
平成３１年４月定例教育委員会会議 

 

○ 開催日時  平成３１年 ４月２６日（金） 

        午後１時３０分 ～ 午後２時２５分 

 

○ 開催場所  鹿嶋市役所 ３階 会議室３０３ 

 

○ 出席委員  教育長            川村  等 
 

        教育長職務代理者       岡見 文彦 
 

        委員             原  キミ 
 
        委員             大槻 啓子 
 
        委員             大崎 千帆 
 

○ 欠席委員  委員             信樂  悊 
 
○ 事務局出席者  教育委員会事務局部長     佐藤由起子 
 
        教育委員会事務局次長     大須賀規幸 
 
        教育委員会事務局次長兼国体推進担当参事      宮崎 正明 
 
        総務就学課長         鈴木 欽章 
 
        幼児教育課長         堤  芳隆 
 
        教育指導担当参事兼教育指導課長     石津 光彦 
 
        教育センター所長       小室 富保 
 
        教育施設課長         新井  敏 
 
        社会教育課長         東峰由美子 
 
        国体推進室長         山口 和範 
 
        中央図書館長         飯塚 貴子 
 
        中央公民館長         増田由紀子 
 
        学校給食センター所長     野口 浩二 
 
        総務就学課副参事       久保美由紀 
 
        総務就学課主幹        石毛 千遥 

○ 議 事 



 １ 議 案 

  公 開 議案第３０号 鹿嶋市教育委員会事務局文書取扱規程の一部を改 

             正する訓令について              （総務就学課） 

  公 開 議案第３１号 かしま市民講師に関する規則の一部を改正する規 

             則について           （社会教育課） 

  公 開 議案第３２号 鹿嶋市立図書館管理運営規則の一部を改正する規 

             則について           （中央図書館） 

  公 開 議案第３３号 平成３１年度鹿嶋市特別支援教育推進会議委員の 

             人事について                    （教育指導課） 

  公 開 議案第３４号 平成３１年度鹿嶋市家庭教育力向上推進協議会委 

             員の委嘱または任命について   （社会教育課） 

  公 開 議会第３５号 平成３１年度鹿嶋市奨学生の決定について 

 （総務就学課) 

   

 ２ 報告議案 

  公 開 報告第 ６号 平成３１年度鹿嶋市教育支援委員会委員の人事に 

             ついて             （教育指導課) 

 

 ３ 協議・報告事項 

  公 開 平成３１年度鹿嶋市教育行政運営方針について  （総務就学課） 

 

 ４ その他 

 

○ 会議録 

 １ 開 会 

   教育長から開会が宣言された。 

 

 ２ 議事録署名人の氏名 

   原 キミ委員が指名された。 

  



３ 議 案 

 

議案第３０号  鹿嶋市教育委員会事務局文書取扱規程の一部を改正する訓令 

        について 

（総務就学課） 元号を改める政令（政令第１４３号）の施行に伴い様式の整 

        理をする。 

 

【主な質疑・意見等】 

 特になし。 

 

※議案第３０号については，原案どおり可決された。 

 

 

議案第３１号  かしま市民講師に関する規則の一部を改正する規則について 

（社会教育課） 元号を改める政令（政令第１４３号）の施行に伴い様式の整 

        理をする。 

 

【主な質疑・意見等】 

 特になし。 

 

※議案第３１号については，原案どおり可決された。 

 

 

議案第３２号  鹿嶋市立図書館管理運営規則の一部を改正する規則について 

（中央図書館） 元号を改める政令（政令第１４３号）の施行に伴い様式の整 

        理をする。 

 

【主な質疑・意見等】 

 特になし。 

 

※議案第３２号については，原案どおり可決された。 

 

 

議案第３３号  平成３１年度鹿嶋市特別支援教育推進会議委員の人事につい 

        て 

（教育指導課） 前委員の任期満了に伴い，新たに委員を任命する。 



【主な質疑・意見等】 

 特になし。 

 

※議案第３３号については，原案どおり可決された。 

 

議案第３４号  平成３１年度鹿嶋市家庭教育力向上推進協議会委員の委嘱ま 

        たは任命について 

（社会教育課） 前委員の任期満了に伴い，新たに委員を任命する。 

 

【主な質疑・意見等】 

（委  員）   家庭への訪問は，不登校やいじめ等の特別な問題を抱えて 

         いる方や，教育センターへ相談があった方たちに対して行 

         うのか，特に問題のない一般の家庭に対しても訪問を行う 

         のか。 

 

（社会教育課）  訪問について，今年度は現在の小学校１年生，全家庭に対 

         して行う。 

 

（委  員）   今年度は何名ぐらいを訪問するのか。  

 

（社会教育課）  昨年度，小学校に入学する前のお子さん約５７０名を対象 

         に訪問をした。そのまま持ち上がりになるため，人数は同 

         じく約５７０名の訪問になる。 

 

（委  員）   訪問をするにあたり，計画的に１年をとおして訪問するの 

         か。それとも期間を決めて訪問をするのか。 

 

（社会教育課）  ６月頃から計画的に始めて，１２月～１月頃に終了する予 

         定。 

 

（教育長）    学校の家庭訪問が終了した後に行うことにより，学校から 

         家庭の状況を予め伺えるため，訪問の効果が上がると考え 

         ている。 

 

（委  員）   昨年度の訪問について，特段対応が難しい，または家庭に 

         指導等の配慮が必要な事例があったか。 



（部長）     本年度３年目となり，１年目は学校から訪問してほしいと 

         依頼があった家庭を訪問した。訪問してみると福祉部門と 

         つながっていることがわかり，複数の部署が介入すると， 

         混乱を招く恐れがあるので，福祉部門に任せた経過がある。 

         昨年度，未就学児の小学校１年生になる前のお子さんを対 

         象に全家庭を回った。就学前の家庭を訪問して，保護者か 

         ら子どもの言葉の遅れや発達問題の悩みを伺った。 

         それらの悩みに関しては，福祉部門につないだ経過がある。 

         今年は，昨年度訪問した家庭と同じ家庭を訪問することに 

         なる。同じ家庭を回ることによって，未就学児の時と比べ 

         て，問題が解決されているか検証できると考えている。 

 

（委  員）   昨年度と全く同じ家庭を訪問するということだが，一般的 

         に考えたら，できるだけ多くの家庭を訪問した方がいいの 

         ではないかと思う。 

 

（部長）     前回未就学児を回ったときに，保護者の方とお話が出来な 

         かった家庭が約３５０件あったことや同一家庭を訪問する 

         ことによって，効果を検証したいと考えている。 

         昨年度，保護者と面会できなかった家庭については，学校 

         から通知をしてもらうことによって会える可能性があると 

         考えている。 

 

（教育長）    就学前に訪問した方が効果あるのか，あるいは小学校に入 

         学して，すぐ訪問した方がいいのか。その部分の検証もし 

         たいということで，同じ学年を訪問することとなった。来 

         年以降は就学前に戻すのか。今年の結果で小学校１年生が 

         効果的だということであれば小学校１年生を続けていく形 

         になると思う。 

 

※議案第３４号については，原案どおり可決された。 

 

議案第３５号   平成３１年度鹿嶋市奨学生の決定について 

（総務就学課）  平成３１年度の鹿嶋市高塚奨学金の奨学生を決定するもの 

 

【主な質疑・意見等】 



（委  員）   医療系の看護等に進む方がいるが，人手不足により鹿嶋に 

         帰ってきていただきたいという思いがある。そのような縛 

         りはあるか。 

 

（総務就学課）  特にそういう縛りはない。 

 

 

※議案第３５号については，原案どおり可決された。 

 

 

 

報告第 ６号  平成３１年度鹿嶋市教育支援委員会委員の人事について 

（教育指導課） 前委員の任期満了に伴い，新たに委員を任命するもの。 

 

【主な質疑・意見等】 

 特になし。 

 

※報告第６号については，原案どおり承認された。 

 

 

４ 協議・報告事項 

 

・平成３１年度鹿嶋市教育行政運営方針について 

（総務就学課） 平成３１年度鹿嶋市教育行政運営方針内の文言等の整理。 

 

【主な質疑・意見等】 

（委  員）  広報についてホームページに載せる等，一般に公開はしてい 

        るか。 

 

（総務就学課） ホームページに載せている。 

 

（委  員）  年度は４月に作成した場合は，平成３１年度となるか。 

 

（総務就学課） ４月１日現在で作成しているので平成３１年度版になる。 

 

５ その他 



（社会教育課） かしま子ども大学について   

 

【主な質疑・意見等】 

（委  員）  このような取り組みは県内の他の市町村でも行われているか。 

 

（社会教育課） 茨城県で，子ども大学を開催しており，市単独で行っている 

        のは鹿嶋市の他に，稲敷市，かすみがうら市，笠間市，阿見 

        町である。 

        ６月８日の第１回目については，市で一度開校式を行ってか 

        ら，茨城大学にて合同の開校式を行う。 

 

（委  員）  定員３０名だが申し込み多数の場合は，どのように決めるの 

        か。 

 

（社会教育課）  申し込み多数の場合は抽選を行う。 

 

 ・鹿嶋市教育委員会関係日程について 

 

６ 閉 会 

  教育長から閉会が宣言された。 

 

 

 


