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令和４年第６回定例教育委員会会議録（要旨） 
 

開会日  令和４年６月１６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） 

松本教育部長、川和学校教育課長、石井生涯学習課長、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、中野教育総務課長補佐、矢吹教育総務課主事 

 

（次 第） 

・議 事  議案第１８号 中郷第一小学校屋内運動場長寿命化改修工事請負契約の

締結について 

議案第１９号 専決処分の承認を求めることについて 

専決第５号 北茨城市社会教育委員兼公民館運営協議会委員の委嘱 

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） 

（２）７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６回定例教育委員会を始めます。はじめに豊田教
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育長から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がござい

ましたらお願いいたします。 

（質問等無し） 

無いようですので、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１８号 中郷第一小学校屋内運動場長寿命化改修工事請負契約の締結について） 

 

教育長 

それでは本日の議事に入ります。教育総務課からお願いいたします。 

 

教育総務課長 

（議案第１８号 中郷第一小学校屋内運動場長寿命化改修工事請負契約の締結につい

て、朗読。） 

本件につきましては、明日議了日を迎える、令和４年第２回北茨城市議会定例会に追

加議案として上程するにあたり、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第２９条の

規定により、市長から意見を求められております。去る５月２５日に開札が行われたも

ので、請負契約を締結するため、北茨城市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得ま

たは処分に関する条例第２条の規定により、議会の議決を求めるものです。 

中郷第一小学校屋内運動場の現況ですが、昭和５７年建設で築４０年が経過しており

ます。鉄骨造りで劣化調査結果によりますと、屋根、屋上については「早急に対応する

必要あり」というＤ評価でした。本工事は令和２年度に策定した「北茨城市学校施設長

寿命化計画」に基づき、計画的かつ効率的な維持保全を進めるため、この先さらに３０

年以上施設を使用できるよう、構造体を含めた施設全体の長寿命化改修を行うものです。 

主な改修内容は、ガルバリウム鋼板を使ったカバー工法による屋根、外壁改修工事の

ほか、ガラスを真空ガラスへ交換するなどの工事により内装の断熱化等を行い、外気負

荷の低減に配慮した内容となっております。また、長寿命化改修に併せ、照明のＬＥＤ
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化、及び現代の社会的要請に応じた施設とするため、更衣室を乾式トイレに改造する工

事や、玄関入口のバリアフリー改修工事などを行います。財源は文部科学省学校施設環

境改善交付金と補正予算債を予定しております。今後のスケジュールは、６月下旬には

工事に着手し、３月下旬の卒業式を新しい屋内運動場で挙行できるよう、令和５年３月

上旬の竣工を目途に事業を進めていく予定です。 

 

教育長 

御意見、御質問等がございましたらお願いいたします。 

 

渡邊委員 

３月１０日が工期の終わりになっています。学校ではどう思っているのか、ふと思い

ました。３月に学校では卒業関係の行事があると思うので、２月末あたりだと学校とし

ては良かったのではないかと思いました。 

 

教育総務課長 

学校は、早ければ早いほど良いという意見が出ておりました。しかし、３月１０日よ

りも前にすることは工事内容から難しいということで３月１０日となりました。このこ

とは学校と去年から協議を進めております。 

 

渡邊委員 

バリアフリーにするというお話がありましたが、これから学校も含め、体育館等は救

急車が横付けできるようにするといったことも考えているのでしょうか。 

 

教育総務課長 

車椅子等のためにスロープを付けることを考えていたのですが、救急車のことまでの

詳細につきましては、分かりません。申し訳ございません。 

 

滝委員 

救急車１台であればなんとか付けられそうです。 

 

渡邊委員 

何かあった時のために、これから建築する施設は保健室も救急車が横付けできるほう

が良いと、ある市町村に赴任した際に言われました。 



4 

 

 

教育総務課長 

確認いたします。 

 

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。 

（質問等無し） 

議案については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１９号 専決処分の承認を求めることについて 

専決第５号 北茨城市社会教育委員兼公民館運営協議会委員の委嘱について） 

 

教育長 

生涯学習課から説明をお願いします。 

 

生涯学習課長 

（議案第１９号 専決処分の承認を求めることについて、専決第５号 北茨城市社会

教育委員兼公民館運営協議会委員の委嘱について、朗読。） 

北茨城市社会教育委員兼公民館運営協議会委員につきましては、令和３年第５回定例

教育委員会にて御審議いただき、令和３年４月１日から令和５年３月３１日の２年間を

委嘱期間として承認いただいておりますが、令和４年４月の人事異動及び役員改選等に

伴い、新任委員３名に委嘱するものです。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きまして御意見、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） 

議案については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。 
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（報告事項（１）市内の放射線状況について） 

教育長 

議事につきましては、以上です。続きまして報告に入ります。学校給食センター所長

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の検査結果については検出さ

れておりません。 

また、先ほど教育長から報告がありました米飯業務について、１０日（金）から再開

しました。今後も安全安心な給食の提供に努めてまいりますのでよろしくお願いいたし

ます。 

 

渡邊委員 

２点お聞きしたいのですが、１点は米飯業務が始まったということで、早く再開でき

てよかったと思います。しかし、今回米飯を外注しました。その費用は保護者に負担が

いっていないと思いますが教えてください。２点目は最初に報告があった時に、異物を

その子が自分で入れてしまったかもしれないと思ってしまったことについて、その子の

フォローはしたのでしょうか。 

 

学校給食センター所長 

５月６日の献立はパンであったため特に求めていないのですが、それ以降外注した分

の加工賃については本来かかるべきではないので、今回の炊飯機器業者に負担していた

だくことになっております。また、配送料もかかりましたが、保護者の負担はありませ

ん。 

 

学校教育課長 

学校からも謝罪とその後のフォローアップということで色々な声掛けや環境整備を行

ったとの事です。 

 

教育長 

そのほか御意見、御質問はございますか。 

（質問等無し） 

  



6 

 

無いようですので、次にまいります。 

 

（報告事項（２）７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 

７月の教育長及び教育委員さんの行事予定は１件のみです。７月２１日（木）午後２

時００分から第７回定例教育委員会を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。 

 

各委員 

大丈夫です。 

 

教育総務課長 

それでは７月２１日（木）午後２時００分からの開催としたいと思います。よろしく

お願いいたします。 

次ページは７月の教育委員会における主な行事予定となっておりますので、後ほど御

覧ください。 

もう１点、これから先の話ですが、ここ２年ほどコロナ禍の影響で開催することが出

来なかった、「みんなで教育を考えるつどい」を今年度から「教育振興大会」のみを開催

する方向で現在準備を進めております。開催通知は時期を見てお出しするのですが、ふ

れあいセンターにおいて、冬期休業中である１２月２７日の午後を予定しております。

年末の何かと忙しい時期ではありますが、教育委員の皆様には御出席をお願いすること

になりますので、御予定をいただきたく存じます。よろしくお願いいたします。以上で

す。 

 

教育長 

午後１時３０分前後になるかと思います。よろしくお願いいたします。 

 

（報告事項（３）その他） 
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教育長 

議会報告を教育部長からお願いいたします。 

 

教育部長 

ただ今開催中である、令和４年第２回市議会定例会について御報告申し上げます。本

定例会は６月２日から開催され、１７日が最終日です。また、当委員会から上程した議

案につきましては、先の定例教育委員会において御審議いただきました、旧華川中学校

へのスポーツパーク整備に係る補正予算設計委託料１件です。 

また、６月２日に行われた全員協議会においては、学校給食における異物混入事案及

び仮称旧華川中学校スポーツパーク整備事業の２件について報告しました。なお、これ

らへの質問はございませんでした。 

続きまして、６月８日の一般質問においては５人の議員から旧華川中学校スポーツパ

ーク整備、デジタル教科書、ヤングケアラーの把握、学校給食、小中学校における暑さ

対策について質問がございました。旧華川中学校スポーツパーク整備については耐震化

が図られた既存の屋内運動場と併せ、グラウンドゴルフ場及びスケートボード場を新た

に整備し、地域の活性化及びスポーツを通した市民の健康増進活動に寄与する旨を答弁

しております。デジタル教科書につきましては、現状と問題点に加え、その有益性と教

員に求められるスキルの向上や子どもたちの健康面への影響など、懸念される事項につ

いて答弁をしております。小中学校におけるヤングケアラーの把握につきましては、小

中学校における生活アンケート調査やスクールカウンセラー等による教育相談の機会を

設けるなど、早期発見、対応に努めている旨の答弁をしております。学校給食について

は、主にこの度の異物混入事案や、食材価格高騰への対処について問われ、異物混入に

至った原因、対処等について、また、食材の価格高騰については、給食費に波及するも

のではない旨の答弁をしております。暑さ対策につきましては、エアコンの有効活用や、

暑さ指数計による屋外運動の制限など、適切な措置を講じている旨の答弁をしておりま

す。 

６月１３日の文教厚生委員会においては、付託議案である前述の補正予算について質

疑応答のうえ、御承認いただいたことから、明日の本会議において可決承認される見込

みです。なお、本日御審議いただきました中郷第一小学校屋内運動場長寿命化改修に係

る契約の締結については、追加議案であることから、明日の最終日に上程し審議される

ものであるため、本件への質疑がなされた際には次回の定例教育委員会において御報告

申し上げます。 
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教育長 

御意見、御質問はございますか。 

（質問等無し） 

無いようですので、次にまいります。 

書面審議結果について教育総務課からお願いいたします。 

 

教育総務課長 

令和４年度茨城県市町村教育委員会連合会定期総会の書面審議結果通知を御覧くださ

い。こちらは委員の皆様にも書面審議をしていただきました。その結果になります。記

載のとおり、全会一致で承認されましたこと御報告いたします。 

 

教育長 

報告事項につきましては、以上です。そのほか報告等がありましたらお願いいたしま

す。 

 

佐藤委員 

２、３か月前に私から磯原中学校に関して、令和３年度が終わった後の提案や要求は

あるかといった問いには、特に受けていないというお話でした。その後、私も磯原中学

校に足を運ぶ機会があり、気になった点があるのですが、校舎と体育館の内壁に所々ひ

びが入っていたので確認していただきたいです。 

また、北側の通路は市道でしょうか。 

 

教育総務課長 

はい。 

 

佐藤委員 

あの道路も田んぼが始まり、保護者の方が通るのですが、砂利がえぐれて段差になっ

ています。アスファルトにする予定はあるのでしょうか。 

 

教育総務課長 

今後行う予定です。 

 

佐藤委員 
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出来る限り段差をならした方が田んぼをやる方にも迷惑がかからないと思います。よ

ろしくお願いいたします。 

グラウンドについてですが、子供の部活動を見学させていただいた時に、水はけは良

い感じなのですが、どうしても土に水分を含んでしまっているような感じで、雨が降っ

た次の日に子どもたちが水を回収しても部活をやるとなったときに結構ぐしゃぐしゃに

なっており、ボールが止まってしまうくらいです。土の問題なのかどうなのか分からな

いのですが、子どもたちもせっかくグラウンドが整備されて部活をやっているので、何

か対応策があればサポートしてあげたいと思います。まずは現状を見ていただいた方が

良いと思うので、御確認のほどよろしくお願いいたします。 

 

教育総務課長 

学校にお伺いし、学校の先生から直接お話を聞いてきます。グラウンドがそういう状

況であればボールが止まってしまうというのは想定していなかったため、佐藤委員さん

からのお話をお聞きし分かりましたので、対応を考えていきたいと思います。よろしく

お願いいたします。 

 

滝委員 

暗渠はしっかり効いているのですね。土質の関係なのでしょうか。 

 

佐藤委員 

水たまりはあまり無いような感じなのですが、どうしても土に水を含んでしまうよう

です。まだ落ち着いていないというのもあるのでしょう。 

 

滝委員 

土の上に残った水分と土の粘度の関係なのでしょうか。 

 

教育部長 

グラウンドの下に水が溜まるような仕組みになっています。普通の所より水はけは良

いはずです。 

 

佐藤委員 

５月２８日に精華小学校の運動会がありました。比べるのもおかしいですが、全然違

いました。精華小学校は乾いており、きれいになっていました。一方、磯原中学校は打
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ったボールが埋まってしまうような感じでした。こんなにも違うのでしょうか。 

 

教育総務課長 

学校に確認をしてみます。ありがとうございます。 

 

滝委員 

４月に教育長からのお話で不登校が増えているということで、５月の定例教育委員会

の際にも確認したのですが、その傾向は止まっていないということでした。またそれか

ら１か月経って、現場の様子はいかがでしょうか。また、それに対し、各学校はどのよ

うな方策をとっているのか教えてください。 

 

学校教育課長 

文教厚生委員会でも、その他の質問で不登校に関する質問がございました。令和２年

度に比べると令和３年度はその倍になっています。小学校、中学校も３０日以上年間欠

席しているお子さんがそれぞれ倍になっている状態です。非常に危機感を持って最優先

課題ということで市では取り組んでおります。令和４年度に入り、２か月過ぎましたが、

４月の結果については担当から私に挙がってきたものがあります。４月は１か月が３０

日で授業日数はそれ以下ですのでそこには達していないのですが、不登校が懸念される

という、１０日以上欠席しているお子さんについて担当からは、改善には至っていない

というのが現状とのことでした。ただ、個別に見ていきますと、学校復帰に対して非常

に明るい状態になっているお子さんもいるということで、それは学校の中で色々工夫を

して、協力体制を築いて指導、支援をしたことが結果として表れています。具体的には

校内で居場所づくりとして、校内適応指導教室に居場所を作ってそこに教諭が関わって、

その時間学校生活が送れるということです。ほかには、自分のペースで朝登校、放課後

登校、部活動のみといった自己選択型の登校も認めています。さらにはスクールカウン

セラー、スクールソーシャルワーカー、市役所の子育て支援課などにすべて繋ぎ、家庭

支援を含めてやってきた結果、登校できるお子さんも出てきています。ただ、新たな不

登校を出さないということを目標でやっているのですが、そこが懸念されます。手元に

資料が無いため、数値を申し上げることはできないのですが、厳しい状況に変わりはな

いのですが、良い様子も出てきています。修学旅行でもほぼ欠席をしていた生徒が、修

学旅行には参加できたという嬉しいこともありました。 

 

滝委員 
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子どもがどうしても人間関係を遮断してしまっていることがずっとあると、些細なこ

とで人間関係を崩してしまったり、修復できなかったり、修復する術も知らないという

ことになり、リストカットをしたり、兄弟に手を出したりと相当なストレスを抱えてい

ると思います。この修学旅行などの楽しい行事は子どもにとっては一つのチャンスだと

思います。こういったところで何かきっかけになって、人間関係を築いてくれると良い

と思います。 

 

教育長 

不登校対策については来月にでもデータが分かればお話をしたいと思います。 

 

渡邊委員 

前回の定例教育委員会で、生涯学習課からいただいたコミュニティ・スクールの報告

書に目を通しました。今回の学校運営協議会から教育委員会や校長に対して意見は無い

と結果は出ていますが、報告書を読み進めていたら、第４回目の時に「教員が地域コー

ディネーターをするのは負担。市にお願いできないか。」という文がありました。これは

正式には要望していないのかもしれませんが、学校としてはこういう考えを持って発信

したのではないかと思います。そうすると、今年から常北中でコミュニティ・スクール

が始まっているので、こういう意見をどのように活用していくのでしょうか。教員の働

き方改革も含めて学校は負担に思っているのではないかと思ったので、何か協議されて

いることがあればお願いいたします。 

 

生涯学習課長 

生涯学習課内で地域コーディネーターの分担などに関して協議は行っていないので、

次回の報告でよろしいでしょうか。 

 

渡邊委員 

関本小中学校でも、新しいことを始めようということが、ホームページなどを見ると

分かります。三鷹市は１０年以上前からやっているそうです。だから一気に追いつこう

とすると負担になると思うので、地方は地方なりに負担にならないようにやんわりと進

めていくと良いのではないかと思います。 

先進の自治体の事例を聞いて勉強をしてしまうと焦りが出ると思うので、ここはここ

の良さでやっていくと良いと思います。 
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鈴木委員 

働き方改革についてですが、新聞などを読むと色々な事例が出てきています。学校は

遅くまで電気がついています。北茨城市は独自の働き方改革が見つかれば良いのではな

いかと思います。 

 

教育長 

働き方改革について学校教育課からお願いいたします。 

 

学校教育課長 

働き方改革については学校教育の教員サイドとしての最優先課題に据えて、校長会、

教育委員会協働で計画的に推進をしているところです。色々と課題はあるのですが、ま

ずはやってみましょうという方向性で前向きに取り組んでいるところです。国に絡むよ

うな構造的な部活動の地域移行などについては行政としっかりとやっていかなければい

けない問題がありますが、学校内での働き方改革もまずは超過勤務時間を縮減していく

ということを最優先に行っております。超過勤務を月４５時間以内にすることを目指し

て今年度末までに年間で７２０時間ということもございますが、１学期末までには教育

長からもなかなか中学校の場合は４５時間以内というのは物理的に難しいですので７０

時間を超えない、さらに２学期末までには６０時間は超えない、年度末までには段階的

に４５時間以内を達成するということは共通理解をしております。色々学校も工夫し、

日課表の工夫や朝の登校時間を遅らせて教員の時間の縮減を図ったり、掃除を週に必要

な回数だけ行う、部活動の終了時間などをかなり工夫したりしております。その結果、

４月、５月に８０時間に達する教員はゼロでした。しかし、７０時間を超えている教員

が相当数見られますので、さらに工夫をして１番は時間を縮減するだけでなく、働き甲

斐を同時に生み出すような働き方改革ということで、子どもたちのために進めていきた

いと思います。 

 

渡邊委員 

不登校が増えてきました。何かを削って勤務時間は良くなりましたが、根本的に難し

い部分もあります。部活動のお話も出ましたが、２年後の部活動をどうするのでしょう

か。すでにつくば市や水戸市、大子町などは新しいことをやっています。お金は１,２５

０円から１,５００円ほど部活動の費用がかかっているそうです。つくば市や水戸市な

どは比較的地域への移行がしやすいですが、大子町は北茨城市と同様に、難しいと考え

ているかもしれません。そうなると、大子町も難しいと言いながら新聞に掲載されるよ
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うな例を出しているので、北茨城市も何か手を打って予算を編成するときまでに具体的

なことをやっていかないと働き方改革まで繋がっていかないのではないかと思います。

非常に難しい問題だと思います。数字のために無理して削ってしまうと教育活動に影響

がでてしまうと思うので考慮しながら進めていかないといけないと思いますので、行政

でできるものは行政で計画と予算を付けていく必要があると思います。 

 

教育長 

土日の部活動の地域移行については、現在構想を練っている段階なのですが、それを

形にしていかないと伝わらないところがあります。 

 

滝委員 

経済的な事の支援は国でも考えてくれているようなので、地域部活動にした場合の地

域指導者に対する経費や、家庭で地域のスポーツクラブなどに通う場合にお金が発生す

ると思いますが、その部分はなんとかしようという動きはある様子なのですが、やはり、

つくば市や水戸市には大学がたくさんあるのでその関係者もいます。また、スポーツク

ラブもしっかりあるので、受け皿がたくさんあり地域移行はしやすいと思いますが、北

茨城市はそこの問題から考える必要があるので、予算措置や経費などよりもまず受け皿

や人はどうするのでしょうか。組織を作るのか、バラバラに頼むのか、考えただけで気

が遠くなりそうです。相当時間と労力を使うのではないかと思います。少しでも早くス

タートしないといけないと思います。 

 

渡邊委員 

つくば市も、水戸市もやはりスポーツクラブのような所から講師を呼んでいるそうで

す。水戸市にはつくば市内から来ていて、つくば市には東京都内から来ているといった

感じです。２時間で９,０００円程度の講師料ですが、交通費等がかかります。北茨城市

ですとそういった講師になるような方がいないと思いますので、企業内でクラブがある

人たちが講師になるなど、北茨城市は大子町のようなやり方でやらないと進まないので

はないかと思います。遠くから呼べば余計に経費がかかります。そして最後に出たのは、

そのお金だけでは生活ができないと言っておりました。ですので、副業としてお越しい

ただくしか方法は無いのではないかと思います。 

 

鈴木委員 

規格にとらわれないようなアイデアを出して北茨城市独自のものが出ることを期待し
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ております。 

 

渡邊委員 

北茨城市はミズノにお願いしているので、何か出来るのであればお願いしたいです。 

別件ですが、まちづくり協議課で男女共同参画社会についてのアンケート結果が一般

と含めて小中学校も入っていました。去年の１２月に行われて去年の５年生と中学２年

が対象だったので、今年の小学６年生と中学３年生です。その中で結果を見て、教育委

員会とまちづくり協働課の間でどのようなやり取りをしているか分からないのですが、

「男女共同参画」という言葉を知らないという回答が８割から９割でした。小学生は仕方

ないと思いますが、中学生は知っていてもよいのではないでしょうか。さらに家にいる

ときと学校にいるときとで比較すると男女の平等に差があるということでした。最初概

要版のみを見たのですがこれは気になると思い、すべてのデータを見たところ、これは

まちづくり協働課と相談して学校教育に何か手を打たないといけない内容ではないかと

思いました。さらに、今月２３日から男女共同参画週間に入りますので、何か学校で計

画しているのでしょうか。また、このアンケートを取った時や結果を公表した時などに

何かお話はあったのでしょうか。小中学校の回答は９４％で、市民は３６％と市民は非

常に低い数値でした。学校関係だから授業中に行ったのでしょうか。教職員も回答して

いるようです。中学生の結果が気になったので後で御覧いただき、何かあれば次回にで

も構いませんのでお願いいたします。 

何かチラシを配るなど簡単なことでも触れて、この結果が出てこの後計画は作ると思

うのですが、こうして市のホームページで公表しているので、何か気になる人はいるの

ではないかと思います。学校の先生方も意識しないといけないと思います。 

 

教育長 

今後、学校教育の中でアンケートをどのように利活用しているか。また、男女共同参

画、ジェンダー等についてどのような指導をしているのか、確認をしてまいります。 

 

渡邊委員 

はい。 

 

教育長 

そのほか御意見、御質問等はございますか。 

（質問等無し） 
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無いようでしたら報告については以上で終わらせていただき、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６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 

  


