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常陸大宮市教育委員会６月定例会議事録

１ 会議の名称 常陸大宮市教育委員会６月定例会

２ 開 催 日 令和４年６月２７日（月）午前１０時００分から

午前１１時１１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

学校教育課主任 野上 幸恵

５ 報 告

報告第１５号 教育長報告について

報告第１６号 令和４年第２回常陸大宮市議会定例会一般質問について

報告第１７号 指定学校の変更許可について

６ 議 案

議案第３７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３８号 専決処分の承認を求めることについて（義務教育施設適正配置審

議会委員の解嘱及び委嘱について）

議案第３９号 専決処分の承認を求めることについて（常陸大宮市社会教育委員

の任命について）

議案第４０号 常陸大宮市放課後子供教室実施要綱の一部を改正する訓令につい
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て

７ その他

（１）各課及び教育委員の行事予定について

（２）教育委員会所管事務契約案件報告について

（３）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 なし

１１ 会議の大要

小野教育長 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６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。議事録署名人に宮田則子委員

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１５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。

昨日のミュージックフェスティバルは大変お世話になりました。部員の多いと

ころと少ないところ、それぞれの特色を出して、演奏していたと思います。また、

アトラクションの大成女子高校の吹奏楽部の演奏も非常に素晴らしかったと思い

ます。本当にやれて良かったなという。中学生の感想と言いますか、子供たち何

人かに聞いてみたんですけども、本当に良かったと。みんな感動した様子で、男

の子なんかも、大成女子校が女子校で残念だったということを言ってましたので、

とても良かったと。特に吹奏楽部はいわゆる他の運動部と違って、色んな練習試

合とか、活躍の場といいますか、やってきた結果を出す場がなかなか無くて、人

から拍手をされたり褒められたりする機会がなかなか無いので、ロゼホールとい
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う立派な舞台でできたということがとても良かったと思います。担当課は大変だ

ったと思うんですが、大変お世話になりました。ありがとうございました。

それでは、報告させていただきます。

はじめに、すでに連絡をしてございますけれども、本市に、園児及び児童生徒

を誘拐するという脅迫メールが２４日届きました。これを受けまして、教育委員

会では、別紙にあります通り、警察署に連絡するとともに、２７日と２８日防犯

協会の協力をいただきまして、児童生徒の安全確保の強化を図ったところでござ

います。昨日、警察署から連絡が入りまして、警察署の方でも警戒にあたるとい

う連絡をいただいています。また、学校及び保護者へメールで文書を発送し、更

なる安全確保を呼びかけました。さらに、脅迫メールでは、施設への水酸化ナト

リウムを混入するといった内容も含まれておりまして、これに対しましても、鍵

の施錠ですとか、不審物等がないか、注意するよう指示したところでございます。

次に、中学校の京都、奈良、大阪方面への修学旅行が、６月６日から１１日ま

での間、それぞれ２泊３日で実施され、４校とも無事終わりました。コロナ感染

者もなく、皆元気で戻ってきております。大宮中は昨年も行っていますけれども、

その他の３校は３年ぶりとなりました。今まで子どもたちの思い出作りとなる事

業ができなかっただけに、とても良かったと思います。

次に、那珂地区総合体育大会が 1４日から１７日まで行われました。全部の種

目は見られなかったんですが、私も観戦して参りました。

結果ですが、お配りしております結果表をご覧ください。男子は、野球は明峰

中が準優勝、大宮中が３位、バスケットボールは大宮中が準優勝、サッカーは山

方・大子の連合チームが準優勝、大宮中が４位、卓球は明峰が優勝、大宮中が３

位、剣道は山方中が優勝しております。女子では、バスケットボールで大宮二中

が４位、バレーボールは、優勝が大宮中、準優勝が明峰中、第５位に大宮二中、

卓球では大宮中が３位、剣道では優勝が山方中、４位に大宮中、ソフトテニスで
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は大宮中が優勝しております。その中で、黒く囲まれているところが、中央地区

大会に出場することになります。

次に、５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の陽性

者数についてございますけれども、合わせて１９人となっております。

コロナに関してはまだまだ予断を許さない状況ですので、今後も感染防止に努

め、学校生活が送れるよう努めて参りたいと思います。

関連して、文部科学省から、夏季におけるマスクの着用で通知がありました。

この中では、基本的にはマスク着用としておりますが、熱中症が命に関わる重大

な問題と認識した上で、体育の授業、運動部活動の活動中、及び登下校時には、

熱中症のリスクが高くなることから、マスクを外すよう指導が来ております。そ

の他には、距離の確保や近距離での会話の自粛、換気の徹底、競技団体が定める

ガイドライン等を踏まえた取り組みが指導されております。このことについては、

小・中学校にすでに通知をしているところです。

最後になりますが、急にここ数日、気温が急上昇しまして、それぞれのところ

で熱中症が非常に心配されるところでございまして、指導室を通して、具体的な

細かい対策、テントを設けるですとか、外であれば日陰、それから気温を低く下

げたエアコンをつけた部屋とか、人を横にできるテーブルとか椅子とか、いわゆ

る保冷剤というか冷やす為のもの、特に塩分ですとか、経口の、口から入れるス

ポーツドリンクとか、そういったものをすぐに対応できるように、必ず学校で準

備した上で教育活動が行われるようにということで随分前から指導しております。

具体的にそういったものを学校としては取り揃えているはずですので、教育委員

会としてはとにかく対応が問われることなので、これからしっかり指導するよう

にしたいと思います。

報告は以上でございます。

ただいまの件について、質問があればお願いします。
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宮本委員 熱中症対策すごくありがたいことなんですが、昨年度も確かすごく暑くて、

登校時にヘルメットでなくて帽子でも良いですよという案内が出ていた気がする

んですが、今年度はどうなのか知りたいです。

小泉学校教育課長 宮本委員の今のご質問ですけれども、今年度につきましても各学

校の方には黄色い帽子でも良いという通知を至急出したいと考えておりますので、

よろしくお願いします。

小野教育長 よろしいですか。

宮本委員 はい。

小野教育長 他にございますか。

無いようですので、次に移ります。

報告第１６号 令和４年第２回常陸大宮市議会定例会一般質問について、私の

方から報告させていただきます。

令和４年第２回常陸大宮市議会定例会の報告でございます。今回の定例会は５

月２６日に開会、６月１０日に閉会になりました。この間、お手元の資料１の予

算決算常任委員会での令和４年度補正予算の審議については、５月３０日と６月

１０日に行われております。次に２の一般質問ですが、６月１日と２日の２日間

に渡り７名の議員が行いました。そのうち教育委員会へは６名の議員から質問が

ありましたので、その内容を報告させていただきます。

【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。】

小野教育長 報告は以上でございます。

ただいまの件について、ご質問があればお願いします。

橋本教育長職務代理者 私は、部活動の件と地域協働本部の会議には、明峰中に参加

して来たんですが、まだまだ概要だけで、具体的な分科会とか開かないと、具体

的な行事とか、その辺は出てこないだろうなと思いながら参加して来ました。

小野教育長 そうですか。ありがとうございます。
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よろしいでしょうか。

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。この後の報告第１７号につきましては、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 全員一致ですので、報告第１７号につきましては、非公開といたします。

小野教育長 会議日程に戻ります。

報告第１７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１７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。

無いようですので、報告は以上になります。

小野教育長 続きまして、「日程３ 議案」に入ります。

議案第３７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。

小泉学校教育課長 【議案第３７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３７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３７号につきましては、原案のとおり承認とい
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たします。

続きまして、議案第３８号 専決処分の承認を求めることについて(義務教育

施設適正配置審議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３８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いたします。

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＞

小野教育長 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(常陸大宮

市社会教育委員の任命について)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３９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＞

小野教育長 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。

続きまして、議案第４０号 常陸大宮市放課後子供教室実施要綱の一部を改正

する訓令について を議題とします。事務局の説明をお願いします。

小室生涯学習課長 【議案第４０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４０号につきましては、原案のと
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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４０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。

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）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。

圷文化スポーツ課長 [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、（３）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 すみません。良いですか。

小野教育長 はい。どうぞ。

宮本委員 今回、誘拐のメールがきたということで、下校の確認なんかをするように

したんですが、学校の対応とかもすごくありがたいんですが、それをもうちょっ

と引いて考えたんですけれども、小学校と中学校の引き渡し訓練、１学期中に行

われるんですが、今本当に何があるか分からないので、入学して、学年が変わっ

て、もしかして次の日に大きい地震があったりとか、何か市内で事件があったと

きに、急遽お迎えでお願いしますってなったときの、そういった対応を文書でも

良いので、入学するときに文書を添えるですとか、あとは入学の説明会のときに
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文書が１枚あって、うちの学校はもしこういうことがあった場合にはこういう下

校の仕方をしますというのを先に頂いた方が、保護者としては、こういう対応を

するんだということで分かりやすいかなと思いました。

あともう１点なんですが、さらにそれに関連して、学校で毎年危険箇所区域の

確認がされていると思うんです。地区委員さんとか先生方を中心に。それを入学

式か、又は入学する前に、資料を保護者の方に渡していただければ、大体入学す

るときに、「ここの道を通るんだよ」っていうことで確認をするので、「ここがこ

ういうことで危険箇所に指定されているから、気を付けて通ろうね」っていう確

認ができるので、そういった対応をしていただけると、保護者としてありがたい

なと感じました。

小泉学校教育課長 ただいま、宮本委員の方から、まず引き渡し訓練関係で、文書に

ついては早めに、入学早々ですかね、それと同じようなことで、危険箇所の周知

についても、各学校に、できるだけ早くという形で、保護者の方にお渡しできる

よう対応したいと思います。

橋本教育長職務代理者 良いですか。

小野教育長 どうぞ。

橋本教育長職務代理者 各学校、小中学校とも、入学説明会ってやってるかと思うん

です。ですから、入学したときのバタバタしているときよりは、入学説明会辺り

のときに、引き渡し、何かあったときにはこんなふうにしますという、同じ資料

として、危険箇所については、あるものをそのままお渡しするだけでしょうから、

この辺りで、親の顔が見えるところで実施すると、例えば安心できるのかなと。

入学した時期って学校でも大変な時期で、なかなか文書だけではって気もするん

ですよ。ですからその辺りをポイントにしていくと。今年度はもう済んでしまい

ましたが、引き渡しも点検もやってますからね。ですから、来年度初めのことだ

と思うんですが。どうでしょうかね。
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宮田委員 市内の学校で引き渡しって今年実施していますか？

橋本教育長職務代理者 やっています。

宮田委員 やっていますよね。もう大体終わっている時期じゃないかな。

橋本教育長職務代理者 だから、もう今年度は。来年度ですね。

宮本委員 そうですね。来年度ですね。

橋本教育長職務代理者 今年度末から来年度初めにかけて。

宮本委員 来年度の入学者に対してやっていただけると。

橋本教育長職務代理者 そうですよね。新入生に対して。１、２月くらいまでに入学

説明会やってますから。

小野教育長 そうですね。危険箇所に関しても、一時、国とか県の指導で大きく全県

的に取り組んだんですけど、ちょっと下火になったというか、一度ばっと確認す

ると、後はそのまま継続するような状況なんですけど。でも、変わるんですよね。

危険箇所、本当に変わるので、そういったものを考えないといけない。

諸澤部長 危険箇所についてなんですけれども、危険箇所に関しては、今の入学当初

にお知らせするのが良いんですけど、市としての対応なんですけども、交通安全

プログラムがありますので、そちらの危険箇所の洗い出しは７月頃行っておりま

して、その後合同点検ということで、こちらにつきましては警察署、大宮土木事

務所、そして教育委員会と、建設部の関係所管課と一緒に合同で危険箇所の点検

をやっておりますので、そういったところも含めて、今後とも学校の危険箇所、

そして更に改善すべき箇所については、合同点検で引き続き見て、改善できる場

所について対応を図っていきたいと思いますので、ご承知いただければと思いま

す。

宮本委員 ありがとうございます。

小野教育長 他にありますか。

橋本教育長職務代理者 もう１点良いですか。
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小野教育長 はい。どうぞ。

橋本教育長職務代理者 先ほどの話の中で、中学校区ごとに協働参画のがあって、中

学生と小学生が地域に出向いたり、あと、ボランティアで学校の方に行ったりっ

て話があって、こないだ説明的なものもあったんですが、ここのところ２年ない

し３年、コロナの為にほとんどが行き来をしていない状況で、今年さっと説明が

あっても、学校側としても職員は変わっていますし、一体何があるんだ？ってい

うのが案外少なくないんです。

実はうちの地区でも地区のお祭りがあるので、学校の方に例年通りこういうの

を要望しようってことで要望したところ、もうすでにってことで断られたりって

いうようなことが。今までやっていたことが何で断られんだろうっていう、役員

の集まりもあったりしてるんです。ですから、早めに各地区とか学校との分科会

みたいなのを、全体会だけじゃなくて開いてもらって、今までの見直しみたいな

のができると、お互いに行き来がスムーズにできるのかなっていう気がします。

この間は全体会だけでしたので、まだまだそうすると、どんどん時間は動いてい

る訳ですので。おかげ様で、ちょっと私が間に入っていたものですから、連絡し

て協力してもらえるような形にはなったんですけれども。これからそういうのが

出てくるのかなって気がします。特に、思い切って謳っていますからね。ちょっ

と気を付けないとと思っているのですが。よろしくお願いします。

小室生涯学習課長 急にというのは難しいんですが、少しずつ対応したいと思います。

橋本教育長職務代理者 少しずつリストアップできるでしょうから。

小野教育長 橋本委員からのお話ですが、私、前に別のところで、学校の職員集めて

の会議の前に雑談しているのを聞いていたんですけれども、その中でそのことか

なって思うのが、ちょっと耳に挟んだものですから。あれ、ちょっとまずいよな

っていうことで。その後、校長には話をしたんですけど、確かにその傾向はある

かもしれません。
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橋本教育長職務代理者 そうなんですよね。どうしてもこう、１、２年のペースでい

ってますから。

小野教育長 それが無かったところに、管理職が変わったり、人が変わったりして、

当たり前としてやっていたのが、実は何も残ってないと、当たり前じゃなくて、

何をやるんですかって。私も経験があるんですけど、驚くことは時々あります。

橋本教育長職務代理者 協力と言いながら、学校としてはそれは負担になることも確

かなんです。負担になるんですけども、今度は後で返ってくるものがって考える

ものですから。

小野教育長 学校側の考えとしては、カリキュラムとかそういうのも年間に決めてあ

るので、今さらポンっていわれても、っていうのが、今さらポンって言っている

訳ではないんですよね。実はね。それは年間を決めるときに、こういうものがこ

の地区であるからっていうのを加えて検討しなければいけないものだと思うんで

すけれども、それがうまくいかなくなってきているっていうふうに思います。

橋本教育長職務代理者 そうですね。

小野教育長 分かりました。

他にいかがでしょうか。

小泉学校教育課長 資料の中で、「学校給食センター残渣調べ」というのが皆様の

方にお渡ししてあるかと思います。こちらにつきましては、宮本委員から以前ご

質問がありまして、月でどの位残渣というのがあるかということで、意見がござ

いましたので、今回、学校給食センター、山方と大宮、それぞれ取りまとめたも

のを資料として作っております。左側が小学校、右側が中学校という形になりま

す。こちらは５月の合計になります。５月ですが、学校関係ではコロナが何人か

いたんですけど、学級閉鎖等のものは出ておりません。ただ、何人かは休んでい

るという状況があるんですけれども。あくまで何キロという形で。この残った物

でございますが、給食センターの方では、基本、水分を取った中で、脱水した中
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で、燃えるゴミとして出しているという形になっております。教育委員の皆様に

は参考ということで、出させていただいておりますので、よろしくお願いいたし

ます。説明は以上でございます。

小野教育長 大分細かい資料を頂きましたが、何かございますか。

宮本委員 すみません。資料を出していただいてありがとうございました。出してい

ただけるということは、全てこのように記録が取ってあるかと思うんですが、や

っぱりぱっと見ても、これは残しているのが多いんだなっていう献立があったり

するんですが、これは栄養士さんの対応っていうのは何か取られているんでしょ

うか。そういった話ってお聞きしていますか。

小泉学校教育課長 個別に対応という形では聞いていないんですけども、やはり残渣

が多く出るっていうことであれば、子供達にとって苦手にしている食材という形

になると思うので、栄養価が同じで、代わりの物を出すとか、そういった対応は

なされているのかなというふうには考えております。以上でございます。

宮本委員 分かりました。ありがとうございます。

宮田委員 感想ですけど、５月の様子なのでね、まだコロナがあったときですから、

今学校給食って、実際には凄く色んな面で苦労していると思うんですよ。という

のは、以前は、給食の時間でさえも、食育ということに関して、色んな指導事項

があった訳ですけど、コロナが入って来てからは黙食というのを全面に出してま

すので、それでグループで給食をするのではなくて、一方方向で、対面しないと

いう学校がほとんどだと思うんです。だから現実は、もの凄い苦労をなさった中

でやっていると思うんですよね。そういうときの状況なので、たぶん残量なんか

にも影響しているんじゃないかなという気がします。ちょっと感想めいたことを

申しました。

小泉学校教育課長 今度、７月１１日月曜日に教育委員と前期の学校訪問があって、

それも含めて給食センターの方で試食ということも考えておりまして、もし可能
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であれば、職員の方の都合がつけば、そういった教育委員との交流ができるとい

いのかなと考えております。以上でございます。

あと、もう１点、７月の１４日木曜日、それから１５日金曜日になりますが、

市内の大宮・山方給食センターの方で、三美地区で、今現在、有機野菜の試験栽

培をしておりまして、その試験栽培で採れたじゃがいもについて、初日がそぼろ

煮、２日目が実たくさん汁というものを提供する予定でおります。こちらについ

ては学校の給食たよりの方で、保護者の皆様、それから児童生徒に周知を考えて

おりますので、そちらも報告させていただきます。よろしくお願いいたします。

小野教育長 それでは、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 （７月定例会について日程調整）

小野教育長 それでは、７月定例会については令和４年７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６月定例会を閉会いたします。

（閉会：午前１１時１１分）


