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常陸大宮市教育委員会８月定例会議事録 

 

１ 会議の名称 常陸大宮市教育委員会８月定例会 

２ 開 催 日 平成３０年８月２４日（金）午前１０時００分から 

                                         午前１１時３０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     内田 寛 

委  員     生天目 茂 

  （２）事務局及び説明者 

     教育部長         栗田 和弘 

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     

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      野上 幸恵  

５ 報 告 

報告第４３号 教育長報告について 

報告第４４号 指定学校の変更許可について 

報告第４５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 

報告第４６号 業務委託契約等の締結について 

６ 議 案 

議案第２３号 議会の議決を経るべき事件の議案について 

７ 協 議 

協議事項４ 平成３０年度常陸大宮市教育振興大会開催要項（案）について 

８ その他 

（１）各種行事予定について 

    学校教育課 
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    生涯学習課 

     文化スポーツ課 

（２）その他 

９ 次回の定例会日程について 

１０ 閉 会   

１１ 傍聴人の人数  なし 

１２ 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８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４３

号教育長報告になりますので，私の方から５点報告をいたします。 

     １点目ですが，中学生の海外研修です。この間，委員さんに結団式，ご足

労願いましたけれども，無事，終了いたしました。８月１４日から２１日ま

での７泊８日間，参加者は１名減となりまして，７８名です。最初は８０名

だったんですが，大宮中のお子さん１名が直前になって自信がなくなってき

たということで辞退したことと，もう一点は，後でお話ししますけれども，

第二中学校の野球部の子が選抜大会で勝ったので，１４日も試合だったんで

す。そうすると，もし万が一勝てば１５日も試合なのでどうするかと悩んで

いたんですが，１名だけはもう行かないということを前もって言っていたの

で，７８名になりました。試合はベスト８で負けてしまったものですから，

残りの子どもは１４日から出発しました。ですから，１４日の午前中は試合

をやっていたので，江戸崎まで別行動で行って，そこからバスに乗り込んだ
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という形でした。それで，無事終わったんですが，その交換という形で，１

０月４日から７日，３泊４日間でありますけれども，オーストラリアから２

９名の中学生・高校生がホームステイにまいります。基本的には，スカイツ

リー，浅草，鎌倉，ディズニーランド，日光も行ってこちらにおいでになる

と。そして，６日にオーストラリアに帰るという形になります。これも昨日，

運営委員会を実施しまして，万全の体制で行うという形で進めているところ

です。 

     ２番目でありますけれども，全国学力・学習状況調査の結果が出ましたので，

お配りをいたします。これが平成３０年度の全国学力・学習状況調査で，今年

度の特色は理科を入れたというところです。今まで国語・算数の，あるいは，

国語・数学の他に理科が入っています。来年は理科ではなくて英語になります

けれども，入ったということです。 

   ３点目でありますが，夏季休業中の児童生徒の動きについてお話をさせてい

ただきます。先ほどもお話ししましたように，二中の野球部が茨城県選抜野球

大会に行きまして，２つ勝ってベスト８まで入ったということであります。

準々決勝で，これは８月１４日の午前１１時からの試合でしたけれども，協和

中と対戦して０－３で負けまして，ベスト８で終わったんですが，この協和中

が県の優勝校となっています。それからもう一つ，二中の吹奏楽部であります

が，Ｂ部門に出場しました。これは人数制限がありまして，大宮中はＡ部門に

出ています。その下のレベルのＢ部門で，二中の吹奏楽部が県の７位に入りま

した。８チームが関東大会に出ますので，関東大会に出場することになります。

これは二中始まって以来ですが，宇都宮市で開かれる関東大会に出ます。Ｂ部

門は，関東を突破すると東日本まで行くということですが，全国の大会はあり

ません。全国に行けるのはＡ部門だけです。大宮中のＡ部門は，中央地区で県

大会出場の次の次点で終わって，優良賞になっていますが，これも確実にレベ
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ルは上がってきているのかなと思っております。 

   ４点目でありますが，後で９月補正について事務局からお話がありますが，

私の方で少し触れておきたいと思います。実は，今遅れたのは，９時から決算

講評を見ていまして，自見代表監査委員の他に２名監査委員がいるんでありま

すけれども，２名が新しく変わりました。決算講評で，その他でいろんな協議

をしていた時に，新しい監査委員から教育委員会にということで，質問があり

ました。それに絡めて説明をさせていただきますが，どういうことかというと，

２９年度の決算を見た時に，教育費が前年度比６５％になっています。これは

お分かりのように，二中の工事が終わったと。大きな工事が終わったので，決

算の構成比が，要するに教育費が落ちたと。それは大規模工事なので問題ない。

この時期に比率が落ちて，新たに教育施策として何を考えているか。その時に，

今の暑さでエアコンに対して教育委員会はどういう考えを持っているんだ，と

いうのが，新たな監査委員からの質問でした。それで，私の方から説明したん

ですが，９月の補正でエアコンの工事設計委託料を計上しようと思います。具

体的には担当から後で説明があります。そして，１２月で工事費を補正で要求

しようと思います。それが通りましたら，春休みから工事を開始して，来年の

４月にはエアコン完備をするというふうな対応をしていきますというのをお

話ししました。その理由としてあげたのは，今比率が落ちたというのがありま

すけれども，統合が３１年３月で終わります。終わるということは，学級数が

一定化します。それから，耐震が終わります。100％になります。ですから，

教育委員会からの施策としましては，今度は教室内等の環境整備に重点施策を

移していきますと。これが教育委員会の今後の考え方ですよということをお話

ししました。それから，議会にも説明しましたけれども，何で今あげるのかと

いうことでありますけれども，今年の暑さは異常気象で，死亡事故も起きてい

まして，自然災害とも言えるような状況だということです。これがこれからも
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ますます続くだろう。しかし，常陸大宮市も同じような状況ですよということ

もお話ししました。その中で，環境衛生基準が変わりました。２８℃以下にな

りましたので，６月と８月を調べてみました。そうしたら，６月は８日間，２

８℃を複数校で上回っている。７月は授業を１４日しかやっていないんですが，

１４日全部，２８℃を複数校で上回っていました。したがいまして，こういっ

た状況を見て，夏休みの学びの広場なんかでもエアコンがある部屋が無い，足

りない。それで非常に苦慮しているという学校も出てきています。中学校では，

地区別保護者懇談会で，エアコンを設置して欲しいという要望がかなりあがっ

ている。市Ｐ連も，１１月の市長・教育長懇談会では，エアコンの設置を要望

したいので，協議中だということです。そういった状況を考えた時に，今しか

ないということです。それで，エアコンを付けて効果があるのかということで

すが，効果については，まず６月・７月・９月，快適な中で，あるいは教室環

境改善がされた中で，落ち着いて授業に集中することによって，先ほどのテス

トでありませんが，学力向上が期待できるんではないか。それから，夏休みを

有効活用することもできて，有効活用することで学力向上も期待できるという

ことで，エアコンの設置を９月補正にあげるという説明をしました。対象は，

特別教室ではなくて，普通教室と特別支援学級教室の 132教室です。その話を

しましたら，やはり監査委員さんから「特別教室はやらないのか」という質問

が出ました。それで，特別教室は今のところ対象にはしていないけれど，図書

室とコンピューター室と保健室は，今の段階でどの教室にも設置されています

ので，かなり比率的に高くなるだろうと。委員さん方は新聞を見て言っただろ

うと思いますけれども，あれは普通教室と特別支援教室ですから，あの数字か

ら見ると，来年の７月にはそこは 100になるということです。後でこれは詳し

く出ますので，ご理解をいただきたいと。それと，９月の補正でもう１本，大

きな事業をあげております。これも後で説明がありますが，この間の地震でブ
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ロック塀が倒れて亡くなった例がありましたけれども，その調査をしましたら，

大宮では学校関係は２か所なんです。あれは 1.2メートル以上になっています

が。まず，緒川総合センターの隣の所に明峰中がありますが，明峰中との間の

所にプールがあって，それを囲んでいるブロック塀です。あれは担当で見て，

私も見ましたけれども，もうヒビが入っていて無理だと言うので，その撤去費

用をまず補正であげようとして，部長とも相談してやったんですが，あれを取

っちゃうと，今度は汚いプールの跡が残っちゃうんですね。そうすると，夜，

落ちる可能性もあるので，柵でやってもプラスになるのかどうかということが

いろいろあったんです。で，委員さん方は教育研修会の時にどこかに張り付い

たんですよね。あの時，私が遅れたのは，市長が見に来たからなんです。あげ

るかどうかで。で，私も市長と二人で中を見ていて，そこの建屋とプールを撤

去して，きれいに整地して駐車場を造るということが９月補正であがっていま

す。それはこちらの目的ではなく，うちの方は最初にブロック塀を撤去する。

それに付随してあげるということになります。もう一点は，美和中の廃校にな

ったプール，これは内田委員なんかわかると思うんですが，そこは使っていな

いので，順次やっていこうということで，今度はあげていない。それを明峰中

だけを取ることによって，市内の小中学校・幼稚園全部，ブロック塀は全部大

丈夫だということです。 

   最後でありますが，５点目，この間，議会の選挙がありました。新しい議員

さんが２名入りまして今度は１８名となりますが，この委員会，あるいは一部

組合の委員の構成が決まりましたので，一覧をお配りしておきます。私どもが

かかわるのは，文教福祉委員会です。委員長は，大瀧愛一郎議員です。副委員

長は，三次弘史議員です。委員は，１番の圷議員，２番の髙村議員，５番の大

瀧議員，７番の三次議員，１２番の吉川議員，１４番の髙村議員となります。 

   以上５点，中学生の海外研修の件，学力テストの件，夏休み中の児童生徒の
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件，９月補正の重点事項の件，議会の構成の件を報告いたしました。質問等ご

ざいましたら，お願いいたします。 

生天目委員  すみません，エアコンの件ですけれども，これは良い方に出たので良か

ったんですが，県立高校が来年からエアコンを設置するということで，茨城県

で発表して，何で高校生にエアコンを来年度から導入して小中学校に入れない

んだと思っていたんです。 

上久保教育長  ただ，県立は使用料を取るんだ。 

生天目委員  ええ。取ると言ってました。 

上久保教育長  でも，うちは取らないです。 

生天目委員  でも，小さい子供優先じゃないかなと思っていたのに，茨城県は何を考

えているのかとちょっと教育長に言ってもらおうかと思っていたんだけれど

も。 

上久保教育長  自治体が違うからな。 

生天目委員  管轄が違うからというと終わりだけれども。 

上久保教育長  結局，エアコンの補助金も県から出るわけではなくて，国から出るの

で。県も国からもらっている。だから，その補助金をもらう立場は同じなんで

す。本来は，国から出て県から出るのが筋なんだけれども，県は県でまた別な

んです。 

生天目委員  まあ，さっきの話で良かったと思います。 

上久保教育長  また，これは補正ですので，議会を通らないといけないということで

す。 

     それでは，続きまして，報告第４４号指定学校の変更許可について，事務局

の説明をお願いします。 

諸澤学校教育課長  ［報告第４４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。 
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     無いようですので，続きまして，報告第４５号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，事務局の説明をお願いします。 

諸澤学校教育課長  ［報告第４５号について説明］ 

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

     1名だけ追加ということです。無いようですので，次に移ります。報告第４

６号業務委託契約等の締結について，事務局の説明をお願いします。 

諸澤学校教育課長  ［報告第４６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，日程３ 議案に入ります。議案第２３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します。 

諸澤学校教育課長  ［議案第２３号について説明］ 

大町次長兼生涯学習課長  ［議案第２３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。９月

補正はかなりありますが，目玉は全て教育委員会ということになりますので，

いろんな意味で注目を浴びる補正予算の内容となっております。 

内田委員  １２ページの委託料の「明峰中学校駐車場整備工事実施設計委託料」とそ

の下の「明峰中学校駐車場整備工事」ですが，工事と委託料っていうのはどう

違うんですか。 

上久保教育長  設計委託料です。要するに，設計をお願いする，委託する。 

内田委員  壊すんでしょう。 

上久保教育長  壊すのも工事実施設計委託料です。 

生天目委員  二中の解体の時も同じようなのが出ていたよね。 

上久保教育長  解体工事でも設計委託料の設定を組みます。ですから，同じような質

問が前にもあったと思うんだけれども，給食センターを壊す時も委託料を入れ

るもんな。必ず建物を壊す時には，設計を組むんです。工事費と設計委託料は
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違う。 

内田委員  ただ，駐車場を壊すのに，結構かかるなと思って。 

上久保教育長  学校一つ壊すのに，5,000 万円では壊れないです。だから，少しずつ

やっていくということです。 

内田委員  はい。わかりました。 

上久保教育長  その他，ありますか。特に，エアコンが小・中と分けてあります。そ

れで，設計委託料だけで 4,000万円かかるということです。その他に明峰中の

工事が 3,500万円くらいかかります。電子掲示板というのは，矢数元市長の葬

儀の時に 100 万円を寄付してくれたんですが，子供たちのためにというので，

中学校の授業にも使えるし，入り口に今日の行事とか，お客さんがどういう人

が来るという案内とか，いろんなものに使えます。最初は，１６校で平均して

割っていくと５～６万円で，子供達のためにといっても目に見えるようなもの

が買えないので，これにしたということです。当家にも了解を取っています。 

     では，その他に無いようですので，採決に移ります。議案第２３号につきま

しては，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２３号につきましては，原案のとおり了承すること

にいたします。 

     続きまして，日程４ 協議に移ります。協議事項４常陸大宮市教育振興大会

の開催要項（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  ［協議事項４について説明］ 

上久保教育長  ただ今，事務局より教育振興大会の開催要項（案）について説明があ

りました。変わっているところは，３番の日時だけだろうと思います。それ以

外はほとんど例年どおりですので，委員さん方は大体流れは分かっているかと

思いますが，これでよろしいでしょうか。 
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（異議なしの声） 

     では，異議なしと認めますが，開催要項のとおり平成３１年２月１４日に開

催することにいたしますので，よろしくお願いいたします。なお，今後の動き

につきましては，例年通り事務局の方で関係団体と協議をしながら進めてまい

りますので，よろしくお願いします。委員さんの方には，年が明けてからにな

ると思いますが，選考委員会への出席をお願いすることになるかと思います。 

     続きまして，日程５ 各種行事予定について，事務局の説明をお願いいたし

ます。 

諸澤学校教育課長  ［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  ３つの課から９月の行事予定が説明されましたけれども，ご質問等あ

りますか。 

［９月の教育委員の予定について確認］ 

 それでは，予定について終わりましたので，その他について，事務局であり

ましたらお願いいたします。 

諸澤学校教育課長  ［中学校体育祭について確認］ 

上久保教育長  続きまして，日程５ 次回の教育委員会日程について，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調整］ 

上久保教育長  それでは，次回の定例会は，平成３０年９月２６日（水）午前１０時

００分から開催することにいたします。 

     以上を持ちまして，常陸大宮市教育委員会８月定例会を閉会といたします。 

                          （午前１１時３０分閉会） 


