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常陸大宮市教育委員会８月定例会議事録 

 

１ 会議の名称 常陸大宮市教育委員会８月定例会 

２ 開 催 日 平成２８年８月２５日（木）午前１０時００分から 

                                          午前１１時２４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     上久保 洋一 

教育長職務代理者 星野 幸子 

委   員     諸澤 信子 

委   員     内田  寛 

委  員     生天目 茂 

  （２）事務局及び説明者 

教育部長        山本 洋一 

次長兼学校教育課長   樫村 英子 

教育総務課長      圷  栄一 

生涯学習課長      桐原 英夫 

指導室長        鴨志田 太 

教育総務課課長補佐   飯塚 富次 

教育総務課主任     釘子 さや香 

５ 報 告 

報告第４６号 教育長報告について 

報告第４７号 常陸大宮市議会議長・副議長並びに文教福祉常任委員会委員 

       構成の変更について 

報告第４８号 常陸大宮市史編さん委員会委員の委嘱・任命について 

報告第４９号 工事及び委託契約の締結について 

報告第５０号 指定学校の変更許可について 

報告第５１号 平成２８年度就学援助申請に伴う児童生徒の認定について 

６ 議 案 

議案第３２号 専決処分の承認を求めることについて 

議案第３３号 議会の議決を経るべき事件の議案について 

７ 協 議 
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協議事項１ 平成２８年度教育振興大会開催要項（案）について 

８ その他 

（１）各種行事予定について 

 （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  なし 

１２ 会議の大要 

上久保教育長  ただ今より，常陸大宮市教育委員会８月定例会を開会いたします。 

（午前１０時００分） 

      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あります。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４

６号教育長報告について，私の方から報告をいたします。 

私の方は大きく４点報告をさせていただきます。まず，１点目でありますが，

夏季休業中の教育委員会関係行事について，無事終了いたしました。子どもた

ちの北海道ふれあいの船，それからオーストラリアの中学生海外研修事業が無

事終了いたしました。教育委員さん方には，大変お世話になりましたことを御

礼申し上げます。また，教育委員さん方が出席していた教育研究集会ですが，

これまでとは違って発表部会ごとに教育委員さんが入った形で実施されまし

たけれども，いかがだったでしょうか。 

星野委員  落ち着いて聞けるからいいですよね。 

諸澤委員  率直に言って，楽しかったです。教科書だけではわからない部分があんな

ふうに発表されると，学ぶっていうことはこういうことなのかということが具

体的にわかって非常に良かったです。 

上久保教育長  １０分から１５分見てぐるぐる回るよりは，一連の流れがわかるのか
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なと思います。それから，夏季休業中の関係行事の２点目でありますけれども，

大館市立城南小学校の小井土校長先生による学校経営研修会も終わりました。

気が付いたことを３点お話ししますが，１点は非常に教育熱が旺盛な校長先生

であるということです。経歴を見ると，校長・教頭だけで約２０年近くやって

おりますから，半分近くが管理職という先生です。非常に熱意溢れる先生でし

た。２点目は，配置職員教員数の違いです。大館市は城南小の児童数が約３９

０名で，クラス数は大宮小に比べて１～２クラス多いくらいの差です。大宮小

は児童数が３３０～３４０名で，配置数が市職も含めて２７名くらいしかない

のですが，城南小は４０数名の配置があります。倍まではいかなくても，倍近

い配置数がいるということです。それから３つ目は，大館市の特別支援教育支

援員の配置もすごいんですね。大館市は常陸大宮市よりも若干規模は大きいで

すが，それでも５０名を超える支援員がいます。ところが，常陸大宮市では毎

年増やして１２名です。それだけ授業の質も違って，家庭の教育のあり方も違

うんだけれども，私どもの行政の立場から見ると，大きな学力の差のポイント

になっているのは，１つは配置数の問題かなと思いながら研修会を終わりにさ

せていただきました。非常に参考になった学校経営研修会でした。それから夏

季休業中の３点目でありますが，学校事故でありますけれども，現段階では事

故の報告はありません。ただ問題は，夏季休業明けに問題行動が出てくるので，

これから指導の徹底に努めていきたいと思います。例えば自殺の問題も，夏季

休業明けが多いということですので，こういったことも含めながら指導の徹底

を図っていきたいと思います。 

     大きな２番目でありますが，先月の教育委員会で委員さんの方からどうなん

だろうとご質問がありましたので，ポケモンＧＯの実態調査について報告をさ

せていただきます。昨日，徳島県では３９歳の男性がポケモンＧＯをやりなが

ら車を運転していて，女性２人をはねて１人亡くなったということで，ポケモ
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ンＧＯで初めての死亡事故が発生しております。市内の状況については，配付

した資料を見ていただきたいと思います。まず「質問１ 位置情報を活用した

スマートフォンゲーム「ポケモンＧＯ」を行っている」という設問につきまし

ては，夏休み中だったため，大宮中は１年生だと調査ができたのが１１６名で，

調査対象者に対する回収率は６９％でした。２年生が１１８名で対象人数の６

９％，３年生は部活をやっておりませんので１４名しか回収できませんでした

が，学年ごとの実施率はだいたい３４～３９％でした。二中は回収率が４７～

５１％で，実施率が３６～４１％でした。山方中は回収率が９０％～９８％で，

実施率が２７％～３４％，明峰中は回収率が３１～３５％で，実施率が３４～

５０％，御前山中は回収率が８８～９０％で，実施率が２４～３１％でした。

次に「質問２（１）行った生徒は，誰の携帯端末を使用して行っていましたか」

の設問については，これは複数回答ですが，大宮中の場合は，一番多いのが家

族のもので４９名，自分のものが３９名，友達のものが５名，親戚の方のもの

が４名。二中は一番多いのが家族のもので１５名，２番目が自分のもので８名。

山方中は家族のものが１８名，自分のものが８名。明峰中は家族のものが９名，

自分のものが５名，御前山中は家族のものが７名，自分のものが３名，友達の

ものが３名です。これを見ますと，全体の５４％が家族のものを使用して行っ

ていて，自分のものが３５％という数字となっております。それから「（２）

ポケモンＧＯを行っている生徒の中で，トラブルに巻き込まれたり，被害を受

けたりした生徒はいますか」という設問で，「いる」が大宮中で２名おります。

その他は０となっております。内容は，ポケモンに逃げられたときに人とぶつ

かったというのが大宮中で１名，捕まえそうになった時に交通事故に遭いそう

になったというのが１名でした。次に「質問３ ７月２９日付けＦＡＸ『位置

情報を活用したスマートフォンゲームの使用について』また，校長会での配付

資料『高教第 1102 号 位置情報を活用したスマートフォンゲームの使用につ
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いて（通知）』等の通知を受け，夏季休業中に各学校で行った周知方法につい

て，当てはまるものすべてに○を付けてください。」の設問については，メー

ル配信で保護者に周知をしたのは，大宮中を除く４校です。それから，学びの

広場サポートプラン時において生徒に周知したのが，山方中・明峰中・御前山

中の３校。個別面談等で伝達周知をしたのが御前山中。部活動において指導し

たのが二中を除く４校。その他で，大宮中では印刷して先生方に配付し，２学

期に全校生徒に配付し指導する予定ということです。これが今現在の中学校に

対してのアンケートの調査の結果です。ただ，色んな情報を聞きますと，文化

センターや甲神社にポケモンが出るらしく，夜，かなり人が集まっているとい

うことなので，これは学校が始まったらもう一度再調査をして，それから指導

の徹底を図っていきたいと思いますので，その時の調査の結果は次回の教育委

員会等で報告をさせていただきます。 

     ３番目です。台風９号の被害について報告をいたします。まず，学校関係で

ありますが，山方南小で桜の木の倒木がありました。これは１本大きな木であ

りましたけれども，グラウンド側に倒れましたので，災害被害は木の１本であ

ります。大宮西小では桜の木が２本倒木しました。これは学童の屋根にぶつか

りまして，いくらか屋根が壊れたということで今対応しているところです。学

校関係はこの２校です。社会教育関係ですが，山方の資料館は看板が倒壊して

おります。それから山方グラウンドで倒木が２本，緒川グラウンドで倒木が１

本，これも今対応しているところです。以上が台風９号の被害となります。 

     ４番目ですが，教育委員会の懸案事項について若干お話しておきます。今，

進捗しているものもありますし，滞っているものもありますので，ご報告させ

ていただきます。懸案事項１点目は学校給食センター建設についてですが，こ

れは内部検討も含めてずっとやってまいりましたが，第１回の建設委員会を９

月２６日に開催する予定になっています。今年度は建設委員会で色々と議論を
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しまして，来年度あたりが基本・実施設計となりまして，３０～３１年で建設

をして，３２年から供用開始とする予定でいます。要するに，給食センターを

１か所にして，食物アレルギーにも対応できて別メニューもできるようなシス

テムを作りたいということでした。２点目は資料館の建設についてですが，こ

れは今年度も検討委員会を開催します。今，委員を選定中ということですが，

これは，泉坂下から出たものが，来年の３月の官報告示で重要文化財に指定さ

れた時の対応になります。 

以上，ご報告いたしましたが，ご質問等ありましたらお願いいたします。 

諸澤委員  城里町の旧北方小学校の跡地に埋蔵文化財センターができましたよね。あ

の施設は，どのような施設なのですか。 

上久保教育長  あれは県の施設なので，県が発掘したものを復元したりする施設です。

以前国田にあったものが手狭になったので，もっと広い所ということで，県が

調査した結果北方小に移動したのですが，一時小場小も候補になりました。あ

そこは県が発掘したものに対しての修繕とか展示をするところです。泉坂下は

市が発掘していまして，出たものに関しては市が保管します。余計なことです

が，どこが掘ったかで所有が決まってきます。ですから，うちの方は人面付土

器が小野で出たんですが，ここは県で掘ったんで県立歴史館で所有しておりま

す。返してほしいと言っても帰属は県立歴史館なので絶対返さないと。それか

ら，野上からステゴロフォドンの牙が出ましたが，あれも県が掘ったので県立

博物館に入っているんです。市では掘れないですから。今，山方小学校のすぐ

そばで早稲田大学が旧石器を掘っていますけれども，出たものは常陸大宮市で

所有しますよという契約を交わして掘ってもらっていますので，出ればうちの

ものになります。それが無いと掘ったところが持っていくと。そういったこと

になりますので，旧北方小にある県の埋蔵文化財センターは，県が掘ったもの

を修復したりするところで，うちとは関係ないところです。 
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諸澤委員  はい，わかりました。 

上久保教育長  その他ありましたら，お願いします。 

生天目委員  学校給食センターなんですけれども，位置的にはどの辺を考えています

か。 

上久保教育長  内部で検討委員会を開きまして，第１候補は位置的に真ん中にある塩

田小，第２候補が一中，第３候補が大場小，第４候補が世喜小でした。しかし，

塩田小には公文書館，大場小には園芸組合の方で施設ができて，それからひた

まる２５で使用しています。世喜小は身体障害者関係の事業所に貸してありま

すし，そうすると何も使っていないのが一中なので，たぶん一中の跡地になる

可能性が強いです。ただ，他の市町村もそうですけれども，今，公的な建物は

住民の反対運動が起きると難しいので，市民を委員さん方に入れて意見を聴取

しながら進めていくということになります。以前，委員さんにも鶴岡市の給食

センターを見学してもらったと思いますが，あちらは給食費が高いこともあっ

て，とても質が良い給食でした。 

     では，無いようですので，次に移ります。 

     報告第４７号常陸大宮市議会議長・副議長並びに文教福祉常任委員会委員構

成の変更について，事務局の説明をお願いいたします。 

圷教育総務課長  [報告第４７号について説明] 

上久保教育長  説明が終わりました。質問がありましたらお願いいたします。 

     現段階ではこうだということです。ただ，川上議長さん，小森副議長さんは辞

意を表明しておりますので，この文教福祉常任委員会もたぶん変わるのではな

いかなと思っております。色々と新聞等でもお騒がせしておりますが，あくま

でも議会の内部の問題でありますので，決定次第またご報告させていただきま

す。 

      では，無いようですので，続きまして，報告第４８号常陸大宮市史編さん委



8 

 

員会委員の委嘱・任命について，事務局の説明をお願いいたします。 

 桐原生涯学習課長  [報告第４８号について説明] 

 上久保教育長  説明が終わりました。質問がありましたらお願いいたします。 

      これも第１回が終わりましたが，非常に混乱しておりまして，頭が痛いとこ

ろです。委員の中には日本で一番を良いものを作りたいということで，１７年

はかかると話されている方もおります。行政は１年単位で予算を付けています

ので，もう少し早めにと言っているのですが，話し合いがついておりません。 

星野委員  最初は１０年くらいで作る予定ではなかったのですか。 

上久保教育長  私どもの方では，合併２０周年あたりを目途にしてくださいよと，若

干遅れるのは仕方ありませんよという考えなのです。大変難しいことですが，

何とか少しずつ前に進んでおります。 

     では，ほかに無いようですので，報告第４９号工事及び委託契約の締結につ

いて事務局の報告をお願いいたします。 

樫村次長兼学校教育課長  [報告第４９号について説明] 

桐原生涯学習課長  [報告第４９号について説明] 

上久保教育長  説明が終わりました。質問がありましたらお願いいたします。 

 無いようですので，次に移ります。ここで皆様におはかりいたします。この

後の報告第５０号及び報告第５１号については，個人情報に関する内容が含ま

れております。地方教育行政の組織及び運営に関する法律の第１４条第７項で

教育委員会は公開すると規定されておりますが，同項ただし書きの規定により，

人事に関する事件その他の事件について教育長または委員の発議により出席

委員の３分の２以上の多数で議決したときは，会議を公開しないことになって

います。 

つきましては，個人情報保護の観点から会議を非公開にしたいと思いますが， 

いかがでしょうか。 
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（「異議なし」の声） 

       全員異議なしということでありますので，非公開といたします。 

     再度おはかりいたします。教育委員会規則第１８条の規定により議事録は公

表となります。非公開とした案件の報告につきましては，定例会の議事録に含

めて作成することにしますが，個人情報が特定されないよう調整し作成・公表

する取り扱いとしてよろしいでしょうか。 

（「異議なし」の声） 

    異議なしと認めて，議事録の公開に際しましては，個人情報が特定されない

よう調整し作成・公表することにいたします。 

それでは，会議日程に戻ります。報告第５０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。 

樫村次長兼学校教育課長  [報告第５０号について説明] 

上久保教育長  説明が終わりました。質問がありましたら，お願いいたします。 

     無いようですので，次に移ります。報告第５１号平成２８年度就学援助申請

に伴う児童生徒の認定について，事務局の説明をお願いします。 

樫村次長兼学校教育課長  [報告第５１号について説明] 

上久保教育長  説明が終わりました。質問がありましたら，お願いいたします。 

無いようでしたら，報告は以上となります。 

続きまして，日程３議案に移ります。議案第３２号専決処分の承認を求める

ことについて，事務局の説明をお願いいたします。 

圷教育総務課長  [議案第３２号について説明] 

上久保教育長  説明が終わりました。質問がありましたら，お願いいたします。 

無いようですので，採決に入ります。議案第３２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） 
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     異議なしと認め，議案第３２号につきましては，原案のとおり承認すること

にいたします。 

     続きまして，議案第３３号議会の議決を経るべき事件の議案について，事務

局の説明をお願いいたします。 

山本教育部長  [議案第３３号について説明] 

上久保教育長  説明が終わりました。質問がありましたら，お願いいたします。 

     無いようですので，採決に移ります。議案第３３号については，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） 

     それでは，異議なしと認め，議案第３３号については，原案のとおり承認す

ることにいたします。 

     続きまして，日程４協議事項に移ります。協議事項１ 平成２８年度教育振

興大会開催要項（案）について，事務局の説明をお願いいたします。 

圷教育総務課長  [協議事項１について説明] 

上久保教育長  説明が終わりました。質問がありましたらお願いいたします。 

     では，無いようですので，平成２８年度教育振興大会開催要項につきまして

は，開催要項の案のとおり２月１６日（木）に緒川総合センターで開催するこ

とに決定いたします。なお，内容につきましては，細かいところがたくさんあ

りますので，今後関係団体と協議を進めながら後日詳細を提出させていただき

ますので，よろしくお願いいたします。 

     続きまして日程５その他に移ります。（１）各種行事について事務局の説明

をお願いいたします。 

圷教育総務課長  [教育委員会事務局の予定報告・日程調整] 

樫村次長兼学校教育課長  [学校教育課の予定報告] 

桐原生涯学習課長  [生涯学習課の予定報告] 



11 

 

上久保教育長  今までの点で何かありますか。無いようでしたら，（２）その他に移

ります。事務局でありましたらお願いいたします。 

圷教育総務課長  [教育委員視察研修について日程調整] 

上久保教育長  続きまして，会議日程６定例会の日程について教育総務課長お願いし 

ます。 

圷教育総務課長  [定例会について日程確認] 

上久保教育長  それでは，次回の定例会は平成２８年９月２３日（金）午前１０時と

いたします。 

以上を持ちまして，常陸大宮市教育委員会８月定例会を閉会といたします。 

 

（午前１１時２４分閉会） 

 

 


