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常陸大宮市教育委員会１１月定例会議事録 

 

１ 会議の名称 常陸大宮市教育委員会１１月定例会 

２ 開 催 日 令和元年１１月２５日（月）午前１０時００分から 

                                         午前１１時０１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 生天目 茂 

委  員     星野 幸子 

委   員     諸澤 信子 

委  員     内田  寛 

  （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５７号 茅根教育長報告について 

報告第５８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５９号 指定学校の変更許可について 

報告第６０号 工事契約の締結について 

６ 議 案 

議案第３８号 令和元年度教育に関する事務の管理及び執行状況の点検・評価に 

       関する報告書（平成３０年度事業分）について 

７ 協 議 

協議事項９  令和元年度常陸大宮市教育振興大会開表彰基準（案）について 

協議事項１０ 常陸大宮市における公民館再編の概要（案）について 
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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  なし 

１２ 会議の大要 

茅根教育長   ただ今より常陸大宮市教育委員会１１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。議事録署名人に星野幸子委員を指名い

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５７号茅根教育長報告となりますので，私の方から報告をいたします。 

市内の小学校陸上競技会なんですけど，１１月１９日にありました。今年は１

５年ぶりに秋にやりました。以前は６月にやったんですが，やはり６年生は大変

っていうことで。新記録が１７個出ました。それから，２７日の５時頃ですね，

保護者と同伴で来られますので，教育長賞を渡したいと思います。 

    それから大宮中では卓球部が県の大会で，男子が優勝，女子が準優勝っていう

ことで，１８名の部員に１１月２７日に教育長賞を出そうと思っています。これ

は嬉しい悲鳴ですね。 

    あと，新給食センターの厨房設備の入札なんですが，１回流れまして，２度目
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で通りました。そのことをご報告いたします。 

私からは以上であります。何かありますでしょうか。宜しいでしょうか。 

  それでは無いようですので，次に移ります。 

報告第５８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いたします。 

諸澤学校教育課長  【報告第５８号について説明】 

茅根教育長  報告が終わりました。質問があればお願いいたします。 

内田委員   これは全生徒に対して何パーセントくらいになってるの？ 

諸澤学校教育課長  生徒数は約２，７００人が全小中学校の児童生徒ですので・・・。 

内田委員  約１割？ 

諸澤学校教育課長  はい。約１割の数字になっております。             

茅根教育長  はい。他に宜しいでしょうか。 

無いようですので，続きまして報告第５９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５９号について説明】 

茅根教育長  説明が終わりました。質問があればお願いします。 

内田委員  転居の為に以前通っていたところに行くっていうのは仕方ないかな。それ

から新１年生，来年，１年生に入る時に，姉とか兄とかが通っているところに一

緒に行くというのも仕方ないかなと。それ以外に学期の途中でこう変わるなんて

いう子どもはいるんですか？基本的に学区変更とか転校っていうのは，年度初め

か学期の始まりとかいないよね？あまりね。 

諸澤学校教育課長  ７番につきましては学期途中で転居ということで，こちらにつき

ましては県営住宅の方に入居しておりまして，以前は山方の長田に住んでいたん

ですが，学期途中での転居という形になっております。また，１２番につきまし

ては，こちらも学期途中での申請ではあるんですが，台風１９号関係で転居した
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ものかと思います。 

内田委員  転居しても，基本的には前に通っていたところに通うっていうとだよね。 

諸澤学校教育課長  はい。そうです。 

茅根教育長  他にどうですか。宜しいでしょうか。 

続きまして報告第６０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６０号について説明】 

茅根教育長  報告が終わりました。質問があればお願いいたします。 

  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３９号令和元年度教育に関する事務の管理及び執行状況の点検・評価に

関する報告書（平成３０年度事業分）についてを議題とします。事務局の説明を

お願いします。 

諸澤学校教育課長   【議案第３９号について提案・説明】 

茅根教育長  説明が終わりましたので，質問等があればお願いします。 

諸澤委員   「見直し」というところを今読んでいるんですけどもね，「見直し」って

言っても本当に良いことがいっぱい書いてあって，「見直し」って実際にはどん

な風になるんでしょうかね。 

木村生涯学習課長  １０ページにあります「お宝発見事業」も「見直し」になってい

るんですけれども，事業の中身を見直して，充実したような内容でということの

「見直し」でとの評価の方を頂いております。 

諸澤委員   良いことが書いてあって，これなら「拡充」でも良いのかなって思うよ

うな「見直し」だなって思ったんですけど。 

木村生涯学習課長  あくまでも中身の見直しという意味での「見直し」だと思います。 

諸澤委員  はい。 
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皆川次長兼文化スポーツ課長  １３ページの「社会体育施設管理事業」も「見直し」

ということなんですが，こちらにつきましては，合併以来各施設が多いというこ

とで，現在市全体としまして，公共施設の見直し，再編計画等を進めておりまし

て，その一環として社会体育施設の見直し，廃止等を含めて考えてくださいとい

うようなことでの「見直し」でございます。以上です。 

茅根教育長  他にどうでしょうか。 

生天目委員  こういう評価を見る時の観点って色々あると思うんだけど，基本的に常

陸大宮市は児童数が減少している中にあって，「現行どおり」っていうのも結構

あるよね。これは俺は基本的にプラスとして捉えたいと思ってるんだけど，だん

だん縮小していかなくちゃならないんだよね，本当はね。実入りが無くなって，

出る物が同じっていうのもおかしな話なんですね。今そういう中で「現行どおり」

っていう評価を受けたのは，プラス評価で捉えていけばいいのかな。「見直し」

って言っても，さっき説明があったように中身を，視点を少し変えなさいよって

いうことでしょうから，その事業を止めなさいってことではないので，新しい視

点で取り組めばいいのかなと思います。そういう見方をしたいなと思います。 

茅根教育長  他にいかがでしょうか。 

無いようですので，採決に移ります。議案第３９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） 

茅根教育長  異議なしと認め，議案第３９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９令和元年度常陸大宮市教育振興大会表彰基準（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９について提案・説明】 
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茅根教育長  説明が終わりました。質問等があればお願いします。 

星野委員   今年の２月にやった時に，その前の選考は１月頃行ったんでしたっけ。 

      もっと早い時期でしたっけ。 

諸澤学校教育課長  今年の２月の選考は１月にやりました。 

星野委員   そうですよね。その時にも何点か新しい賞みたいなのが入ってましたよ

ね。今までに無かったものというのが。それで毎年基準になってるのが応募総数

がいくつあって，その中の上位何パーセントくらいに入るのが８位以内なのかっ

ていうのが，応募数がすごく少なくて８位っていっても，というのが前にあった

ので，そこら辺の基準が少し曖昧だったので，しっかりして頂けると嬉しいかな

というところですね。ＪＡとか色々ありましたよね。 

諸澤学校教育課長  毎年行われるコンクール等につきましては分かるんですが，新規

になったものにつきましては，応募総数，或いは表彰数を含めまして，基準にの

せられるような形で表したいと思いますので，宜しくお願いしたいと思います。 

茅根教育長  他にいかがでしょうか。宜しいでしょうか。 

  無いようですので，続きまして，協議事項１０常陸大宮市における公民館再編

の概要（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。 

木村生涯学習課長  【協議事項１０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します。 

生天目委員  簡単に言っちゃうと分館が無くなるっていうことなの？ 

木村生涯学習課長  はい。分館は集会所になります。 

生天目委員  そうするとすっきりするよね。あるとこ無いとこばらばらだったから。 

内田委員  ちょっと質問いいですか。関係ないことかもしれないんだけど，美和の方

は今，役場，支所を壊してますよね。それと，工芸ふれあいセンターがあると。

工芸ふれあいセンターのところが地域センターになると。支所は支所でまた小さ

くあそこにできるの？ 



7 

 

木村生涯学習課長  今の支所と工芸ふれあいセンターを 1つとして地域センターと

なります。地域センターの中の工芸ふれあいセンターが公民館という位置付けに

なります。美和ばかりではなくて，御前山も，緒川も，今，分室，支所，公民館

とありますけど，そういったものが 1つになったものが地域センターとなります。 

内田委員  緒川は，そうすると文化センターがあるでしょ。そこに緒川の支所が別の

ところにあったのが，文化センターの会議室みたいなところに入るの？ 

木村生涯学習課長  はい。この計画で今，地域創生課で検討していますけれども，計

画の中では総合センターの診療所側の方に部屋が数的にはあるそうなので，そち

らに入る形になります。 

内田委員  はい。分かりました。 

茅根教育長  他にいかがでしょうか。宜しいですか。 

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。 

諸澤学校教育課長        [行事予定説明] 

木村生涯学習課長        [行事予定説明] 

皆川次長兼文化スポーツ課長  [行事予定説明] 

諸澤学校教育課長        [教育委員の予定説明] 

茅根教育長  今までの点につきまして，何かありましたらお願いいたします。 

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

いたします。 

諸澤学校教育課長  特にありません。 

内田委員   ちょっといいですか。今日が最後の教育委員会になるかと思いますので，

1つお願いがあります。この前１０月１０日に目の日なんていうことで，特集が

やっていたんですけども，今，日本人がそうらしいんですけど，私もそうですけ

ど，目が悪い人が多くなってきている，眼鏡が多くなってきている，日本だけで
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はなくて，シンガポールや他の国でも多くなってきている。それで目が悪いって

不便なんですよね。その目が悪くなるのを防ぐ方法として，明るいところ，外，

屋外にいる時間が少ないと目の悪くなる確率が髙くなるというようなことをや

っていました。アトロピンとか何とかそういう難しい言葉があって，１日に外の

場合には１万ルクスとか，室内だと５００ルクスとか，そういうふうに室内と外

での違いによって目が悪くなるのを防ぐっていう研究が出たとか出ないとかや

っていました。そういうことで，学校教育の中でも，なるべく外に出る，例えば

昼休みとか体育の授業とか，シンガポールでは多くしているなんていう話があり

ました。そういうことも我々教育に携わる者として少し勉強したりして，これか

らの教育に取り入れられたらいいなと思ったので，お願いという訳ではないです

けど，ちょっと話してみました。以上です。 

茅根教育長   はい。ありがとうございました。 

では，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。 

学校教育課長  （１２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１２月２５日水曜日，午前１０時よ

り開催することにいたします。 

  以上をもちまして，常陸大宮市教育委員会１１月定例会を閉会いたします。 

 

（閉会：午前１１時０１分） 

 

 

 

 


