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常陸大宮市教育委員会１１月定例会議事録

１ 会議の名称 常陸大宮市教育委員会１１月定例会

２ 開 催 日 令和３年１１月２６日（金）午後３時００分から

午後４時００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 橋本 勇夫

委 員 生天目 茂

委 員 宮本 亜希子

委 員 宮田 則子

（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２８号 教育長報告について

報告第２９号 指定学校の変更許可について

報告第３０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４７号 専決処分の承認を求めることについて（常陸大宮市立緒川小学校学

校評議員の委嘱について）

議案第４８号 令和３年度教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評

価に関する報告書（令和２年度事業分）について

７ 協 議

協議事項１２ 令和３年度常陸大宮市教育振興大会表彰基準（案）について

協議事項１３ 常陸大宮市山方カルチャープラザの廃止について
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８ 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

９ 次回の定例会日程について

１０ 閉 会

１１ 傍聴人の人数 １人

１２ 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１１月定

例会を開会いたします。

（午後３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。議事録署名人に宮本亜希子委

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。

本日の会議日程は，お配りした会議資料のとおりです。

はじめに，「日程２報告」を議題といたします。

報告第２８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。

はじめに，報道ニュースでご存知かと思いますが，２４日に愛知県の中学校で

中学３年生が同級生を刃物で殺傷し，その後死亡するという事件が発生しました。

まだ，事件の真相ははっきりしませんが，大変重大な事件であると感じておりま

す。本市でも，各学校において，先生方には児童生徒の友人関係などに十分配慮

していただいており，子どもたちは学校生活を楽しく過ごしているところですが，



3

子どもたちの感情は揺れ動きますので，今後とも生徒指導に配慮するよう校長会

などを通して，対応してまいります。

次に，那珂地区中学校新人大会が１０月２４日と３１日の２日間で行われまし

た。今回は，コロナ禍のなかで，上に繋がる中央地区や県大会が行われない中で

の大会となりました。結果については配布しておりますが，本市では，「野球の

種目」で，明峰中学校が準優勝，大宮中学校が第３位。「バスケットボールの種

目」で，大宮中学校が男女ともに準優勝。「サッカーの種目」で，山方中学校が

大子中学校との合同チームで準優勝，大宮中学校が第３位。「女子バレーボール

の種目」で，大宮中学校が優勝，明峰中学校が第３位。「剣道の種目」で，大宮

二中の男子が第３位。女子では，山方中と第二中の合同チームが優勝。最後に，

「女子ソフトテニスの種目」で，山方中学校が第３位と好成績を収めております。

県新人戦陸上競技種目につきましては，共通男子 1500ｍで山方中学校の生徒が

４分２９秒で第５位。共通女子８００ｍで同じく山方中学校の生徒が２分３２秒

で６位に入賞することができました。

また，茨城県中学校駅伝地区選考会中央地区大会が１０月１９日（火）に笠松

運動公園で行われました。結果は，お配りしたとおりで，本市では，男子の部で

大宮中学校が８位，明峰中学校が９位となり，県大会へ出場することができまし

た。１１月１０日（水）に開かれました県大会につきましては，県内各地区から

予選を勝ち抜きました５４校が出場し，大宮中学校が２０位，明峰中学校が２５

位という結果を収めることができました。

次に，今年度の総合教育会議ですが，教育大綱の見直しを行う関係で，常陸大

宮市総合計画を現在策定中であり，この計画と教育大綱を関連付けることとして

おります。ほぼ出来上がる頃になっておりますので，現在のところ，年末になっ

てしまいますが，次回の教育委員会の日に会議を開き，概要を説明いただき，翌

年１月の教育委員会で意見をいただくような日程で詰めております。また，第２
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回目の時に，昨年に引き続き，学力テストについても意見交換をすることで調整

しております。以上報告いたします。

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。

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）

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。
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報告第２９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２９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３０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３０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）

続きまして，「日程３ 議案」に入ります。

議案第４７号 専決処分の承認を求めることについて（常陸大宮市立緒川小学

校学校評議員の委嘱について）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４７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４７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４７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４８号 令和３年度教育に関する事務の管理及び執行の状

況の点検及び評価に関する報告書（令和２年度事業分）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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木村学校教育課長 【議案第４８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４８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４８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 協議」に入ります。

協議事項１２ 令和３年度常陸大宮市教育振興大会表彰基準（案）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 【協議事項１２について説明】

茅根教育長 説明が終わりましたので，ご意見・質問等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，協議事項１３ 常陸大宮市山方カルチャープラザの廃止について

を議題といたします。事務局の説明をお願いします。

小室生涯学習課長 【協議事項１３について説明】

茅根教育長 説明が終わりましたので，ご意見・質問等があればお願いします。

生天目委員 建築した当初は元々利用があった訳ですよね。それがこのような利用状

況になっているということですよね。

木村学校教育課長 今は各小中学校にＡＬＴの先生がいますが，当時は町でお願いし

て，そこに住んでいただいて，そこから学校に派遣したので，そのために造った

施設です。

生天目委員 だから学校に近いんですね。分かりました。

木村学校教育課長 現在は，ＡＬＴの先生に関しては，指導室で契約していますので，

当初の目的としては使用していません。
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茅根教育長 他に意見等はありませんか。

無いようですので，以上で協議が終了しました。

続きまして，「日程５ 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 外 [行事予定説明]

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。

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 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 給食センターの換気設備改修工事ですが，給食センターは新しいですよ

ね。改修工事を行うということですが，どうしてか説明していただけますか。

木村学校教育課長 学校給食センターに関しては，大きな換気扇が３箇所と小さい換

気扇が３箇所ありますが，北側の換気扇に，防音のため，外側にダクトを取り付

ける工事でございます。

生天目委員 ありがとうございました。

茅根教育長 他にありませんか。

無いようですので，続きまして「日程６ 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 （１２月定例会について日程調整）

茅根教育長 それでは，１２月定例会については，１２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１１月定例会を閉会いたします。

（閉会：午後４時００分）


