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令和４年第２回定例教育委員会会議録（要旨） 
 

開会日  令和４年２月１７日 

場 所  市役所４０６会議室 

時 間  午後２時００分 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） 

日下部教育部長、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、

宇梶図書館長、樫村教育総務課長、中野教育総務課課長補佐、高星教育総務課主事補 

 

（次 第） 

・議 事  議案第３号 専決処分の承認を求めることについて 

       専決第２号 令和３年度教育費３月補正予算要求について 

議案第４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５号 北茨城市スポーツ賞表彰要綱の制定について 

 

・報告事項 （１）市内の放射線状況について 

（学校給食センター・教育総務課） 

（２）３月の教育委員行事日程について 

（３）その他 

 

教育総務課長 

定刻となりましたので、令和４年第２回定例教育委員会を始めます。はじめに、豊田
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教育長より御挨拶と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） 

 

教育総務課長 

ありがとうございました。ただいまの教育長からの御報告について御質問等ございま

したらお願いいたします。 

 

渡邊委員 

働き方改革については大きな問題だと思います。今回、働き方改革を色んな方面から

対策を考えていますが以前の会議での報告で、コロナが発生したときに検査キットは市

教育委員会が日立保健所に取りに行って、学校に持って行き、先生方が児童生徒に検査

を行ったという話を聞いたことがあって、その時に緊急性もあるし、仕方のないことだ

と思いました。ただ、これからどんなことが起こるか分かりませんが、これから濃厚接

触者を学校で判断することになると、働き方改革でいろいろやっていながら、仕事は増

えていく一方のような気がします。先日民放のテレビを見ていたら、福井県と茨城県守

谷市の取り組みが放映されていました。やはり学校に支援できる部分はそういうふうな

状況になっても、東京のある区では図書館を閉鎖してほかに人を回すとか、そういうこ

とをやっているそうです。考えてみると、やはり学校でやるから学校にすべてを持って

いくのではなく、行政の方でもバックアップ出来るところはバックアップするというの

を心の中に持っていると学校でも働き方改革の意識、市教育委員会や行政のほうでバッ

クアップしますとなると働き方改革が進むのではないかと感じましたので、全国的な課

題かとは思いますが、お考えいただければありがたいと思います。 

 

教育長 

学校教育課長から学校で陽性者が出た場合の対応や、学校と市教育委員会の連携につ

いてお話をお願いいたします。 

 

学校教育課長 

感染の広がりが確認されて検査の方策を探ったのですが、その直前の文書で、学校で

陽性者が発生した場合の学校の濃厚接触者、接触者の検査は以前は一斉で行っていたの

ですが、それは実施しませんということが通知されていたのですが、期日ギリギリで受

け入れてもらえました。最初は１つの学年だったのですが、感染が複数にまたがりまし
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て、これもギリギリ検査してもらえるということになり、もう１学年も一斉にやると検

査機関のほうで請け合ってくれまして実施しました。実施にあたり、検査キットは学校

に届けられて、その実施の仕方や準備に市教育委員会から２人応援に行きました。そし

て検査は実施予定者のほとんどで実施することができ、市教育委員会が受け取って検査

機関に届けたという次第です。それ以降はそういった在籍した学級、学年の一斉の検査

というのは今後難しい状況になるかと思います。非常に感染のリスクが高いとなれば市

で市民病院等にお願いをして実施できるかどうか検討していただくということを考える

必要があると考えております。 

 

教育長 

１月いっぱいと２月に入ってからの対応が少し異なってきたのでその辺のところが大

変になってきたのではないかと思います。これからも学校と連携してできるだけ負担を

減らしてあげられるような対応を取っていければと考えております。 

 

渡邊委員 

２つよろしいでしょうか。１つはすべての学校で養護教諭は元気なのか、２つ目は受

験が３月３日に迫っているので中学３年生の受験について教えてください。 

 

学校教育課長 

市内全学校の養護教諭の先生が元気かどうかというと正確には回答ができないのです

が、市教育委員会に電話が来たりしている様子からすると元気かと思います。市で３回

目ワクチン接種のキャンセルが出た際に教職員へ連絡が行くときは、どの学校も養護教

諭と校長やそのほかの教職員の名前が挙がってきておりまして、養護教諭は優先的にワ

クチン接種の機会を得ているようです。 

中学３年生の受験に向けての感染症への対応ですが、以前から危機感を持っておりま

すが、中学校では特にリモートの自宅学習期間という設定はしていません。ですが、３

年生は今部活動はやっていないのですが、１～２年生の部活動自粛というのを明日まで

行っております。それには３年生に影響させてはいけないという学校側の考えも含まれ

ているかと思います。それから本日午前９時から臨時の学校長会議を開きまして、その

際もいよいよ危機が近付いておりまして陽性者が出たり、学級で濃厚接触者となってし

まうとどういう対応が必要になるかそういう確認もしなければならない、なにより生徒

の不安や心配が大きくなる時期なのでしっかりと寄り添いながら防止策徹底を図ってい

きましょうという話を確認したところです。 
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教育総務課長 

そのほか御意見・御質問等がございましたらお願いいたします。 

（質問等無し） 

それでは次にまいります。ここからの議事進行については教育長にお願いいたします。

よろしくお願いいたします。 

 

（議案第３号 専決処分の承認を求めることについて 

  専決第２号 令和３年度教育費３月補正予算要求について） 

 

教育長 

それでは本日の議事に入ります。 

生涯学習課長から説明をお願いします。 

 

生涯学習課長 

（議案第３号 専決処分の承認を求めることについて、専決第２号 令和３年度教育

費３月補正予算要求について、朗読。） 

 

各課長 

（別紙議案書に基づき説明。） 

教育長 

ただいまの説明について御意見・御質問等ございましたらお願いいたします。 

無ければ原案の通り承認でよろしいでしょうか。 

（「はい」の声多数） 

ありがとうございます。それでは承認といたします。 

 

（議案第４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 

生涯学習課長よりお願いいたします。 
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生涯学習課長 

（議案第４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、朗読。） 

これは令和４年４月１日から民法改正による成年年齢の引き下げに伴い、教育委員会

が委嘱する、スポーツ推進委員の年齢を２０歳以上から１８歳以上に改正するものです。

この規則の適用は令和４年４月１日となります。説明は以上です。御審議のほどよろし

くお願いいたします。 

 

教育長 

ただいまの説明について御意見・御質問等がございましたらお願いいたします。 

無ければ原案の通り承認でよろしいでしょうか。 

（「はい」の声多数） 

ありがとうございます。それでは承認といたします。 

 

（議案第５号 北茨城市スポーツ賞表彰要綱の制定について） 

 

教育長 

生涯学習課よりお願いいたします。 

 

生涯学習課長 

（議案第５号 北茨城市スポーツ賞表彰要綱の制定について、朗読） 

この北茨城市スポーツ賞表彰要綱の制定は今までは北茨城市文化・スポーツ大会等出場

報奨金制度があり、全国規模の大会に出場した時に報奨金を交付しておりましたが、全

国大会等で優秀な成績を収めたときの規定が無かったため、要綱を定めるものです。こ

の規則は公布の日から施行となります。 

教育長 

ただいまの説明について御意見・御質問等がございましたらお願いいたします。 

 

滝委員 

これは北茨城市として新しく取り組むものということでよろしいでしょうか。 

 

生涯学習課長 
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はい。 

 

滝委員 

以前の体育協会、スポーツ協会でやっていたものとの関連は一切関係ないということ

でしょうか。 

 

生涯学習課長 

全国大会出場までのものについては生涯学習課で出していたのですが、それはあくま

でも出場だけなので優秀な成績を収めた場合の規定もあった方が良いのではないかとい

うことで今回制定いたしました。 

 

教育長 

そのほか御意見・御質問等がございましたらお願いいたします。 

無ければ原案の通り承認でよろしいでしょうか。 

（「はい」の声多数） 

ありがとうございます。それでは承認といたします。 

 

（報告事項（１）市内の放射線状況について） 

教育長 

学校給食センター、教育総務課から報告をお願いします。 

 

学校給食センター長 

給食全量にかかる放射能測定結果と茨城県産等生鮮食材についての結果ですが、検出

されておりません。以上です。 

 

教育総務課長 

市内の小中学校、幼稚園等における放射線量においては２月４日、１０日及び１５日

に測定を行いました結果、前回と比較しまして大きな変化は認められませんでした。 

 

教育長 

放射線状況につきましてはただいまの報告の通りです。 
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（報告事項（２）３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 

３月及び４月上旬における教育長及び教育委員の行事日程について御案内いたしま

す。次回の定例教育委員会ですが、こちらは教職員の異動内示の関係から、第３木曜日

の１７日ではなく、３月１４日(月)午後３時３０分から４０６会議室において開催した

いと思いますが御都合はいかがでしょうか。 

 

教育長 

この日に教職員の内示がございまして、午後１時３０分にいただいて午後３時３０分

には間に合うと思いますので、教育委員の皆様にはよろしくお願いしたいと思います。

いかがでしょうか。 

 

各委員 

大丈夫です。 

 

教育総務課長 

それでは３月１４日（月）午後３時３０分からの会議としたいと思います。よろしく

お願いいたします。 

次に３月３１日（木）午前９時から同じく４０６会議室におきまして令和４年第１回

臨時教育委員会を予定しております。また、同日午後２時００分から市役所４階会議室

におきまして、退職者及び転出者等の教職員定期人事異動辞令伝達式を行う予定でおり

ます。コロナの状況によっては昨年同様、規模を縮小しての実施となります。なお、３

月１１日及び３月２３日に挙行されます、小中学校の卒業式は新型コロナウイルス感染

症感染拡大防止の観点から昨年同様、来賓無しでの式典となります。 

続きまして、４月上旬の行事日程でございます。４月１日（金）午後１時３０分から

市役所４階会議室におきまして転入者等の教職員定期人事異動辞令伝達式を行う予定で

す。４月７日（水）に予定されております入学式の対応につきましては、現在詳細が決

まっておりませんので、後日のご案内となります。御多忙のところ大変恐縮ですがよろ

しくお願いいたします。 

  



8 

 

次ページは３月の教育委員会における主な行事予定となりますので、後ほど御覧くだ

さい。報告は以上です。 

 

教育長 

それではその他に入ります。コロナの感染状況について学校教育課よりお願いいたし

ます。 

 

学校教育課長 

小学生の感染が複数の学校で見られておりました。これまでの人数は冒頭の教育長の

挨拶の中にあったかと思います。そういう状況を受けまして２月３日付けで教育委員会

より、教育長名で市内の小中学校の保護者宛てにお知らせのおたよりを出しております。

タイトルは「タブレットパソコンの持ち帰りとリモート学習への備えについて」で２月

４日から２月末まで原則毎日タブレットパソコンを持ち帰りますという内容でございま

す。その趣旨としては、茨城県へのまん延防止等重点措置の適用が報道され、県そして

本市においても感染拡大の様相がみられておりましたので、急な学級閉鎖や学校閉鎖、

リモート学習対応などに備えての持ち帰りの実施ということでございました。各学校で

はそれに向けて準備、事前指導も行い、毎日のように持ち帰りを行ってきたところです。

その後、２月９日付けで同じく教育長名で再度、市内の小中学校保護者宛てにまた文書

を出しました。それは県からの「オミクロン株に対応した学校における新型コロナウイ

ルス感染症対策の徹底について」という文書を受けてですが、本市の感染症の拡大状況

もしっかりと把握したうえで小学校において２月１４日（月）から２月１８日(金)まで

リモートによる自宅学習を実施するという内容でのおたよりでございます。現在に至る

までの期間でリモートは行ってはいたのですが、通信環境が自宅での居場所確保等の関

係でどうしても学校での預かりを希望する家庭の児童については学校で預かり、学校に

おいてリモート学習を行うということを実施しておりました。その中で、学校に来てい

た児童の中に陽性者が確認されたということで、自宅学習期間ではあったのですがその

学年の学校預かりを止めるという学年閉鎖の措置を取り、現在も取っているところです。

また、現在におきましても感染の広がりも心配されるということで、対応についても検

討しているところです。併せて中学校におきましても陽性者が確認され、その接触して

いる生徒に症状が出ており、まだ検査の結果は出ていないのですが、学級閉鎖の対応を

取るという事を対応しているところがございます。そのほかにも市内で毎日のように未

だ感染者が確認され、その家族や家族の勤務先での接触、濃厚接触ということで児童生

徒も感染の不安や心配は毎日のように続いており、検査を実施する・しないもあるので
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すが、各学校には家庭から様々な連絡が届いております。もちろん検査をして陽性にな

ったという連絡もありますが、そのほかに家族の勤務先で陽性者が確認されたので自宅

に待機していますとか、家族で風邪症状が出ているので念のため家族が病院に行きます。

子供も念のために登校を控えたいと思いますなどという連絡も毎日入っております。そ

ういう連絡が１月１１日から現在のところ２２０件でございます。その中で陽性という

のがごく一部かとは思うのですが、陽性のほかには濃厚接触者が含まれていたりもしま

す。また、検査の結果陰性でまったく問題ないというのも多数あります。ただ、不安と

か心配が続いているというのは確かな現状でございます。もうすでに臨時校長会を必要

になった時にそのたびに開いているのですが、今日も開き、基本的には２１日（月）市

内の小学校は学校再開するということで対応をしていく予定でございます。 

 

教育長 

御意見・御質問等ありましたらお願いいたします。 

 

滝委員 

今、ＰＣＲ検査と抗原検査は受けたいと思ったときに受けるための条件を揃えること

はできるのでしょうか。新聞、テレビで観たのですが、感染者数は高止まりのイメージ

があります。しかし、陽性者数が検査数の４０％を超えているということは、十分に検

査できておらず、すり抜けているのではないかと思います。完全に検査すればもっと高

い数字が出るだろうという状況にある中で、東京都心部からどんどん広がっているのも

現状です。そう考えると、検査できる条件が揃うのであればやった方がよいのではない

かと思います。 

 

教育長 

保護者の皆様も症状が出た方は病院に行って検査を受けられます。ただ、症状が出て

いない濃厚接触者や接触者等までＰＣＲ検査ができるかというと今の状況だと難しいで

す。 

 

滝委員 

国、県ではそこまでは考えていないのでしょうか。市独自でというのも無理だと思い

ます。 

 

教育部長 
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国、県も検査薬が無くて、医療機関に充当するという方向になっておりまして、市民

病院等と連携し、今まで行えていたのですが、現状、発熱外来が相当多いらしく、先日

も学校が病院へ相談をしたのですが、やはり、現状厳しいという回答でした。行う場合

にしても外注して結果が出るまでには期間を要するという話があり、その間にも進んで

しまうというリスクがありますので、現状厳しいのかと思います。 

 

滝委員 

攻めの体制が取れないのであれば守りのためにマスクやソーシャルディスタンス等を

徹底してもらうということになってしまいます。 

一時期近所の薬局で個人が検査できる時期がありました。 

 

渡邊委員 

陽性者が入院や自宅、宿泊施設にいる等のデータは取扱注意なのかと思いますが、そ

ういうのを伏せて各校長先生方と対応は協議できるのですか。そういうデータは言えな

いのでしょうか。 

 

学校教育課長 

陽性と判定された場合は、基本的に現在も保健所から家庭に連絡が行って、家庭から

学校に連絡が来ております。その話の中でそういった宿泊施設に行く、自宅療養である

とかそういうお話も多くの場合は含まれております。 

 

渡邊委員 

そういう情報を得て校長先生方は対応しているということでしょうか。 

 

学校教育課長 

はい。 

 

教育長 

そのほか御意見・ご質問等がございましたらお願いいたします。 

 

渡邊委員 

新しい道路で２月４日に事故があって、今までは午前中にパトカーや市職員が立って

いてくれたのですが、２月４日は覆面パトカーがいました。事故が起きたのはその午後
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でした。来週から関南小学校は試し登校をする予定だと思います。子供が車に乗ってい

て事故に遭った場合には学校教育課に連絡がいくかと思いますが、登下校時間帯に通学

路で事故があった場合に、人身事故であれば救急車が出るので消防署から連絡が来るか

と思いますが、先日その他の火災というのが下校時間帯にありました。登下校時にそう

いった火災や通学路での火災、交通事故の情報をいち早くキャッチして学校に言うと学

校の仕事が増えてしまうのですけれども、小さい子供だけだとなかなか大変なのではな

いかと思い、事故が起きたことを残念に思っております。想定していないことが起こる

のはどうしようもないことだと思いますが、関南小学校の保護者等は心配されているの

ではないかと思いました。 

先日お話した「お知らせライト」ですが、立派な看板が設置されておりました。文章

にふりがながふってあり、低学年でも分かるよう低い位置にありました。感謝しており

ます。ありがとうございます。 

 

教育長 

そのほか御意見・ご質問等がございましたらお願いいたします。 

（質問等無し） 

無ければ議事進行を教育総務課長にお戻しします。 

 

（閉 会） 

教育総務課長 

以上で令和４年第２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 

  


