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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 令和２年３月２６日（木）午前１０時００分から  

                                        午後 ０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        諸澤 信子 

委  員        星野 幸子 

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９号  教育長報告について 

報告第１０号 令和２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１１号 指定学校の変更許可について 

報告第１２号 市史編さん審議会委員の改選について 

報告第１３号 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 

       トの実施結果について 

６ 議 案 

議案第７号  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８号  社会教育委員の委嘱について 

 議案第９号  文化財保護審議会委員の委嘱について 

 議案第１０号 スポーツ推進委員の委嘱について 
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 議案第１１号 文化財保護審議会への諮問について 

 議案第１２号 専決処分の承認を求めることについて 

 議案第１３号 常陸大宮市教育委員会事務局組織規則の一部を改正する規則の 

        制定について 

 議案第１４号 常陸大宮市スクールバスの運行に関する規則の一部を改正する 

        規則の制定について 

 議案第１５号 常陸大宮市幼稚園預かり保育実施要綱の一部を改正する訓令の 

        制定について 

 議案第１６号 常陸大宮市教育委員会事務局処務規程の一部を改正する訓令の 

        制定について 

 議案第１７号 地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴 

        う教育委員会関係規則の整備に関する規則の制定について 

議案第１８号 常陸大宮市学校教育活動指導員（ＴＴ非常勤講師）設置規則の 

制定について  

議案第１９号 常陸大宮市学校教育指導員設置規則の制定について 

議案第２０号 常陸大宮市社会教育指導員設置規則の制定について 

議案第２１号 常陸大宮市教育委員会臨時職員雇用基準等を廃止する訓令の制 

        定について                                  

議案第２２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 

 （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 

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 

茅根教育長   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分開会） 
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茅根教育長  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９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。 

    １点目なんですが，幼稚園，中学校，小学校の卒業式が無事に終了いたしまし

た。コロナウイルス対応の為，最小限の人数で，時間も短く実施いたしました。 

    ２点目のコロナウイルスについては，感染拡大予防に対応したうえで，２４日

には幼稚園，中学校，小学校の終業式が行われました。これも各小中学校，放送

朝会という形でやったそうです。 

    それから，３点目として，３月２３日に臨時校長会を開催しまして，今の委員

さんの手元に分けてあるんですが，新型コロナウイルス拡大防止対策における行

事等の実施内容，これを説明いたしました。それから，春休み中の部活動を中止

しました。それから，感染者及び濃厚接触者が出た場合の学校の対応，これも詳

しく説明し，併せて保護者にも通知しました。現実的には２週間ということです

ね。そのような内容で通知しました。 

それから４点目，高校の第二募集結果が終わりましたので，全体の集計です。 

あと，５点目については，教育委員の人事ですね。これは昨日の委員会でお示

ししたとおりです。常勤講師については，加配枠の講師に１名辞退がありまして，

欠員となっております。あとは全て決まっております。非常勤講師，ＴＴや支援

員の配置も済みました。 

以上でございます。何かご質問があればお願いします。 

生天目委員  質問ではないんですけども。 
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茅根教育長  はい。どうぞ。 

生天目委員  ここ何年か見てると，文武両道の「文」の部分が下がっているような気

がするというか，弱いような気がして。運動では凄い成績を修めているけど，進

学の点からいうと，ちょっと数字的に物足りない気がするんですよ。本来は学業

が主ですから。あんまり「武」の部分ばかり見ちゃうと，「文」が弱くなるんだ

よね。どうしても運動面いくと華やかなんで，そちらにいきがちなんだけど，も

うちょっと見直す時期かもしれないなっていうのが，これ意見です。 

茅根教育長  貴重なご意見ありがとうございました。確かに。 

生天目委員  今年だけではないんだけど。 

茅根教育長  他にいかがでしょうか。 

星野委員  春休みの児童生徒の外出と健康と申しますか，どのようになっているか。

教育委員会の方で生徒指導的な要素がね。今回の場合は非行とかそういうのでは

なくて，不要不急の外出をしている子供たちがいたりしないかどうかというとこ

ろが気になるところです。 

茅根教育長  これは私の方で，大宮中の１年生なんですが，友達が絶対遊びに来ませ

んね。いつも５，６人溜まっていたんですけれども，さすがに来ないんで，あと

今回２回か３回担任から電話があったそうなんですが。あと気になる子に対して

は家庭訪問するよう指示はしているんですが。 

星野委員  たぶん高校生ですね。カラオケがいっぱいになってるなんて聞いて。 

茅根教育長  今回部活動も制限していますからね。高校はね。 

橋本委員  この後，私も先ほどの文武両道の「文」の方が出ちゃったんですけれども，

知事の話とか新聞等でも，入学とか新年度に向けての準備とか春休みも活動を進

めるみたいな，この間の話とは逆行するんですけれども，室長にもそのあたり小

中学校どういう考えを持っているのか，後でその他のあたりで聞きながら，もう

一度とは思っていましたので，後で話し合いできたらいいなと思います。 
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    あともう１点は，生天目委員からも出たんですけれども，そういった部分のと

ころを，何らかの形で協議をするような場を持てればいいのかなっていう気がす

るんですが。ただ，そういうポンと意見が出て，じゃあ，どこでどんな風な形で

進めると統括できるのかっていう話し合いなんかもできると現場まで伝わりや

すくなるのかなって気がするんですけれども。以上です。 

茅根教育長  はい。 

    他に宜しいですか。では無いようですので，続きまして報告第１０号令和２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。 

教育部長      【報告第１０号について説明】 

茅根教育長     【報告第１０号について説明】 

 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  最初の質問のスペルの意味が良く分からなかったんだけど。 

諸澤委員  私も分からない。Ｓｏｃｉｅｔｙ５．０っていうの，初めて聞いたよう

な気がする。 

生天目委員  これ簡単に言っちゃうとどういうことなの？ 

大町教育部長  今がＳｏｃｉｅｔｙ４．０で，その前が産業革命の頃の時代っていう，

５つに分けるそうなんですけども。で，今現在は４．０，５．０は次世代って

いうことで，そこで先ほど諸澤課長が申し上げましたが，これからは５Ｇ，４

Ｇと５Ｇは違うんですけれども，そういった新しい，次の世代ということだそ

うです。 

諸澤学校教育課長  狩猟社会がＳｏｃｉｅｔｙ１．０，農耕社会がＳｏｃｉｅｔｙ２．

０，工業社会がＳｏｃｉｅｔｙ３．０，情報社会が４．０ということで，それ

に続く新たな社会がＳｏｃｉｅｔｙ５．０というような説明ではあるんですけ

れども。 
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星野委員  じゃあ，情報社会の次は何社会なんですか？その５．０と書いてあるとこ

ろは。 

諸澤学校教育課長  第５期は科学技術界において，我が国が目指すべき社会未来の姿

として，初めて提唱されましたということで，まだ具体的には出てないですね。 

星野委員  目指しているところって感じですね。そういうのを上手く活用していけば，

例えば地方都市であっても再生の可能性がとても高いよと，田舎であっても都

市と同じだけの利便性がある都市を作ることができるよっていうようなこと

があるので，常陸大宮市においても生き残れる可能性が出てくるっていう風な

ところで，私はそういう風に思います。 

 大町教育部長  文部科学省ではそれについてＧＩＧＡスクールということで，要す

るに高速通信ですね，あと子どもがインターネットのタブレット端末っていう

か，そういうのができるのを目指しましょうっていうのが文部科学省から・・・。 

 星野委員  今だと，ズームっていうのがあるんですけれども，ズームを使うと，ス

カイプと似たようなものなんですけれども，１対複数で同時に会議もできるの

で，だからそれを使うと，インタラクティブ，相互方向でちゃんと先生に質問

できて，質問返せてっていう形でのリモートスクールが，学級が運営できる。

とすると，例えば常陸大宮市なんか学級の中の人数少ないじゃないですか。そ

れで先生１人に生徒が１０人とかで，一遍にパーッと小回りで子供たちの顔が

出て来るんで，できるんですよ。それで，こう回答とか書いて見てあげて。 

生天目委員  それが進むと学校に行かなくなるんじゃないかな。 

星野委員  でも今は，例えばコロナがね，本当に蔓延してきてしまった時なんかに。 

生天目委員  今みたいな状況だったらいいけどね。 

星野委員  eラーニングよりももっと進んだ感じですね。 

大町教育部長  そういうような時代のことですね。 

茅根教育長  では，宜しいでしょうか。次に進みます。報告第１１号指定学校の変更
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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１１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。 

 無いようですので，次に移ります。 

続きまして，報告第１２号市史編さん審議会委員の改選について，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１２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。 

星野委員  異議ありません。 

茅根教育長  無いようですので，続きまして報告第１３号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の実施結果について，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１３号について説明】 

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。 

生天目委員  意見を募るのはとてもいいよね。 

茅根教育長  宜しいでしょうか。 

（教育委員一同）  はい。 

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７号学校医，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７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。 

  宜しいですか。無いようですので，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宜しいでしょうか。 
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       （「異議なし」の声） 

茅根教育長  異議なしと認め，議案第７号につきましては，原案のとおり可決といた

します。 

続きまして，議案第８号社会教育委員の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。 

木村生涯学習課長   【議案第８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８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８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９号文化財保護審議会委員の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。 

皆川次長兼文化スポーツ課長   【議案第９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  小圷さんっていうのはどういう人？ときどきテレビに出て来る人？あの

弘道館の学芸員ですよね。 

皆川次長兼文化スポーツ課長  はい。そうです。 

諸澤委員  分かりました。よくテレビ出て来るから，似てるなと思ったから，ただそ

れだけです。いい人が決まって良かったですね。 

茅根教育長  では採決に移ります。 

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９号につきましては，原案のとおり可決といた
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します。 

続きまして，議案第１０号スポーツ推進委員の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。 

皆川次長兼文化スポーツ課長   【議案第１０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  これはほとんど再任なんですか？ 

皆川次長兼文化スポーツ課長  はい。お答えいたします。全員再任という形でお願い

をしています。 

茅根教育長  宜しいでしょうか。他に無いようですので，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１０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１１号文化財保護審議会への諮問についてを議題とします。

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   【議案第１１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。 

宜しいでしょうか。では，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１１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１２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１２号について提案・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１２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１２号につきましては，原案のとおり可決とい

たします。 

星野委員  すみません。１ついいですか？何名くらい該当というか，使う方がいたん

ですか？ 

諸澤学校教育課長  今のところまだあがってきていません。 

星野委員  あがってきたら，これを取ってもらう為に，まず先に変えておくっていう

ことですか？ 

諸澤学校教育課長  はい。 

茅根教育長  宜しいですか？ 

星野委員  はい。 

茅根教育長  続きまして，議案第１３号常陸大宮市教育委員会事務局組織規則の一部

を改正する規則の制定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１３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。 

 宜しいですか。無いようですので，採決に移ります。 

議案第１３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１３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１４号常陸大宮市スクールバスの運行に関する規則の一部

を改正する規則の制定についてを議題とします。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   【議案第１４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。 

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１４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１４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１５号常陸大宮市幼稚園預かり保育実施要綱の一部を改正

する訓令の制定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１５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。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１５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１５号につきましては，原案のとおり可決と

いたします。 

茅根教育長  続きまして，議案第１６号常陸大宮市教育委員会事務局処務規程の一部

を改正する訓令の制定についてを議題とします。事務局の説明をお願いします。 

星野委員  申し訳ありません。ちょっと仕事の関係で私はここで退席させて頂きます。 

   次は３１日の２時ですね。すみません。 

          （星野委員退席） 

諸澤学校教育課長   【議案第１６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。 
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議案第１６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１６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１７号地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律

の施行に伴う教育委員会関係規則の整備に関する規則の制定についてを議題と

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１７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１７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１７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１８号常陸大宮市学校教育活動指導員（ＴＴ非常勤講師）

設置規則の制定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１８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。いかがでしょう

か。 

橋本委員  人数とか待遇みたいなのは変わらないですか？ 

諸澤学校教育課長  人数につきましては，予算の方で要求している人数ということで，

ＴＴにつきましては１０人予算を組んでおりますので，その人数は変更ございま

せん。 

茅根教育長  宜しいでしょうか。では，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宜しいでしょうか。 
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       （「異議なし」の声） 

茅根教育長   異議なしと認め，議案第１８号につきましては，原案のとおり可決と

いたします。 

続きまして，議案第１９号常陸大宮市学校教育指導員設置規則の制定について

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１９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１９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１９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２０号常陸大宮市社会教育指導員設置規則の制定について

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２０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２０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２０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２１号常陸大宮市教育委員会臨時職員雇用基準等を廃止す

る訓令の制定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２１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。 
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生天目委員  会計年度職員制度というのは，簡単に言うとどうこと？これ今までと何

が違うの？ 

諸澤学校教育課長  今まで臨時職員につきましては，賃金ということで時間給とか，

もちろん月給の場合もありますが，今回の会計年度任用職員につきましては，雇

用期間を１年間，今までは４月から９月，１０月から３月，２回に分けて雇用し

ていたところですが，そういったところを４月１日から３月３１日まで１年間雇

用としました。また，面接を行っておりますので，引き続き評価することにより

まして，次の更新も可能となります。 

生天目委員  そうすると，蓄年数が今まで切れていたよね。あれが，継続して累積さ

れる可能性があるということ？ 

諸澤学校教育課長  そうです。累積していくことになります。 

生天目委員  そうだよね。 

諸澤学校教育課長  給与につきましては，今までは賃金だけだったんですが，今度か

らは賞与を支給する形になります。 

生天目委員  そうだよね。簡単に言えばボーナスが出せるってことだよね。今までは

切れていたけどね。分かりました。賃金制度については，給与制度については良

くなったってことだよね。 

諸澤学校教育課長  この制度になって，個人個人の今までの年間の収入等を計算しま

すと，アップするような形になります。 

生天目委員  分かりました。一番最初に質問すれば良かったのに。そうかなと思いな

がらずっと来ちゃったから。 

橋本委員  今の話なんですけどね，別な意味で時間給とかを下げて，年間の総収入か

らすると，ボーナスが出ても，同じ金額にして，その分月ごとの支給を低くする

なんていうニュースも出てましたよね。ですから案外，文章化するといいようで

すけど，実質はそうでもないんだっていう実際働いている人の声もあがっていた
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んですが，常陸大宮市のこの制度になるとあがるっていうことでしょうかね。 

諸澤学校教育課長  下がる人はいないという状況です。総年間収入額は上がるってい

うことです。 

橋本委員  あとは１年間継続して勤務するっていう辞令が出るっていうことは，今ま

で切っていたってことは，次年度に繋がる可能性がなくてもっていうことがあっ

たんですけど，今度は１年間雇用するってことは次年度も引き続きの可能性が高

いってことになるますかね？ 

諸澤学校教育課長  初年度は面接を行いまして，評価を行いますので，評価が優秀で

あれば，引き続き次の年も雇用することができるということで，複数年度雇用す

ることができるようになります。 

茅根教育長  宜しいですか。 

生天目委員  はい。 

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２１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２１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２２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２２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２２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２２号につきましては，原案のとおり可決と
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いたします。 

続きまして，「日程４ 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，何かありますか。 

   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。 

諸澤学校教育課長  ［関東甲信越静市町村教育委員会連合会の出欠等について］ 

茅根教育長  それから橋本委員，先ほどの件についてどうぞ。 

橋本委員  この資料見ていたんですけれども，３番の春休みあたりの近隣の報告，こ

の間，県の方からは小中学校に活動については再開しろみたいな文書は出てない

けども，っていうのがあったと思うんです。ですから，１８日の話し合いとはち

ょっと主旨が違ってきたかなって思うので，指導室あたりで現場の声なんかどう

なってるのかなって。近隣はどうかな。 

関指導室長  これに関しては，指導室の方の対応というよりも学校教育課の方で対応

している部分でもあるんですけれども，コロナウイルス関係は終息には至ってい

ないということで，中学校の部活動は春休み中は実施しないということで。子ど

も達のストレスという話もあるんですけれども，子ども達のストレスよりも，ま

ずは子ども達の健康，安全，命，そちらの方を第一にしようという教育長の指示

で春休みの方は市内の中学校の部活動は中止しております。近隣の市町村に関し

ては，今情報収集しているところではあるんですけれども，部活動をやっている

市とやっていない市と分かれているようです。あとは，子ども達の現場の状況で
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すか？ 

橋本委員  聞こえてくるのは，一番身近なのは指導室かなと思って聞いたんですが。 

関指導室長  そうですね。あの，先ほど星野委員さんからあったように，どこかに集

まっていたりなんていうことはないようですけれども，ただ，集団で密接した形

で運動するとかではなくて，例えば近くの公園で子ども達が距離を置いてキャッ

チボールをしてたりとか，そういう姿は見られますけれども，それから子ども達

の心のケアとかそういう部分については，先生方が必要に応じて家庭訪問された

り，電話で定期的に連絡を取ったりということで，対応して頂いていると思いま

す。 

諸澤学校教育課長  宜しいですか。 

茅根教育長  はい。どうぞ。 

諸澤学校教育課長  春休みの件で出した文書なんですけれども，こちらについては３

月１７日付けで，茨城県教育長から新型コロナウイルス感染症対策に係る春季休

業中の留意点ということで文書が出ていまして，この時点では部活動につきまし

ても自粛をお願いしたいということも記載されておりまして，これに基づきまし

て校長会において各学校長に指導した経過がございます。新聞で見ますと，部活

動容認という公表されているところなんですが，本市といたしましては，先ほど

室長が申したように，コロナウイルスの拡大がまだ収まっていない状況の中では，

春休みにつきましても１７日に県の教育長の方から通達されている文書を参考

にさせて頂きまして，部活動については中止としているところでございます。以

上でございます。 

橋本委員  そうすると入学式後のことも含めてなんですけれども，通常の学校生活に

戻るのかなっていうのもあるんですけれども。もしそんな形で戻るとなると，入

学式の準備に関しても在校生も含めて参加するような形になるんでしょうか？ 

茅根教育長  ならないです。卒業式と同じく，在学生は授業です。 
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橋本委員  この一番下の黒ポチあたりはないんですか？ 

茅根教育長  卒業式と同じで，在校生はなしで，代表だね。５人くらいの。 

橋本委員  代表だとすると，少しは事前に準備だとか，そういう打ち合わせをしなき

ゃならないと思うんです。全く学校に集めないっていうことはできないと思うん

ですけれども，ですから，その辺も含めたり，新年度からのスタートするという

と子ども達がこれだけ動いていない状態で，実際に４月からスタートしてしまっ

たら，怪我だとか色んな問題も出て来るということと，最近の近隣の報道をみて

ると，不特定多数で外部の人間との触れ合いがあるとなると，どこから入ってく

るか分からないんですけど，これが学区内の小さな旧市町村みたいな形のところ

の子ども達が，集まって動くことって，外部からの感染の可能性って非常に少な

いんですよね。ですから，限定して少しずつ動かしてもいいんじゃないかなって

考えを持ってるんですが。 

橋本委員  近くでは，週３日とか，２時間以内でやろうっていう声は聞こえてきてる

んです。 

茅根教育長  うちはもう臨時校長会でそういうのが出たんですよ。中体連が各市町村

の教育委員会に３月３日，４月２日の５日間の運動部開始をお願いしていると言

われたんですけど，駄目だってすぐスパッと切りました。そういう状態じゃない

ってことで。 

諸澤学校教育課長  基本的には入学式につきましても，卒業式と同様な形で，新入生

とその保護者，保護者は２名以内，あと在校生の歓迎の言葉とかあるだろうから，

その在校生については小学校であれば代表児童，或いは中学校であれば生徒会代

表とか，そういったことで話しをしまして，また時間についても１時間程度の中

で入学式ができるように，卒業式と同じように入学式ができるような形での時間，

なるべく早い時間での実施ということでの開催を促しているところでございま

す。茨城県からの基本的な考えが来た中で，入学式も卒業式に準じるといった方
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向性は言われておりますので，そういったところは県に倣っているところでござ

います。以上です。 

皆川次長兼文化スポーツ課長  学校関係以外のところでは，社会体育施設，私どもの

方で管理しているんですが，当初では３月３１日までは屋内，屋外を含めて，事

業それから利用も中止ということでやっていまして，その延長につきましても，

本会議の決定に基づきまして，現在のところ４月の中旬までということで，そち

らについても利用の中止ということにしております。色々やはりスポーツ省等か

らも文書，通達が来ておりますが，確かに色んな自粛を広げるような内容のもの

が来ておりますが，来ているものについても必ず何か防止策を取ったうえでのと

いうことになると，なかなか防止策みたいなものを取れるかどうか，例えば各団

体に開放したとなると，各団体の方で責任を持って，活動する前にアルコール等

で消毒をするとか，終わった後もやれるのかって言った場合に，なかなか難しい

面もあるというような判断もあったかと思いますので，その点で今回の方の指示

に従っているというような状況でございます。以上でございます。 

生天目委員  なかなか現状等を見ると，４月から学校を再開しない訳にはいかないけ

れど，最低限での再建だよね。学校やらないとみんな停滞しちゃうからやるって

いう風になったけど，じゃあ，全部４月から元に戻るのかっていったら，現状で

いうとそうもいかないと思うのね。この前Ｋ-１の大会が強行して行われたよね。

ああいうのは２週間くらいしないと分からないんだよね。あれだけ人が集まって，

感染したかどうかなんていうのは，これからなんだよね。あれもし感染者がいた

としたら，かなり各地域に広がる可能性があると思う。あれはどうなんだろうね。 

橋本委員  今度の話ではもう決定しているから結果はもういいんですけど，例えば 1

中学校の中の活動をするっていうのと，Ｋ-１のように全国レベルで不特定多数

のものが集まるっていうのを比べて考えて話し合いに持っていくことが間違っ

ていますよ。全然違うことですよね。ここの大宮に全国からの集会的なものをや
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る，やらないっていう判断と，１中学校区，小学校区での集まり的なのを限定し

てやるっていう基準っていうのは，全く違うと思う。 

生天目委員  私が言っているのは，全国的に全然減少傾向にないっていうことだよ。

増加傾向にあって，茨城県もこの前話した時には０人だったんです。今１０人な

んです。ますます広がる可能性がある訳だよ。だから大宮は海外に行ったことが

ないなんていうことはない訳で，広がらない可能性はないとは言えない訳です。

今見ていると，もう日本地図の中で，岩手県と，富山と，島根，鳥取，鹿児島，

５県しかないんだよ。感染者がいないところは。これがどんどん増えて，東京で

はまた爆発的に増え始めたってことであれば，今終息の方に向かっているんじゃ

なくて，むしろ増加に向かっているんじゃないかって。今まで抑えていたものが，

抑えきれなくなって出て来ているんじゃないかなって気がするので。 

茅根教育長  東京は３連休の甘さだって騒いでいる。 

生天目委員  全部は広げられないな。確かに少しずつ開校はしていきたい。時間的に

緩めてはいきたいんだけど。 

橋本委員  そうなんですよ。そういう風な中だったらば，例えば保育所関係とか，子

どもの学童とか，そういったものは普通に増員してやっている中で，そこまでど

うして小中学校のそれを強調するんだっていうことなんです。だったらば，児童

子どもクラブとか，その辺に関しても緊急性がこれだけ高いならば・・・ってい

う。ただその管轄が違うとか，そういう風な範囲なのかって私は思っているんで

す。ですから，市全体の流れとして，部分的になっているんじゃないのかなって

思っているんですが。結果は決まってますから，これ以上の話はないんですけれ

ども，ただ矛盾しているところがあるんじゃないかなって思っています。国の方

もそうでしたけどね，最初のスタートがそういうスタートでしたから。でも酷い

ところもあるんです。実際聞こえてきているところは。今まで以上に子ども達が

集まってもう大変だよっていう声も聞こえている中で，じゃあ広がるのは大変だ
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っていうことで抑えていく，じゃあ４月以降ここで抑えたことが，反動としても

っとこう広がるんじゃないのかなって気がするんです。中として。内部として。

感染じゃないですよ。そういう４月以降の話も聞きたいなって思うんだけど。入

学式後はどんな風な生活をさせようとしてるのかっていうのも，ちょっと話し合

うべきじゃないのかなって思うんですが。今のところ全く出てないですよね。例

えばスクールバスを運行する，しないなんていう話もちょっとわからないんです

が。 

諸澤学校教育課長  学校が始まれば，スクールバスは通常どおり運行できますし，も

ちろん学校給食も４月７日から通常どおり提供が始まるようになります。ですか

ら，学校が始まることを前提に各学校給食センターとか，それからスクールバス

の運行業者，そういったのが動いていますから，それからスクールバスが運行す

るにあたっては，会社の方でも消毒の徹底，そういったのを図ってもらおうかと

いうことで，担当の方でも通知する手続きに入っているところではありますし，

その学校運営がうまく回転するような方向でいっているかと思います。あと，校

長会から出た話の中では，ＰＴＡの活動なんかも，総会とかそういったのも今後

実施するような方向で考えているところがありますので，そういった流れで進め

ているのですが。話はまた全然違うかもしれないですけれども，学校なんかでは

毎年６月３０日までに健康診断をやらなければいけないんですが，今回通知が来

まして，このような状況なので，これについては１年間，年度末までに実施する

ようにという通達が来ています。そうしますと，これを実施するにあたって，今

度は医師の方から感染防止の為に，手袋が欲しいとか，学校に来れば，体に触れ

ないような体温計なんかも必要ではないかとか，そういったところも今事務局内

で話し合っているところですので，そういうのを揃えながら，子ども達が４月か

ら学校が始まってもうまく動けるようにしていきたいと思っているのですが，実

際は正直な話，体温計を買おうと思ってもなかなか売っていないような状況で，
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すぐには揃えられない，あとは医療用の手袋を買おうと思ってもなかなか今手に

入らないような状況みたいなので，ある程度実施を遅らせても，子ども達が安心

して健診が受けられるような態勢で臨みたいなとは考えているところです。 

茅根教育長  小中学校のＰＴＡ総会と授業参観は別にして，校長会で言ったんですよ，

今年も新しい役員決めすぐやったらいいだろうってね。 

    その橋本委員がいうその子供らの問題云々というのは，どういうことなの？ 

橋本委員  集団でっていうのは，児童クラブ関係の子どもだけですよね。 

茅根教育長  ただそれは，国県もそうだけど，親がやっぱり見られないでしょうよ。

つまり緊急の施策じゃないかと見てるんだけど。確かに集団は駄目ですけどね。

宜しいですか。 

橋本委員  はい。 

茅根教育長  それでは，「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  （４月定例会について日程調整） 

茅根教育長   それでは，４月定例会については４月２７日月曜日午前１０時に開催

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３月定例会を閉会いたします。 

（閉会：午後０時０１分） 


