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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２年１１月３０日（月）午後１時００分から  

                                         午後２時３２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    星野 幸子 

委  員        生天目 茂 

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      木村 隆弘 

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３８号  教育長報告について 

報告第３９号  指定学校の変更許可について 

６ 議 案 

議案第４８号  専決処分の承認を求めることについて 

議案第４９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５０号  常陸大宮市教育委員会行事の共催及び後援に関する要綱の制定 

        について 

議案第５１号  義務教育施設適正配置審議会委員の委嘱について 

議案第５２号  令和２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（令和元年度事業分）について 
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７ 協 議 

 協議事項１２ 令和２年度常陸大宮市教育振興大会表彰基準（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   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１１月定例会を開会いたします。                    

（午後１時００分開会） 

茅根教育長   会議に先立ちまして，１１月２５日の日は，臨時議会等で延びてしまい

まして，委員の皆様には大変ご迷惑おかけしました。本日になってしまいました。

どうぞよろしくお願い申し上げます。 

    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３８号教育長報告とな

りますので，私の方から２点お話ししたいと思います。 

   まず１点なんですが，電話等でご連絡したと思うんですが，１１月２０日頃，

金曜日に，明峰中の事例につきまして，保護者会を開催いたしました。 

続きまして，おがわ幼稚園について報告いたします。おがわ幼稚園の在り方に

ついては，８月の教育委員会において協議をしていただき，来年度入園者がいない
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場合は，現在の年中の園児が卒園したところで閉園するということでした。１０月

に市内幼稚園の募集をしましたが，結果としましては，令和３年度の入園予定者は

なし，つまりゼロでありました。このことから，当市においては，おがわ幼稚園に

ついては，令和３年度末をもって閉園することで進めてまいりますので，報告とと

もに，ご理解願います。なお，今後の予定なんですが，１２月１日に庁議報告いた

しまして，１２月の議会でも報告いたします。条例改正は令和４年３月になります。

それまでは，借地，跡地の問題等もありますので，関係部署と調整しながら進めて

まいりたいと，そのように考えております。 

   この２つです。この件につきまして，何かございましたらお願いいたします。 

橋本委員  すみません。令和３年度末ですよね？そうすると，来年はあるというこ

とになる？今，まだいますからね，下の子が。ですから，来年はあって，もう１

年あるってことですよね？ 

茅根教育長  ええ。子ども達がそれじゃ大変ですからね。 

橋本委員  令和４年の３月をもってということですね。 

茅根教育長  はい。他にいかがでしょうか？大丈夫ですか？ 

それでは，次に進みます。 

ここで皆様にお諮りいたします。この後の案件，報告第３９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項のただし書きの

規定により，人事に関する事件その他の事件については，教育長又は委員の発議

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。 

（委員全員 挙手） 
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茅根教育長  全員挙手ですので，この後の案件につきましては，非公開といたします。 

それでは，会議日程に戻ります。報告第３９号指定学校の変更許可について，

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３９号について説明】 

茅根教育長  質問があればお願いいたします。 

星野委員  ３月までずっと，確定するのが，各学校の人数が分からないんですよね。 

茅根教育長  そうですよね。 

    では，よろしいでしょうか？ありますか？大丈夫ですか？ 

続きまして，「日程３議案」に入ります。 

議案第４８号専決処分の承認を求めること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。 

諸澤次長兼学校教育課長  【議案第４８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。 

    ないようですので，採決に移ります。 

議案第４８号につきましては，原案のとおり承認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４８号につきましては，原案のとおり承認とい

たします。 

続きまして，議案第４９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します。 

木村生涯学習課長     【議案第４９号について提案・説明】 

石井文化スポーツ課長   【議案第４９号について提案・説明】 

諸澤次長兼学校教育課長  【議案第４９号について提案・説明】 

茅根教育長  いろいろあったんですが，ご質問等があれば受けたいんですが，いかが



5 

 

でしょうか？いいでしょうか？ありますか？ 

星野委員  会計監査厳しいですね。やっぱり，国からもらったお金は返しなさいって

ことなんですね。余ったらちゃんと。 

諸澤次長兼学校教育課長  はい。そうなんです。 

茅根教育長  よろしいでしょうか？ 

    それでは，採決に移ります。議案第４９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。 

各委員    ＜異議なし＞ 

茅根教育長  異議なしと認め，議案第４９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５０号常陸大宮市教育委員会行事の共催及び後援に関する

要綱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。 

諸澤次長兼学校教育課長  【議案第５０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？ 

生天目委員  特にないけど。見直しに至った経緯って何かあるの？ 

諸澤次長兼学校教育課長  今回の見直しの大きなものはですね，今まで教育委員会と

して，承認，決定をしていたんですけども，こういった後援依頼は教育長が委任

事務を受けるということですので，申請用紙を見ていただければ分かるかと思う

んですが，１２ページから１６ページまでですね。全て教育長名で申請を受けて，

或いは，承認するのも全て教育長名で承認をするような形になります。今までは

全部，ここは常陸大宮市教育委員会としてやっていたものですから，そういった

ものの修正をし，また文言をまとめるものはまとめて要約するような形にしたも

のです。 

生天目委員  あの，いきさつは分かるんだけど，その最初の，変更しようとしたきっ
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かけっていうか，何かそういう質問があったとか。 

諸澤次長兼学校教育課長  特に質問はなかったんですが，こちら事務局の方で，ここ

が，教育長委任事務だからおかしいだろうってことで，今回提案する次第になり

ました。 

生天目委員  内部からね。なお結構だと思います。 

茅根教育長  では，よろしいでしょうか？ 

ないようですので，採決に移ります。議案第５０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。 

各委員    ＜異議なし＞ 

茅根教育長  異議なしと認め，議案第５０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５１号義務教育施設適正配置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。 

諸澤次長兼学校教育課長  【議案第５１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，質問があればお受けいたします。いかがでし

ょうか？ 

    これは議会でも質問等があったんですが，前話したように，近い将来ですね，

複式の様相を呈してるんですよ。その方があるもんですから，この組織にしまし

て，少しお話ししていただいてということで。そう思って，そういう組織を立ち

上げたわけでございます。 

生天目委員  いずれ何か話すということもね，考えていかなきゃならないこともあろ

うかっていう気はするんですけれど。ちょっと私が感じる全国的な流れの中では，

大体統廃合がどこの県も終わって，一応，その統廃合した結果を見直そうって動

きにだんだんなっていて，多少もう統廃合は一応済んでるので，ある程度少人数

になったところの，とりあえず少人数の良さを見直そうっていうような動きに，
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全国的にはなってるかなと。私は感じてるんですけれども。大宮でも，やってそ

んなにまだ間がないんですよね。ただ，現実的に子どもの数の減少は激しいので，

そういう事態が起こってくるので，こういう話し合いをもつことは，私は結構だ

と思います。ただ，あんまり性急に持ってかない方がいいかなっていう感じはし

てます。 

茅根教育長  私が１つ考えてるのは，早急にはやっぱりできないと思うんだ。それで，

私もそれは，生天目さんと同じ意見なんですが，各地区ごとに意見を尊重してや

っていかないと。そういうふうに考えています。確かにね，コロナ関係が出てか

ら，少人数が見直されてますからね。その部分は十分踏まえてね。 

生天目委員  前回の統廃合は，複式を解消しようっていうのが，ある程度目的にして

いた１０年間だったので，それが終わって，１０年はまだ経ってないので，ちょ

っと間を置かないと。現実的に厳しくなってるところはあるんだけど，少なくて

も間５年以上置かないと，ちょっと厳しいかなと。ただ，こういう話し合いはす

る必要はあるかなと思うので，いいと思う。他のこの委員の皆さんがどんな判断

を持ってるか私は分かりませんけれど，話し合いの方向を持っていくのはいいと

思う。ただ，いないから統合だっていう形は，もう距離的に，私はもう限界があ

るなと思っています。だから，その辺はもう少し慎重に考えなきゃなんない。 

茅根教育長  確かにそうでしょうね。 

橋本委員  あの，合併を行ったときも，これから将来６年とかってことで，人数の方

を出生率までいかないくらいで，数字的なもので進めましたよね。そんな中進め

て，あの時と今とでも，かなり想像以上に急激に減ってますよね。ですから，こ

ういうの話題には，その統合とはまた別の意味で話し合いをしていかなきゃなら

ないものがありますよね。ただ，確かに，大宮を縦に割った時に，美和，緒川，

御前山の西側と，山方含めた東側とでは，非常にこう条件が広範囲にまたがりま

すので，単純に人数だけでってわけにいかないところは。ですから，話し合いが
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されるんでしょうけども。でも，話題にはもうぽつぽつと，うちの方は出てます。 

茅根教育長  そうですか。 

橋本委員  出生数からすると，半減しています。 

茅根教育長  今年はいろいろ，小学校大変ですよね。 

橋本委員  小学校，入るのもそうですが，１歳児の，この令和２年度の出生率を考え

た時には，本当に減っています。 

茅根教育長  本当。 

星野委員  何人くらいしか生まれていないんですか？ 

橋本委員  おそらく１桁じゃないですか？ですから，そういう状況ですから，我々の

前に片方は５クラスあった，３クラスあったなんていう話からすると，本当に少

ないですよね。 

茅根教育長  では，よろしいでしょうか？ 

それでは，議案第５１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。 

各委員    ＜異議なし＞ 

茅根教育長  異議なしと認め，議案第５１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５２号令和２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（令和元年度事業分）についてを議題とします。事務

局の説明をお願いします。 

諸澤次長兼学校教育課長  【議案第５２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，質問等があればお受けいたします。いかがで

しょうか？ 

    特に，ミュージックフェスティバルにつきましては，山方中などは，吹奏楽部

ですね，２年生が１人で，１年生３人，そういう状態なんですよね。高校の方も
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やっぱり，小瀬はかなり少なくなっちゃうってことで，非常に難しいっていう現

状ですね。 

    よろしいでしょうか？ 

それでは，採決に移ります。議案第５２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。  

各委員    ＜異議なし＞ 

茅根教育長  異議なしと認め，議案第５２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１２令和２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。 

諸澤次長兼学校教育課長  【協議事項１２について提案・説明】 

茅根教育長  説明が終わりましたので，意見を頂戴します。 

    この表彰基準でよろしいでしょうか？  

    今年はね，コロナの為にね，振興大会も開催できませんので，ちょっと可哀想

な部分はあるんですけどね。 

    では，よろしいでしょうか。 

    それでは，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  [総合教育会議について] 
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茅根教育長  ただ今，説明がありましたように，市長からは学力診断テストについて

という議題が挙げられたんですが，委員さんの方からございましたら，受けたい

と思います。 

星野委員  ごめんなさい。ちょっと市長とのお話で，先ほどの２７００台のＰＣを小

中学生１人ずつにってことでしたよね？あれって卒業時に返却する形なんです

か？ 

諸澤次長兼学校教育課長  はい。卒業時に返還する形になります。 

星野委員  もちろんそうだろうなと思ってはいたんですけれども，タブレットのバー

ジョンアップとか，アプリの内容とか考えると，何年ごとに買い替えていく予定

でいらっしゃるんですか？市としては。 

諸澤次長兼学校教育課長  今回のタブレットの契約というか，今回買い取りなんです

けれども。 

星野委員  そうですよね。購入ですもんね。 

諸澤次長兼学校教育課長  ５年でみてます。その後はリースにするか，そういったと

ころは考えなきゃいけないと思うんですが，今回の場合，国庫補助の事業になっ

ておりまして，買い取りという形で，５年ということでやってるようなところで

はあります。 

星野委員  ごめんなんさい。あの，どんなタブレットですか？ｉＰａｄですか？そう

じゃなくて，違うタブレットですか？ 

諸澤次長兼学校教育課長  ノートパソコンですね。 

星野委員  ノートパソコンですか。 

諸澤次長兼学校教育課長  はい。 

星野委員  どういうものなのか。 

諸澤次長兼学校教育課長  クロームブックです。 

星野委員  クロームブックなんですか？ 
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諸澤次長兼学校教育課長  はい。 

星野委員  あの，ほらね，ｉＰａｄとかにしちゃうと，今度，中学生くらいって自分

のパソコンとの汎用性が悪かったら困っちゃうだろうなとか，いろんなこと思っ

て，やっぱりＭａｃしか，ｉＰａｄだとなかなか難しいです。でも，クロームだ

ったらば，例えばグーグルで，自分のパソコンのドライブと共有したりとか，そ

ういうこともできるでしょうけど。ただ，今度そうなってくると，セキュリティ

とか，いろんなところの問題にまたなってくるし。どういう指導をしていって，

タブレットを，まぁ，ね。タブレットはもちろん大切だし，やっぱりある子とな

い子ができちゃうよりは，あった方がいいんですけれども。で，また返却だから，

返却する時に，何か全部初期化するのかがどうするのかなとか，いろんなこと思

って。今の６年生に関してもね。 

橋本委員  それは，必ずありますよね。 

星野委員  いろんなこと。何か。買い取っちゃうから，全部買い取って，それですご

いお金もかかってるし，それでまた・・・。 

橋本委員  初期化しながらっていうことになると，大変ですよね。 

星野委員  いろんなこと思って。買ってるお金も２億７０００万円とかすごい金額だ

けれども，どうするんだろうなってすごく気になって。 

諸澤次長兼学校教育課長  一応，今回はクラウド化って形で進めてはいるんですけど

も。クラウド化にしまして，自分のＩＤ，パスワードでそこに入っていくような。

そういった形で考えているということです。 

星野委員  じゃあ，各学校でというか，各学年でクラウド化するっていう形ですか？ 

諸澤次長兼学校教育課長  そうですね。すべてクラウド化になります。 

星野委員  まぁ，すべてクラウド化だとしても，そうすると，すごく容量大きいです

よね。で，その中で，何て言ったらいいのかな，必ずその自分のデータがクラウ

ドの方に入ってれば，何かパソコンの中であった時に，全然問題ないでしょうけ
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れども，生徒はどんどんどんどん入れ替わってくわけだから。卒業して，また入

ってっていう形で入れ替わってくわけだから。そこら辺のセキュリティとかどう

するのかな，クラウド化すると，逆に自分とは関係ない情報も引き出そうとした

り，見ようとしたりする輩が出てきたら，頭のいい中学生ぐらいが出てきたら，

色んなことされちゃうんじゃないかなとか。クラウド化って，実はすごく怖い部

分もあるな，なんて。 

諸澤次長兼学校教育課長  一応，セキュリティの方も契約の中に入っているところで

はあるんですけれども。あとは，自分のＩＤ，パスワードで入っていただくって

ことで，他の人のパスワードが分かっちゃったら大変なところもありますけども。

自分のパスワードで入って，ドリル学習なり，いろいろそういうのをやっていた

だくような。そういった形で考えてはいます。私も，セキュリティの方は，なか

なかこうだよとはお答えできない部分もあるんですけれども。セキュリティの方

もすべて契約をして，発注するというような方向では考えてはいるところです。 

星野委員  今後，またコロナが酷くなってくると，リモート学習にもなってくるし，

皆さんが同じように，同じ機種のものを持っていれば，例えばクロームだったら

ば，グーグル使うと思うんですけど，グーグルミートっていうのがあるので，Ｚ

ｏｏｍ使わなくても，各同時で配信して，皆で画面共有しながら，勉強すること

もできるとは思うんですね。そういったところで，リモート学習がすごくしやす

くなる１つの要因でもあるのかなとは思うけど，なかなかその管理が大変だろう

し，小学生の低学年になると，本当に管理が大変だろうなっていうのもあります

から。 

諸澤次長兼学校教育課長  そうですね。そういったところもありますし，あとはもう

１つ心配なのは，やはり自宅で，アクセス環境が整ってないところもありますの

で。 

星野委員  Ｗｉ-Ｆｉがね。 
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諸澤次長兼学校教育課長  ですから，そういったところについての活用等も，今，事

務局の方では検討しておりますので，今後整理しながら，そういった環境の整っ

ていない家庭に対してどうしていくかと，そういったところも含めて検討してま

いりたいと思います。 

星野委員  大変ですよね。これ。 

諸澤次長兼学校教育課長  そこを少し整理しながらということで。一応，そういうル

ーターなんかは買うんですけども。そちらの方は買って，貸してできるようにし

たいとは思っております。 

星野委員  ルーター貸し出ししながらっていう。 

諸澤次長兼学校教育課長  はい。 

星野委員  その場でテザリングしてくださいとか，電池なくなっちゃうことになりま

すもんね。それに付随するかもしれないですけど，市長と揉むのは，そうしたこ

う，ＩＴリテラシーというか，この常陸大宮市でね，そういう児童生徒が１人ず

つタブレットを持つってことになって，今後，市の教育方針というか，教育展望

ですか。方針ではなくて，教育展望ですね。どういうふうな在り方で，せっかく

使える子どもを増やしていくのであれば，何かこう，展望があるかないかみたい

なところも聞いてみたいですよね。 

茅根教育長  それはいいですね。 

星野委員  で，特にリモートになった利点っていうのは，都会にいなくても，ね，場

所はどこであっても，同じ環境のもと，同じ仕事ができるし，同じ学習ができる

しっていう部分であれば，ある意味，その俗にいう田舎の常陸大宮市にとってみ

れば，田舎であっても最高の教育が受けられますみたいなこともできるんであれ

ば，いろいろなところの素晴らしい先生方を，公演ではないですけどね，その先

生の学習っていうのが，リモートでやったりっていうのができるんじゃないです

か。先ほど，ミュージックフェスティバルのところにも書いてあった，一流のプ
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ロの指導者に教えてもらうと，ぐっとうまくなるっていうのも，直接の方が本当

はいいに決まってるけど，リモートだってできるんですよね。指導っていうのは。

そういうのも含めて，いろんなところに活用できると，すごく広がっていくのか

な，なんて思ったものですから。 

茅根教育長  はい。いいですね。 

諸澤委員  いいですか？あの，市長にもちょっとね，市長の展望みたいなものを伺い

たいんですけども。新しい日常とかね，これからウィズコロナとか何とかって言

われますけれども，今言ったのは，バーチャルな世界じゃなくて，もっと生身の

コミュニケーションの取り方とか，これから子ども達に，どうやって人間力を育

てていくかとかね，そういったところをどんなふうに考えてるのかっていうのを

やっぱり聞きたいですよね。そういった，何ていうのかな，タブレット何やらも，

もちろんこれから必要で，絶対にやらなきゃならないことなんですけれども，も

う１つのバーチャルではない世界をどんなふうに作り上げるかってことが，やっ

ぱり大事じゃないかなって思うんですけれどもね。 

茅根教育長  大事ですよね。はい。 

いい意見が２つ出されましたので，大変ありがたいです。 

諸澤委員  逆な考え方ですけど。 

茅根教育長  逆もいいんじゃないですか。 

諸澤委員  何か，全てがバーチャルっていうのもなって思うので。 

茅根教育長  それでは，よろしいでしょうか？ 

諸澤次長兼学校教育課長  [契約案件報告] 

茅根教育長  この件につきましてはよろしいでしょうか？ 

それでは，「日程５次回の定例会の日程について」に入ります。 

諸澤次長兼学校教育課長  （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２年１２月２５日金曜日，午前１０時
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より開催いたします。 

それでは，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：午後２時３２分） 


