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常陸大宮市教育委員会３月定例会議事録 

 

１ 会議の名称 常陸大宮市教育委員会３月定例会 

２ 開 催 日 平成２９年３月２７日（月）午前１０時００分から 

                                          午前１１時４５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     上久保 洋一 

教育長職務代理者 諸澤 信子 

委  員     星野 幸子 

委   員     内田  寛 

委  員     生天目 茂 

  （２）事務局及び説明者 

教育部長        山本 洋一 

次長兼学校教育課長   樫村 英子 

教育総務課長      圷  栄一 

生涯学習課長      桐原 英夫 

指導室長        鴨志田 太 

教育総務課課長補佐   飯塚 富次 

教育総務課主任     釘子 さや香  

５ 報 告 

報告第 ８号 教育長報告について 

報告第 ９号 平成２９年第１回常陸大宮市議会定例会一般質問について 

報告第１０号 工事及び委託契約の締結について 

報告第１１号 指定学校の変更許可について 

報告第１２号 平成２８年度就学援助申請に伴う児童生徒の認定について 

６ 議 案 

議案第１３号 専決処分の承認を求めることについて 

議案第１４号 常陸大宮市教育委員会事務局処務規程の一部を改正する訓令について 

議案第１５号 常陸大宮市いじめ問題対策会議設置要綱の一部を改正する訓令に 

ついて 

議案第１６号 常陸大宮市公民館規則の一部を改正する規則について 
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議案第１７号 常陸大宮市文化財展示施設整備検討委員会設置要項の一部を改正する

訓令について 

議案第１８号 常陸大宮市立幼稚園管理規則の一部を改正する規則について 

議案第１９号 常陸大宮市スクールバスの運行に関する規則の一部を改正する規則に

ついて 

議案第２０号 常陸大宮市文化財保護条例施行規則の一部を改正する規則について 

議案第２１号 常陸大宮市教育委員会における障害を理由とする差別の解消の推進に

関する対応要領の制定について 

議案第２２号 常陸大宮市立学校医，学校歯科医及び学校薬剤師の委嘱について 

議案第２３号 常陸大宮市立図書情報館協議会委員の任命について 

議案第２４号 常陸大宮市教育委員会事務局職員人事の発令について 

７ その他 

（１）各種行事予定について 

 （２）その他 

８ 次回の定例会日程について 

９ 閉 会 

１０ 傍聴人の人数  なし 

１１ 会議の大要 

上久保教育長  ただ今より，常陸大宮市教育委員会３月定例会を開会いたします。 

（午前１０時００分） 

      本日の出席委員は，全員です。 

本日の議事録署名人の指名を行います。議事録署名人に内田寛委員を指名い

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，日程２報告を議題といたします。報告第８号教育長報告になり

ますので，私の方から４点報告を申し上げます。１点目は，幼稚園・小学校・

中学校の卒業式が無事終了いたしました。今年度の卒業者数ですが，小学校

は３６７名になりました。ただし，来年度，平成２９年度の小学校入学予定

者数は２７１名です。したがいまして，６年間で９６名の減となっています。

中学校は３８１名が卒業いたしまして，来年度の入学予定数が３６１名とな
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りますので，２０名の減となります。ここではっきりしてくるのは，子ども

の数の減少です。これが，ますます加速化してくるだろうと推定しています。

また，中学校の卒業者の進路予定ですが，お配りした一覧表のとおりとなっ

ておりますので，後でご覧いただきたいと思いますが，県立小瀬高校が一時

募集の時に３５名しか応募がなく，二次募集でも４名でしたので，最終的に

は３９名が入学する形です。これは２クラスまで行かないという状況であり

ますから，もし，２年連続でこういう状況が続くと，１学級減となる可能性

が高くなります。要するに，高校での１学級というのはありませんので，水

戸桜ノ牧高等学校常北校のように，どこかの高校の分校になるような可能性

も出てくるのではないかなと思っています。 

２番目でありますが，教職員の人事についてです。 

３番目でありますが，泉坂下遺跡からの出土品６１点が，３月１０日付け

で国の重要文化財に指定されました。残るのは遺構の方になります。先日，

県の文化課が来庁しまして，市の行政組織についてもしっかりと対応して欲

しいという要望をいただきましたが，これは，文化スポーツ課ということで，

歴史文化振興室を格上げして人員を増やしながら対応していくことをお話し

たところです。 

最後，４点目でありますが，３月２２日に美和小学校の屋内運動場竣工式

を挙行いたしましたが，委員の皆様にはご出席をいただきまして，ありがと

うございました。残るは，第二中の屋内運動場が６月頃には完成すると思い

ますが，その後，竣工式を行いまして，外構工事に入ります。残るは給食セ

ンターということになりますけれども，これは今後検討してまいりたいと思

います。 

以上，４点申し上げましたが，何かご質問等ありましたら，お願いいたし

ます。 
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           その他無いようですので，続きまして報告第９号平成２９年第１回常陸大

宮市議会定例会一般質問について，事務局の説明をお願いいたします。 

上久保教育長  ［議案第９号について説明］ 

山本教育部長  ［議案第９号について説明］ 

上久保教育長  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，続きまして，報告第１０号工事及び委託契約の締結に

ついて，事務局の説明をお願いいたします。 

圷教育総務課長  ［議案第１０号について説明］ 

樫村次長兼学校教育課長  [議案第１０号について説明] 

上久保教育長  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，次に移ります。ここで皆様におはかりいたします。こ

の後の案件については，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項で教育委員会は公開す

ると規定されておりますが，同項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，会議を公表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，

いかがでしょうか。 

（異議なしの声） 

     全員異議なしとのことでありますので，非公開といたします。 

     再度おはかりいたします。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，定例会の議事録に

含めて作成することにしますが，個人情報が特定されないよう調整し作成・

公表する取り扱いとしてよろしいでしょうか。 

（異議なしの声） 
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   異議なしと認めて，議事録の公開に際しましては，個人情報が特定されな

いよう調整し作成・公表することにいたします。 

    それでは，会議日程に戻ります。報告第１１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。 

樫村次長兼学校教育課長  ［報告第１１号について説明］ 

上久保教育長  説明が終わりました。質問がありましたら，お願いいたします。 

星野委員  大宮小学校の特別支援学級は今，何学級ですか。 

上久保教育長  学級数は知的が２，自閉症・情緒が１で計３学級です。 

上久保教育長  その他ないようですので，次に移ります。報告第１２号平成２８年度

就学援助申請に伴う児童生徒の認定について，事務局の説明をお願いいたし

ます。 

樫村次長兼学校教育課長  ［報告第１２号について説明］ 

上久保教育長  説明が終わりました。質問がありましたら，お願いいたします。 

     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１３号専決処分の承認を求めることについて，事務局の説明を

お願いいたします。 

圷教育総務課長  ［議案第１３号について説明］ 

上久保教育長  説明が終わりました。質問がありましたら，お願いいたします。 

     無いようですので，採決に移ります。議案第１３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。 

（異議なしの声） 

上久保教育長  異議なしと認め，議案第１３号は原案のとおり可決いたします。続き

まして，議案第１４号から議案第１７号についてまでは関連していますので，

一括して事務局の説明をお願いいたします。 

圷教育総務課長  ［議案第１４号から議案第１７号まで説明］ 
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上久保教育長  説明が終わりましたので，議案ごとに質疑，採決を行います。最初に，

議案第１４号常陸大宮市教育委員会事務局処務規程の一部を改正する訓令に

ついて，質問があればお願いいたします。 

     無いようですので，採決に移ります。議案第１４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 

（異議なしの声） 

上久保教育長  異議なしと認め，議案第１４号は原案のとおり可決いたします。続き

まして，議案第１５号常陸大宮市いじめ問題対策会議設置要綱の一部を改正

する訓令について，質問があればお願いいたします。 

     無いようですので，採決に移ります。議案第１５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。 

（異議なしの声） 

上久保教育長  異議なしと認め，議案第１５号は原案のとおり可決いたします。続き

まして，議案第１６号常陸大宮市公民館規則の一部を改正する規則について，

質問がありましたら，お願いいたします。 

     無いようですので，採決に移ります。議案第１６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。 

（異議なしの声） 

     異議なしと認め，議案第１６号は原案のとおり可決いたします。続きまして，

議案第１７号常陸大宮市文化財展示施設整備検討委員会設置要項の一部を改

正する規則について，質問がありましたら，お願いいたします。 

無いようですので，採決に移ります。議案第１７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。 

（異議なしの声） 

上久保教育長  異議なしと認め，議案第１７号は原案のとおり可決いたします。続 
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きまして，議案第１８号と議案第１９号は関連していますので一括して説明

をお願いします。 

圷教育総務課長  [議案第１８号・議案第１９号について説明] 

上久保教育長  説明が終わりました。質問がありましたら，お願いいたします。 

     無いようですので，採決に移ります。まず，議案第１８号について質問が

ありましたら，お願いいたします。 

（異議なしの声） 

上久保教育長  異議なしと認め，議案第１８号は原案のとおり可決いたします。続

きまして，議案第１９号常陸大宮市スクールバスの運行に関する規則の一部

を改正する規則について，質問がありましたら，お願いいたします。 

     無いようですので，採決に入ります。議案第１９号については，原案のと

おり可決することでよろしいでしょうか。 

（異議なしの声） 

上久保教育長  異議なしと認め，議案第１９号は原案のとおり可決いたします。続

きまして，議案第２０号常陸大宮市文化財保護条例施行規則の一部を改正す

る規則について，事務局の説明をお願いいたします。 

桐原生涯学習課長  [議案第２０号について説明] 

上久保教育長  説明が終わりました。質問がありましたら，お願いいたします。 

     無いようですので，議案第２０号につきまして，原案のとおり可決するこ

とでよろしいでしょうか。 

（異議なしの声） 

上久保教育長  異議なしと認め，議案第２０号は原案のとおり可決いたします。続

きまして，議案第２１号常陸大宮市教育委員会における障害を理由とする差

別の解消の推進に関する対応要領の制定について，事務局の説明をお願いい

たします。 
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圷教育総務課長  [議案第２１号について説明] 

上久保教育長  説明が終わりました。質問がありましたら，お願いいたします。 

議案第２１号につきまして，原案のとおり可決することでよろしいですか。 

（異議なしの声） 

上久保教育長  異議なしと認め，議案第２１号は，原案のとおり可決といたします。

続きまして，議案第２２号常陸大宮市立学校医，学校歯科医及び学校薬剤師

の委嘱について，事務局の説明をお願いいたします。 

樫村次長兼学校教育課長  [議案第２２号について説明] 

上久保教育長  説明が終わりました。質問がありましたら，お願いいたします。 

      無いようですので，採決に移ります。議案第２２号については，原案のと

おり可決することでよろしいでしょうか。 

（異議なしの声） 

上久保教育長  異議なしと認め，議案第２２号は原案のとおり可決いたします。続き

まして，議案第２３号常陸大宮市立図書情報館運営協議会委員の任命につい

て，事務局の説明をお願いいたします。 

桐原生涯学習課長  [議案第２３号について説明] 

上久保教育長  説明が終わりました。質問がありましたら，お願いいたします。 

    無いようですので，採決に移ります。議案第２３号につきましては，原案のと

おり可決してよろしいでしょうか。 

（異議なしの声） 

上久保教育長  異議なしと認め，議案第２３号は原案のとおり可決いたします。続き

まして，議案第２４号常陸大宮市教育委員会事務局職員人事の発令について，

事務局の説明をお願いいたします。 

圷教育総務課長  [議案第２４号について説明] 

上久保教育長  説明が終わりました。質問がありましたら，お願いいたします。 
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     無いようですので，採決に移ります。議案第２４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。 

（異議なしの声） 

上久保教育長  異議なしと認め，議案第２４号は原案のとおり承認いたします。 

議案は以上となります。 

続きまして，日程４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。 

圷教育総務課長  [教育委員会事務局の予定報告・日程調整] 

樫村次長兼学校教育課長  [学校教育課の予定報告] 

桐原生涯学習課長  [生涯学習課の予定報告] 

上久保教育長  今までの点で何かありますか。無いようでしたら，（２）その他に移

ります。事務局でありましたらお願いいたします。 

圷教育総務課長  [年度末・年度始めの行事予定について説明] 

上久保教育長  続きまして，日程５次回定例会日程について，教育総務課長お願いい

たします。 

圷教育総務課長  [定例会について日程確認] 

上久保教育長  それでは，次回の定例会は平成２９年４月２６日（水）午前１０時と

いたします。 

以上を持ちまして，常陸大宮市教育委員会３月定例会を閉会といたします。 

（午前１１時４５分閉会） 


