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常陸大宮市教育委員会５月定例会議事録 

 

１ 会議の名称 常陸大宮市教育委員会５月定例会 

２ 開 催 日 令和元年５月２７日（月）午後２時００分から 

                                        午後３時２４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     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        大町 隆 

次長兼文化スポーツ課長 皆川 嗣郎 

学校教育課長      諸澤 正行 

指導室長        関 美智子 

学校教育課課長補佐   森田 浩行 

学校教育課主任     野上 幸恵  

５ 報 告 

報告第２８号 教育長報告について 

報告第２９号 令和元年度常陸大宮市奨学生及び特別奨学生の決定について         

報告第３０号 令和元年度常陸大宮市中学生海外研修事業の実施について 

報告第３１号 業務委託契約等の締結について 

６ 議 案 

議案第２２号 専決処分の承認を求めることについて 

（常陸大宮市教育支援委員会委員の任命又は委嘱について） 

議案第２３号 常陸大宮市社会教育委員の解嘱及び委嘱について 

議案第２４号 常陸大宮市立図書情報館協議会委員の任命について 

議案第２５号 常陸大宮市スポーツ推進委員の解職について 

議案第２６号 常陸大宮市就学援助費支給要綱の一部を改正する訓令について 

議案第２７号  令和元年度就学援助費支給額等の決定について 
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７ 協 議 

 協議事項３  常陸大宮市スクールバス運行業務事故対応基本マニュアル（案）につ

いて 

８ その他 

 （１）美和幼稚園入園意向調査について 

 （２）常陸大宮市立小中学校空調設備運用基準について 

 （３）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 

 （４）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  １人 

１２ 会議の大要 

茅根教育長  本日の会議に１人の傍聴者がおりますので，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。 

それではただ今より，常陸大宮市教育委員会５月定例会を開会いたします。 

(午後２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２８号教

育長報告になりますので，私の方から報告をいたします。 

まずはじめに，昨日の小学校の運動会，大変暑い中ご出席頂きましてありがと

うございました。私も午前，午後にかけて１１校回りました。どの学校もですね，

子ども達一生懸命やっていまして，保護者達も喜んで見ている感じがしました。

あと，最後に私は御前山小を回ったのですが，御前山小は学年全員でソーランを
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やりまして，旗が十何本あったのですが，一旗一旗きちんと抱えているんですよ

ね。子ども達をよく褒めてくれって校長さんに話しました。大変良かったと思い

ます。 

それからですね，皆様ご承知のように，５月の連休に高萩市で起きました女子

生徒の痛ましい事件に際しまして，私も県の方に招集されまして，その次の日，

市内の校長先生方が緊急会議で招集されました。その中で，県の教育長メッセー

ジもありまして，市の方の私のメッセージも各小中学校に送りました。また校長

先生方に，中学校は部活があるのでもちろんのことですが，特に小学校に軽視し

ないで死ということを重く受け止めてしっかり話して欲しいということでお願

いしておきました。それで，話し合った学校では３回話し合ったという学校もご

ざいました。校長会長の川又校長会長に，大変でも，各校で話し合った内容を箇

条書きで良いからこちらにあげて欲しいということで，あげてもらいました。そ

の内容を見ると，やはり真剣に先生方が話し合ってくれたというあとがよく見え

ました。 

続きまして，空調設備なんですが，小中学校に６月末までに整備完了する予定

なんですが，今８０パーセントの空調設備が完了しております。それから，５月

の２１日に，美和小学校のスクールバスの事故についてのマニュアルを教育委員

会で作成しまして，市内の５つの業者を呼びまして，そのマニュアルを提示しま

して，意見等をもらうということになっています。また，委員みなさんには後で

お示ししますので，ご意見等を頂ければと思っています。 

以上，私からは以上となります。宜しくどうぞお願い致します。 

委員さんの方から何かありますか。 

星野委員  一つ良いですか。私どものこの教育委員会でも，小中学校の先生の働き方

改革，その中で部活動のあり方っていうものもよく検討して，ウィークデーに１日

は部活を休む日を入れるととか，朝練は，自主練はオーケーだけど，部活の方とし
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てはなしというふうに，そういうこと色々やってまいりましたよね。それからひた

まる２５とかも，他の市町村なんかにも研修に行きまして，外部委託というか，監

督やコーチ，顧問指導する先生をそういった形で委託することによって，先生方の

放課後の時間を少しでも他のところに向けられるようにという動きもあるという

ことも色々と検討してきたと思うんですね。ただ一つやり忘れていたことが，では

そういった先生方がどういった指導をしているのかというところのチェックとい

うのは全くしてこなかったなと，私もその時思いました。ですから，２世代前です

ね，平成の前の昭和時代のスポ根的な要素で指導していくというような，叱咤激励

的なものの方が児童生徒が伸びると思っている先生がまだいるのかと。例え叱咤激

励するとしても，基本は生徒との信頼関係が結べていて初めて感情の部分を相手が

どう受け止めるかってことができるわけですね。前に話したことがあると思います

けど，エトスとロゴスとパトスが大切で，まず最初にエトス，お互いの信頼関係が

築けたところに，感情パトスのところが入り，なおかつ指導はロゴス，論理性がな

ければ指導できないとお話ししたと思いますけれども，そうしたことがちゃんとス

ポーツだけのコーチでなく私ども大人に研修する立場する立場から言わせていた

だくと，そういったコーチングというのがちゃんとできているかどうかっていうの

が，学校長なり，上に立つ立場の人がチェック不足だったのかなってことが，私は

あの事件でちょっとそういうことを考えました。 

茅根教育長  貴重なご意見ありがとうございました。確かに，そういうこともありま

すね。他にいかがでしょうか。 

諸澤委員  あの，勝ち負けに苦手な子もいるわけですよね。だから，部活そのもののあ

り方を，勝つことだけとかね，強くなることだけではない部活がないと，やっぱり

そういう適性のない子は救われないと思うんですよね。私なんかも特にそうだから

思うんですけれども，もう少し部活の活動そのものを見直すことが大事じゃないか

なと思います。 



5 

 

茅根教育長  はい。ありがとうございました。どうぞ。 

内田委員  ちっちゃなことなんですけれども，これも前に話したかもしれないんです

けど，礼状の件なんです。入学式だ，卒業式だ，運動会だとか，そういうとき

に，行く早々礼状をくれるんですね。山方中の卒業式に行った時も，帰ってく

るときに渡してくれたんです。それで全員，議長とかそういう人達がいっぱい

いたんで，どう思いますかって聞いてみたら，要らないよねって議員の方達は

言っていました。基本的には礼状はなくて良いなって思っています。前にも言

ったんですけれども，上久保教育長の時には，校長先生らに聞いて，学校ごと

に対応してもらおうと，そういうふうなことで現在に至っているんですけれど

も，入学式と運動会でも違うし，学校によっても違うんで，一概には言えない

んですけれども，働き方改革の一つとしてでも，無くしてもいいんじゃないか

なと思います。そして，来賓の紹介なんかも，我々は必要ないですけれども紹

介されますけれども，あとは，議員くらいまでは仕方ないとしても，区長の皆

様だとか，民生委員の皆様ですとか，まとめて言うくらいで，とにかく余計な

気苦労と時間は短縮した方が，子供達の為であり，みんなの為になるんじゃな

いかなと思っています。 

茅根教育長  ありがとうございました。私は大宮西に行ったんですが，西小はまとめ

て言っていました。民生委員の皆さんですと，短くていいなと思いました。 

     ほかに質問があればお願いいたします。よろしいですか。 

星野委員  はい。あの，大宮小学校に行ってきたんですけれども，区長の皆さんはま

とめてお話があったんですけれども，評議委員の方は１人ずつやっておりまし

たし，あと，ちょっと漏れがあって，そこまでの間も時間がかかって，前にい

ると，１年生の子達は飽きちゃってるし，暑かったし，とにかく短くしようと

始まる前に校長先生が短い式辞で何でも短く行きましょうって話をしていたの

に。でもね，その辺をもっと考えられると良いですね。特に暑かったので。 
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茅根教育長  西小は座らせました。あれは良かったと思いますね。分かりました。検

討します。 

それでは他に無いようですので，続きまして報告第２９号令和元年度常陸大

宮市奨学生及び特別奨学生の決定について，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２９号について説明】  

茅根教育長  説明が終わりました。質問があればお願いいたします。 

では，質問が無いようですので，続きまして報告第３０号令和元年度常陸大宮

市中学生海外研修事業の実施について，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３０号について説明】 

茅根教育長  説明が終わりました。質問があればお願いいたします。 

  質問が無いようですので，続きまして報告第３１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いたします。 

諸澤学校教育課長  【報告第３１号について説明】 

文化スポーツ課長  【報告第３１号について説明】 

茅根教育長  説明が終わりました。質問があればお願いいたします。 

生天目委員  食器洗浄機ってそんなに高いの？新規でやると倍位っていう話だったん

だけど，故障修理でこんなにかかんのって思ったんだけど，これ洗浄機のこと

は分かりませんけれども。 

諸澤学校教育課長  山方給食センターは２段式で，２列であがってくるんですけれど

も，新規で購入しますと定価では２５００万を超える額のものでございます。

修繕とか全部の分のオーバーホールみたいな形になりますが，今大宮給食セン

ターが建設を予定しておりますけれども，当時の目標としては２５００，そし

て今後子ども達の人数が減ることを見据えて，１０年後には一つの学校給食セ

ンター運営ということを見越した中で，新規購入によらず修繕をしまして，１

０年以上持たせて活用しようということで，修繕にしております。 
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生天目委員   まぁ，わからないですからね。 

茅根教育長   私もビックリしました。高いなって。 

     他に質問がないようですので，報告は以上となります。 

続きまして，「日程３ 議案」に入ります。議案第２２号専決処分の承認を求め

ることについて（常陸大宮市教育支援委員会委員の任命又は委嘱について）を

議題とします。事務局の説明をお願いします。 

諸澤学校教育課長   【議案第２２号について説明】 

茅根教育長   説明が終わりましたので，質疑があればお願いします。 

ありませんか。無いようですので，採決に移ります。議案第２２号につきま

しては，原案のとおり承認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    異議なしと認め，議案第２２号につきましては，原案のとおり 

承認といたします。 

続きまして，議案第２３号常陸大宮市社会教育委員の解嘱及び委嘱について

を議案とします。事務局の説明をお願いします。 

生涯学習課長    【議案第２３号について説明】 

茅根教育長   説明が終わりましたので，質問があればお願いします。 

 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

とおり可決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  異議なしと認め，議案第２３号につきましては，原案のとおり可決とい

たします。 

続きまして，議案第２４号 常陸大宮市立図書情報館協議会委員の任命につ

いてを議案とします。事務局の説明をお願いします。 

木村生涯学習課長    【議案第２４号について説明】 
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茅根教育長   説明が終わりましたので，質問があればお願いします。ありませんか。 

無いようですので，採決に移ります。議案第２４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） 

茅根教育長  異議なしと認め，議案第２４号につきましては，原案のとおり可決とい

たします。 

続きまして，議案第２５号 常陸大宮市スポーツ推進委員の解職についてを

議案とします。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２５号について説明】 

茅根教育長  説明が終わりましたので，質問があればお願いします。 

内田教育長職務代理者   ありません。 

茅根教育長  無いようですので，採決に移ります。議案第２５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） 

茅根教育長  異議なしと認め，議案第２５号につきましては，原案のとおり 

可決といたします。 

続きまして，議案第２６号常陸大宮市就学援助費支給要綱の一部を改正する

訓令についてを議案とします。事務局の説明をお願いします。 

諸澤学校教育課長    【議案第２６号について説明】 

茅根教育長   説明が終わりましたので，質問があればお願いします。いかがでしょう

か。 

生天目委員  国の基準の中にこういうのが出てきたの？ 

諸澤学校教育課長  そうです。国の基準で，４月１日付けで改正になったということ

で，今回要保護，準要保護の生徒に関して見直しがされたものです。 

生天目委員  これちょっとうっかりしてて，入ってなかったという認識を持ってなか
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った。 

諸澤学校教育課長  今までは入っていなかったです。 

生天目委員  わかりました。 

諸澤教育委員  すみません，ちょっと何かつまらない質問なんですけれど，「中学校又

は小学校」で，みんな「又は」を取ったんですけれども，「小学校・中学校」で

は駄目なんですか？つまらない話で申し訳ない，文章。「小学校又は中学校」を

卒業する児童生徒になっているから，「小学校・中学校」では駄目なんですか，

ってふっと思ったんですけれども。他が「又は」がなくなったのに，ここだけ

「又は」が出てきたのはどう・・・ねぇ。ごめんなさい，つまらないことで。 

森田学校教育課長補佐 いいですか。 

茅根教育長  はい，どうぞ。 

森田学校教育課長補佐 もともと１８ページの２条の第１号のところをご覧頂きたいん

ですけれども，こちらで「児童・生徒」っていう定義をうっていた訳なんです

けれども，４条で「児童又は生徒」っていうところが，定義をうっていたんで

すけれどなぜかここ，もともとの規定が「児童又は生徒」っていう定義をうっ

ていたのにも関わらず，何か違う表現をしていたので，「児童又は」っていうと

ころを「児童・生徒」っていうところで今回文言の修正をしております。で，

先ほど諸澤委員が言ったところは「小学校又は中学校」というふうな言い方を

しているので，定義上は「児童・生徒」っていう定義うってますけれども，「小

学校又は中学校」というところは，そのままの方が適当かなっていうところで

す。 

諸澤委員  そうですよね。改正案の方も第２条（２）なんかも「又は」になっていま

すけどね。わかりました。ありがとうございます。 

内田教育長職務代理者  もう一つ良いですか。やはり同じ２０ページの第８条の上，

（支給の取消し等），これはかまわないの？ 
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諸澤学校教育課長  これも「り」が入った方が良いですね。こちらも併せまして，「り」

を入れます。 

森田学校教育課長補佐  もともと本文中の「支給取り消し」というところに「り」を

入れたのは，動詞的活用をするときは送り仮名をふるということで，そこを直

したという・・・。 

内田教育長職務代理者  そういうあれで，このままでいいのかもしれない。 

茅根教育長  それでは採決に移ります。議案第２６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） 

茅根教育長  異議なしと認め，議案第２６号につきましては，原案のとおり可決とい

たします。 

続きまして，議案第２７号 令和元年度就学援助費支給額等の決定について

を議案とします。事務局の説明をお願いします。 

諸澤学校教育課長    【議案第２７号について説明】 

茅根教育長   説明が終わりましたので，質問があればお願いします。 

（質疑応答） 

星野委員  このことについての質問ではないんですけれども，先ほどのオーストラリ

アの研修が８０名のところ６０名ってことですよね。要保護，準要保護は全税

との１割ほどの児童生徒が受ける形になってますよね。人数的には３００人位，

いくかいかないか。その年によって変わると思いますが。その中の中学３年生

ということで，お子さん自身が自分が準要保護かというのが分からないじゃな

いかなと思うんですけれども，そういう中でオーストラリアの研修受けたいっ

てなった時に，３３万の半額は，全額親負担なんですか。１７万位を全額親が

出すのか，それとも準要保護の修学旅行とかには当てはまる訳ではないですか

ら，どうなっているのかなと思いまして。 
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諸澤学校教育課長  今回の就学援助費の支給につきましては，学校活動における補助

ということで行っておりますので，中学生の海外研修につきましては市が主催

する事業でありますので，学校というものからは若干離れていますので，こち

らに対しての補償対象にはなっておりません。 

星野委員  わかりました。行きたいって言った時にどうなるのかなって思いまして。 

諸澤学校教育課長  もし万が一，その方が海外研修に参加したいという申し込みをし

た場合なんですけれども，こちらに対しては支給ができませんので，もしあっ

た場合には保護者の負担ということになっております。 

茅根教育長  他にいかがでしょうか。それでは無いようですので，採決に移ります。       

議案第２７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） 

茅根教育長  異議なしと認め，議案第２７号につきましては，原案のとおり可決とい

たします。 

続きまして，「日程４ 協議」に移ります。協議事項３常陸大宮市スクールバ

ス運行業務事故対応基本マニュアル（案）についてを議題といたします。事務

局の説明をお願いします。 

諸澤学校教育課長  【協議事項３について説明】 

茅根教育長   説明が終わりました。質問があればお願いします。 

生天目委員   あの，事故の対応については，マニュアルがあろうとなかろうと，こ

ういう形で本来やらないといけないと思うんですけれども，難しいんですけど， 

    運転手さんに対するね，まぁ事業所に任せちゃうところが出ちゃうとは思うん

ですけれども，ある程度要望があってもいいのかなと思うんです。つまり，高

齢者の事故が非常に増えているっていうのがあって，バスの運転手は大体，私

より上ぐらいが多いんだよね。つまり年齢にはもう１回退職したような人ばか
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りなんだよね。だから，年齢的な要望だとか，あるいは持病だとか，あるいは

事故歴だとか，そんなところも事業所に依頼するしかないんでしょうけれども，

ある程度市としての要望があると良いのかなって気がするんですね。例えば，

最高でも７５歳未満とか。可能性はあると思いますよ。シルバーの人がやって

いるとか，運転そのものの技術は高いので，慣れてはいると思うんです。ただ，

それみんな会社任せ，この中には年齢的なものはないでしょう？事業所任せで

しょう？要は運転手の雇用については。その辺もスクールバスについてなんか

は多少要望して良いのかなって気はするんです。ただ一概には言えませんけれ

ども，ある程度少し制限があった方が良いのかなと。  

諸澤学校教育課長  今，生天目委員の方から年齢についてのご意見いただいたんです

が，５月２１日の会議の時にですね，その以前から各事業所の運転手の年齢に

つきましても報告させて頂いて，実際に事業所の方で７５歳以上の運転手がス

クールバスの運転にあたっているところがございます。この２１日の会議の中

で，今後，今お話しがあったように高齢者の事故が多いという中で，高齢者の

運転につきましては，色々な適正訓練あるいはそういう試験等を受けていただ

いている。そうした中，何十年も無事故無違反で運転しているという経験もあ

る訳ではございますけれども，年齢については今後設けさせていただくことも

あり得るということでお話をさせていただいたところでございます。現在仕様

書の方では，年齢制限をうたっていないんですけれども，今後仕様書の中でも，

７５歳の基準について，事業所の方にも意見を伺っているところがありますの

で，そういったところを今後は反映させていくと。時期的なところはまだです

けども，今すぐってやっては事業所でもでできない部分が出てきますので，そ

ういったところも含めて，事業所の方にはお話をしたところでございます。     

あの，市の市バスについては，採用について６９歳が上限になるんですね。そ

れから何年かすると７５という数字も出てくるのかなと思うんですが，そうい
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ったところは事業所の方にもお話してありますので，今後ご意見をいただいた

中で，そういったところに関しましても，業者と話しを進めていきたいと思っ

ています。 

茅根教育長  他にいかがでしょうか。 

内田教育長職務代理者  大事なことですよね。 

茅根教育長  それでは，他に無いようですので，続きまして，「日程５その他」に移り

ます。（１）美和幼稚園入園意向調査について，事務局の説明をお願いします。 

諸澤学校教育課長  【その他（１）美和幼稚園入園意向調査について説明】 

茅根教育長  説明が終わりました。質問があればお願いします。 

無いようですので，続きまして，（２）常陸大宮市立小中学校空調設備運用基

準について，事務局の説明をお願いします。 

諸澤学校教育課長  【その他（２）常陸大宮市立小中学校空調設備運用基準について

説明】 

茅根教育長  説明が終わりました。質問があればお願いします。 

内田教育長職務代理者  質問ではないんですけれども，せっかくこういうエアコンを

付けたのに，電気代がお金がなんていって使えないなんてことがないように

何とか知恵を出して活用して欲しいなって思います。 

諸澤学校教育課長  今年は５月から暑い年ですので，まだ動かないのであれなんです

けれども，中には工事が完了しているところもございます。なるべくそうい

う効率的な使い方をするのが良いとは思います。 

内田教育長職務代理者  付けるのは良いけれども，金がない，予算がないってことで，

そのうち絶対１日何時間とか出てくる気がする。 

諸澤学校教育課長  一応予算上はですね６月から９月，あるいはその冬季は１２月か

ら３月までの電気に関しては，エアコンを使うことを前提に上乗せはして予

算計上しているところなんですけれども，その分逆に言えば燃料費ですか，
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冬場の灯油等は使用量が抑えられると思いますので，そういったことを含め

て使用できるようにと考えております。 

内田教育長職務代理者  このエアコンは，灯油を使ったストーブとエアコンでどっち

が経済的なの？ 

諸澤学校教育課長  担当の方では，ブルーヒーターと併用して使ってもらえるのが一

番良いのかなってところは今検討しているところなんですけれども。やっぱ

り，併用して使った方が効率が良くなるんじゃないかってところを試算して

いるところです。 

内田教育長職務代理者  良いエアコンだと，石油とかよりも電気代の方が安くなるな

んて話もあるけれども。そういうことでしたら特にありません。 

諸澤委員  太陽光発電でけっこう儲かっているんでしょう？学校によっては太陽光発

電でエアコンを使ってもおつりがくるって感じじゃないんですか。 

諸澤学校教育課長  太陽光発電については現在売電のみやっておりますので・・。 

諸澤委員  だからそんなに太陽光発電やっているところとしては費用はかからないで

すよね。プラスマイナスを考えたら。 

諸澤学校教育課長  そうですね，あの電気料によりますけど，夏休みは使いませんけ

ど，学校始まると授業でけっこう使いますので，なかなか多分もとを取るまで

にはいかないかと。 

茅根教育長  宜しいですか。それでは続きまして，（３）各種行事予定について，事務

局の説明をお願いします。 

諸澤学校教育課長       【行事予定説明】 

木村生涯学習課長       【行事予定説明】 

皆川文化スポーツ課長    【行事予定説明】  

茅根教育長  今までの点につきまして，何かありますか。 

特に無いようですので，（４）その他について，事務局でありましたら，お願
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いします。 

諸澤学校教育課長  特にありません。 

茅根教育長   続きまして，「日程６ 次回の定例会日程」について，お願いいたします。 

諸澤学校教育課長  （６月定例会について日程調整） 

茅根教育長   それでは，６月定例会については６月２５日火曜日午前１０時より開催

することでよろしいでしょうか。 

それでは以上をもちまして，常陸大宮市教育委員会５月定例会を閉会いたし

ます。長時間ありがとうございました。 

 

（閉会：午後３時２４分） 

 


