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令和２年第５回定例教育委員会会議録（要旨） 

 

開会日  令和２年５月２１日   

場 所  市役所４０２～４０４会議室 

時 間  午後２時 開会 

 

（出席委員） 

豊田教育長、沼田委員、佐藤委員、鈴木委員、渡邊委員 

 

（欠席委員） 

  なし 

 

（委員以外の出席者） 

金澤教育部長、滝学校教育課長、早川生涯学習課長、手塚学校給食センター

所長、古茂田図書館長、園部教育総務課長、赤沼教育総務課主査、畠山教育総

務課主事補 

 

 

（次 第） 

・議 事  議案第１６号 専決処分の承認を求めることについて 

       専決第５号 北茨城市教育支援委員の委嘱について 

       専決第６号 北茨城市立図書館協議会委員の任命について 

       専決第７号 北茨城市スポーツ推進委員の委嘱について 

       専決第８号 令和２年度教育費６月補正予算要求について 

      議案第１７号 専決処分の承認を求めることについて 

       専決第９号 北茨城市公民館規則等の一部を改正する規則に

ついて 

       専決第１０号 北茨城市教育委員会会計年度任用職員の任用

に関する規程について 

       専決第１１号 令和２年度教育費６月補正予算（追加）要求

について 

                

・報告事項 （１）６月の教育委員行事日程について 

（２）その他 
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教育総務課長 

  定刻となりましたので令和２年第５回定例教育委員会を始めさせていただ

きます。初めに教育長からの挨拶に続きまして、教育長報告をお願いいたし

ます。 

 

（教育長からの挨拶、教育長報告） 

 

（議案第１６号 専決処分の承認を求めることについて 

  専決第５号 北茨城市教育支援委員の委嘱について） 

教育長 

それでは本日の議事に入ります。 

学校教育課長から説明をお願いします。 

 

学校教育課長 

  北茨城市教育支援委員の委嘱につきまして、委嘱期間は令和２年４月１日

から令和４年３月３１日までの２年間となります。 

今回委嘱する１９名のうち、新たに委員に委嘱する方は７名です。 

 

教育長 

  何か御意見等ございましたら、お願いします。 

 

渡邊委員 

  １９番の方はふれあい広場から今年度、家庭児童相談員に異動された方で

すね。 

 

教育長 

  昨年度まで適応指導教室に勤務していましたが、前任の家庭児童相談員の

任期が満了したことにより、後任として、今年度から子育て支援課に異動し、

家庭児童相談員として勤務しています。 

 

渡邊委員 

  委嘱と話が変わってしまいますが、教育委員会規則の中の教育支援委員会

についての文章で、名称が旧称の就学指導委員会となっている箇所がありま

した。確認していただき、整備する必要があるかと思います。次回の定例教
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育委員会の際でもいいので、御報告いただければと思います。 

 

教育長 

  教育総務課と学校教育課で確認していただき、変更があれば、次回の定例

教育委員会において、報告をお願いします。 

  その他、御意見等ございますか。 

御質問等ないようなので原案のとおり承認ということでよろしいですか。 

（「はい」の声多数） 

ありがとうございます。 

 

（専決第６号 北茨城市立図書館協議会委員の任命について） 

教育長 

  図書館長から説明をお願いします。 

 

図書館長 

  図書館協議会委員の任用につきまして、任用期間は令和２年４月１日から

令和４年３月３１日までの２年間となります。任用する１０名のうち、新た

に委員として任用する方は３名です。 

 

教育長 

  何か御意見等ございましたら、お願いします。 

御質問等ないようなので原案のとおり承認ということでよろしいですか。 

（「はい」の声多数） 

ありがとうございます。 

 

（専決第７号 北茨城市スポーツ推進委員の委嘱について） 

教育長 

  生涯学習課長から説明をお願いします。 

 

生涯学習課長 

  スポーツ推進委員は平成３１年４月１日から令和３年３月３１日の２年間

の任期で委嘱していますが、定数２３名のところを２１名で組織しており、

新たに１名の方を委嘱するものです。サッカーに精通している磯原町在住の

方で、委嘱期間は、令和２年５月１日から令和３年３月３１日となります。 
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教育長 

  何か御意見等ございましたら、お願いします。 

御質問等ないようなので原案のとおり承認ということでよろしいですか。 

（「はい」の声多数） 

ありがとうございます。 

 

（専決第８号 令和２年度教育費６月補正予算要求について） 

教育長 

  教育総務課長から説明をお願いします。 

 

教育総務課長 

 （別紙議案書に基づき説明） 

 

家庭学習機会確保給付金の概要とスケジュール、ＤＶＤプレイヤーの貸出し

等を行う、遠隔学習支援事業の概要について、御説明いたします。   

家庭学習機会確保給付金につきましては、事業費総額が６，２１６万６千円

です。給付対象者は、基準日を４月２７日として、住民基本台帳に記録されて

いる、平成１７年４月２日から平成２６年４月１日生まれの児童生徒です。現

在の対象者は、１，９４１世帯、２，９２０名となっております。対象者の内

訳は、市内小中学校に在籍する児童生徒が２，８４２名、特別支援学校が３８

名、県立学校が９名、私立学校が１８名、市外の小中学校が１３名です。 

給付額は一人につき２万円、申請方法は郵送申請のみとし、申請者は給付対

象者が属する世帯の世帯主としています。申請書の発送は５月２５日に郵便局

に持込み、発送する予定となっています。支給時期は６月から申請者の指定口

座に順次、振込を行います。申請期限は令和２年８月３１日当日消印有効とし

ています。 

市民の方々への周知につきましては、５月２０日発行のおしらせ北茨城と市

のホームページにて周知を行っております。また、市報の６月号への掲載も予

定しております。 

遠隔学習支援事業につきましては、事業費が１８９万１千円です。家庭にイ

ンターネットの環境が無く、ＤＶＤプレイヤーやＳＤカード使用のビデオカメ

ラ等の機器が無い児童生徒が、小学校２３名、中学校１１名の計３４名となっ

ており、５月１８日にＤＶＤプレイヤーを各学校に配付いたしました。ＤＶＤ

の配付につきましては、第１回は５月７日に５７０枚を小中学校に配付し、第
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２回は５月１８日に機器調査結果を基に、１７３枚を配付いたしました。５月

１５日までに配信された分までは、すでに配付しておりまして、今後も配信が

終了するまでの間は引き続き、ＤＶＤを配付していきたいと考えています。 

概要についての説明は以上となります。 

 

教育長 

  何か御意見等ございましたら、お願いします。 

 

渡邊委員 

  各家庭において、今回給付する補助金が目的に沿った使い方で活用される

ように、どのような周知を行う予定ですか。 

 

教育長 

  先日、茨城新聞の取材を受けた際に回答した内容について、教育総務課長

から説明をお願いします。 

 

教育総務課長 

  これから学校が再開され、学校の授業だけでは不足する部分が出てくると

思いますので、家庭学習が重要になってくるため、今回の給付金で参考書や

学習ドリルを購入していただいて、補助的学習を行っていただければと思い

ます。休校中で給食が無いことにより、家庭の食費がかさんでしまった家庭

に対する補助も含まれていますが、基本的には家庭で学習するために、参考

書等の購入をしていただきたいと思います。 

 

渡邊委員 

  各家庭へそのような説明は行う予定ですか。 

 

教育総務課長 

  家庭学習の補助を行うための給付金である旨を申請書に記載しております

が、参考書の購入といった具体的な部分までは記載していません。 

 

渡邊委員 

  申請書のほかにチラシのようなものを作成せず、給付金の使い方について

は、各家庭に任せるということになりますか。 

 

教育総務課長 
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  チラシ等については、作成していません。 

 

教育長 

  教育総務課長から説明のあった給付金の使い方について、周知を行ってい

きますが、最終的には各家庭に任せるかたちになるかと思います。 

  また、パソコンを持っているか、家にＷｉ－Ｆｉ設備があるかといった教

育機器のアンケート結果について、本日は資料を用意しておりませんので、

次回の定例教育委員会の際に教育委員の皆様にお知らせしたいと思います。 

 

沼田委員 

  北茨城市では、１０万円の給付金の支給は非常に素早く対応してくれてい

ると思います。今回の給付金についても、素早く対応できる体制を作ってい

ただければと思います。 

 

教育総務課長 

  １０万円の給付金につきましては、約１万９千世帯あるため、システムを

構築して、オンライン申請のシステムや複数台のパソコンを使用し、入力等

を行っています。教育委員会の給付金につきましては、他市町村でも同様に

１０万円の給付金事業を行っており、システム構築の外部委託を受託する業

者が対応することができないことから、新しくシステムを作ることができず、

システムの関係上、使用できるパソコンも１台ということになります。その

ため、処理に時間がかかってしまうのですが、できるだけ早急に対応できる

ようにしたいと思います。 

 

教育長 

  その他、何か御意見等ございましたら、お願いします。 

御質問等ないようなので原案のとおり承認ということでよろしいですか。 

（「はい」の声多数） 

ありがとうございます。 

 

（議案第１７号 専決処分の承認を求めることについて 

専決第９号 北茨城市公民館規則等の一部を改正する規則について） 

教育長 

  生涯学習課長および学校教育課長から説明をお願いします。 
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生涯学習課長・学校教育課長 

  北茨城市公民館規則等の一部改正につきましては、公民館長等が地方公務

員法に規定する会計年度任用職員としての任用となったことによる改正です。 

  この規則は令和２年４月１日から施行となります。 

 

教育長 

  何か御意見等ございましたら、お願いします。 

御質問等ないようなので原案のとおり承認ということでよろしいですか。 

（「はい」の声多数） 

ありがとうございます。 

 

（専決第１０号 北茨城市教育委員会会計年度任用職員の任用に関する規程に 

ついて） 

教育長 

  教育総務課長から説明をお願いします。 

 

教育総務課長 

  この規程は今年度より、これまでの嘱託職員と臨時職員から会計年度任用

職員に変わったことにより、北茨城市教育委員会嘱託員等の勤務条件等に関

する規程及び北茨城市教育委員会臨時職員の勤務条件等に関する規程を廃止

し、北茨城市教育委員会会計年度任用職員の任用に関する規程を新たに制定

するものです。この訓令は令和２年４月１日から施行いたします。 

北茨城市教育委員会会計年度任用職員の勤務条件等については、北茨城市会

計年度任用職員の任用に関する規程の例によるものとなります。 

説明は以上となります。 

 

教育長 

  何か御意見等ございましたら、お願いします。 

御質問等ないようなので原案のとおり承認ということでよろしいですか。 

（「はい」の声多数） 

ありがとうございます。 

 

（専決第１１号 令和２年度教育費６月補正予算（追加）要求について） 

教育長 
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  給食センター所長から説明をお願いします。 

 

給食センター所長 

（別紙議案書に基づき説明） 

 

歳入予算の学校臨時休業対策費補助金の増額は、新型コロナウイルス感染症

対策による政府の学校臨時休業要請を受けた、３月５日から春休みまでの臨時

休業期間中におきまして、食材の発注を取消すことができなかった分の食材に

かかる経費と事業者に対して支払う、すでに発注されていた食材等にかかる違

約金等の４分の３の金額を全国学校給食会連合会から補助を受けるものです。 

歳出予算の学校給食共同調理場費の増額は、給食会に先ほどの歳入予算の説

明で述べた、違約金等の補助金を支払うものとなります。 

説明は以上となります。 

 

教育長 

  何か御意見等ございましたら、お願いします。 

 

渡邊委員 

  ６月１日から学校が再開するにあたり、給食に関して、各学校に特別に指

導するようなことはありますか。 

 

教育長 

  学校によって対応は変わってきますが、三密を避けるために教室を分ける

などの対応は考えています。また、小学校低学年の給食の配膳については教

員が手助けをしながら行い、予防に努めていきたいと考えています。 

 

給食センター所長 

  ６月の第１週目の給食につきましては、なるべく手を触れないようにする

ために、その他の主菜等で栄養価を補ったうえで、副菜の品数を減らし、提

供するように考えています。 

 

教育長 

学校によっては、給食の配膳用にビニール手袋を準備することを考えている

という学校もあります。 

教育委員会においても、学校が再開しましたら、給食の配膳についても状況

を確認し、校長会等と協議を行いながら、対応していきたいと考えています。 
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その他、御意見等ございましたら、お願いします。 

 

渡邊委員 

  児童生徒が持参する水筒の取扱いや食後の歯磨きをする際の対応など、詳

細な部分については、教育委員会から留意事項等を示すようになりますか、

それとも各学校の判断で行うようになりますか。 

 

教育長 

  学校と市教委とで協議しながら、対応していきたいと考えています。 

  その他、御意見等ございましたら、お願いします。 

御質問等ないようなので原案のとおり承認ということでよろしいですか。 

（「はい」の声多数） 

ありがとうございます。 

 

（報告事項（１）６月の教育委員行事日程について） 

教育長 

  教育総務課長お願いします。 

 

教育総務課長 

６月の予定につきましては、第６回定例教育委員会を６月１８日の午後２時

から市役所４０２～４０４会議室において開催したいと考えていますが、委員

の皆様の御都合はいかがでしょうか。 

 

各教育委員 

  大丈夫です。 

 

教育総務課長 

  それでは６月１８日午後２時からの開催とさせていただきます。 

  資料№３は来月の主な行事日程となりますので、お目通しいただければと

思います。 

 

（報告事項（２）その他） 

教育長 

生涯学習課長から報告をお願いします。 
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生涯学習課長 

  生涯学習課が管理している各施設について、御報告いたします。 

各公民館、市民ふれあいセンター、生涯学習センターとれふる、期待場、歴

史民俗資料館につきましては、制限付きで、５月２５日または２６日より再開

する予定となっています。 

スポーツ施設につきましては、磯原地区公園テニスコートと雨情の里テニス

コートのみ、制限付きで、５月２６日から再開する予定となっています。その

他のスポーツ施設や学校施設開放につきましては、６月３０日まで休館延長の

予定となっています。しかし、国や県、近隣市町村の状況を見て、早期の再開

を視野に入れて、検討していきたいと考えています。 

なお、再開する施設につきましては、それぞれで感染対策に努めていきます。 

報告は以上となります。 

 

教育長 

  次に図書館長から報告をお願いします。 

 

図書館長 

  図書館サービスの再開について、御報告いたします。 

  再開日は５月１２日、開館日、開館時間ともに通常通りとなります。 

本の貸出しと返却や本の予約、利用登録については、再開いたしました。し

かし、再開にあたり、サービスの一部制限を設けました。閲覧席や学習室、会

議室等の利用については、引続きサービスを休止しています。カウンターで本

の紹介を行う、レファレンスサービスについても、距離が近くなり、対応時間

が長くなってしまうことから、サービスを休止しています。本の探索機は利用

できますが、その他のインターネット端末等の利用サービスは休止しています。

小中高校生の利用についても、休校期間に合わせて利用を制限しています。 

感染症予防対策につきましては、入館者数を５０人以内に制限し、利用時間

も３０分に制限しました。入館時に受付で、氏名と図書館の利用者番号、入館

時間と退館時間を記入していただくことで、利用時間についての意識付けをし

ていただくとともに、実際に感染症が発生してしまった際に資料として、利用

できるようにしています。入館時にマスク着用の呼びかけを行い、図書館でも

キッチンペーパーで作成した、簡易マスクを１２０個準備しています。併せて、

手指消毒アルコールとカウンター用つい立の設置、館内各所及び返却書籍の除

菌を行っています。 

開館から１週間の入館者状況につきましては、前年度の同じ時期と比較する
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と２０％程度、多くても４０％弱となっています。来館者からの意見としては、

利用時間が３０分であっても、本を借りることができるのは、ありがたいとの

意見が多くなっています。今後も感染症対策に努めたうえで、サービスを行っ

ていきたいと思います。 

報告は以上となります。 

 

教育長 

  何か御意見等ございましたら、お願いします。 

 

渡邊委員 

  市のホームページに各学校のホームページのリンクが掲載されているかと

思いますが、うまくリンクしていない学校が何校かありましたが、市教委で

は把握していますか。 

 

学校教育課長 

  明徳小学校と中郷中学校がうまくリンクしておらず、中妻小学校も古いペ

ージにリンクして、そのページから新しいページにリンクするような状態に

なってしまっているのは、確認しています。 

 

渡邊委員 

  早急に改善していただいた方が良いと思います。学校によっては、提出が

必要な課題等についても分かり易く掲載している学校もあり、素晴らしいと

思います。また、先日の教職員の辞令伝達式の際に、市長からいじめについ

ての話があったかと思いますが、いじめの基本方針がホームページで示され

ていない学校もあるようですので、確認していただければと思います。 

  市教委のホームページの更新についても、今回は対応が非常に早かったの

で、今後も決裁が下りたらば、すぐに更新を行うようにしていただきたいと

思います。また、ホームページの内容について、前回は感染症対策や感染防

止対策という表現を使用していましたが、今回は感染対策という表現を使用

していましたが、何か意図はありますか。 

 

学校教育課長 

  脱字かと思いますので、確認いたします。 

 

渡邊委員 

  話が戻りますが、最近は各学校でホームページに対する意識が変わってき
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て、内容が非常に充実してきているのを感じます。 

 

教育長 

  各学校で他の学校の良さを取入れて、内容の改善をしています。また、パ

ソコン関係の操作が詳しい教職員を他校から招いて、校長や教頭がホームペ

ージの更新を行えるように指導していただいている学校もあります。 

  その他、何か御意見等ございましたら、お願いします。 

 

渡邊委員 

  前回の定例教育委員会の際に話した、震災の時に各学校に配付されたマス

クはどうなりましたか。 

 

教育総務課長 

  一部の中学校で在庫がありませんでしたが、ほとんどの学校で保管されて

いました。各学校からマスクを回収させていただいて、約３００個のマスク

を市民病院にお渡ししてきました。 

 

渡邊委員 

  各学校には、今回のマスクのように倉庫で保管されていて、活用されてい

ないようなものも、色々あるかと思いますので、機会があれば確認していた

だければと思います。 

  総合教育会議の会議録を見ていて、関本小中学校の統合の成果についての

検証の話の中で、成果について検証を行ってほしいという意見に対する回答

が、検討しますというような回答でしたが、検証を行うことを検討するのか、

検証の内容や方法について検討するのかが、読取れなかったので、次回の定

例教育委員会の際に再度、御説明いただければと思います。 

 

教育長 

  協議を行い、次回の定例教育委員会の際に回答させていただきます。 

  先ほど話が出ました、教育支援委員に関する規則の文言と学校給食の再開

にあたって、配慮すべきことについても次回までに確認し、報告できればと

思います。 

 

（閉 会） 

教育長 
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  以上で令和２年度第５回定例教育委員会を閉会いたします。ありがとうご

ざいました。 

 

                     閉会 午後３時５０分 

 

令和  年  月  日 

  

議事録署名    


