
                             2017/11/17 第 11 回笠間市教育委員会定例会議事録 

- 1 - 

平成２９年第１１回笠間市教育委員会定例会議事録 

 

 

１．招集日時      平成２９年１１月１７日（金）  午後４時００分開議 

 

２．招集場所      笠間市役所教育棟 教育委員会室 

 

３．議事録署名人    戸田 浩二 

  

４．出席者 

 

 

 

５．傍聴人       なし 

 

６．提出された議題（議事）  以下のとおり 

 

７．会議の大要 

（１）開会 

今泉教育長   午後２時００分開会を宣す。 

 

 （２）議事録署名人の指名 

今泉教育長   戸田委員を指名する。 

 

（３）議事 

今泉教育長   それでは，議事に入ります。「議案第３４号 平成２９年度笠間市教

育委員会外部評価報告書について」を上程し，事務局より説明を求め

ます。 

 

事務局     原案に基づいて説明をする。 

 

今泉教育長   これより質疑に入りますが，何かご質問等はございますか。 

 

戸田委員    図書館のことで，学校図書を担当する司書の配置を検討するとあっ

たと思うんですが，今小学校に，学年ごとに 10冊～20冊まとめて貸し

ていたと思うんですが，今後どのように変えていくのか，どのような

取り組みをするのか教えてください。 

 

事務局     戸田委員のおっしゃる通り，学校と連携して本の貸し出しをやって

いるところです。今後は，学校に学校司書を，各学校まではいかなく
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とも配置したい。またその学校司書をまとめる組織を作ることが出来

れば，うまく活用できるのではないかと考えております。 

 

戸田委員    人を配置するということですか。また先日の研修会でも話が出て，

新聞にも出ていましたが，取手市の図書館で本のネット予約をして，

小学校まで持ってきてもらって受け取れるというようなシステムがあ

ると聞きました。笠間市でもそういうことは可能なのかということを

お聞きしたいです。今はインターネットで予約したものを図書館で受

け取れますよね。僕も使っています。ようは受取場所に小学校を指定

して，小学校で予約して，小学校に届けてもらうというシステムだっ

たと思ったのですが，そのようなことができればなと思います。 

 

事務局     今のところ，個人で予約したものを学校に届けるというのは難しい

と思います。現在，学校でまとめて予約をして，先生方に取りに来て

もらうという形で学校への貸し出しを実施しております。 

 

平澤委員    関連することですが，昨日の夕方テレビを観ていたら，笠間の図書

館の貸出率が５年連続で全国１位ということで，その主な取組みを紹

介していました。笠間図書館がやっているような取組みを，岩間とか

友部でもやっているのかどうかお伺いしたいと思います。 

 

事務局     昨日テレビで紹介されまして「図書館一年生」という取組みがター

ゲットになっています。ブックスタートという取組みから始まりまし

て，それだけではもったいないということで，小学校１年生になって

図書館一年生でカードを作っていただいて，使っていただく。そうす

ると２年生になりますと大体 80％の児童が図書館のカードを持ってい

ることになりますので，非常に図書館の利用が増えています。それが

今回注目された理由だと考えております。この取組みは岩間，友部図

書館においても同様にしております。平成 26年度からです。 

 

平澤委員    私も岩間図書館には時々行きますが，いろんな意味であのような取

組みをしているということは，他の市町村の図書館も苦慮している面

があると思うので，いいことは PRしていければいいのかなと思います。 

        あとは，昨日テレビで観ましたが，笠間市内の小中学校では図書館

のカードをかなりの子どもさんが持っていると。とてもいいことだと

思います。また今はスマートフォンなんかでいろんなことが簡単に調

べられますけれども，そうではなくて，活字を通してと言うのが素晴

らしいことかなと思います。また，外国の方も借りられる，何冊でも

借りられるというのは極めて良い取組みかなと思います。友部，岩間

も取り組んでいるということなんだけれども，笠間の図書館のような，
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地域に密着した図書館にしてもらえればなと思います。大変なことで

すが継続してやっていただければなと思います。それからあと一点，

先ほどあった学校司書の問題ですが，常駐司書の配置が急務というこ

とですけれども，司書に限らずいろんな職種が学校にはありますから

大変だとは思いますが，実際に司書がいる小中学校はあるんですか。 

 

事務局     学校司書は現在，どの学校にもおりません。司書教諭ということで，

先生方で司書教諭の講習を受けた先生が兼任しているという状況です。 

 

平澤委員    国語の先生が司書教諭の資格を持っていて兼任するということは高

等学校ではよくある話なんですが，国語の先生でもいいんですが，で

きるだけ専門の人を養成していくことが必要かなと。 

 

今泉教育長   １２学級以上の学校は司書免許を持った教員を配置するという決ま

りがあるんですが，笠間市では１２学級にこだわらず，全小中学校に

司書教諭の資格を持った教員を配置しています。 

 

今泉教育長   その他何かございますでしょうか。 

 

永井委員    文化財活用事業の中ほどに英語教育推進事業と連携させてというと

ころがあって，改善への取組みとして，現状では外国人来場者がほと

んどいないことからと書いてあるんですが，実際に笠間を訪れる外国

人観光客にせよ，その他の目的で来られる方にせよ，その数字という

のは把握できているんですか。街を歩けばいるかいないかというのは

なんとなく分かりますけれども。というのは，日本全国メインの観光

地に行くとうじゃうじゃいるわけですよね。そういう形にも国際化と

いうんでしょうか，今回の文化財とは直接関係ないかもしれませんが。

ただ平澤委員が前々から合気道でですね，多くの外国人の方がいると

いうのであれば，そういうところに英語教育の活用というか応用の場

が出来るのではないかと思います。せっかくであればそういう場を活

用するし，場合によっては外国人観光客を増やす方向で，何らかの事

業を進めて頂ければと思います。 

 

事務局     先ほど質問がありました，外国人が笠間にどのくらい来ているのか

ということについてですが，私の方では掴んでおりません。おそらく

商工観光課の方では外国人観光客の数はだいたい，把握しているかと

思いますので，後日お伝えしたいと思います。また商工観光課ではそ

ういった外国人観光客への対応を進めておりますので，そういったも

のとうちの英語教育を連携して，例えば子どもが外国人観光客に対し

て，英語で観光案内が出来るとか，そういった連携を進めていきたい
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と思っております。 

 

平澤委員    関連なんですが，先ほど合気道という話が出ていましたけれども，

中学校の武道で，稲田中学校のほうで今やっているんですが，外国の

方で，岩間に住み込みで合気道を習いに来ている，いわゆる内弟子と

いうことでいるので，せっかくなので稲田に連れて行って一緒に稽古

をさせているんです。日本語が少しできる方もいるんですが，基本的

に英語で自己紹介をしてもらって，子ども達はマイネームイズくらい

なら分かりますから。英語と，昨日はドイツの方も連れて行きました。

外国人はいっぱいいるんです。先週も 40人ほどで英会話をしましたら，

７カ国くらいいましたね。ロシア，ドイツ，イギリス，アメリカ，カ

リフォルニアとか。 

 

永井委員    共通言語は英語なんですよね。 

 

平澤委員    そうですね。日本人の方で外国語が堪能な方に通訳してもらってね。

お互いの国の交流を図っています。そういう人たちには陶芸の里とか，

時間のあいている時に連れて行っています。日光や温泉なんかにも連

れて行って，お風呂に入ったりしています。道場にも泊まれるんだけ

ども，スカイロッジに泊まったりもします。その他にも，別の道場に

も外国の方が来ているので，国際交流にはなっているのかなと思いま

す。また，来週 20日から友部二中に授業で入るんですが，外国の方を

また 4～5人連れて行こうと思っています。 

 

永井委員    ちょうど今，菊祭りですよね。そこへの外国人の団体さんというの

は今のところはいないんでしょうか。もう少し売り出してもいいのか

なと思いますけれども。 

 

平澤委員    笠間で国際交流協会かなんかがあって，やっていましたよね。観光

課ですか。 

 

事務局     国際交流協会は市民活動課ですね。 

 

永井委員    ネタはたくさんありますよね。 

 

今泉教育長   そうですね。うまく活用して活性化していければいいなと思います。 

 

梅里委員    英語教育の話が出ているので教えて頂きたいんですが，英語教育推

進事業に関するご意見の欄に，「そのためには地域の英語教育に携わる

方の掘り起こしと連携が必要」という提案がなされたように記載され
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ているんですが，改善への取組みの方を読ませていただくと，その視

点に対する回答は直接的には見受けられないかなというふうに読めて

しまうんですが。ここで提案された方の意図というのは，地域の英語

教育に携わる方って例えば，塾の先生とかそういった感じでしょうか。

そうすると現実的に学校教育で，そういった方との連携というのがど

の程度可能だと受け止められるのか，発展性があるのかちょっとそこ

は難しい部分があるのではないかなというふうに感じたので，その辺

りをどう処理するというか解釈すればいいのかなと，この文章を読ん

だだけで背景をよく分からないんですけれども，少し気になりました。 

 

事務局     確かに梅里委員のおっしゃるように難しい部分があると思います。

そんな中で，現在 AET が各学校に配置されているところでございます

が，その AET が協力して，学校での地域の方々を対象とした英会話教

室，あるいはトモアを利用した英会話教室を進めております。そうい

うところに来られている方々は，ある程度，英会話ができるようにな

っています。私などからみると，素晴らしい英語をお話しするような

方もいらっしゃいます。そういう方々が，そういうところを通して，

あるいは先ほどお話がありました国際交流協会を通してですね，地域

にいる外国の方々や，今お話ししたような方々の協力を得ながら，今

後進めていければなと思います。希望的観測の位置ではございますが，

そういうことを考え始めている状況でございます。 

 

梅里委員    広がっていく可能性はいっぱいあるという認識の下で探っていくこ

とはいいことだと思いますので，無理のない範囲でやっていただけた

らと思います。 

        もう一点，議会に提出するというのはこれが直接出されるというこ

とですか。 

 

事務局     ４ページから３０ページまでの外部評価報告書を全員協議会に提出

しまして，私の方から説明をいたします。表は，添付資料としてお渡

ししたいと思います。 

 

梅里委員    それについて，去年も同じ形式だったのかもしれないんですが，１

４ページからある評価書ですが，まとまっていて見やすい形式だと思

いますが，例えば，１４ページで見ますと，目的手段と言うことが書

いてある枠組みの中で，指標の設定の項目がありますよね。そこは，

確かに何でこれを見ていくのかというポイントになる項目だと思うん

ですが，28 年度の実績はあるんですが，目指すべき数値目標のような

ものがあったのかどうかというふうに，この表からは表立って数値が

見えないのでそこはどうなのかしらと思ったのですが。というのも，
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それがあると，28 年度の実績との対比で達成率がどうかということが

見えやすいと思いましたので，あえてそこには示さないのか，だとし

たらそれはなぜなのかと疑問に感じました。 

 

事務局     梅里委員のおっしゃった通りなんですが，今年度 29年度の外部評価

報告書は，28 年度に実施した事業の評価です。今年度は新たに教育振

興基本計画というのを立てて，新たな指標を項目ごとに作ったかと思

います。ただ，今回の外部評価の事業はあくまで 28年度のものですか

ら，その目標というのは行政経営課との間で出している事務事業評価

に基づいて作ったものなので，各課で評価をしています。今年度より

教育振興基本計画というのを定めましたので，各課でそれを見据えた

評価はしていただきました。 

 

梅里委員    説明が加われば大丈夫なことだと思いますので，ありがとうござい

ます。 

 

今泉教育長   その他，何かございますでしょうか。 

 

戸田委員    スクールソーシャルワーカーのところで，第三者の立場で仲介役に

入るということだと思うんですけれども，僕も実際，学校からスクー

ルソーシャルワーカーさんと面接をしてくださいと言われたことがあ

ります。うちの子どもが難聴で聾学校に通級で行ったりしていたので

その関係だと思うんですが。その時にスクールソーシャルワーカーの

存在をまず知らなくて，スクールカウンセラーなのかなとか，そうい

うところから入ったので。よくよく話を聞いて，そういう立場なのか

ということが分かったので，いろいろ周知されているとは思うんです

が，こういうシステムがあって，こういう人がいるんですよというこ

とを保護者の方に伝えて頂けると，スクールソーシャルワーカーが入

ることで，保護者にとっても子どもにとっても良いことなんだなとい

うことが分かって，利用しやすくなるかと思いました。非常にいい取

組みなので，そのようになるといいと思いました。 

 

事務局     スクールソーシャルワーカーは，いろいろな所で活躍していますの

で，その役割とか，どういったことをやっているのかという所を，あ

らゆる手段で周知していきたいと思います。 

 

今泉教育長   その他，何かございますでしょうか。 

 

各委員     （特になしの声） 
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今泉教育長   それでは，採決に入りますが，原案のとおり可決することに異議ご

ざいませんでしょうか。 

 

各委員     （特になしの声） 

 

今泉教育長   それでは，採決に入りますが，原案のとおり可決することに異議ご

ざいませんでしょうか。 

 

各委員     （異議なしの声） 

 

今泉教育長   それでは，異議なしと認め，「議案第３４号 平成２９年度笠間市教

育委員会外部評価報告書について」は，原案のとおり可決いたします。 

 

今泉教育長   続きまして，「議案第３５号 平成２９年第４回笠間市議会定例会提

出議案に同意することについて」は議会提出案件であることから，地

方教育行政の組織及び運営に関する法律第１４条第７項の規定に基づ

き，審議を非公開としたいと思いますがいかがでしょうか。 

 

各委員     （異議なしの声） 

 

今泉教育長   それでは，異議なしと認め，「議案第３５号 平成２９年第４回笠間

市議会定例会提出議案に同意することについて」の案件を非公開とい

たします。 

 

【議案第３５号】（非公開） 

 

今泉教育長   非公開の案件が終了しましたので，会議の非公開を解除いたします。 

 

（４）その他 なし 

 

（５）閉会 

今泉教育長   午後３時４６分閉会を宣す。 

 

８．議決事項 

議案第３４号 平成２９年度笠間市教育委員会外部評価報告書について 可決 

議案第３５号 平成２９年第４回笠間市議会定例会提出議案に同意する

ことについて 

 

可決 

   

 


