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１ 教育委員会の活動状況について 

（１）教育委員会のしくみ 

○「教育委員会」は、「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」に基づき設置された教育長及

び５人の委員で構成する合議制の執行機関です。 

○「委 員」は、市長が議会の同意を得て任命します。委員の任期は４年で、再任されることも

できます。 

○「教育長」は、市長が議会の同意を得て任命します。任期は３年で、再任されることもできま

す。教育長は、教育委員会の会務を総理（教育委員会の会議を主宰する。教育委員会の権限に

属するすべての事務をつかさどる。事務局の事務を統括する。所属の職員を指揮監督する。）

し、教育委員会を代表します。 

 

 

◆ 教育委員会委員名簿                      （令 4. 4. 1現在） 

議席 職  名 氏  名 期数 初就任年月日 現 任 期 

- 教 育  長 
はまぐち たかはる 

濱 口 隆 晴 
１期 令 2.10. 1 

令 2.10. 1～令 4. 9.30 

(2020.10.1～2022.9.30) 

１ 
委    員 

(教育長職務代行者) 

いわい まさお 

岩 井 正 夫 
１期 平 30.10. 1 

平 30.10. 1～令 4. 9.30 

(2018.10.1～2022.9.30) 

２ 委    員 
ゆうき みつる 

結 城 美 鶴 
２期 平 28. 4. 1 

令 2. 4. 1～令 6. 3.31 

(2020.4.1～2024.3.31) 

３ 委    員 
あらい ともこ 

荒 井 友 子 
１期 令元.10. 1 

令元. 10. 1～令 5. 9.30 

(2019.10.1～2023.9.30) 

４ 委    員 
おくなか えいじ 

奥 中 栄 二 
１期 令 3. 4. 1 

令 3. 4. 1～令 7. 3.31 

(2021. 4.1～2025.3.31) 

５ 委    員 
おおはし まさこ 

大 橋 雅 子 
１期 令 3.10. 1 

令 3. 10. 1～令 7. 9.30 

(2021.10.1～2025.9.30) 
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（２）教育委員会会議の開催状況 

小山市教育委員会の会議は原則として公開で、毎月「定例会」を開催するほかに、必要に応じ

て「臨時会」を開催しています。 

教育委員会会議では、教育行政の重要施策、人事案件、規則等の制定などを審議しています。 

また、定例会終了後、教育施策の意思決定へ反映させるため、調査研究や意見交換を行う委員

会協議会・懇談会を開催しています。 

 

① 委員会会議（定例会・臨時会） 

    定例会を１２回、臨時会を２回開催しました。 

開催年月日 付 議 事 案 

３．４．２２ 

〔４月定例会〕 

 

 

 

 

 

 

（審議事項７件） 

・令和３年度小山市立学校教科用図書選定委員の選出について 

・学校運営協議会委員の任命について 

・小山市教育支援委員会委員・調査員の委嘱について 

・小山市いじめ問題対策委員会委員の委嘱について 

・小山市部活動指導員の配置について 

・小山市公民館運営審議会委員の委嘱について 

・小山市立車屋美術館運営委員会委員の委嘱について 

（報告事項１６件） 

・寄付受入れについて 

・令和３年度小山市奨学金貸与者決定について 

・死亡叙位の伝達について 

・令和３年度小山市立学校教科用図書採択日程について 

・豊田中学区新設小学校の名称について 

・令和３年度小山市校長会の組織について 

・令和３年度外国語指導助手（ＡＬＴ）の採用状況について 

・「新型コロナウイルス感染症対策時における修学旅行等のガイドライン

Ver.４」について 

・令和３年度の学校給食について 

・「令和３年度おやまっ子いじめスローガン（標語）づくり」について 

・文科省による委託事業「人権教育総合推進地域事業」について 

・令和３年度 大会結果速報について 

・市役所新庁舎移転に伴う各種システム停止の影響等による図書館の臨時休

館について 

・令和３年度 第１２期 「子ども司書養成セミナー」の開催について 

     ～本好き集まれ！「子ども司書」になろう～ 

・令和２年度の特別展・企画展開催結果及び入館者数について 

・令和２年度の企画展・公募展等の開催結果及び入館者数について 

３．５．２１ 

〔５月定例会〕 

 

 

 

 

 

 

（審議事項８件） 

・令和３年度小山市立学校教科用図書選定委員の委嘱について 

・学校運営協議会委員の任命について 

・小山市小中一貫校推進委員会委員の委嘱について 

・令和３年度小山市特別の支援を要する幼児教育相談員の委嘱について 

・小山市立学校給食共同調理場運営協議会委員の委嘱について 

・小山市いじめ問題対策連絡協議会委員の委嘱・任命について 

・第６７回小山市民文化祭運営委員の委嘱について 
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・小山市立体育館整備及び運営事業の事業契約の一部変更について 

（報告事項８件） 

・寄付受入れについて 

・令和３年度おやま市民大学の実施について 

・小山市いじめ等防止市民会議について 

～子どものいじめをなくすために、大人たちにできることは～ 

・令和３年、令和４年「小山市成人式」について 

・小山市立体育館開館記念式典までのスケジュールについて 

・小山スポーツマガジン「Free Style」第４号発行について 

・令和３年度 大会結果速報について 

・第７７回国民体育大会いちご一会とちぎ国体リハーサル大会の開催につい

て 

３．６．２４ 

〔６月定例会〕 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（審議事項２件） 

・小山市国史跡琵琶塚古墳、摩利支天塚古墳整備委員会委員の委嘱について 

・小山市立図書館協議会委員（補欠委員）の委嘱について 

（報告事項８件） 

・寄付受入れについて 

・叙位叙勲の伝達について 

・「新型コロナウイルス感染症検査の実施について〈内規〉」について 

・第４３回人権講演会について 

・令和３年度 大会結果速報について 

・東京オリンピック事前キャンプについて 

・栃木県立博物館地域移動博物館「とちぎの両生類」の開催について 

・第５２回企画展「生誕１００年 滝平二郎展～ものがたりを描いた画家」 

の開催について 

３．７．２０ 

〔７月定例会〕 

 

 

 

 

（審議事項３件） 

・令和４年度使用教科用図書の採択について 

・小山市社会教育委員の委嘱について 

・小山市文化財保存活用地域計画協議会委員（補欠委員）の委嘱について 

（報告事項８件） 

・寄付受入れについて 

・小中一貫校に係る推進委員会の会議結果について 

・新型コロナウイルス感染症ワクチン接種（教職員）について 

・小山市文化芸術振興審議会委員の委嘱について 

・栃木ゴールデンブレーブス 小山市民デーについて 

・令和３年度 大会結果速報について 

・東京２０２０パラリンピック聖火フェスティバルについて 

・「夏休み ソーラーパワーを親子で体験しよう！」の開催について 

３．８．２６ 

〔８月定例会〕 

 

 

 

 

 

 

（審議事項３件） 

・小山市生涯学習推進協議会委員の委嘱について 

・間々田のじゃがまいた伝承館整備検討懇話会設置要領の制定について 

・小山市立博物館協議会委員の委嘱について 

（報告事項５件） 

・寄付受入れについて 

・「２０２１ サイクルフェスタ～走ってみよう おやま・のぎ～」の開催

について 
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・小山スポーツマガジン「Free Style」第５号の発行について 

・令和３年度 大会結果速報について 

・東京オリンピック事前キャンプの実施について 

３．９．２２ 

〔９月定例会〕 

 

 

 

 

 

 

 

 

（報告事項１１件） 

・寄付受入れについて 

・オンライン学習の実施に向けた取り組みについて 

・令和３年・４年小山市成人式の式典（記念品贈呈者等）について 

・６０歳以上の方の「ｅスポーツ講座」 

・栃木サッカークラブサッカー教室（小学校）の実施について 

・栃木サッカークラブサッカー教室（中学校）の実施について 

・令和３年度 大会結果速報について 

・東京２０２０パラリンピックに出場した髙松選手について 

・第７５回企画展「歌人田波御白」の開催について 

・第７回「10×15の世界コンテスト展」作品募集および作品展開催について 

・スタディプログラム「見て！感じて！作ってみよう！」アーティスト作品

展示およびワークショップ開催について 

３.１０．２２ 

〔１０月定例会〕 

 

 

（審議事項１件） 

・議会の議決を経るべき議案の原案（小山市立学校給食共同調理場設置条例

の一部改正）について 

（報告事項９件） 

・寄付受入れについて 

・叙位の伝達について 

・小中一貫校に係る推進委員会の会議結果について 

・第１６回小山市青少年健全育成大会の開催について 

・小山市立生涯学習センターにおける直営制度の導入について 

・「とちキッズ CUP in おやま」の実施について 

・令和３年度栃木サッカークラブ小山市民デーの開催について 

・国体カウントダウンボードの設置について 

・令和３年度 「第６回中央図書館まつり ―仲間たちのあゆみ展― 」の

開催について 

３．１１．２６ 

〔１１月定例会〕 

（審議事項３件） 

・令和３年度教育委員会点検・評価について 

・間々田のじゃがまいた伝承館整備検討懇話会委員の委嘱について 

・車屋美術館館長の任用（再任）について 

（報告事項７件） 

・寄付受入れについて 

・叙位叙勲の伝達について 

・小中一貫校に係る推進委員会の会議結果について 

・隣接校希望選択制による指定校変更の申請結果について 

・令和３年小山市成人式実施報告について 

・令和３年度 大会結果速報について 

・日本郵便による「ホストタウン相手国・地域へお手紙を送ろう」感謝状贈

呈式について 

３．１２．２１ 

〔１２月定例会〕 

（審議事項１件） 

・小野塚イツ子記念青少年健全育成活動事業助成金交付要綱及び小野塚記念

青少年健全育成活動事業選定委員会設置要綱の一部改正について 
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（報告事項４件） 

・寄付受入れについて 

・叙勲の伝達について 

・第６８回教育文化保健体育功労者表彰式の挙行について 

・令和３年度 大会結果速報について 

４．１．２１ 

〔１月定例会〕 

 

 

（審議事項２件） 

・小山市教育文化保健体育功労者表彰に係る被表彰者の決定について 

・小山市文化財保護審議会委員の委嘱について 

（報告事項４件） 

・寄付受入れについて 

・小中一貫校に係る推進委員会の会議結果について 

・令和４年小山市成人式実施報告について 

・令和３年度 大会結果速報について 

４．２．１８ 

〔２月定例会〕 

 

 

 

 

（審議事項６件） 

・令和４年度小山市一般会計予算（教育委員会所管関係）について 

・小山市教育委員会事務決裁規程の一部改正について 

・小山市教育委員会事務局職員の服務の宣誓に関する規則の廃止について 

・小山市立学校管理規則の一部改正について 

・令和４年度博物館企画展の実施に伴う入館料の設定について 

・令和４年度企画展観覧料の設定について 

（報告事項４件） 

・寄付受入れについて 

・「とちぎ未来アスリートプロジェクト」ステージ２の結果について 

・令和３年度 大会結果速報について 

・令和４年度上半期の中央図書館休館日について 

４．３．２ 

[３月臨時会] 

（審議事項１件） 

・令和３年度小山市立学校教職員定期異動について（非公開案件） 

４．３．１１ 

〔３月定例会〕 

（審議事項６件） 

・小山市立学校通学区域に関する規則等の一部改正について 

・小山市社会教育指導員の任用について 

・小山市青少年育成指導員の委嘱について 

・電話相談員の委嘱について 

・小山市同和対策集会所運営委員の委嘱について 

・小山市スポーツ推進委員の委嘱について 

（報告事項９件） 

・寄付受入れについて 

・教育委員会事務局行政組織機構の改編について 

・令和４年度定例教育委員会日程表（案）について 

・令和３年度学校運営協議会の実績報告について 

・小山市教育支援委員会答申の報告について 

・第３次小山市生涯学習推進計画策定について 

・東京オリ･パラ小山市推進委員会の解散について 

・第７６回企画展「小山の遺跡 速報展」の開催について 

・第５３回企画展「アートリンクとちぎ２０２２ 栃木県立美術館収蔵品展  

野澤一郎が愛した美術」の開催について 
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４．３．３１ 

[３月臨時会] 

（審議事項５件） 

・市採用任期付教職員の任用について 

・行政組織機構改編等に伴う教育委員会規則の改正について 

・押印の見直しに伴う関係例規の整備について 

・小山市青少年相談員の任用について 

・小山市生涯学習推進本部設置要綱の一部改正について 

（報告事項１件） 

・令和４年度おやまふるさとみらい奨学金貸与者決定について 

 

② 委員会協議会等 

令和３年度、委員会協議会等は開催していません。 

 

③ 委員会懇談会（移動教育委員会） 

令和３年度は新型コロナウイルス感染状況により、開催していません。 

 

④ 総合教育会議 

定例会が２回開催されました。 

開催年月日 議 案 

３．１１.１５ （審議事項） 

・「教育の振興に関する施策の大綱」の改定について 

（協議事項） 

・小山市のＩＣＴ教育の現状について 

３．１２.１４ （審議事項） 

・「教育の振興に関する施策の大綱」の改定について 

（協議事項） 

・小山市立学校における令和３年度卒業式、及び令和４年度入学式について 

 

（３）教育委員会規則等の制定状況 

教育委員会会議において議決し、制定された教育委員会規則等は２４件（規則９件・要綱１２

件・規程３件）です。 

 

① 教育委員会規則（９件） 

件 名 議決年月日 施行年月日 

小山市教育委員会事務局及び教育機関の組織等に関する規則の一

部を改正する規則 
3.4.1 3.4.1 

小山市文化財保護条例施行規則 3.4.1 3.4.1 

小山市文化財展示施設条例施行規則 3.4.1 3.4.1 

小山市教育委員会事務局職員の服務の宣誓に関する規則を廃止す

る規則 
4.2.22 4.2.22 

小山市立学校管理規則の一部を改正する規則 4.2.22 4.4.1 

小山市立学校通学区域に関する規則等の一部を改正する規則 4.3.15 4.4.1 

小山市教育委員会事務局及び教育機関の組織等に関する規則の一

部を改正する規則 
4.3.31 4.4.1 

小山市教育委員会規則で定める申請書等の押印の特例に関する規則 4.3.31 4.4.1 

小山市教育職員の服務の宣誓に関する規則の一部を改正する規則 4.3.31 4.4.1 
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② 教育委員会要綱（１２件）           

件 名 議決年月日 施行年月日 

組織改編に伴う関係要綱の整備に関する教育委員会要綱 3.4.1 3.4.1 

小山市国史跡祇園城跡整備委員会設置要綱 3.4.1 3.4.1 

小山市国史跡祇園城跡整備庁内検討委員会設置要綱 3.4.1 3.4.1 

小山市国史跡琵琶塚古墳、摩利支天塚古墳整備委員会設置要綱 3.4.1 3.4.1 

小山市国史跡琵琶塚古墳、摩利支天塚古墳整備庁内検討委員会設置

要綱 
3.4.1 3.4.1 

小山市文化財保存活用地域計画委員会設置要綱 3.4.1 3.4.1 

小山市文化財保存活用地域計画協議会設置要綱 3.4.1 3.4.1 

小山市歴史のまちづくり推進懇話会設置要綱 3.4.1 3.4.1 

小山市埋蔵文化財の保護に係る事務取扱要綱 3.4.1 3.4.1 

小野塚イツ子記念青少年健全育成活動事業助成金交付要綱及び小

野塚記念青少年健全育成活動事業選定委員会設置要綱の一部を改

正する要綱 

3.12.22 3.12.22 

押印の見直しに伴う関係要綱の整備に関する教育委員会要綱 4.3.31 4.4.1 

小山市生涯学習推進本部設置要綱の一部を改正する要綱 4.3.31 4.3.31 

 

③ 教育委員会規程（３件）           

件 名 議決年月日 施行年月日 

小山市教育委員会事務決裁規程の一部を改正する規程 3.4.1 3.4.1 

小山市教育委員会事務決裁規程の一部を改正する規程 4.2.22 4.4.1 

小山市スポーツ推進委員被服貸与規程の一部を改正する規程 4.3.31 4.4.1 
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