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常陸大宮市教育委員会５月定例会議事録 

 

１ 会議の名称 常陸大宮市教育委員会５月定例会 

２ 開 催 日 平成３０年５月２４日（木）午後 １時３０分から 

                                         午後 ３時１０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 

次長兼生涯学習課長    大町 隆 

学校教育課長       諸澤 正行 

文化スポーツ課長     皆川 嗣郎     

学校教育課指導室指導主事 河野 護 

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２５号 教育長報告について 

報告第２６号 常陸大宮市放課後子供教室運営委員会委員の異動について 

報告第２７号 常陸大宮市歴史文化基本構想策定委員会委員の委嘱又は任命について 

報告第２８号 平成３０年度常陸大宮市奨学生等選考結果について 

報告第２９号 平成３０年度常陸大宮市特別奨学生選考結果について 

報告第３０号 平成３０年度常陸大宮市中学生海外研修事業について 

報告第３１号 業務委託契約等の締結について 

報告第３２号 指定学校の変更許可について 

６ 議 案 

議案第１５号 専決処分の承認を求めることについて 

       （常陸大宮市教育支援委員会委員の委嘱又は任命について） 

議案第１６号 専決処分の承認を求めることについて 
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       （常陸大宮市公民館運営審議会委員の委嘱について） 

議案第１７号 常陸大宮市社会教育委員の委嘱について 

議案第１８号 常陸大宮市立図書情報館協議会委員の異動について 

７ その他 

 （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５月定例会を開会いたします。 

(午後１時３０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。日程２ 報告を議題といたします。報告第２５

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。 

１点目，小学校の運動会が終了いたしました。委員の皆様方には大変お世話

になりました。５月１９日実施予定でありましたけれども，雨のため，５月１

９日に実施したのは４校でした。大宮小，大賀小，美和小，御前山小の４校が

１時間遅れで実施になりました。残り７校は次の日の５月２０日実施となりま

した。そのうち上野小と村田小は，もう既に５月１８日の段階で順延を決定し

ております。こういった紆余曲折ありましたけれども，無事終了いたしました。

内実は，大宮小などは，スポーツ少年団とよさこいの関係があって，そちらに

出るためにどうしてもやって欲しいということでした。大賀小は，地域との合

同なので，日曜日に延期をすると選手が集まらないということで，少し遅れて



3 

 

もやって欲しいという要望があったそうです。美和小と御前山小も，特に御前

山小は，前の晩にＰＴＡの役員会をやりまして，なんとかやろう，そういうふ

うな意思が固かったそうです。村田小と上野小は，非常に周りの関係もありま

したので，１８日の段階で中止にしたようです。ただ，大宮西小は，遅れて２

０日に実施しましたけれども，やっぱり，中止の決断が若干遅かったので，遅

かったということはないんですけれども，保護者からは「弁当を作っちゃった

のに何だ」というような文句が出たようです。学校側は，いつものことだとい

うことで，平然としておりましたので，そんなに大きな問題にはならなかった

ようです。実施の内容でありますけれども，私も全校回りましたが，山方小で

１名，体調不良による欠席がありました。開会式の時に気分が悪くなったとい

うことですが，１時間くらい保健室で休養を取りまして，競技には無事参加し

たということでした。それから，不登校の子どもも出ていたようで，ある意味

で学校行事の良いところが出てきたのかなと思っています。また，親子競技等

は非常に楽しく実施されたので，よかったかなと思いますが，特に，上野小と

村田小は，よさこいをやっていまして，上野は４・５・６年生が，村田は１・

２・３年生がやりましたが，１回目は子ども達が踊って，周りは親がカメラを

構えて撮っているんですが，アンコールになると，今度は踊っている中に入っ

て，自分の子どもだけを撮っていました。非常に，今の時代に沿ったものだっ

たと思います。 

２番目ですが，パラオ共和国のホストタウンになっていますので，事前合宿

に４種目の選手団が入ります。まず，陸上関係は，選手が５名，これは確か男

性３名，女性２名だと思いましたが，コーチが１名付いて，６月２日大宮着で，

６月１２日大宮出発，要するに６月２日から１０日間合宿を張ります。その中

で，６月１１日，大宮中学校の陸上の子どもたちと合同練習を実施いたします。

男子のうち１名が，前回のリオ大会の 100ｍに出場したとのことなので，子ど
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もたちも参考になるのではないかと思います。最高記録は１０秒０５だそうで

す。それ以外の子どもは，高校を出たばかりの子どもなので，多分，１２秒台

くらいで走るんだろうと思いますが，大宮中で一番速い子は１１秒台で入りま

すので，ひょっとすると中学生の方が早い可能性があるんではないかと思いま

すが，交流ということで実施をいたします。それから，２種目は水泳です。男

子が３名，女子が２名，コーチが１名で入ります。６月１３日から６月２２日

となります。これは，まだ日程は報告が入っていませんが，緒川小のプール開

きが終わっていますので，しかもこの選手団はロックヒルに泊まりますので，

緒川小の全校生徒と一緒にプールで泳ぐと。そして交流をするということにな

っています。３種目の柔道でありますが，これは女子が１名とコーチが１名入

ります。これが６月２３日から７月１５日まで入ります。今のところ，６月２

５日に大宮中の子ども達と柔道の授業を一緒に受けて，その後，給食交流が予

定されています。４つ目はアーチェリーで，男子３名でコーチは付きませんが，

６月１２日から６月２３日に入りますが，大宮では活動しないので，交流はし

ないということになっております。 

４点目，生徒指導関係で，市内の状況をお話ししますが，その前に，新潟の

小学２年生の女の子の誘拐事件がありました。これは，新聞やテレビ等でお分

かりかと思いますけれども，自宅からわずか 300ｍ，あれだけの家が密集して

いるところで起こりましたが，ボランティアはいたんだそうです。だけれども，

もう高齢化して，最近は出てこなくなってしまったという，ちょうど盲点があ

ったということです。それから，新聞等でお分かりかと思いますが，中学校の

３年生がリサイクルショップに入って，包丁で刺して現金を奪ったという強盗

傷害事件がありましたが，一応，市内の学校には，こういった事件はどこでも

起こり得るという認識でもって対応するようには指示はしてあります。 

以上４点，報告いたしました。何か質問がありましたら，お願いいたします。 
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まず，考えられないような事案が最近起きてきているということです。だか

ら，昔だったら，あるいは普通だったら，という考えは，今は捨てないと保護

者対応，子ども対応ができない状況になってきているのがわかると思います。 

     では，他に無いようですので，報告第２６号常陸大宮市放課後子供教室運

営委員会の異動について，事務局の説明をお願いいたします。 

大町次長兼生涯学習課長  ［報告第２６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。 

     基本的には，教員の人事異動と市職員の人事異動にかかわる残任期間のある

委嘱になるということです。 

     続きまして，報告第２７号常陸大宮市歴史文化基本構想策定委員会委員の委

嘱または任命について，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  ［報告第２７号について説明］ 

上久保教育長  説明が終わりました。これは２年間で文化基本構想を策定するとい

う想定のもとに，委員会を立ち上げたということです。よろしいですか。 

星野委員  どんなことを策定するんですか。 

皆川文化スポーツ課長  今までですと，文化財は保存・保護ということがどちらか

というとメインでありましたけれども，今後の行政の中では，文化庁，それ

から県等の指導もありまして，その遺跡，文化財をいかに保存・保護等含め

まして，活用していくといったことを，活用するために全体的に策定してい

くというような内容でございます。 

上久保教育長  文化財保護法が改正になりまして，今までは保存に重点を置いたのが，

今度は活用に重点を置いて，特に観光などにも活用すると。どうしても今ま

での保存だと，市指定・県指定・国指定そういうのばかりに目が行ったけれ

ども，全然未発掘のものがあるだろうと。それをきれいに自治体が自らの手

でまとめて，そして，歴史的な文化基本構想を作っていく。そして活用に重
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点を置いて，これから進めてくださいよという，そういう意図です。そうな

ると，予算面，それからいろんな多角的な見方で施策を打てるというのは，

教育委員会だけでは狭いのではないかという考え方があるので，多分，委任

事項から戻って市長事項に移されるのではないかと思います。 

     では，続きまして，報告第２８号平成３０年度常陸大宮市奨学生等選考結

果について，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２８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。 

内田委員  地元の高校，小瀬高とか常陸大宮高校などは。 

上久保教育長  いません。地元は，むしろ後の給付型，これは貸与型の方ですから，

後の報告第２９号で出てきます。これは２０名なんですが，ここ何年も２０

名を超えたことがありません。再募集をかけても集まりませんので，景気が

良くなっているのかなと思うんですけれども。かつては，何名も落としたん

ですよ。今は１３名から１４名で終わっていますから。ですから，少なくな

ってきたなと思います。それで，この貸与型は，奨学資金の貸与は，子ども

に貸しますが，入学一時金は親に貸します。ただ，新聞等を見ると，報道で

は「奨学金返還破産」というものがあるんだそうです。奨学金を借りたけれ

ども，今度は返せなくて破産宣告をするという。こういった時には返しても

らえなくなるんだよな。 

諸澤学校教育課長  結局，大学を出てからすぐ借金を背負うと。そういうような形

になってしまうものですから，その返済に追われてしまって，お金が返せな

くて破産するという状況になっていってると思うので，そういった方が増え

ていくというのは，新聞報道にあるように出ているのが状況です。 

上久保教育長  そういった状況です。奨学金は，滞納して卒業して未納が問題にな

っていますが，今，みんな就職に就かないで病気になっています。うつ病み
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たいに。 

諸澤学校教育課長  結局，就職ができなくて，うつ病等で奨学金の猶予の申請があ

るとかが，何件かございます。 

上久保教育長  大学でも辞退があるよな。それは，勉学の意欲が無くなって中退し

たとか。 

諸澤学校教育課長  中退もあります。あるいは，成績が思わしくなく留年というか，

同じ学年を繰り返しているという方もいまして，猶予願を出している方もい

るという現状でございます。 

上久保教育長  ですから，さっきの子どもの家庭内の状況が変わってきたよという

けれど，昔の奨学金のイメージは，貧しいけれども成績優秀で借りるといっ

たものだったのが，今はそうではなくなってきたということがお分かりかと

思います。奨学金を借りる時には，勉学をするのに苦しいから貸してくださ

いと言ったけれど，１年経つと意欲が無くなって辞めたとか，猶予願が出て

いる状況です。ですから，回収率が伸びないんだな。 

諸澤学校教育課長  滞納額がなかなか減らないというか，逆に増えるというような

状況になってきています。 

内田委員  だって，２０年間で返すくらいの感じでしょう。 

諸澤学校教育課長  実際には，１０年間で返すということになっています。ですか

ら，大学生ですと４年間で最高２４０万円を１０年間で返していただくよう

な形で進めてはいるところなんですけれども。毎月２万ということなんです

が，それ自体が難しくなっている方がいらっしゃるということです。 

上久保教育長  それと，親の方もそうなんですが，商売をやっている親は無利子で

借りられるということは，こんなありがたいことはないという考え方で比較

的借りますが，一般の保護者は，奨学金でも借金だという考え方なんですね。

ですから，どうしても借金という意味になると，希望者が減ってくるという
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状況になります。基本的には，経済が好転してきたのかなと思いますけれど

も。 

     では，他に無いようですので，続きまして，報告第２９号平成３０年度常

陸大宮市特別奨学生選考結果について，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２９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。 

     常陸大宮高校と小瀬高校の生徒に対しては，ここで２名ずつとなっていま

す。 

     では，続きまして，報告第３０号平成３０年度常陸大宮市中学生海外研修

事業につきまして，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３０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。 

     例年やっているものと大体変わりないということです。６月２７日が午後

６時からになっていますが，間に合いますか。ここはまだ中央地区が始まっ

ていないので，みんな６時まで部活をやっているけれど。 

諸澤学校教育課長  各生徒には周知をしているところなんですけれども。 

上久保教育長  だから，みんな遅れてくるんじゃないのかな。一度家に帰って制服

に着替えて，親が送ってくるんだから。その辺，学校とよく相談した方がい

いかもしれない。部活を５時前に終わりにして帰るというわけにはいかない

だろう。中央地区前は。その辺が難しいところなんですね。仲間はずれにな

っちゃうんです。部活をやってて，事前研修に行くんだよとなったら，部活

にならなくなっちゃう。去年，時間は問題にならなかったっけ。 

諸澤学校教育課長  開始時間については，特に反省点に出てこなかったです。 

上久保教育長  去年は遅刻を認めていたから。だから，結団式にも遅れて来て，み

んなパラパラになっちゃって。その辺を調整しておいた方がいい。 
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諸澤学校教育課長  開始時刻等については，再度学校等と調整させていただきます。 

上久保教育長  星野委員は，何か質問ありますか。 

星野委員  部活があると，６時の集合は難しいんだなって，今，思って聞いてはい

たんですけれども，遅くすると終わる時間が９時過ぎてしまうと，あまり遅

いのも問題なのかなと思いますし，難しいところですね。 

上久保教育長  親が必ず送ってきますので。 

星野委員  そうですよね。コミュニティセンターに近いところだといいですけれど

も。明峰中の子なんかすごく大変ですよね。 

上久保教育長  そうすると，５時に必ず帰って来れる親ばかりじゃないですからね。

この辺が難しいところです。 

星野委員  あとは，問題になるのは６月２７日と７月１８日ですか。７月１８日は

大丈夫ですか。 

上久保教育長  もうこれは県大会クラスになっちゃいますね。県大会になると，数

はかなり絞られてくるので，大丈夫だと思うんですけれども，特に６月２７

日は，中央地区がまだ始まってないので。第１回はみんな集まっておかない

と，保護者の説明もするので。多分，旅行会社が細かいところを説明するは

ずだと思うんだ。 

諸澤学校教育課長  はい。その予定で組んであります。 

上久保教育長  それでは，他にないようですので，続きまして，報告第３１号業務委

託契約等の締結について，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３１号について説明] 

皆川文化スポーツ課長  [報告第３１号について説明] 

上久保教育長  説明が終わりました。何か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，続きまして，報告第３２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。 
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諸澤学校教育課長  [報告第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。 

     ３件とも今通っている学校だったんだけども，住所が変わって元の学校に指

定校変更したいということですので，大きな問題はないと思いますが，いか

がでしょうか。  

     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１５号専決処分の承認を求め

ることについて（教育支援委員会委員の委嘱又は任命について）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１５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。 

        よろしいでしょうか。それでは，議案第１５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） 

上久保教育長  異議なしと認め，議案第１５号につきましては，原案のとおり承認

といたします。続きまして，議案第１６号専決処分を求めることについて（常

陸大宮市公民館運営審議会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。 

大町次長兼生涯学習課長  ［議案第１６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。 

星野委員  新任は何人ですか。 

上久保教育長  ２人です。 

     それでは，採決に移りたいと思います。議案第１６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） 
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     異議なしと認め，議案第１６号につきましては，原案のとおり承認といた

します。続きまして，議案第１７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。 

大町次長兼生涯学習課長  ［議案第１７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。 

     これは，委嘱期間が６月１日から３月３１日までとするということになる

と，２年後の４月１日から５月３１日は空白になるのかな。 

大町次長兼生涯学習課長  これにつきましては，議決後に委嘱ということで６月１

日からになりますので，教育長のご質問ですと，その２年後でございますが，

ここの期間については，空白となります。ただ，３月の定例会で，同じよう

に委嘱期間が切れましたので，議決をいただきまして委嘱しまして，１２名

の委嘱をしてございます。 

上久保教育長  社会教育委員は全員で何人いるんだっけ。 

大町次長兼生涯学習課長  １７名になります。 

上久保教育長  １７名のうち１２名は，３月の定例会で決まっているので，その人

は４月１日から委嘱しているんだよな。今回の人は充て職の部分だから，Ｐ

ＴＡなんかは５月にならないと決まらないということなんだな。 

大町次長兼生涯学習課長  はい。ＰＴＡ総会が５月１１日にありましたので。 

上久保教育長  ということです。では，他に無いようですので，採決に移ります。

議案第１７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１７号につきましては，原案のとおり可決いたし

ます。続きまして，議案第１８号常陸大宮市図書情報館協議会委員の異動に

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。 
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大町次長兼生涯学習課長  ［議案第１８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１８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１８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，日程４ その他に移ります。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] 

大町次長兼生涯学習課長  [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。特に無いようで

すので，続きまして，（２）その他について，お願いいたします。 

河野指導主事  [平成３０年度第２採択地区教科用図書選定協議会について] 

上久保教育長  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，次回の臨時会は平成３０年６月２５日（月）午後１時３０

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５月定例会を閉会といたします。 

（午後３時１０分閉会） 


