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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３１年２月２２日（金）午前１０時００分から 

                                         午後０時２５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      茅根 正憲 

教育長職務代理者  内田 寛 

委  員      星野 幸子 

委  員      諸澤 信子 

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５号 教育長報告について 

報告第６号 工事契約の締結について 

報告第７号 指定学校の変更許可について 

報告第８号 平成３０年度新入学学用品費支給に伴う認定結果について 

報告第９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５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１ 常陸大宮市児童生徒の就学に関する規則について 

その他 

（１） 各種行事予定について 
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    学校教育課 

    生涯学習課 

    文化スポーツ課 

（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  １人 

１１ 会議の大要 

茅根教育長  本日の会議にお一人の傍聴人希望者があり，その方に対しましては，傍

聴を許可しましたので，御報告いたします。傍聴人の方は，注意事項を守って傍

聴をお願いいたします。では，ただいま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

名人に生天目茂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

のとおりでございます。 

それでは，議事に入ります。はじめに，報告第５号教育長報告なりますので， 

私の方から報告いたします。 

まず，振興大会，委員の皆さんに大変お世話になりました。ありがとうございま

した。お礼申し上げます。 

それから，市内のインフルエンザについては，下火になっております。これが

続けばと思っております。 

第三には，千葉県の野田市で起こりました虐待ですね，これにつきましては，

市内の校長会の折にも十分注意して頂きたいと喚起したところでございます。 

それから人事につきましては，粛々と進めておるところでございます。どうぞ

よろしくお願い申し上げます。以上でございます。 

質問等があればお願いいたします。 



3 

 

無いようですので，続きまして報告第６号工事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６号について説明〕 

茅根教育長  ありがとうございました。説明が終わりました。質問があればお願いい 

たします。無いようですので，次に移ります。ここで皆様にお諮りいたします。 

この後の案件につきましては，個人情報に関する内容が含まれております。地 

方教育行政の組織及び運営に関する法律の第１４条第７項で，教育委員会は公開 

すると規定されておりますが，同項のただし書きの規定により，人事に関する事 

件その他の事件について教育長又は委員の発議により，出席委員の３分の２以上 

の多数で議決したときは，会議を公開しないことになっています。つきましては， 

個人情報保護の観点から，会議を非公開にしたいと思いますが，賛成の委員の挙 

手を求めます。 

（委員全員挙手） 

茅根教育長  挙手多数ですので，この後の案件につきましては，非公開といたします。 

    傍聴人の方は，退席をいたしますようお願い申し上げます。再度お諮りいたし

ます。常陸大宮市教育委員会規則第１８条の規定により議事録は非公開となりま

す。非公開とした案件の報告につきましては，本定例会の議事録に含めて作成す

ることとしますが，個人情報が特定されないよう調整作成・公表する取扱いとし

てよろしいでしょうか。 

（異議なしの声） 

茅根教育長  異議なしと認め，議事録の公開に際しましては，個人情報が特定されな 

いよう調整作成・公表することといたします。 

それでは，会議日程に戻ります。報告第７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７号について説明〕 
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茅根教育長  ありがとうございました。説明が終わりました。質問があればお願いい

たします。 

内田教育長職務代理者  質問じゃないんだけれども感想を。新１年生で友人関係を大

切にするために指定校を変更する。早く言えば新１年生というのは新しい学校で

新しい友達と出会うのが新１年生じゃないかなと思うんですけど，幼稚園だが保

育園だがどこだかわからないけども，そういうところから友人関係をこうという

指定校変更というのはいかがなものかなという感想です。以上です。 

茅根教育長  まあ確かにそれはありますね。他にいかがでしょうか。よろしいですか。 

星野委員  関連することで，状況がどんどん変わって色々な国籍の方が常陸大宮でも

働く就業するようになると思うんですが，そのご家族の方がいらした場合の日本

語教育は，小学校などの日本語教育はどのように，例えば専門の日本語講師をつ

けるとかどうかとか。そういう事とか出てくると思うんですね。 

諸澤学校教育課長  指導室の方になるんですけれども，現在，もし外国人の方が入っ

てきて日本語ができないといった場合には，その方に対して英語のできる方をで

すね，時間ではありますけども，そこにつけて指導しております。細かくは指導

室長の方から。 

茅根教育長  指導室長の方からお願いします。 

井上指導室長  今現在のところ英語の方をということで，市内にいる先生方に入って

いただいて，あの国際交流関係の先生方に入っていただいて，通訳をお願いした

り，また指導をお願いしているという形になっております。実際のところは，県

の方にボランティア登録をされている方がいらっしゃいますので，それ以外の母

国語に関しては，今現在はいないんですけれども，まあその登録を使って派遣す

るということはできるような状況になっております。以上です。 

茅根教育長  他にいかがでしょうか。よろしいですか。質問が無いようですので，続

きまして報告第８号平成３０年度新入学学用品費支給に伴う認定結果について事
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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８号について説明〕 

茅根教育長  ありがとうございました。説明が終わりました。質問があればお願いい

たします。 

茅根教育長  はい。それでは質問が無いようですので，続きまして，報告第９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９号について説明〕 

茅根教育長  ありがとうございました。質問等あればお受けいたします。 

  質問が無いようですので，報告は以上となります。 

   ここで，傍聴人の入室を許可します。 

茅根教育長  傍聴人の方，ご協力ありがとうございました。続きまして，日程３議案

に入ります。議案第５号議会の議決を経るべき事件の議案についてを議案といた

します。事務局の説明をお願い申し上げます。 

諸澤学校教育課長  〔議案第５号について説明〕 

大町次長兼生涯学習課長  〔議案第５号について説明〕 

皆川文化スポーツ課長  〔議案第５号について説明〕 

茅根教育長  ありがとうございました。３課からの説明がありましたが，質問があれ

ばお願いいたします。 

茅根教育長  はい。星野委員どうぞ。 

星野委員  ここには入ってないと思うんですが，まず，美和小学校の体育館の屋根が

ものすごい音がするというのがありましたよね。あれは工事による瑕疵というこ

とで無償で直してもらえたのですか，どうなんですか。 

諸澤学校教育課長  美和の屋根が温度の差でそれにつきましては，１２月の冬休みの

時にそれを利用しまして，瑕疵ということで業者の方で無償でですね，今現在あ
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る屋根の上にまた更にシートをかぶせて温度差があまりこう出ない形で，シート

をかぶせていただきまして，その後は音のなることが少なくなった，全部ではな

いのですが，かなり収まったので支障はないということで美和小学校の方からは

伺っています。 

星野委員  はいわかりました。ありがとうございました。 

茅根教育長  他にいかがでしょうか。 

内田教育長職務代理  今日の新聞に働き方改革とか，学校の先生達が非常に忙しいと

いうふうなことがよく出てきます。それでまあ予算関係なので，ちょっと聞きた

いんですけども，一番教育現場としては，先生の数が増えればもっと負担は軽く

なるじゃないか，県指定設置定員というのは，もう県の方で決まっているので市

の方として非常勤講師というか講師のようなものを雇っているというのはありま

すよね。きっとね。何人か。そして学校に配置している。その辺というのはどこ

ら辺に書いてあるのですか。 

諸澤学校教育課長  学校教育活動指導員，属にＴＴだと思うんですけども,小学校そ

れから中学校に５名ずつ予算を計上しております。平成３１年度も引き続き平成

３０年度と同額で計上しているところでございます。 

内田教育長職務代理  わかった。１２ページの教育費の真ん中から下のＴＴ特別配置

事業書いてあります。 

諸澤学校教育課長  小学校と中学校二つあるかと思うんですが，中断のところと若干

下のところに９７５万８千円で同額計上しております。 

内田教育長職務代理  このＴＴやら非常勤講師やらそういうのを各校１名とか，用務

員でも何でも構わない，とにかく人的要因を増やすことによって少しでも教員の

負担軽減になれるようになればいいなという私のお願いです。 

茅根教育長  貴重な意見ありがとうございました。 

内田教育長職務代理  結構色んな予算につけて，電気代節約，何だかんだ減額になっ
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ているところもあると思うんです。他のところはもう少し削っても支障ないよう

なところというのも一杯あると思うんですよね。でも我々は，学校の先生，教員

をもう少しこう，施設設備なんかよりももっと教員の数，そういうところで充実

していければ，もっと常陸大宮市の教育もよくなるだろうし，先生方ももう少し

負担が軽くなるんじゃないかなというふうに思って質問しました。以上です。 

茅根教育長  ありがとうございました。他にございますか。 

諸澤学校教育課長  すいません，まだ３，４，５と条例関係のご説明が抜けておりま

したので，説明したいと思いますので，よろしくお願いいたします。 

諸澤学校教育課長  〔議案第５号について説明〕 

皆川文化スポーツ課長  〔議案第５号について説明〕 

茅根教育長  いかがでしょうか。質問がありましたらお願いいたします。 

それでは無いようですので，採決に移ります。議案第５号につきましては，

原案のとおり了承することでよろしいでしょうか。 

（異議なしの声） 

茅根教育長  無いようですので，議案第５号につきましては，原案のとおり了承する

ことといたします。よろしくお願いします。 

続きまして，日程４協議に移ります。ここで皆様にお諮りいたします。この後

の案件につきましては，個人情報に関する内容が含まれております。地方教育行

政の組織及び運営に関する法律の第１４条第７項で，教育委員会は公開すると規

定されておりますが，同項のただし書き規定により，人事に関する事件その他の

事件について教育長又は委員の発議により，出席委員の３分の２以上の多数で議

決したときは，会議を公開しないことになっています。つきましては，個人情報

保護の観点から会議を非公開にしたいと思いますが，賛成の委員の挙手を求めま

す。 

（委員全員挙手） 
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茅根教育長  挙手多数ですので，この案件につきましては，非公開といたします。傍

聴人の方は，退席いただきますようお願い申し上げます。再度お諮りいたします。

常陸大宮市教育委員会規則第１８条の規定により議事録は公表となります。非公

開とした案件の報告につきましては，本定例会の議事録に含めて作成することと

しますが，個人情報が特定されないよう調整して作成・公表する取扱いとしてよ

ろしいでしょうか。 

（異議なしの声） 

茅根教育長  異議なしと認め，議事録の公開に際しては，個人情報が特定されないよ

う調整し，作成・公表することといたします。 

それでは，会議日程に戻ります。協議事項１常陸大宮市児童生徒の就学に関

する規則について協議したいと思います。事務局の説明をお願い申し上げます。 

諸澤学校教育課長  〔協議事項１について提案・説明〕 

茅根教育長  ありがとうございました。 

      ここで傍聴人に入って頂きます。 

内田教育長職務代理  私の提案についてなんですが，常陸大宮市の教育で，高校進学

のところで，水戸の方にいっちゃって地元に残る人がいない。常陸大宮市の中か

ら高校が無くなっちゃうかもしれない。これから建設されるというのは，中高一

貫教育中等教育学校とか，そういう風な県の流れになっている。そういうことも

これからどういう風な教育をしていったらいいのかということを話し合うことは

大事なんじゃないかなと思うんですよね。そんな風に，これからの教育について，

話し合える場になればありがたいなと。 

茅根教育長 大変貴重な意見ありがとうございました。今後検討していきます。 

内田教育長職務代理  もう一つなんですけども。私あの地元の小瀬高校，すごくいい

高校だと思っています。生徒はいい，就職もいい，勉強の方も頑張る子は頑張っ

ている。そうでない子は，社会に出るために就職するために最低限の，今でも掛
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け算九九，わり算というのがあやふやな子がいるんです。そういう子たちも，ち

ゃんと何とかしよう，社会に送り出そう，そういったふうにしてます。それを，

またそういう高校というあれではないんですけども。算数教えているなんてね。

でも，それをやってくれている高校というのは他にそうはないです。それを無く

してしまう，無くなってしまうというのは，非常に寂しいなというふうに，こう

思っているところなんです。この教育大綱なんかも含めて，郷育だ地元を何とか

しようというのと絡めて，やはりもう少し地元の高校に対する，なんかまあ奨学

金なども出てますけれども，手立てというのを知恵を出していければありがたい

なと。中高一貫教育ということでやってきてるんですけども，それでも連携型と

いうことで魅力が打ち出しにくいということで，どんどん人数なんかも減ってき

てるんですけども。そういう中の一つとして，先生サイド・教師サイドも忙しい

とか，それから中高一貫教育，連携中学校にとって，余計な仕事だという風な意

識もなくはない。そこで，なんとか手立てないかな，知恵はないかな。みなさん

にお知恵拝借やら，そういうことについてこれからも話題提供やら，していけた

らいいなと思う。 

茅根教育長  貴重な意見ありがとうございました。 

星野委員  いいですか，小瀬高校で授業やる時にですね，明峰中の校長先生来るわけ

ですよ。高校ではこういうことやっているから，せいぜい中学校でもこれ位のこ

とはやってください，みたいな感じで言ってるんですけれども。その時にその担

当の先生なりなんなりが，もし覗きに来てくれたらもっといいわけですよね。校

長先生がいくら，ああいいなと思たって，カリキュラムの中では，校長先生の意

見なんかは入る場所がないじゃないかと思うんですよね，なかなか。そうすると

そんな風に一言先生が言ってくれたように，書いてあると，例えばこっちからこ

ういうことがありますから手が空いてたらとかね。何か時間に余裕があったら来

てくださいって，そういうこと一言なんかあったら，もっともっと良い交流が出
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来るし，小瀬高校の場合は，何か学力では計り知れない能力のある子たちがいっ

ぱいいるわけですよね。だからそういうことも含めて，なるべく先生方ももっと

もっと気軽に交流が出来る，何かそういったものを作ってほしい。私ずっと思っ

ていたんです。 

星野委員  今，小瀬高校普通科しかないですか。普通科と何か 

内田教育長職務代理  普通科しかない。 

星野委員  全然事例としては違いますけど，特別の魅力のある学科なり何かがあると

生徒っていうのは集まりやすい，例え県境の地であっても，ってことがあると思

うんですね。そういった学科を県，県立高校ですから県の方がそれは考えなけれ

ばならないことですけども，明峰中学の一学年４０数名位，もうちょっといるの

かな。そこから何人かはもう違う高校に行くとして，実際上がるのは２０人位で

すか，小瀬高校に行くのは。だとしても，中高一貫といっても，指定校の話じゃ

ないですけれども，あの美和・緒川・御前山地区に住む子供たちだけしか行けな

い明峰中学ですから。だからそこから小瀬高校っていうルートはあるにしても，

他の子たち，例えば大宮常陸大宮市内の他の子たちも，もし小瀬高校を目指した

いがために明峰中に行きたいっていう位になるような，そういう連携にしない限

り無理だと思います。 

内田教育長職務代理  まあ，小瀬高校に魅力があれば，市内のどっからでも中学校か

らでも受験はできます。推薦，今は推薦入学は無いんだっけ。無くなっちゃたの

か。 

星野委員  でもそれは３年でやるだけじゃなくて，中高一貫というところのメリット

がついているんだとすれば，もう６年かけて，例えば回り舞台の西小があるけれ

ども，ああいう伝統芸能，日本のああいった伝統芸能の担い手を育成する科で６

年かけて一流の踊り手にするとか。そこからは国立，能とか舞台とか全部やって

いるところにストレートに入れるとか，芸大のとか，日本の伝統学科のところが
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あって，そこにも入れるとか。そういうような道筋があれば，どんな辺境な地で

あってもそこに親は通わせたいと思うかもしれない。 

内田教育長職務代理  そうなんです。もともと中高一貫教育という風なことで，中等

教育学校，つまり６年間のスパンでの教育課程を組めることならば，５年間で内

容を終わらして，最後の１年間は受験勉強して国立大学のいいところへ入れると

か，そういうことは可能なんだけれども，連携型というのは，一番何にもできな

い形なんです。そういう面で，今までもおいらも関わって来たんだけれども，そ

の特色をメリットを出すことはできなかった。多分これからも何か相当考えない

とできないんじゃないかな。ということは小瀬高校は消滅する。いずれどこでも

そうだけど，水戸以外の学校は，定員割れになるということで，教員も減らされ

たり，地域から学校という火が消えていく。今までも閉校とかなんだかんだで小

学校とか中学校が減ると，やはり学校が無くなると地元はほんとに火が消える。

美和中無くなったり，八里とか桧沢中だとか。やっぱりどんどん無くなっていく

と，なおさら過疎化やらそういうことで拍車をかけていく気がするんですよ。そ

ういう意味でも地域を何とかしたい，常陸大宮市を何とかしたいというならば，

考えていかなくちゃないんじゃないかなと思っているところです。 

茅根教育長  貴重な意見ありがとうございました。 

諸澤委員  私もいいですか。美和は材木，木材がすばらしいわけでしょう。そういう

のも高校は全く関係ないというのも，私は，いつも残念だと思っていたんですけ

れども。もともとあった学校なんですから，今の最先端の林業のそういったもの

を学ばせる所ってそうそうあるわけじゃないし，今，日本は森林はいくらでもあ

って。そんなことを含めてできたらいいなって。市でも進めてるわけだから，そ

れを高校にまでおろしてくるというか。最先端の技術を持ってきて欲しいなと。

小瀬高校へ行っては，いい子たちなんだからって，いつも思うんですよね。何か

学ばせてあげたいです。 
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生天目委員  話し合いの場なんですけど，ゼロではないんですよね。毎年一年の終わ

りに高校教育課ともちろん小瀬高校の中で連携している中学校と高校の先生方と，

あと有志の方と話し合う機会は１回はあるんですよね。ただ，私も出たんですけ

れど，そういう，これからどう中高連携型を盛り上げるかっていう話になると，

なかなか義務教育から来てくださる方と，高校教育課から来てくださる方での差

があるんですよ。話し合っても差があるんですよ。どうしても県は目玉でやった

事業なのでなくしたくない，というところがあるんですね。だけど，じゃあ中学

校側，義務教育側にどれだけそういう配慮をするか，高校教育課でするかってい

うと，さほど熱意は感じないんですよね。だから，そのへんがこう。年に１回話

し合いはしているです。ただ，実りがないのが今の現実かなていう感じを受ける

ので。 

内田教育長職務代理  高校教育課の方は，最近の新聞でも中高一貫教育ということで，

それなりの組織やら作ってやろうとしているから，何とかなると思うんだけれど

も。問題は結局中学校側の義務教育，また高校教育と義務教育が違うから，義務

教育の中にまた水戸教育事務所があるから，そしてその下に常陸大宮市教育委員

会があるから，だんだんだんだんね。壁ばっかり多くなってきてしまうんじゃな

いかなって気がすんだよね。 

星野委員  教頭先生は行ってるわけですからね，中学校からね，教頭先生に頑張って

もらって，パイプ役，太いパイプ役にしてもらって。 

茅根教育長  わかりました。 

では.時間も押していますので，各種行事予定。お願いいたします。 

諸澤学校教育課長  〔行事予定説明〕 

大町次長兼生涯学習課長  〔行事予定説明〕 

皆川文化スポーツ課長  〔行事予定説明〕 

諸澤学校教育課長  〔教育委員の行事予定説明〕 
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内田教育長職務代理  ５月２８日に茨城県市町村教育委員会連合会の総会がある。さ

っき資料にはなかったが，そういうのも来てます。 

木村学校教育課長補佐  ちょっとお待ちください。はい，５月２８日午後１時半から

ですね。水戸の生涯学習センターです。 

諸澤学校教育課長  〔辞令交付式の役割分担について〕 

〔卒業式の役割分担について〕 

〔日程役割調整〕 

内田教育長職務代理  だいたい順番でローテーションしてるから，入れちゃって。 

星野委員  1日は予定入っちゃって午後来れないかもしれないです。なるべく来れる

ように頑張ります。なので私２９の方だったらどうにかなります。 

諸澤学校教育課長  ２９日の開式でよろしいでしょうか。閉式は諸澤委員が。あと４

月１日の開式になりますが，こちらは内田教育長職務代理の方でよろしいですか。

生天目委員さんの方には閉式の言葉をお願いしたいと思います。 

諸澤委員  全然関係ないんですが，おがわ幼稚園に行こうと思って迷子になってわか

らなくなった人がいるんです。おがわ幼稚園の看板が色あせてたんですけど，何

とかなります。おがわ幼稚園閉園したのかと思うような。 

諸澤学校教育課長  施設を見たときには看板が古かったということで，確認してます

ので。 

諸澤委員  幼稚園まで行きつかなかったと電話かかって来た人がいますので，すいま

せん。 

茅根教育長  よろしいですか。よろしくお願いいたします。それでは日程ですね，次

回の定例会日程に入ります。 

栗田教育部長  時間がない中申し訳ございません。その他の項目で，先ほど出ました

美和小学校でスクールバスの通学に関しまして，１月２３日に事故がありまして，

詳細については，事故は物損事故だったんですけども，運転手が児童をその場に
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おいてスクールバスを走り去ってしまった。というような事件がありまして，那

北運送という委託会社なんですが，そちらについては，現在警察署の方と物損の

補償ということで大宮土木事務所と調整をしておりますので，最終的な事務処理

が完了した時点で顛末書をいただくような形で指導をしております。さらに他の

４業者，スクールバスの運行業者があるんですが，そちらについては，指導とい

うことで訪問しまして通知および現地の方を確認して指導してまいりました。何

分にも，児童の安全確保が足りなかったということで厳しくその業者には指導を

しているところでございます。概略でございますが，以上です。 

内田教育長職務代理  時間があれなんですが，もう一つ，学校評議員について，３月

３１日で切れない？ 

諸澤学校教育課長 ３月３１日で切れます。 

内田教育長職務代理  切れますよね。そしたら，ここで話しとかないと，また来年に

なっちゃうんだけれども，この前にも言ったと思うんだけれどもとにかく学校評

議員これはなくてもいいと，やんなくてもいいという風なことなんで，その辺含

めて協議できないかと思ってはいたんですけども。 

諸澤学校教育課長  平成３１年の学校評議員の推薦ということでは，学校には一応推

薦の準備を進めていただきたいということで通知はしているところでございます。

ですから，３１年度は，学校から各学校には学校評議員の設置についての要綱が

ございますので，それに基づいてあげてくるかと思いますので，そちらについて

は，今後平成３２年度あたりから進めて，委員さんの御意見をいただきながら，

管理規則につきましては，置くことができるということになっておりますので，

その判断についてご意見をいただきながら検討してまいりたいと思いますので，

ご了解いただきたいと思います。 

内田教育長職務代理 はい。 

諸澤学校教育課長  すみません。私の方からもう一つなんですが，新しい学校給食セ
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ンターの配置図がありますので，ご覧いただけますか。３枚４枚つづりですが，

この配置で平成３１年度から工事着工という形になってまいりますので。平面図

をご覧いただきますとわかると思うんですが，今回，真ん中にはアレルギー調理

室ということで，そういった部屋も用意されているような形で作って参りたいと

思います。また，２階には，食育ルーム，研修室が用意されまして，そこから下

の，煮だきの調理室が見られるような形で，視察研修などにも使える形で，今後

工事を進めてまいりたいと思いますのでよろしくお願いいたします。 

諸澤学校教育課長  〔３月の定例会について日程調整〕 

茅根教育長  よろしいでしょうか。次回定例会は３月２５日月曜日午前９時からとい

うことでお願いいたします。以上をもちまして，常陸大宮市教育委員会２月定例

会を閉じます。 

（午後０時２５分閉会） 


