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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 令和元年６月２５日（火）午前１０時００分から 

                                        午前１１時２６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３２号 教育長報告について 

報告第３３号 令和元年第２回常陸大宮市議会定例会一般質問について         

報告第３４号 常陸大宮市学校給食運営委員会委員の解職及び委嘱について 

報告第３５号 常陸大宮市視聴覚ライブラリー運営委員会委員の解嘱及び委嘱 

       について 

報告第３６号 常陸大宮市泉坂下遺跡保存活用整備検討委員会委員の委嘱につ 

いて 

報告第３７号 小学生友好都市教育交流事業の実施について 

報告第３８号 業務委託契約等の締結について 

報告第３９号 常陸大宮市文化財保護審議会の答申について 

６ 議 案 

議案第２８号 有形文化財「木造聖徳太子立像（南無仏太子）」の指定について 
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議案第２９号 有形文化財「木造狛犬（長倉愛宕神社）」の指定について 

議案第３０号 有形文化財「立原家文書」の指定について 

議案第３１号 有形文化財「木造宝冠釈迦如来坐像」の指定について 

議案第３２号 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の策定に 

       ついて 

７ 協 議 

 協議事項４  市立美和幼稚園について 

８ 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 

９ 次回の定例会日程について 

１０ 閉 会 

１１ 傍聴人の人数  ０人 

１２ 会議の大要 

茅根教育長  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。                    

（午前１０時００分開会） 

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。はじめに，報告第３２号茅根教育長報告になります

ので，私の方から報告いたします。 

    ６月議会が終わりまして，その内容については私の方で後ほど説明致します。 

それから，パラオの事前キャンプでパラオの柔道チームが６月１４日水曜日，

二中に行きまして交流をいたしました。２年生の体育，柔道に参加して生徒と一

緒に汗を流しました。その皆さんは帰られたんですが，これからまたレスリング

の選手が来ておりまして，西部運動公園で大宮西小学校，それから美和小学校が
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交流する予定になっております。 

それから，今年度の大館市との交流の予定でございますが，７月８日に大館市

の教育マイスターであります上川沿小学校の田村教頭先生が来られまして，教職

員を対象に大館市の学力向上策について研修がございます。それから，大宮小学

校の児童との交流ですね，今年は大館の方から来ます。それから，１０月に教職

員８名，小学校４名，中学校４名が大館市に派遣になっております。それで１２

月に市内小中学校で授業作り研修会を行う予定でございます。 

それから夏休みのふれあいの船，第１班は美和小の井上校長先生が団長で行か

れます。第２班は大町部長が団長で，大町部長は第１０回目だそうで大ベテラン

であります。宜しくお願いします。 

それから中学校の海外研修なんですが，現在６３名でございます。実際には８

０名くらい欲しいんですが，なかなか運動部の関係で参加しにくいということが

あるようです。 

以上でございます。宜しくお願いいたします。 

何か質問等はありますか。 

無いようですので，続きまして報告第３３号令和元年第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いたします。 

大町教育部長         【報告第３３号について説明】  

茅根教育長           【報告第３３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３４号常陸大宮市学校給食運営委

員会委員の解職及び委嘱について，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３４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３５号常陸大宮市視聴覚ライブラ
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リー運営委員会委員の解嘱及び委嘱について，事務局の説明をお願いいたします。 

木村生涯学習課長    【報告第３５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。 

 無いようですので，続きまして報告第３６号常陸大宮市泉坂下遺跡保存活用整

備検討委員会委員の委嘱について，事務局の説明をお願いいたします。 

皆川文化スポーツ課長  【報告第３６号について説明】 

茅根教育長  説明が終わりました。質問があればお受けいたします。いかがでしょう

か。 

星野委員   後藤校長先生は学識経験者じゃなくて教育機関枠ではないですか。 

皆川文化スポーツ課長  ６番の後藤孝行委員につきましては，現在教育機関，大賀小

学校の校長先生ではありますが，前任が教育庁の文化課に在籍しておりまして，

そういった経験から今回は学識経験者ということで委嘱をいたしました。 

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，続きまして報告第

３７号小学生友好都市教育交流事業の実施について，事務局の説明をお願いいた

します。 

木村生涯学習課長    【報告第３７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  交流そのものは問題無いんですけど，部垂城の昔のお城の配置図がどこ

かに設置されているといいなと前から思っていたんですよ。あそこに行って

も，昔は外堀があったんだよと，我々は子どもの頃通っていたんで話はしま

すけど，今そういう姿は見えないので，何かそういうのが書いてある図でも

どこかに掲示してあるといいかなと常々思っていたので，そういったものを

ちょっと考えてみてください。 

木村生涯学習課長  実は部垂城と大場城跡等を資料館にご案内をお願いしているん

ですけれども，資料としてはそういう地図が残っているので，お配りして説



5 

 

明しようと思っています。 

生天目委員  資料にはあっても，現地に行ってないんだよね。現地に何か看板みたい

なものがあるといいかなと。 

皆川文化スポーツ課長  そうすると，こちらの課になるかと。検討いたします。 

茅根教育長   他にいかがでしょうか。よろしいですか。 

それでは，続きまして報告第３８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】 

茅根教育長  説明が終わりました。質問等がございましたらお願いいたします。 

よろしいですか。では続きまして，報告第３９号常陸大宮市文化財保護審議会

の答申について，事務局の説明をお願いいたします。 

皆川文化スポーツ課長  【報告第３９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  大宮にもそういうのがあるんだね。素晴らしいですよ。 

内田教育長職務代理者  これ木造聖徳太子立像というのは二歳の時の？ 

皆川文化スポーツ課長  はい。そうです。 

生天目委員  見ることはできるのかな？ 

皆川文化スポーツ課長  はい。現在，木造の立像については修理をしているところで

ございまして，他のものにつきましては資料館の方に保管してございます。 

諸澤委員  この，聖徳太子立像というのは，もともとはどこにあったものですか？所

有者は常陸大宮市になっていますが。 

皆川文化スポーツ課長  八田の鹿島神社にございました。 

茅根教育長  他によろしいでしょか。では他に質問がないようですので，報告は以上

となります。 
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続きまして，「日程３議案」に入ります。議案第２８号有形文化財「木造称徳

太子立像南無仏太子」の指定についてを議題とします。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２８号について提案・説明】 

茅根教育長   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２８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。 

教育委員一同  異議なし。 

茅根教育長   異議なしと認め，議案第２８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２９号有形文化財「木造狛犬長倉愛宕神社」の指定につい

てを議題とします。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２９号について提案・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。 

生天目委員  賛成なんですけど，この木造っていうことは外にあったの？ 

諸澤委員  前に狛犬展を歴史館でやった時に，これ展示されていましたよね。それで

見に行った時があるんですけれども，もう随分傷んでる気がしましたね。 

皆川文化スポーツ課長  大きさ的には高さが約１５センチくらいになります。 

生天目委員  外でよくもったなと思ったんだけど。 

皆川文化スポーツ課長  木造ですので，神社内にありました。 

茅根教育長  他に無いようですので，採決に移ります。議案第２９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。 

教育委員一同  異議なし。 

茅根教育長   異議なしと認め，議案第２９号につきましては，原案のとおり可決と

いたします。 
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続きまして，議案第３０号有形文化財「立原家文書」の指定についてを議題と

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３０号について提案・説明】 

茅根教育長  質問があればお願いします。 

星野委員  今の所在地は文書館でしょうか？ 

皆川文化スポーツ課長  はい。今は文書館の方にございます。 

茅根教育長  よろしいでしょうか。 

教育委員一同   はい。 

茅根教育長  無いようですので，採決に移ります。議案第３０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。 

教育委員一同  異議なし。 

茅根教育長  異議なしと認め，議案第３０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３１号有形文化財「木造宝冠釈迦如来坐像」の市指定につ

いてを議題とします。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３１号について提案・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。 

諸澤委員  この大曽根さんていう方はお寺の方ではないんですか。普通の一般の方な

んですか。 

星野委員  観音様のところに祀られているので，区長さんが一応所有者になっている

だけで・・。 

諸澤委員  あぁ，そういうことですね。はい。わかりました。 

星野委員  その地区の代表で。 

茅根教育長  他にありませんか。 

無いようですので，採決に移ります。議案３１号につきましては，原案のとお
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り可決することでよろしいでしょうか。 

教育委員一同  異議なし 

茅根教育長  異議なしと認め，議案第３１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３２号 常陸大宮市スクールバス運行業務事故対応基本マ

ニュアルの策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３２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します。 

星野委員  質問してもいいですか。実際に例えば暴風雨，これから９月とか１０月と

かに台風が来た時はバスは運行しているんですか？それとも各保護者が迎えに

行くんですか？ 

諸澤学校教育課長  基本的にはスクールバスは運行いたします。ただ，道路状況，山

間を走るところは倒木とかがあると思いますので，そういったところにつきまし

ては学校と連絡のうえ調整させていただきまして，コースや状況によって違いま

すので，判断していただく形になります。 

星野委員  はい。わかりました。 

茅根教育長  他にいかがでしょうか。よろしいですか。それでは採決に移ります。議

案第３２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。 

教育委員一同  異議なし。 

茅根教育長  異議なしと認め，議案第３２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４市立美和幼稚園について

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４について提案・説明】 

茅根教育長  説明が終わりました。質問等があればお願いします。 
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星野委員  実は私の友人が，水戸で保育園を経営しているんですけれども，モンテッ

ソーリ教育をやっております。モンテッソーリ教育というのは学研等も推進して

いて，全国でそういう教育を導入している保育園それから認定こども園等多数あ

りますね。そういう中で，やはり今保護者というのは，働くお母さんが本当に多

いですけれども，だから教育を考えていないかというとそんなことはないんです

ね。人一倍教育熱心な働くお母さんも世の中にはいます。ですから，その両方を

満たそうとすると，やっぱり幼稚園では時間的な制約があって通わせることが難

しくなってしまう。それを市の方で包括的に子供を預かれる，尚且つ教育も実施

できるような施設にしてもらえることが一番望ましいのかなと思っております。

このアンケートの最後の方も共働きしているっていうことでも，やはり教育とい

うことを考えたら幼稚園に入れたいということだったので，これは本当に切実な

思いだろうなって私自身は感じました。以上です。 

茅根教育長  星野委員の意見もありましたが，いかがでしょうか。 

諸澤委員  認定こども園の構想っていうのはどうなっているんですか？市としては。    

それで気になるのはエのところ。「美和保育園，幼稚園をもう少しちゃんとし

て欲しい」。ちゃんとっていうのは何だろうって思うんですけどね。「入園さ

せたいと思わない」って言われてしまうと何かちょっとがっかりするし。 

諸澤学校教育課長  認定こども園につきましては，今後，もし進める場合なんですけ

ども，仮にやる場合は幼保連携型という形で，事務局としては考えておりま

す。幼保連携型につきましては，先生方については幼稚園免許と保育園免許

どちらも持っている方が先生となるもので，例としては原則３歳以上の方が，

９時から１時までの時間を一緒に過ごして，幼稚園教育の時間が過ぎればそ

の後は保育時間という形で子供を預かって，５時までなら５時まで預かって

帰るという形になる訳です。ですから，１日の課程の中で，９時から１時ま

でが幼稚園型と保育園型が一緒に勉強する時間の課程で，その後は保育園の
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預かり時間の中での活動という形になってくるのではないかという風に考え

ております。今後改変するのであれば来年，２年休園する訳にはいかないの

で，一応来年の４月からでも間に合うということの確認だけはしております。 

内田教育長職務代理者  私も幼稚園に勤めたことはあるんですけれども，幼稚園は凄

くこう，教育的にも色んな面で素晴らしいことをしている，しかし１つだけ終

わる時間が早いとか，それから夏休みがあるとか，その辺が一番のネックとい

うか注文のあったところなんですね。それが，認定こども園という形でその後

の預かり保育のような保育園的な移行がうまくできるのであれば，それは逆に

メリットになってくるのではないのかと思います。そんな解釈でよろしいです

か。 

諸澤学校教育課長  はい，そんな形になっていくと思います。もう一つはですね，１

０月から無償化が進められているところなので，保育料につきましても幼稚園

と３歳児以上ですか，保育料につきましては無償化ですので，今まで幼稚園と

保育園については授業料と保育料と若干差があったんですけれども，今度は全

て無償化になってきますので，かからないということになると思います。です

からその区別がなくなると思います。その中でも預かり保育はそのまま，無償

化でも預かるという形になってくるとは思いますけれども。 

内田教育長職務代理者  そういう意味では美和は，ある意味切り替えがうまくいく良

いパターンかなと思うんです。緒川とか，大宮とか御前山とか他の地域あたり

にもそういう風なことができないかなと思って，やはり市と幼稚園との関係で

なかなかそうもいかないところも出てくるんでしょうか。 

諸澤学校教育課長  御前山はもうすでに公立幼稚園が閉園になりまして，私立の認定

こども園の方になっている訳なんです。 

内田教育長職務代理者  私立と市立とあるんですけれども，やはり市立の方が優位性

が出てくるんですか。できれば一律，市の方が，費用的にも人材的にも優秀だ
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とか，色んな面でメリットがあるんじゃないかなと思うんですけれども。 

諸澤学校教育課長  そういった場合に今は幼稚園がありますので，１つは保育所との

関わり方が出てくるかと思うんですけれども，現在今常陸大宮市全域で考えて

いる場合に，こども課との調整もしているんですが，大賀保育所がかなり老朽

化していて，あそこは崖地で拡大も難しいというところもございまして，大賀

保育所と大宮幼稚園の在り方なんかも考えていくような形で，今も進められて

いるところでございますので，そういった場合にやっぱり保育所と幼稚園です

ので，そういった場合には一律の方向性も考えられるかなと思います。そこに

今度おがわ幼稚園と一緒に合わさった公立幼稚園の在り方についても，方向的

には公立幼稚園は１園残すというような方針はあったかと思うんですけれど

も，そういったことも含めますと公立幼稚園を１園残すような形での方向性を

考えているところでございます。 

茅根教育長  では認定こども園の方向性でいかがですか。 

内田教育長職務代理者  その方が良いような気がするんだけど。 

生天目委員  美和だけで話すと狭くならない？例えば大宮市として，これから幼稚園

だけじゃなくて認定こども園の方向性でいくよと，全体を打ち立てるならば，

今の大宮幼稚園と保育所と一緒にしてっていうのもあり得ると思うんだ。た

だ，美和だけを復活する為に認定こども園にすると，美和保育所はどうする

の？そのままになるの？返ってやっかいになる気がしないですか？例えば幼

稚園だけが午前中幼稚園教育をやって，午後は保育所的なものをやるよって，

でも同じ敷地のところに保育所もあるんですよ。 

諸澤学校教育課長  認定こども園になってしまうと，幼稚園と保育園が一緒になりま

すので，美和幼稚園につきましても同一敷地内で施設の方も一部共有してい

るところもありますので・・・。 

生天目委員  今は美和に勤めている人は皆両方持っているようになったの？ 
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諸澤学校教育課長  市の採用している職員については，免許はどちらも持っている先

生です。 

生天目委員  今は大丈夫？ 

諸澤学校教育課長  今は大丈夫です。 

生天目委員  これ，私が学校教育課にいた時は無かったんだよ。だからその案が難し

かったの。つまり，それ以降，両方持っている人を採用すべきだっていうこ

とにはなったんだけど，それ以前はそうじゃないんですよ。片免なんですよ。 

諸澤学校教育課長  保育所は保育所の免許っていう・・。 

生天目委員  そうそう。だから保育士は保育園しか異動できない。っていうのがあっ

て，幼稚園持っている人っていうのは，保育所も持っているんですよ。大体。

だからそれはどっちでも行けるって形があったんですけれど，今そういうこ

とも考えないといけないので，意外と同じところにいるからっていって待遇

が，今まで美和保育所にいた人が今度幼稚園教育をするんですよと，あそこ

の施設全部ね，そういうところをうまくやってくれるならば認定こども園で

いいと思う。今までは意外と職員がギスギスするとかあったと思いますよ。

片方は幼稚園の学校ですから，学校と保育園では全然扱いが違うんですから，

だからその辺を考えていくと，美和のそういう風にしこりを取り除いてやる

よってなれば，大宮もできるような気がするんですよね。公立の認定みたい

な感じで。だから，美和だけ復活する為にどうするのかっていうよりも，併

せて市では今後認定こども園の方向でいくよっていうのを出さないとまずい

ような気がするんです。ただし，場所は１箇所になるかもしれないけどね。

だから，美和にあってもいいでしょうし，美和と大宮と２つあってもいいで

しょうけど，緒川をどうするかっていうのはこれからでしょうけれども。 

茅根教育長  とりあえず美和をやって，それから・・・。 

生天目委員  順番でいいと思います。 
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内田教育長職務代理者  認定保育園ができて，メリットがたくさんあるといえば，そ

の他，大宮だ緒川だそういうところにどんどん広げてくるという形で，私も

そういうことも含めてこう美和だけじゃなくてっていう風に思った訳なんで

すけど。 

生天目委員  幼稚園と保育所一緒くたに考えないと駄目なんだね。 

茅根教育長  では，そういったところで大丈夫でしょうか。 

続いて，「日程５ その他」に移ります。（１）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，何かありましたらお願いいたします。 

内田教育長職務代理者  今度の学校訪問は施設じゃなくて・・・。 

諸澤学校教育課長  授業参観になります。学校の方にはあまり資料の要求等はしない

で，学校要覧とか学校で普通に作ってあるものでの説明を受けるような形にした

いと思っているんですがいかがでしょうか。 

内田教育長職務代理者  それだけでも十分なんですけれども，そういう風でいいと思

います。 

茅根教育長  よろしいですか。 

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  【学校の閉庁日について説明】  

茅根教育長  よろしいでしょうか。 

内田教育長職務代理者  閉庁日については特に問題ないんですけれども，前にも話し

たんですけど，入学式等に行ったときに，その時議長だったり副議長だったりし



14 

 

た人達と一緒に帰る時に礼状をこう渡してくれたんですね。議長とか副議長もい

らないよなっていう風なことを言っていたんで，運動会・体育祭についてはまた

別の面があるんで，置いといて，入学式や卒業式についてはなくしてもいいんじ

ゃないかなっていつも思っています。明日校長会があるっていうので，そういう

のも話題にしてはどうかなって思いました。以上です。 

茅根教育長   前回の校長会で言いました。話はしました。 

内田教育長職務代理者  そうするとこう，それでもこうやっぱり今までの流れとして

出すっていうことなの？ 

茅根教育長  少し校長会を中心に話し合ってくれと話をしました。 

内田教育長職務代理者  本当ね，どんどん色んなこと，新しいものは取り組むことは

取り組むんだけど，切ってく削ってくというものが少ないからね，働き方改革だ

何だかんだって言ってても忙しいままなんだよね。そのへんこういつも何か良い

案はないかなと思っていたんで話しました。以上です。 

茅根教育長  はい。ありがとうございました。他によろしいでしょうか。 

では続きまして，「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  （７月定例会について日程調整） 

茅根教育長   それでは，７月定例会については７月２４日水曜日午前１０時より開

催することでよろしいでしょうか。 

  以上をもちまして，常陸大宮市教育委員会６月定例会を閉会いたします。 

 

（閉会：午前１１時２６分） 


