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常陸大宮市教育委員会６月定例会議事録

１ 会議の名称 常陸大宮市教育委員会６月定例会

２ 開 催 日 令和３年６月２５日（金）午前１０時００分から

午前１１時０５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 諸澤 信子

委 員 生天目 茂

委 員 橋本 勇夫

委 員 宮本 亜希子

（２）事務局及び説明者

教育部長 諸澤 正行

学校教育課長 木村 隆弘

生涯学習課長 小室 修

文化スポーツ課長 圷 裕志

指導室長 河野 護

学校教育課主査 宇留野 美名子

学校教育課主事 島根 将太

５ 報 告

報告第１４号 教育長報告について

報告第１５号 令和３年第２回常陸大宮市議会定例会一般質問について

６ 議 案

議案第３２号 専決処分の承認を求めることについて（議会の議決を経るべき事件

の議案の意見について）

議案第３３号 専決処分の承認を求めることについて（辞令の発令について）

７ 協 議

協議事項５ 常陸大宮市立大宮幼稚園教育充実にかかわる要望書について

８ その他

（１）各種行事予定について

学校教育課



2

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 ４人

１２ 会議の大要

茅根教育長 本日の会議に，４人の傍聴希望者がおりますので，報告いたします。傍

聴人の方は，注意事項を守って傍聴をお願いいたします。

本日の出席委員は全員です。ただいまより，常陸大宮市教育委員会６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１４号 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。

最初に，５月末から６月にかけまして，所課長訪問それから管理訪問を小中学

校で行っております。どの学校も，担任と共に落ち着いて授業がなされておりま

す。問題等々は出ておりません。

次に，那珂地区の陸上で明峰中学校が６種目で，大宮中学校が４種目で１番を

取りました。さらに，明峰中学校は，女子バレーボール部，それから野球部が優

勝しました。また大宮中学校野球部は久方ぶりに決勝戦まで進み，明峰中学校に

惜しくも敗れましたが，どちらも中央地区に出るということで，大変喜んでおり

ます。中央地区と県大会に進むにつれて，３年生も受験の時期にこれから入って

きますので，この勢いで頑張って欲しいと思っております。私からは以上でござ
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います。

茅根教育長 ただいまの件について，質問があればお願いします。

茅根教育長 よろしいでしょうか。

無いようですので，次に移ります。

続きまして，報告第１５号 令和３年第２回常陸大宮市議会定例会一般質問に

ついて，私の方から報告いたします。今回の定例会の一般質問については，私と

部長にそれぞれ一つずつ質問がございました。

大貫議員から私の方に，市総合計画の中で，教育の課題と展望についての質問

がありました。

内容的には，新学習指導要領においては，子供達が主体的に考え判断し,他者と

協働して課題を解決していく力を育むために，「主体的・対話的で深い学び」の実

現が求められております。

本市においては，GIGA スクール構想については，タブレットパソコン端末等の

整備が完了し，現在，有効な活用を図るための利用計画等を進めているところで

ございます。特に，子供の発達の段階に応じた個別最適な学びができるよう，２

学期には学習支援アプリ（AI ドリル）を導入し，授業はもとより，家庭での活用

を計画しております。また，文部科学省が示す令和６年度のデジタル教科書の導

入を見据え，学びの幅を広げたり，学習内容を深めることを検討しているところ

です。

さらに，授業の質の向上やきめ細やかな指導体制の整備を進めるために，国で

は，令和４年度からの教科担任制や令和７年度までに小学校すべての学年で少人

数学級の導入を予定しているところであります。なお，茨城県においては，今年

度から先行して教科担任制を実施しております。

これらを踏まえて，教育委員会といたしましては，今後，習熟度別学習や小規

模校を活かした学習などを推進することにより，子供の個性を重視した教育を大
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切にすることによって，一人ひとりが広く活躍できる人材となれるよう，学校と

連携をしながら教育環境の充実を図ってまいりたいと考えております。と答弁い

たしました。

次に，部長につきましては，小原議員から，本市における奨学生制度の利用状

況について質問がありました。

内容は，本市における奨学生制度は，優良な生徒であって，経済的理由により

修学が困難な方に対し学資等を貸与する奨学資金と，学業，心身ともに特に優良

な生徒に学資を給付する長山景樹特別奨学金の２つの制度がございます。

貸与する奨学資金の利用状況ですが，令和２年度末における貸与者の人数は，

２１６名でございます。

内訳ですが，大学等に在学し貸与中の方が３３名，貸与期間が終了し返還中の

方が１８３名となっております。

長山景樹特別奨学金については，平成２６年度の制度開始から，３９名の方に

奨学金の給付を行っております。

次に，コロナ禍における貸与する奨学資金への影響でございますが，奨学資金

の新規貸与者については，令和元年度が１１名，令和２年度が５名，令和３年度

が６名と推移しており，コロナ禍における影響は見受けられない状況となってお

ります。

また，令和２年度にコロナ禍の影響で，収入が減少したことに伴い，返還が困

難になった方からは２件の申請があり，市では返還の猶予等をおこない対応をし

たところでございます。

本市としましては，社会状況の変化などにより返還が困難になった方について

は，今後とも柔軟な対応を図ってまいります。と答弁をいたしました。

ただいまの件について，質問があればお願いします。

茅根教育長 よろしいでしょうか。
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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３２号 専決処分の承認を求めることについて（議会の議決を経るべき

事件の議案の意見について）を議題とします。

事務局の説明をお願いします。

木村学校教育課長，小室生涯学習課長 【議案第３２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。

生天目委員 体温測定カメラはこれまで学校には無かったのですか。

木村学校教育課長 国の方のコロナ対策の補正予算はこれまでに何回か来ておりまし

て，学校独自に設置している所もございます。今回，市教育委員会として，各学

校に１台設置するものです。

諸澤委員 図書情報館に図書除菌器を購入するということですが，各学校の図書室

には設置しないのですか。

小室生涯学習課長 図書除菌器については，全部の本を消毒するということでなく，

図書情報館に来た市民の方が，借りたい本を持ち帰る時に，ご自分で除菌器に入

れて利用するということになりますので，学校への設置は想定しておりません。

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３２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３２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３３号 専決処分の承認を求めることについて（辞令の発

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。

木村学校教育課長 【議案第３３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３３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３３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，「日程４ 協議」に移ります。

協議事項５ 常陸大宮市立大宮幼稚園教育充実にかかわる要望書についてを議

題といたします。

事務局の説明をお願いします。

木村学校教育課長 【協議事項５について提案・説明】

茅根教育長 協議事項について説明が終わりました。ただいまの説明にもありました

ように，一つは３年保育の実施，それからもう一つは専用のホームページが欲し

いということなんですが，これについて協議していきたいと思います。

最初に，３年保育の実施について，いかがでしょうか。

橋本委員 美和地区は，保育所と幼稚園が合併するような形で，同じ敷地内に併設

であったんです。地区の要望がありまして，保育だけでなく教育も受けさせて欲

しいということで，１年保育，特例だと思うんですがそれで進めてきました。職

員とお子さんの様子からみると，以前から出来れば２年保育を希望するというこ

とで，希望はしていたんですが実現は出来ませんでした。それは，保育所との関

係とかいろんなものが関わったものですから，簡単に２年間に出来なかったんで

すが，要望としては２年間を是非進めてくれというのがありました。その分，保

育所と職員が連携を密にしながらそれをカバーするような形で進めてきました。

その後，園児数が減少した関係で，昨年，認定こども園に変わったと思うんです。

それも保育所と幼稚園が併設であったものですから，立地条件などにより簡単に
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こども園になった状況です。その中で，いろんな協議を進めてくる中で，現在の

流れとして３年保育というのも，いろんな面で保護者の兄弟関係とかも考えたり

すると，進めていってもいいのかなという考えも出ていました。そういう状況だ

け説明します。

諸澤委員 今年は４歳児は５名，来年３年保育にした場合，どの位の希望者と言い

ますか，人数の目安はございますか。

木村学校教育課長 先ほどの資料からみますと，来年の３歳児，現在の２歳児は１６

２人が保育園等を利用しており，市内の全体の人数は２０６人となっていますの

で，差し引いた４４人が保育所や幼稚園を利用していない状況です。ただし，こ

の内何人が大宮幼稚園に入るかは分かりません。

諸澤委員 公立幼稚園はだいぶ人数が減ってきてしまいましたよね。それで，市と

して，何人以下は閉園するとか，何人いれば継続するとか，そういう目安はあり

ますか。

木村学校教育課長 今のところ，そこまで協議の方はしておりません。

茅根教育長 ただし，おがわ幼稚園が３人で廃園となりましたから，そういうのも目

安の一つとなるのではないかと考えています。

諸澤委員 あまりに少ないと小学校へ入る前段階の教育として成り立たないような

気がするんです。１０人，少なくても８人位はなんとかいて，グループ別けにし

て何かするにしても一つのグループでは無くて，それぞれ主体性をもってやると

したら，やはり８人から１０人はいた方がいいと思います。希望ですけど，線を

引いておけば先の見通しも，３歳児から入れるにしても，どれ位の希望があれば

実施できるのか，５人位でもやるのか，その辺の所を線を引いておかないと，い

つまでたっても決まらないような気がします。

おがわ幼稚園の場合は集団でいろんな事をする経験が少なく，確かにあちこち

出掛けて合同でやる行事をたくさん作って，苦労しているのは良く承知しており
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ました。

生天目委員 おがわ幼稚園長を４年やりましたけれども，これは常陸大宮市ばかりで

はなくて，全国の公立幼稚園が凄い勢いで減っているんです。それで公立幼稚園

の連絡協議会の存続が非常に難しくなってきて，しかも研究会になると受け手が

無い県も出てきてしまっているようです。特に，長野県のような山間の所は，公

立幼稚園が急激に減ってきてしまっています。それで，関ブロと言いまして，関

東，長野も含めて新潟まで入って，こういう所も研究会が持ち回りで存続するの

が難しい話が私が園長時代にも話が出ていました。公立幼稚園はもう見直さない

と今までのような運営は出来ないという話が当時から出てました。やはり大宮を

みると，御前山幼稚園が無くなり，間もなくおがわ幼稚園が無くなるということ

で，今度要望が出た大宮幼稚園についても，この数は以前からみれば凄い減少だ

と思います。それで先程地図の配置がありましたが，保育室は２部屋しか無い中

で，もう１部屋どこに作るんだろうということになってしまうし，これだけの人

数で施設を新しく造るということになってしまうんですよね。例えば来年だけ人

数が満たされても，それが常陸大宮市で継続的に維持されていくのかということ

も考えていかなければいけないのかなと思います。幼児教育は非常に大事だと思

っていますので，園長時代もお願いして教材プログラムなどをたくさん買ってい

ただきました。それで保育的な要素から教育的な要素をかなり公立幼稚園で入れ

たと思います。にも関わらずこれだけ減ってきているので，これは時代の衰勢か

なと思います。残念ですけど難しいかなと思っております。

宮本委員 私は，子ども３人が大宮幼稚園にお世話になりまして，通ってる間に給

食が導入されたり，あとはお迎えの時間が１時半だったのが２時になったり，預

かり保育が始まったりとかで，凄く助かっていた部分が多かったです。ただ，そ

の間にアベノミクスで働く女性を応援することになり，その時からお母さん方の

考えがガラッと変わったのかなと思いました。それで，やっぱり働くということ
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は幼稚園という選択肢がほぼ消えるということで，その頃から幼稚園を選ぶとい

うより保育園をどうしようか，という方がもの凄く増えたということを覚えてい

ます。私個人としてはお世話になりましたし，上の子が通っている時にやはりお

兄ちゃんと一緒に通いたい，３歳から通わせてもらえたら，もっと子どもが充実

するのかなと思ったんですが，ただやはり委員になりまして，常陸大宮市の本当

に少子化を目の当たりにしているので，そういう所を考えて難しいなと思いまし

た。

茅根教育長 ありがとうございました。この件につきましては，本日の会議のみで結

論というのは中々難しい問題だと思います。教育委員会の規則では結論を出さな

くてはならないため，７月開催の教育委員会でもう一度協議したいと思います。

いかがでしょうか。（委員了承する。）

もう一つの専用ホームページについてはいかがでしょうか。

橋本委員 その前に，来月に結論を出すためにも平面図等はありますが，実際に大

宮幼稚園の園長さんですとか，もし３年保育になった場合のメリット・デメリ

ットや施設的な活用とかのデータをいただいておくと，我々は金銭的な物は関

係無く，教育とか実数で話し合うのが多いものですから，実際に，一部屋多く

してもらって実施しましょうと言われても，予算的に無理だと言われると思い

ます。ですからそういうギャップがあると思いますので，それをクリアするな

り問題点を出していただいて，結論が出せるように資料の準備をしていただい

た方が話し合いがしやすいと思うんですがどうでしょうか。よろしくお願いし

ます。

諸澤委員 仮に３歳児を預かるとしたら，現状の遊戯室というのはどうなんですか。

図面を見るとかなり広いので使えないのですか。

木村学校教育課長 幼稚園の設置基準の中で，保育室の数は学級数を下ってはならな

いとあり，当然，３年保育を実施，募集するにあたっては，部屋を確保しなけ
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ればなりません。部屋というのはパーテーションで区切ったものでは中々難し

いと思います。

橋本委員 そういった物も含めてデータとしていただいて，教育だけでの判断は出

来ないと思います。一部では認定子ども園というのも出ておりますが，そこま

でいくのには時間もかかりますし，施設も大規模改修しなければならないと思

いますし，可能な範囲になるかもしれないなという気もしますので，是非よろ

しくお願いします。

茅根教育長 認定子ども園というのも敷地も必要ですし，相当のお金もかかると思い

ます。一時的に人数を確保出来たとしても，５年後，６年後に入る子がいない

となった時にどうするかという問題もあります。

橋本委員 美和の場合には，施設その他の全てがあっての話だったので出来たんで

すよ。３年保育ということであれば，人数確保とかいろんな条件がプラス面に

なるのかなと思います。

茅根教育長 次回は，そういった資料を準備した中で協議したいと思います。それで

は，専用ホームページについてはいかがでしょうか。

生天目委員 その点も含めて幼稚園に聞いてみてはどうでしょうか。実際に対応でき

るかどうか。小中学校でも学校でやっているので，幼稚園も自分たちでやるこ

とになるので，その辺が可能かどうか。

橋本委員 立ち上げるだけなら業者がいるから出来るでしょうが，これをどの位更

新していくのか，それになると思うんですよね。随時更新していくことが必要

になりますから。

宮本委員 ひたまるアプリを見ますが，小学校は先生方が頑張ってる，ホームペー

ジはどこの学校も更新されているんです。アプリには，保育園・幼稚園のペー

ジもあるんですけど，どこも出てこないんです。もし先生方が忙しくて出来な

いよということであれば，そこ自体をなくした方がいいのではないかと思いま
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す。

茅根教育長 先ほど申し上げましたように，次回の定例教育委員会で，改めて協議し

たいと思いますがいかがでしょうか。よろしいでしょうか。

（委員了承する。）

茅根教育長 それでは，継続協議にすることに決定いたします。

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。

木村学校教育課長 外 [行事予定説明]

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。

木村学校教育課長 外 [契約案件について]

[教育行政点検評価委員の解嘱者及び委嘱者]

[令和３年度常陸大宮市立学校学校閉庁日の実施について]

［就学援助制度について］

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。

木村学校教育課長 （７月定例会について日程調整）

茅根教育長 それでは，７月定例会については，７月２６日月曜日，午前１０時より

開催することでよろしいでしょうか。

以上をもちまして，常陸大宮市教育委員会６月定例会を閉会いたします。

（閉会：午前１１時０５分）


