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 那珂市議会教育厚生常任委員会記録 

 

開催日時 平成 29 年４月 28 日（金） 午前 10 時 

開催場所 那珂市議会全員協議会室 

出席委員 委員長 古川 洋一  副委員長 筒井かよ子 

     委 員 大和田和男  委  員 冨山  豪 

      〃  萩谷 俊行    〃   君嶋 寿男 

欠席委員 なし 

職務のため出席した者の職氏名 

     議 長  中﨑 政長   事務局長 寺山 修一 

事務局次長 清水  貴  次長補佐 横山 明子 

会議に付した事件と結果概要 

付託案件 

     （１）議会報告会の報告案件について 

         結果：報告事項を決定 

     （２）調査事項「教育環境に対する支援」について 

         結果：具体的な調査内容を検討。那珂市内の教育現場の現状をまず把握す

ることとする。 

    開会（午前９時58分） 

委員長 皆様おはようございます。 

きょうは皆さんご多用の中、教育厚生常任委員会にご参集いただきましてありがとうご

ざいます。 

４月、５月と、それぞれの地域だったり団体において総会とか、そういうのがたくさん

催されているということと思います。皆さんも、お忙しい日々を送っておられることと思

います。 

また寒くなったり暖かくなったりということで、体調を壊さぬようにお気をつけいただ

きたいと思います。 

きょうは議会報告会の報告案件とそれから調査事項「教育環境に対する支援」について

を議論したいと思いますので、濶達な意見をよろしくお願いいたしまして、ご挨拶に代え

させていただきます。よろしくお願いいたします。 

それではご連絡いたします。 

会議は公開しており、傍聴可能といたします。 

また、会議の映像を庁舎内のテレビに放送します。 

会議内での発言は必ずマイクを使用し、質疑答弁の際は簡潔かつ明瞭にお願いいたしま
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す。 

携帯電話をお持ちの方は、電源をお切りいただくかマナーモードにしてください。 

ただいまの出席議員は６名であります。欠席委員はございません。 

定足数に達しておりますので、これより教育厚生常任委員会を開会いたします。 

職務のため、議長、及び議会事務局職員が出席しております。 

ここで議長よりご挨拶をお願いしたいと思います。 

議長 改めましておはようございます。 

古川委員長のもと、本日は教育厚生常任委員会、ご苦労さまでございます。 

二つの会議事件がありますけども、慎重なるご審議をお願いし、挨拶といたします。 

ご苦労さまです。 

委員長 ありがとうございます。 

それではこれより議事に入ります。 

１番、議会報告会の報告案件についてを議題といたします。 

５月24日、５月25日両日ですね、開催する議会報告会で教育厚生常任委員会から報告す

る事項を協議したいと思います。 

３月定例会で審議した案件は、皆様のお手元にあるかと思いますが、議会だより、それ

と、別にお配りしている資料のほうをご参照いただきたいと思います。 

ほかに、閉会中の委員会では、かわまちづくり支援制度の報告と現地視察、それから調

査事項の子育て支援についての視察研修などを行っております。 

報告する案件を決めたいと思いますが、よろしいでしょうか。 

それでは皆様からお一人ずつご意見をお伺いしたいと思いますので、こういった件につ

いて報告すべきだというものがございましたらば、ご意見をお願いしたいと思います。 

いかがでしょうか。 

まず最初にですね、議会だよりの４月21日発行ナンバー53について、教育厚生会常任委

員会関連の記事が載っておりますので、それについて、こういうのを載せましたというこ

とで、副委員長のほうからご報告お願いできますでしょうか。 

副委員長 はい、それでは申し上げます。 

ナンバー53の議会だよりのほうには、教育厚生常任委員会の所管といたしましては、公

立幼稚園建設事業ということで、５ページに載せてあります。 

議会だよりのほうには、記事としましてはそれが載っておりますが、あとですね、９ペ

ージのほうにですね、教育厚生常任委員会からの報告事項ということで、那珂市立小中学

校における土曜日等事業の実施についてと瓜連学校給食センターの統合についての記事を

載せております。 

それと最後になりますが、前回の議会報告会のときに質問をいただいたことについての

回答ということで、教育厚生常任委員会のほうとしましては、通学路の安全についてとい
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うことで質問をいただきましたので、それについての回答を載せてあります。 

議会だよりのほうに載せておりますのは以上です。 

委員長 ありがとうございます。 

これ議会だよりも当日配られることでしょうから、これについては、こういう件につい

てということでお話をして、詳しくは議会だよりをごらんください、でもいいのかなって

いう気はいたしますけどもいかがでしょうか。 

皆様にお配りいたしましたこのＡ４の横のですね、この一覧表ですけれども、ここにも

議案第22号の中で、公立幼稚園建設事業というのがございます。 

それから、下のほうの報告案件として２件、那珂市立小中学校における土曜日等事業の

実施についてと、瓜連学校給食センターの総合について、そして一番最後に、閉会中のあ

れでしたけども、かわまちづくり支援制度について、委員会として、説明を受けて視察を

したというようなことがありますけれども、この４件ですね。 

これは議会だよりに載っておりますけども、この辺についてはいかがいたしましょうか。 

副委員長 議会だよりのほうにはこの記事が載せてありますが、これを読んでくださいって言

うだけよりは、これについてもある程度説明をしたほうが私はいいかと思うんです。 

ですから公立幼稚園の事業と学校給食センターの統合と、それからかわまちづくり支援

制度のこの３件くらいは、議会報告会の中で説明という形でのせてよいかなと私は思って

おります。 

委員長 はい、ありがとうございます。 

ちなみに、各委員会の持ち時間は約５分ということですので、この３件とか４件を報告

すれば、そのぐらいの時間にはなりますよね。 

ですから、この件についてを報告するということにするのか、それともそれ以外の重要

案件としては、議案第22号の一般会計予算ですね、29年度の。 

この辺について、それぞれ細かい点までご説明をしたほうがよろしいのか。 

冨山委員 今副委員長がおっしゃったとおり、多分市民の皆さんが興味あることって、多分か

わまちづくりの支援制度についてとか、学校給食センターが今後どういうふうになってい

くのかとか、やっぱり興味あることを報告案件にのせていったほうがいいのかなと、その

ように思っております。 

委員長 はい、ありがとうございます。 

君嶋委員どうですか。 

君嶋委員 私思うんですけど、瓜連の学校給食センターの統合って、これについては、場所が

今回ふれあいセンターよこぼりとよしのなので、これは瓜連だったらば、瓜連の方にもち

ょっとお話しするのはいいんですけれど、場所が違うし、これ統合ということで逆に縮小

しちゃうことなんで、あまりそういうものは、こういうことで統合しますよっていう報告

だけで私はいいと思うんですよね。 
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それよりも今回の予算の中で、教育に関して、こういうものが前回よりちょっと、予算

が上がってますよというのが何件かあると思うんですよ。 

そういうものをちょっと逆に報告してあげたほうがいいのかなって少しこう、やはり、

執行部といろいろ話しながらとか、予算をつけてもらいましたとか、そういう。 

ですから、那珂三中の緑化、那珂三中なんか植栽がすごくいいので、維持管理が大変だ

っていうことなんで、ことしの予算見たら、学校のそういう管理費が少し上がってきてい

るのもつけてあるんで、ちょっとその逆にこの予算の中で、今年度はこういう予算が上が

ってますよっていうことを逆に言ったほうがいいかなって、私はそう思います。 

はい、ありがとうございます。 

委員長 ほかにございますでしょうか。 

萩谷委員いかがでしょうか。 

萩谷委員 確かにお二人から話ありましたけども、やはり住民の皆さんが興味あるということ

がどれだろうというのが一番ね、大事だと思うんですよね。 

ただ一般的な報告というよりは、やっぱりその興味ある、今君嶋委員からありましたけ

ども、わからない部分ですか、逆に。結構予算なんかわかりませんよね。 

そういうのも入れてもいいのかなと思いますし、冨山委員が言ったように、載せたよう

なものをさらにある程度簡単に報告したり、また、詳しく説明するとか、色分けするのも

いいのかなとは思いますよね。 

以上です。 

委員長 ありがとうございます。 

大和田委員いかがでしょうか。 

大和田委員 私もですね、その学校等のことは多分、市民の皆さんわからないこと、やっぱり

ちょこっと入れて、あと先ほど言ったとおりごらんくださいというので済んでしまうもの

もあれば、かわまちづくりは、多分これには大きく載ってはいないと思うので、そこら辺

も、進捗状況をちゃんと説明してあげるべきかなと思っております。 

以上です。 

委員長 ちなみにかわまちづくりの支援制度については、５月の13日でしたか、中央公民館で

住民説明会が行われる予定なんですね、そのあとなんでね、議会報告会が。 

議会報告会が先ならば、こういうのもありますからぜひ参加して聞いてみてくださいと

いうのもいいと思うんですけどね。ただ終わっちゃってるんで、報告会のときにはね。だ

から、こういう報告がありましたっていうのは報告できるかもしれませんね。 

君嶋委員 後台地区の通学ルート、街路灯の件で、街路灯とか、もう協議して、少し前向きな

話って出てないですか。 

委員長 副委員長からお願いします。 

副委員長 これはやっぱり自治会が絡むことなんですよね、街路灯とか防犯灯ということはね。 
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ですから、教育厚生のほうで、教育のほうからプッシュしましても、なかなか、はいは

いっていう形にはならないということで、自治会のほうから攻めていかなければっていう

形なんです。 

ですから、今このできませんとかやりませんというよりは、継続的に進めていますって

いうような答えになってしまったんですけども。 

委員長 はい、ちょっと補足しますけれども、あとは自治会任せというだけではなく、執行部

としては、そういう要望があるということは十分に理解いたしましたという答えはいただ

いておりますので、今後その自治会さんのほうでどうやって街路灯をね、設置していくか、

いきなりほかの通学路とかも当然ありますから、そこを優先してというわけにはいかない

でしょうけれども、そういう要望がたくさんあるということは理解をしたので、自治会さ

んのほうと前向きに検討していきますというようなご説明はいただいております。 

君嶋委員 前も言ったように県立高校が２校あって、その生徒さんからも、暗いんだよねって

いう話が大分出てるみたいなんで、やはりそういうのを合わせれば、県のほうの施設もあ

るということを強く言って、協議してもらうようにしたほうがいいと思いますよね。 

これは自治会さんのほうでも、執行部を通して県のほうに言ってもらうとか、そういう

のもちょっと今後ね、やってもらえればと思いますけど、少しこう前向きに、執行部を呼

んで１回ここで協議したこともあるんで、少し答えを出せればもっとね、いいかなと思っ

たんでちょっと述べさせてもらいました。 

委員長 はい、ありがとうございます。 

副委員長 今の件なんですけども、この話が出たときに、実は、那珂高校と、あそこの学校の

校長先生たちで集まる何か委員会があるらしいんです。 

那珂高校、水農、小学校、そういうあれがありますので、ということで校長先生たちが

集まる会からもプッシュしますっていうお話は聞いたんですが、その後、校長先生に確認

しましたところ、いやそんな話はまだ出てないんだよねって、小学校の校長先生に言われ

ましたので、まだなかなかそっちのほうは進んでないのかなと思っております。 

ただ、こちらから言うのに加えて、校長先生たちの学校の集まりのときにそういう話が

出て、どこかに上がってくればもう少し違うかなとも今思っております。 

萩谷委員 君嶋委員から出て、この前も出てましたよね、これね。 

県のほうにも要望しようとか、何か出ていたような気がするんですけど、全然そういう

話はやっぱり、例えばですよ、那珂市としての要望とか、今言ったように県立高校の校長

さんに要望を出してもらったらいいんじゃないかとか出たような気がするんですよ、前ね。

そういう話が全然出てないということですか。 

ちょっともう一度補足すると、那珂市で予算がないと。自治会が中心に、要望の中で買

えるところね、街路灯とか防犯灯とか、防犯灯は特にね、それだから予算がないんだった

らば県のほうにもね、県立高校があるんだから、県のほうにもお願いして、県のほうであ
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る程度のものを、防犯灯みたいな、街路灯でもいいですけれども、つけてもらう方向でね、

お願いするということをやっぱり一言言ってもいいかなとは思うんですけどね。それだけ

のことがあればね。 

何で校長さんら、県立高校の校長先生からそういう話出てこないんだかよくわからない

んだけど。消極的なのかな。校長さんらも逆に。あんまりそういう要望出すことは、いろ

んなことがあった場合。 

わかりませんが、その旨もしあれだったらね、執行部のほうに行って、県のほうにもち

ょっとお願いしたらどうでしょうかというのも一つの方法だと思いますけどね。 

委員長 私の記憶では、私と副委員長も一緒に同席されたと思うんですが、執行部にこういう

要望があってっていう話をしたときに、場合によってはね、今萩谷委員とか皆さんおっし

ゃってるように、そういう学校があるので、県のほうからも、金を出してもらえればこれ

一番県のほうでもね、いいんでしょうけど、署名とか、そういったことで、要望の署名と

かっていうものを出していただくことをしたほうがいいんでしょうかねっていう話も、執

行部にしたんですけど、ちょっと記憶では、市道なのでということをおっしゃってたよう

な気がするんですね。 

つまり、那珂市道、県道じゃないんですよね。なかなか県のほうでは予算がつけづらい

んだろうということもあって、ただ、いずれにしても高校からもそういう要望あるという

ことは、執行部にきちんと伝えたつもりなんですね。 

ですから、方法としてどういう方法をとったらいいでしょうかねっていう相談も執行部

にしたところ、なかなか県のほうにアプローチするのは難しいではないかというようなお

話もあって、では市のほうとして、じゃあ市のほうで前向きに取り組んでくださいという

ようなお願いはしましたよね。 

もし今後ね、執行部のほうでなかなかそういう回答とか答弁はしたものの、なかなか進

められないと、進まないという場合には改めてね、であれば、県のほうにも積極的にアプ

ローチしましょうよということを執行部のほうにも提案、もしくは我々が動いてね、署名

をいただいてくるとか、そういったこともこれからはいいのかなと思いますが、お話とし

てはそういうお話はした経緯があるということなんです。 

君嶋委員 もしまたこのあとね、そういう話が出た場合には、そういう経過を委員長、副委員

長から報告してもらえば、その後わかると思うんで、その時はね、よろしくお願いします。 

委員長 はい、わかりました。 

すみません、ちょっと説明が足りずに申しわけございませんでした。 

それでは議会報告会での報告については、市民の皆さんにとって一番興味があるであろ

う、ここでいう公立幼稚園の建設事業、小中学校における土曜日等の事業の実施、それか

らかわまちづくりの支援制度についてとか、あとは前回の議会報告会であったこういう要

望に対しては、こういうふうな今動きを委員会としてしてますよというような報告ぐらい
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で説明すると、５分ぐらいにはなってしまうのかなっていう気がしますので、学校給食セ

ンターの統合についてはなしにして、このぐらいの報告ということでいかがしょうか。 

大和田委員 ちょっと今思い出したんですけど、去年の年末に教育厚生で去年のまとめの要望

書を３件か４件か提出したのがあったかと思うんですけども、そういったのも入れてもら

って、市に要望してますということを報告するのもいいかなと思ってます。 

委員長 今の話は多分子育て支援について、前回までの調査事項について、子育て支援につい

て勉強そして視察等をした結果、執行部に対して、要望書という形で提出しました。 

これは私から宮本副市長のほうに手渡しをしたんですけれども、その内容について、こ

れはまたちょっとＡ４でずらずらっと書いてありますので、それを説明するにはちょっと

時間的に厳しいので、それを市民の方にお配りしてもよろしいものなんでしょうかね。要

望書を。 

お配りしてこういう要望書を出しておりますというか、ごらんくださいっていうのがも

し可能であればそれはそれでも構わないんですけど。時間的にはちょっとその説明は、時

間的に厳しいと思うんですが。 

君嶋委員 ただですね、委員会として活動して、テーマを、言葉の中で短く、テーマを決めて

視察とか調査をしながら、執行部にいろいろ提案をさせていただいてます、例でいえばそ

このつぼみとか、これからもっとＰＲしてくださいとか、そういうのでちょっと短くやる

のもいいかもしれない。 

何を委員会でやっているんだっていえば、テーマを決めて、こういう活動をして視察も

しました。そういう中で執行部に出してますって。もし質問かなんかであれば、そういう

ときにはまた何かで報告させていただきますとか言ったほうが。 

紙を渡しちゃうと、執行部に出したものをどうなのかなというのもあるから、ちょっと

活動として、こういうテーマを決めて活動してきましたと。 

そのぐらいでいいかもしれない。５分というのがあるから、あんまりたくさんこれもこ

れもこれもって入れないで、逆に何かまた次回に考えるとか、何かそういうのも必要です

よね。その辺は委員長、副委員長に任せます。 

委員長 わかりました。ありがとうございます。 

あと加えて、先ほど君嶋委員からご提案のあった、その例えば一般会計予算等の中で、

特にその地元に関連して予算、こういうものが追加で予算措置されましたよとかというこ

とを入れて、ということで、それで５分ぐらいにまとめた原稿をおつくりして、皆さんの

ほうに議会報告前に、できれば今度リハーサルが全協でありますので、それまでにお配り

して見ていただくということでいかがでしょうかね。 

萩谷委員 ちょっと予算のことで、地元のための特別な事っていうことじゃなくて、やっぱり

全体的にこういうことで予算づけが多くなったっていうのがいいと思うんです。 

多分、横堀やるから横堀の人のために、これがなりましたっていうのも、ちょっといか
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がなものかなと思いますけどね。全体的なことでいいんじゃないかと思いますよ。それで

何か目玉があれば。 

それがなければ別に予算づけのことを言わなくても構わないし、ただ横堀だから、どこ

でやるからって、そこのためのこれがつきましたって詳しく皆さんに言うこともないと私

は思ってますよね。 

全体的なことで、目玉になるものがあれば、それを報告するということでいいんじゃな

いかなと私は思うんですけどね。 

そうしたら、どこでやるから特別なのがつきましたよってそれ以外の地域の人が来る可

能性もありますからね。 

もしなければ何も予算のこと特別挙げることもないし。別なことにしてもいいでしょう

し。それはそれでいいと思いますけどね。私はそう思うんですけど、人によってサービス

精神でやってあげようというのも、決して悪くはないと思いますけども。 

君嶋委員 場所云々じゃなく、勘違いしないで教育予算に対して、今年度の予算が前年度から

比べればこういうものについて変わりましたということで、これは教育予算ですから、ど

この地区云々関係ないから、そういうものの、もし新しいものでいいものがあればそれを

報告すればいいと思うんで、さっき言った瓜連の給食センターは、もう廃止になることだ

から、これが拡大しますっていうならいいけど。 

だから、報告の中で、載ってればそれでいいかなって、この報告のこちらにちゃんと書

いてありますので、それでいいかなと思うんで、新たな目玉じゃなくても新しい予算が少

し増額されたものがあれば、それをつければいいかなと思います。 

以上です。 

委員長 わかりました。 

その辺に留意して、正副のほうでちょっとまとめたものを皆さんにお示ししたいと思い

ますので、ですからこの表にあること、議会だよりにあること、それから一般会計予算等

の中身等についてですね、ちょっとまとめてみますので、お任せいただくということでよ

ろしいでしょうか。 

当然皆さんにはお示しして、ご意見をまたちょうだいしたいと思いますので、とりあえ

ずお任せいただくということでよろしいでしょうか。 

わかりました。ではそういうことで。 

 じゃ、議会報告会での報告についてはそのようにさせていただきたいと思います。 

ちなみに議会報告会での報告者なんですが、正副委員長で24日と25日、それぞれ１日ず

つ担当するということでよろしいでしょうか。 

それでは一応正副で話をしておりますので、24日が筒井副委員長、25日が私古川のほう

で説明をさせていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

では次の議題に移ってよろしいでしょうか。 
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では２番、調査事項「教育環境に対する支援」についてを議題といたします。 

テーマにつきましては、前に決定しているところでございますが、きょうはその具体的

な内容について詰めていきたいと思います。 

本日の委員会の開催通知の中に、皆様には宿題ということで書かせていただきましたけ

れども、調査研究に当たってのご意見、ご提案を皆様からお伺いしてまいりたいと思いま

す。 

一口に教育環境に対する支援といいましても、幅広いというのは皆さんもお感じになっ

てるかと思いますけども、具体的に皆さんのほうから、日ごろ市民の方、または学校関係

者等からの要望だとかいろんな問題点をもし聞いているようなところがあれば、ぜひお聞

かせいただきたいと思いますので、そしてそれらをまとめて、今後どういうふうにして勉

強していくか、また視察を行っていくかを決めていきたいと思いますので、こちらも皆さ

んのほうからご意見をお伺いしていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

特に何かございますでしょうか。 

以前ですと冨山委員とかね、クラブ活動のことだとか、あと、大和田委員からも、３月

の定例会、助川議員からの一般質問でしたけども、那珂三中でしたっけ、クラブ活動の縮

小といった問題も聞いておりますけれども、その辺について、こういう細かいことで結構

なので、いくつか思い当たるところがあったら出していただきたいと思いますけど、改め

てもう一度伺いますので、よろしくお願いします。 

いかがでしょうか。それを取り上げる取り上げないはまた後で議論しますから、こうい

う問題があるよということを、まず皆さんのほうから出していただけたらなというふうに

思います。 

冨山委員 この間言ったことと重複しちゃうんですが、子供たちがクラブ活動がなくなっちゃ

うがために、学校を越境するとか、せっかく小学校時代やってきても、高校につながらな

くなってしまうとか、非常にかわいそうな悲しい問題かなと思いますんで、ほかの自治体

は、そういう場面に直面した場合、やってる子たちを合同で集めて指導したりしてるのか

とか、細かい話になっちゃうんですが、どのような取り組みをしているのかなっていう、

子供たちが部活動とか、いわゆる学びですよね。 

それを奪わないために、どのような取り組みをしているのかっていうのもちょっと調べ

てみたいなとは思いますけど、それはこの間大和田委員といろいろ話して、委員長もご存

じのとおりなんですが。 

以上です。 

委員長 はい、ありがとうございます。 

そうですね、クラブ活動については、これは学校の都合なんですですかね、それとも教

育委員会の方針なんですか、その辺、この間の一般質問ではどういうご答弁でしたっけ。 

学校の都合、学校長の権限でということであれば例えばそれを解決するには、外部コー
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チといいますかね、外部の指導者を活用するというのもあるでしょうけれども、ただ、顧

問がいないものに外部コーチが多分入っていけないんじゃないのかと思うんですよね。 

話がちょっとそれますけども、高校の部活動がことしの3月31日で顧問の方が、定年か何

かでお辞めになった、もしくは移動された。ところが、新しく新任でこられた方の辞令発

令が4月の2日だったんですって、ことしね。4月1日にあった試合に出れなかったっていう

のが高校であったそうなんですよ。 

つまり顧問不在ということですよね。だから顧問、いわゆる部活動がないというか、顧

問がいない状況で、外部コーチが入っていけないんじゃないかなっていうのもちょっとそ

れを聞いて思ったんですけど。 

そういう外部コーチを活用する方法だとか、一番いいのは縮小しないでやっていただく

ことが一番いい話なんでしょうけど、それについて、それをうまくね、やってる学校って

いうか、そういったところがあったらぜひ、勉強したい、聞いてみたいというのが今のご

意見だったと思うんですけど。 

ほかにもございますでしょうかね。 

副委員長 私は普通の小中学校、公立のいろいろありますが、特別支援学校ってありますね、

那珂市にはないんですが、うちの近所からも、結構通ってる方がおりまして、今は常陸太

田にあるところに那珂市からも通ってるんですね、何名いるのかちょっとはっきり把握は

できていないんですが、この方たちの、その授業内容というか、どのような生活かってい

うのは、ちょっとわかりづらいところがありますので、もう少し我々も、注視してよいの

ではないかと思っております。 

それとですね、これは特別支援学校のほかなんですが、普通の学校においても、理科の

実験とか科学の実験というのは、なかなか先生の手が回らないと思いますので、よくいま

すよね、科学おじさんとか、何とかおじさんって、よくそういうのに長けてる方が集まっ

てやっているグループがあったりしますので、物づくり教室でその子供たちが知的な好奇

心を養うということでも、こういうその学校に行って、出前講座というか、そういう形で

するのもいいんではないかなという考えがありました。 

以上です。 

委員長 はい、ありがとうございます。 

ちょっと確認ですけれども、那珂市には特別支援学校がないので、他市町村の特別支援

学校に通学をしている児童生徒が、どのような生活をしているか。 

副委員長 はい、実際に那珂市の方も通われておりますので、その特別支援学校というのが、

どのような内容の授業をされて、どのような活動というか、どのような事をしているのか、

私の勉強不足ですが、あまりちょっとわからない部分がありますので、その辺を少し把握

したいと思っております。 

委員長 わかりました。 
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２点目が、言い方はそれぞれいろんな呼び方があると思いますけど、人材バンクみたい

な、そういう活用ということなんでしょうかね。 

そうすると例えば、今瓜連が先進地で取り組んでいるコミュニティ・スクール、そうい

ったことともつながってくるのかなっていう感じですけど、もっと取り入れたらいいんじ

ゃないかということですよね。市全体としてね。 

副委員長 はい、そうです。 

委員長 はい、ありがとうございます。 

ほかにございますでしょうか。 

君嶋委員 今回のこの調査事項っていうかね、これは教育環境に対する支援ということなんで、

教育環境ですから、いろんな、先ほど冨山委員からもお話があったように部活とか、そう

いう面での支援もそうだし、環境ですから、その学校の施設とか、そういうのも入ってく

ると思うんですよね。 

そういう中で、今現在、小中学校の中で、施設として、エアコン、扇風機とか、そうい

うのが設置されてきてます。だけど、トイレとかも洋式にしている学校が最近ふえてきて

るんですよね。そういう施設等の整備がどういう状況になっているか、学校のそういうの

を調査するのも一つの方法かなと思うんですね。 

やはり身近に感じるものでとなればやはりそういうのも、学校の整備がどれだけ進んで

るか遅れているか、そういうのを調査するのも一つかなと思うし、あとは古川委員長が質

問で前回でしましたけど、やはり用務員の問題、これは県内でやはり３カ所ぐらいしか置

いていないところがないというので、そういうのも用務員の問題も予算化もしなきゃなら

ないでしょうけど、シルバー人材の方にとか、やはりそういうものの確保とか、そういう

のも一つ調査してもいいのかなと、そういうのを感じたものですから。 

あとはやはり支援学校となるとね、県の施設かもしれないので、その辺はちょっといろ

いろと検討するべきかなと思います。 

以上です。 

委員長 ありがとうございます。 

まず例えば今君嶋委員がおっしゃった、例えば扇風機とかエアコンが設置されているの

かされてないのか。されているとすれば全部されてるのか一部なのか、そういったことを

調査してまずね、基本知識としてそういうのを調べておく必要はあると思いますね。 

聞いておりますところによると、今各小中学校で順番で大規模改修というのが行われて、

昨年が瓜連中、ことしが四中、来年が東小だったかなということで、その大規模改修にあ

わせて和式トイレを洋式に変えていくというような話も聞いておりますから、それが今ど

こまで進んでいるのかというようなところもやはりきちっと調べて、本当に必要なのかど

うかも含めて、考えていかなければいけないのかなっていうふうに思っています。 

ほかにございますでしょうか。 
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議長 意見を言う立場ではないんだけども、今君嶋委員のほうからあったように、学校の予算

というのは、なかなか校長先生が教育委員会へかけてもなかなか限られた予算の中だから

できない。 

だから、これ校長でもいいですけれども、教頭先生あたりと１回、現状がどういうふう

なのか、教育厚生委員会でお話をして、いろいろな問題点を出してもらったほうがいいの

かなと思いますよね。 

それから、今、古川委員長がこの間質問した用務員の問題、要するに、私の妻が校長時

代には、学校行くと必ず私が連れて行かれて、ここを草刈りやってくださいと、用務員さ

んがいないところだとなかなか刈り払い機でできない。 

だから、学校の校長とか教頭がほっかぶりして、校庭の草刈りをやるようなことがたま

にあるということ、それから校長としては、教育委員会へ予算の獲得のための陳情をする

というのは、非常にやっぱり自分の立場上もあるんで、非常に難しいというところですね。

それを無理にやる校長先生もいるんだろうけども、非常にやっぱり我慢しちゃうっていう

ことは、やっぱり子供たちの、児童の環境が常に改善されないということなんですね。 

だからその校長先生の考え方一つでもって、教育委員会とけんかしながら予算を獲得す

ると、あまりね。だから、教頭先生が一番そういうった意味では、学校の実態を知ってい

るから、一回はいいかもしれないですね。環境はどういうふうになってるのかっていうこ

とで。 

以上です。 

委員長 はい、ありがとうございます。 

私がこの前質問したその学校用務員というのは、私自身が感じてきたっていうのももち

ろんありますけども、何校かの学校長の話を聞いたっていうのももちろんあるんですね。 

ですからそれがどのように、教育委員会に伝わっているのか、また教育委員会が全体の

那珂市の予算に対してどのような要求をしているのかっていう部分をこの間は、問うたわ

けですけども。 

聞いた話によると、この間の答弁にもありましたけども、あくまでも教育予算の中で決

めてくださいと。つまり教育予算を市民のいろんな方から聞いても、教育には金をかける

べきだって言うんですけど、やはり教育委員会の予算の中で優先順位を決めてやってくだ

さいというような、この間の答弁でしたので、私はそれも仕方ないんですけれども、教育

予算を少しでもふやして、学校の教育環境の整備に充てたいなっていうのが私の個人的な

意見ではあるんですけども。 

そういったところも、教育委員会にただお願いしただけでは、いや、とは言っても教育

委員会の予算の中で決めるしかないんでっていう答えが多分返ってくる。当然学校に対し

ても予算がないからできませんという答えをしているだろうと、当然思うんですね。 

ですからその辺を我々議会としては、それを少しでも改善といいますか、打ち破ってい
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かなきゃいけないのかなっていう、我々が教育に対する思いが強ければですけども、とい

うふうに思っています。 

ですから、今その前段として、今議長からもご提案のありましたように、教頭会とか、

そういった会の集まるときに、我々がちょっと入らせてもらって聞くっていうのもいいで

しょうし、わざわざそのために呼ぶっていうのが可能ならばね、それはそれでいいんです

けど、なかなか難しい部分、一堂に集めるとなるとやはりそれなりの時間を割いていただ

かなきゃいけないんで、その辺をちょっと、相談しながら考えてみたいなということは思

っています。 

あとはいかがでしょうか。 

私個人的にはまたこれもいろんな学校長から聞いた話なんですが、今、教室と廊下の間

に昔は壁がありましたよね、必ず。今壁がない学校が二つあるんですよ。 

そうした理由というのはいろいろあったんですね、当時のいろんな理由、開かれた学校、

授業参観なんかのときでも教室に入らなくても外からでも見れるとか、そういったいろん

な理由があったんでしょうけど、今となっては、逆にその壁がないことによって、子供た

ちが落ちついて勉強に取り組めない。外のことが気になってしようがない。 

他の教室でやっている、例えばほかの教室で音楽の授業で歌ったり楽器をやったりして

るのがもううるさくてしようがないというような、今となればそういう問題が発生してき

ていると。 

これは学校側から教育委員会のほうに要望という形で出しているらしいんですが、それ

がどのように対処されるのか、まだ聞いていませんけども、そういった問題もあるんです。 

ほかにございますでしょうか。 

我々これ今話しているのは、我々が聞いてる範囲での話なので、先ほど議長からご提案

があったように、まず学校からのね、要望というか声を聞いてみるということのほうが、

先なのかなっていう気がいたしますけど、どうでしょうかね。 

多分、いやもっとあります、これもあります、それもありますって多分出てくると思う

んですけども、できるできないは別として、まず現状把握っていう意味では、先ほどの君

嶋委員からの施設整備の状況を確認するのとあわせてですね、そういった生の声を聞いて

みるというのもいいのかなと思いますよね。 

やはりその視察とかそれは、そのあとに現状をいろいろ把握した上でね、絞っていかな

いと、なかなか例えば今出たものを一つの学校とか一つの市町村で済む問題では多分ない

と思うんで、その辺を絞って視察もしなきゃいけないと思うんで、その前に現状把握とい

う意味で、いろんな声を聞いてみるということにいたしますか。 

その辺について学校の声を聞くということでは、教育委員会を通して、話を聞きたいん

だけどということで、場合によってはね、執行部の話もやっぱり聞かなきゃいけないもの

もあるでしょうし、例えば施設整備の状況をやっぱりまとめていただくのは、各学校では



 - 14 - 

無理なので、各学校から吸い上げてというか、教育委員会で多分把握はしてるんだと思う

んですけど、その辺の整備状況を一覧表にして出していただくとか、その辺もお願いして

参りますかね。 

というようなことでよろしいですか。そうしますと、今後のスケジュール的には、次は

できれば６月の定例会までに声は聞きたいんですよね。聞いて、ある程度基本的な知識を

頭に入れて、６月定例会の時に、具体的に視察とか、日程とか場所とか、そういったとこ

ろまで話がいければ一番理想かなとは思うんですけども。 

君嶋委員 ５月に議会報告会が入ってますから、それと兼ねてやるとなるとちょっと結構忙し

いですから、議会終わって、定例会が終わった後に、皆さんで学校に聞いたり、それから

でもいいかなと。 

まず報告会がもう来月ですからね。その取りまとめもあるだろうし、それからでもいい

かなと私は思います。 

委員長 そうですね。ちょっとスケジュール的になかなか厳しいかということですね。 

萩谷委員 ちょっとおもしろい話を聞いたかなと。壁を取り払った建屋があると聞いたけれど

も、そういうのを見て、どういうことかっていう、これから例えば校舎の改築とか何かに

ね、役立てるのもいいのなと。 

どういう発想でそうなったのかよくわからない、初めて聞いたけれども。そういうのも、

これからどういう校舎をつくっていくのかにも役立てるために、そういうのを見るのも一

つ、いいのかなと思いますよね。 

どういう発想で誰が考えを持ち出したのかわからないけれども。壁を取り払って、どう

いう意味があるんだかって。次に役立てるには、そういうところを見るのもいいですよね。

すぐじゃなくてもね。 

議長 木崎小学校が木造建築でそういうスペースなの。要するに、教室もまるっきり壁がない

わけじゃないの。廊下側の壁がないの。廊下側の壁が。 

副委員長 人が通るわけですね、そこに。 

議長 そう、そういうこと。それが全部見えるわけ。 

君嶋委員 多分、その時代時代というかね、校舎をつくる設計のときに、開かれた学校とか、

オープンスペースをとるとか、何かいろんなそういう時代にあった教室だったんですよね。 

瓜連小学校なんかも木造校舎といってつくったんですが、今はもうだんだんそれがね、

中だけが木造ならいいけど、外まで木造なんで、雨になると傷みがはやいとか、そういう

のもあったりとか、小学校なんかも視察が多かったんで、一時は１年生はみんなその木造

校舎のところにいると、１年生みんなお客さんの顔ばかり見ちゃうんで、学校と教育委員

会に言って、目の高さに全部、曇りガラスみたいにしてもらって、子供たちが授業に集中

できるようにしてくれということを言ったことはあるんです。 

その時代時代でいろんな設計が入ってくるんで、あれなんですけどね。今はまた変わっ
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てきてますよね。 

委員長 今の話ですが、私が知っている学校は最初から壁がなかったんじゃないんですよ、壁

はあったんですよ。それをその時代の要請により、壁を取り払ったんです。教室と教室の

間にはありますけど、その間には何もないです、あるのはロッカーが置いてあるだけ。 

冨山委員 委員長、やっぱりぜひ一度見に行くべきだと思います、それ。 

委員長 はい、わかりました。 

それではですね、いろいろ皆さんからもご意見が出ましたし、やはりとにかく現場を見

てみたい、そして現場の声を聞きたいという声がありますので、その辺の流れでこれから

進めていきたいと思いますので、その辺のスケジュール的なものとかは、教育委員会等を

通して学校の都合も聞いてみますので、とりあえず、５月までは議会報告会もございます

し、定例会以降にですね、その辺を進めていくということで、ちょっとその辺をこちらで

詰めて、教育委員会とかに話をしてみますので、また話が出次第皆さんにご報告するとい

うことでよろしいでしょうかね。 

それでは、調査事項につきましては、まず現状把握をしたいということで、今後進めて

まいりたいというふうに思います。よろしくお願いいたします。 

視察についてはその先の話として、しばらくちょっと置いておきたいというふうに思い

ます。 

調査事項については、特別何って決まったわけではないですが、今お話ししたようなこ

とで進めていくということでよろしいですか。 

  （「はい」と呼ぶ声あり） 

委員長 はい、ありがとうございます。 

それでは本日の議題は以上でございます。 

以上で教育厚生常任委員会を閉会といたします。お疲れさまでした。 

閉会（午前10時49分） 

 

   平成２９年６月６日 

    那珂市議会 教育厚生常任委員会委員長 古川 洋一              


