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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 令和４年３月２５日（金） 午前１０時００分から

午前１１時０５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）教育長職務代理者 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７号 教育行政の現状について

報告第８号 令和４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９号 指定学校の変更許可について

報告第１０号 市史編さん審議会委員の改選について

６ 議 案

議案第１７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

議案第１８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１９号 常陸大宮市文化財保護条例施行規則の一部を改正する規則につ

いて

議案第２０号 常陸大宮市山方カルチャープラザの設置及び管理に関する条例

施行規則を廃止する規則の制定について
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議案第２１号 常陸大宮市山方カルチャープラザ施設管理要項を廃止する訓令

の制定について

議案第２２号 常陸大宮市文化財保護審議会委員の委嘱について

議案第２３号 常陸大宮市スポーツ推進委員の委嘱について

７ その他

（１）各課及び教育委員の行事予定について

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 ０人

１１ 会議の大要

本教育長職務代理者 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３月定例会を開会いたします。

（午前１０時００分開会）

本教育長職務代理者 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７号 教育行政の現状について，事務局の説明をお願いします。

諸澤教育部長 お配りしました資料４をご覧ください。はじめに，３月２３日で議会

が閉会となりました。今回の議会で教育長人事が提案され，泉在住の小野司寿男

氏が議会の同意をうけまして，４月１日から教育長に就任いたしますのでご報告

いたします。就任式はすでにご案内がいっているとは思いますが，４月１日午前

１０時から市役所２階会議室でありますのでご出席のほどよろしくお願いします。
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次に，２月２５日以降の小中学校における新型コロナウイルス感染症関係の学

校の対応についてご報告いたします。県から１０歳以下の児童及び未就学児など

の感染者の減少が鈍いため，３月１４日から１８日までの期間，小学５年生まで

をリモート学習に対応するよう市町村に依頼がありました。本市におきましては

小学校で陽性者は数人しかおらず，落ち着いている状態であったことから，学校

での感染防止対策をを引き続き徹底した上で，通常どおりとしております。しか

しながら，３月１４日以降，感染者が多く出た村田小学校及び６年生に感染の疑

いがかかる大宮西小学校では対応を別にしております。

なお，２月２５日以降これまでの陽性者の発症についてですが，合わせて７７人

となっております。

次に，県立高校入試の結果ですが，別添でお配りしております報告書のとおり

です。ご覧いただきご確認ください。

次に，義務教育施設適正配置審議会の進捗について報告させていただきます。

昨年１月に第１回を開催し，今年の３月まで４回の審議会を開催してきました。

これまでの協議では，統合当時に実施した児童生徒や保護者のアンケートの意見

並びに現在の区長さんへのアンケート調査を行い，協議を進めております。答申

の方向性としましては，個別学校ごとの統合を明記するのではなく，地域にあっ

た学校のあり方を重視し，短期間という考え方ではなく，長期的な中で統合につ

いてとりまとめていく内容で調整しております。令和４年度は３回の会議を予定

し，１１月頃までには答申をすることとなる予定です。

次に，学校行事についてですが，中学校の宿泊学習，スキー教室は，当初１月

下旬から２月上旬にかけて予定していたものですが，変更しまして，明峰中学校

は３月６日から，第二中学校は３月１９日から，大宮中学校は３月２０日から、

それぞれ２泊３日で実施しました。また，山方中学校は，２学年を対象としまし

て，３月１８日日帰りで実施しております。参加した生徒は，すべて，何事もな
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く無事終えることができました。また，卒業式も変更して実施した２校のほかは，

予定どおり無事実施しております。なお，入学式が４月７日が小学校，８日に中

学校で行われますが，市長あいさつをビデオで流すこととして調整しております。

最後に，学級編成についてご報告いたします。最終の基準日は５月１日になり

ますが，現在のところ，大宮北小学校び大賀小学校でそれぞれ２学年と３学年が

複式学級となる見込みです。この学校には，学校教育活動指導員の加配などによ

り，よりきめ細やかな指導ができるよう予算を計上して対応することとしており

ます。以上報告いたします。

本教育長職務代理者 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。

報告第８号 令和４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

の説明をお願いします。

諸澤教育部長 【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。】

本教育長職務代理者 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 成人式に関してですが，１８歳に下げる事はどうかなと思います。市が

２０歳で進めるということなので，私の要望としては，２０歳でいって欲しい

なと，１８歳では無理だと思います。

宮田委員 関連しますが、１８歳で選挙権がでてきます。選挙は，投票日が設定

されてますが，部活動など色々と関係があるので，学校においては大変な時期

を過ごしているような気がしました。成人年齢は１８歳，意識の面で徹底して

指導して，式典そのものは，いろいろなものに波及しますので，２０歳は現状

からすると，と感じます。

宮本委員 成人式に関しては，市としてのお祝いは１８歳としては勉強に関して

も就学があって忙しいので，市としてのお祝いの形でいいのかなと思います。
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ひたまる読書活動推進事業に関して，今年度から市から頂く賞状にひたまる

がいるんです。この前頂いてきたのは，市の読書感想文の賞を頂いたら賞状が，

ひたまるが書いてありました。賞状は画一的で，型が決まっていると思うんで

すが，ひたまるが書いてあることによって，市から頂いた賞状だ，と言うこと

で可愛らしくて子供達にも保護者にも大変好評でした。

本教育長職務代理者 ありがとうございました。他にありますか。

宮田委員 ヤングケアラーについてですが，今非常にマスコミで取り上げられて，

新聞紙上でも何回も取り上げられたんです。福祉関係の方から，現在の学校

のヤングケアラーは，全国的に中学生で１７人に１人とあるので，現状は教

師はどうなのかな。学校へ行って聞いてみようかなと思っています。実際，

本市としては中学生対象に調査はどうですか。

諸澤教育部長 大宮中学校が具体的にやっておりますが，教育委員会を通しており

ませんので，実態については把握はしておりません。市長とも調整しまして，

今後小学生，中学生を対象に，実態の調査につきまして検討していきたいと

思っておりますので，令和４年度に入りましてから対応していきたいと考え

ております。

宮田委員 ありがとうございました。

宮本委員 具体的なアンケートを進めていただくと同時に，実際にそういう子が居

たときに相談しやすいような案内ですとか，担当の部署を作っていただき，

もしその様な事案があったときに直ぐに対応して貰えるよう，スムーズにい

くように一緒に考えて頂ければと思います。

諸澤教育部長 ヤングケアラーに関しましては，保健福祉部と調整しておりますの

で，今後保健福祉部等でもヤングケアラーが出たときには，お互いに連携を

とってやっていこうという話はしております。また，教育委員会としは，ヤ

ングケアラーの中で子供の教育，学習時間の確保が一番だと思いますので，
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それが取れることが出来るよう検討してまいりたいと思っています。

本教育長職務代理者 大宮中学校は，直接データを送った形なんですね。ですか

ら，こちらには来ないんです。今度市内でもやる時は，ヤングケアラーの定

義付けではないですけれど，お手伝いだとか，どこまでの範囲内なのかのア

ンケートが難しいところがありますが，ただ隠れている部分をうまく察知し

て引き上げていくような工夫をして進めようか，というのがでています。実

態をみながらになると思いますので，皆さんにも相談すると思いますので宜

しくお願いします。

他にありませんか。無いようですので，次に移ります

報告第９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９号について説明】

本教育長職務代理者 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１０号 市史編さん審議会委員の改選について，事務局の説明をお願い

します。

圷文化スポーツ課長 【報告第１０号について説明】

本教育長職務代理者 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。

続きまして，「日程３ 議案」に入ります。

議案第１７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１７号について提案・説明】

本教育長職務代理者 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１７号につきましては，原案のと
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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＞

本教育長職務代理者 異議なしと認め，議案第１７号につきましては，原案のとお

り承認といたします。

続きまして，議案第１８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１８号について提案・説明】

小室生涯学習課長 【議案第１８号について提案・説明】

本教育長職務代理者 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１８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＞

本教育長職務代理者 異議なしと認め，議案第１８号につきましては，原案のとお

り承認といたします。

続きまして，議案第１９号 常陸大宮市文化財保護条例施行規則の一部を改正

する規則についてを議題とします。

事務局の説明をお願いします。

圷文化スポーツ課長 【議案第１９号について提案・説明】

本教育長職務代理者 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１９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＞

本教育長職務代理者 異議なしと認め，議案第１９号につきましては，原案のとお

り可決といたします。
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続きまして，議案第２０号 常陸大宮市山方カルチャープラザの設置及び管理

に関する条例施行規則を廃止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。

小室生涯学習課長 【議案第２０号について提案・説明】

本教育長職務代理者 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２０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＞

本教育長職務代理者 異議なしと認め，議案第２０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２１号 常陸大宮市山方カルチャープラザ施設管理要項を

廃止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。

小室生涯学習課長 【議案第２１号について提案・説明】

本教育長職務代理者 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２１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＞

本教育長職務代理者 異議なしと認め，議案第２１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２２号 常陸大宮市文化財保護審議会委員の委嘱について

を議題とします。

事務局の説明をお願いします。

圷文化スポーツ課長 【議案第２２号について提案・説明】

本教育長職務代理者 説明が終わりましたので，質問があればお願いします。
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無いようですので，採決に移ります。議案第２２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＞

本教育長職務代理者 異議なしと認め，議案第２２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２３号 常陸大宮市スポーツ推進委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。

圷文化スポーツ課長 【議案第２３号について提案・説明】

本教育長職務代理者 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２３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＞

本教育長職務代理者 異議なしと認め，議案第２３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）各課及び教育委員の行事予定について，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]

本教育長職務代理者 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, 事務局又は教育委員の皆様から何か

ありましたらお願いします。

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」をお

願いいたします。

木村学校教育課長 （４月定例会について日程調整）
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本教育長職務代理者 それでは，４月定例会については令和４年４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３月定例会を閉会いたします。

（閉会：午前１１時０５分）


