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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２９年８月２５日（金）午前１０時００分から 

                                          午前１１時０３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 諸澤 信子 

委  員     星野 幸子 

委   員     内田  寛 

委  員     生天目 茂 

  （２）事務局及び説明者 

教育部長        樫村 英子 

学校教育課長      諸澤 正行 

生涯学習課長      大町 隆 

文化スポーツ課長    皆川 嗣郎 

指導室長        井上 雅裕 

学校教育課課長補佐   木村 隆弘 

学校教育課主任     釘子 さや香  

５ 報 告 

報告第４１号 教育長報告について 

報告第４２号 平成２９年度常陸大宮市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３４号 議会の議決を経るべき事件の議案について 

７ 協 議 

協議事項１ 平成２９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 
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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。日程２ 報告を議題といたします。報告第４

１号教育長報告になりますので，私の方から３点報告をさせていただきます。

１点目は，夏季休業中の状況についてです。４点ほどお話しいたします。ま

ず，児童生徒についてでありますけれども，各学校から問題事案の報告はあ

りませんでした。穏やかで落ち着いた夏季休業中を送っていることと思いま

す。教員についても，大きな問題事案の報告はございません。ただ，気をつ

けなければならないことは，児童生徒の自殺行為というのが，２学期の始め

に集中しているという全国的な統計があります。こういった点がありますの

で，しっかりと今後も注視をしていきたいと思います。夏季休業中の状況の

２点目ですが，中体連関係です。関東大会の結果を報告いたしますが，大宮

中サッカー部が１回戦敗退です。関東大会は１６チームで行い，１回戦を勝

つとベスト８まで上がりますが，残念ながら０－２で負けました。全国には

７チームが出場できるので，チャンスかと思ったんですけれども，やはり他

県のレベルの高さを痛感したというところです。それから，大宮中の女子卓

球部が予選リーグに出まして，１勝１敗で予選敗退という結果になりました。

今，小学校６年生に３名，全国的なレベルの選手がいまして，来年，大宮中

に入りますので，来年はもっと強くなるだろうと言われています。そうする

と課題が出てきて，今の１年生が試合に出られないという形になる可能性も
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あるだろうと思います。それから，大宮中の男子卓球部の個人ですけれども，

３回戦敗退となりました。ベスト３２です。３回戦を勝ちあがるとベスト１

６になりまして全国大会に出られたんですが，残念ながらスーパーシードの

選手と対戦しまして，敗退をしました。関東大会では，大宮中の２団体１個

人が，負けてはしまいましたが頑張ってきたところです。夏季休業中の状況

の３点目ですが，ふれあいの船の事業についてです。いろいろな関係者のご

指導，ご協力をいただきまして，大きな問題もなく無事終了いたしました。

特に片方の団は，生涯学習課長が団長として行きましたけれども，新造船で

したので快適な旅だったかなと思います。ただ，Ａ班の方の帰りは，台風の

余波で吐いた子がたくさんいたということでした。それから，４点目，中学

生の海外研修事業ですが，５６名が参加して昨日帰って参りました。これも，

大きな問題がなく，無事に終了しております。課題は，希望者が減少してい

るということです。希望者が減少すれば参加費が高騰するということになり

ます。ですから，今回は 165,000 円程度の参加費をいただいていますけれど

も，昨年度より約 20,000円高くなっております。保護者とも内々に話したん

ですが，やはり，今あたりが最高限度かなと。200,000円近くになったら行か

せることができないという保護者が多いようですので，この後，来年から募

集定員をどうするかというのが１つの課題になってくるのかなと思います。

これは前々から出ていた問題でありまして，今，常陸大宮市では８０名です。

隣の那珂市は１０名で，行先はアメリカです。常陸太田市もおそらく１０名

程度でやっておりますので，常陸大宮市の場合はどうなんだというところで

す。総合教育会議の中でも，こんなにたくさん行けることはいいことだとい

う意見が，市長や委員さん方からあったかと思いますが，現実的に今，子ど

もたちの一線級は，受験の勉強のため行きません。それから，２番目でも言

いましたが，中体連関係で上位を目指しているチームは行きません。一番の
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大口は，おそらく大宮中学校の吹奏楽部です。彼女たちも関東大会を狙って

いますので，予選落ちしましたけれども，最初からこちらへ申し込みはしま

せん。今回の件でも，野球部が県選抜中学校野球大会に出場しましたが，も

う１つ勝つと研修にぶつかってしまいます。たまたま，１回戦で負けました

けれども。そういったケースがありますので，これからどれくらい希望者が

出てきて何名にするのか，運営委員会でこれをどうするかということです。

運営委員の中では，もう８０名は無理だろうから４０名でいいのではないか，

という意見もあります。ただ，４０名にした時に，今年のように５６名の参

加希望があった場合には，１６名を落とさなければいけません。その落とし

方も難しいかと思いますし，学校に偏ってしまうこともあるので，ここは慎

重に経緯を見ながらやっていく必要があるのかなと思っています。それから

１名，行きの飛行機の中で，扁桃腺のために熱が出た生徒がいました。団長

から聞きましたけれども，細菌による熱感染症を疑われますと降りられませ

んので，非常に緊迫した状況でした。幸い，扁桃腺だということで，大丈夫

だったということです。 

報告の２番目です。平成２９年度の全国学力・学習状況調査の結果が出ま

したので，委員さん方に報告いたします。 

３番目の報告事項でありますけれども，教育委員会の事業の重要案件につ

いて何点かお話をさせていただきます。１点目は御前山中の統合の件につい

てであります。８月１日に御前山中の保護者を対象に第２回目の説明会を実

施しました。参加者は１９名です。今後の方向ですが，９月８日に御前山小

で統合の説明会を実施します。ただ，これは結婚と同じで相手がありますか

ら，明峰中にもしっかりと説明をして進めていきたいと思っています。２点

目は，学校給食センター建設検討委員会であります。報告書が大体まとまっ

てきました。これを三役に説明した後，教育委員会で報告をさせていただき
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ます。それから３点目でありますが，新聞等やいろんなところで出てきます

が，教員の超過勤務軽減を含めて，働き方改革が今のところ大きな話題にな

っていますので，新聞やテレビ，その他いろんなもので委員さん方もご承知

おきいただきたいと思います。例えば先日ここで話題にしました「キッズウ

ィーク」が１つ，それから２つ目は夏休みの短縮，３つ目は昨日新聞に出ま

した教員事務支援配置で，これは 3,600 校に配置するということです。要す

るに，先生方の印刷とかいろんな先生方の事務をアシストする職員を配置す

るということです。最初は教員のＯＢとか一般の方を募集するんだろうと思

います。ただ，これは昔で言えば学校用務員がいて印刷などをやってくれた

んですが，それをどんどん廃止していって，そして，今度はまた配置します。

全国で 3,600 校ですから，常陸大宮市では１人配分されるかどうかというと

ころですし，配分された場合に市としてどうするかというのが，また，問わ

れてくるのかなと。ただ，難しい問題で，例えば，大宮中なんかは１６学級，

それから特別支援を含めると１９学級です。テスト問題を作ろうとすると，

印刷機１台にずっと集中してしまいますが，小さい学校はそういう傾向はな

いんです。例えば，御前山中の音楽，美術や技術の先生は週３時間しか持っ

ていません。そういった３時間の先生はアシスタントが必要なのかどうなの

か，こういう問題もあるだろうと思いますが，方向としては，もう，予算を

要求する形になります。それから４点目ですが，部活の外部支援，これは先

日もお話ししましたが，これも部活を外部の指導者に預けようというもので，

非常勤特別職員として配置しようということになります。茨城の場合は，モ

デルケースで６０人ということでしたけれども，常陸大宮市内の５つの中学

校では，希望はありませんでした。やはり，今の部活の担当教員との連携が

難しいのかなと。今，外部を入れているのは，明峰中の野球部にボランティ

アが入っています。それから，大宮中の卓球部にクラブの指導者が入ってい
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ます。外部を入れるということは，ある意味で勝負に勝つことに重点が置か

れてきますが，学校の教員が素人でもやっていくということは，生徒指導あ

るいは生徒理解という面からも重要なポイントになりますけれども，外部は

そうは考えてません。上手い，強い，そういうことを要請してくるという形

になりますので，やっぱり教育の考え方を含めて検討していくことになりま

す。なお，部活については，土日の片方は基本的に休みにしなさいという指

示が出されています。でも，強い部は，なかなかそうはいかないですね。一

部の保護者からは，なぜ部活動が強制なのかという声もあります。生徒指導

上と言っていますが，やっぱり運動部が強くなれば，それと相反して文化部

の方をやりたい子が出てきますし，逆に言うと，部活ではなくて，ゆっくり

自分の好きなことをやってみたいという子もいますので，いろいろ部活につ

いては，今後，働き方改革と関連しながら出てきますので，どうかご注視願

いたいと思います。 

以上，夏季休業中の状況について，平成２９年度全国学力・学習状況調査

と，教育委員会事業の重要案件についてを報告いたしました。質問があれば

お願いいたします。 

内田委員  今は，部活というのは強制ですか。 

上久保教育長  基本的に強制になっているところが多いです。例えば，ピアノを個人

的にやりたいとか，そういう人にとっては，部活が逆に邪魔になってくるのか

もしれません。何人かの親からは，なぜ強制なのかなということは言われてい

ます。今の状況で部活に入らないと，友達関係がどうなるのか。おそらく学校

に行っても共通の話題がない生徒が出てきてしまうかなと思います。 

     では，無いようですので，次に移ります。報告第４２号平成２９年度常陸大

宮市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いた

します。 
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諸澤学校教育課長  ［報告第４２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。 

     では，私の方から確認させていただきますけれども，準要保護申請で認定さ

れたのが３０７人ということですが，３００人を超えたのというのは初めての

ような気がするんですが，どうですか。今までは２００人台だったと思います

が。 

諸澤学校教育課長  昨年は，２９０人台でした。 

上久保教育長  今まで，３００人台はいませんでした。ということは，子どもの数は

減っていて，保護者の数も減っているわけですから，それでも認定者が増えて

いるということは，よく新聞で言われている貧困の格差が大きくなってきてい

るのが，これでわかるのかなと思います。どんどん増えてきているような気が

するんですが，いかがでしょうか。今年１年で，もう少し増えるような気がし

ますが。こういった状況が今の子どもたち，あるいは，保護者の問題として浮

かび上がってきます。 

内田委員  やはり，母子家庭が多いんですか。 

上久保教育長  かなり多いと思います。 

諸澤学校教育課長  母子家庭も多いんですが，内容的には市民税非課税世帯が１５１

人，児童扶養手当受給，要するに，離婚している状況の世帯が７４人というよ

うな形になっています。 

上久保教育長  それ以外に，学校事務の領域で，保護者変更の届出がある時に，毎月

２，３件は離婚で母子家庭になっているのが必ず入っているんじゃないかと思

います。他から転入してくる場合はそういった例が多いですが，こちらから転

出する場合は，再婚で転出するということが多いかなと。再婚した場合で，連

れ子同士の場合の家庭内暴力が疑われる事案が結構出てきています。 

星野委員  片親世帯は，何％になりますか。１０％は超えてますよね。 
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上久保教育長  小中学校の児童生徒総数は約 2,800人ですから，超えてますね。 

星野委員  ですから，率としては高いなというところですね。ただ，片親世帯は児童

扶養手当受給というところで７４人と出ていますけれども，市民税非課税世帯

というのがすごく多くなってきているので，保護者名を見ていても普通に男性

の名前のところがありますから，普通に父親が働いていても収入がさほど多く

ないというところで，それはどうしようもないですもんね。 

上久保教育長  市民税非課税というのは，ざっくりどのくらいならば非課税になるん

ですか。 

木村学校教育課課長補佐  収入で９３万円です。 

上久保教育長  そうすると月１０万円いっていないということです。ですから，当然，

生活はできません。そういうような状況ですので，ご承知おきいただきたいと

思います。 

     では，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３４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。 

諸澤学校教育課長  ［議案第３４号について説明］ 

皆川文化スポーツ課長  ［議案第３４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。 

星野委員  どんなグッズを作るんですか。 

皆川文化スポーツ課長  今のところ記念品としては，風呂敷，トートバック，それか

ら，子どもたちに配布するようなものを現在考えているところです。 

上久保教育長  逆に，こういったものがいいというものはありますか。予算もありま

すけれども。 

星野委員  物によってはＳＮＳで拡散もできますよね。そうすると，グッズがとても

売れるという可能性もあるなと思ったんですけれども。それこそ，ガチャガチ
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ャの中に入るような，例えば，いずみちゃんのキャラクターがいろんなポージ

ングをしているものとか，そういったものが入ると面白いなと思いました。 

上久保教育長  これも，いろんな意味で商標登録をして，そして，商品にうまく反映

させていこうと思っています。補正の件ですが，文書館は廃校を利用している

ため窓ガラスを割られて入られてしまうので，そうされないように，窓ガラス

の外側は木枠が打ってあります。資料館も簡単に入られてしまってはいけない

ので，最低でも監視カメラを付けましょうということで，予算要望をしました。

本当はそれだけでは駄目で，入れないようにしなきゃならない。できるだけ，

一つ一つステップを踏んで，保存活用をしっかりしていこうというのが，基本

的な考え方です。 

     では，質問がないようですので，採決に移ります。議案第３４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） 

上久保教育長  異議なしと認め，議案第３４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４ 協議に移ります。協議事項１平成２９年度教育振興大会

開催要項（案）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１について提案・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，平成２９年度教育振興大会につきましては，開催要項

（案）のとおり平成３０年２月１５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，今後関係団体と協議を進め，

詳細を決定していくことにいたします。 

     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
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務局の説明をお願いします。 

諸澤学校教育課長  ［学校教育課の予定報告］ 

大町生涯学習課長  ［生涯学習課の予定報告］ 

皆川文化スポーツ課長  ［文化スポーツ課の予定報告］ 

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，続きまして，（２）

その他について，お願いいたします。 

諸澤学校教育課長     [教育委員行事予定について] 

上久保教育長  続きまして，日程５ 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  [定例会について日程調整] 

上久保教育長  それでは，次回の定例会は平成２９年９月２５日（月）午前１０時０

０分といたします。 

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０３分閉会） 


