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常陸大宮市教育委員会７月定例会議事録 

 

１ 会議の名称 常陸大宮市教育委員会７月定例会 

２ 開 催 日 平成３０年７月２４日（火）午前 ９時３０分から 

                                         午後 ０時０６分まで 

３ 開催場所  常陸大宮市役所 ３階 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     生天目 茂 

  （２）事務局及び説明者 

     教育部長         栗田 和弘 

学校教育課長       諸澤 正行 

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 

生涯学習課課長補佐    井坂 仁 

学校教育課主任      野上 幸恵  

５ 報 告 

報告第４０号 教育長報告について 

報告第４１号 常陸大宮市青少年センター運営協議会委員の異動について 

報告第４２号 平成３０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２０号 常陸大宮市文化センター運営委員会委員の委嘱又は任命について 

議案第２１号 常陸大宮市文書館運営委員会審議会委員の委嘱又は任命について 

７ その他 

（１）各種行事予定について 

   学校教育課 

    生涯学習課 

     文化スポーツ課 

（２）その他 
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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７月定例会を開会いたします。 

(午前９時３０分） 

     本日の出席委員は４名です。内田委員が欠席となります。過半数に達してい

るので会議は成立いたします。  

     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。 

     それでは議事に入ります。始めに日程２ 報告を議題といたします。報告第

４０号教育長報告になりますので，私の方から３点報告を申し上げたいと思い

ます。 

      １点目ですが，１学期が無事終了いたしました。１学期終了直前にいろいろ

な情報，通知等がありましたので，まず，お伝えをしておきたいと思います。

まず１点目，熊情報が警察の方から通知がありました。生瀬の方で目撃された

ということです。これは本当かどうかわかりませんが，警察からの情報という

ことですので，各学校に注意ということです。もし，目撃した場合には情報提

供をお願いしたいという形ですが，その後，何も話が無いので，どうなのかな

と思います。猪，猿は，大賀の方で結構ありましたが，あれは多分，牧場があ

るからだそうです。あそこは餌があるので猪も猿もわかっているんだそうです。     

それから２点目，熱中症でありますが，これも殺人的な暑さになっていて４

０℃を超えましたので，各学校には終了式直前に注意通知を致しました。今の

ところ，終了式の日の学年集会の時に大宮中の女子生徒が体調不良を訴えて，

救急搬送をお願いしたんですが，救急車の方では異常は無いだろうということ
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で自宅に帰しましたけれども，元気で大丈夫だったそうです。３点目，中体連

関係です。この暑い中で，中体連を今やっております。陸上はかなり良い成績

が出まして，県の８位以上入賞が８名出ております。大宮中が４名，山方中が

３名，明峰中が１名，合計８名が入賞しています。そのうち大宮中の小松君が

3000 メートルで県２位となりましたし，庄司さんが，女の子ですが，砲丸投

げで県２位となりましたので，関東大会に出場します。ただ記録的には，小松

君が今のところ９分２６秒でありますので，８分４０秒位じゃないと関東は取

れませんので，苦戦があると思いますが，とりあえず関東大会の出場が通った

ということで，奮闘を期待するところです。また二中の野球部が中央地区のベ

スト８で破れてしまいましたけれども，優勝した水戸四中に破れたために県の

選抜大会の出場権を取ったということです。それから大宮中のサッカーと女子

卓球が中央地区で優勝しまして，これから始まる県大会に臨みます。女子卓球

は１年生が主力ですが，優勝候補に当てられていますので，関東大会出場も夢

では無いのではないかなと思います。この２チームは昨年も関東大会に出てい

るチームであります。 

     報告の２点目です。児童生徒の夏休み中の交流が３本ありますのでご報告さ

せていただきます。１点は，今行っておりますが，ふれあいの船のＡ班が７月

２１日に出発して，明日帰ってくるということになっております。もうハプニ

ングだらけでありまして，出発した時点で福島沖まで行ったのですが，一般客

の中で赤ちゃんがいたそうで，その子が調子悪くなったので，また大洗港に戻

ったんだそうです。したがいまして，大洗港を出たのが１２時だそうです。そ

れで，遅れて苫小牧に着きましたので，その日の午後の体験活動はすべてだめ

になってしまった。ただ，夕張市民との交流はできたということです。昨晩は，

定山渓のホテルに泊まりました。それで明日帰って来まして，２６日にその次

のＢ班が３１日まで行って来ます。最近の傾向ですが，行った日にもう女の子
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２名がホームシックにかかったということです。だんだんもう幼くなってきて

いるのかなと思います。それから２点目，大館市の交流です。今まで２年間は

大館市の６年生がこちらの大宮小に来ていましたが，８月１日から８月３日の

２泊３日間で，今度は大宮小の子が大館の城南小に行くということになります。

これも抽選で１２名となりましたけれども，応募者が２０名いて，男女比を規

定しなかったために，抽選の結果，１１名が女子で男子が１名になってしまい

ました。それで，男子の１名もひとりでは嫌だということで辞退になりました

ので，全て女性で行くという形になります。向こうがどんな感じを受けるのか

わかりませんが，すべて女性の隊になりました。曲げわっぱの体験，あるいは

いろんな交流をして帰って参りますとのことです。３点目，オーストラリアの

中学生の研修についてです。お盆中に出発しますが，８０名のうち，もうすで

に１名キャンセルが出ました。自信がないということです。ですので，７９名

の出発になります。これも自信が無いということは，さっきの２名のホームシ

ックと同じで，多分，行ってもホームシックになるのが出てくるんではないか

なと思います。そういったふうに，今，子ども達が非常に弱くなってきている

状況ですから，こういった交流活動，あるいはいろんな体験活動を通して心を

育てることも大事なことかなと思いますので，予定通り実施をしていきたいと

思います。 

     ３点目，もう夏休みでありますが，行政は休みがありません。教育委員会の

当面の課題でありますが，一応，委員さん方にお話ししておきます。学校教育

課の大きな課題は，給食センターの建設であります。今，基本設計の依頼中と

いうところまで進んでおります。指導室の課題は，一点はＩＣＴ教育で，これ

は全国でかなりのスピードで進んでいるんですが，本市のほうではまだまだ手

付かずの部分がありますので，これを何とかしていかなければならないという

ことと，プログラミング教育であります。新しい知事は，学校教育は英語とプ
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ログラミングだけやっていれば良いという考え方で，生涯学習なんかは教育で

は無いとはっきり言っております。ですので，これから特にプログラミング教

育を本市でもやっていかなければならない状況になってくるかなと思います。

どんどん新しい政策がありまして，教育委員会の方は，例えば，水戸一高と日

立一高と土浦一高と並木と古河に医師の特進コースを作るということで，そう

いうふうに特化される形ででも教育がどんどん進んでいきますので，本市でも

乗り遅れないように頑張っていかないと駄目になりますので，こういった点，

備品の機材等の導入も含めながら検討していきたいと思います。それから文化

スポーツ課であります。歴史文化基本構想の策定と泉坂下遺跡の保存活用計画

ですが，これも委員会が立ち上がりまして順調に進捗しておりますが，最終的

にどういうところに落ち着くのかっていうのがまだ見えない段階であります

ので，後で委員さん方にもご意見いただければと思います。 

     それから国体推進室でありますが，予定通り４７都道府県対抗が終わりまし

たので，今度は福井国体視察を受けて，来年度しっかりできるかどうかという

ところであります。この前の日曜日は，関東の１都８県の関東ブロックの高校

生の大会がありました。水戸二高が出ましたが，８チーム中６位で，上位５チ

ームが国体出場権を取りますが，６位で取れませんでしたので，残念ながら福

井国体には進めないというところになります。それから最後，生涯学習課であ

りますが，これは公民館制度をどうするかという問題であります。基本的に総

論は良いのができましたが，各論の段階に入って，どう制度化していくかって

ことが大きな課題になるかなと思っています。今，頑張っているところであり

ます。 

以上，１学期が無事終了したことと，児童生徒の夏休み中の教育交流の問題

と，それから教育委員会の今後の課題の３点をご報告いたします。質問があれ

ばお願いいたします。 
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星野委員  この間，大井川知事とマイクロソフトの常務執行役の人が先日会っていた

のがフェイスブックに出ていたので，マイクロソフトと組んで，茨城県は，き

っとプログラミング教育とか進んで行くのかなと思って見ていたんですけれ

ども。 

上久保教育長  かなり新しくなりますよね。考え方がね。 

星野委員  はい。あとは，そういった私の息子がやっていたライフイズテックという

所があるんですけれども，そこは大学生がメンバーとなって，小中学生にプロ

グラミング教育を教えるっていう，民間の団体ではあるんですけれども，そう

いった産官学連携してといったところの要素もあるので，良いコンテンツを提

供できるかなというのはあるので，それを学ぶことによって，大学が推薦で，

結構良いところいったりしているんですよね。そういった子たちが手伝ってい

るので，結構そういう道が開けていくのかなと思います。 

上久保教育長  片方では英語，外国語教育とプログラミング教育をやって，片方では

課題である医師が不足しているので，今度は高校の段階で医師特進コースを作

ると。 

星野委員  それは，この間の土曜日に水戸一高のＯＢの集まりがあったんですけれど

も，批判も出ていますね。中等教育学校は別かも知れないですけれども，高校

にそれを入れるのはちょっとどうかなっていう部分が，かなり。逆に伝統校だ

からこそ，そういうものは入れずにいた方が良いという意見のほうが大きいで

すね。 

上久保教育長  そうすると中等教育学校でないのは，土浦一高と水戸一高なんですよ

ね。それ以外はみんな中等教育学校。 

星野委員  中等だったら，中学からもうそういった学部のコースを作ってしまうって

いうのは，他の私立がやっているのでいいかもしれないですけれども，６年か

けるのと３年だとやっぱり全然違うので。 
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上久保教育長  そういった問題と，あとこの間の部活の件，まだ正式には保護者に通

知していませんが，学校には一応通達しましたけれども，教育長会議の中でも，

もうちょっと協議検討詰めてから出そうということでストップがかかってお

りますけれども，その理由の一つは，中学校はそれで済むだろうと。だけど，

県立高校は，制限かけないでいれば野球だってサッカーだってみんな特化され

た私立高校へ行ってしまって，もう県立高校の運動部活動が衰退するんではな

いかと。片方では国体を控えてレベルアップをして，皇后杯，天皇杯を取れよ

と叱咤激励していて，片方ではブレーキかけているんではないかと。こういう

傾向があるんですよね。それが１点と，それから２点目は，市町村にはもう伝

統的な大会がいっぱいあって，それを無くすことができないと。だから，もう

市町村のレベルではないという考え方があって，もうちょっと県とやり取りを

して各保護者には通知しようと思っています。基本的にそっちで伸びていきた

いという子供をどうするんだという考え方があるのと，片方ではあまりやりす

ぎだろうと，そういう問題と両方バランスは取れないですね。これは難しくて。

でも考え方は，そういった子供の部活動もありますけれども，先生方の働く時

間を削減しようという意図があるようですから，社会体育施設の指導者が揃っ

ていないところでやるっていうのが問題なんだっていう考え方が，今，教育長

の中では多いという。まあ，難しい時代にはなってきましたけれども。流れは

こういうふうだと言うことで頭に入れておいていただきたいと思います。 

     では，続きまして，報告第４１号常陸大宮市青少年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。 

井坂生涯学習課課長補佐  ［報告第４１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致します。 

     ５名が変わったんですが，人事異動等による残任期間だということでござい

ます。では，無いようですので次に進みます。報告第４２号常陸大宮市就学援
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助申請に伴う児童生徒認定について，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４２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します。 

星野委員  例えばですが，先ほど，７９名オーストリアに行く中学生がいますよね。

これだけの人数が準要保護に入っているわけで，そういうご家庭のお子さんで

もオーストラリアに行きたいと申請をすれば行くことができるんでしょうか。

旅費もかかることなので。 

諸澤学校教育課長  はい。今年度につきましては，申請者からはあがってきておりま

せん。 

星野委員  そうですか。 

上久保教育長  あがった場合は。 

諸澤学校教育課長  特にはその補助等について規定はありませんので，負担額につい

ては個人負担を全額いただくような形になっています。 

星野委員  それは変わらずに平等にってことなんですね。わかりました。例えば，こ

れによって教育格差的なものが生じてしまって，お金がかかるから塾も行けな

い，そういった海外にプログラムがあっても参加することもできないっていう

ふうになってしまうと，それは親の年収や働きによって子供のいろんな機会が

奪われてしまうのは，かわいそうだなってちょっと思ってしまったので，とい

うことで聞きました。以上です。 

上久保教育長  今の件はどうですか。 

諸澤学校教育課長  今回の生活生徒援助費につきましては，学校生活における費用に

つきまして費用弁償しているところでございますので，いろんな，そういう活

動的な広さが出る分についての費用については，今のところ援助については考

えておりませんので，ご理解いただきたいと考えております。 

星野委員  今後，例えば，去年のを見ても，だいたい 300 人前後できていますよね。
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でもそれって１割超えているわけですね。例えば，中学３年生の子ども達で，

塾に行きたくても行けないという子達が出てくると，そういう子ども達への，

例えばボランティアで勉強を教えるとか，そういうことをするというのは個人

から言うしかないのかな。市の方ではそういうのは全くないですよね。どこか

ＮＰＯがそういうのやるのか探してきて，常陸大宮市もやってくれないかみた

いのは無いのかなと思って。 

諸澤学校教育課長  こども課の方で，そういう生活に困っている方に対してのボラン

ティアを募って，そういう学習について計画は，進めているところだと思いま

す。 

上久保教育長  虹のポケットが旧小場小でやっていますよね。 

では，報告は以上になります。続きまして，日程３ 議案に入ります。議案

第２０号常陸大宮市文化センター運営委員会委員の委嘱又は任命について，事

務局の説明をお願いします。 

井坂生涯学習課課長補佐［議案第２０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します。 

これも３月３１日に任期満了で８月１日に任命っていうのはどうなんだ。 

井坂生涯学習課課長補佐  はい。１５番の市職員を除きまして，１番と３番の２名が

新規という形になってございますけれども，この２名の選任に時間を要したと

いうことがございまして，８月１日からの任期ということにしてございます。 

上久保教育長  ということは，２年間じゃなくて１年半の委嘱ということだな。 

井坂生涯学習課課長補佐  そうですね。３２年度末までになります。 

上久保教育長  実質，例えば１年目は半年で文化センターの運営の審議はできるのか。 

井坂生涯学習課課長補佐  ３回の会議を予定していますけれども，８月１日からの委

嘱・任命という形に則りまして, 第１回の会議も８月中に予定しております。

その後，年内に１回，年が明けてから１回という形で予定通りの３回の会議を



10 

 

開いて審議をやりたいと思っています。 

上久保教育長  なるべくこれは早いほうが良いような気がするんだけれど。３月３１

日に切れたのなら，４月中か５月中には新しい委員さんが入るのが一般的だと

思うけれども。 

     では，採決に移ります。議案第２０号につきましては，議案のとおり可決と

いう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２０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，議案第２１号常陸大宮市文書館運営審議会委員の委嘱

又は任命について，事務局の説明をお願いします。 

皆川文化スポーツ課長  ［議案第２１号について説明］ 

上久保教育長  説明が終わりました。質疑があればお願いします。このように，７月

３１日に任期満了だから８月に委員会にかかるのはわかるんだけれども，さっ

きみたいに３月３１日に切れて今かかるっていうのは，これ見ればわかると思

うんだ。 

生天目委員  多分，再任の人は４月の段階にやってしまって，補充の２人が決まらな

かったんだから，決まった段階であと２人加えれば良いんじゃないですか。  

再任ならずっと継続だからそんなに時間を用しないでしょう。新任者が難しい

んでしょう。 

上久保教育長  栗田部長は異動で変わっただけの話で，それで，２番なんかは学者だ

からな。５番も新しい新任だから，もう前もって変わるときには準備をしてい

て，例えば空欄というか追加議案に出てくる場合もあるよな。 

皆川文化スポーツ課長  そうですね。途中で急遽。 

上久保教育長  例えば，充て職で，市Ｐ連の会長だって言う時には，総会が終わるま

で待っていてかかるんだけれども，全部残しておいてっていうのは，そこはち
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ょっとおかしいと思うんだ。だから，今言ったように残しておいてやってもい

いんだ。そうすると，新任は冨山さんと寺門さんと泉総務課長ですので，これ

は別に新たにってわけではなく，充て職ではないですから，単に遅れたという

だけの気がするんだよな。 

      では，質問が無いようですので，採決に移ります。議案第２１号につきまし

ては原案のとおり可決という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２１号につきましては議案のとおり可決いた

します。次に移ります。 

    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より 

説明をお願いします。 

諸澤学校教育課長  [学校教育課の予定報告] 

井坂生涯学習課長補佐  [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  では，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  [定例会について日程調整] 

上久保教育長  それでは，次回の定例会は，平成３０年８月２４日（金）午前１０

時００分より開催するということにいたします。 

     以上をもちまして,常陸大宮市教育委員会７月定例会を閉会いたします。 

（午後０時０６分閉会） 


