
1 

 

常陸大宮市教育委員会３月定例会議事録 

 

１ 会議の名称 常陸大宮市教育委員会３月定例会 

２ 開 催 日 平成３０年３月２６日（月）午前１０時００分から 

                                         午前１１時４７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 ８号 教育長報告について 

報告第 ９号 平成３０年第１回常陸大宮市議会定例会一般質問について 

報告第１０号 指定学校の変更許可について 

６ 議 案 

議案第 ６号 常陸大宮市立学校管理規則の一部を改正する規則について 

議案第 ７号 常陸大宮市立幼稚園預かり保育実施要綱の制定について 

議案第 ８号 常陸大宮市立学校医，学校歯科医及び学校薬剤師の委嘱について 

議案第 ９号 常陸大宮市社会教育委員の委嘱について 

議案第１０号 常陸大宮市スポーツ推進委員の委嘱について 

議案第１１号 常陸大宮市教育委員会事務局職員人事の発令について 

７ その他 
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 （１）各種行事予定について 

（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 

上久保教育長  ただ今より，常陸大宮市教育委員会３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８

号教育長報告になりますので，私の方から４点報告をいたします。 

まず１点でありますが，小中学校の卒業式が無事終了いたしました。私は，

山方小学校，御前山中学校の両方に行きましたが，非常に，厳粛に挙行でき

たのかなと思っています。また，どの学校からも大きな問題もなく，きちん

とできたという報告がありましたので，大変良かったかなと思っております。

委員の皆様方は，いかがだったでしょうか。生天目委員，何か感想等があり

ましたらお願いします。 

生天目委員  特に中学校なんですが，送辞・答辞とか，式歌とか，昔風なんで逆に

新鮮な感じがしました。 

上久保教育長  「仰げば尊し」かな。 

生天目委員  やりました。 

上久保教育長  御前山中もそうでした。式歌は全部やってましたか。 

星野委員  北小でも「仰げば尊し」を歌ってました。 
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上久保教育長  この間，どこかの新聞の投書を見たら，やっぱり式歌が最近懐かし

いとありました。歌が全然変わってしまって，卒業式の「旅立ちの歌」とか，

新しい歌の中で，改めて式歌を聴くと，思い起こすものがあると言っていま

した。その他，何かありますか。 

内田委員  村田小は，対面式でした。卒業生が前に立って，１年生から５年生まで

は正面を向いてという形でした。 

生天目委員  緒川小もそうです。 

上久保教育長  一時，その対面式が流行ったんです。前にラジオのニュース番組で

ある保護者が投書していました。内容は，何で１週間も卒業式の練習をやっ

ているのかなと思っていたが，出席してみたら，確かにそうだったと。校歌

があって，式歌があって，対面式中にも歌があって，息子が覚えるのが精い

っぱいだとよくわかったけれど，そんなに歌をやる必要があるのか，という

ものだったんですが，それはそれで，学校のやり方だから仕方ないのかなと。         

２点目ですが，人事関係です。今後は３０日に退職辞令，それから４０条

免の辞令交付をして，４月２日に昇任，採用，異動の辞令交付を行います。 

     ３点目でありますけれども，明峰中と御前山中の第１回統合委員会が開催

されまして，委員長・副委員長が決まりました。そして，要項，その他計画

等も承認されましたので，今度は統合についてしっかりとスタートができた

という報告をいたします。 

     ４点目，市役所の内示がありました。議案に入ってますが，教育部長が総

務部長に栄転となりますので，一応ここで報告させてもらいます。女性初の

総務部長になります。 

     以上４点，報告申し上げます。何かありましたら，お願いいたします。 

     では，無いようですので，続きまして，報告第９号平成３０年第１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。 
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樫村教育部長  ［報告第９号について説明］ 

上久保教育長  ［報告第９号について説明］ 

上久保教育長  では，無いようですので，続きまして，報告第１０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１０号について説明] 

上久保教育長  報告が終わりました。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，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６号常陸大宮市立学校管理規則の一部改正を改正する規

則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  [議案第６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６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） 

     異議なしと認め，議案第６号につきましては，原案のとおり可決することに

いたします。 

     続きまして，議案第７号常陸大宮市立幼稚園の預かり保育に関する要綱の制

定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  ［議案第７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。 

要するに，今度，大宮幼稚園も預かり保育を始めて，全幼稚園で行うことに

なりますので，要綱を新しく作ってやりたいと。ただ，今，最後に説明があり

ましたように，一番ポイントになるところは，預かり保育料は無料だというこ

とです。これも保育園との絡みがあって，幼稚園の入園者数もかなり激減して

きているので，何らかの対策を取らないと大変だということの対応の一環にな
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りますけれども，今年の入園者数は，大宮幼稚園が７名，美和幼稚園が１０名

で，おがわ幼稚園が５名です。大宮幼稚園は大体２０名いたんですが。幼稚園

側は，預かり保育の問題もあるというので，もうちょっと宣伝しておけば増え

たんじゃないかとも思いますが，今年からやるということが保護者に伝わって

なかったということで，今，かなりＰＲしていると。 

内田委員  預かり保育を始めるということは，人的要因，新しく採用するとか，追加

するとかいうことはあるんですか。 

上久保教育長  新しくではないんですが，臨時職員を配置してありますので，十分対

応できます。 

内田委員  この前，卒園式に行った時に，預かり保育を始めるのは，良いことなんだ

けれども，職員の勤務がだんだんだんだんきつくなってくると。何とかして

欲しいけれど，何とかするのにはどうすればいいんだというと，やっぱり，

人を確保して欲しいというようなことを言っておりましたね。 

上久保教育長  今，幼稚園の園長からの一番の要望は，勤務時間は小中よりは厳しく

ないので問題はないんですけれども，言われているのは，主任教諭のことで

す。要するに，教諭として取っているので，事務ができないと。事務にほと

んど時間がかかっていると。それを子どもの方に向けたいので，そこを何と

か配慮して欲しいということですが，事務職は配置できません。場合によっ

ては，事務職員を臨時で１人，週３日くらいで雇って，１日くらいで各幼稚

園を回ってもらってやってもらうしか対応できないです。 

諸澤委員  通年利用と臨時的利用とありますけれども，通年利用というのは，どれく

らいの人が利用されているんですか。 

諸澤学校教育課長  基本的にはその都度という人もいますが，申し込んでおいて，あ

と，幼稚園で調整して，この日に預けますという形でやっている方もおりま

すので，状況によって，毎日預ける方と，保護者の都合がつかない日だけ預
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ける人がおります。 

上久保教育長  それから，考えなければならないのは，保育園は，保育が困難な親に

対して適用するので，だから，うちの管轄ではないんです。で，幼稚園はうち

の方の管轄で，子どもの就学前教育を促進する。今はごちゃごちゃになってい

て，どっちも同じ頭で考えている議員さんもいるし，保護者もいるので，そこ

ら辺が難しいんです。だから，本来は幼稚園に来るお子さんは，家にも親がい

るし面倒も見られるけれども，教育として預けるんです。それが，朝預ってく

れとか，そういう要望が最近多いんです。それが保育園の方に行けばいいんで

すが，こちらに入ってしまうとごちゃごちゃになってしまいます。今度は，保

育園の方も教育をやろうとする方向性ができて来るので，その辺が難しいです

ね。それから，美和地区だと今年生まれたのが６人ですので，６年後の美和小

学校の入学者も６名です。緒川は１歳が５人ですから，そうすると，明峰中が

美和・緒川・御前山から行っても，１クラスどころではないです。それだけ子

どもがいないんです。 

内田委員  常陸大宮も常陸太田も，出生数，子どもの生まれる数はそんなに変わらな

いんだけれども，小学校とか，中学校とかに入る時には，太田の方がぐんと

多くなっていると。 

上久保教育長  太田は子育て日本一になったんです。大宮は２桁で入っていますが，

太田は確かに良いと言うんです。ネットなんかを若い人が見て，行っている

率も高い。 

     では，その他にないようですので，採決に移ります。議案第７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） 

     異議なしと認め，議案第７号につきましては，原案のとおり可決することに

いたします。 
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     続きまして，議案第８号常陸大宮市立学校医，学校歯科医及び学校薬剤師の

委嘱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  [議案第８号について説明] 

上久保教育長  説明が終わりました。質問があればお願いいたします。 

     無いようですので，採決に移ります。議案第８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８号につきましては，原案のとおり可決する

ことにいたします。 

     続きまして，議案第９号常陸大宮市社会教育委員の委嘱について，事務局の

説明をお願いいたします。 

大町生涯学習課長  [議案第９号について説明] 

上久保教育長  説明が終わりました。社会教育委員は２年間の委嘱で，４月１日から

委嘱をするということですが，１１名につきましては，全て再任だというこ

とです。質問がありましたら，お願いいたします。 

内田委員  これは何年くらい，再任できるんですか。 

上久保教育長  内規があったと思うけれども，７０歳を超えた場合は，原則として再

任をしないと。ただし，何かを持っている人に関しては当てはめないという

ことと，もう一点は，他の役職をあまりにもやっている人は除くと。前，こ

ういった問題が起きた時に，７つくらい役職をやっている人がいました。女

性を何人か入れなさいということであると，例えば，美和なんかはいつも同

じ人で，他に行ってもどこに行っても同じ人なので，２つか３つに限定しよ

うということで，内規ができているはずです。 

大町生涯学習課長  内規は年齢制限があると思います。 

上久保教育長  そういったことも考えないと，簡単には選べないはずです。他との兼
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ね合いもあるので，ここにあがってくる人は他でもいろんなことをやってい

るので。 

内田委員  そういう縛りとかあれば問題はないと思うんですが，いつまでもやってい

るとか，いくつも充て職や役職をやって，会議にはほとんど出てこないとか，

そういうのもありますので。 

上久保教育長  出欠もきちんと見て，あまり出てこない方は外しています。一応，こ

の１１人のメンバーは動いているメンバーなので，再任だということです。 

     それでは，他にありませんか。無いようですので，採決に移ります。議案第

９号につきましては，原案のとおり可決してよろしいでしょうか。 

（異議なしの声） 

     異議なしと認め，議案第９号につきましては，原案のとおり可決することに

いたします。 

     続きまして，議案第１０号常陸大宮市スポーツ推進委員の委嘱についてを議

題といたします。事務局の説明をお願いいたします。 

皆川文化スポーツ課長  [議案第１０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。 

これも非常に長い人がいます。これは表彰制度がありまして，３０年が全国

表彰で，長くやらなければ表彰対象にならないのが一つと，これは昔の体育指

導員といった制度ですので，やっぱりある競技に秀でてないとここに入ってこ

れないということなんで，じゃあ，新しい人を見つけようとしても，指導者に

なれるだけの資格がないんです。長いといっても，いろんな講習を毎年毎年受

けていますので，なかなか他に代わる人がいないということもありますが，今

回は３人入ったということです。 

星野委員  いろいろな研修会に行く際には，それは自費ですか。 

皆川文化スポーツ課長  基本的には，私どもの予算の中で旅費なりを負担しています。 
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星野委員  ホームページもあるし，ＳＮＳなんかにも，ノルディックウォーキングで

すとか，いろいろなニュースポーツのことですとか，ユニカールですとか，

うちの母もやっているみたいですけれども，その時に，名前があがってくる

指導者の方って限られていて，こんなに人数がいたんだって思わずこれを見

てびっくりしたんですけれども，本当に活動している人って，この中の極わ

ずかじゃないですか。 

皆川文化スポーツ課長  やはり，少し多い人，少ない人がいるんですが，基本的には

今回につきましては，改めて，今までの過去の活動の参加を踏まえまして，

協議をしながら今回選んだということでありますので，まるっきり１年間の

うちゼロという方は，いないということであります。 

星野委員  表彰制度があるから名前だけを残してくれというような，そういう人はご

遠慮願いたいなと思うところですよね。そういう名誉職的に捉えられてしま

って，本当に市のスポーツ振興のために役に立たない人は，研修会に行くの

でも，公費で行くのであれば辞めてもらいたいなというのが，正直なところ

ですよね。ちゃんと活動されている方ということで，安心しましたけれども。 

上久保教育長  今回も，内々で上がってきた時には全部チェックをしまして，ゼロの

人は全部抜きました。 

皆川文化スポーツ課長  あとは本人の意向もありますので，その辺を踏まえまして選

考したという状況でございます。 

上久保教育長  あと４番あたりから下は仕事を持っていますので，それでも結構出て

きてくれています。例えば，地区の運動会，あるいは駅伝大会の係員，そう

するといろんな要請がかかっているし，子どもたちのためでいえば，小学校

の陸上記録会の審判員で出たり，それから，最近はニュースポーツの方で，

地区の老人会の指導に入っているかな。一昨日のもそうかな。 

皆川文化スポーツ課長  ふるさと再発見ウォーキングということで，こちらにつきま
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しては，一昨日開催いたしまして，地域の城跡を見たり，文化的に有名なと

ころを一緒に，体を動かしながら歴史を学んでいくようなことで，諸沢の方

で開催したという状況です。 

上久保教育長  その時にも，スポーツ推進委員が何人か動向して，歩き方の指導なん

かを指導しました。かなり活動はしているんだな。 

皆川文化スポーツ課長  活動は特に今年に入りまして，連携しながら行っているとい

う状況でございます。 

上久保教育長  他にありませんか。無いようですので，採決に移ります。議案第１０

号につきましては，原案のとおり可決して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１０号につきましては，原案のとおり可決す

ることにいたします。 

     続きまして，議案第１１号常陸大宮市教育委員会事務局職員人事の発令につ

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１１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。 

     注目していただきたいのが，部長はかなり退職しました。それから，そうい

った方々が再任用に入ってきているということです。 

     その他無いようですので，採決に移ります。議案第１１号につきましては，

原案のとおり承認してよろしいでしょうか。 

（異議なしの声） 

     異議なしと認め，議案第１１号につきましては，原案のとおり承認いたしま

す。続きまして，日程４ その他に入ります。各種行事について，事務局の説

明をお願いいたします。 

諸澤学校教育課長  [学校教育課の予定報告] 
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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したら，お願いいたします。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。 

     それでは，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。 

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３０年４月２５日（水）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３月定例会を閉会といたします。 

（午前１１時４７分閉会） 


