては，原案の

とおり承認することでよろしいでしょうか。 

（「異議なし」の声） 

上久保教育長  異議なしと認め，議案第２６号については，原案のとおり承認といた

します。続きまして，議案第２７号常陸大宮市立図書情報館協議会委員の任命

について，事務局の説明をお願いいたします。 

大町生涯学習課長  ［議案第２７号について説明］ 

上久保教育長  説明が終わりました。質問がありましたら，お願いいたします。 

      無いようですので，採決に移ります。議案第２７号につきましては，原案の

とおり可決することでよろしいでしょうか。 

（異議なしの声） 

上久保教育長  異議なしと認め，議案第２７号については，原案のとおり可決いたし

ます。続きまして，議案第２８号常陸大宮市社会教育委員会委員の異動につい

て，事務局の説明をお願いいたします。 

大町生涯学習課長  ［議案第２８号について説明］ 

上久保教育長  説明が終わりました。質問がありましたら，お願いいたします。 

      無いようですので，採決に移ります。議案第２８号につきましては，原案の

とおり可決することでよろしいでしょうか。 

（異議なしの声） 
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上久保教育長  異議なしと認め，議案第２８号については，原案のとおり可決いたし

ます。続きまして，議案第２９号常陸大宮市文化センター運営委員会委員の異

動について，事務局の説明をお願いいたします。 

大町生涯学習課長  ［議案第２９号について説明］ 

上久保教育長  説明が終わりました。質問がありましたら，お願いいたします。 

     無いようですので，採決に移ります。議案第２９号につきましては，原案の

とおり可決することでよろしいでしょうか。 

（異議なしの声） 

上久保教育長  異議なしと認め，議案第２９号については，原案のとおり可決いたし

ます。議案は以上となります。 

     続きまして日程４ その他に移ります。先ほど教育長報告の中で，もう少し

教育委員会の活性化を含めた意味で，教育課題があった時には皆様方への意見

をいただきたいという思いがありましたので，今回は，「キッズウィーク」に

ついて，皆様方の意見をいただきたいと思います。それでは，まず，事務局か

らの説明をお願いいたします。 

諸澤学校教育課長  [キッズウィークについて説明] 

上久保教育長  これは文部科学省から出ているのものではなくて，政府の方から出て

いるのものです。今，説明があったように，夏休みを５日間短縮して長期休暇

を分散させようということです。学校の休暇分散化による休日取得は「キッズ

ウィーク」と名付けるということで，安倍内閣の看板政策である「働き方改革」

と表裏一体のものだということです。まだ，確定ではありませんが，政府は今

夏に学校教育法施行令を改正して，夏と冬，学年末などの休暇以外に，新たな

長期休暇を確保することを各教委の努力義務とする方向で検討しています。た

だ，休日そのものは増やさず，カリキュラムには影響させないように配慮し，

今後は，一部地域で先行実施した上で，来年の４月から全国の公立学校で本格
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的に導入する方針だということです。表裏一体の働き方改革でありますけれど

も，子どもの休みに合わせて保護者が有給休暇を積極的に取得できるよう，経

団連関係にも協力を要請する考えだということです。いろいろな問題が出てく

るだろうと思いますが，いずれ対応をしていかなければならないでしょうけれ

ども，委員さん方はどのようなお考えをお持ちでしょうか。 

星野委員  私は息子が私立だったんですけれども，２学期制でしたので，秋休みがあ

りました。１０月１日から体育の日で終わって，翌日に登校というような形で

す。ですから，その９日間から１０日間くらいがお休みになっていたところで

すけれども，結構その時期に海外旅行に行く家庭が多いです。ですから，定着

してしまえば，それが当たり前で，空いている時に旅行に行けるというメリッ

トがあったと思います。それから，夏休みの短縮ですけれども，８月２４日あ

たりから学校が始まるという形でやっていたと思いますが，特段，問題なくそ

れは始まっておりましたので，実施してしまえば問題無いかなと思います。 

上久保教育長  今のお話は，２学期制なので，その区切りをつける休みを取っている

んですね。 

星野委員  そうなんです。３学期制でそれを入れるのがどういう形になるか。 

上久保教育長  そういった問題もあります。 

星野委員  あとは，例えば，公立の中学校ですと，夏休みが早く終わるということは，

運動会に向けての準備が少し早目に始めることができるので，９月開催の運動

会も少し余裕を持ってやることができるのかなと。それから，公立高校に関し

ては２学期制なので，テスト休みも含め，いろいろと現行と変わりなくできる

と思っています。 

上久保教育長  現場を経験した生天目委員はいかがですか。 

生天目委員  この目的が，家族で一緒に休むことがねらいという観点からすると，現

状はまだ難しいんじゃないかなというのが私の本音なんですが。もう少し，社
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会的にもそういう風潮が広がっていかないと，大宮だけやろうとしても，親は

休みでないのに子どもが休みで，それをまた行政がお金を出して何か手立てを

講じなければならないというのは，あまりいい施策とは思えないですね。 

上久保教育長  この流れは週休２日制の流れと似ていて，当初は行政が全て面倒を見

たんですね。特に生涯学習課がいろんな事業を作って，子どもを集めて。 

生天目委員  ただ，国は３年やると，放ってしまいますよね。それを見ているので，

現時点ではまだ早いのかなと思います。 

上久保教育長  今の夏休みを短縮するという意味ではなくて，全体のカリキュラムな

どを見ながら切っていかないと。 

生天目委員  それがきっかけで，教育環境が整えば，もう少し効果があると思います。 

上久保教育長  教育部長，エアコンはどうですか。 

樫村教育部長  確かに，今朝のニュースでの３か月予報でも，８月あたりはかなりの

猛暑が予想されるとのことでしたので，今後，どういう方向に行くかによって，

検討したいと思います。導入する時期については，今後いろいろと総合的に判

断して検討していきたいと思っております。 

上久保教育長  学校保健安全法で言えば，学校の教室の温度は１０℃～３０℃となっ

ていますが，例のクールビスで，２８℃という温度の問題が出ていたと思いま

す。その２８℃は科学的根拠が無いとなっておりますので，３０℃でも同様か

なと思います。暑いから夏休みがあるという考えもありますし，整理が難しい

部分があるんですけれども，大きな大枠の流れは，エアコンをいずれ設置しな

ければならないだろうということだと思います。同じく現場にいた内田委員は

いかがですか。 

内田委員  私もそう思います。そして，夏休み４０日間というのは，暑いからという

ことかもしれないですけれども，私としましては，休み過ぎてしまってだらけ

てしまうような気がするんですよね。ですから，ある程度分散するということ
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に関しては，賛成です。また，エアコン等を設置するということについても，

これは仕方がないのかなというふうに思っております。そういう面で予算とか，

家庭状況とか，いろいろな課題はあるかと思うんですけれども。 

上久保教育長  諸澤委員はいかがですか。 

諸澤委員  私もさっき教育長がおっしゃったように，家庭状況ですよね。遊べる人は

いいですけれども，そうじゃなくて，遊ぶ先で働いている人だっているわけ

ですから。ですから，ますます差ができてしまうというか，豊かな人はいい

ですが，そうでない人はどうするのかと思ってしまいますよね。 

上久保教育長  そうですね，貧困対策を今，しっかりとやっておりますので。 

諸澤委員  その辺のところですよね。休みがあっても親がいなかったら，どこかに行

くところではないし，その辺のところも，もうちょっといろいろと見つめて

やってからの方がいいと思います。 

上久保教育長  学校の教員も含めてですけれども，今の流れは，働き過ぎなんです

よね。 

諸澤委員  学校の先生方の働き方をまず，変えた方がいいと思いますけれども。 

上久保教育長  すぐ決定というわけではなくて，来年努力義務になるということは，

いずれ近いうちに検討する必要があるだろうと思います。今日はキッズウィ

ークについてだけですが，委員さん方にもうちょっと考えていただきたいの

は，以前，都市教育長協議会の理事会で，６月を目途に，小学校外国語活動

の時間の取り方について方向性を示すように説明があったんですが，本日付

の読売新聞にそのことに関する記事が掲載されました。２０年度の次期学習

指導要領の全面実施に向けて，１８年度から２年間を移行期間とし，現在，

３・４年生は外国語活動をやっていませんが，新たに年１５コマ設けます。

また，５・６年生は，現在より１５コマ増の５０コマに増やします。増えた

授業時間については，年７０コマある総合学習の一部を充てるということで
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すが，学校では授業時間のやりくりに苦慮しています。とにかく，机上で計

算したのと違って，現場の対応は苦しくなってくるので，私たちも学校だけ

に任せることはできませんし，多分，教育長会議の中でも，県としてどうで

すかとか，那珂地区としてどうですかという話し合いにだんだんなってきて，

この辺は同じようにやるんだろうと思います。こういったことをこれから協

議していきますので，よろしくお願いいたします。 

続きまして，（２）各種行事予定について，事務局の説明をお願いします。 

諸澤学校教育課長  [教育委員会事務局の予定報告・日程調整] 

          ［学校教育課の予定報告］ 

大町生涯学習課長  [生涯学習課の予定報告] 

皆川文化スポーツ課長 ［文化スポーツ課の予定報告］ 

上久保教育長  今までの点で何かありますか。無いようでしたら，続きまして，日程

５ 次回定例会日程について，お願いいたします。 

諸澤学校教育課長  [定例会について日程確認] 

上久保教育長  それでは，次回の定例会は平成２９年６月２６日（月）午後１時３０

分といたします。 

以上を持ちまして，常陸大宮市教育委員会５月定例会を閉会といたします。 

（午前１１時１８分閉会） 

 


