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常陸大宮市教育委員会８月定例会議事録

１ 会議の名称 常陸大宮市教育委員会８月定例会

２ 開 催 日 令和３年８月２５日（水）午前１０時００分から

午前１０時４０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１９号 教育長報告について

報告第２０号 指定学校の変更許可について

報告第２１号 令和３年度就学援助申請に伴う児童生徒の認定結果について

６ 協 議

協議事項８（継続） 教育委員会の所管に属する教育機関等の見直しについて

協議事項９ 令和３年度常陸大宮市教育振興大会開催要項（案）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
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（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 本日の会議に，1人の傍聴希望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。

本日の出席委員は全員です。ただいまより，常陸大宮市教育委員会８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１９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。

新型コロナウイルス感染症対策についてお話いたします。

始めに，市内の児童生徒の夏休みの感染状況ですが，これまでに感染者が３名

と濃厚接触者４名を確認しているところです。この児童生徒全員については，夏

休みが終わるまでには自宅待機が解除される見込みです。

次に，緊急事態宣言を受けての学校の対応ですが，学校長会代表とも話し合い

を行いまして，本日午後１時３０分に臨時校長会を行いまして，改めて９月から

の対応を協議したいと考えております。

部活動については，県から通知がきまして９月１３日までは中止していただき

たいということです。ただ，９月下旬に那珂地区新人戦があり，これにどのよう

に対処するのか，対応が難しいところです。
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それから学校行事でありますが，修学旅行では，第二中学校が当初９月初めに

京都方面を予定しておりましたがこれを山梨方面に変更し，時期も９月から１１

月に先延ばしして実施する変更をしております。山方中学校も１１月に延期して

おりまして，大宮中と明峰中も１１月に予定しておりますが，コロナの感染状況

を見て判断することになります。

また，社会教育施設及び社会体育施設につきましては，既に予約が入っている

市外の利用者については自粛を求めますが，どうしても使いたいといった場合は，

感染対策を行っていただき利用していただいております。市内の方については，

感染対策を行った上で，新規の利用を含め許可しております。

なお，図書情報館は，貸出及び返却業務のみとしております。コロナ関係の報

告は以上です。

ただいまの件について，質問があればお願いします。

生天目委員 図書情報館の貸出は非常に喜んでいます。夏休みでどこも行けないので，

結構利用している方がいます。借りられるのはありがたいです。

茅根教育長 それはありがたいことですね。

他に無いようですので，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項の同項のただし書

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）
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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。

傍聴人の方は，退席いただきますようにお願いいたします。

（退席を確認）

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，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２０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２０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。

無いようですので，次に移ります。

報告第２１号 令和３年度就学援助申請に伴う児童生徒の認定結果について，

事務局の説明をお願いします。

木村学校教育課長 【報告第２１号について説明】

茅根教育長 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，報告は以上になります。

ここで傍聴人に入室していただきます。

（傍聴人が着席）

傍聴人の皆様，ご協力ありがとうございました。
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続きまして，「日程３ 協議」に移ります。

協議事項８（継続） 教育委員会の所管に属する教育機関等の見直しについて

を議題といたします。なお本件につきましては，先月の定例会からの継続協議と

なっております。

最初に事務局から説明をお願いします。

木村学校教育課長 【協議事項８について提案・説明】

茅根教育長 大宮幼稚園と歴史民俗資料館山方館の見直しということで，事務局から

２施設について説明がありました。一つは大宮幼稚園です。いかがいたしましょ

うか。

宮本委員 おがわ幼稚園が閉園になる前に４歳児を募集したということでしたが，

その場合に，例えば何人以上集まったら継続するとか，何人より集まらなかった

ら閉園するとかの人数制限はありましたか。

木村学校教育課長 おがわ幼稚園の場合は，緒川地域の出生状況からある程度の数が

見込まれましたので，何人という人数は決めない形で募集しております。

茅根教育長 生天目委員さん，いかがでしょうか。

生天目委員 何度か意見を言っているんですが，これほど少子化が進んでくると，や

むを得ないのかなというのが結論です。御前山幼稚園は隣に私立の保育園が，お

がわ幼稚園も地元に私立の保育園があって，入園者がいなくなって閉園となった。

大宮地域もたくさんの民間施設が出来てきて，公立の希望者が減ってきてしまっ

た。先程の出生率を見ても中々難しいかなと思います。本来は教育施設で残した

いところなんですが，中々難しいのかなというのが私の感想です。

茅根教育長 ありがとうございました。諸澤委員さん，いかがでしょうか。

諸澤委員 この流れを止めるのはちょっと中々，仕方がないのかなと思います。

茅根教育長 分かりました。橋本委員さん，いかがでしょうか。

橋本委員 私も前回と同じように，費用の問題が一番大きいのかなと思ってみてい
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ましたが，保育関係の無料化ということで，そこで保護者の負担も大分，保育所

関係でも負担が軽減されたということが減少に繋がっているという気がします。

ですから，この流れを止めることが中々出来ないのかなと思っております。

茅根教育長 ありがとうございました。宮本委員さん，いかがでしょうか。

宮本委員 子どもの数が減っているということ，私立の方で認定こども園が増えて

きたということを考えると，保育園として預けたいという方と幼稚園として教育を

目的としてのニーズもカバー出来るかなと思います。ただその時，今日おっしゃっ

た周知期間に，今からお知らせしてというところが気になりました。

茅根教育長 事務局が出した原案ですが，令和４年度は募集をかけて，令和６年３月

末をもって廃止するという方向でよろしいでしょうか。そのような形で進めていき

たいと思います。

茅根教育長 二つ目の歴史民俗資料館山方館については，いかがいたしましょうか。

生天目委員 公民館もスリム化しましたよね，市で統一して，２０年近くたって統一

したという状況ですけど，やはり５つの町村が一緒になっていますから，元々の

それぞれの町村であった施設を現在保存してきた訳ですよね。市として統一して

きたからもう１か所に集めてもいいのかなという気もしています。先程の利用者

の数も限定されてきていることで，存続そのものが難しいのかなと思います。

茅根教育長 ありがとうございました。諸澤委員さん，いかがでしょうか。

諸澤委員 民俗資料館といっても南の方と例えば御前山では，全然収集してあるも

のが違うと思うんですよ。だから一律に言えないんですけれど，良く精査をして

いただいて，美和地区ではこういう特徴がある，御前山地区ではこういう特徴が

ある，大宮ではこういう特徴があるということを良く精査して集めながら，古く

なってきた物は切り捨てていってもいいかなと思います。ただ，藁みたいな，簔

笠でしょうか，そういうの物とかは，新しく作り変えて取っておけるような技術

で保存ができればいいかなと思います。そうしないと，浮世絵見たって，これな
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んだってことになりますよね。だから昔の絵を見たときに，これはこうだったん

だ，田植えの時はこうだったんだと具体的に保存してあると，子供たちの教育的

にも非常にいいので，保存の方法も考えて，手に取れるような，ガラス越しでは

無く，リニューアルしながら保存していければいいかな思います。面白く展示で

きるような，そういった施設が一つでいいからあるといいなと思っています。

茅根教育長 橋本委員さん，いかがでしょうか。

橋本委員 理由のウの所の大宮館のみの運営でというのがあるんですけど，うちの

方でも校舎の跡地にあるのは，とりあえずは伊勢畑小の校舎の方に移動してあり

ます。中々活用というのは，今の話で難しいところもあるし，少し廃止しながら

ということになるのかなと思いまして，市としては活性化出来るようになればい

いですよね。

茅根教育長 近い将来，本市でも博物館の形が出来てくると思いますので，その辺も

これから出てくると思います。宮本委員さん，いかがでしょうか。

宮本委員 利用者の側から考えてもやはりいいかなと思うんですけど，中にあるも

のは，しっかりと意味のあるものだと思うので，倉庫として利用されているとは

思うんですけれども，それがいつか日の目を見られるような，そのような形で頂

ければと思います。

茅根教育長 そのように思っています。それでは，閉館でよろしいでしょうか。

他にありますか。無いようですので，次に移ります。

協議事項９ 令和３年度常陸大宮市教育振興大会開催要項（案）について，事

務局から説明をお願いします。

木村学校教育課長 【協議事項９について提案・説明】

茅根教育長 説明が終わりました。開催は来年２月ですので，コロナの状況によって

は昨年同様に伝達のみの可能性もあると思いますが，１１月に選考委員会を開き

ますのでよろしくお願いします。この件について質問があればお願いいたします。
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無いようですので，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］

茅根教育長 （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 ［令和３年度常陸大宮市奨学生及び特別奨学生の決定について］

［契約案件報告］

小室生涯学習課長 ［契約案件報告］他

茅根教育長 ただいまの案件について，質問があればお願いします。

無いようですので，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 （９月定例会について日程調整）

茅根教育長 それでは，９月定例会については，９月２７日月曜日，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８月定例会を閉会いたします。

（閉会：午前１０時４０分）


