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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 令和２年２月２５日（金）午前１０時００分から  

                                        午前１１時３７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        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６号 教育長報告について 

報告第７号 令和元年度就学援助申請に伴う就学予定者の認定結果について 

報告第８号 指定学校の変更許可について 

６ 議 案 

議案第４号 議会の議決を経るべき事件の議案について 

 議案第５号 常陸大宮市スポーツ推進審議会委員の解職について  

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 
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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２月定例会を開会いたします。 

（午前１０時００分開会） 

本日の出席者は３名です。星野委員が欠席となっております。過半数に達して

おりますので会議は成立いたしました。 

本日の議事録署名人の指名を行います。議事録署名人に諸澤信子委員を指名い

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，「日程２報告」を議題といたします。報告第６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。 

    まず，２月１９日の市の教育振興大会ですね，大変お世話になりました。あり

がとうございました。アトラクションは４つの個人・団体が出たんですが，個人

個人に特色があって今年は良かったんじゃないかなと思いました。それから，２

月２日にいばらきっ子検定と駅伝が行われました。大宮二中の子ども達が代表で

出場しましたが，茨城の検定はなかなか面白かったですね。駅伝では天気も良く，

最後まで諦めずに走っていて大変良かったなと思っております。学校の先生達の

サポートも素晴らしかったと思います。 

 それから，来年度の予算関係なんですが，正式には議会の決定で決まるんです

が，１番のＱＵテスト，今年は２回に分けて実施できるように予算化いたしまし

た。やはり１回だけでは追跡ができませんので，２回やるということで進めまし

た。それからＧＩＧＡスクールなんですが，ＧＩＧＡスクール構想を受けて，こ

れは文科省ですね，国から補助金を受けて，ゆくゆくは１人１台のタブレットを
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導入する予定であります。まず来年度は本線ＬＡＮの整備から行う予定でありま

す。かなりのお金がかかります。億ですね。公務支援システムは令和３年度から

使用できるように進めております。特に先生方あるいは事務の先生方の要望が高

かったものですから，導入に向けて計上しました。 

 それから，人事なんですが，大体人事は固まりました。 

 それから，みなさんご周知のとおり新型コロナウイルスの対応です。連休前に

草案は作ったんですが，大宮西小の校長先生と色々と話し合いまして，連休明け

でもいいでしょうということで。それからもう 1つは，県のコロナの関係の保健

体育課が連休前にチャートを出すと言ったんですが，そのまま来なかったもので

すから，今日，各学校に送付しました。小中学校と幼稚園宛てなんですが，内容

につきましては，手洗いと咳の感染対策を十分徹底してくださいというものと，

それから，教室の換気，空調の調節をしなさいということと，大勢が集まる学校

行事等は十分検討するようにということなんで，今日，校長会長名で各小中学校

に送ったんですが，学期末の学年懇談とか，児童参観とか，その辺の自粛をお願

いしました。それから，３７度５度で４日の熱が続く場合なんですが，おそらく

我々の判断では，４日も待たないと思うんです。保護者はね。すぐ病院に行くと

思いますので。県の目安がそれということで。あと，停止ですね。欠席じゃなく

て，出席停止で処理しなさいという方向で指導しております。 

 以上でございます。今までの点で何か質問等があればお受けいたします。 

生天目委員  なかなか難しいね。 

茅根教育長  近隣の市町村の動向も見ていきながら検討したいと思うのですが。 

     他に宜しいでしょうか。 

     では，続きまして，報告第７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。 

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  報告が終わりました。質問があればお願いします。 

茅根教育長  宜しいでしょうか。 

続きまして報告第８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８号について説明】 

茅根教育長  説明が終わりました。質問等があればお願いいたします。 

生天目委員  １番の子って，野上ですよね。これ，理由は分かったんですけど，野上

から大宮中にどう通うの？ 

諸澤学校教育課長  はい。通学方法については自転車で通学ということで申請が出て

います。 

生天目委員  自転車ですか。 

諸澤学校教育課長  はい。 

生天目委員  そうなってくると，これ遠距離の対象になるんだっけ？こういう場合に

はならないような気がするんだけど。 

諸澤学校教育課長  遠距離通学は６キロ以上ということで補助金を出しているんで

すが，指定校変更した場合につきましては，現在，指定校変更した場合でも支

給しているというのが現状です。 

生天目委員  指定校変更でも出しているんだ？何か私は変な気がするんだよね。指定

校変更って親が送迎するのが原則でスタートしているはずなので，そこに遠距

離の補助を出すっていうのは変なような気がするんだけど。まぁ人情的に

は・・・。でも，それ１回どこかで考える必要があると思いますよ。それで質

問したんですけど，親の都合で指定校変更やっておいて，遠距離通学の補助を

もらうっていうのは，私は厳密に言えばちょっと違うかなって。親が本来送り

迎えするからってことで，許可するんだと思うんですよね。だからその辺を，

指定校変更した時に確認する必要があるかなと思うんです。ただ，現在支給し
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ているとなると，どこで切るかというのは厳しいね。分かりました。現状とし

てはそうなのね。 

諸澤学校教育課長  はい。今現状としては支給しておりますので，今後検討してまい

りたいと思います。 

茅根教育長  他にどうでしょうか。宜しいでしょうか。 

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 議案」に入ります。 

議案第４号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４号１について説明】 

木村生涯学習課長        【議案第４号１について説明】 

皆川次長兼文化スポ―ツ課長   【議案第４号１について説明】 

諸澤学校教育課長        【議案第４号２～４について説明】 

木村生涯学習課長        【議案第４号４について説明】 

皆川次長兼文化スポーツ課長   【議案第４号４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。 

生天目委員  説明されたとおりなんだけど，ＰＣＢのあれがあったのが。やっと予算

化されたようで。ＰＣＢを取り外したのは，俺が教頭時代なんですよ。それで，

学校に保管しろっていう当時の指示だったんですけど，どこに置くか色々悩ん

だんですけど，あれから思うと大分変わっているので，各学校でＰＣＢの保管

場所を知っているかどうか。 

諸澤学校教育課長   今，明峰中学校等，学校の方も全部集約しておりますので，そ

れを全部業者に見積りを取って，委託料等を計算してもらって，処理費も全部

計上しています。 

生天目委員  分かっているならいいんだけど。あの頃は代が替わっってそんなに間が
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空いちゃうと分からなくなっちゃうぞと言ったんだけど，分かっているならば

結構です。それと，あれはどう処理するの？これは業者の問題なの？ 

諸澤学校教育課長  結局ＰＣＢの場合は処理するところが北海道しか無いので，そこ

に持っていく・・・。 

生天目委員  要するにここから無くなるということですね。 

諸澤学校教育課長  はい。ここから全部委託して。 

生天目委員  市役所のも入ってるもんね。市役所のＰＣＢも。 

諸澤学校教育課長  市役所のも入っていると思いますが，今回は学校の方で。市役所

のも持ってきています。 

生天目委員  多分市役所のも処理した方がいいよ。倉庫にあるから。ちょっとそれが

気になっただけです。 

諸澤委員  今まであるってこと自体が驚きですね。もうとっくに処理されているのか

と思ってましたから，えって感じがしました。 

生天目委員  ＰＣＢはね，なかなか難しいんです。 

橋本委員  明峰中の入口のところのプレハブ小屋というか，プールの脇のところだけ

で収まっているんです。 

諸澤委員  あれがそうなんですか。 

諸澤学校教育課長  あと山方の公民館のところにも。 

橋本委員  そこにもあるんですか。そこに各学校のものは収まっているんですか？ 

諸澤学校教育課長  はい。収まっています。 

橋本委員  大体，階段下の倉庫に置いてあったんですよね。 

生天目委員  でもよく忘れずに，思い出してくれて。 

諸澤学校教育課長  ＰＣＢについては，毎年環境推進の方で，置いてある学校につい

て，必ず管理の元という指導が入っていたんです。管理人を養成するには研修

会に行かないといけない。研修会も，東京とか遠いところでしかやらない研修
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会なものですから，また，水戸であっても先生の都合が合わない場合には参加

できないこともありまして，なるべく早く処理したかったものですから。 

生天目委員  いずれにしてもやって頂くことは非常に良いことですよね。 

茅根教育長  他にありますでしょうか。 

橋本委員  いいですか。今回，気温が高くなって温暖化の関係で各教室には冷房が入

ったと思うんですが，この資料の６７ページにも大宮幼稚園の空調施設が入っ

たっていうのがありましたけれども，実は私，二中が最後だったんですが，あ

そこの音楽室は防音教室になっていると思います。ですから，あそこは冷暖房

完備じゃないと，音楽の指導の先生から，夏場，窓も多少は開けられるけれど

も，防音の為に窓の量が少なかったりということで，冷房が効いてない状況で

活動しているんだって聞いているんですけれども，そのあたりの見直しみたい

なことをどこかでされるとか，予算計上なんていうのはあるのか，もしかした

らもうできているのかもしれないと思っているんですけれども，いかがでしょ

うか？ 

諸澤学校教育課長  冷暖房の導入についてなんですけれども，今年度から導入できる

ように進めてきた訳なんですけれども，こちらにつきましては普通教室，子供

たちが１番学校の中で生活する時間が長いところということで，今回普通教室

に導入したところなんですが，特別教室の導入についてもやはりご意見は伺っ

ているところはあるんですけれども，今のところはまだ特別教室までの計画は

ない状況で。来年度，人数の関係で普通教が増えるといったところについては，

改めて工事で設置する予定ではございますが，特別教室での対応については今

のところ計画はございません。 

橋本委員  というのは，一般特別教室とその防音設備が入った教室との違いが，ただ

特別室枠で，本当にそれでいいのかなって気がしているものですから。そのあ

たりなんです。ただ特別室だっていうことだけで分類しちゃったんでは，特別
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室でもこんな風にたくさんの窓があって外気の空気を送り込むことができま

すよね。ところが，防音となるとかなり密閉度が高いですし，できないと思う

んです。ですから，そのあたりの定義付けがただの特別室でどうなのかなと。

色んなところで話し合いをしてもいいんじゃないかなって思っているんです

が。 

諸澤学校教育課長  今ご意見頂きましたので，特別教室の在り方や全体につきまして

も今後協議するところがあると思いますので，そういったことにつきまして協

議・検討をしてまいりたいと思いますので，宜しくお願い致します。 

橋本委員  宜しくお願いします。 

茅根教育長  今後検討ですね。 

他にいかがでしょうか。宜しいでしょうか。 

では，無いようですので，採決に移ります。議案第４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４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５号常陸大宮市スポーツ推進審議会委員の解職についてを

議題とします。 

地方教育行政の組織及び運営に関する法律の第１４条第６項の規定により，自

己の一身上に関する事件については，その議事に参与することはできないことと

なっておりますので，橋本委員の退席を求めます。 

        （橋本委員退席） 

それでは，議案第５号について事務局の説明をお願いします。 

皆川次長兼文化スポーツ課長   【議案第５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，質問等があればお願いします。 
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生天目委員  任期はどれくらいだったの？ 

皆川次長兼文化スポーツ課長  任期は来年の３月までです。あと１年とちょっとござ

います。 

    補足ですが，現在委員が１４名おります。１５名以内ということで，１４名委

嘱しておりまして，橋本委員が抜けると１３名ということなりますが，１５名以

内ということで，特に大きな問題はないだろうということで，そのまま解職のみ

で，今のところ補充ということは予定しておりません。 

茅根教育長  宜しいでしょうか。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５号につきましては，原案のとおり可決といた

します。 

    ここで橋本委員の退席を解きます。 

          （橋本委員入室） 

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] 

皆川次長兼文化スポーツ課長   [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。 

   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。 

学校教育課長  ［卒業式・入学式の出席校の割り振り，辞令交付伝達式の役割につい

て説明］ 
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生天目委員  辞令交付式の割り振りは，去年やったのを大体逆にして割り振ってもら

えれば。 

諸澤学校教育課長  では，こちらで割り振らせてもらって宜しいですか。 

諸澤委員  はい。いいです。 

生天目委員  はい。結構です。 

諸澤学校教育課長  では入れ替えるということで割り振らせて頂きます。 

茅根教育長  続きまして「日程５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  （３月臨時会及び３月定例会について日程調整） 

茅根教育長   それでは，３月臨時会は令和２年３月１６日月曜日午後４時より，定

例会については３月２６日木曜日午前１０時に開催することにいたします。 

 以上をもちまして，常陸大宮市教育委員会２月定例会を閉会いたします。 

 

（閉会：午前１１時３７分） 

 


