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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２年８月２５日（火）午前１０時００分から  

                                        午前１１時０７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         橋本 勇夫 

  （２）事務局及び説明者 

教育部長        大町 隆 

次長兼学校教育課長   諸澤 正行 

生涯学習課長補佐    綿引 信人 

文化スポーツ課長    石井 聖子 

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２７号  教育長報告について 

報告第２８号  令和２年度就学援助申請に伴う児童生徒の認定結果について 

６ 議 案 

議案第４２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 

７ 協 議 

 協議事項９   令和２年度常陸大宮市教育振興大会開催要項（案）について 

 協議事項１０  おがわ幼稚園について 

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 
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    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   本日の出席委員は，全員です。 

    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） 

茅根教育長   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２７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。 

    まず，８月１７日の臨時教育委員会ですね，大変お忙しい中ありがとうござい

ました。感謝申し上げます。 

８月２９日ですね，委員の皆様ご承知のように，大宮中で午前中，体育祭を

行います。最初２年生を１時間，家族も２人まで入れまして，１０時５分から１

５分で，今度，１年生の保護者と入れ替えをやりまして，そして１１時から３年

生，保護者と入れ替えやりまして，そういうことで観覧させるということで，午

前中で終わりということで。そういう方向でやる予定でございます。９月の次の

週ですね，土曜日。明峰中，山方中，それから大宮二中，が午前中（体育祭）と

いうことで。私は出ようと思っています。やっぱり午前中ですね。 

一応そういう予定が入っております。 

私の方からは以上でございます。何かござましたらお願いいたします。 
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橋本委員  ９月の他の中学校も保護者とかは入る？  

茅根教育長  入ります。 

橋本委員  同じような形ですか？方法はともかく。 

茅根教育長  方法はちょっとね，私も確認したんですが，入ります。ただ，大宮中に

関しては全部入れると，保護者，学年２０００人くらいになってしまうので，で

きないってことで，そのような形を取ったらしいんです。 

    ある程度体育祭やらないと，アルバムがどうも，全然できないっていうことで。 

星野委員  アルバムができないってことが，今話題になってますよね。 

橋本委員  修学旅行も中止ですよね。 

茅根教育長  中止になりました。 

橋本委員  それで，そうすると，その代わりのものを何かってよく出てるんですけど，

その辺はまだ出ていないんですか？ 

茅根教育長  それはね，校長さん方が少し話し合うって言ってました。 

中学２年の宿泊学習もこれから考えなくちゃいけないんですよね。スキー宿泊

もね。 

橋本委員  中学１年生？ 

茅根教育長  １年生か。スキー宿泊もね。これからですからね。まぁ，そういうとこ

ろであります。 

よろしいでしょうか。 

各委員  はい。 

茅根教育長  ここで皆様にお諮りいたします。 

この後の案件につきましては，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項の同項のただし書の

規定により，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
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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   （委員全員 挙手） 

茅根教育長  挙手全員ですので，この後の案件につきましては，非公開といたします。 

再度お諮りいたします。 

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製して作成・公表する取り扱いとし

てよろしいでしょうか。 

各委員        ＜ 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

よう調製し，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２８号令和２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。 

諸澤次長兼学校教育課長    【報告第２８号について説明】 

茅根教育長  以上，説明がございましたが，ご質問があればお願いいたします。 

星野委員  ごめんなさい。 

茅根教育長  はい。どうぞ。 

星野委員  城里町の方は，城里町じゃなくて常陸大宮市の学校にいるんですか。 

諸澤次長兼学校教育課長  はい。区域外変更で常陸大宮市の方に区域外申請で申請し

ている方です。 

星野委員  はい。 

茅根教育長  他にいかがでしょうか。よろしいですか。 
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    それでは，続きまして「日程３議案」に入ります。 

議案第４２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。 

諸澤次長兼学校教育課長  【議案第４２号について説明】 

綿引生涯学習課長補佐   【議案第４２号について説明】 

石井文化スポーツ課長   【議案第４２号について説明】 

茅根教育長   今，３課より説明がありましたが，ご意見等があればお願いします。 

星野委員  よろしいですか？ 

茅根教育長  はい。どうぞ。 

星野委員  自家発電装置って，耐用年数何年だったんですか？ 

綿引生涯学習課長補佐  耐用年数は，１５年前後ということで話を聞いておりまして，

操作板がこざいまして，今回，その操作板のところにエラー表示が出まして，そ

こから分かった次第なんですけど，操作板のところの修繕も考えたんですけれど

も，メーカーの方でも発電装置の対応がもう難しいと言われてしまいまして，自

家発電ということで，緊急用にも（備える）ということで，更新ということにし

ました。 

星野委員  私の質問は，耐用年数は何年ですかっていうことなんですけど。１５年。

分かりました。いきなり壊れるから補正予算になるんでしょうけど，金額が大き

いんでね。だから，やっぱりある程度，耐用年数があるのであれば，それに応じ

て考えていけば良かったのかなって，ちょっと思ってしまったので。 

茅根教育長  はい。これはね，使わないのが一番いいんですけれども。年数的に難し

いってことですね。細かい修理もあるんですが，また壊れてしまうだろうってい

う業者の話があるものですからね。この際ってことで，考えた次第でございます。 

橋本委員  たぶん，あれですよね。点検してますから，事前に，ある程度騙し騙しだ

ったんでしょうね。使うってことがまずないでしょうからね。 
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星野委員  大型の停電っていうのは，近年あったんでしょうか？ 

綿引生涯学習課長補佐  そうですね，実際にこれを使ったっていうのは，１回だけあ

りまして，（東日本大）震災のときに使ったっていうことで。ただ，その時は文

化センター自体も被害にあってしまったので。 

茅根教育長  よろしいでしょうか。 

    無いようですので，採決に移ります。議案第４２号につきましては，原案どお

り可決することでよろしいでしょうか。 

各委員        ＜ 異議なし ＞ 

茅根教育長  異議なしと認め，議案第４２号につきましては，原案どおり可決といた

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２年度常陸大宮市教育振興大会要項（案）についてを議題と

いたします。事務局からの説明をお願いいたします。 

諸澤次長兼学校教育課長  【協議事項９について説明】 

茅根教育長   ただ今の説明で，質問等ございましたらお願いします。 

星野委員  文化活動的なもの，作文コンクールですとか，標語ですとか，そういうの

は通常通りやっているんですか？ 

諸澤次長兼学校教育課長  今年の夏休みにつきましては，夏休みの期間が短いことか

ら，学校での取りまとめにつきましては行わず，各児童の方に，児童が選べるよ

うに，もし自分の好きなもので応募したいものがあれば，そちらの方に直接応募

してもらう形で通知を差し上げているところでございます。ですから，従来通り，

学校自体で取りまとめて各団体の方に提出する，というようなところはなくなっ

ております。 

星野委員  これは取りまとめなくても，その，賞そのものが無くなっている訳ではな

くて，それは通常通りある，まぁ無くなったものもあるのかもしれないですけど，
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あるということですよね？ 

諸澤次長兼学校教育課長  はい。あります。 

星野委員  分かりました。 

茅根教育長  他にありましたらお願いします。 

それでは，表彰式は行わず，賞状の伝達等のみということで進めていきたいと

思っております。よろしくお願いします。 

星野委員  選考会はやるんですか？ 

諸澤次長兼学校教育課長  選考会はやります。選考会は従来通りやらせていただいて，

そこで決定したいと思います。 

星野委員  分かりました。 

茅根教育長  続きまして，協議事項１０おがわ幼稚園についてを議題といたします。

私の方から少々。ご承知のように，おがわ幼稚園につきましては，入園者５名と

いうことで，現在，少人数で行っておりますが，今後の在り方について，区長さ

ん，あるいは保護者の説明会を考えております。詳しくは，諸澤次長の方から説

明いたしますので，よろしくお願いします。 

諸澤次長兼学校教育課長  【協議事項１０について説明】 

（公立のおがわ幼稚園については，少子化の進展に伴う幼児人口の減少や，子育

て家庭を取り巻く環境の変化に伴う保育施設への需要の高まりなどの影響によ

り，入園園児数が著しく減少していることや緒川地域及び市内の幼児数の推移等

を踏まえ，閉園するという方針について説明） 

茅根教育長   以上で説明が終わったんですが，いかがでしょうか。 

橋本委員  いいですか？ 

茅根教育長  はい。どうぞ。 

橋本委員  これ，今年度５名ですよね。４歳児と５歳児の。この内訳って，美和の方

も行ってるんじゃないかなと思っているんですけど。確認なんですけど。 
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諸澤次長兼学校教育課長  美和の園児も，４歳，５歳，１名ずつ入っております。 

橋本委員  兄弟ですか？ 

諸澤次長兼学校教育課長  兄弟ではないです。 

橋本委員  そうすると，令和３年度の１名はそのまま上がる可能性はある訳ですね。 

諸澤次長兼学校教育課長  そうですね。美和からのお子さんは年長で上がる可能性は

あります。 

星野委員  ３名がそのまま５歳児に上がる？ 

橋本委員  その可能性もありますね。 

茅根教育長  生天目委員はいかがでしょうか？ 

生天目委員  緒川地域に子どもがいないので，こういう日が来るとは思っていました

けど，止むを得ないんじゃないでしょうかね。こういう数字ではね。 

星野委員  園児１人あたり６００万円くらいかかっている訳ですからね。それを思う

とちょっと。 

橋本委員  たぶん，以前はあれだったんですよね。保育所と幼稚園のメリット，デメ

リットからすると，費用がかからないっていうのが一番の（メリットで），幼稚

園は費用がかからないってことで，幼稚園が継続されたっていうのがあったと思

うんですが。年々共通化して，費用の差が無くなってきているんですね。一律化

するような動きが，ちょうど最後の頃にそういう話があったと思うんですが。そ

の上，預かってもらえる時間の関係からすると，ずっと保育所の方が長くいられ

るので。目的によって色々違うんですけれども，ですから，今は幼稚園にいよう

と，保育園にいようと，あとは教育の実情だけですよね。そういう意味で，一番

下に書いてあるように，認定こども園にして，教育も受けられるような形にしよ

うっていうんですけど，これは私立の方で，認定こども園にしてもあまりメリッ

トがないって言われているところもあるので，何とも言えないのかなって思って

いるんですが。 
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諸澤次長兼学校教育課長  そうですね。まず，保育料の方なんですけど，こちらにつ

きましては，昨年の１０月から無償化っていうことで，今，３歳以上は全て無償

ということになっていますので，特に差異はございません。給食費が，うちの方

は幼稚園が３，４００円，保育所によっては若干高いところがあるみたいですの

で，そこでは若干差異はあるかと思っております。あと，１号認定，２号認定，

３号認定で，１号認定につきましては，両親のうちで働く時間が短い場合には１

号認定で，共働きで（帰りが）遅い場合には２号認定ということで，３号認定に

つきましては，０歳児から２歳児ということで，３つの区分に分けられる訳なん

ですけれども，仮に認定こども園になった場合にはですね，１号認定と２号認定，

幼稚園と保育所が同じ時間を過ごしまして，その後，幼稚園の１号認定の方は退

園，２号認定は保育の時間というような形で，１日を過ごすという形になってま

いります。認定こども園になれば，そういった仕組みになってくると思います。 

茅根教育長  諸澤さんいかがでしょう？ 

諸澤委員  私，ここの一番後ろの，今後の教育に望むこと，ということで，おがわ幼

稚園は，丁寧に指導してもらえて，アットホームな雰囲気とかね，大変満足して

いますって言うんですけど，そして，入学する前の準備期間として，非常にいい

って書いてありますけれども，本当にそうなのかと思うんですよね。小学校に入

る前の準備期間として，これだけの人数で，ちゃんとした準備期間になるのかし

らって思うんですよね。私は御前山の認定こども園しか知らないんですけど，あ

そこは，大体，２０人くらいいるんですよね。私にとっては，５名というのは，

だって，３名と２名でしょ。切磋琢磨も何もあったもんじゃないですよ。先生の

手が逆に掛かり過ぎてる。自立する為には，もっともっと先生の手を離れること

の方が必要なんじゃないかなって。今後望むこととして，これ，いいこともいっ

ぱい書いてありますけど，逆にしたらば，非常に良くないことになるんじゃない

かなと思うんで，私は，なるべく子ども達が１年でも早く，たくさんの子ども達
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と接した方がいいんじゃないかなって思うんですけどもね。個人的な意見で，分

かりませんけれども。以上です。 

茅根教育長  はい。ありがとうございました。 

橋本委員  いいですか？ 

茅根教育長  はい。どうぞ。 

橋本委員  この７ページ見せてもらったんですけど，２番のおがわ幼稚園を選んだ方

に（という項目で），私，美和にいる時に，美和の子がおがわに行っているので，

何故かなと思って見ていたらば，その時代には美和は１年保育だったんですね。

で，保護者の中には２年保育をさせたいっていうことで，意識しておがわに入れ

ているって聞いたことがあったんです。現在は，美和の方もこども園になって，

結果的には３年保育的な流れでやっていますから，そういう悩みも考えると，美

和の子もちょっと方向を変えられる可能性もあるのかなって思ってます。費用か

ら考えたらば，しょうがないかなって思ってます。 

茅根教育長  はい。ありがとうございました。 

    それでは，閉園の方向でよろしいでしょうか。 

各委員     ＜ 異議なし ＞ 

茅根教育長    はい。ありがとうございました。 

    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

局から説明お願いします。 

諸澤次長兼学校教育課長      [行事予定説明] 

木村生涯学習課長         [行事予定説明] 

石井文化スポーツ課長      ［行事予定説明］ 

茅根教育長   続きまして，（２）その他について，事務局でありましたら，お願い

します。 

諸澤次長兼学校教育課長  ［契約案件報告について報告］ 
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茅根教育長   この件についていかがでしょうか。よろしいでしょうか。 

各委員   はい。 

茅根教育長   無いようですので，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。 

諸澤次長兼学校教育課長  （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２年９月２５日金曜日，午前１０時より

開催することでよろしいでしょうか。 

各委員     ＜ 異議なし ＞ 

茅根教育長   それでは，よろしくお願いいたします。 

    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０７分） 


