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常陸大宮市教育委員会９月定例会議事録 

 

１ 会議の名称 常陸大宮市教育委員会９月定例会 

２ 開 催 日 令和元年９月２５日（水）午前１０時００分から 

                                        午前１１時０９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 

生涯学習課長      木村 隆弘 

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５０号 教育長報告について 

報告第５１号 令和元年第３回常陸大宮市議会定例会一般質問について 

報告第５２号 指定学校の変更許可について 

報告第５３号 工事契約の締結について  

６ 協 議 

協議事項７  おがわ幼稚園について 

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 
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    文化スポーツ課 

 （２）その他 

１０ 次回の定例会日程について 

１１ 閉 会 

１２ 傍聴人の人数  なし 

１３ 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９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

のとおりでございます。 

それでは議事に入ります。はじめに，日程２報告を議題といたします。報告第

５０号教育長報告になりますので，私の方から報告いたします。 

1点目は，９月７日の中学校の体育祭，大変お世話になりました。ありがとう

ございました。暑かったと思うんですが，私も山方中学校から明峰，それから大

宮中，二中と回りました。二中では，ちょうどお昼頃だったんですが，男女のリ

レーで３年生の女の子がぶつかってしまってしまいましてね。痛がっていたので，

救急車を呼びまして搬送したんですが，打撲ということでした。 

それから２学期の児童生徒の様子ですが，どの学校も落ち着いて生活している

ようです。 

それから，第３回議会定例会でございますが，後で部長と私の方から説明しま

すが，部長は９本，私は８本質問がありました。詳細は後ほどお話しします。 

それから，台風１５号，大変気をもんでいたんですが，最初２時間遅れで各小

学校に通知したんですが，中学校は代休だったので問題なかったんですが，台風

の動きによると，朝６時頃こちらを通るので，３時間遅れで対応しました。那珂

市と水戸市と城里と東海に当たったんですが，決まるのが遅いので，私どもはス
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クールバスとか色々ありますので，早めに処理しました。 

それから，大宮小の樹木の倒木とか，上野小の体育館と山方南小の２校は雨漏

りがありました。横殴りのかなりの雨だったのですが，児童生徒の怪我というの

はありませんでした。 

それから，皆川次長からこの後詳しく説明があるかと思いますが，９月２９日

から国体が開始されます。 

それから，高円宮様がここで休憩されまして，１１時頃から約１時間，競技

を観覧されます。以上です。 

報告が終わりました。質問があればお願いします。 

 無いようですので，続きまして報告第５１号令和元年第３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。 

教育部長          【報告第５１号について説明】  

茅根教育長          【報告第５１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。 

星野委員   １６キロの子はどうやって来ているんですか？ 

諸澤学校教育課長  基本的にはこちらが把握しているのは自転車ということになって

いますけども。 

諸澤委員  昔は山方の中にお家借りていましたよね。久隆の奥の人達は通えないので，

お家を借りて下宿していました。だから大変ですよね。 

内田委員  通うと帰りが大変だよね。 

諸澤委員  そう。しかも坂道ばかりだし。 

茅根教育長    他にいかがですか。 

生天目委員  一つ良いですか。最初の金子議員の問い合わせがあったかどうかってい

う質問なんですけど，誰からのっていうのがちょっと分からなかったんですけ

ど。質問の意味が良くわからなかったんだけど。 
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大町教育部長  ここについては，議員さん，地方議員さんも含めて，学校給食センタ

ーに関して何らかの問い合わせがありましたか，というようなことです。何の

問い合わせかというのは，工事に関してなんですけど。 

生天目委員  常陸大宮市の議員とは限らないんだ。 

大町教育部長  ええ。広い意味でということでした。教育委員会にはありませんでし

たという回答でした。 

付け加えますと，市議会議員の方には，給食センターは８件に分けて発注を

しまして，現在３件の議決をいただいていますということをお話ししました。 

茅根教育長  宜しいでしょうか。では，次に移ります。 

報告第５２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５２号について説明】 

茅根教育長  報告が終わりましたので，ご質問があればお願いします。 

宜しいでしょうか。 

では，続きまして報告第５３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５３号について説明】 

茅根教育長  報告が終わりましたので，ご質問があればお願いします。 

内田委員  ありません。 

茅根教育長  宜しいですか。無いようですので，報告は以上となります。 

続きまして，「日程３ 協議」に移ります。 

協議事項７おがわ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

いたします。 

諸澤学校教育課長  【協議事項７について提案・説明】 

茅根教育長  今の説明でご質問があればお願いいたします。 

生天目委員  緒川はなかなか数がいないので，厳しい現実はあるなというふうに思う
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んですけれども。本当は安いから公立が良いっていう側面があったんですけど，

国の政策が行ったり来たりしていてね，今度は無料化になりますけど，緒川の様

子を見ても，存続していくならば認定こども園の方向でしかあり得ないかなって

思います。認定園の在り方そのものも十分検討する必要があるんですけれど，大

枠に言えば認定こども園の方向で，私立と公立の差が求められるかもしれません

けど，方向性はそういう方向かなと思いました。 

茅根教育長  はい。ありがとうございました。他にどうでしょう。 

内田委員  同じ意見です。 

星野委員  働く親から見れば，やはり保育所に入れざるを得ないっていうところです

よね。ただ，教育を受けさせたいっていう思いがあるから，できれば認定こども

園にして，預かり保育なり延長保育なり，ちゃんと充実していると助かるなって

いうのが親の正直な希望なんじゃないかなと思います。 

諸澤委員  難しいですよね。 

内田委員  でもやっぱり流れとして，親は働く人が多くなってきているから，保育園

的な長時間保育，それとともに少し高度な教育ということで，幼稚園的なもの。

そうすると認定こども園的なものになってくるんじゃないかなと。美和がそうな

る，緒川も，いずれ大宮もというふうな方向で，どんどん進めていっていいんじ

ゃないかなとおもうんですよね。そして，私立との兼ね合いがあるってことも予

想されるけれども，やはり公立は安いとか，私立よりもメリットがある。 

    給食費，これは中学校の給食費よりも高いですよね。 

諸澤学校教育課長  高いですね。中学校では３，９００円，市の幼稚園は３，４００

円になっています。それから比べると，倍以上になっています。保育所ですと，

給食費とおやつ代が入っているかと思いますが。 

この間，美和幼稚園と美和保育所の今後の方向で，地元の説明を行ったところ

なんですけれども，その中で認定こども園の地元の合意という形でいただいたん
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ですが，その中で給食費については，市としましては３，５００円ということで,

保護者の方には説明をしております。 

内田委員  じゃあ，魅力的じゃないですか。 

茅根教育長  宜しいでしょうか。 

では続きまして，「日程４ 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] 

諸澤学校教育課長        [教育委員の予定説明] 

茅根教育長  今までの点につきまして，何かありますか。 

内田委員  行事関係ではないんですけど，１１月２日に，山方中学校の５０周年記念

式典があるということなんですが，予算の方はどうなっているかわかります？ 

諸澤学校教育課長  山方中学校の５０周年記念事業につきましては，学校単位で実施

しますので，こちらの予算の内容につきましては把握していないです。 

内田委員  市の方から出すとかいうのは全然ない？ 

諸澤学校教育課長  昨年ですが，御前山小学校でも創立１０周年事業，あるいは，今

年大宮西小学校でも創立４０周年事業を実施しております。その際にも，市か

らの出資は行っておりませんので，今回も同じような形を取らせていただけれ

ばと，各学校の方で実施するような形でお願いしたいと考えております。 

内田委員  今日の新聞にも，大子中学校５０周年記念，大子西中３０周年という記事

が出ていました。５０周年とか１００周年というのは，１つの区切りとして大

事な区切りになるのかと思っています。以前どこかの５０周年でもお金が無く

て出していただいたっていう記憶がある気がするんですけれども，それはそれ

として，山方には寄附があったじゃないですか。そういう山方に寄附がありな
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がら，結局市の方に入って，山方に欲しい物あるかって聞いて，吹奏楽の楽器

とか買うみたいですけども，急に言ったってなかなか使えるものではないし，

使いにくい物があるかなと。そういう意味では，前に言ったように，５００万

円なら５００万キープしておいて，５０周年とか急に必要になった時，そうい

うのに当てられればいいんじゃないかなと。前回は５０周年までは考えてなか

ったんですけども，そういうことがあるんだから，何か配慮してあげられない

かなと思うところです。 

星野委員  宜しいですか。例えば，県立高校として何十周年記念があるとしますよね。

基本はＯＢたちが寄附を出し合って，その周年事業を行うためのお金というの

を集める。ですから，山方中であっても，山方中のＯＢ，卒業生たちが実行委

員会を作ってやっていくというのが本来の形ですよね。 

諸澤学校教育課長  寄附者の方が，そういった「物」で，形に残る物でという希望し

たいということなので，寄附者の意向も考慮される部分がありますので，ご理

解いただきたいというところがあるんですが，また，星野委員さんからありま

したように，それぞれの学校で実行委員会等を決定してやっていただける中で，

５０周年記念式典につきましては相談を受けていないところではあったんです

が，それぞれの学校で今まではやっていたところがあったものですから，そう

いった形での運営をお願いしたいというところでございます。 

茅根教育長   あと，高校は，同窓会の会長がいますけど，中学校ではないですから。

その組織は難しいですよね。 

星野委員  地元に密着しているので，その地域からっていうことも十分あり得ますよ

ね。 

茅根教育長  学校の意向としては，あまり大きくやれないと，そういう考えなんです

よね。 

星野委員  この間，山方中学校に行ったときに，自分たちがどんなふうに活躍できる
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人材か，それこそ郷育立市を体現しているっていうところのセミナーなり何なり

やりたいっていう話をしてきたんですけれども。だからそういうことで全然十分

オーケーだと思うし。 

内田委員  何とか出してあげられないんですか。 

星野委員  大変ですよ。１校出しちゃったら，あとは全部になりますよ。 

内田委員  そういう例外を作らないっていうようなことも一理はあるけれど，山方の

ためにって出してくれてくれているので。 

上手な使い方っていうのをさせてあげないと，いかがなものかなって私は思う

んですけれども。寄附者の意向としては，もちろんね，何か形に残る物っていう

こともあるんだろうけれども，基本的には山方の中学校，小学校にっていうこと

だと思うんですよね。だから，それはもう少し活きるような使い道ができるとい

いなと思うんですよね。それは上に立つ人の思いやり，配慮かなと思うんですけ

れども。 

諸澤学校教育課長  寄附していただく際に，一応こちらで書き出して，学校ではこう

いうのを買いたいっていう要望がありますよって書いて，それを寄附者の方に話

しをして，了解をもらうっていうところではあるんですけれども。 

内田委員  それは最初の１回だけでしょ。その後，また状況が変わったり，５０周年

やる。その時に金が無いんだ。そしたら９００万円にして，１００万円はこうっ

て上手に配慮してあげた方がいいんじゃないかなと思うんですけれども。 

茅根教育長   貴重な意見ありがとうございました。 

    では，（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     【 大宮北小学校の学級編成について説明 】 

生天目委員  たぶん適正配置を作った時点で，本当は大賀小含めて３校でというのが

最初の目論見だったんですけれども，一気に３校はというのがあったんで，いず

れこういうふうになるだろうというのはあの当時から予測されていたんですよ
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ね。だからそういうことを踏まえて，そうなってきたらもう１回再編する見方を

考えなきゃいけないってあったと思うんですよね。だから，今出てきたんじゃな

くて，計画を立てた時点からそういう目論見というかがあったと思います。 

星野委員  一中学区ということですか。塩田，玉川，大賀。 

生天目委員  そうです。適正配置そもそもが，複式学級を避けようってことでやった

事業だから，複式が出てくるとまた考えるっていうのがあるんだよね。 

諸澤学校教育課長   大宮北小学校もまだ統合して何年も経っていないので，１０年く

らいなので。そういったことも配慮しながら・・・。 

茅根教育長  わかりました。言っておきます。 

宜しいでしょうか。それでは「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  [１０月定例会について日程調整] 

茅根教育長   それでは，次回定例会は令和元年１０月２５日金曜日，午前１０時より

開催することでよろしいでしょうか。 

茅根教育長  以上をもちまして，常陸大宮市教育委員会９月定例会を閉会いたします。 

 

（閉会：午前１１時０９分） 

 


