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令和３年第１回定例教育委員会会議録（要旨） 

 

開会日  令和３年１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、佐藤委員、鈴木委員、渡邊委員、滝委員 

 

（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１号 専決処分の承認を求めることについて 

       専決第１号 令和２年度教育費１２月補正予算（追加）要求

について 

       専決第２号 令和２年度教育費２月補正予算要求について 

       専決第３号 北茨城市教育委員会会計年度任用職員の勤務時

間、休暇等に関する規則について 

      議案第２号 北茨城市体育施設の設置及び管理に関する条例の

一部を改正する条例 

      議案第３号 北茨城市スポーツ推進委員に関する規則の一部を

改正する規則について 

      議案第４号 校外における学校行事等実施基準の一部を改正す

る訓令について 

      議案第５号 北茨城市立学校給食センター設置及び管理に関す

る条例の一部を改正する条例 
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・報告事項  （１）北茨城市教育振興基本計画（案）のパブリックコメント

の実施について 

（２）市内の放射線状況について 

        （給食センター・生涯学習課） 

（３）２月の教育委員行事日程について 

（４）その他 

 

 

教育総務課長 

  定刻となりましたので、令和３年第１回定例教育委員会を始めさせていた

だきます。始めに事務局より御報告いたします。豊田教育長が令和２年１２

月２５日をもちまして任期満了となったことに伴い、令和２年第４回定例市

議会において議会の承認を受け、令和２年１２月２６日付けで豊田教育長が

市長から任命されましたので、御報告いたします。任期は令和５年１２月２

５日までの３年間となります。 

それでは教育長から御挨拶をいただきたいと思います。 

   

（教育長からの挨拶、教育長報告） 

 

教育長 

  ここまでで何か御意見等ございましたら、お願いします。 

 

渡邊委員 

通知文の内容について、新型コロナウイルス感染症対策に係る教職員の勤務

で、教職員が発熱した場合には出勤しないということでしたが、教職員の家族

についての内容は記載されていますか。 

 

教育長 

  教職員と同居する家族に発熱や風邪症状が見られる場合にも、出勤しない

ことを徹底させるとなっています。 

 

（議案第１号 専決処分の承認を求めることについて 

  専決第１号 令和２年度教育費１２月補正予算（追加）要求について） 

教育長 
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それでは本日の議事に入ります。 

事務局から説明をお願いします。 

 

生涯学習課長 

  （別紙議案書に基づき説明） 

 

教育長 

  新型コロナウイルス感染症の影響により、成人式を実施することができな

いため、２万円の給付金と記念品の送付をもって成人を祝うというものです。 

何か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。 

 

教育長 

  事務局から説明をお願いします。 

 

各課長 

  （別紙議案書に基づき説明） 

 

教育長 

  何か御意見等ございますか。 

 

渡邊委員 

  小学校費の一般管理用備品購入費の減額につきまして、計画していた感染

対策は十分に実施したうえでの減額ということでよろしいですね。 

 

教育総務課長 

  学校保健特別対策事業費補助金を活用し、各学校にある水道の７割の水栓

に自動水栓を設置しました。単価契約を行った結果、計画していた備品購入

費の単価よりも金額が下がりましたので、その差額分の減額となっています。 

 

渡邊委員 

  中学校は減額がないようですが、中学校も対策は十分に実施できていると

 

（専決第２号 令和２年度教育費２月補正予算要求について） 
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いうことでよろしいですか。 

 

教育総務課長 

  中学校も小学校と同様に、各学校にある水道の７割の水栓に自動水栓を設

置しました。 

 

教育長 

  その他何か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。 

 

教育長 

  事務局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） 

 

教育長 

  何か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。 

 

（議案第２号 北茨城市体育施設の設置及び管理に関する条例の一部を改正す

る条例） 

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 

  北茨城市体育協会が所属する茨城県体育協会が令和３年４月１日から茨城

県スポーツ協会に名称を変更することを受け、県と同時期に名称の変更を行

 

（専決第３号 北茨城市教育委員会会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に

関する規則について） 
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うものです。説明は以上です。 

 

教育長 

  何か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。 

 

（議案第３号 北茨城市スポーツ推進委員に関する規則の一部を改正する規則

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 

  先ほどの条例改正についての説明と同様に、北茨城市体育協会の名称を北

茨城市スポーツ協会に変更することに伴い、規則の改正を行うものです。説

明は以上です。 

 

教育長 

  何か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。 

 

（議案第４号 校外における学校行事等実施基準の一部を改正する訓令につい

て） 

教育長 

  学校教育課長から説明をお願いします。 

 

学校教育課長 

  公益財団法人日本体育協会が日本スポーツ協会と名称を変更したことに伴

い、訓令の改正を行うものです。説明は以上となります。 

 

教育長 
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  何か御意見等ございますか。 

 

渡邊委員 

  新旧対照表の下線が体育とスポーツの部分になっているので、日本体育協

会と日本スポーツ協会に下線を引くようにしたほうがいいと思います。 

 

学校教育課長 

  訂正させていただきます。 

 

教育長 

  その他何か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。 

 

（議案第５号 北茨城市立学校給食センター設置及び管理に関する条例の一部

を改正する条例） 

教育長 

  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 

  新しい給食センターの建設に伴い、給食センターの位置を現在の磯原町磯

原９６６番地の８から磯原町磯原１６１２番地１に改めるものです。説明は

以上です。 

 

教育長 

何か御意見等ございますか。 

 

佐藤委員 

  正式名称はどのようになりますか。また、給食センターと防災センターは

別々のものと考えていいのでしょうか。 

 

教育部長 

  ２月の定例議会において提案される予定ですが、建物は１つですが、設置

管理条例は２つに分かれるようになります。その中で１つが仮称になります
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が、複合防災センター、もう１つが北茨城市給食センターというように、同

じ番地でそれぞれ設置するようになります。 

 

教育長 

  その他何か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。 

 

（報告事項（１）北茨城市教育振興基本計画（案）のパブリックコメントの実

施について） 

教育長 

  事務局から報告をお願いします。 

 

教育総務課長 

  北茨城市教育振興基本計画案のパブリックコメントの実施について、御報

告いたします。教育振興基本計画は教育基本法に基づき、総合的かつ計画的

に教育施策を推進するための基本的な計画です。本市では、平成２３年３月

に計画を策定し、様々な施策を展開してきましたが、教育を取り巻く環境は

この１０年で大きく変化しており、教育を巡る社会環境の変化を鑑みつつ、

本市における今後の教育のあり方を示す計画として策定するものです。計画

期間は令和３年度から令和１２年度までの１０年計画としています。 

  計画の策定に先立ち、北茨城市総合教育会議におきまして、北茨城市教育

大綱が決定しました。教育大綱は本市の教育、学術、文化振興に関する総合

的な施策についての目標や根本となる方針を定めたものです。教育大綱にお

いては、「郷土への愛着と誇りをもち、未来を切り拓く人づくり」を基本理念

として、３つの基本方針を定めています。教育大綱を踏まえて、本計画の基

本理念を定めますが、教育大綱との整合を図るため、教育大綱の基本方針を

教育・生涯学習スポーツ推進に関する基本理念と設定しています。 

  北茨城市教育振興基本計画策定委員会の委員につきましては、委員が１１

名であり、内訳は、学識経験者３名、ＰＴＡ代表１名、学校関係者２名、社

会教育団体及び体育団体関係者２名、市職員３名となります。 

  進捗状況につきまして、昨年の１月下旬から２月下旬にかけて、小学５年

生と中学２年生の児童生徒及びその保護者に対して、アンケート調査を実施

しました。内容につきましては、児童生徒に対しては、学校生活及び家庭や
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生活、地域とのつながりや北茨城市について、保護者に対しては、学校教育

及び家庭教育、地域とのつながり、文化芸術やスポーツについて調査を行い

ました。結果につきましては、別紙をご覧いただければと思います。７月  

１７日には、北茨城市の教育の現状と課題についてワーキング会議、８月４

日には、各課における施策の状況と指標の整理について担当各課ヒアリング

を実施しています。１０月２日には、北茨城市の教育を巡る現状について、

第１回教育振興基本計画策定委員会を実施し、１１月２４日には、課題と基

本方針及び施策内容の教育振興基本計画骨子案についてのワーキング会議を

実施しています。１２月２３日には、基本理念と基本目標及び施策について、

第２回教育振興基本計画策定委員会を実施し、１２月１５日からは各課にお

ける施策の指標についての担当各課ヒアリングを実施しています。 

  これまでの策定委員会での意見を反映した北茨城市教育振興基本計画の素

案を現在作成しており、この素案を令和３年１月２９日に開催する予定の第

３回北茨城市教育振興基本計画策定委員会に諮り、基本計画案を作成します。

その後、計画をより良いものとするため、市民の皆様に対してパブリックコ

メントを実施します。パブリックコメント終了後、３月の定例教育委員会の

承認を得て、計画を確定する予定です。パブリックコメントの募集期間は令

和３年２月１５日から令和３年３月１日までとし、資料の閲覧場所は市ホー

ムページ、教育総務課、図書館、生涯学習センター、各市民サービスセンタ

ーとしています。意見を提出できる方は、市内に住所を有する方、市内に事

務所または事業所を有する方、勤務する方、市内の学校に在学している方と

し、意見の提出方法は、意見書に氏名と住所、意見を記入し、郵送及びＦＡ

Ｘ、メールまたは教育総務課への持参としています。 

  第３回策定委員会を実施できておらず、素案が確定していないため、本日

計画案をお配りすることができておりませんので、御了承ください。 

 

教育長 

  １月２９日に第３回策定委員会を実施して、素案が確定したら教育委員の

皆様に送付するようなかたちでよろしいですか。 

 

教育総務課長 

  １月２９日に第３回策定委員会を実施して、その後に修正等を行うのに、

数日が必要になります。その後、教育委員の皆様にお示しするようにさせて

いただきます。 

 

渡邊委員 
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  今回のアンケート調査の結果は、教育長や課長から校長会等で話をする際

に活用するようになりますか。直接でなくとも、アンケート結果を踏まえて

話をすることは有効であると思います。 

 

教育長 

  教育振興基本計画については、各学校に対して、詳細な説明を行っていく

ようになります。アンケート結果についても、できるだけ活用していくよう

にしたいと思っています。 

 

（報告事項（２）市内の放射線状況について） 

教育長 

  給食センター所長と生涯学習課長から報告をお願いします。 

 

給食センター所長 

  給食全量にかかる放射能測定結果につきましては、検出されておりません。 

 

生涯学習課長 

  市内屋外体育施設における放射線量につきまして、市民サッカー・ラグビ

ー場他８施設において測定を行った結果、前回と比較して大きな変化はあり

ませんでした。 

 

（報告事項（３）２月の教育委員行事日程について） 

教育長 

  教育総務課長から報告をお願いします。 

 

教育総務課長 

２月議会の文教厚生委員会が行われるため、第２回定例教育委員会を本来の

２月１８日ではなく、２月２２日午後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。教育委員の皆様の御都合はいかがでしょ

うか。 

 

各委員 

  大丈夫です。 
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教育総務課長 

  それでは２月２２日午後２時から開催したいと思います。 

  次ページ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。 

 

教育長 

  何か報告等があれば、お願いします。 

 

教育総務課長 

  （インフルエンザの発生状況について報告） 

 

（閉 会） 

教育長 

  以上で令和３年度第１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４０分 

 

令和  年  月  日 

  

議事録署名    

 

（報告事項（４）その他） 

 


