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常陸大宮市教育委員会４月定例会議事録 

 

１ 会議の名称 常陸大宮市教育委員会４月定例会 

２ 開 催 日 平成２９年４月２６日（水）午前１０時００分から 

                                          午前１１時２２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        樫村 英子 

学校教育課長      諸澤 正行 

生涯学習課長      大町 隆 

文化スポーツ課長    皆川 嗣郎 

指導室長        井上 雅裕 

学校教育課課長補佐   木村 隆弘 

学校教育課主任     釘子 さや香  

５ 報 告 

報告第１３号 教育長報告について 

報告第１４号 常陸大宮市奨学生選考審査会委員の異動について 

報告第１５号 常陸大宮市学校教育活動指導員の委嘱について 

報告第１６号 常陸大宮市青少年相談員の異動について 

報告第１７号 常陸大宮市放課後子供教室運営委員会委員の委嘱について 

報告第１８号 常陸大宮市市史編さん委員会委員の異動について 

報告第１９号 常陸大宮市文書館運営審議会委員の異動について 

報告第２０号 平成２９年度常陸大宮市学校長会及び教頭会関係役員について 

報告第２１号 平成２９年度常陸大宮市ふれあいの船事業について 

報告第２２号 工事及び委託契約の締結について 

報告第２３号 指定学校の変更許可について 
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６ 議 案 

議案第２５号 常陸大宮市立学校学校評議員の委嘱について 

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４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。議事録署名人に生天目茂委員を指名

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１３号教育長報告にな

りますので，私の方から５点報告を申し上げます。１点目は，幼稚園，それ

から小中学校の入学式が無事終わりました。今年度の幼稚園の入園者ですが，

４歳児は大宮幼稚園が１４名，おがわ幼稚園が３名です。５歳児は美和幼稚

園が７名となります。また，小学校の入学者が２７１名，中学校の入学者が

３６１名となります。この数から見ますと，少子化対策の必要性も考えられ

るのかなと思います。その例として，小学校で１００名を切った学校が２校

あります。大賀小学校が７３名，それから大宮北小学校が８９名となります。

その他に山方南小学校が１０５名，美和小学校が１０３名ですので，来年に

はこれらの学校も１００名を切るのではないかと思います。そういった観点

からすると，先程お話ししましたように，さらなる少子化対策の必要性があ

るのかなと，このように考えております。 

それから２点目，緒川小学校の３年生ですが，インフルエンザによる学級
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閉鎖を行いました。新年度になってこういった状況になるのは比較的，例が

ない状況ですが，県内を見てみますと，学校閉鎖が起こっている状況です。

今のところ，市内は全部落ち着いていますけれども，４月１９・２０日に在

校生２２名中５名の児童がインフルエンザに感染したために，学級閉鎖をし

たということであります。 

３点目の報告になりますが，４月２１日に東京の市町村会館におきまして，

常陸大宮市が宮城県の蔵王町とともにパラオ共和国とのオリンピック・パラ

リンピックの事前キャンプ実施の基本合意書を締結しました。その中で市長

の挨拶がありましたけれども，その挨拶を聞いていますと，事前キャンプで

すからスポーツ交流は当然でありますが，教育や文化の交流にも言及してい

ますので，今後，教育あるいは文化の交流が進むものと想定されます。また，

それに伴いまして，４月１９日にパラオから３名の研修生を受け入れており

ます。男性が２名で１９歳と２０歳，女性が１名で１９歳です。昨日，山方

小学校と山方中学校の方に挨拶に参りました。明日の校長会でも挨拶に入っ

て，その後，いろんな学校に行って交流を進めて参ります。当然，英語と日

本語の交流となりますが，その他に，パラオの文化の紹介等をしてもらう予

定になっております。研修期間は１年間で，全員ペリリュー島の出身です。

ペリリュー島には高校が無いので，男性２名は他の島の高校に通いました。

女性はグアムの高校へ行っております。ちなみに，ペリリュー島は３５０～

４００名程度の人口しかありませんので，高校が無いという状況となってお

ります。 

それから４点目ですが，コンプライアンスについてです。昨日の新聞にも

出たと思いますが，県の教育長の談話では，教育関係者だけでは難しいので，

外部からもコンプライス推進委員会に入れるという方向性を示しています。    

５点目になりますが，今，問題になっている親の経済的状況が貧困な家庭
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に対する子どもの学習支援についてです。今年度から社会福祉課の方で開始

をいたしました。対象者は，要保護及び準要保護家庭のお子さんです。旧小

場小学校でやっております「子コロっコロ」に委託をしておりまして，「ひた

まるえんぴつ教室」という名前で開始をしました。現在のところ，市内の小

学生が６名，中学生が１１名通っているという状況です。 

以上，教育長報告として，５点報告をいたしました。質問がありましたら，

お願いいたします。 

内田委員  パラオ共和国から３名の研修生が来まして，山方小学校と山方中学校へ

先日行ったということなんですけれども，どんなことを行ったのですか。 

上久保教育長  研修生は，日本の文化等を研修するという名目で来ております。日

本語の習得を含めてですが，私どもの受け入れる方は，パラオ共和国の文化を

紹介してもらったり，小中学校で言えば，外国語活動への援助をしてもらうと

いう形を取っております。昨日，山方小学校へ連れて行った時にはちょうど休

み時間だったんですが，遊んでいる子ども達を集合させて，その前で紹介させ

て，その後は，子どもたちと一緒に楽しく遊んでいました。また，中学校へ行

ったときには，英語の授業を見ながら英語でやりとりしました。ひらがなが少

し読めるということで，小学校では１年生の授業を見てもらいましたが，その

時は，「好きな食べ物は何ですか」などの質問を受けたりしていました。 

     その他ないようですので，続きまして報告第１４号常陸大宮市学校奨学生

選考審査会委員の異動について，事務局の説明をお願いいたします。 

諸澤学校教育課長  【報告第１４号について説明】 

上久保教育長  説明が終わりました。基本的に校長先生の異動，それから，市の職

員の異動に伴う残任者の選定ということになります。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，次に移ります。報告第１５号常陸大宮市学校教育活動
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指導員の委嘱について，事務局の説明をお願いいたします。 

諸澤学校教育課長  【報告第１５号について説明】 

上久保教育長  説明が終わりました。これは，１０名予算化しておりますが，毎回

決まった学校ではなく，その時の状況に応じて配置をしております。質問が

ありましたら，お願いいたします。 

諸澤委員  半年の任期ですが，１０月になったら再度契約するのですか。 

諸澤学校教育課長  半年契約で，１０月からはまた新たな委嘱をする予定です。引

き続きお願いすることが多いです。 

上久保教育長  基本的には同じ人が１年間ということですが，任用の関係で半年契

約ということです。 

     無いようですので，続きまして報告第１６号常陸大宮市青少年相談員の異

動について，事務局の説明をお願いいたします。 

大町生涯学習課長  【報告第１６号について説明】 

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

     無いようですので，続きまして報告第１７号常陸大宮市放課後子供教室運

営委員会委員の委嘱について，事務局の説明をお願いいたします。 

大町生涯学習課長  【報告第１７号について説明】 

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

     無いようですので，続きまして報告第１８号常陸大宮市史編さん委員会委

員の異動について，事務局の説明をお願いいたします。 

皆川文化スポーツ課長  【報告第１８号について説明】 

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

     無いようですので，続きまして報告第１９号常陸大宮市文書館運営審議会

委員の異動について，事務局の説明をお願いいたします。 

皆川文化スポーツ課長  【報告第１９号について説明】 



6 

 

上久保教育長  報告が終わりました。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，続きまして報告第２０号平成２９年度常陸大宮市学校

長会及び教頭会関係役員について，事務局の説明をお願いいたします。 

諸澤学校教育課長  【報告第２０号について説明】 

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

     無いようですので，続きまして報告第２１号平成２９年度常陸大宮市ふれあ

いの船事業について，事務局の説明をお願いいたします。 

大町生涯学習課長  【報告第２１号について説明】 

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

     無いようですので，続きまして報告第２２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。 

諸澤学校教育課長  【報告第２２号について説明】 

皆川文化スポーツ課長  【報告第２２号について説明】 

上久保教育長  報告が終わりました。質問がありましたら，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
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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） 

   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２３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。 

諸澤学校教育課長  ［報告第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，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２５号常陸大宮市立学校学校評議員の委嘱について，事務局

の説明をお願いいたします。 

諸澤学校教育課長  ［議案第２５号について説明］ 

上久保教育長  説明が終わりました。学校評議員総数が７７名，その内訳は新任が１

９名，再任が５８名です。 

     それでは，他に質問が無いようでしたら，採決に移ります。議案第２５号に

つきまして，原案のとおり承認と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２５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。 

諸澤学校教育課長  [教育委員会事務局の予定報告・日程調整] 

          ［学校教育課の予定報告］ 
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大町生涯学習課長  [生涯学習課の予定報告] 

皆川文化スポーツ課長 ［文化スポーツ課の予定報告］ 

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。 

諸澤学校教育課長  [運動会日程等について] 

          ［関東甲信越静市町村教育委員会連合会総会について］ 

          ［茨城県市町村教育委員会連合会定期総会及び講演会について］ 

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，お願いいたします。 

諸澤学校教育課長  [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５月２５日（木）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４月定例会を閉会といたします。 

（午前１１時２２分閉会） 


