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常陸大宮市教育委員会６月定例会議事録 

 

１ 会議の名称 常陸大宮市教育委員会６月定例会 

２ 開 催 日 平成３０年６月２５日（木）午後 １時３０分から 

                                         午後 ３時１０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     内田  寛 

委  員     生天目 茂 

  （２）事務局及び説明者 

次長兼生涯学習課長    大町 隆 

学校教育課長       諸澤 正行 

文化スポーツ課長     皆川 嗣郎     

学校教育課指導室指導主事 河野 護 

学校教育課課長補佐    木村 隆弘 

学校教育課主任      野上 幸恵 

５ 報 告 

報告第３３号 教育長報告について   

報告第３４号 平成３０年度第２回常陸大宮市議会定例会一般質問について 

報告第３５号 常陸大宮市学校給食運営委員会委員の委嘱について  

報告第３６号 常陸大宮市視聴覚ライブラリー運営委員会委員の委嘱について 

報告第３７号 平成３０年度小学生友好都市教育交流事業について 

報告第３８号 物品購入契約等の締結について 

報告第３９号 指定学校の変更許可について 

６ 議 案 

議案第１９号 平成３０年度就学援助費支給額等について 

７ その他 

 （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 
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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６月定例会を開会いたします。 

(午後１時３０分） 

      本日の出席委員は，３名です。過半数に達しておりますので，会議は成立

しました。 

本日の議事録署名人の指名を行います。議事録署名人に内田寛委員を指名

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３

３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，大阪北部地震の対応についてです。大阪北部地震で問題になったの

は，学校のブロック塀が倒れて，子供が亡くなったという事案がありました。

それ以降，通知通達が出て来ておりまして，本市では６月１８日，危機管理

官と私の名前で保護者宛ての注意喚起を流しました。これは，通学の時の注

意です。内容的には徒歩，そして自転車通学の子は，もし地震が起きたらブ

ロック塀から離れて避難するようにという指示です。それから，スクールバ

ス登校の子供・児童生徒については，運転手さんの注意を守って，座布団と，

もともとかぶっていますが，帽子をかぶって対応を取るようにという指示を

しました。 

同じ日，６月１８日に学校教育課の学校教育グループのメンバーが，全学

校を調査いたしました。その結果が出てますのでご覧ください。 

上が通知文です。その次をめくってください。次が文科省から来た，学校

におけるブロック塀等の安全点検等についての通知です。３枚目がそれを受
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けて県教育委員会から来ているものになります。 

これにしたがって，学校の塀について調査を行いました。結果がそこに出

ていますが，該当は３校です。１ページ目が明峰中のプールの写真です。緒

川中の時からわかると思うんですが，坂を上がっていって，左側に下りると

プールがあります。そのプールの塀がこれです。緒川文化センター側が３４

メートル，学校側が４１メートルとなっています。山の方がネットフェンス

です。位置図がこれで分かるかと思います。それで２枚目の下の真ん中の写

真が状況です。緒川総合センターブロック側の方が８段積みで，下の方はひ

び割れが起こっています。高さは１メートル台ですので問題はないのですが，

古いし，このプールはもう使っていませんので，今後対応しなければなりま

せんが，一応, 現在ブロック塀があるのがこの明峰中です。４枚目をお願い

します。これはもう廃校になった旧美和中のプールで３．２５メートルと高

い。年数も経って，フェンスも腐食していますし，高い材木がありますが，

ここは今，使っていませんから，今の段階では注意書きくらいで良いかとい

うところなんですが，いずれ壊さないといけないかなと思っています。 

次，２枚ですが，控え壁もある所とない所があるみたいです。それからこ

こには入っていませんけれども，大宮小の東側のブロック塀は直して，今は

問題ありませんので，今，危ないと該当する学校はこの２校となります。あ

とはブロック塀を使っているところはないので。今後，こういった対応をこ

れから教育委員会でやっていきたいと思っています。 

それからもう１枚目，金曜日付けで，私の名前で各小・中学校長宛てにこ

の文書を出しました。要するに，通学路の安全点検について実施するよう

に指示したもので，今週の金曜日までに報告が上がってきます。この通知

をする前に，大賀小なんかはもう自主的にやって調査が終わっています。

ただ，その報告を校長から聞くと，危ないのは空き家のブロック塀だと。
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空き家っていうことは古い家で，誰も住んでいないところのブロック塀が

もう腐食していて，それが危ないんだということでした。こういったのが

今の指示を受けての対応の状況です。これについては，共産党議員の金子

議員，それから公明党は連盟で，早急に対応するような要請を受けていま

す。ただ，公明党の小原議員と話した時に，ブロック塀の中の鉄柱が入っ

ているかどうかもちゃんと調べた方がよいのではないかということを言わ

れましたけれども，ほとんどブロック塀はないので，通学路の道まではで

きませんという話はしておきましたので，ご理解頂きたいと思います。な

かなか民地まで教育委員会が調査して強度を計るというのはできませんの

で，基本的に通学路はさっき言ったように，何かあったら離れるっていう

対応しかないのかなと思っています。場合によっては通学路の変更ってい

うこともあるんですが，通学路はこういった交通の危険と，もう１点は防

犯上の危険も考えなければなりません。誰も通らないところ，山道へ入っ

て，危険はないからオーケーなのかといっても，今度は防犯上の問題が出

てくるので，そういった２つの観点を考えながら，もう一度通学路につい

ての確認をしていきたい，ということです。 

  ２点目です。大宮小学校児童の大館市交流事業についてですが,今年度１

２名，大宮小の５年生を派遣いたします。現在，選考中であります。ただ，

課題がありまして，来年度からどうするかっていうのがまだ決まっていま

せん。流れは，かつて大宮小と城南小が１年交代に行ったり来たりしてい

たんです。ただ，向こうが大館町の時代です。こちらも大宮町の時代。と

ころが，私が大宮小の校長になって行った時に，大館町から来るはずなの

が，予算確保ができないということで中止になって，ずっと途絶えていま

した。友好都市の交流を締結した後，大館が２８年度，２９年度，２回来

ました。今度の３０年度は大宮からと，そこまで動いていますので，３１
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年度以降どういうふうにするかというのは，これから大館市教育委員会と

協議をしてまいります。 

  ３点目，新たな教育界の動きでありますが，１点は，部活動の在り方に

ついて県教委から通知がありました。内容を見ますと，朝練の中止，それ

から土日の片方は休む，そして夏休みはある程度休み時間を取りますとい

う内容です。これからのスケジュールでありますが，８月１日までに教育

委員会，要するに市の方針を立てて，そして１０月１日から各学校で実施

をするという流れになっています。これで常陸大宮市では課題になること

がいくつか出てきまして，朝練を中止にしますとスクールバスの運行が変

わります。それから，大宮中で具体的な名前を言うと，テニス部はどうす

るかっていうことになります。練習場所がないところに３年生がやります

から，１年生が全然ボールに触れない状況になるので，これも難しいかな

と思いますが，通達では実態に応じて，と，原則は禁止となっているとい

うことです。ですから，大宮中が動きの難しいところです。それから，大

宮中は体育館も各部のローテーションで毎日は使えないでいますので，部

活動をどうするかという問題が出てきます。部活動というのが大きな問題

ではありますけども，教員の働き方改革と絡んでいるので，この流れは止

まらないということです。したがいまして，常陸大宮市でも８月１日まで

に方針を決める，ということになります。 

それから２つ目，それに伴って，夏休みを休む，部活動をある程度制限

するということは，働き方改革と関わってくるということで，学校閉庁日

を設ける必要がある。もう３５くらいの市町村がやっていますので，常陸

大宮市でも，基本的に今年度はやらなきゃならないだろうと。今，８か９

のやっていない市町村の中に入っていますので，常陸大宮市も今年度から

やる必要があるのかな，と思っております。したがいまして，７月の教育
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委員会には，もしやる場合には，何日から何日まで，どのようにやるかと

いうのをはっきりと報告をさせて頂きます。また，学校閉庁日をやった方

が良いのかどうか，後で「その他」のところで議論いただければと思いま

す。 

４点目ですが，児童・生徒関係であります。まず県内関係で，日立市内

の市立泉丘中学校の生徒が修学旅行中に食中毒にかかりました。それで，

学校に対策本部と教育委員会に対策本部を設置しました。大したことはな

かったんですが，入院をして，今度は帰る時に北部地震でまた遅れてしま

ったと。それで，子どもを迎えにいった親も何人かいたそうです。そうい

った事件がありました。うちの方でも船，中学生の海外研修，大館との交

流，こういった事案が起きますと，非常に対応が難しくなってくるかなと

思います。 

２点目，児童の虐待が最近増えてきています。どのような形でこういっ

た問題を防ぐのかというのが教育委員会の課題の一つかなと思っていま

す。これは，内容は見てわかるように学校が直接どうのこうのではなくて，

家庭の問題となりますので，非常に指導も難しい，言いづらいところがあ

りますので，気を付けなければならないことかなと思っています。 

以上，教育長報告は大阪北部地震の対応について，それから大宮小児童

の大館市交友について，それから３つ目として教育界の新たな動きです。

４つ目として児童生徒関係について報告をいたしました。報告が終わりま

したので何か質問があれば，お伺いいたします。 

内田委員  猿の問題は問題ないんだよね。猿の出没については。 

上久保教育長  猿は問題ないのではないかな。部長は地元ですが，いかがですか。

大賀小だけなんだ。 

栗田教育部長  最近，確かに大賀地域に偏っています。 
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上久保教育長  前に学校の中のグラウンドをかけまわってたのがイノシシだっ

たっていうのは大賀小だった。 

栗田教育部長  そうですね。それ以前は南，村田小とか大宮西小近辺があったん

ですけど，今は大賀小です。今年は。 

上久保教育長  いつも大賀小に出た，大賀小に出たと言うと，保護者も良いイメ

ージがしないのではないかと思うんだ。 

内田委員  メールを見たら，また大賀地区だって思って。 

上久保教育長  そうそう。誰もそう思ったと思うんです。だって，もっと山があ

るはずだし。 

栗田教育部長  そうですね。どういうわけか立て続けに大賀地区だけですね。 

内田委員  本当に猿なんですか。 

上久保教育長  猿です。猿が何回も目撃されてる。 

栗田教育部長  以前からありました。数年前から。 

内田委員  美和の方だっていないよ。 

栗田教育部長  猿は旧大宮近辺なんですよ。村田小学校近辺から西小学校，大賀

地区。ここで数年前からずっと。同じ猿なのかどうかはわからないですけ

れども。 

上久保教育長  ただ，猿は移動距離が長いっていうんだ。 

栗田教育部長  そうですね。農林課の時には，今来ている猿は日光から来ている 

んだろうという，先生方の意見でした。 

上久保教育長  ただ，今の話で，日光から来ている猿が何で大賀小に行くんだと。

ここが不思議なんだ。最近，いつも大賀小なんだ。 

内田委員  都会だから人が多いので見る機会もあるのかな。美和はいたって見る

人がいないから。 

上久保教育長  ただ，子供が接触して怪我をしたっていうなら問題になるんだろ
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うけど，今のところ目撃情報だけなので。一応，注意喚起は全部の文書を

流していますけれども。 

      あと，他に質問等どうですか。 

内田委員  今日の新聞にやはり，大きく小中教員９６パーセントが多忙化とい

うのが出ていたんで，やっぱり忙しいんだなと。あと，２～３日前の新

聞では，本県の幸福度，過去最低の２６位から１１位になったとありま

す。これを見ると常陸大宮市の教育は頑張っているんだなと。ただね，

ひたちなか市の教育委員・教育長と話していて，学校の教員は忙しいと。

それと，今の子供たちは勉強，勉強，といって心が育っていないんでは

ないかと。ちょっと我々も考えなくてはいけないのかなと思ったんです

けれども。 

上久保教育長    いかがですか。 

諸澤委員    何かこう，いろんなことが便利になった分，人の考え方が安易にな

ったというか，すぐ何かに頼るとか，自分自身で，自分で考える，自分

で判断する，そういったものの前にどんどん流されているような気がし

てね。何を幼児教育っていうのか分からないですけれども，「三つ子の魂

百まで」じゃないけれども，子供の時からのものの考え方が何か違う気

がします。 

上久保教育長    いろんな意見が出ていますが，簡単に言うと，子供も大人もス

トレスが溜まりすぎているんではないかと，それが出てきているのでは

ないかと。要するに，大人が，ストレスが溜まっているのを，どこにも

捌け口がなくて子供に当たって虐待とか。子供は子供でストレスが溜ま

っていろんな問題を起こすと。便利になって良かったんだけど，動きが

どんどん激しくなってますから。正直言って，この県の動きだって国の

動きだって，もう市町村の教育委員会では，対応するのがやっとです。
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対応しているうちにまた新しいのがバンと出てきますから。学校は，い

つ通達が出るんだ，何日までに報告を出さなきゃならないのかと市のお

知らせを待っていますから。それで，絶対完璧にはできないですから。

おそらく考えによっては反発もします。だって，例えば朝練を中止にし

て，個人的に早く行って，自分で走って自主練やっているのはどうなん

だと。レアなケースをいっぱい出して，あれを認めるのかこれを認める

のかっていうのが出てくるんじゃないかと思うんです。だって，みんな

うまくなりたい，選手になりたければ，練習しなければなれないんだも

の。サッカー部５０人いれば，選手は１１人。そしたら，２０番，３０

番の人が試合に出たければ，どこかで練習するでしょう。練習するとこ

ろがあれば良いですが，ないから学校でやりますよね。あるいは，朝，

中学生が小学校でボール蹴っていて良いのかとか，あるいは近所で蹴っ

ていて良いのかとか，そういった問題もたぶん出てくるのではないかと

思うんです。そのあたりが難しいのかなと思います。 

内田委員   とにかく，理屈はどこにでもついてきますよね。 

上久保教育長  それと，この世代は正解というのがないでしょう。学校閉庁日も，

たぶんそんなに大きな問題は無いんだけれども，もし何かあったらどこ

が対応するんだと。ただ休みにしますよと保護者に一本流しただけでは，

おそらく成立しないので。その辺が難しいところかな。ただ，教員はあ

まり影響ないんです。何で影響ないかというと，部活がなければ影響は

ないので，年休取れば良いわけですから。他の市町村を見ると学校閉庁

はお盆なんです。お盆１週間を部活停止で，そして学校閉庁にすると。

すると，何か事件があれば教育委員会が受けるのかと。教育委員会の何

課が受けて，誰が指示，指導するのかと。お盆時期は教育委員会だって

何人もいない。でも，流れはもう学校閉庁だと言うんです。 



10 

 

内田委員   高校なんかはどういうふうになっているのかな。 

上久保教育長   高校の方は教育長の方針で出ました。市町村はなかなか難しい

ところがあって。早めに手を出したところは，留守電を入れたりして，

今日は閉庁日ですのでどうのこうの，とか。あと，７時になればもう学

校の用務は終わりましたと。それで，片方ではそういう民間と同じよう

なことで良いのかという意見があります。年末年始は，別に学校閉庁日

とか言ってないんです。だから，大丈夫だと思うんですけれども。ただ，

受け皿は作っておかないと，批判はされるのかなと。 

では，報告第３４号 平成３０年度第２回常陸大宮市議会定例会一般質

問について事務局の説明をお願いします。 

栗田教育部長  ［報告第３４号について説明］ 

上久保教育長  ３人の議員から６本質問があったと報告がありました。委員さん

の中から何か質問等がありましたらお願いいたします。何かありません

か。 

内田委員  これはみんな検討ということで答えているようだけれども。入学前

支給は，教育長さんが前にも言っていましたけど，他の学校に行ってし

まうなんてこともあるからできないという話だったと思うんだけど，前

に支給してもかまわないんじゃないかなって気はするんですけれど。 

上久保教育長  それは，去年の答弁している時は全国的にまだ少なくて，県内

でも４か６の市町村しかやっていなかった。すでに今は，たった１年間

でほとんどの市町村がやっているってことなんだ。だから，早いんです。

去年の今頃はほとんどまだやっていなかったのに広がって。やっぱり，

前倒しでやるべきだろうと。それから，給食の保護者負担金の軽減なん

かも，大子町は無料，城里町が２分の１，来年からは無料だそうですか

ら。常陸太田は今年から２分の１です。何でその真ん中にいる常陸大宮
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が何もやっていないのかと。県全体でみると，県南でも給食費を上げて

いる市町村もあります。何でかというと，加工賃と原材料が上がってい

るから。私は学校給食会の代表評議をやっていますけど，この間もあり

まして，給食会の考え方では，これは受益者負担だろうと。要するに，

授業で使うドリルとかではなくて，あくまで受益者が，食べた人が払う

んだから，払うべきだろうと。来年，消費税が２パーセント上がれば，

当然上げなければならない。他方で，いくらか加工賃を上げたんです。

今，６０社加工会社があったのが，２９社しかやっていないんです。３

１社もつぶれてしまいました。簡単に言うと，子供の数がどんどん減っ

てきて，新しい機械を入れるのに設備投資ができない状況なんで，利益

もないと。だから辞めるって会社がほとんどなんだ。上げてやれば，当

然，その跳ね返りは市町村の学校の給食費に跳ね返ってくるので，難し

いのかなと。ただ，言えることはさっき部長が言ってたように，常陸大

宮市は４番目の安さでやっているということです。 

内田委員  常陸太田とか他のところあたりは魅力度が増してきているところ

もある。大子の場合は地理的な問題があるみたいで，ちょっと良くなる

と常陸大宮の方に出たがると。常陸大宮の方の人は水戸に出たがるとか，

東京の方に出たがるとか，結局，便利なところとか。大子の方にはなか

なか増えないんだなと，話をしていたんですけれども。 

上久保教育長  この間出た，子育て環境の全国市町村ランキングっていうのが

あって，常陸太田が全国１位です。常陸大宮は全国１１位か。 

栗田教育部長  いや，もう少し下だったとは思うんですけど，県内では２番目

です。 

上久保教育長   県内では２番目，その状況があって，大子の議会では，町長は

子育て日本一を謳って，給食費も無料にして，何で常陸太田と常陸大宮
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に負けているんだという一般質問が出てましたよ。だから，給食費だけ

ではないと。あるいは，むやみに下げたから良いって訳ではないんだ。

そこの考え方だ。 

内田委員   その辺についてやはり大子の教育委員も苦笑いしてました。 

上久保教育長  それと，大子はどの学校にも配膳員がいないですから。誰がや

るかというと，子供と先生が給食の配膳をやっているんです。だから，

職員室にいる先生とか，給食主任とかの先生は，授業途中でも車が来る

とおろして学年ごとに分ける。この配膳員の費用だけだって，十何校で

すからかなり大きいと思いますが，それを付けてないですから。だから，

ある一点だけ見てすごいなと思っても，そういうのをひっくるめてやる

と，違うところで常陸大宮の方は費用をかけているところがある。だか

ら，市町村の特色があって良いと思うんだけれども。ただ，食べ物を無

料にするっていうのは何となく，どうだろうかなと。 

生天目委員  配膳を教員がやるっていうのは負担だよ。自分もやったことがあ

るんだけど。 

内田委員  とにかく給食主任は大変だったよ。 

上久保教育長  常陸大宮はどこも配膳員を付けてあるんだ。ただ，これは，理

想は理想なんだけど。全部無料にすると，それだけ財政も使って，とい

う観点も考えなければならない。これからどうするかっていう。本当に

これは難しいところだけれども。そのような答弁をしたということです。 

     では，報告が終わりましたので，第３５号常陸大宮市学校給食運営委

員会委員の委嘱について事務局の説明をお願いします。  

諸澤教育課長  ［報告第３５号について説明］ 

上久保教育長  報告が終わりました。質問があればお願いいたします。 

２年の任期が終わったので，新たに委嘱したということです。今，説
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明があったように，もうこれからの時代，常陸大宮市の学校給食運営委

員会は，城里町とか他の市町村とタイアップしないと，やっていけない

んではないかと。だから，県の学校給食会は千葉と茨城と栃木だったか

な，大きい会社と契約を３者で合同でやっていると。例えば，ソフト麺

だって全部がまとまってお願いすれば配給もできますから。今，この辺

では笠間がやっていますけれども，御前山だけは配給になりますが，そ

れ以外は配給がないですから。業者としては各定数がまず欲しいという

ことなんです。だから，そういった問題があるので，大きく抑えて，１

市町村だけで購入していたんでは間に合わないのではないかと。もし，

辞めたらば，ということです。例えば，常陸大宮市内でパン屋さんが辞

めるってなったら，どこから持ってくるか。そんなふうになってしまい

ますので，やっぱり学校給食運営委員会は，市内だけで動いていてはだ

めな気がしますね。これから機能していくかなと思いますけれども。 

生天目委員  今，給食で麺類は出ていますか。 

諸澤学校教育課長  基本的に御前山学校給食センターには，笠間からソフト麺

が入ってるんですが，その他の麺は，ほとんどないと思います。 

上久保教育長  水戸の製麺だよな。それが結局，辞めてしまった。この辺で麺

が支給されていないのは，水戸とひたちなかと那珂。御前山だけは笠間

から入っていたので，うちの方でも笠間にお願いしたんだけど，そんな

に手広くできないってことで断られた。大洗は何とか食べたいってこと

で，笠間の業者に教育委員会が取りに行って，そして持ってきて教育委

員会が配ると。だから高上りだって言ってました。無くなると食べたい

って声が多いんだ。子供たちもなくなったら「ソフト麺が食べたい」っ

て言うんだけれども，技術的に無理だということです。 

では，続きまして，報告第３６号 常陸大宮市視聴覚ライブラリー運
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営委員会委員の委嘱について事務局の説明をお願いします。 

大町次長兼生涯学習課長  ［報告第３６号について説明］ 

上久保教育長   報告が終わりました。質問があればお願いいたします。 

内田委員   視聴覚ライブラリー運営委員っていうのは，学校関係以外にほかにい

っぱいいますよね。 

大町次長兼生涯学習課長   ほか７名います。規則がございまして１０名以内とな

っています。視聴覚ライブラリー設置及び管理に関する規則第１１条です

が，１０名以内をもって組織するとなってございます。それで合計１０名

です。 

上久保教育長    今は概要には入れてないんだな。前は委員さんと別にやってい

たんだ。前と意識を変えなければならないのは，前は１６ミリだったかな，

あの映写機の資格を取るためにやっていたんだ。 

生天目委員  最初は１６ミリの認定がないと県で借りれなかったんだよね。だ

から，特例があるんだよね。 

上久保教育長  私も取っていたよ。今は１６ミリ使わないもの。 

生天目委員   今は認定がなくても借りられるのかな。 

上久保教育長  今は１６ミリを動かしているところはないですよ。みんなＣＤと

かＤＶＤだから。もう新しい役割にしないと，学校の方が進んでいて，機

材が良いんだもの。貸し出し数が減ったって会議で騒いでいるけれども，

学校の方とか個人の方が機材良いの持ってるから，なかなか借りに来ない

んだ。スクリーンを前は何回借りに来たっていっても，スクリーンも持っ

ているもの。それで，あそこで抱えている機械よりも学校の機械の方がど

んどん新しくなって。 

内田委員  そういう有名無実の組織だ何だっていうのは，これは無くしていって

も良いんじゃないかな。 
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上久保教育長  逆に言うと，高齢者のクラブとか，そういった今まで対象外のと

ころに行かないとだめなんですよ。例えば，交通安全教室の時に使うとか，

あるいは，お楽しみ会でも良いから。今までは学校を対象にやっていたの

で。それで，学校が進んじゃったから，方向性を変えなければならないん

だけども，相変わらずまだ学校を狙っているので，だからこの３人が入っ

てきてる。まずは，学校を除いてやるというところから。子供会だって良

いわけだから。 

     では，続きまして，報告第３７号 平成３０年度小学生友好都市教育交

流事業について事務局の説明をお願いします。 

大町次長兼生涯学習課長  ［報告第３７号について説明］ 

上久保教育長  説明が終わりました。質問があればお願いいたします。 

     これ普通旅費，随行職員４人行って５万５千円で足りるんですか。 

大町次長兼生涯学習課長  はい。予算上の交流事業委託料，こちらの方に小学校

教諭３名分は入ってございます。 

上久保教育長  ああ。これはうちの職員だけの旅費か。 

大町次長兼生涯学習課長 そうです。 

上久保教育長  こういった内容ですが，いかがですか。 

諸澤委員  電車じゃなくてバスで行くんですか。 

大町次長兼生涯学習課長  説明が不足して申し訳ございません。５番ですが，ま

ず常陸大宮市から宇都宮駅までバスで行きます。そちらから新幹線を利用

し，盛岡へ行って，そこからバスで大館市に入るという行程でございます。 

上久保教育長  これは現在，何人くらい申し込んでいるのか。 

大町次長兼生涯学習課長  先週の金曜日，大宮小の校長先生からお聞きしたとこ

ろ，１８名希望者がいるということです。 

上久保教育長  もうすでに６名オーバーだな。 
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大町次長兼生涯学習課長  ええ。２７日までで募集をかけておりますので，もう

ちょっと増えるのではないかと思います。 

上久保教育長  では，続きまして，報告第３８号物品購入契約等の締結について

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３８号について説明］ 

皆川文化スポーツ課長  ［報告第３８号について説明］ 

上久保教育長  報告が終わりました。質問があればお願いいたします。 

     よろしいですか。では報告の第３９号指定学校の変更許可について，事

務局より説明をお願いいたします。 

諸澤学校教育課長  ［報告第３９号について説明］ 

上久保教育長  報告が終わりました。質問があればお願いいたします。 

内田委員  これ，何で４月１日とか年度初めとかではなくて，５月３０日とか３

１日，この時期なんですか。 

諸澤学校教育課長  転居に関しましては，その保護者世帯が転居した日できて

おりますので，それぞれの家庭の事情という形になるかと思います。特

に，２番３番の市営住宅につきましては，施設の空き状況，そういった

ものも関連してくるかと思います。 

内田委員  指定校ということで大宮中に通学していた訳じゃないのかな。２番目

の子なんですけれども。 

諸澤学校教育課長  ４月，５月は指定校変更先の学校に通学しています。 

内田委員  もともと二中に通学していて住所が変わったんだけれども，また元の

ところにいるっていうことか。 

諸澤学校教育課長  はい，そうです。 

内田委員  失礼しました。それなら全然問題ありません。 

上久保教育長  逆に言うとあげなきゃならないのかな。学区内で動いていて指定
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校変更を認めているからな。大宮中学校外に住所が移って，例えば山方へ

引っ越して，山方中が指定校なんだけれども，まだいたいっていうのは分

かるけど。指定校が変わってないんだものな。 

諸澤学校教育課長  以前は中富町に住んでいて，大宮中の中富町に居住していた

んですが。 

上久保教育長  中富は二つに分かれてるけれども，たぶん西小に行ってるんで

は，西小学校の中富なんで，そうすると自然に西小，大宮中に指定校が

あったのを二中，村田小に行っているのか。 

諸澤学校教育課長  そうです。 

上久保教育長  その後田子内に変わったからって指定校は変わらないんだもの。

田子内も西小と大宮中だ。 

諸澤学校教育課長  そうです。大宮中です。 

栗田教育部長  この人は西小にもらってるのか。 

諸澤学校教育課長  そうです。この人は２回もらっている形になります。継続で。 

上久保教育長  わかりました。では，問題は無いということなので次に移りま

す。 

次に，日程３ 議案に入ります。議案第１９号平成３０年度就学援助

費支給額等について，事務局から説明をお願いいたします。 

諸澤学校教育課長  ［議案第１９号について説明］ 

上久保教育長  説明が終わりましたので，質疑があればお願いをいたします。

例年と同じなんですが，ここで支給額のところに新入学要求補助ってあ

りますよね。さっきの話題は，この部分です。この金額を入学前に出し

てくれないかっていうのが一般質問の内容です。だから４万６００円と

４万７４００円。だから，新たな予算がかかるわけではないですが，移

行年度の時に前もってやっておかないと，例えば来年やりますって時に
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は当年度中に払うから，補正を組まないと払うことができないんです。

それ以外は今まで通りでいいわけですから。という形になります。 

内田委員  もし，補正予算を組むことができて，支払うことができるならば，

結局，年間払うのはトータル的には同じですか。 

上久保教育長  同じです。要するに前に持ってくるだけですから。次の４月を

過ぎてから払うのか，前に払うのかっていうことです。 

内田委員  １年間だけ補正を行うっていう。 

上久保教育長  そう。それ以外はもう大丈夫です。 

内田委員  何人か転校するとか入ってくるとかっていうことがあったとして

も，それは大した額にはならないですね。 

上久保教育長  まあ，そういった方向で実施する市町村が増えてきていますの

で，今後，やらないのではなく検討をします。 

それでは，無いようですので採決に移ります。議案第１９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１９号につきましては議案のとおり可

決いたします。続きまして，日程４ その他に移ります。各種行事予定

について，事務局の説明お願いします。 

諸澤学校教育課長  ［学校教育課の予定報告］ 

大町次長兼生涯学習課長  ［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  今までのところで何かお気づきの点がありましたらお願いしま

す。特に無いようですので（２）その他について，事務局でありました

らお願いします。 

諸澤学校教育課長  特にこちらの方ではありません。 
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上久保教育長  委員さんの方，何かありますか。その前に教育委員さんの関わ

る行事で，最後に２本入ってますが，７月３日の教育委員会委員学校訪

問，これは，３人の教育委員さんは大丈夫ですか。 

教育委員一同  はい。 

上久保教育長  都合悪くなければお願いしたいんですけれども。 

教育委員一同  大丈夫です。 

上久保教育長  大丈夫ですね。１０日の方はいかがですか。 

教育委員一同  大丈夫です。 

上久保教育長  大丈夫ですね。では８時３０分に市役所北玄関に集合。今年度

は施設になりますので，出来れば通学路の関係も，あるいはブロック塀

以外にも落下物等なんかも目視で検討して頂ければと思います。大阪の

例も，ボランティアの専門家が危ないよと言ったのに，教育委員会は目

視で，あるいは叩いたのかもしれないけれど，大丈夫と判断したという

ことで，人災になっていますので。それから，教育長のところにあがっ

てないということなんです。担当のレベルで大丈夫だって判断して学校

にやってしまったということになっています。それからさっきの塀の件

で，今回は訪問先には入っていませんが，明峰中を見ていただければあ

りがたい。あと施設で，大宮北小のプールが使えないのではないかと思

っていますので確認をお願いできればと思います。真ん中がたんこぶみ

たいに大きく膨れあがっちゃったので。それから山方中のプールも今年

いっぱいくらいかなと。そうすると配管が古くてもう駄目だっていうん

だ。教育委員会の方針は１００万円以内なら修理はするっていうことに

なっていますけれども，それを超える場合にはどうするかと。そうする

と山方小が一番近いんですけれども，山方小のプールでは浅くて飛び込

みができない。こういう方針を学校教育課で決めないと，山方中の子供
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はどこでプールをやるかっていうことになります。多分，そろそろプー

ルがそっちこっちで壊れてくるのではないかと思います。だって作った

時期は同じだもの。壊れる時期も大体同じだから。 

諸澤学校教育課長  機械なんかのメンテナンスなんかもかなり厳しくなってき

ていると思いますので。 

上久保教育長   機械壊れていなくても，多分最初の初動操作までに点検だな

んだやってくと，４，５０万円かかってしまう。 

諸澤学校教育課長  そうですね。安くても３０万円で，高いと６０万円くらいに

はなってしまうと思います。 

上久保教育長  それを補修していくというのは無理だと。ただ１００万円を超え

る場合には隣の学校を使いましょうと。二中みたいにジャスコの山新のプ

ールがあればいいんだけれども，他はそういうのが無いので難しいところ

なんだ。基本的には１０時間で，その中に座学も含むというのが文科省に

はあるんだ。だから水泳は何時間という規定はないと思ったんですけれど

も，でもまあ１週間以上はやるようだろうな。施設なので，そういったと

ころのチェックをお願いしたいと思います。 

諸澤委員  市民プールなんかは使えないんですか。 

上久保教育長  市民プールは，あれはレジャー用プールで，学習用のプールでは

ないんです。流れるプールで，泳ぎの練習とかできないですから。そうす

ると皆で一斉にといっても，２人ずつくらいでしか泳げないですから。 

皆川文化スポーツ課長  競技用プールがないんです。 

上久保教育長  それが一つと，一般の客が入っている時に駄目だとは言えないで

すから。あくまで市民向けのプールなので。そこが難しい。 

内田委員  費用がかかるからな。 

諸澤委員  この時間帯は学校で使います，みたいにできたら良いですけれどね。 
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上久保教育長  それも苦情出るでしょう。ジャスコだって，なかなかあの山新だ

ってオーケーしなかったんです。 

諸澤委員  あそこだったらいいですよね。計画してできるので。あそこだったら

夏じゃなくて年間計画ではできないんですか。年間１０時間で。 

上久保教育長  難しいんです。あれもコース無しなんですよ。お客さん優先なの

で，コース無しでやっているんですよ。コースを借りる時は２コースを借

りてやっている。お客さんが「私は何時に来たい」というのがあればそれ

に対応しなければ駄目なので。だから，月曜日は休みなので，山新の担当

に出て来てもらって，集中的に二中の貸切りでやってます。本来は，月曜

日は休みなんです。なので思ったより高いんです。高いんだけれども，プ

ールを作るよりは安い。あと久慈川カントリーがやっていれば山方中は良

いのだけれども久慈川カントリーは無理だな。水は張ってあるんです。重

油が高いもので温められないんです。だけど，夏なら関係ないから。水が

張ってあれば出来るけど，水張るのも費用がかかるだろうし。 

栗田教育部長  ですね。今，経営者が変わりましたから。 

上久保教育長  この間見た時は水張ってあったな。 

内田委員  逆にプールっていうのは水張っておかないと底が上がったり，割れた

りしちゃって。 

上久保教育長  前は張ってなかったんだ。もう，あそこでゴルフ帰りに来て，泊

まって，例えばプールで遊ぶっていう，そういう雰囲気がないし，ゴルフ

だってもう少ないから。 

栗田教育部長  今，ボボスカントリーって韓国系になったので，そちらのお客さ

んが増えているとは聞いています。 

上久保教育長  ただプールまでやって帰るっていうのはないでしょう。 

栗田教育部長  はい。 
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上久保教育長  あそこはネットでは，吹奏楽の合宿所で有名なんです。もうマニ

アの中ではものすごい人気なんですよ。要するに，いつ何時に音出しても

周りに迷惑がかからない。自然も周りの景色も良くて，本当に合宿には最

適だっていう評価が高くて，夏は取れないみたいですよ。いろんな大学と

か高校の吹奏楽で。吹奏楽も合宿やってますから。 

内田委員  宿泊もそんなに高くないしね。 

上久保教育長  では，最後になります。日程５ 定例会等の日程についてお願い

します。 

諸澤学校教育課長  定例会の日につきましては，実際は２５日なんですけれども，

上久保教育長がこの日，夏期講習研修会が２時から入っているんですけれ

ども。 

諸澤学校教育課長  前日の２４日はいかがでしょうか。  

上久保教育長  じゃあ２４日。委員さんの方はいかがですか。２４日。 

諸澤委員  午前ですか。午前なら良いです。 

諸澤学校教育課長  午前中からできるようにします。 

栗田教育部長  審議内容がいっぱいあるから。 

諸澤学校教育課長  ９時半頃から早めにやっても，午後までかかると思います。

土曜の学校閉庁と部活がありますので。 

上久保教育長  学校閉庁をここでやってたのでは間に合わない。 

栗田教育部長  その前にやらないと。 

上久保教育長  だって，学校の教員は夏休み１ヶ月間の動静表を出すようなんだ。

そこで部活が休みになったら，旅行などにあてるだろうから。出しちゃっ

てから後になって，ここは閉庁日にします，部活は中止しますって言った

ら，部活の方の保護者や子供も，部活が休みのところで家族旅行に行くだ

ろう。だから，閉庁にするならば，夏休み前に部活動の方針も出してやら
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ないと。 

諸澤委員  ２回やってもいいんじゃないですか。 

上久保教育長  とりあえず定例は２４日にしようか。 

諸澤委員  午前で。 

上久保教育長  ９時３０分から。２４は火曜日か。 

諸澤学校教育課長  火曜日です。 

上久保教育長  わかりました。それでは次回の定例会は平成３０年７月２４日 

（火）午前９時３０分より開催ということでよろしいでしょうか。 

教育委員一同  はい。 

上久保教育長  大丈夫ということでしたら，以上を持ちまして常陸大宮市教育 

委員会６月定例会を閉会いたします。 

（午後３時１０分閉会） 


