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常陸大宮市教育委員会７月定例会議事録

１ 会議の名称 常陸大宮市教育委員会７月定例会

２ 開 催 日 令和３年７月２６日（月）午前１０時００分から

午前１１時２５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

学校教育課課長補佐 小泉 博美

学校教育課主査 宇留野 美名子

５ 報 告

報告第１６号 教育長報告について

報告第１７号 指定学校の変更許可について

報告第１８号 令和３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３４号 常陸大宮市立学校設置条例の改正依頼について

議案第３５号 常陸大宮市いじめ問題対策連絡協議会等条例の制定依頼について

議案第３６号 常陸大宮市公民館の設置及び管理に関する条例の制定依頼につい

て

追加議案第３７号 令和４年度小中学校特別支援学級（知的障害）において使用す

る教科用図書について

７ 協 議
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協議事項６（継続） 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

協議事項７ 教育委員会の所管に属する教育機関等の見直しについて

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 ２人

１２ 会議の大要

茅根教育長 本日の会議に，２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７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。議事録署名人に宮本亜希子委員

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１６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。

まず１点目ですが，第１学期が終了いたしまして，各小中学校では課題無く夏

休みを迎えることができました。また，第１学期の様子を見ていると，教員の心

の病気が何名か出ております。療休を取った先生もおります。

２点目ですが，小学校で嬉しいことですが，大宮小学校が過日行われたスナッ

グゴルフの全国大会，西郷村で行われました大会で優勝しました。明日，私の方



3

で表彰状をあげたいと思います。親御さんと夕方５時頃にいらっしゃいます。

３点目ですが，中学校の総体で那珂地区大会では，野球部門で明峰中学校が優

勝し，また，久方ぶりに大宮中学校が準優勝しまして，生徒はもちろんですが保

護者も大変喜んでいます。それから，女子バレーボール部門では明峰中学校が優

勝しました。県大会に進んだ中では，大宮中学校卓球個人で男女１名ずつが関東

大会に出場します。そのような結果が出ております。私からは以上です。

ただいまの件について，質問があればお願いします。

よろしいでしょうか。

無いようですので，次に移ります。

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

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）

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

傍聴人の方は，退席いただきますようにお願いいたします。

（退席を確認）

茅根教育長 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，公表する取り扱いとして
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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１７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。

木村学校教育課長 【報告第１７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。

報告第１８号 令和３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。

木村学校教育課長 【報告第１８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いたします。

無いようですので，報告は以上になります。

ここで傍聴人に入室していただきます。

（傍聴人が着席）

傍聴人の皆様，ご協力ありがとうございました。

続きまして，「日程３ 議案」に入ります。

議案３４号 常陸大宮市立学校設置条例の改正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。

木村学校教育課長 【議案３４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３４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
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か。

各委員 ＜異議なし＞

茅根教育長 異議なしと認め，議案第３４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３５号 常陸大宮市いじめ問題対策連絡協議会等条例の制

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。

木村学校教育課長 【議案３５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 万が一のために，制定しておくことは非常に大事だと思います。

諸澤委員 そうですね。これに該当しないことが重要ですね。

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３５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３５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３６号 常陸大宮市公民館の設置及び管理に関する条例の

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。

小室生涯学習課長 【議案３６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 中央公民館は新しくならないんですか。新しく作る計画はあるんですか。

小室生涯学習課長 今のところありません。現状施設の利用となります。

諸澤委員 計画があるといいなと思っているんですが，老朽化していますし，出入り

もなかなか難しいですし，希望的には違う所がいいのかなと思っています。ど

うでしょうか。
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小室生涯学習課長 はい，現状ではそういった計画はございません。

諸澤委員 分かりました。でも，すっきりして良かったですね。今まで随分かかりま

したからね。関係者は納得したんですか。

小室生涯学習課長 昨年度説明会をやりまして，今年になってからも，再度必要であ

ればお伺いして説明していきます。

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３６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３６号につきましては，原案のとおり可決とい

たします。

次に移ります。

（木村学校教育課長 挙手）

木村学校教育課長 ここで委員の皆様にお諮りいたします。追加議案としまして，「令

和４年度小中学校特別支援学級（知的障害）において使用する教科用図書につい

て」を審議する必要が生じておりますので，ここで追加議案第３７号として提案

し，ご審議願いたいと思いますが，取り扱いの方をご協議願いたいと思います。

茅根教育長 ただ今，学校教育課長より追加議案の提案がありましたが，この案件に

つきまして，会議日程に追加し，審議することとしてよろしいか，皆様にお諮り

いたします。

各委員 ＜異議なし＞

茅根教育長 異議なしということですので，追加議案として審議することといたしま

す。

議事に入る前に教育委員会の非公開について，皆様にお諮りいたします。

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項で，教育委員会は
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公開すると規定されておりますが，同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になっています。

教科用図書の採択が教育委員会の責任と権限において公正に行われ，外部から

の不正な影響により採択結果が左右されることがないよう適切に対応していく必

要があり，また，厳守したいと考えております。そのため，議案第３７号につい

ては，意思形成過程の案件であること，かつ公正な審議を確保する必要があるこ

とから会議を非公開と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）

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

傍聴人の方は，退席いただきますようお願いいたします。

（退席を確認）

茅根教育長 再度お諮りいたします。

議案第３７号に関する会議録は，本定例会の会議録に含めて調整することとし，

情報公開請求があった場合は開示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 それでは，議案第３７号に関する会議録は，公開する取扱いとします。

議案第３７号 令和４年度小中学校特別支援学級（知的障害）において使用す

る教科用図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。

【議案第３７号 令和４年度小中学校特別支援学級（知的障害）において使用

する教科用図書について（非公開）】

茅根教育長 それでは，議案第３７号を終了いたします。ここで傍聴人の入室を許可

します。

（傍聴人 着席）
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傍聴人の皆様，ご協力ありがとうございました。

続きまして，「日程４ 協議」に移ります。

協議事項６ 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お

願いします。

木村学校教育課長 【協議事項６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 子どもの出生数がもの凄く少ないですね。全国で２０２１年の出生数が

８０万人。常陸大宮市はどの位かは分かりませんけど，これからのいろいろな状

況をみたら，ここだけでは無くて，非常に大きな問題を含んだ幼稚園の問題では

ないかと思います。要望書を出したＰＴＡ会長さんのおっしゃっていることは非

常によく分かるんですけど，現実として絶対数が少ないということは，これはも

う避けられないことだと思っております。

生天目委員 前回もお話ししましたけれども，心情的には私も教員ですから，教育の

充実という点では，継続してより発展させたいという気持ちはあるんですけど，

やはり人数がどうしても減ってしまっている。そして，おがわ幼稚園もそうなん

ですが，近くに民間施設があるとどうしてもそういう所に移行しがちだというこ

とです。大宮にも新しい施設がたくさん出来てきているし，非常に今の現状を見

て，入園者の数を確保していくのは正直難しいだろうと思います。１年，２年確

保出来ても，じゃあ１０年先，２０年先は確保出来るのか，そうなると貴重な税

金をかけるには危険が大きすぎるかなという気がしています。現実的には難しい

んじゃないかなと思います。

橋本委員 前回から少し資料の方と思っているんですが，まずこの資料の中で費用

の方はあまり出てないですが，保護者の方からすると費用の負担が少ないという

言葉も出てきていますが，ただ，以前は１０倍近くの費用の差がありました。保

育所と幼稚園では。ですから，幼稚園教育も，内容は別として費用だけでみると，
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たとえ午前中でも預かってもらうと費用も安く預かっていただけるというのがあ

ったんですよね。何万単位ですよね，保護者の収入によってでしたから。それが，

全体的に無料化され，公立，私立の差が無くなってきている。ということは，長

く預かってもらったり，教育の方はまた別ですけど，そういう点でも私立の方に

流れることが多くなっているのが１点あるかと思います。ですから，費用の面で

考えると，公立の方に留めておくのが出来なくなっている。そのために人数が少

なくなってきているせいもあるなと思っております。特に，御前山ですとか，緒

川あたりでもそういうのが謙虚に出ているのではないかと思っております。

それから，先ほどの教育内容，レベル的なものですと，多少は費用も掛けてい

るのかもしれませんが，話を聞いてみますと，私立の場合には，英語教育を含め，

体操とかそういう面でも外部講師をお願いしたりとか，レベルの高い教育にも取

り組んでいる話も聞きます。公立の場合で，幼稚園教育の中でそういった物まで

取り組めるのかとなると，先ほどの施設の改築とかそういう費用を含めまして，

人数からするとなかなか取り組みずらくなっている状況ではないかと思っていま

す。

宮本委員 私は子ども達が大宮幼稚園にお世話になって，先生方もすごく一生懸命

やってくれましたし，学校と同じ給食に変更になったり，学校との繋がりをもの

凄く考えていただいて，大宮小学校や西小学校に学校見学に行ったりと，学校に

入ってスムーズに生活できるようにと考えてやっていただきました。ただ，実際

に子どもがいないというのを，今回目のあたりに感じているので，そこを考える

と，というところです。

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。

協議事項６につきましては，採択，不採択を取ってまいります。

はじめに，採択の挙手をお願いします。

（挙手 無し）
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茅根教育長 次に，不採択の挙手をお願いします。

（委員全員 挙手）

茅根教育長 不採択が多数です。よって，本案件は，不採択といたします。

次に，協議事項７ 教育委員会の所管に属する教育機関等の見直しについてを

お願いします。

木村学校教育課長・圷文化スポーツ課長 【協議事項７について提案・説明】

茅根教育長 私から補足して，行政改革推進本部会議での話をします。

私と部長が会議に出たんですが，大宮幼稚園の園長先生をはじめ，諸先生方が

園の運営に誠心誠意従事されていることは十分理解しておりますという話でした。

ただ，園児の減少は時代の流れだろうと，それからそのことを十分踏まえまして，

教育委員の皆様にはご審議をいただきたいという，そういう意見が出されました。

以上ご報告しておきます。緊急な案件でございますので，中々ご意見も難しいと

思いますが，質疑に入りたいと思いますがいかがでしょうか。

諸澤委員 歴史民俗資料館と文書館の連携というか，それを１か所にすることは出

来ないのですか。資料とかそういうのは文化と結び付いているような気がするん

です。どこか文書館で空いている所があれば，山方だけでなく，いろんな所に文

化財を保存してあると思うんですよ，地域の宝として。そういう所を一括して収

蔵できる場所はないのですか。

圷文化スポーツ課長 資料館と文書館は，文書館は文書保存がメインとなりますので，

資料館では，市民から寄贈があった民具とか相当の数が収蔵されておりまして，

多少は文書館にもスペース的に余裕があるんですが，とても入りきれる状況では

ないです。先程も触れましたが，今はちょっと停滞しているんですけど，文化財

展示施設整備を，これを諸沢委員さんがおっしゃるように，一つにまとめるよう

な方法で今後検討していきたいと思います。

諸澤委員 実際に行ってみると楽しいんですよね。展示方法とか，構成によっては，
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皆さんで楽しめる企画さえあれば，人が集まるような気がします。せっかく集め

た物ですので大切に活用していただければと思います。

橋本委員 展示資料ということが出ましたので，今年度後期で旧美和氷之沢小学校

校舎の解体の計画がありますが，以前はそこにも農機具ですとか，そういった物

を保管するということで大分集めたと思うんです。現在どうなっているかは見て

ないので分かりませんが，周りの人たちは，中の物はどうするんだろうねという

ような話が出ています。ですから，それも同じような悩みの一つなのかなと思っ

ています。それから，その奥の檜沢周辺では屏風絵が旧美和ではたくさん資料と

して残っています。現在はどうなっているかというと，あの辺では檜沢城跡地み

たいなことで，ツアーなどを組んだ時にちょっと見せるとか，そういう話もあり

ますが，今の所，似たような所で山村開発センターですね。そこは今閉鎖されて

いるんですが，その２階に保管されている状況なんです。結構件数も多いです。

ですから，あの周辺で，見学，ツアーみたいな流れの中で，福祉センター辺りで

すとスペースがあるので，その時だけでも風をあてるというか，展示を何点かす

るとかの話も出たりしているんです。ですから，諸沢委員からも出ましたけど，

各地にそのような物があるかと思うんです。山方と限らずに見直しをしていただ

いて，保管の方法等を検討していただければと思います。

茅根教育長 屏風はどういった物ですか。

橋本委員 結構大きいです。歌舞伎で回転があると同じように，そこでやっていた

裏のバックスクリーンのような屏風なんです。そのような物が結構残っています。

圷文化スポーツ課長 橋本委員が，今述べられた旧氷之沢小の貯蔵品については，一

時，伊勢畑小学校に移動して，今後建物を取り壊すことになっています。

茅根教育長 他にありますか。この案件につきましては，次回，８月の定例会で意見

のとりまとめを行いたいと思いますので，よろしくお願いいたします。

以上で協議が終了しました。
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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 ［行事予定説明］ ［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。

木村学校教育課長 外 [契約案件について]

茅根教育長 この件につきまして，何かありますか。

生天目委員 校務用センターサーバー機器とはどのような物なのか，それと，小中学

校クラウド型学習ドリルソフトとはどのような物なのか。簡単に説明をお願いし

ます。

木村学校教育課長 校務用センターサーバーにつきましては，各学校の先生方が利用

しているパソコンのサーバーについて，市役所１か所に集約しまして今後管理し

ていくということでございます。また，クラウド型学習ドリルソフトにつきまし

ては，GIGA スクールの関係でドリルのソフトを今後導入し，夏休み明けに学習等

に取り入れていくということでございます。

茅根教育長 他にありますか。

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。

木村学校教育課長 （８月定例会について日程調整）

茅根教育長 それでは，８月定例会については，８月２５日水曜日，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７月定例会を閉会いたします。

（閉会：午前１１時２５分）


