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常陸大宮市教育委員会１２月定例会議事録 

 

１ 会議の名称 常陸大宮市教育委員会１２月定例会 

２ 開 催 日 令和元年１２月２５日（水）午前１０時００分から 

                                         午前１１時１８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 生天目 茂 

委  員     星野 幸子 

委   員     諸澤 信子 

委  員      本 勇夫 

  （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６１号 教育長報告について 

報告第６２号 令和元年第４回常陸大宮市議会定例会一般質問について 

報告第６３号 令和元年度就学援助申請に伴う児童生徒の認定結果について 

報告第６４号 指定学校の変更許可について 

 報告第６５号 工事請負契約の締結について 

６ 議 案 

議案第３９号 専決処分の承認を求めることについて 

        （議会の議決を経るべき事件の議案について） 

議案第４０号 専決処分の承認を求めることについて 

        （辞令の発令について）   
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議案第４１号 常陸大宮市公民館検討委員会設置要綱を廃止する訓令の制定に 

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 

    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  なし 

１１ 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１２月定例会を開会いたします。 

（午前１０時００分開会） 

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６１号教育長報告とな

りますので，私の方から報告いたします。 

    1点は昨日，２学期が無事終了しました。どの小中学校も何事もなく過ごせた

という連絡を受けております。それから，インフルエンザ流行で学級閉鎖，大宮

小，大宮北小，村田小，上野小，明峰中でも学級閉鎖がありました。今後もイン

フルエンザの流行が心配されますので，しっかりと対応していきたいと思ってい

るところでございます。 

    ２点目として，パラオ共和国とのホストタウン交流として，スカイプを活用し

たパラオと常陸大宮市の小学校の交流ですね。２月に予定しております。本年度

はモデル的な取り組みとして，大宮西小学校に行ってもらいます。これは，政策
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審議室と教育委員会による連携事業でありまして，スカイプはテレビ電話のよう

なものですね。それぞれペリリュー小学校と大宮西小学校の児童同士のコミュニ

ケーションを図り，これまでの外国語学習の成果を発表するとともに，異文化理

解や国際交流促進が期待できると思っております。 

３点目は市の人事異動です。令和元年１２月１７日付で人事異動がありました。

文化スポーツ課国体推進室の飯塚室長が，市民生活部生活環境課長に昇格しまし

た。それから同じく教育委員会の鴨志田主幹も同行しました。それから，文化ス

ポーツ課国体推進室の砂川主査が国体推進室長に昇格されました。このような人

事異動がありました。 

それから，４点目の教員の人事関係なんですが，本年度の定年退職者は，校長

３名，教諭は栄養教諭含めて小学校７名，中学校３名となっております。そのう

ち勧奨退職者は２名でございます。それから１月１８，１９日に行われます管理

職登用ですね。現段階では校長が５名となっております。昨年，合格している，

昇任を待っている先生が１名おります。また，副校長受験者が１名，教頭受験者

は非常に多くて１０名おります。以上が登用関係でございます。今年もかなり厳

しいと予想しております。 

以上でございます。何かここまでの件でご質問はございますでしょうか。 

生天目委員  登用の試験はいつだっけ 

茅根教育長  １月１８日と１９日です。宜しいでしょうか。 

続きまして報告第６２号令和元年第４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６２号について説明】  

茅根教育長          【報告第６２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  よろしいでしょうか。岡崎欣也市議の質問の中で，水洗トイレ，ウォシュ
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レットを付けるか付けないかということなんですけど，これは，必要性を訴える

声というのが上がったからこそ岡崎欣也議員が質問されたんですか。そういった

アンケートなり何なりというのは教育委員会で実施されておりますか。 

大町教育部長  教育委員会からは特にアンケートは実施していないです。議員から，

他からというようなことは伺っておりませんが，どなたかからの要望があったか

どうか，そこまでは分からないですね。ただ，やはりウォシュレットは行政のこ

ういうところでもどんどん付けてるのではないかということで，学校はどうなん

だと。私も学校の実態は分からなかったのですが，教職員のところは付いている

んですかね。児童生徒のところは付いてないので，全部が全部という訳にはいか

ないとは思うんですが，事務局内部で相談をしまして，仮に男女１か所くらいず

つですとか，何か案があれば，子供のためにも改良するのが良いのかなというの

は内部で相談したところなのですが。戻りまして，どなたからか，そういう声が

あったというのは聞いていないです。 

星野委員  そうですか。例えば，ウォシュレットがないと排便できない子供もいると

思うんですね。それくらい，本人にとっては緊急性を要するみたいで。ちょっと

アンケートなり何なりを，親御さんを含め，取った方がいいのかもしれないです

よね。それで，もちろん学校には生徒用の１か所くらいずつあればいいと思うん

ですけど。なぜかというと，１台設置するにしても４万円近く，そんなに良くな

いものでも工事費含めかかるものなので。ですから，そうすると各学校に男女１

か所ずつ全学校に入れるとなると，それなりの予算計上もしてかないといけない

と思いますし。よろしくお願いいたします。 

大町部長 コンセントと，それから配管の関係がありますから，まずは早急に学校に調

査をしていきたいと考えております。 

あと，先程の説明で抜けてしまいましたが，学校についてはすべて水洗トイレ

でございます。ただグランドの外れにあるのとプールについては，一部水洗では
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ないところもございますが，その他は水洗でございますので，そのようにお答え

させて頂きましたのと，洋式と和式の比率でございますが， 和式が２１．５％，

洋式が７８．５％で，洋式のトイレですと，全部の小中学校で３４４か所ござい

ます。なので，全部が全部という訳にはいかないと思うのですが，早急にまず調

査をしてみることかなと思います。以上です。 

星野委員 ありがとうございます。 

茅根教育長  他にいかがでしょうか。 

星野委員  あともう１つ，先ほど黒部博英議員のホストファミリーのバラつきについ

てのことなんですけど，指摘があったからだと思うんですが，教育委員会がどう

こうできる問題ではないですから。 

大町教育部長  ホストファミリーにかなりの差が開いてしまったというか，そういう

ことがあったので。 

星野委員  ３つのハイスクールがありますよね。そこの中の生徒さんのお宅ではない

んですか？ 

大町教育部長  その生徒さんのお宅です。 

星野委員  ですよね。 

大町教育部長  色んな家庭があるだろうと。その辺はある程度のところを，というこ

とで，家庭の調査はできないという話はしたんですが。そういうことです。 

茅根教育長  前話したように，持って行ったお土産を開けてくれなかったと。それと，

シャワーが水だったと。その家のことを言っているんですよ。 

星野委員  そういうことなんですね。 

私はテキサスにホームステイしたことがありますが，最初の家庭はそこの市長

さんをやったことがある家庭だったり，あと老夫婦の家庭だったり，母子家庭で

お母さんとお子さんっていう家庭もありました。でも，三者三様の家庭を見れた

からこそ私はすごく良かったなと思っていますし，やっぱり生活を見るって大切
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なことな   ので，その家の生活レベルがどうかではなく見て欲しいなって思

うんですけどね。 

茅根教育長  どうでしょうか。 

生天目委員  現実的にはどういうことを期待したのか知らないけど，質問する側の方

ですでに難しい問題だって認識しているような気がするんだよね。家庭の状況で

すからね。でも，受け入れるっていうことで名乗り出た家庭だから，ある程度バ

ラつきっていうのは多少あってもやむを得ないんじゃないかな。ここにいる家庭

が十何件あったとしても，これが同一っていうことはあり得ない訳ですから，こ

れは難しいと思うんです。 

𣘺本委員  私の関係した生徒の家では，受入れの方で母子家庭だったんですが，「う 

   ちはトイレが洋式じゃないんですよ，これ直さなきゃならないですかね」ってい

うことがあったんです。なので，「日本に来るんですから，和式のも，不自由な

時には近所とかその辺も手配はしておくにしても，そこまでやる必要はないんじ

ゃないの」っていう話をしたんですが，それだけの差はあると思うんです。です

から，今回の場合にしても，行く為の事前指導で，やはり行く前から，そういっ

た差は家庭によってはある，そういったことも経験の１つだっていうようなこと

も事前指導するようなことで進める，これを改善というのはなかなか難しいとこ

ろでしょうから，そういう指導をしながらって形になるんじゃないかなと思って

聞いていたんですが。 

茅根教育長  そうでしょうね。 

生天目委員  別な件で，不審者情報の話があったんですけど，防災無線って話があっ

たんですけど，これよくよく考えないと，やたら煽り立てることになりやしない

かっていう懸念もあるので，防災無線の使用については，本当に情報が確実で危

険性があって緊急性を要するものって条件を付けないと難しいと思います。もし

誤った情報が防災無線で流れて広がったりでもしたら，それこそ混乱を招くんじ
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ゃないかなと。そういう危険はありますね。 

大町教育部長  市民部の方では，ひばりくん防犯メールっていうんですかね，警察署

で配信している，情報メール一斉配信サービスをご利用頂きながら，現在の小学

校の下校状況や課題等について教育委員会や学校等と調整し，防災無線が子供た

ちの安全を守るうえで有効且つ効率的な手段であるかどうか検討してまいりま

す，というふうに回答しております。防災無線で流すのを検討するのではなく，

その前の段階を検討しているというようなイメージです。今生天目委員さんから

あったように，全てを流すのはどうかなと思います。 

茅根教育長  宜しいですか。では，他にないようですので，次に移ります。 

報告第６３号令和元年度就学援助申請に伴う児童生徒の認定結果について，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６３号について説明】 

茅根教育長  報告が終わりました。質問があればお願いします。 

 宜しいですか。では，続きまして報告第６４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６４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。 

 それでは無いようですので，続きまして報告第６５号工事請負契約の締結につ

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６５号について説明】 

茅根教育長  報告が終わりました。質問があればお願いします。 

生天目委員  １点確認なんですけど，旧一中の校舎があった方ですよね。 

諸澤学校教育課長  はい。そうです。1段高くなっているところです。 

茅根教育長  他に無いようですので，報告は以上となります。 

  続きまして，「日程３ 議案」に入ります。 



8 

 

議案第３９号専決処分の承認を求めることについて（議会の議決を経るべき事

件の議案について）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３９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。 

それでは無いようですので，採決に移ります。 

    議案第３９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３９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４０号専決処分の承認を求めることについて（辞令の発令

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４０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。 

無いようですので，採決に移ります。 

    議案第４０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４０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４１号常陸大宮市公民館検討委員会設置要綱を廃止する訓

令の制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。 

木村生涯学習課長   【議案第４１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。 

では，無いようですので，採決に移ります。 
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    議案第４１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４１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] 

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。 

茅根教育長   特に無いようですので，（２）その他について，事務局であり 

ましたら，お願いします。 

木村生涯学習課長  [美和公民館の休館について説明] 

茅根教育長   他にございますか。 

諸澤学校教育課長  [臨時スクールバスの運行について説明] 

茅根教育長   他にございませんか。 

では，続きまして「日程６次回の定例会の日程について」，お願いいたします。 

学校教育課長  （１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２年１月２４日金曜日，午後４時より開

催することといたします。 

  以上をもちまして，常陸大宮市教育委員会１２月定例会を閉会いたします。 

 

（閉会：午前１１時１８分）  


