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行方市公立幼稚園の今後の在り方について
行方市公立幼稚園検討委員会からの答申
現在、本市には麻生幼稚園、北浦幼稚園、玉造幼稚園の３つの公立幼稚園があります。全国的に少子化による出生数の

減少という傾向がありますが、本市の公立幼稚園の園児数も減少しており、10 年前と比較すると約半数になっています。
このような状況に対応していくため、行方市公立幼稚園検討委員会を設置し、昨年実施したアンケート調査結果を踏ま

え、今後の公立幼稚園の在り方、望ましい幼児教育の在り方について協議を重ね、この度、答申をいただきました。
○教育委員会からの諮問は次の内容です。

（１）行方市公立幼稚園の今後の望ましい在り方に関すること。

（２）行方市公立幼稚園の統廃合・組織改編を含む運営に関すること。
（３）その他必要な事項に関すること。

○行方市公立幼稚園検討委員会の協議は次の内容です。

・第１回検討委員会・・・アンケート調査結果をもとに、現状の実態から保護者の求めている内容について協議
・第２回検討委員会・・・市内公立幼稚園を視察し、立地条件や施設等の現状把握を踏まえての協議

・第３回検討委員会・・・幼児教育に求められているものを考えながら、行方市公立幼稚園の統廃合・組織改編を含む
運営等について協議

・第４回検討委員会・・・これまでの協議内容をまとめ、答申について協議
○行方市公立幼稚園検討委員会からの答申は次の内容です。
（１）行方市公立幼稚園３園を統廃合し、実態に即した園数にするよう検討いただきたい。
（２）行方市公立幼稚園を２年保育から３年保育にするよう検討いただきたい。
（３）行方市公立幼稚園を保育園機能を持った新たな形態にするよう検討いただきたい。
今後、この答申を尊重し、公立幼稚園における望ましい幼児教育の在り方について、整備検討委員会（仮称）で
検討していきます。

防衛省交付金事業により
水槽付消防ポンプ自動車を配備
行方市消防団玉造支団第１分団第２部（根古屋消防団）
に配備されていた水槽付消防ポンプ自動車は、車両の老朽
化等により消防団の車両を更新し、３月２日（土）に、麻
生庁舎で引渡式を行いました。
また、式典終了後には、地元の子どもたちと一緒にお披
露目会を行いました。
なお、整備にあたっては、防衛省の特定防衛施設周辺整
備調整交付金事業を活用しています。

行方地区防犯協会女性部員の退任に
伴う感謝状授与式が開催されました
２月 26 日（火）、行方警察署において、行方地区防犯
協会女性部員の退任に伴う感謝状授与式が開催され、本
市では、石間幸子さん（中根）に感謝状が贈られました。
この感謝状は、多年にわたり積極的に女性の目線に
立った防犯対策ならびに地域安全、薬物乱用防止有害環
境浄化等、地域の実情に即した幅広い活動に、積極的か
つ熱心に取り組んだことに対し表彰するものです。
市報なめがた

2019.5.1
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JA なめがたしおさい

棚谷 保男組合長

菅谷 千明さん。作品「孤舟」の前で

新入学児童の交通安全を願って

絵画を寄贈していただきました

ＪＡなめがたしおさいが交通安全帽子を寄贈

行方市文化協会事務局長

菅谷千明さんより

３月 26 日（火）、ＪＡなめがたしおさいの棚谷保男

３月 22 日（金）、菅谷千明さん（浜）から絵画を寄

組合長が正木邦夫教育長を訪ね、平成 31 年度に市内の

贈していただき、正木邦夫教育長から感謝状をお渡し

小学校に入学する児童に対して、交通安全帽子（黄色

しました。

い帽子）243 個を寄贈しました。

作品名は「孤舟」
。F100 号です。
「朽ちてなお、自ら

これは、交通安全の啓発や交通事故防止に役立てて
欲しいと、ＪＡ共済茨城県本部が昭和 52 年度の新入学
生に寄贈して以来、毎年実施しているものです。

の誇りを放っている美しさを見ていただきたい」と菅
谷さん。
絵画は、北浦公民館２階会議室前に展示しています。

寄贈された帽子は、各小学校を通じ、新小学１年生

ぜひご覧ください。

に配布しました。

新入学児童・生徒の防犯対策に

常陽銀行麻生支店

鈴木 隆朗支店長

常陽銀行から防犯ブザー

白田  貢課長

行方警察署および行方地区防犯協会から防犯用品

株式会社常陽銀行から、平成 31 年度の新入学児童全
員に、防犯ブザーが贈られました。

３月 28 日（木）、行方警察署および行方地区防犯協
会から、平成 31 年度の新入学児童・生徒全員に、防犯

３月 28 日（木）、麻生支店の鈴木隆朗支店長が正木
邦夫教育長を訪ね「児童一人一人の防犯の一助になれ
ば」と防犯ブザー 250 個を手渡しました。

用品をいただきました。
小学１年生には「イカのおすし」の防犯用語が書か
れた文具セットとトイレットペーパーを、中学１年生

平成 17 年から毎年寄贈していただき、本年で 15 回
目となります。

行方警察署生活安全課

には自転車盗難防止のためのワイヤーロックをいただ
きました。

※正木邦夫教育長は、平成 31 年３月 31 日をもって退任されました。
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第７回行方杯ハンドボールリーグ
１０月１３日（土）、１０月２０日（土）、１１月２４日（土）、
１２月１日（土）、１２月８日（土）、１２月２２日（土）、
３月１０日（日）麻生運動場体育館ほか
■男子の部
【優

勝】麻生フェニックス【準優勝】U －１５

【第３位】麻生高等学校・北浦中学校
■女子の部
【優

勝】麻生フェニックス【準優勝】麻生高等学校

【第３位】麻生中学校

玉造ロータリークラブ活動報告
玉造ロータリークラブは、青少年健全育成のお手伝い
として、行方市スポーツ少年団活動の支援をしています。
昨年度は、玉造ロータリークラブ杯（第 36 回少年野
球大会、第 28 回少年サッカー大会、第 35 回ミニバスケッ
トボール大会、第 36 回地区少年剣道錬成大会）の支援や、
優勝・準優勝カップの贈呈を行いました。

市長

横田 英一教育長

教育委員会教育長が任命されています
教育委員会教育長が、議会の同意を得て市長から任命

されています。

３月 31 日をもって退任されました正木邦夫教育委員

会教育長の後任には、横田英一教育委員会教育長が任命
されました。任期は、４月１日から２年間です。
○教育委員会教育長

よこた

えいいち

横田 英一

氏

行方市スポーツ大会出場補助金を
交付します
社会体育の振興や奨励を図るため、スポーツ大会に出
場する団体または個人に対して、市から補助金を交付し
ます。
①補助対象となるスポーツ大会
国、県、公益財団法人日本体育協会（属する専門部も
含む）または公益財団法人日本身体障害者スポーツ協
会が主催し、市等の予選会を経て市代表として出場す
る県大会以上の大会（学校体育団体が主催する大会また
は学校活動の一環として開催される大会等を除きます。）
②補助対象者
市内に住所を有する者および市内に勤務する者または
市内に所在する団体で、大会要項等に基づく大会の出
場登録選手、監督、コーチ等に該当する者
③補助対象経費
対象者の大会出場に係る交通費、宿泊費、参加費等
※申請の際は、事前に必ず、教育委員会生涯学習課スポー
ツ推進室までお問い合わせください。

フライングディスクで交流しました
行方市障害者スポーツ大会
障害のある方との交流を深めることを目的に、３月
２日（土）
、北浦運動場体育館において、茨城県障害
者フライングディスク協会の協力で、フライングディ
スク・アキュラシー競技を行いました。
市内事業所からは 133 人が参加、麻生高校、北浦
中生徒、市スポーツ推進員、なめがたふれあいスポー
ツクラブ等の協力をいただき、総勢約 180 人が８つ
のサイトに分かれ、競技を行いました。
参加者からは「とても楽しかった」「練習では入っ
たのに、本番では入らなかったからもっと練習します」
「また参加したい」との声がありました。
今年行われる「いきいき茨城ゆめ大会」に合わせ、
５月 26 日（日）に全国障害者スポーツ大会の県リハー
サル大会が開催され、行方市からは５人が出場します。
市報なめがた
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茨城国体応援募金箱にご協力を！
「いきいき茨城ゆめ国体・いきいき茨城ゆめ大会応援募
金箱」は、茨城県内の特別支援学校の生徒の皆さんが、
茨城国体を応援するために、茨城県産の木材を使用して
制作しました。募金箱は、麻生庁舎と北浦庁舎の窓口に
設置されています。
（募金期間：2019 年 10 月 14 日まで）
※「いきいき茨城ゆめ国体」
開催期間：2019 年９月 28 日（土）～ 10 月８日（火）
11 日間実施
※「いきいき茨城ゆめ大会」
開催期間：2019 年 10 月 12 日（土）～ 10 月 14 日（月）
３日間実施

射会結果
３月１７日（日）久保道場
【射込優勝】久保喜雄（麻生）
【準優勝】河須崎恒（麻生）
【第３位】柳町照夫（麻生）
【射詰優勝】久保喜雄（麻生）
【金的賞】中澤侯晴（玉造）鈴木

猛（麻生）

３月１７日（日）北浦運動場体育館
■混合ダブルス A
【優 勝】友竹・友竹 組（チョッパー）
【準優勝】中根・小野 組（ブリッジストーン）
【第３位】大木・柳瀬 組（一般）
【第３位】瀬尾・谷
組（白鳥会竹園）
■混合ダブルス B
【優 勝】齋藤・篠原 組（スピードスター）
【準優勝】鹿内・冨士木 組（マイアミ）
【第３位】友部・田代 組（ブリッジストーン）
【第３位】栗林・石崎 組（北浦クラブ）
■混合ダブルスＣ
【優 勝】増田・岡田 組（ＨＰＣ）
【準優勝】片野・松本 組（ＨＰＣ）
【第３位】西野・塙
組（ブリッジストーン）
【第３位】木鉛・冨士木 組（マイアミ）

公開競技「ゲートボール」

第 92 回行方市選手権ゲートボール大会
３月１９日（火）北浦運動場クロッケーコート
【優

勝】和楽会

行方市スポーツ少年団クリーン作戦
３月 24 日（日）
、行方市スポーツ少年団「ＦＣ麻生」
（サッカー）が麻生小学校周辺のゴミ拾い活動など、ク
リーン作戦を行いました。

デモンストレーションスポーツ「ビーチハンドボール」

2019 年８月 31 日（土）〜９月１日（日）

2019 年８月 25 日（日）

北浦運動場第１グラウンド

天王崎公園砂浜特設コート

開催まであと 152
日（2019
年４月１日現在）
開催まであと
122
日（2019
年５月１日）

市報なめがた

３月１７日（日）玉造浜野球場ほか
【優 勝】波崎ブルージャイアンツ
【準優勝】玉造ジャイアンツ【第３位】潮来イーグルス

行方市長杯バドミントン大会
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第 12 回行方市学童野球大会新人戦

令和元年５月号

開催まであと 116
146 日（2019
年４月１日現在）
開催まであと
日（2019
年５月１日）

