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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３１年３月２７日（水）午後 ２時００分から 

                                         午後 ３時２２分まで 

３ 開催場所  常陸大宮市役所 ４階 議会委員会室１ 

４ 出席者 

 （１）教 育 長         茅根 正憲 

教育長職務代理者     内田 寛 

委  員         星野 幸子 

委  員         諸澤 信子 

委  員         生天目 茂 

 （２）事務局及び説明者 

    教育部長         栗田 和弘 

次長兼生涯学習課長    大町 隆   

    学校教育課長       諸澤 正行 

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      野上 幸恵 

５ 報 告 

報告第１０号 教育長報告について 

報告第１１号 平成３１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１２号 指定学校の変更許可について  

６ 議 案 

議案第 ７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 ８号 常陸大宮市スポーツ推進審議会委員の委嘱について 

議案第 ９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１０号  常陸大宮市教育委員会事務局組織規則の一部を改正する規則につい    

て 

議案第１１号 常陸大宮市立学校管理規則の一部を改正する規則について 

議案第１２号 常陸大宮市児童生徒の就学に関する規則の一部を改正する規則につ
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いて 

議案第１３号 常陸大宮市社会体育施設条例施行規則の一部を改正する規則につい

て   

議案第１４号 常陸大宮市社会体育施設管理事務所組織規則等を廃止する規則       

について 

議案第１５号 常陸大宮市教育支援センター設置要綱等を廃止する訓令について 

議案第１６号 常陸大宮市教育支援センター設置規則の制定について 

議案第１７号 常陸大宮市文化財保存活用地域計画協議会設置要綱の制定について 

議案第１８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 

    学校教育課 

    生涯学習課 

    文化スポーツ課 

（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  １人 

１１ 会議の大要 

茅根教育長  それでは，本日の会議に１人の傍聴者がおりますので，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。それでは，ただい

ま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。 

(午後２時００分） 

本日の出席委員は３人となっております。出席人数が過半数に達しております

ので，会議は成立いたしました。 

本日の議事録署名人の指名を行います。議事録署名人に諸澤信子委員を指名い

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ございます。 

それでは，議事に入ります。はじめに，報告第１０号教育長報告になりますの

で， 私の方から報告いたします。 
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１点目は，委員の皆様には大変お世話になりました幼稚園，小学校，中学校卒

業式は，無事終了いたしました。御礼申し上げます。今年の卒業者数ですが，小

学校で２９４名になりました。ただし，来年度の小学生の入学予定者は，２５９

名ですので，従いまして，１年間で３５名の減となっております。中学生では，

３７２名が卒業いたしまして，来年度の入学者数が，２９５名となっております

ので，７７名の減ということで，今後このような減が続くのではないかと危惧し

ているところでございます。 

また，高校ですね，一貫校であります小瀬高校なんですが，二次募集で１年生

の入学者が，３１名ということでございました。２年生も１クラス，３年生２ク

ラスということで，これから１クラスになっていくのかなということも懸念材料

がございます。どうしても生徒が少ないということで，その部分が，小瀬は一生

懸命やっているというのは伺っているのですが，なかなか集まらないという現状

があるようでございます。 

２点目としまして，教員の人事でございますが，３月１５日の臨時教育委員会

でお示しした通りでございます。そのほかに正規教員ですね，配置するところが

決まらないところ，或いは，療休，育休の場合がありますので，そこは対処して

おります。すべて内申が終わっておりますので，４月１日には辞令交付ができる

だろうと思っております。あと，市にはＴＴと申しまして，１０名，市の予算で

つけておりますので，その先生方の配置も終わっております。 

以上でございます。よろしくお願いいたします。 

この件につきまして，何かございましたら，お願いいたします。 

生天目委員  １ついいですか。今年の高校の進学状況とかというのは，全然今までな

いんですけれど，その報告はあるのかないのか，市内の卒業状況がどうなってい

るのか，例年だと，大体すでに前回，前々回位に分かっているはずですなんです

けれども。 
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                （資料配布） 

茅根教育長  受験者数合計が３１４名で，２９６名の合格がありましたので，９４．

３パーセントの合格率です。全体です，これは。 

生天目委員  最近気にしてるのは太田一高の人数がね，すごく減っているもんで。 

茅根教育長  私もビックリしました。 

生天目委員  今行く人がいないからね。昔とはちょっと違うと。 

内田教育長職務代理者 どんどん周辺地区というか，一極集中してきているから．周辺

部は少なくなっちゃうんだよな。 

生天目委員  那珂に行くのが多いんだね。 

茅根教育長  そうなんですよね。佐竹も今度あれでしょ。太田が入りますからね。 

宜しいでしょうか。 

では，他に無いようですので，続きまして報告第１１号平成３１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。 

栗田教育部長  〔報告第１１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。質問が無いよう

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項で，教育委員会は公開 

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又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。 
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    傍聴人の方は，退席して頂きますようお願い申し上げます。 

（傍聴人退席） 

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

り議事録は非公開となります。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整作

成・公表する取扱いとしてよろしいでしょうか。 

（異議なしの声） 

茅根教育長  異議なしと認め，議事録の公開に際しましては，個人情報が特定されな 

いよう調整作成・公表することといたします。 

茅根教育長  それでは，報告第１２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１２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。 

茅根教育長  質問が無いようですので，報告は，以上となります。 

   ここで，傍聴人に入室していただきます。  

（傍聴人入室） 

茅根教育長  傍聴人の方，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。議案第７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

についてを議案といたします。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７号について説明〕 

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いたします。 

  無いようですので，採決に移ります。議案第７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） 

茅根教育長  異議なしと認め，議案第７号につきましては，原案のとおり可決といた
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します。続きまして，議案第８号常陸大宮市スポーツ推進審議会委員の委嘱につ

いてを議案とします。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  〔議案第８号について説明〕 

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いたします。 

無いようですので，採決に移ります。議案第８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） 

茅根教育長  異議なしと認め，議案第８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９号常陸大宮市立図書情報館協議会委員の任命につ

いてを議案といたします。事務局の説明をお願いいたします。 

大町次長兼生涯学習課長  【議案第９号について説明】 

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いたします。 

それでは無いようですので，採決に移ります。議案第９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） 

茅根教育長  異議なしと認め，議案第９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１０号常陸大宮市教育委員会事務局組織規則の一部

を改正する規則についてを議案といたします。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１０号について説明】 

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いたします。 

無いようですので，採決に移ります。議案第１０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） 

茅根教育長  異議なしと認め，議案第１０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１１号常陸大宮市立学校管理規則の一部を改正す



7 

 

る規則についてを議案といたします。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１１号について説明】 

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いたします。 

ありませんか。無いようですので，採決に移ります。議案第１１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） 

茅根教育長  異議なしと認め，議案第１１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１２号常陸大宮市児童生徒の就学に関する規則の

一部を改正する規則についてを議案といたします。事務局の説明をお願いいたし

ます。 

内田教育長職務代理者  質問でも何でもないんですけど，素朴な疑問。２５ページ，

今度は連携ってどことどこの中学校が連携してるの？ 

諸澤学校教育課長  連携につきましては，明峰中学校と小瀬高校が中高一貫という形

で連携することになります。 

内田教育長職務代理者  それはわかるんだ。連携型中学校・・・。中学校と高校が連

携っていうことで考えればいいのか。 

諸澤学校教育課長  そうですね。今までは，美和，緒川，御前山の３中学校と小瀬高

校の中高一貫でやっていたんですが，美和と緒川が明峰中学校になって，それか

ら御前山中学校が・・・。 

内田教育長職務代理者  今までは御前山がいた時には，明峰と御前山の連携ってこと

で，連携型中学校ってことで意味がわかったんだけど，今度１校になっちゃった

から，併設型の中高一貫教育とか，中等教育学校とか，分け方があるんだけど，

連携型中学校・・・ここの例えば７条の「次の表の左の欄に掲げる中学校，（以下

連携型中学校という）」，ここいらないんじゃないかなと。 

栗田教育部長  右欄の小瀬高等学校も，連携型高等学校と言い回しをするんで，高校
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と中学の連携っていう取扱いでご理解頂きたいと思うのですが。 

内田教育長職務代理者  これで構わないのは構わないんんだけど，ちょとこう，疑問

に思ってるんで。何かこう変かなと思ったもんで。 

茅根教育長  よろしいですか。 

内田教育長職務代理者  はい。 

茅根教育長  ほかに無いようですので，採決に移ります。議案第１１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） 

茅根教育長  異議なしと認め，議案第１１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１２号常陸大宮市児童生徒の就学に関する規則の一部を改

正する規則についてを議案といたします。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１２号について説明】 

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いたします。 

ありませんか。無いようですので，採決に移ります。議案第１２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） 

茅根教育長  異議なしと認め，議案第１２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１３号常陸大宮市社会体育施設条例施行規則の一

部を改正する規則についてを議案といたします。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  【議案第１３号について説明】 

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いたします。 

生天目委員  前にも見通しで説明がありましたからね。特にありません。 

茅根教育長  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。 
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（異議なしの声） 

茅根教育長  異議なしと認め，議案第１３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１４号常陸大宮市社会体育施設管理事務所組織

規則等を廃止する規則についてを議案といたします。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  【議案第１４号について説明】 

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いたします。 

よろしいでしょうか。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） 

茅根教育長  異議なしと認め，議案第１４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１５号常陸大宮市教育支援センター設置要綱等

を廃止する訓令についてを議案といたします。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１５号について説明】 

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いたします。 

よろしいでしょうか。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） 

茅根教育長  異議なしと認め，議案第１５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１６号常陸大宮市教育支援センター設置規則の

制定についてを議案といたします。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１６号について説明】 

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いたします。 

生天目委員  確認なんだけど，臨床心理士を含め，支援センターが教育委員会の中

に入ったというのはいいことだと思います。前は指導室扱いだったということで

すので。あと，場所なんですけど，野口になったのは何年か前なんだよね。これ

はハローワークのところにもともとはあったんですよね。あの時，県の借地の問
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題が少しこじれて，その場所に継続しなかった。それで，結局野口に行ったと。

まぁ，引っ越しを自分たちがやったのでよく覚えているんですけど。その時は，

とりあえず暫定的に野口小学校を使うよってことで異動したんですけれど，かな

り最近は定着してきてるので，たぶんあそこに行っても利用者は減ってはいな

い？ 

井上指導室長  逆に増えています。 

生天目委員  増えているんだね。ということは，あの，急遽あそこに行った時は，

便が悪いのでどうかなっていうのを危惧したんですけれど，旧大宮あたりで施設

が空けばそれを利用しようかということで行ったんですけど，たぶんその経過が，

みなさん忘れちゃうので，今，施設，大宮ではないので，継続して今のとこ野口

でいいと思うんですけど，いずれそういうふうに空いたところができた時どうす

るのかっていうのは，頭の片隅にだけは入れておく必要があるなと思います。た

だ，利用が減ってなければ，いいのかなって私は考えているんですけど，まぁ，

そのへんみんなで確認したいなってことでした。 

茅根教育長  ありがとうございました。 

他に，よろしいでしょうか。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） 

茅根教育長  異議なしと認め，議案第１６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１７号常陸大宮市文化財保存活用地域計画協議

会設置要綱の制定についてを議案といたします。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  【議案第１７号について説明】 

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。 
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（異議なしの声） 

茅根教育長  異議なしと認め，議案第１７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１８号常陸大宮市教育委員会事務局職員人事の

発令についてを議案といたします。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１８号について説明】 

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いたします。 

無いようですので，採決に移ります。議案第１８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） 

茅根教育長  異議なしと認め，議案第１８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，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

の説明をお願いいたします。 

諸澤学校教育課長     〔行事予定説明〕 

大町次長兼生涯学習課長  〔行事予定説明〕 

皆川文化スポーツ課長   〔行事予定説明〕 

茅根教育長  今までの点につきまして，何かございましたらお願い致します。 

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い

たします。 

茅根教育長  続きまして，日程５次回の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  〔４月の定例会について日程調整〕 

茅根教育長  それでは，４月定例会については，４月２５日木曜日，時間について

は後ほど調整ということでお願い致します。 

  以上をもちまして，常陸大宮市教育委員会３月定例会を閉じます。 

（午後３時２２分閉会） 


