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常陸大宮市教育委員会９月定例会議事録

１ 会議の名称 常陸大宮市教育委員会９月定例会

２ 開 催 日 令和３年９月２７日（月）午前１０時００分から

午前１１時１５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２２号 教育長報告について

報告第２３号 令和３年第３回常陸大宮市議会定例会一般質問について

報告第２４号 指定学校の変更許可について

報告第２５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 議 案

議案第３８号 専決処分の承認を求めることについて（議会の議決を経るべき事

件の議案の意見について）

議案第３９号 専決処分の承認を求めることについて（議会の議決を経るべき事

件の議案の意見について（その２））

議案第４０号 押印の見直しに伴う教育委員会関係規則の整備に関する規則の制



2

定について

議案第４１号 押印の見直しに伴う教育委員会関係訓令の整備に関する訓令の制

定について

議案第４２号 常陸大宮市いじめ防止基本方針の改定について

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 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９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２２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。

初めに，小中学校の動向です。県の非常事態宣言の延長が２０日の解除を受け

て学校の学習体制が変わっております。本来であれば，教育委員会を開いた中で

決定するところですが，時間が無いことから市長の了解をもとに対応させていた
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だいておりますので報告させていただきます。

経過としましては，９月６日からリモート学習で対応をしておりましたが，９

月２０日の非常事態宣言の解除により，９月２０日から週１日から２日の分散登

校が認められました。それを受けまして本市では，９月２０日月曜日から９月２

６日日曜日までの対応としまして，①中学３年生は午前中登校，②中学１年生及

び２年生は３日間のうち１日を午前中登校，③小学校１年生から６年生までは３

日間のうち１日を午前中登校といたしました。なお，小学校は児童数により対応

が変わりますので登校の仕方は学校の判断といたしました。④幼稚園は休園とし

ました。⑤学童は１１時３０分からとしました。また，９月２７日月曜日から９

月３０日木曜日までは，①小中学校及び幼稚園は午前中登校・登園となります。

②給食の提供。③学童は午後１時３０分からとしております。なお，新型コロナ

感染症に不安がある児童生徒については，リモート学習とする他，園児の登園に

ついては保護者の判断としました。部活は中止としました。以上，報告させてい

ただきます。

２番目として，リモート学習を取り入れた学習ですが，９月１日から３日まで

の３日間でリモート学習の体制を整えました。最初は児童生徒や教師もどのよう

にすべきが良いのか不安もありましたが，教育委員会主催の研修に参加した ICT

担当教員を中心に研修を重ね，今では，学校の教室と家庭の間でインターネット

を繋いで学習を進めることが出来るようになりました。各学校を回りリモート学

習の様子を見てきた指導主事の報告によりますと，各学校においては，日頃指導

されることが多い若手教員が，中堅あるいはベテラン教師の指導役としてリモー

ト学習をサポートするなど，教員同士の人間関係構築に一役かっていることや日

を追うごとに教師と児童生徒のリモート学習のスキルが向上しまして，双方向型

の授業を行っている教室も見られたということでした。また，自宅で Wi-Fi 環境

が整わない児童生徒には，教育委員会でルーターを貸し出しして対応をしました。
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家庭の事情でインターネットを繋げることが出来ない児童生徒は，登校して教室

でリモート学習に参加しました。このリモート学習ですが，これまで学校に登校

することが難しかった不登校の児童生徒も参加することができまして，今後の不

登校児童生徒の対応について大きな効果があるということが分かりました。しか

しながら，低学年児童にとっては，始めは興味があったリモート学習も，慣れて

きますと，少しずつ飽きが出てきて集中できなくなったり，タブレットの操作が

難しく，家の人のサポートが必要であったりするなど課題も見られます。今後，

再び臨時休業になることを想定しまして，学校では再開後もリモート学習につい

て研修を進めていく必要性を感じております。それから，この後，補正予算の説

明があるかと思いますが，リモート学習を行うにあたりまして，更に設備を充実

させるために，カメラ及びマイクを全クラスに配置できるよう追加で計上いたし

ました。また，落とした時の故障があることからバックの購入を予定していると

ころです。

次に，大宮幼稚園の今後の方針についてですが，議会で説明した後，９月２２

日に大宮幼稚園の保護者に説明を行いました。幼稚園の教育をしっかりさせたい

ということや，集団的に馴染めない児童の受入れなどの理由により，残して欲し

いという意見がありましたが，一定の役割は終えているという市の判断により，

令和５年度をもって閉園する方針であることを理解していただきたいと説明をい

たしたところであります。

茅根教育長 ただいまの件について，質問があればお願いします。

宮本委員 学校へのタブレットが普及しまして，すごくスムーズに学校から連絡を

いただき大変ありがたかったんですけど，タブレットを破損した場合，約４万５

千円かかるということで，負担がかかるかなと思います。

木村学校教育課長 保険の対象になっておりますので，故意でなければ，保険の方で

直すことになります。
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宮本委員 学校からいただいた資料に目を通したんですけど，保険に関して特に書

かれて無かったものですから。分かりました。ありがとうございました。

諸澤委員 ワクチン接種について，保育所とか学校の先生は，医療従事者の次位に

大事だと思うんです。これは，職場接種みたいにしたんですか，それとも，個別

で市町村でやったんですか。

木村学校教育課長 職場接種ではないんですけど，各学校の方に希望の先生のリスト

をお願いしまして，空きがあった時に連絡をとり，ワクチン接種が出来るよう対

応いたしました。

諸澤委員 他から来ている先生方もここで受けられることですか。

木村学校教育課長 クーポンを持っている場合は，市外の方でも受けられるよう対応

しています。

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。

続きまして，報告第２３号 令和３年第３回常陸大宮市議会定例会一般質問に

ついて，私の方から報告いたします。

９月１５日と１６日の２日間において，一般質問が行われ，教育委員会関係で

は６名の議員から一般質問がございました。

【質問者，質問事項，質問の要旨，答弁者及び答弁内容の順に報告する。】

ただいまの件について，質問があればお願いします。

茅根教育長 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
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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。

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２４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２４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２５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２５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。
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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３８号 専決処分の承認を求めることについて（議会の議決を経るべき

事件の議案の意見について）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３８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３８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３８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３９号 専決処分の承認を求めることについて（議会の議

決を経るべき事件の議案の意見について（その２））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３９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３９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３９号につきましては，原案のとおり承認とい

たします。
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続きまして，議案第４０号 押印の見直しに伴う教育委員会関係規則の整備に

関する規則の制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４０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 押印を押す，押さないで，市民の事務手続きを軽減されると書いてある

んですが，押すのと押さないので事務の手続きがかなり軽減されるものですか。

木村学校教育課長 押印がされていないことで，再度押印のために来庁することもあ

ります。そういったのを軽減するということも改正理由となります。

茅根教育長 他にありますか。無いようですので，採決に移ります。議案第４０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４０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４１号 押印の見直しに伴う教育委員会関係訓令の整備に

関する訓令の制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４１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４１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４１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４２号 常陸大宮市いじめ防止基本方針の改定についてを
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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４２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 この前，報道であったのは虐待でしょうけれども，いじめもそうなんで

すけれども，こういう事実を発見して，そこから生きて手を打つという動き，こ

の中のどこがポイントなんだという，どうしても再調査というのは，初期対応が

遅れるから，全部が後手に回った調査だけになってしまうんです。どうしても慎

重的に現場では動くことになるので，犯罪だということの危機感みたいなところ

が難しいと思います。これを読んでみても，一体どういう動きをすればいいんだ

という，この中の，これは犯罪ですよということで，初期対応はここだよ，とい

うようなことを研修などでは訴えないとだめなのかなと思います。文章はどこで

も作ってるわけですよね。あれだけ虐待だと騒がれているのに遅れている。今ま

での例のほとんどがそうなんですが，常陸大宮市としてはここだよというのを，

支援センターとかいろんな所で検討し，具体的な事例があるといいかなと気がし

ました。

茅根教育長 他にありますか。無いようですので，採決に移ります。議案第４２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４２号につきましては，原案のとおり可決とい

たします。以上で議案が終了しました。

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 今までの点につきまして，何かありますか。
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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。

圷文化スポーツ課長 外 [契約案件について]

茅根教育長 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 学校教育課の特殊建築物定期調査は学校を意味していると思うんですが，

主にどんな点検をされるんですか。

木村学校教育課長 ひび割れなど，学校施設の現状を確認するものです。

茅根教育長 事務局で他にありますか。無いようですので私から教育委員の視察研修

についてお話させていただきます。

令和３年度の教育委員視察研修の件ですが，コロナ禍の中で他の教育委員会も

自粛されておりますので，この様な状況のため令和３年度については中止という

ことでよろしくお願いいたします。

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

木村学校教育課長 （１０月定例会について日程調整）

茅根教育長 それでは，１０月定例会については，１０月２５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９月定例会を閉会いたします。

（閉会：午前１１時１５分）


