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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 令和元年８月２７日（火）午前１０時００分から 

                                        午前１１時２６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 内田  寛 

委  員     星野 幸子 

委   員     諸澤 信子 

委  員     生天目 茂 

  （２）事務局及び説明者 

教育部長        大町 隆 

次長兼文化スポーツ課長 皆川 嗣郎 

学校教育課長      諸澤 正行 

生涯学習課長      木村 隆弘 

指導室長        関 美智子 

学校教育課課長補佐   森田 浩行 

学校教育課主任     野上 幸恵  

 

５ 報 告 

報告第４５号 教育長報告について 

報告第４６号 令和元年度就学援助申請に伴う児童生徒の認定結果について 

報告第４７号 指定学校の変更許可について 

報告第４８号 常陸大宮市教育行政点検評価委員の委嘱について  

報告第４９号 工事契約の締結について   

 

６ 議 案 

議案第３５号 議会の議決を経るべき事件の議案の意見の申出について 

議案第３６号 常陸大宮市運動部活動の方針の改正について 
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７ 協 議 

協議事項６  令和元年度常陸大宮市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 

    学校教育課 

    生涯学習課 

    文化スポーツ課 

 （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  １人 

１２ 会議の大要 

茅根教育長  本日の会議に１人の傍聴者がおりますので，報告いたします。 

傍聴人の方は，注意事項を守って傍聴をお願いいたします。 

    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分開会） 

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

料のとおりでございます。 

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

４５号教育長報告になりますので，私の方から報告いたします。 

夏休み中の児童生徒の様子でございますが，ここまで大きな事件もなく，小中

学校の児童生徒は落ち着いた生活をしております。ただ，学校閉庁日の期間につ

いてですが，何も無かったのではありますが，市のホームページに１件のメール

が来まして，２０代男性から，イオン常陸大宮店で弟と食事中，中学生に変な目

で見られ，写真を撮られたと。ＳＮＳにあげるという話が聞こえてきたと。情報

リテラシー教育がなされていないんじゃないかというような内容のメールがご
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ざいました。 

それから，中学校の部活動ですね，今日の午後と明日の午後に教育長賞を表彰

しますので，市役所に来てもらうんですが，大宮中の卓球部の女子が関東大会出

場しました。それから大宮中のサッカー部が県第３位になりました。山方中で女

子２年生の高村さんが，女子８００メートルで県２位になりました。それで，関

東に出場しました。それから，野球の県選抜なんですが，市内中学校４名の選抜

がありまして，全国大会に出場しました。 

それから夏休み中の市の事業でございますが，ふれあいの船，Ａ班Ｂ班，事故

なく，無事に戻ってきました。 

それから，８月７日の校長夏季研修会及び８月８日の中学生海外研修結団式に

おきまして，委員の方々のご出席，大変暑い中ありがとうございました。中学生

の海外研修でございますが，６３名，引率８名で行きまして，８月１４日午後２

時に文化センター小ホールで出発式を行いまして，８月２１日の夜，８時２０分

頃に全ての研修を終えて，無事，常陸大宮市役所の方に戻りました。団長の山方

中の菊池校長に言わせると，誰も体調を崩す者もいなくて本当に良かったという

ことで，私も何人かの子に「どうだった？」と聞いたら，「帰って来ないで向こ

うにいたかった」という返事があったので，それは凄いなって思いました。 

それから，寄附の件で，１千万円の寄附がありました。それで指名校がありま

して，山方小と山方中なんです。８月３０日に寄附の納入予定でございます。山

方中，山方小の校長も，学校備品とかで色々必要なので，大変ありがたいとおっ

しゃっていました。以上でございます。 

   報告が終わりましたので，何かご質問があればお願いします。いかがでしょう

か。 

生天目委員  １千万寄附したという方は，山方出身でしょうか。 

茅根教育長  そうです。説明が遅れましたが，山方小の出身だそうです。かなりご高
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齢だということです。 

生天目委員  山方小，山方中を経て・・・。 

茅根教育長  おそらくそうですね。 

宜しいでしょうか。では，他にないようですので，次に移ります。 

ここで皆様におはかりいたします。報告第４６号及び報告第４７号につきまし

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，同項のただし書きの規程により，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，

賛成の委員の挙手を求めます。 

教育委員  （全員挙手） 

茅根教育長  全員挙手ですね。では，この後の案件につきましては，非公開といたし

ます。傍聴人の方は，恐れ入りますが，ご退席いただきますようお願いいたしま

す。 

茅根教育長  再度おはかりいたします。常陸大宮市教育委員会規則第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，本定例

会の議事録に含めて作成することとしますが，個人情報が特定されないよう調整

して作成・公表する取り扱いとしてよろしいでしょうか。 

教育委員一同  異議なし。 

茅根教育長  異議なしと認め，議事録の公開に際しては，個人情報が特定されないよ

う調整し作成・公表することといたします。 

それでは，会議日程に戻ります。報告第４６号令和元年度就学援助申請に伴う

児童生徒の認定結果について，事務局の説明をお願いします。 
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諸澤学校教育課長     【報告第４６号について説明】 

茅根教育長  説明が終わりました。この件につきまして，ご質問があればお願いしま

す。 

宜しいでしょうか。無いようですので，次に移ります。 

ここで傍聴人の方に入室して頂きます。 

傍聴人の方，ご協力ありがとうございました。 

続きまして報告第４７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４７号について説明】 

茅根教育長  報告が終わりました。いかがでしょうか。２人が再任で１人が新任なん

ですが。 

     栗田氏は県の生涯学習課，それから水戸センターの課長も歴任していまして，

社会教育には長けた方なんです。 

     宜しいでしょうか。 

教育委員一同  はい。 

茅根教育長  それでは続きまして，報告第４９号工事契約の締結について，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４９号について説明】 

茅根教育長  報告が終わりました。質問があればお受けします。いかがでしょうか。 

茅根教育長  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３４号議会の議決を経るべき

事件の議案の意見の申出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      【議案第３４号１及び２について説明】 

茅根教育長  説明が終わりましたので，質問があればお願いします。 
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星野委員  市の条例に対するっていうことではないんですけれども，国の施策が変わ

ることによって市としても変わる訳ですよね。これで一回無償化になりますけれ

ども，今後財源が足りなくなってまた有償化になったり，そうなったらこれも変

える形になるんでしょうか。 

諸澤学校教育課長  もし無償化の条例が廃止になれば，また新たな徴収条例を作成す

ることになると思います。 

星野委員  そうですよね。 

生天目委員  要は，上げたのは何だったのかっていうことだよね。上げる必要はなか

ったんじゃないかな。 

諸澤学校教育課長  国からの徴収法に従っているところでございます。 

星野委員  はい。わかりました。よく理解しております。 

茅根教育長  宜しいですか。では，他に無いようですので，採決に移ります。 

議案第３４号１及び２につきましては，原案のとおり了承することでよろしい

でしょうか。 

 教育委員一同  異議なし。 

茅根教育長  異議なしと認め，議案第３４号１及び２につきましては，原案のとおり

了承することにいたします。 

続きまして議案第３４号３の補正予算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   【報告第３４号３について説明】 

木村生涯学習課長   【報告第３４号３について説明】 

皆川文化スポーツ課長 【議案第３４号３について説明】 

茅根教育長  説明が終わりましたので，質問があればお願いします。いかがでしょう

か。 

内田委員  補正については，山方の人が１千万ぽんと山方に使ってくれというお金な
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んですか？ 

茅根教育長  はい。 

諸澤学校教育課長  備品に関しましては，小学校はテントとか電子黒板，或いは体育

館の椅子，そういったものを購入する予定です。中学校に関しましては，吹奏楽

の楽器類，それから電子黒板等を購入ということで，こちらにつきましては，寄

附者のご理解を頂いていますので，そのような形で進めさせていただきたいと思

っております。 

内田委員  これは今年１年で使っちゃうというような計画なんですか？ 

諸澤学校教育課長  はい。１千万円を歳出で載せてありますので，予算がとおりまし

たら，すぐ執行することになります。 

内田委員  お金は大事だから，大事に使ったらいいんじゃないかなって思うんだけど，

今急にお金が入ったから，今何か買わなきゃというのは，良いようで何か勿体な

いような気もするんですけれども。 

諸澤学校教育課長  １千万円寄附して頂いたんですけれども，寄附していただいた年

度の中で買うことになるんです。 

内田委員  山方中とか小学校に，どんと５００万円自由に使っていいぞと。今年じゃ

なくたって，来年まで持ち越したって構わないよ，くらいの余裕があると，本当

に活きたお金になるんじゃないかなって思うんだけど，今年１千万円をもらった

から，５００万円ずつ分けて，さぁ使っちゃおうと，何が欲しいんだと，欲しく

ない物まで買うようなことになりかねないような気がするんですけれども。 

諸澤学校教育課長  そういった中で，学校の意見を聞いて，体育館の椅子が欲しいと

いうことなので，学校の要望には沿ったものを・・・。 

内田委員  素朴な疑問だったので，大丈夫です。異議はありません。 

茅根教育長  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３４号３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
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うか。 

教育委員一同   異議なし 

茅根教育長  異議なしと認め，議案第３４号３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３５号常陸大宮市運動部活動の方針の改正についてを議題

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  【議案第３５号について説明】 

茅根教育長  説明が終わりましたので，ただ今の件につきまして，ご質問があればお

願いします。いかがでしょうか。 

生天目委員  私の頃がいかにハードだったかなと思います。土日関係なく，３時間な

んて制限もないし，ほぼ１日だと思って行った自分たちの経験からすると，非常

に良いと思います。働き方改革の方もあって。この辺が妥当かもしれません。 

内田委員  俺は，方針とかはこれで構わないと思うんですけれども，働き方改革でこ

れまた仕方ないのかもしれないですけど，部活動っていうのがただやっているだ

けの部活動になってきちゃうのかなと。やはり，勝負は勝たなくちゃ，勝つため

に苦労や知恵やそういうものを出して，人間性を培っていくものなんじゃないか

なって思うんですけれども，こうなると，中学校の部活動には誰も期待なんかし

ませんよね。能力のあるものが，または，家庭とか地域とかで特殊な人たちが成

果をあげるというふうになってきて，中学校の部活では単なる趣味というような

気がします。それなら俺は，それならそれで，常陸大宮市としては、スポーツ少

年団とか，やりたい人にはみっちりやらせて，勝てるくらいの力をつける，スポ

ーツ振興課か生涯学習課とかかは分からないけれども，そういう方向での検討っ

ていうのが必要なのかなって思うんです。 

星野委員  宜しいですか。これは他市町村でも同様になっているということですよね。 

諸澤学校教育課長  公立の中学校につきましてはそういう形で，県からきているもの
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です。 

星野委員  そうですよね。だからこそのものだっていうのは分かっているんですけれ

ども，そうでないと，先ほど一番最初に教育長報告にあったように，部活動の中

でも強いチーム，県大会に行きます，関東大会に行きます，野球の県選抜で４名

選ばれましたって話がありましたけれども，そういうになることがかなり稀にな

ってくると思うんですが，でも，どこも同じステージで同じ基準の中でやってい

るんだから同じだろうって言っても，実際はそう同じにはならないっていうのが

ありますよね。練習時間が少ないっていうことは，個人の能力に頼らざるを得な

くなってくるってことですから，練習で補うことができないってことは，個人の

能力が長けている者が上に行くってことになるんですね。ですから，そうなった

際に，先ほどスポーツ少年団の話も出ましたが，例えばこの１０月に行われる国

体のなぎなた大会ですね，常陸大宮市の中に，部活動で，なぎなたっていう名称

がついている部活動はありませんから。それはあくまでも，常陸大宮市のなぎな

た連盟がやっているものですよね。そこでやっていた子どもが水農に行ったり，

もちろん，水戸二高や水戸三高に行って，そういった高校生になってから，部活

としての活動ができるようになって，今回はお手伝いをしていただく形になって

いますけれども，やっぱり学校としては部活とは関係ないっていう言葉ではいけ

ないと思うんですけども，離れたところでもそういった心や身体を鍛える活動っ

ていうのができている訳ですよね。そうなっていくと，どんどん中学校の部活の

意義って何なんだろうかって，かなり薄らいでいくような思いがしました。 

    それから，ここにちゃんと文化部を入れていただいたのはとても良くて，例え

ば文化部であっても，吹奏楽とかそういうところでも基礎体力をつけるためにか

なり運動量のあることもやっていますね，腹筋つけないと肺活量も上がってこな

いので。ですから，そういうことも含めて，部活動っていうのは文化部も運動部

も含めて部活動なので，その形でまとめたのはとても評価されるところだとは思
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います。 

ただ，根本的には，中学校の部活動の見直しの時期にきているのかなっていう

のが正直な気持ちで，来年のオリンピック，またその後のオリンピックや，国際

的なところにうって出られるようなアスリートを育てていくっていうことに関

しては，もう中学校の部活動だけではあり得ないってなるので。そうなると，若

年化も進んでいて，先日テレビを観ていましたら，９歳の女の子，ゴルフをやっ

ていてサニーフィールドで練習している子のことが出ていましたけれども，もう

才能があると思ったら，親と地域，地域なのかどうかは別として，親とそこに関

われるスポンサーとなってくれる人が育てていくっていうことになっていくと

思うので，本当にそういうものでもいいのかなって思うところもあるし。逆にそ

の児童生徒が常陸大宮市に来た場合に，教育委員会としてどうやってその子をサ

ポートして，その子のアスリートとしての能力を伸ばしていけるのか，というと

ころも大切なのかなって思います。 

すみません。とりとめのない話で申し訳ないんですけれども。 

内田委員  こういうふうに，部活動について，また，常陸大宮市のスポーツについて

話し合うのは良いことだと思うんですよ。今言ったように，親とか子が，能力

や資金があるところは，３歳くらいからもうゴルフの練習だ，卓球だ，サッカ

ーだ野球だやっている。そうしていかないと，世界では勝てなくなってきてい

るっていうのが現状かもしれない。 

星野委員  一度シンポジウムか何かを開いて欲しいですよね。どういうシンポジウム

かと言うと，学校教育の中で部活動をやっている，それからスポーツ少年団，

生涯学習としてひたまる２５で携わっている人と，教育委員会含めて，一度教

育におけるスポーツなのか，スポーツそのものなのか，テーマをどういう風に

もっていって良いか分からないですが，中学校の部活動の在り方についてのシ

ンポジウム的なものを開いてみると，色んな人の意見が聞けて良いのかなと思
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います。今言ったパネリストは各スポーツに関わっている人達からピックアッ

プしていって，広く意見を聞いてみるっていうのも面白いんじゃないのかなっ

て思います。 

内田委員  中学校の部活動を切り口にして，そこからスポーツとは，また常陸大宮市

としてはとか，色々出てきてまとめていくっていうのは面白いと思うんだけど

な。そしてテレビを観ていると，３歳とか５歳頃から英才教育をしていると。

それにはある程度親の能力っていうのもあるかとは思うんですけれども，やは

り一流を目指すからには，運動だけではなくて，世界に通じるために英語を勉

強するか，ある程度学校教育の知識がないとダメだとか，結局一芸に通じるこ

とは，根を深く土台を作って人間としても成長するというのがあると思うんで

すけど。そういうものと，中学校の部活というのはまた違ってくると思うんで

すね。だから，そういう一芸に秀でていたり，一流を目指すものは，中学校で

は少なくともその部活には入れないと。面白くない。他の部に入れて，体力を

培うとか，俊敏性を培うとかを目指す。そういうとこで，中学校の部活とスポ

ーツ少年団を切り離すとか，そういう議論があっても良いのかなと思うんです

けれどね。以前山方中にいた時に，陸上で中学１年生で全国大会まで行った子

がいたんですけども，その子は陸上でトップクラスなんだけれども，自分はサ

ッカーをやるんだということで，鹿島アントラーズの下請けの方のチームでや

っていると。だから，サッカー部に所属はしているんだけれども，中学校のサ

ッカーの試合には出られない，とか，そういう縛りがあった気がするんですよ

ね。そういう風に，プロを目指してやっている人が１人スーパースターとして

いて，それが中学校の部活としてはいかがなものかというのを思いました。以

上です。 

茅根教育長  リトルで，小学生でやっていた子達が，中学生になってシニアに上がっ

て，中学校の部活は野球やらないで，バスケットをやるっていうことで。そし
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て土日とかに野球をやっていると。そういうのもあります。 

     では，宜しいでしょうか。では，採決に移ります。 

議案第３５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。 

教育委員一同  異議なし 

茅根教育長  異議なしと認め，議案第３５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 協議」に移ります。 

協議事項６令和元年度常陸大宮市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します。 

諸澤学校教育課長  【協議事項６について提案・説明】 

茅根教育長  説明が終わりました。質問等があればお願いいたします。いかがでしょ

うか。 

内田委員  去年もその前も同じように進めていると思うんですけれども，どんどん表

彰対象者が増えて来ているので，もう少し絞っても良いのかなと思っていると

ころです。子ども達とか，表彰を受ける者にとっては，受賞されれば嬉しいと

思うんですけれども，もう少し絞っていくと良いのかなと思います。 

諸澤学校教育課長  一応，空手につきましては，全員ベスト８までいった方を表彰し

ていたんですけれども，昨年度あたりは参加人数等も考慮しまして，表彰者を

絞ったところでございます。ただ，新たに設けられた作品展とか，応募も増え

ておりますので，そういったものによりまして，入選とかが増えているのも事

実です。そういったところにつきましては，今後は表彰を検討する中で，委員

さん達にも協議して頂きながら選考してまいりたいと思います。 

内田委員  そのとおりで良いと思うんですけれども，学校によっては，少しでも表彰

者を多くしようと思って，色んなとこから募集要項を取り寄せて，全国大会等
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にぽんと行けるようなそういうところに申し込みをしたりして，全国で何位に

なったとか，実際にはさほどの応募がなかったり，そういうふうに表彰を受け

る為に色々手を使ったり，知恵使ったりしている学校なんかもあるような気が

するんですよね。そういうのはあんまり良い傾向じゃないなと思っています。

以上です。 

茅根教育長  選考会では応募者数とか人数を調べるよね。 

諸澤学校教育課長  そうですね。基本的には応募作品何点とかは調べます。 

茅根教育長  他にいかがでしょうか。 

では，他に無いようですので，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，事務局の説明をお願いします。 

学校教育課長      【行事予定説明】 

生涯学習課長      【行事予定説明】 

文化スポーツ課長   【行事予定説明】 

茅根教育長  今までの点につきまして，何かありますか。 

茅根教育長   特に無いようですので，（２）その他について，事務局でありましたら，

お願いします。 

文化スポーツ課長  【国体なぎなた競技会についての日程説明】      

茅根教育長  続きまして「日程６ 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  [９月定例会について日程調整] 

茅根教育長   それでは，次回定例会は令和元年９月２５日水曜日，午前１０時より

開催することでよろしいでしょうか。 

教育委員一同  はい。 

茅根教育長  以上をもちまして，常陸大宮市教育委員会８月定例会を閉会いたします。 

 

（閉会：午前１１時２６分） 


