
 

平成３１年第３回那珂市教育委員会定例会 会議録 

 

１ 日  時   平成３１年３月１５日（金）  開 会 午後３時３０分～ 

 

２ 場  所   瓜連支所２階 会議室４ 

 

３ 出席委員 

教     育     長    大 縄 久 雄 

教育長職務代理者    中 澤   明 

委       員    小笠原 聖 華 

 

４ 委員以外の出席者 

教育部長             髙 橋 秀 貴 

学校教育課長           小 橋 聡 子 

副参事兼学校教育課指導室長    沼 田 義 博 

学校教育課課長補佐（総括）    会 沢   実 

学校教育課課長補佐        寺 門 征 信 

学校教育課主査          増 子 之 江 

生涯学習課長           髙 安 正 紀 

生涯学習課課長補佐（総括）    萩野谷 智 通 

学校給食センター所長       荻 津 厚 緒 

生涯学習課国体推進室長      綿 引 勝 也 

 

５ 日程第１ 教育長の日程報告 

   （１）行事について 

 

６ 日程第２ 議案 

   議案第 ７号 那珂市立学校評議員の委嘱（２年間）について 

議案第 ８号 那珂市立学校評議員の委嘱（１年間）について 

議案第 ９号 那珂市立学校管理規則の一部改正について 

議案第１０号 那珂市児童生徒等の就学に関する規則の一部改正について 

議案第１１号 那珂市立学校体育施設目的外使用規則の一部を改正する規則等の

一部改正について 

議案第１２号 那珂市学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の任用に関する規則の

一部改正について 

議案第１３号 那珂市幼児の教育相談室設置要綱の廃止について 

議案第１４号 那珂市立学校給食センター薬剤師の委嘱について 

議案第１５号 那珂市社会教育指導員の任命について 

議案第１６号 いきいき茨城ゆめ国体那珂市実施本部設置要綱（案）について 



 

議案第１７号 平成３０年度末・３１年度始めの那珂市教職員人事異動の承認に

ついて 

  

７ 日程第３ 報告 

   報告第 ８号 後援承認について 

   報告第 ９号 指定学校変更許可について 

   報告第１０号 区域外就学許可等について 

閉会



 

（会議の大要） 

 

大縄教育長 本日、委員が５名のうち３名が出席、２名が欠席となっております。地方教育

行政の組織及び運営に関する法律第１４条第３項の規定により教育長及び在任

委員の過半数が出席しておりますので、今会議は成立することを宣言いたしま

す。 

それでは、ただいまより、平成３１年第３回教育委員会定例会を開催いたしま

す。 

なお、日程第２議案第１７号につきましては、本日予定されている案件がすべ

て終了してから審議したいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

それでは日程第１教育長の報告について、事務局より報告願います。 

 

増子主査  はい。教育長の日程報告について。 

      ※以下、教育長の日程報告について説明。 

 

大縄教育長 それではただいまの報告について質疑のある委員は挙手をお願いいたします。 

       

大縄教育長 意見がないようですので、日程第１教育長の報告については終結いたします。 

続きまして、日程第２議案、議案第７号、那珂市立学校評議員の委嘱（２年間） 

について、学校教育課長より説明願います。 

 

小橋課長  はい。議案第７号、那珂市立学校評議員の委嘱（２年間）について。 

※以下、議案内容について説明。 

 

大縄教育長 ただいまの議案７号につきまして質疑のある委員は挙手をお願いいたします。 

 

大縄教育長 よろしいですか。 

意見がないようですので、議案第７号につきまして原案のとおり採択すること

に異議はございませんか。 

 

全委員   ―――異議なし――― 

 

大縄教育長 異議なしと認め、本件につきましては原案のとおりといたします。 

      続きまして、議案第８号、那珂市立学校評議員の委嘱（１年間）について、学

校教育課長より説明願います。 

 

小橋課長  はい。議案第８号。那珂市立学校評議員の委嘱（１年間）について 

      ※以下、議案内容について説明。 

 

大縄教育長 ただいまの議案８号につきまして質疑のある委員は挙手をお願いいたします。 

 

小笠原委員 横堀小学校は任期の途中でおやめになった方がいるということですか。 

 



 

小橋課長  そうです。欠員補充ということで新たに委嘱をするものです。 

 

大縄教育長 その他いかがでしょうか。 

意見がないようですので、議案第８号につきまして原案のとおり採択すること

に異議はございませんか。 

 

全委員   ―――異議なし――― 

 

大縄教育長 異議なしと認め、本件につきましては原案のとおりといたします。 

      続きまして、議案第９号、那珂市立学校管理規則の一部改正について、学校教

育課長より説明願います。 

 

小橋課長  はい。議案第９号、那珂市立学校管理規則の一部改正について 

     ※以下、議案内容について説明。 

 

大縄教育長 ただいまの議案９号につきまして質疑のある委員は挙手をお願いいたます。 

 

小笠原委員 日本スポーツ振興センターへの怪我などの報告というのは、いま全学校がシス

テムを利用しているのか。提出になっているのでしょうか。 

 

小橋課長  はい。それで県と情報共有しております。 

 

大縄教育長 よろしいでしょうか。 

 

中澤委員  ９ページ、１０ページに書いてある、この表というのは、数字を入れればプリ

ントアウトできちゃうものですか。 

 

小橋委員  こちらは、さきほどのシステムとは違って、学校管理規則にある、校長が教育

長に報告する教科の編成書であったり実施状況であったり、各学校で作るもの

です。 

 

中澤委員  そこのところに外国語っていうものが入りますよっていうことですね。 

 

小橋課長  そうです。 

 

大縄教育長 その他いかがでしょうか。よろしいでしょうか。 

意見がないようですので、議案第９号につきまして原案のとおり採択すること

に異議はございませんか。 

 

全委員   ―――異議なし――― 

 

大縄教育長 異議なしと認め、本件につきましては原案のとおりといたします。 

     続きまして、議案第１０号、那珂市児童生徒等の就学に関する規則の一部改正



 

について、学校教育課長より説明願います。 

 

小橋課長  はい。議案第１０号、那珂市児童生徒等の就学に関する規則の一部改正につい

て。 

※以下、議案内容について説明。 

 

大縄教育長 議案第１０号につきまして質疑のある委員は挙手をお願いいたます。 

 

大縄教育長 よろしいですか。 

意見がないようですので、議案第１０号につきまして原案のとおり採択するこ

とに意義はございませんか。 

 

全委員   ―――異議なし――― 

 

大縄教育長 異議なしと認め、本件につきましては原案のとおりといたします。 

      続きまして、議案第１１号、那珂市立学校体育施設目的外規則の一部を改正す

る規則等の一部改正について、学校教育課長より説明願います。 

 

小橋課長  はい。議案第１１号、那珂市立学校体育施設目的外規則の一部を改正する規則

等の一部改正について。 

      ※以下、議案内容について説明。 

 

大縄教育長 議案第１１号につきまして質疑のある委員は挙手をお願いいたます。 

 

小笠原委員 戸多小学校の屋外運動場の広場は、管理は自治会がやってくださるのでしょう

か。 

 

小橋課長  その点につきましては、まだ協議中でして、本来は広場としての位置づけで、

地区でやっていただければいいんですけれども、他の運動団体が使いたいとい

う要望が出てますので、今後の協議になっていきます。 

 

大縄教育長 その他いかがでしょう。よろしいですか。 

意見がないようですので、議案第１１号につきまして原案のとおり採択するこ

とに異議はございませんか。 

 

全委員   ―――異議なし――― 

 

大縄教育長 異議なしと認め、本件につきましては原案のとおりといたします。 

     続きまして、議案第１２号、那珂市学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の任用

に関する規則の一部改正について、学校教育課長より説明願います。 

 

小橋課長  はい。議案第１２号、那珂市学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の任用に関す

る規則の一部改正について。 



 

※以下、議案内容について説明。 

 

大縄教育長 議案第１２号につきまして質疑のある委員は挙手をお願いいたます。 

 

大縄教育長 よろしいですか。 

意見がないようですので、議案第１２号につきまして原案のとおり採択するこ

とに異議はございませんか。 

 

全委員   ―――異議なし――― 

 

大縄教育長 異議なしと認め、本件につきましては原案のとおりといたします。 

      続きまして、議案第１３号、那珂市幼児の教育相談室設置要綱の廃止について、

学校教育課長より説明願います。 

 

小橋課長   はい。議案第１３号、那珂市幼児の教育相談室設置要綱の廃止について。 

※以下、議案内容について説明。 

 

大縄教育長 議案第１３号につきまして質疑のある委員は挙手をお願いいたます。 

 

大縄教育長 よろしいですか。 

意見がないようですので、議案第１３号につきまして原案のとおり採択するこ

とに異議はございませんか。 

 

全委員   ―――異議なし――― 

 

大縄教育長 異議なしと認め、本件につきましては原案のとおりといたします。 

      続きまして、議案第１４号、那珂市立学校給食センター薬剤師の委嘱について、

学校教育課長より説明願います。 

 

小橋課長  議案第１４号那珂市立学校給食センター薬剤師の委嘱について。 

※以下、議案内容について説明。 

 

大縄教育長 議案第１４号につきまして質疑のある委員は挙手をお願いいたます。 

 

大縄教育長 よろしいですか。 

意見がないようですので、議案第１４号につきまして原案のとおり採択するこ

とに異議はございませんか。 

 

全委員   ―――異議なし――― 

 

大縄教育長 異議なしと認め、本件につきましては原案のとおりといたします。 

      続きまして、議案第１５号、那珂市社会教育指導員の任命について、生涯学習

課長より説明願います。 



 

 

髙安課長  議案第１５号、那珂市社会教育指導員の任命について。 

※以下、議案内容について説明。 

 

大縄教育長 議案第１５号につきまして質疑のある委員は挙手をお願いいたます。 

 

大縄教育長 よろしいですか。 

意見がないようですので、議案第１５号につきまして原案のとおり採択するこ

とに異議はございませんか。 

 

全委員   ―――異議なし――― 

 

大縄教育長 異議なしと認め、本件につきましては原案のとおりといたします。 

      続きまして、議案第１６号、いきいき茨城ゆめ国体那珂市実施本部設置要綱（案）

について、生涯学習課長より説明願います。 

 

髙安課長  議案第１６号、いきいき茨城ゆめ国体那珂市実施本部設置要綱（案）について。 

      ※以下、議案内容について説明。 

 

大縄教育長 議案第１６号につきまして質疑のある委員は挙手をお願いいたます。 

 

小笠原委員 もう国体については、実際の業務が始まっているような理解があったんですけ

れども、本部というのは、実際の大会の何年前に設置しなければいけないとか、

それ以前は準備室でやるとか、そういう決まりがあるのでしょうか。 

 

髙安課長  決まりというわけではないですが、これまでに実行委員会という形で準備を行

ってまいりました。４月以降につきましては実施本部としまして、国体が実際

に動き出していく内容になりますので、関係各課の中で動いていただくための

ものを設置するような形でこの要綱を作らせていただきました。 

 

大縄教育長 その他いかがでしょう。よろしいですか。 

意見がないようですので、議案第１６号につきまして原案のとおり採択するこ

とに異議はございませんか。 

 

全委員   ―――異議なし――― 

 

大縄教育長 異議なしと認め、本件につきましては原案のとおりといたします。 

      次に進みます。議案第１７号ですけれども、議案第１７号につきましては、す

べての案件が終了してから審議いたしますので、日程第３報告に進みます。 

 

      ―――荻津所長、綿引室長、退席――― 

 

大縄教育長 報告第８号、後援承認について、担当より説明願います。 



 

 

寺門補佐  はい。報告第８号、後援承認について。 

※以下、報告内容について説明。 

 

大縄教育長 ただいまの報告につきまして質疑のある委員は挙手をお願いいたします。 

 

小笠原委員 ７番の混声合唱団のチャリティーコンサートは初めての申請なのでしょうか。 

 

寺門補佐  昨年度の申請はありませんでした。 

 

大縄教育長 それ以前はどうだったの。 

 

寺門補佐  それ以前につきましては、調べてはございません。 

 

大縄教育長 その他いかがでしょう。 

 

中澤委員  ５番の「キッズカレッジなか」はどんなことをやるんですか。 

 

寺門補佐  具体的にどのようなことをやるかということなんですが、プログラムの予定に

つきましては、年６回プラス最後に卒業式で計７回。第１回目が天気予報。講

師につきましては、NHK の気象予報士。第２回目が、地域における家族形態。

常磐大学教授。第３回が薬について、水戸済生会病院の先生。そういった方々

をお呼びして、１年間、６月から１２月にかけまして、月１回、土曜日に実施

をしていくということでございます。対象につきましては、市内に通う小学生

４、５、６年生を対象に３０名を募集をする予定ということでございます。 

 

大縄教育長 よろしいでしょうか。 

      意見がないようですので、報告第８号については終結いたします。 

      続いて報告第９号、報告第１０号ですが、個人に関する案件の為、非公開とす

ることを提案いたします。地方教育行政の組織及び運営に関する法律第１４条

第７項及び那珂市教育委員会会議規則第１５条の規定により公開しないことに

ご異議ございませんか。 

 

全委員   ―――異議なし――― 

 

大縄教育長 異議なしと認め、これより会議を非公開といたします。 

 

―――非公開――― 

 

大縄教育長 そのほかで事務局から。 

 

会沢総括  はい。お手元に配布しております例月の放射線量測定結果についてご説明申し

上げます。小中学校及び幼稚園並びに各社会教育施設の毎月の放射線量の測定



 

結果でございます。３月の結果につきまして、異常値は検出されておりません。

裏面の給食食材の２月分の放射性物質の測定結果でございます。こちらの方も

放射性物質等は検出されておりませんのでご報告させていただきます。以上で

ございます。 

 

大縄教育長 その他事務局のほうからありますか。 

それでは次に進みます。議案第１７号、平成３０年度末・３１年度始めの那珂

市教職員人事異動の承認について審議したいと思いますが、人事に関する案件

であることから、会議を非公開とすることを提案いたします。地方教育行政の

組織及び運営に関する法律第１３条第６項及び第７項並びに那珂市教育委員会

会議規則第１５条第１項の規定により公開しないことにご異議ございませんか。 

 

全委員   ―――異議なし――― 

 

大縄教育長 異議なしと認め、これより会議を非公開といたします。 

      なお、公正かつ円滑な人事審議をするため、会議を次の者で行いますので、そ

れ以外の出席者は退席願います。教育委員、教育部長、学校教育課長、生涯学

習課長、指導室長、総務再編グループ長、教育委員会担当者、それ以外の者は

退席をお願いいたします。 

 

―――非公開――― 

 

大縄教育長 以上で本日の議案等はすべて終了いたしました。 

以上をもちまして平成３１年第３回教育委員会定例会を終了いたします。 

 

 

 

 

～ 終了 午後４時３８分 

 

会議録調製年月日    平成３１年３月１５日 

 

 

       会議録調製者          学校教育課長       小 橋 聡 子 

 

       会議録署名人          那珂市教育委員会教育長   

 


