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常陸大宮市教育委員会第３回臨時会議事録 

 

１ 会議の名称 常陸大宮市教育委員会第３回臨時会 

２ 開 催 日 令和２年５月１８日（月）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        諸澤 信子 

委  員        星野 幸子 

委  員         橋本 勇夫 

  （２）事務局及び説明者 

教育部長        大町 隆 

次長兼学校教育課長   諸澤 正行 

生涯学習課長      木村 隆弘 

文化スポーツ課長    石井 聖子 

指導室長        関 美智子 

学校教育課課長補佐   森田 浩行 

 

５ 議 案 

協議事項第４号 学校の臨時休業に対する対応について 

協議事項第５号 社会教育施設及び社会体育施設に対する対応について 

７ 閉 会 

８ 傍聴人の人数  なし 

９ 会議の大要 

茅根教育長  ただ今より，令和２年度常陸大宮市教育委員会第３回臨時会を開会致し

ます。 

（午前１０時００分開会） 

茅根教育長  本日の出席委員は，全員です。過半数に達しておりますので，会議は成

立いたしました。 
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       本日の議事録署名人に諸沢信子委員を指名いたします。 

       それでは議事に入ります。 

       本日の会議日程は，お配りした会議資料のとおりです。 

       それでは協議事項４の学校の臨時休業に対する対応についてを議題とし

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４について説明〕 

茅根教育長 それでは説明が終わりましたので，まず１点は幼稚園ですね。教育委員会

といたしましては，５月２１日から午前中の給食は無しということで，これ

は２つの園長からも５月２１日から午前中始めて欲しいとの要望がありま

して，その要望に応えたほうがいいのかということで考えているんですが，

この 1番目はいかがでしょうか。 

生天目職務代行者 大宮の場合には，県はステージ３ということで慎重を期しているけ

ど現状はステージ１だと思うんですね。これ県南と県北でまた全然違うんで

すけど，県南だったらステージ１とは言いづらいかもしれないけど，ステー

ジ２くらいにはなるかもしれないけど，大宮の場合だったらば実情は１に近

い思うんですけどね。幼稚園の再開ということもあるんですけど，学校も同

じようにそろそろ再開しないと本当に心配だなと。もう 1 回いいますけど，

1学期は８月の２７日ということでしたけど，授業は９月までやらないと従

来の４，５，６，７の４か月でやっていた 1学期分は終わらないと思うんで

す。９月は実質的１学期の内容が続くんじゃないかなと思うんですね。話が

あちこち行くけど，幼稚園の再開は大宮に関しては再開，だから学校も基本

的には午前中登校というような辺りで進めていかないと厳しいかなと気が

する。これが私の考えです。 

茅根教育長 他に話は。 

星野委員  幼稚園の再開ということですけども，４月１０日の入園式以降登園してい
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ないということですので，これは，まあ始めた方がいいと思います。子ど

も達のためにも，親御さんのためにも，ただ，どうしても４歳児で家にず

っといて母親とずっといると中々離れがたいという。また，登園するとき

に泣いちゃったりとかいろいろそういう子達も出てくると思うんですよね。

ですから，午前中の登園で給食無しということですけども，それで時間は

少しずつ伸ばしていくというような形で慣らしていくのが一番いいのでは

と思っています。 

      資料にも小中学校の分散登校が出ていますけど，小中学校に関しては今決

めている段階がこの段階のものであればこれは無理に変えていく必要はな

いかなと思ってます。で，次回２５日にもまた教育委員会があるので，そ

れで６月以降どうするかという話も出ると思うんですけど，それでまた１

週間後の様子を見ながら決めていくという形になっていくのかなと思いま

す。で，今１学期が９月までずれるだろうと私もそれが当然と思う。授業

数が確保できてないんですから。子ども達の成長というのは早いものです

し，ですから，今年の授業は今年のうちにというのが私自身の考えている

ところです。また，いろんなところで，２学期制，前期後期制にしたらど

うかみたいな話もでていましたよね。なるだけ，授業数を確保するために，

結局９月までずれるんであればそれを前期として，秋休みを短く取る形の

夏休みは，先ほど課長から説明がありましたのは夏休みはお盆の短い休み

だけでやっていくという形ですけど，本当それでしか取りようがないと思

っています。 

      今は，現状は３学期制ですので，９月１日から２学期が始まるとしても授

業がずれこんでも当然だと思いますので，通常の３学期制でいいと思いま

すけど，秋の予定ですよね。秋もいろんな学校行事が多くあって先日出て

いた修学旅行も秋にずれ込むというお話もありましたけど，いろんな学校
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行事，また運動会も春やっていないので全部秋になるとするとそれに向け

て削られてしまう授業数をどうするのかということですとか。後，勿論今

マスク着用が求められていますので，合唱コンクールとかそういったこと

は一切出来なくなるじゃないですか。ですから，出来る行事と出来ない行

事というのをちゃんと明確に仕分けして，出来るだけ授業数を無理なく確

保する。で子ども達にとっての楽しみもそこそこ奪わないというような，

そういうカリキュラムの作り方をどんどん工夫して考えてやっていっても

らいたいなというのが私の希望です。 

茅根教育長 はい，有難うございます。他にありますか。 

橋本委員  私も生天目先生と同じなんですが，幼稚園と小学校，中学校を分けて考え

るのは何故かなと思っているんです。同じ足並みでいいんじゃないのかなと，

というのは，子ども達兄弟関係も，小学校，幼稚園関係もバスありますし，

登校関係もほとんど同じような，そういった点では同じ足並みでいいような

気がします。他のことはまた後で，まずは，第１のことということだったの

で意見を含めてそこだけ同じように思います。 

茅根教育長 はい。諸澤さんいかがでしょうか。 

諸澤委員  はい。幼稚園は私はこれでいいと思います。で，今度多分５月２２日金曜

日あたりですけども，知事が何か言うと思うんですよね。だから，それを待

って今度２５日の定例会あたりでも間に合うのかな。大筋では小学校は一応

こういう計画が出来ているのだから，これでということで進めて行きながら，

前倒しするのはいいと思うんですよね。後何日か経って知事の話を聞いてか

らでもいいのかなと思うんですけども。 

茅根教育長 はい。ただ実は校長さんに言わせると，もう６月も出してくれと言われて

いるんですよ。６月の動向を，遅いと言われているんですよ。一つ言います

と何故臨時教育委員会を持ったかというのは，私が言い忘れたんですが，市
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長より要請を受けまして，市長は６月１日から全部出来る，そういうお話で。

水戸管内の足並みを合わせるのが一つと，後，校長さん方には結局，病気で

り患するんじゃないかという気持ちもありますので，と言ったんですが，臨

時教育委員会で揉んでください，という使命を受けましてやってるんですが，

予想は２２日におそらくステージ２にするだろう，で２９もありますから，

２９に恐らくステージ１にするだろうと予想はしているんですが，それでは

もう遅いので・・・事務局案をもう 1度いいですか。 

諸澤学校教育課長 教育委員会事務局の中で打合せをしたのはですね，５月の来週２５

の週につきましては，各学校で週３日程度の登校日を設けまして，分散登校

日を設けまして授業を午前中やってはどうかというようなことを考えてお

ります。そして，また，６月１日からは給食の提供を含めまして全員，分散

じゃなくて今度は通常の登校というような形で対応しまして給食を提供し，

そこでの下校と，ですから部活動については６月の１日の週については実施

しない予定です。で，６月の８日の次の週からは通常の授業ということで，

こちらについては，ステージ１の授業を行うということで部活動も可能だと

いうような形での対応をしてはどうかということで考えているところでご

ざいます。以上でございます。 

茅根教育長 ６月の最初ですね。午前中４時限授業ですね。それで給食を提供してとい

うですね。で，校長会ですね，明峰中学校，それから大宮中学校と話し合い

はしているんですよ，今日も実はあるので，６月最初の週で部活動どうだと

言ったら，やっぱり子ども達は慣れてないから，２週目からのがいいという

ことで，ただ６月にその３年生が一切試合が出来ませんので，何かの形で残

してやりたいんだということは，そういう思いはしているんですが，そうい

うね，時期が来ればね，やらしてあげたいと思うのですが，その２週目とい

うことで，いいでしょうということで話し合いしているんですが。 



6 

 

星野委員  後は，３密対策ですよね。どのように取っていくのか，まずそれをしっか

り守ればある程度の通常の生活というのが出来るはずなので，感染防止とし

ての３密を如何に学校という集団の中で探すかということの徹底。 

茅根教育長 そうですね。はい。 

星野委員  幸いにして各学年の生徒数が少ない地域ですから，机を隣どおし着けるこ

となく，それから机ですね，よく島にして活動してましたけど，そうしたこ

とはもう一切無くやってく形にはなるんでしょうけども，そうしたことで授

業スタイルも変わってくると思うんですね。前でしたら隣どおし４人位でよ

く活動していましたが，アクティブラーニングもせっかく導入したのにちょ

っと出来なくなってきて，ずっとスクール形式で前向いたままの授業になっ

ちゃうかなっと思うんですが，でなければコの字型でも何でも机をね離しな

がら，先生が真ん中に入ってやるような形でもいいと思いますけれども，少

し距離を保ちながら楽しい授業を出来る工夫っていうのをやって欲しいで

すし，１番気を付けなければならないのが，やはり食事の時に喋るなという，

どうしてもマスクは勿論取らなきゃ食事は出来ないので，そこが一番怖いと

ころなんで，そこを徹底するということは出来るようにご指導をお願いした

いです。 

茅根教育長 はい。どうぞ。 

橋本委員  今のうちでは，２５日からの分散登校というのはこの表にもありましたけ

れども，２５日の週で分散といっても如何にも毎日やっているようだけども，

対象者は１日くらいでしょうから，分散といっても，２５日からの週の分散

登校と言ってましたよね。２５日から１回だけ出て６月１日からは午前中通

常にして給食もしてって言うんでしたらば幼稚園と同じように２１なり２

５から午前中くらいにして幼稚園と同じようにしてもいいのではという気

がするんです。で，頭の中に今予防策というのが出てますが，これは当然の
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ことで予防策はこれはマスコミを含めてやりますから，そういったことをこ

こで話し合いをするよりは，子ども達のことを考えれば，そのぐらいの登校

で，今のところ例を挙げても全く感染の経緯がないですよね。ここ２カ月間，

登校させていても，ですから予防策も大切なのことですけども，もうちょっ

と早めて６月１日に備えてもいいのではと。もう１件は，先ほど部活動の方

もありましたけど，どっちにしてもこれだけやっていない状態で６月いっぱ

いは体力づくり等だけですよ，その他は何も出来ないですよ，どっちにして

も技術的なものとかそういうのは，だから本当に短い時間で動かすことはこ

れは現場の先生がよく知っていると思うのです。だから，そんなに気を使わ

なくても出来るのではないかと思います。 

茅根教育長  今，５月の２５日あたりからということなんですが，いかがでしょうか。 

生天目委員  私個人も５月２５日から午前中だけでの登校というのは，大宮の場合は

やっていい気がする。３時間位の授業を，課題じゃなくて授業をやんない

とちょっと厳しい気がする。現状みて茨城県でも出てない。大井川さんの

判断を待ってということになるけど，県南，県西地区と県北とでは違うん

ですよね。多分，県南地区，県西地区を頭に入れるとなかなかステージ１

に持って行きづらいかもしれないんですね。段階を置いてく気がするんで

すよ。こっちはずっとコロナの騒ぎ以来無いので，那珂市も留まっている

ので，５月２１日からそろそろ子どものこと考えても午前中３時間授業位

はいいのかなって思う。大宮の場合には多くたって２クラスなんですよね。

４学級も，５学級もあるような学校はないんですよね。だから，同じ都市

部の密度と，県北地区の密度と違うんですよね。で，学校で色々配慮して

もらいながら２５日あたり幼稚園も出てんですから，幼稚園は数少ないん

ですけどね。 

橋本委員  緒川と美和だったら幼稚園より少ないんですからね。 
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星野委員  大宮中だけですよね。ちょっとね生徒数多いのは。 

生天目委員 だから時間をそういう時は短くするしかないですよね。 

橋本委員  それでも，このコロナの間隔にはなりますかね。教室ぎっしりという訳で

はないですから。 

諸澤委員  私もこれ予定表みて２５日から２９日までちょっと勿体ないなと思うん

ですよね。ここのところをこれと全く同じ訳ですよね。１週間に１回しか出

れないんだから，ここのところをもうちょっと増やして，授業数を増やして。 

茅根教育長 ここでは３時間授業やるんですよ。 

諸澤委員  じゃなくて，違う。あの，１回しか出てない訳ですよね。この子達は。 

諸澤学校教育課長  これは，現在の状況で，週３日で考えています。 

茅根教育長 週３日やります。 

星野委員  これからやるということですよね。 

諸澤委員  分かりました。 

茅根教育長 ３時間やります。正直言って水戸管内ではどこもやってないんですよ。全

部これですから。分散登校ですから。大宮だけ出来ないですよ。 

橋本委員  実はこれ（資料）こないだ話し合ってから各学校でどういう対応をしたの

かを知りたかったんで，室長に電話して用意してもらったんです。実は保護

者もピリピリしてまして，なんで，そこの地区は何回行っているのにうちは

２回しか行かないのとか，そういうのが聞こえてくるんですよ。 

茅根教育長 これはね，あの例えばね，大宮西小ですと４００近くいますから最初の 1

回目にバス通学をやったんです。２日目，３日目は地区の通学班そうしない

と，低学年帯のみの通学班になってします。そういう事情で３日やってます。

大宮小は２回班・・・ 

橋本委員  最後までいいですか，話させて，これで見てもうちの方の近くの美和や，

御前山辺りっていうのはバスの登校ですから，バスの中もそれほどではない
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って話も出てたんで，ただ２回なんです。その点，全学年が登校で大賀小辺

りになると全部で４回やっているんですよね。 

茅根教育長 大賀はね。 

橋本委員  大賀は，そうすると前回の話の中で，まあ地区によってだいぶ差はあるけ

ども，回数だけは統一してもらわないと保護者の方の不安とか色々あるから

って話がここでも出たと思ったんです。ところが，これだけの２回と４回の

倍の回数の違うような状況で，同じ市内の生徒がしかも全学年入っているの

と分散で半分ずつ出すのですと回数ぐらいは合わせて欲しかったなと思っ

ているんです。これはやってしまったことだからしょうがないんですけど，

その辺の話し合いの説明を聴きたいなと，これは後で今はこの 1，２，３番

の方が先やった方がいいと思いますから，そういうのも含めてこれあったん

です。ですから，今のところは１，２番ですよね。すみません，止めてしま

って。 

茅根教育長 そのように私の方としては，５月は３時間で３時間授業やりますから，５

月の２５日から２９日まではね。２１日からはなし。 

橋本委員  ２５日からは３時間の３回？ 

茅根教育長 ３回。 

橋本委員  を全部？ 

茅根教育長 学校によって違いますね。半日登校ですね。 

橋本委員  勿論。半日でも，午前中でも。 

茅根教育長 ２回とか，３回。大宮中は３回やるのと２回やるのと。５日間しかない，

半分登校でやりますからね。学年登校でね。で，３時間。 

生天目委員 そこが，分散っていう考え方なんだけど，単学級ぐらいのところは，５日

間出たって，その１週間問題ないと思うんだけど。じゃ，２学級のところは

５日間出ちゃ駄目なのかという判断なんですよ。そりゃ，時間短くしている
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んだから，その辺は現状考えれば差をつける必要ないんで，いいんじゃなか

なという気が私はしてんの。 

茅根教育長 はい。どうぞ。 

星野委員  ごめんなさい。この各学校によって違ってくるのは，その学校長の判断で

そうしているってことですよね。 

茅根教育長 そうです。認めましたから。 

星野委員  私は，この５町村が合併した常陸大宮にあって地域も似てはいるけれども，

全く同じという訳ではないので，各学校長の判断で分散登校や登校日の日数

が違っていてもそれは私はいいというか，仕方ないというか，学校長に委ね

たことで私はいいかと思います。教育委員会側から出すのは，とにかく工夫

して授業数を確保することを学校として考えて欲しいということで要請し

か出来ないのかなと思っているんですけど。西小と美和小を全く同じに考え

ることは出来ないじゃないですか。ましてや・・・ 

橋本委員  この話は後にしましょうよ。先に進みませんから，俺もこれは時間をかけ

てちょっと経過を聞きたいことが沢山あるんです。 

茅根教育長 その他はいかがでしょうか。５月は先ほど申し上げましたように，３時間

授業をやる。で，６月からは４時間で給食も出す。それ１週目で，２週目

４時間で給食も出す。そういうことで，いかがでしょうか。 

    （はい。の声） 

茅根教育長 後は，夏休みですね。３学期制をとっていますので，どこかで１学期は区

切りつけないといけない・・・ 

橋本委員  ちょっと，すみません。そこまでいかないで，１・２番の中でまだ，これ

いいですか。幼稚園と足並みを揃えてもってのが出てるんですけど，これは

しないってことですか？ 

茅根教育長 しません。 



11 

 

橋本委員  しない？ 

茅根教育長 はい。 

橋本委員  そうすると，２５からの方は，さっき言ったように分散登校で３時間３日

を基本とする。 

茅根教育長 はい。 

橋本委員  で，幼稚園は２１日から午前中？ 

茅根教育長 そうです。 

橋本委員  給食は無し？ 

茅根教育長 無しです。 

橋本委員  給食は６月の・・・ 

茅根教育長 ６月からですね。一緒，小中と一緒。 

橋本委員  そこは？ 

茅根教育長 小中と全部一緒になります。はい。 

橋本委員  これ，こども園もそうですか？認定こども園もそうですか？ 

諸澤学校教育課長 こども園は，併用で保育もありますので， 

橋本委員  やってますよね。 

諸澤学校教育課長 やってますので・・・ 

橋本委員  希望で大分自粛しろと言いながらやってるみたいですけど。 

諸澤学校教育課長 ですから，こちらの運営につきましては，こちらの方は該当しませ

んので。 

橋本委員  では，次の方で。 

茅根教育長 結局，お盆と少しお盆が終わってから少し休みを与えないと教員のその特

休，５日間もなかなか取れない状態じゃないですか。それなので，そこにお

盆明けてから何日か入れたんですが。いかがでしょうかね。 

生天目委員 ８月のお盆明けは，何時から再開って言ってたんでしたっけ？ 
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諸沢委員  ２０日。 

橋本委員  なんとなく私はカレンダー見てるんですけど，土曜日８月の８日から土曜

日から休みになるとして，それが１９と２０日の水木の切替えになっている

んですけども，出来れば１５日まで日曜日を含めれば１７日から再開みたい

な２週間でも教育長さんからのその考えの中に特休という感覚もあります

けども，２週間ありますからね。だから，１７日から再開みたいなでもいい

のかなと，先程からのその授業の遅れだとか，９月の動向ってのも鑑みるの

ならば，何故２０日のこの水木の切り替えにしたのかなと疑問が湧くんです

けども。 

茅根教育長 別にこれ出来ないことはない訳ではないですよね。閉庁日も入るんだよな。 

諸沢学校教育課長  一応，特休を２日間入れとけば，１１日から１４日，それから次

の１７ですか。で取れれば５日間なんですが。 

茅根教育長 ぴったり取れない人もいるだろうということで。 

橋本委員  特休はこの期間じゃなくて，期間がありますよね。決して今までの中だっ

て，実際取れていたかというと結構ずらして取ってる先生方もいましたよね。

今までも，４０何日かあってもそうだったんですから，むしろ思い切ってこ

の休み中に休んで貰えるかもしれないですよ。次の週から出るんであれば。 

茅根教育長 いかがですか？８月の１７でもいい？ 

生天目委員 ８月の第１週は暑かっぺなと思って，子ども達も，６時間かと思って。 

橋本委員  長期休業中の学習については，委員会とか校長会と相談しながらですよね。

６時間にするとか，その辺はね。天候によっても全然違うじゃないですか。 

茅根教育長 違っちゃうもんね。 

橋本委員  一昨年でしたか，３０度を超える日が続いたりとか。 

生天目委員 マスクしてちょっと動いているだけでも息苦しいよね。暑くて，これ，体

育だとかそういうのは気を付けないと・・・ 
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橋本委員  体育の場合には普通のマスクはと言いますけど，体育の時間にマスクを着

ける必要性って，また飛んじゃいますけども，あまり無いんですよね。話を

したりなんだかって飛ぶというのが防げるだけで，呼吸するのにはこれ心肺

機能を高めるためにわざわざ昔はマスクをして走るというのがあったりも

したんです。吸い込みを強くしないと入ってこないから。でも，それで倒れ

たりした人も何人もいましたよね。だから，体育の学習時間とかそういうの

に関しては，マスクっていうのは密集しているこういう話し合いの場とかそ

ういう所だと思うんですよね。実際にシルバーの方々も草刈りの作業中マス

クやっている人も一人もいません。ただ，埃だとかそういう別な意味ではあ

りますけど。 

生天目委員 原則はこれでいい様な気がするんだけども，８月の授業時間については，

再考の余地あるような気がするんだ。６時間授業って言うは机上の空論で，

現実はきついと思うよ。夏休み中の６時間授業っていうのは。 

橋本委員  その辺は，少し話し合ってもらった方がいいですよね。 

茅根教育長 はい。室長，８月の１７日っていうのはどうだい？ 

関指導室長 そうですね，２０日っていうことにした根拠は，先生達一度に夏季休暇５

日間取るというのは，なかなか難しいだろうということで，指導室の方で年

間の授業時数を６月１日学校再開ということで計算した結果，月曜日から金

曜日まで３６週から４０週取れるという計算なので，１７日からでなくても

２０日からにしても十分に３８，４０週あたり取れていれば賄えるのかなと

いうことが根拠であった訳なんですけど。 

橋本委員  これ，あれですよね。今言われたように６時間かということからすると，

かえってあの午前中の方も含めてだとこのぐらいということですよね。実数

からするとね，３５週プラスでしょうから。 

関指導室長 はい。 
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生天目委員 私は，大筋では賛同しているんですけど，現行の管理規則を生かしたまま

何とかしたいと考えると，１学期って７月３１日までじゃないですか，だか

ら，７月３１日までは１学期の何の変更もなくそのまま使えるじゃないです

か，で，８月の頭って暑いですよね。その１週無理して登校させないで，１

７日からの登校にして，２学期は８月１日からですから，実質スタートは８

月１７日にしてスタートしたらどうかなと，個人的には思う。それで，条件

１つあるんですけど，９月にさっき出た運動会をね，やりたいという小学校

の校長先生達多いという話聞いたんですど，９月の運動会は止めた方がいい

気がするですよね。それやらなければ授業は，８月１日から１６まで休んで

も取り戻せるような気がするんです。 

星野委員  運動会をもししたとしても，無観客じゃないですけど，親御さん達が見に

来れないという形にきっとなると思うんですよね。 

生天目委員 そうですよね。 

星野委員  であれば，減らすことは・・・ 

生天目委員 学校行事じゃ，さっき星野さんから出たんですけど，遠足的行事は本当に

楽しみなんですよね。だから，ずらしてもそこはだけは確保して欲しいなっ

てきがする。 

橋本委員  あまり練習しなくても済みますからね。 

生天目委員 そう。あれはないんです。だから，案としてはそういう考え方，８月の頭

は，２日，３日しか違わないので，どうかなって気がするんですよ。８月の

頭って暑いよね。 

橋本委員  １６まで休み。 

関指導室長 学校管理規則に出来るだけ則ってということで，指導室の方で考えたんで

すけれど，評価という１学期の評価ということを考えたときに，６月に学校

が再開して，そして７月末が１学期末ということになって，７月の半ば位ま
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での学習で１学期の評価を出すということが，ちょっと難しいのではないか

なというところを心配しました。通知表を配るときに，１か月半の授業で１

学期の評価を出すっていう，そこがちょっと厳しいのかなっということで８

月・・・ 

橋本委員  通知表ないところ結構増えてますからね。 

生天目委員 評価を２週間ずらしただけで出来るのかっていう，例えば，今言ったよう

に８月の７日までやったことによって評価が出来るのかっていうのもある

と思うんですけど，むしろ評価する時期を今年だけは例外的に９月にずれ込

んでもいいんじゃなかな，１学期分の評価は。 

関指導室長 市町村よっては，１学期は通知表を出さずに，２学期の通知表に１学期分

も入れて出すという市町村もあります。 

生天目委員 そういうやり方もあると思います。 

関指導室長 それは，ありかなというふうに思います。 

橋本委員  ６月に始まったからといって，今までは復習やってて，２学期分９月から

やろうかってぐらいで１学期分ですから，新学期分，新学年をって評価でき

る訳がないんですよね。  

生天目委員 だから，評価をするために子どもが暑い時期に子どもを出すのかってこと

を考えると。うーん。 

橋本委員  通知表ですからね。要録に関してはこれはあれですけど，無いところだっ

てあるし，文章だけでもありますから，１学期無しっていうのもセーフです

よね。 

生天目委員 ３回評価をするのを２回にするとか。 

橋本委員  これは，保護者から見てもむしろ出したらば，本当に評価したのかって，

かえってあれじゃないですか。むしろ無い方が妥当だっていうふうに思う

の教育者が多いんじゃないですかね。 
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生天目委員 そういう考えもあるよね。どうなんでしょう。今の話で評価のために７日

までっていうことなんですけど，８月の１週。 

橋本委員  そうですね。 

茅根教育長 評価も含めて，今度の２５日にもう１回揉んでもらいましょう。それでい

かがでしょう？ 

関指導室長 学校は早くそのあたりは知りたいっていうことで，２学期に１学期の分も

含めて評価する。１学期末には通知表を出さないっということであれば，

それがいいかなと。 

茅根教育長 じゃ，その方向でいきますか？ 

生天目委員 その方向というのは？ 

茅根教育長 出さない方向で。 

橋本委員  賛成です。 

関指導室長 日にちの方は？ 

大町部長  そうなると，休業日というか，いつからいつまでを１学期とする，いつか

らいつまでもを２学期とするというのは，２５日の教育委員会で，それと

も今日？ 

生天目委員 学期？ 

大町部長  学期というか，要するにいつまで学校行って，８月の１日から休みにする

か・・・ 

橋本委員  最後にまとめておかないとね。これ，７月の２１日から７月の３１日まで

と，休みが８月の１日から８月１６日まで，そして後半が８月１７日から

８月３１日まで登校と，先程出たんですけど，これでいいんですよね？ 

生天目委員 原則賛成ですけど，俺個人はさっき言ったとおり・・・ 

橋本委員  私もそれに賛成です。 

生天目委員 そうすると，管理規則は全然変わってないの。７月３１日まで１学期って
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いうのは変わってない。ただ評価は出さないだけであって。 

大町部長  ７月３１日までは１学期，２学期のスタートは８月の１７日と，その間は

休み。 

生天目委員 ２週間は夏休み。 

橋本委員  ８月の１７日は始業式のような形に。 

生天目委員 まあそうですね。２学期のスタート。で，どうかなと。さっき教育委員会

でいった案でも良かったんだけど，聞いたら評価のために伸ばしたから，

あの１週間っていつも一番暑いと思ってんだよね。夏休み１番暑いのは最

初の週だよね。 

茅根教育長 運動会は勿論ね，保護者は誰でもおそらく，中学校は絶対やりたい。何も

ないって言われましたから，ここだけはやりたい。それから，小学校も保護

者入れないっていうなら，簡易なね運動会，そういう感じのねなら，出来る

でしょうけどね。 

橋本委員  ただ，今度これで，行事の方いいですか？ 

茅根教育長 どうぞ。 

橋本委員  中学校あたりですと，種目的にも自分達が楽しめるような種目をやるので，

周りに観客がいるいないは，クラスマッチ形式でやっていきますから，し

かも，練習はそんなに中学生の場合はやらなくても，観客入らないから，

開会式も行進なんかしなくてもいいんですからね。だから，中学生の場合

にはそんな感じがするんです。小学生の場合には，なんらかの形でその最

初に戻っちゃいますけど，予防策を考えながら保護者の種目とかそういう

のは度外視しても午前中ぐらいで，上手に観客の方もあんまり３密も対策

も取りながら，なるべく観客席も広く取るとか，そんな形で午前中だけで

も見せてあげないと，大体，中学校でもそのくらいどこでも実質ね。だか

ら，ここで観客も入れないでって，保護者もというのは，後は，家庭で年
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配の方とか，祖父ちゃん，お祖母ちゃんだと感染したときの不安ってのも

あるんで，その辺は予防策もあるでしょうけど，注意しながら，少し９月

になった時には，状況によっては入れなきゃ，入れてあげたいなという気

がするんです。 

茅根教育長 小学校はね。 

橋本委員  小学校は。 

諸澤委員  ９月にやるんですか？ 

茅根教育長 ９月。 

諸澤委員  ９月だって暑いって，あれした訳ですから。 

橋本委員  それは，９月だって訳じゃなくて，秋でしょうから。１０月になるかもし

れないですし，あまり伸ばせないかもしれないですけど，ただ，練習がき

ついんですよ。 

諸澤委員  ９月は，１０月とかね，１１月とかにしとくとね。 

星野委員  まあ，多分１０月ぐらいにずらしてもらうっていうような形に，どちらに

しても学校でどのように，PTAも含めてどういうふうに話し合うのかなって，

こちらの小学校ってみんなあの，朝早くから来て座席取りじゃないですけ

どして，もう，テント，自分でパラソルだと建てたりして凄いですよね。

で，基本的に来る親の人数じゃないですけど，各家庭１人だとか２人だと

かもに決めて，きっと通知を出してやることにはなるんでしょうけど。３

密を防ぐためにも，そういう形で午前中でお開きにするっていうことであ

れば，問題なく出来るのかなと。結局，屋内でなく屋外になりますので，

ですからそういう部分での対策はしっかり取れればっていう，それが，父

兄が守れるかってですよね。子どもじゃなくて，親が守れるか。中学校っ

てクラスマッチ？ 

橋本委員  そうなんです。クラスマッチ型式ですから。 
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茅根教育長 山方中はね，市民運動会と一緒なんですよ。後，小学校も大宮北と大賀こ

れは，地域と一緒なんですよ。 

橋本委員  はい，ですから，その点では中学校だけでやるよって言えば，山方だって

独自で出来ると思います。いい機会になるかもしれないです。 

茅根教育長 分かりました。 

橋本委員  はい，現状ではそうなってます。 

茅根教育長 はい。じゃ，運動会については，今言った，校長と相談しながら２０日の。 

生天目委員 はい。何が何でもって訳ではないんで。 

茅根教育長 考えてたいと思います。はい。後は橋本委員から出ていることでいいです

か。 

橋本委員  では，こないだの話で，回数の，方法は状況が違うので，校長会の方にお

任せして，だけども，回数が違っちゃたんでは，極端なこといったらば美

和，御前山，大宮市の西側半分は学級もぽろぽろですし，しかも，スクー

ルバスで玄関前からですから，どのような分散登校しても毎日やっても出

来るくらいの状況なんですよ。ただ，同じ市内の同じ学年が回数が違っち

ゃったんでは，色々保護者は敏感ですからね，それが出るからということ

で，方法は校長会に任せて，回数は統一してお願いしますって，話し合い

が出来たような気がしたんですが，議事録は見てないから分かりませんけ

ども，これだけ回数が違ったことに対して，指導室で何かあるのかなと思

っているんです。 

茅根教育長 これ，私言います。結局，授業をやるなら３時間なら３時間ピッタリにし

なければならないですね。授業をやるんであればね。ただ，これ内容が２

週間休ませたときの課題を出して，それのチェックだから，それも授業に

はなりませんから，その部分でやった内容が違うので，授業時数を３時間，

４時間区切れば当然そうですよね，だから，小さい学校は前話したように
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月曜出れば１日休みで次水曜日と，これやっていかないと授業数合わない

のですが，この場合には，内容が子どもの健康，家庭の様子ですね，それ

から課題についての注意事項ですね。そういう内容なので，私は各学校に

任せるって言ったんですよ。大きな学校の場合は結局，２日以上は無理だ

と，西小のようにそういう話を校長から言われたので，そこは任せようと

話をしたんですね。授業ならそうですよ。授業ならそりゃ時数をきっちり

しなければならないでしょうけど・・・ 

橋本委員  あの，誰も授業やれなんてここでこないだの話は出なかったんですよね。

宿題の確認だとか，ケアをしようということで，回数は揃えようって話に

なっただけで，誰も授業やれなんて言ってないんですよ。だから，今の話

は良く分かりますけれども，結果的にはこれだけ差があったということが，

ちょっと残念だったなぁと思ってます。西小なんかで人数が多いから，５

日間全部出しても子ども達は１回だよっていうのは当然ありますよ。そう

いう意味で学校にお任せしようっていうようなことであって，回数までお

任せしようって話は無かったと思うんです。 

茅根教育長 私は，そうは理解しなかったんだよな。私は，さっき言ったように授業を

きちんと３時間やる４時間やるんであれば，それはもう全部ね，全小中学

校ね，同じ時間の時間数やらなくちゃいけないんだけど，内容的にそうい

う事やってないのでね，その部分は学校にいいよって，大宮だったらそれ

はしょうがないだろうってこと認めたんですけどね。 

橋本委員  分かりました。 

生天目委員 俺，個人はね，教育長には申し訳ないけれども，そういうふうには解釈し

てなかった。 

茅根教育長 そうですか。 

生天目委員 やっぱり，課題をあの時点では課題を与えぱなしで，延長になったから課
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題のやり方を教えるために２回ぐらい登校させて指導する時間を作ろうか

ってことで始まったような気がするんです。で，その登校のさせ方につい

ては，各学校に任せるっということで，例えば俺も知らなかったけど，大

賀小だけなのかな？そんなに回数多いのは。 

橋本委員  ４回はそうです。あと，３回のところと２回のところです。北小とか御前

山小は３回です。 

生天目委員 まぁ３回と２回は１回の違いだからいいんですけども，課題を周知するた

めに登校させましょうという話したような気がするんだな，だから授業を

やるために集めるっていうことであるならば，授業ってことを優先するの

であるならば，さっき言った２５日から授業やったていいんですよね。分

散登校なんて言わないで，２５日から午前中授業で短縮授業でやったてい

い訳だよね。解釈として，私も迂闊だったけれども，そういう意味には解

釈していなかったです。大賀小は回数多いのはやりたいって要望があった

の？これは授業やったってこと？ 

茅根教育長 いや，課題ですよ。 

橋本委員  校長会だって話をすれば，お互いにちょっと回数を合わせようとか，そう

いう話は出て当然じゃなかったかなっていう気がするんですよ。これほど

までにバラつきがあるとはまさか思ってなかったもんですから。 

生天目委員 その話が出るまで知らなかった。どこも，１回か２回だと思ってたもん。

まぁ，過ぎたことだから仕方ない。 

諸澤委員  そうですね。 

茅根教育長 では，次に行きます。次は，協議事項５ですね。社会教育施設及び社会体

育施設に対する対応についてを議題とします。事務局より説明をお願いし

ます。 

木村生涯学習課長，石井文化スポーツ課長 〔協議事項５について説明〕 
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茅根教育長 はい，今生涯学習課長と文化スポーツ課長から出ましたが６月５日以降で

すね，やりたいということでいかがでしょうか？ 

橋本委員  すみません。 

茅根教育長 はい。どうぞ。 

橋本委員  この施設からは，管理が外れているんですけども，世喜小学校跡地とか，

美和の体育館とかその下にある小田野のグランド等は地区で管理なんです

が，それに対してはどういう指導なんですか？ 

石井文化スポーツ課長 現在もそちらについては，こちらからの指導というのはしては

いないんです。ただ，スポーツ少年団ですとか利用している団体対して利

用を，活動を自粛して欲しいというような言い方をしております。それで，

グランド自体で子ども達が遊んだりですとか，キャッチボール程度をして

いるということについては，それは３密にはあたらないだろうということ

で，その程度の利用というものは大目にみるというようなかたちをしてお

ります。それと後，学校施設の開放につきましては，こちらは社会体育施

設とは違いますので，学校の方が開始されて，こちらが落ち着いてでなく

ては，こちらはちょっと協議するにも出来ないので，こちらについては現

状のとおり利用は中止というような形をとらせて頂きたいと考えています。 

橋本委員  今後これはどうなるんですか？ 

石井文化スポーツ課長 それについて，これが始まるというと同じような形になってい

くということでございます。その部分の所が落ちておりますので，至急担

当者と協議してご説明致します。 

諸澤学校教育課長 よろしいですか。世喜小，廃校施設ということで ，廃校施設は学

校教育課，こちらの方で管理している部分でありますので，こちらにつき

ましても社会体育施設の動向と合わせまして今後管理者の方にご連絡差し

上げて対応については，この様な形でっということで話をしていきたいと
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思いますので・・・ 

橋本委員  準ずる形になりますか？ 

諸澤学校教育課長 はい。基本的には準ずる形になると思いますので，これにつきまし

ても今後調整を図りたいと思いますので，よろしくお願い致します。 

茅根教育長 はい。よろしいですか。続きまして日程３その他についてですが，事務局

でありましたらよろしくお願い致します。はい。どうぞ。 

諸澤学校教育課長 よろしいですか。 

茅根教育長 はい。どうぞ。 

諸澤学校教育課長 〔令和２年度教育委員学校訪問の中止について説明〕 

茅根教育長 今の学校訪問の件ですが，いかがでしょうか。 

生天目委員 いいと思います。いいと思うというのは，無くてもいいと思うよって意見

です。 

茅根教育長 はい。じゃ，無しということで，分かりました。他に委員さん何かござい

ましたら，お願いします。よろしいですか。それでは，日程４次回の定例

会について，事務局お願い致します。 

諸澤学校教育課長 〔次回の教育委員会の日程確認〕 

茅根教育長 それでは，５月の定例会については５月２５日月曜日午前１０時より開催

することに致します。 

      以上をもちまして常陸大宮市教育委員会第３回臨時委員会を閉会致しま

す。有難うございました。 

 

（閉会：午前１１時１８分） 

 

 


