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常陸大宮市教育委員会４月定例会議事録

１ 会議の名称 常陸大宮市教育委員会４月定例会

２ 開 催 日 令和４年４月２５日（月）午前１０時００分から

午前１０時４７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 小野 司寿男

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 小泉 博美

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 青山 正樹

学校教育課主事補 内藤 大地

５ 報 告

報告第１１号 教育長報告について

報告第１２号 指定学校の変更許可について

６ 議 案

議案第２４号 専決処分の承認を求めることについて（常陸大宮市社会教育委員

の委嘱について）

議案第２５号 専決処分の承認を求めることについて（常陸大宮市文化センター

運営委員会委員の委嘱又は任命について）

議案第２６号 専決処分の承認を求めることについて（常陸大宮市文書館運営審

議会委員の解任及び任命について）

議案第２７号 専決処分の承認を求めることについて（常陸大宮市スポーツ推進

審議会委員の解嘱について）
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議案第２８号 専決処分の承認を求めることについて（常陸大宮市教育支援委員

会委員の解嘱及び委嘱について）

議案第２９号 学校評議員の委嘱について

議案第３０号 常陸大宮市文化財保護審議会への諮問について

７ その他

（１）各課及び教育委員の行事予定について

（２）令和４年度学校長等一覧表等の名簿について

（３）常陸大宮市奨学生選考審査会委員等の名簿について

（４）教育委員会所管事務契約案件報告について

（５）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

小野教育長 本日の会議に、１名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４月定例

会を開会いたします。

（午前１０時００分開会）

小野教育長 本日の議事録署名人の指名を行います。議事録署名人に橋本勇夫委員

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１１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。

３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における

学校の対応について報告致します。

学校行事について、大宮中学校を除いてその他の小中学校、４月６日始業式、

７日小学校の入学式、８日中学校の入学式、１１日幼稚園の入園式を執り行いま
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した。大宮中学校は、始業式１４日、入学式１５日に執り行いました。授業参観

は、一部の学校で中止になっております。

小学校の運動会並びに中学校の体育祭、来賓招待の自粛をお願いしております。

ふれあいの船事業（実行委員会で決定）、中学校海外研修事業（運営委員会で

決定）、については、それぞれ中止になっております。

以上、報告いたします。

小野教育長 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）

小野教育長 全員一致（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）

小野教育長 会議日程に戻ります。

報告第１２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。

小泉学校教育課長 【報告第１２号について説明】

小野教育長 説明が終わりました。質問があればお願いいたします。
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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。

小野教育長 続きまして、「日程３ 議案」に入ります。

議案第２４号 専決処分の承認を求めることについて（常陸大宮市社会教育委

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。

小室生涯学習課長 【議案第２４号について提案・説明】

小野教育長 説明が終わりました。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２４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＞

小野教育長 異議なしと認め、議案第２４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２５号 専決処分の承認を求めることについて(常陸大宮

市文化センター運営委員会委員の委嘱又は任命について）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２５号について提案・説明】

小野教育長 説明が終わりました。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２５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＞

小野教育長 異議なしと認め、議案第２５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２６号 専決処分の承認を求めることについて(常陸大宮
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市文書館運営審議会委員の解任及び任命について)を議題とします。事務局の説

明をお願いします。

圷文化スポーツ課長 【議案第２６号について提案・説明】

小野教育長 説明が終わりました。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２６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＞

小野教育長 異議なしと認め、議案第２６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２７号 専決処分の承認を求めることについて(常陸大宮

市スポーツ推進審議会委員の解嘱について）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２７号について提案・説明】

小野教育長 説明が終わりました。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＞

小野教育長 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(常陸大宮

市教育支援委員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。

小泉学校教育課長 【議案第２８号について提案・説明】

小野教育長 説明が終わりました。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
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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＞

小野教育長 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 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。

小泉学校教育課長 【議案第２９号について提案・説明】

小野教育長 説明が終わりました。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

おり可決することでよろしいでしょうか。

各委員 ＜異議なし＞

小野教育長 異議なしと認め、議案第２９号につきましては、原案のとおり可決とい

たします。

続きまして、議案第３０号 常陸大宮市文化財保護審議会への諮問についてを

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３０号について提案・説明】

小野教育長 説明が終わりました。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＞

小野教育長 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」に入ります。

（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。



7

小泉学校教育課長 外 [行事予定説明]

小泉学校教育課長 [教育委員の予定説明]

小野教育長 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）令和４年度学校長等一覧表等の名簿について、事務

局の説明をお願いします。

小泉学校教育課長 [資料２により説明]

小野教育長 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、（３）常陸大宮市奨学生選考審査会委員等の名簿について、

事務局の説明をお願いします。

小泉学校教育課長 [資料３により説明]

圷文化スポーツ課長 [資料３により説明]

小野教育長 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、（４）教育委員会所管事務契約案件報告について、事務局

の説明をお願いします。

小泉学校教育課長 [資料４により説明]

小野教育長 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、（５）その他について、事務局又は委員の皆さまから何か

ありましたらお願いします。

宮本委員 今年度、子供が中学校にあがりまして、その際、市長からのビデオメッ

セージを頂きました。例年ですと、どなたかが市長からのメッセージを代読

してましたが、今回、画面に市長がでて頂いて、保護者も見入っている感じ

がして、実際市長からお言葉を頂ける、市長を見ることが中々ない機会でし

たので、保護者も集中して聞いていました。小学校は、子供に聞いた所、凄

くゆっくりしゃべってくれて、分かりやすい言葉だったので良く分かったよ、

ということで、子供にもしっかり届いたんだなと思いました。もし機会があ

れば来年度からも続けていって頂きたいと思います。

もう１点、今回入学する際、資料をもの凄く書きました。その中で、給食
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費に関する資料だけ QR コードがありました。それは QR コードで対応できた

ので早く終わりました。保護者は入学の際、書くのが多いので、最近、市の

広報誌で申し込む際 QR コードで、というのが対応されてきているので、QR

コードで対応できたら、先生方の方も QR コードにしたことに対して、事務作

業が進むのであれば、進めて頂くことを検討して頂きたいと思います。

小泉学校教育課長 ご意見を頂きましたので、課内で調整しまして対応したいと思

います。

小野教育長 他にありませんか。無いようですので続きまして「日程５ 次回の定

例会の日程について」をお願いいたします。

小泉学校教育課長 （５月定例会について日程調整）

小野教育長 それでは、５月定例会については令和４年５月２５日水曜日、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４月定例会を閉会いたします。

（閉会：午前１０時４７分）


