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常陸大宮市教育委員会２月定例会議事録 

 

１ 会議の名称 常陸大宮市教育委員会２月定例会 

２ 開 催 日 平成３０年２月２３日（金）午前１０時００分から 

                                         午前１１時５７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５号 教育長報告について 

報告第６号 指定学校の変更許可について 

報告第７号 平成２９年度常陸大宮市就学援助申請に伴う児童生徒の認定について 

６ 議 案 

議案第１号 議会の議決を経るべき事件の議案について 

議案第２号 常陸大宮市教育委員会公印規則の一部を改正する規則について 

議案第３号 平成２９年度教育に関する事務の管理及び執行状況の点検・評価に関する

報告書（平成２８年度事業分）について 

議案第４号 常陸大宮市スポーツ推進計画策定に係るパブリックコメントの公募結果

について 

７ その他 
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 （１）各種行事予定について 

（２）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２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。議事録署名人に諸澤信子委員を指名

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，議事に入ります。日程２ 報告を議題といたします。報告第５

号教育長報告になりますので，私の方から４点報告をいたします。 

まず１点は，人事の進捗状況です。２点目ですが，新型インフルエンザの

件です。Ｂ型が多いということをこの間お話ししましたが，大宮中が一段落

しまして，また，復活し始めました。今，御前山中が壊滅状態です。その他

いろいろな学校に波及していまして，まだ収まっていない状況ですので，十

分指導するよう，また，うがい手洗いの励行で予防に努めるよう，校長会・

教頭会の方で指導をいたしました。 

３点目ですが，今年，教科書採択があります。４年ごとに行っている採択

ですが，平成３０年度は小学校が該当します。ですから，教科書は変わりま

せん。変わらないというのは，新しい教科書で調査・採択をするのではなく

て，今，使っているのを調査・採択します。 

以上，私の方から３点報告させていただきました。質問等がありましたら，

お願いいたします。 
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     では，無いようですので，報告第６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６号について説明］ 

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

     では，無いようですので，続きまして，報告第７号平成２９年度常陸大宮市

就学援助申請に伴う児童生徒の認定について，事務局の報告をお願いいたしま

す。 

諸澤学校教育課長  ［報告第７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。 

生天目委員  これは認定せざるを得ないんでしょうけども，破綻しないんですか，市

が。こんなに増えてきていて。 

諸澤学校教育課長  この後の補正の方でも出てくるんですが，平成２９年度は額があ

がりまして，補正もしているというような状況です。 

内田委員  貧富の差がどんどん出て広がっているということなのかな。 

上久保教育長  申請者が増えてきているんです。      

それでは，報告は以上となります。続きまして，議案第１号議会の議決を経

るべき事件の議案について，事務局の説明をお願いいたします。 

諸澤学校教育課長  ［議案第１号について説明］ 

大町生涯学習課長  ［議案第１号について説明］ 

皆川文化スポーツ課長  ［議案第１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。 

内田委員  ９ページのへき地児童生徒援助費等補助金というのが，２分の１になった

みたいなんですけれども，これは補助金が減らされたということですか。 

諸澤学校教育課長  この２分の１というのは補助率を言っておりますので，補助金を

減らされたというわけではなくて，４㎞以上，あるいは６㎞以上の児童生徒が
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スクールバスに乗って通学するわけなんですけれども，その通学の費用が，学

級が少なくなるとその分に対して相対的な支出額が減りますので，それに対す

る補助金額も減ってくるというような形になります。支出が減ると，補助額も

減ってくると。そういうことになってきます。 

上久保教育長  括弧の中は補助率なので，例えば，その一番上の臨時福祉給付金給付

事業費補助金の１０分の１０というのは，全額補助です。補助率２分の１とい

うのは，多い方になります。 

内田委員  小学校で４㎞以上，中学校で６㎞以上，そういうところに補助金あたりが

出ているのかと思うんですけれども，それを減らされてしまうのかなと思って

心配になったんですけれども。 

上久保委員長  これは対象生徒数が減っているからかな。 

諸澤学校教育課長  生徒数が減っているのと，額が減っているのと。 

上久保委員長  対象の子どもが減るということは，補助金の支給率が減るわけですか

ら，それの２分の１でまた減ってくると。 

内田委員  とにかく，へき地の補助金とか，なんだかんだ減らされるのでは困るなと

思って質問したんですけれども。とにかく，田舎，へき地，そういったところ

は不便だからこそ手厚い援助をしてあげられればいいなと。地域振興，そうい

うことも含めて，ちょっと思ったもので質問しました。 

上久保委員長  ですから，個人あたりに対しては減ってはいないんですね。市として

は総額でやってますので。総額が減れば当然予算の執行も減るし，補助金の総

額が減ってくると。 

内田委員  わかりました。 

上久保教育長  その他ありますか。大きな事業は，学校教育課は防犯カメラ，これは

子どもたちの安全安心を守るということです。中学校は２校で，大宮中と明峰

中です。なぜかというと，山方中と二中は新しくしたので，もう付いているん
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です。小学校は付いていないのが山方小と山方南小くらいなんで，そこに増や

していきますよと。これで一応，小・中は付け終わります。併せて，文化スポ

ーツ課の方でも国体用で，西部総合公園に付けます。学校教育課は給食センタ

ーの方に着手します。生涯学習課は教育費に入っていませんが，大舘市との交

流の派遣事業が新規に入ってきます。文化スポーツは，１つは，文化振興基本

計画を作ります。よろしいでしょうか。この議案は，市長から教育委員会の意

見を求められ，了承を求められていますので，原案のとおり了承してよろしい

でしょうか。 

（異議なしの声） 

      異議なしと認め，議案第１号については原案のとおり了承することにいたし

ます。 

     続きまして，議案第２号常陸大宮市教育委員会公印規則の一部を改正する規

則について，事務局の説明をお願いいたします。 

諸澤学校教育課長  [議案第２号について説明] 

上久保教育長  説明が終わりました。言いたいことは，公印の印影の印刷にかかわる

条文が組み込まれたということと，様式が変わったということの２点です。質

問がありましたら，お願いいたします。 

内田委員  今まで職印などは押していましたよね。それを押さなくするために，パソ

コン等から印刷した時に赤か何かで職印のようなものが押されるということ

ですか。 

諸澤学校教育課長  原則は公印・職印等は，実印を押すようなんですが，例を挙げま

すと，就学通知書などは新１年生に出す時に何百枚にもなりますので，それを

一枚一枚押印しているとかなりの時間等も要します。そういった場合に，印刷

すると同時に押された状態の印影も出てくることによりまして，時間の軽減を

図るということでの考え方になります。 
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上久保教育長  簡単に言うと，卒業証書もそれで構わないと。大舘市へ渡している西

ノ内和紙の卒業証書は，印影を印刷しています。ただ，学校では，今，一枚一

枚押していると思います。多分，学校管理規則は，印影を印刷する時にはちゃ

んと許可願があると思うんで，簡単にはできないんですよ。許可願を出して，

許可されてから印刷をかけるので。基本的にはそれが原則です。 

諸澤学校教育課長  こちらも申請書様式がありますので，そういった印影を使う際に

は申請等を出していただいて，それで認めていただいたことで使用するという

ことになります。直接押印することに代わって出してもよろしいものについて

は，申請の判断の中で有効に使っていくということでご理解いただければと思

います。 

上久保教育長  事務の簡素化だけを第一面に出しちゃうと問題も出てきますので，そ

うではないということです。 

内田委員  とにかく，どんどん増やしていいと思いますよ。 

上久保教育長  他にありませんか。確かに楽な方法はあるだろうと思いますが。学校

は，一枚一枚穴を空けてきちっと押してやっていたかと思いますけれども，大

舘市に渡している卒業証書は印影許可をもらって印刷してあります。ただ，今，

市内の学校に西ノ内和紙の卒業証書を出しているけれども，印刷はしていない

んです。 

内田委員  そうすると，全部筆で書いているんですか。 

上久保教育長  そこは印刷しています。そして，学校名も印刷してあります。印は学

校で押しています。そうすると，さっき言われたように，印がきれいに押せな

くてぼけてしまう場合もあるんです。 

では，採決に移ります。議案第２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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     異議なしと認め，議案第２号につきましては，原案のとおり可決することに

いたします。 

     続きまして，議案第３号平成２９年度教育に関する事務の管理及び執行状況

の点検・評価に関する報告書（平成２８年度事業分）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  [議案第３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。 

     では，無いようですので採決に移ります。議案第３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） 

     異議なしと認め，議案第３号につきましては，原案のとおり可決することに

いたします。 

     続きまして，議案第４号常陸大宮市スポーツ推進計画策定に係るパブリック

コメントの公募結果について，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  [議案第４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。 

     この間お配りしたスポーツ推進計画をパブリックコメントにかけましたら

２通こういった意見があったということとその解答です。西部総合公園のコー

トは若干ひびが入っているんだな。 

皆川文化スポーツ課長  確かに，いろいろ補修をしながら使っているんですが，亀裂

が広がったりしているという部分があります。 

上久保教育長  西部は何面あるんだっけ。 

皆川文化スポーツ課長  あそこは６面です。 

上久保教育長  山方は，元々テニスコートと野球場の間にトイレがあるので，つくっ

ていないんだな。 
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皆川文化スポーツ課長  はい。テニスコートからトイレまでが歩いて約１００ｍくら

いですので。 

上久保教育長  両方で使おうということで整備したと思うんですけれども，回答はこ

のようにしたいということです。 

     では，ご意見がなければ議案第４号につきまして採決に移ります。議案のと

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４号につきましては，原案のとおり可決いた

します。続きまして，日程４ その他に入ります。各種行事について，事務局

の説明をお願いいたします。 

諸澤学校教育課長  [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したら，お願いいたします。無いようでした

ら，続きまして，（２）その他について，お願いいたします。 

諸澤学校教育課長  [卒業式・入学式について，平成２９年度末・平成３０年度始め

の定期人事異動に伴う辞令交付伝達式について] 

上久保教育長  続きまして，日程５ 次回の定例会の日程について，お願いいたしま

す。 

諸澤学校教育課長  [臨時会について日程調整] 

上久保教育長  それでは，次回の臨時会は平成３０年３月１５日（木）午後４時 

００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２月定例会を閉会といたします。 

（午前１１時５７分閉会） 


