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常陸大宮市教育委員会５月定例会議事録

１ 会議の名称 常陸大宮市教育委員会５月定例会

２ 開 催 日 令和３年５月２４日（月）午前１０時００分から

午前１０時５０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 茅根 正憲

教育長職務代理者 諸澤 信子

委 員 生天目 茂

委 員 橋本 勇夫

委 員 宮本 亜希子

（２）事務局及び説明者

教育部長 諸澤 正行

学校教育課長 木村 隆弘

生涯学習課長 小室 修

文化スポーツ課長 圷 裕志

指導室長 河野 護

学校教育課課長補佐 小泉 博美

学校教育課主事 島根 将太

５ 報 告

報告第１２号 教育長報告について

報告第１３号 指定学校の変更許可について

６ 議 案

議案第２７号 専決処分の承認を求めることについて（義務教育施設適正配置審議

会委員の解嘱及び委嘱について）

議案第２８号 専決処分の承認を求めることについて（社会教育委員の解嘱及び委

嘱について）

議案第２９号 専決処分の承認を求めることについて（図書情報館協議会委員の任

命について）

議案第３０号 令和３年度就学援助費支給額等の決定について

議案第３１号 常陸大宮市義務教育施設適正配置審議会への諮問について
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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 なし

１１ 会議の大要

茅根教育長 本日の出席委員は全員です。ただ今より，常陸大宮市教育委員会５月定

例会を開会いたします。

（午前１０時００分開会）

茅根教育長 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。

それでは議事に入ります。

はじめに，「日程２報告」を議題といたします。

報告第１２号 教育長報告となりますので，私の方から報告をいたします。

まず初めに，５月１５日に中学校の体育祭が開催されました。私は，最初に明

峰中学校の開会式に参加したんですが，校長先生の挨拶中に生徒が微動だにしな

いんですよね。素晴らしい姿勢でありまして清々しい開会式でした。それから山

方中，大宮中，二中と回ったんですが，どの学校も考えた種目の中で楽しくやっ

ておりました。

それから，土曜日が荒天のために，昨日，日曜日に，小学校１０校で午前中に

運動会が開催されました。最初に村田小の開会式に出たんですが，朝から凄く暑

くなりました。その後曇天になり落ち付いたんですが。それから大宮小，大宮西
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小，上野小，大宮北小に行きました。大宮北小に行き懐かしいと思ったのは，大

宮音頭，地域のおじいちゃんおばあちゃん，保護者が全員入りまして，懐かしく

感じました。

それから，１校，山方小に関しましては，今週の土曜日２９日に延期となりま

した。

次に，新型コロナウイルス感染症の発生の報告を申し上げます。山方学校給食

センターで，調理師が新型コロナウイルスに感染いたしました。その後，判明し

たことについてご報告します。

４月２６日に感染が判明しました調理師でありますが，２６日は，節々の痛み

と倦怠感があったために病院を受診し，PCR 検査を行いまして陽性が判明しまし

た。学校給食については，翌日の２７日から３０日まで休みを挟んで３日間を，

市学校給食センターに調理を委託しまして，山方給食センターは休止いたしまし

た。接触者については，全員陰性が確認されましたので，４月３０日から勤務し，

当日は消毒作業を実施しまして，５月６日から調理を再開しているところです。

また，児童生徒の方ですが，生徒１名が濃厚接触者と認定され，ゴールデンウ

イークを含めた５月５日から１８日までを出席停止としております。その間の学

習面では，学校でプリントを含め指導し，遅れが生じないよう対応しました。

次に，５月１１日に，水戸管内の教育長会議がありまして，人事課から出たの

は２点でございます。小学校教諭の４割，中学校教諭の６割が片免という状況で

す。県では，将来のことを考えまして，なるべく両免取らせたいという方向で考

えております。

それから講師不足，その要因としましては，新卒学生の志願数の減少，新卒学

生の民間への流れが大きくあると思います。県では今年６月に受験を１月前倒し

しまして，大阪と名古屋と仙台に会場を設けまして，そこで受験してもらい確保

したい方向です。
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次に，学校教育課から，学力向上推進プロジェクト事業，これは去年からなん

ですが，小学校を重点校として，国語，水戸事務所から緒川小学校が指定されて

おりまして，７月２日と１１月５日に授業研究を予定しております。本来ですと

県ですので，他市町村から先生の参加もあるんですが，コロナ禍ですので市内の

先生だけということで考えております。

次に，特別支援，今年は特別支援団体の進路指導，これを美和小学校で１１月

１６日に実施予定です。

次に，学校訪問，所課長訪問が５月１８日から始まりました。大宮小，大宮中，

山方小，山方中で，各校とも落ち着いて授業に臨んでおりました。人事課長から

は，積極的に働き方改革に努め，時間外労働時間が１か月間４５時間を実現して

欲しいと話がありました。

私の方からは以上です。この件に何かございましたらお願いします。

茅根教育長 よろしいでしょうか。

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。報告第１３号につきましては，個人情報に関

する内容が含まれております。人事に関する事件その他の事件については，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項のただし書きの規定によ

り，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，会議を公開しないことができることとされています。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）

はい，ありがとうございます。

全員ですので，報告第１３号につきましては，非公開といたします。

再度お諮りいたします。常陸大宮市教育委員会会議規則第１８条の規定により
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議事録は公表となりますが，非公開とした案件につきましたは，本定例会の議事

録に含めて作成することとしますが，同条ただし書の規定を適用し，個人情報が

特定されないよう調製し，公表する取り扱いとしてよろしいでしょうか。

各委員 ＜異議なし＞

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

う調製し，公表することといたします。

それでは，会議日程に戻ります。

報告第１３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。

木村学校教育課長 【報告第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します。

無いようですので，次に移ります。

続きまして，「日程３ 議案」に入ります。

議案第２７号 専決処分の承認を求めることについて（義務教育施設適正配置

審議会委員の解嘱及び委嘱について）を議題とします。事務局の説明をお願いし

ます。

木村学校教育課長 【議案第２７号について提案・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します。

無いようですので，採決に移ります。議案第２７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。

各委員 ＜異議なし＞

茅根教育長 異議なしと認め，議案第２７号につきましては，原案のとおり承認とい

たします。

続きまして，議案第２８号 専決処分の承認を求めることについて（社会教育

委員の解嘱及び委嘱について）を議題とします。事務局の説明をお願いします。
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小室生涯学習課長 【議案第２８号について提案・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します。

無いようですので，採決に移ります。議案第２８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。

各委員 ＜異議なし＞

茅根教育長 異議なしと認め，議案第２８号につきましては，原案のとおり承認とい

たします。

続きまして，議案第２９号 専決処分の承認を求めることについて（図書情報

館協議会委員の任命について）を議題とします。事務局の説明をお願いします。

小室生涯学習課長 【議案第２９号について提案・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します。

無いようですので，採決に移ります。議案第２９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。

各委員 ＜異議なし＞

茅根教育長 異議なしと認め，議案第２９号につきましては，原案のとおり承認とい

たします。

続きまして，議案第３０号 令和３年度就学援助費支給額等の決定についてを

議題とします。事務局の説明をお願いします。

木村学校教育課長 【議案第３０号について提案・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します。

橋本委員 小中学校との金額の差がありますが，何か意味があってと思うんですが

例えば，通学用品費で，小中学校の通学に関することというと，スクールバスな

どを使っていると大きな差は無いと思うんですが，自転車での通学となると費用

は大分違う気がしますし，もう１点は，卒業アルバムについては，小学校の方が

金額が高くて中学校の方が低いんですが，この辺の算出の仕方というのはどうな
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っているのかなと思います。

木村学校教育課長 国で示されてる金額に合わせておりまして，詳しい内容について

は資料がございませんので，後ほど報告させていただきます。

橋本委員 実態には合って無いと思うんです。金額もそうですし，生徒や児童の様

子からすると，この金額はあまり現状に合って無い気がしましたので。細かくこ

れだけやっていただけるんでしたら，もうちょっとしっかり直せたらなと思いま

す。

茅根教育長 只今の質問は，良く確認して，後日報告させていただきます。

他にありませんか。無いようですので，採決に移ります。議案第３０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。

各委員 ＜異議なし＞

茅根教育長 異議なしと認め，議案第３０号につきましては，原案のとおり可決いた

します。

続きまして，議案第３１号 常陸大宮市義務教育施設適正配置審議会への諮門

についてを議題とします。事務局の説明をお願いします。

木村学校教育課長 【議案第３１号について提案・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します。

無いようですので，採決に移ります。議案第３１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。

各委員 ＜異議なし＞

茅根教育長 異議なしと認め，議案第３１号につきましては，原案のとおり可決いた

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します。

木村学校教育課長 [行事予定説明]
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茅根教育長 今までの点につきまして，何かありますか。

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

します。

木村学校教育課長 [契約案件について]

[茨城県市町村教育委員会連合会定期総会について]

茅根教育長 続きまして「日程５ 次回の定例会の日程について」お願いいたします。

木村学校教育課長 （６月定例会について日程調整）

茅根教育長 それでは，６月定例会については，６月２５日金曜日，午前１０時より

開催することでよろしいでしょうか。

以上をもちまして，常陸大宮市教育委員会５月定例会を閉会いたします。

（閉会：午前１０時５０分）


