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常陸大宮市教育委員会１月定例会議事録 

 

１ 会議の名称 常陸大宮市教育委員会１月定例会 

２ 開 催 日 令和２年１月２４日（金）午後４時００分から 

                                        午後５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 生天目 茂 

委  員     星野 幸子 

委   員     諸澤 信子 

委  員      本 勇夫 

  （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１号 教育長報告について 

報告第２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３号 指定学校の変更許可について 

報告第４号 工事請負契約の締結について 

 報告第５号 坪井上遺跡出土硬玉製大珠（７点）の県文化財指定に伴う市指定の 

       解除について  

６ 議 案 

議案第１号 専決処分の承認を求めることについて 

 議案第２号 常陸大宮市特別教育支援委員会委員の解職及び委嘱について 

議案第３号 常陸大宮市いじめ問題再調査委員会設置条例の制定依頼について 
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７ 協 議 

協議事項１ 常陸大宮市文化財保存活用地域計画（案）のパブリック・コメント 

 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  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１月定例会を開会いたします。 

（午後４時００分開会） 

本日の議事録署名人の指名を行います。議事録署名人に橋本勇夫委員を指名い

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。 

    はじめに，「日程２報告」を議題といたします。報告第１号教育長報告となり

ますので，私の方から報告いたします。 

    第１点に，１月の教育委員会関連行事が無事に終了いたしました。ご指導ご協

力ありがとうございました。１つは新年賀詞交歓会，２つ目は成人式，落ち着い

た中で式が行われました。特に今年は大宮中，大宮西小出身の益子君，委員長で

すね，私も事前に読んだときに凄いと思ったんですけど，鈴木県議会議員も凄く

感動しまして，後で握手もしていたんですが，私に「市役所に私の挨拶なんか恥

ずかしいよ」って言っていました。益子君は大学に在学中です。 

橋本委員  素晴らしかったですね。 
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茅根教育長  それからクロスカントリー大変お世話になりました。ありがとうござい

ました。 

    それから第２点目に，冬休みですね，小中学校も何事もなく，円滑に３学期の

スタートが切れました。大賀小と大宮北小と山方小が始業式に欠席者ゼロでした。

ただ１月に入りまして，インフルエンザの流行で，美和小学校の２年生が１月１

５日から１７日まで，山方南小の３年生が１月１８日から２１日まで学級閉鎖と

なりました。だから，大賀小の校長先生にはそろそろ大賀小が来るんじゃないか

という話をしました。しっかり連携を図りながら対応していきたいと思います。 

    第３点目としまして，１月１８日，１９日に教員の管理職登用試験が行われま

した。校長に５名，教頭試験に１０名，副校長試験に１名が受けました。全体で

は校長受験者が２０９名，男子が１６２名，女子が４７名でございました。１番

若い受験者は５１歳で１名いました。それから，教頭試験が２９５名です。男子

が２０８名，女子が８７名，一番若い受験者は４９歳で３名おりました。結果は

２月７日に出る予定となっております。吉報を待っているんですが，なかなか厳

しい状況ではあると思います。 

    私からは以上です。質問等があればお受けいたします。 

    無いようですので，続きまして，報告第２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２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します。 

 宜しいですか。では，続きまして報告第３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３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いたします。 

生天目委員  １２番と１３番は親が送って行くの？学校まで。 
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諸澤学校教育課長  はい。保護者の送迎ということで申請があがっています。 

生天目委員  距離があり過ぎるもんね。 

あと，同じアパートで西小に行く子と大宮小に行く子がいますね。 

茅根教育長 宜しいでしょうか。では，次に移ります。 

続きまして，報告第４号工事請負契約の締結について，事務局の説明をお願い

いたします。 

学校教育課長      【報告第４号について説明】 

茅根教育長  質問があればお願いします。 

    続きまして報告第５号坪井上遺跡出土硬玉製大珠（７点）の県文化財指定に伴

う市指定の解除について，事務局の説明をお願いいたします。 

皆川次長兼文化スポーツ課長  【報告第５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いたします。  

生天目委員  新聞にも載っていたね。読みました。 

茅根教育長  宜しいでしょうか。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１号専決処分の承認を求めること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１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，質問があればお願いします。 

諸澤委員  ちょっと分からないんだけど，大宮は支所みたいになるんですよね。支所

長だっけ。その人では駄目なんですか。 

諸澤学校教育課長  保健所長というのは１人しかいなくて，ひたちなか市の方に・・・。 

諸澤委員  所長の人でなければ駄目なんでしょうか。地元に支所があって，そのトッ

プの人でもいいんだったら，その方が非常に身近でいいような気がするんで

すけどね。やっぱり駄目なんですか。 
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諸澤学校教育課長  ええ。所長ではないと。 

諸澤委員  そうですか。はい。分かりました。地元にあるんだから,その方が会議と

かさっと来られていいような気がしたんだけど。 

茅根教育長  では，他に無いようですので，採決に移ります。 

    議案第１号につきましては，原案のとおり可決することで宜しいでしょうか。 

       （「異議なし」の声） 

茅根教育長  異議なしと認め，議案第１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，議案第２号常陸大宮市特別教育支援委員会委員の解職及び委嘱に

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２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，質問があればお願いします。 

無いようですので，採決に移ります。 

    議案第２号につきましては，原案のとおり可決することで宜しいでしょうか。 

       （「異議なし」の声） 

茅根教育長  異議なしと認め，議案第２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，議案第３号常陸大宮市いじめ問題再調査委員会設置条例の制定依

頼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３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，質問があればお願いします。   

星野委員  １つ宜しいですか。第３項の２条に書かれている委員が，１から５になり

ますね。それは分かるんですが，実際の案件というか事案の調査をする方はど

ういう方々なんですか？この方々はそれに基づいて審議をする人ですよね。で

すから実際に調査機関はどこですか？ 
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諸澤学校教育課長  こちらの調査につきましては，弁護士，それから医師等が直接調

査にあたります。教育委員会があたりますと第三者になりませんので，第三者

機関の方々の委員さんが直接調査にあたって頂くことになります。 

橋本委員  完全に別機関の人達が動くんですね。 

星野委員  動いたことに関する費用は先程の金額という訳になるんですか。 

諸澤学校教育課長  回数によります。 

    活動時期が書いてあるんですけども，いじめの重大事態の調査の第三者機関

への期間につきまして，これ日弁連が出しているものなんですけど，活動期間

約５カ月，そのうち会議回数が１２回，平均５時間から６時間程度となってい

ると。聞き取り調査が６２回，対象者が５６人，のべ９５時間，そういった報

告が日弁連の方からあります。ですからそういった報告書をまとめるには約３

００時間くらいかかると。そういった報告がきています。 

星野委員  大変なことですよね。 

茅根教育長  宜しいでしょうか。 

星野委員  はい。ありがとうございます。 

茅根教育長  他にありましたら。宜しいですか。 

それでは他に無いようですので，採決に移ります。議案第３号につきましては，

原案のとおり可決することで宜しいでしょうか。 

       （「異議なし」の声） 

茅根教育長  異議なしと認め，議案第３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常陸大宮市文化財保存活

用地域計画（案）のパブリック・コメント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。 

皆川次長兼文化スポーツ課長  【協議事項１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。ただ今の件について質問等があればお願いします。 

生天目委員  こうやって見ると，たくさんあるね。 

皆川次長兼文化スポーツ課長  はい。この内容につきましては，昨年度の事業，一部

事業名は違うんですが，歴史文化基本構想ということで，昨年度から事業といい

ますか，この調査には取り組んでおりまして，色々文献を集め，地元に入りまし

て，色んな方からの聞き取り調査等も含めて，今回こういうような形でまとめた

という状況でございます。 

生天目委員  写真見ただけだってたくさんあるのが分かりますね。 

橋本委員  活用となるとなおさら大変ですよね。連絡調整しながらになるでしょうか

ら。 

皆川次長兼文化スポーツ課長  なかなかこう一遍にできない部分はありますので，重

点的に進める部分と，長期的に進める部分というのは分かれてくるかと思います

が，このような形で，今までこういった計画自体がなかったものですので，やは

りきちっと定めて策定をして，それに基づいて長期的に取り組んでいくというこ

とも重要になりますので，今回この機会に策定するものでございます。 

橋本委員  すみません。意見いいですか。 

茅根教育長  はい。どうぞ。 

橋本委員  私の住んでいる旧美和も，高部から桧沢からとたくさんの方が関わって城

跡関係なんかもやっているんですけど，かなり開かれてきているんです。その

中に，次の段階としてどのように活用していくみたいな関連っていうのは・・・。

まだまだなんでしょうけど，そういうのが結び付くといいのかなって，ちょっ

と思ったものですから。近くの人がやっていますので。その辺はどうなんです

か？ 

皆川次長兼文化スポーツ課長  はい。お答えいたします。今，橋本委員の方からも話

がありました美和の城跡の整理につきましては，どちらかというと市が主体では
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なくて，地元の区長さん，地元の地域の団体もありまして，そういった方々の御

協力，ご理解，または特に地元の方々の努力によってできているということであ

りますので，なかなかやはり，地域での活動が他に波及できるような色んな支援

をしていきたいと考えております。 

橋本委員  ありがとうございます。 

茅根教育長  他にあればお願いします。 

諸澤委員  個人的な意見なんですけれども，門井のお芝居の襖絵とか。公民館の。 

皆川次長兼文化スポーツ課長  色々，襖絵なんかもですね，ここで今回あげている西

塩子の回り舞台ですとか，高部宿での山城なんかについてはうたっている部分は

あるんですが，そういった全体的なものに関しては，失礼ですが今眠っている，

保存されている物やしまわれている物も含めて，今後は調査をして，さらに何ら

かの形で活用していきたいということで考えております。美和にも，この間も調

査と言いますか確認したんですが，大きな襖絵なんかも眠っている，眠っている

というと大変失礼な言葉になってしまうんですが，そういったものもありますの

で，それもきちっと保存，さらには活用をしていきたいと考えています。このお

話もどこという形ではなくて，市全体として今後はさらに調査の方も進めていか

なければならないと考えております。 

諸澤委員  調査するといっても，これを出さないことには動きが取れないっていう訳

ではないんですか。民俗的にずっと行われている行事みたいなもの，ここにはほ

ら「オカシマサマ」とかがあるけれども，そういうのとか，消えつつある行事と

かいっぱいありますよね，消えてしまったものとかね，そういうものっていうの

はどんなふうに入れるんですか？或いはもう消えてしまったものは消えたもの

でということですか？それとも過去にあったということで残すんですか？ 

皆川次長兼文化スポーツ課長  その辺もですね，今市史編纂事業の中で，聞き取り調

査，資料の収集もしております。そういった中で残していく，または映像記録と
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して残していくっていうようなことでは取り組んでいきたいと思います。民俗的

なもの，調査の部分ですと市史編纂事業の中での取り組みが多くなりまして，民

俗部会というものがありまして，民俗部会としての活動がありますので，今後も

引き続き色んな情報を頂戴した中から，専門委員等で調査をしていきたいと思い

ます。特に今まさに活動しているものはよく分かるんですが，今，諸澤委員から

もお話がありましたように昭和の何十年の頃に終わってしまったとか，そういっ

たものもありますので，そういったものもできるだけ早く分かっている方から聞

き取り調査をして，残せるものはきちっと残すというようなことで次の世代に繋

いでいきたいと考えております。 

諸澤委員  だって，豆まきだって，柊は別の日にやったんですよね。それで大豆か何

かをイワシに。それで，柊には豆腐をくっつけて，違う日だったんですよね。そ

ういうのとか，あと，目がいっぱいあるようにって悪魔を祓う「めかい」とか，

昔は行事がいっぱいありましたよね。「はなすがらす」なんてもうとっくに無く

なちゃったけど，だから，そういうのはもう早く，かつてありましたでもいいけ

れども。それから「かっぴたし」って言って，今でも守っている家があるんです

よ，１件だけ。「かっぴたし」って御前山の資料に載ってますよね。お餅を川に

浸して食べると風邪ひかないとか。小さい祠があって，そこでやるんだとか。 

   １月の何日かにやるんだとか。そういったのあちこち探していくと，１件２件で

も守っている家が結構あるんですよね。それから，門井の大井。昔は門井の大井

って言ったんだよね。それで，その井戸が今も出てきている。家の前から泉が沸

いてて，そこが門井の言葉の発祥の地とか。大井って昔は言っていて。今は誰も

見向きもしないんで，あの家が１件で立札立てたりして守っているのとか。だか

らどの辺まで調べるのか分からないんですけど，意外と色んな小さいものまであ

るんですよね。だから各地域で物凄く小さい風習があると思うんです。大宮だっ

て古いまちなんだから。もう消え入りそうな，祈りがそのまま行事になったよう
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な，そういうのは早くしないと無くなっちゃうような気がするんですよね。私な

んか嫁に来て，しかも途中から来たからよく分からないんですけど，地元に生ま

れて育った人なんかは，結構昔はあそこでどうっだった，こうやったっていうの

が，早くしないと無くなっちゃったような気がするんですよね。 

茅根教育長  宜しいでしょうか。 

生天目委員  結構です。細かくやったら切りが無いです。 

諸澤委員  切りが無いけど，ふっと心配になっちゃうので。 

星野委員  まず，このパブリック・コメントについてなんですけど，これ２月１０日

から３月９日の１か月間で意見を募集するということですよね。今までにこうい

う事例の中で，ご意見というのは結構集まるんですか？ 

皆川次長兼文化スポーツ課長   パブリック・コメントにつきましては，今回の計画

ばかりではなくて，市の色々な計画をやっておりまして，過去に教育委員会で私

が担当したものにつきましては，スポーツ推進計画もパブリック・コメントを出

しまして，その時は１件，２件でしたかね，やはり何件か出る場合もありますし，

全く無い場合もございます。そこの公表につきましては，ホームページ，さらに

市のお知らせ版等で結果についても公表しているということになっております。 

星野委員  ありがとうございます。諸澤さんの話ではないんですけど，こうやって形

あるもの，有形のものだったらそこに何があるとか見て分かると思うんですけど，

そういう習俗的なもの，習慣だったりとか，地域の年中行事的なものって集める

のが凄く難しいじゃないですか。口承というか，口で伝えるようなものっていう

のは。ですから，そういうものを大切にしたいってきっと諸澤さんは考えている

んでしょうから，そういうのも上手く扱えられるようにして頂けると嬉しいかな

と思います。 

皆川次長兼文化スポーツ課長   私が先程申し上げました，各市史編纂事業の中で取

り組んでいる主な組織として民俗部会というものがあります。そこの民俗部会の
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委員さんが各地域に行って，知り合いの方や年配の方から色んな聞き取りをして

やっているというのが現状でございます。その中で各地域まだまだ回れないとこ

ろがありますので，できるだけ早く回って，先程ご指摘頂いたような，特に物と

してではなくて，言葉の言い伝えとかですね，そういったものはきちっと聞き取

りをしてまとめていきたいと考えております。 

星野委員   ５町村が集まったので，本当に地域が広くなって大変だと思うんですけ

れども，宜しくお願いします。 

茅根教育長  それでは，「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] 

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。 

学校教育課長 ［茨城県市町村教育委員会連合会の理事長選任，卒業式・入学式の出席

校の割り振り，教育振興大会の役割について説明］ 

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。 

学校教育課長  （２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２年２月２５日火曜日，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１月定例会を閉会いたします。 

 

（閉会：午後５時２６分） 


