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令和３年第４回定例教育委員会会議録（要旨） 

 

開会日  令和３年４月１５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） 

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） 

・報告事項  （１）市内の放射線状況について 

        （給食センター・生涯学習課） 

（２）５月の教育委員行事日程について 

（３）会計年度任用職員について 

（４）その他 

 

 

教育総務課長 

  定刻となりましたので、第４回定例教育委員会を始めさせていただきます。

会議に入ります前に事務局より御報告いたします。渡邊委員が４月３日をも

ちまして任期満了となりましたが、第１回定例市議会において議会の同意を

得て、市長より任命されています。任期は令和３年４月４日から令和７年４

月３日の４年間となります。渡邊委員から御挨拶をお願いしたいと思います。 

 

（渡邊委員からの挨拶） 
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教育総務課長 

ありがとうございました。続きまして、４月１日付の人事異動において教育

委員会に転入または内部昇格をいたしました５名を自己紹介で紹介させてい

ただきます。 

 

（教育部長、給食センター長、教育総務課長、図書館長、教育総務課課長補佐

の自己紹介） 

 

教育総務課長 

それではこれより会議に入らせていただきます。始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します。 

   

（教育長からの挨拶、教育長報告） 

 

教育長 

  何か御意見等ございましたら、お願いします。 

 

佐藤委員 

生徒指導上の報告の長期欠席者について、様々な理由があるかとは思います

が、大きな要因として何があるのか、いじめは何件くらい報告があるのかとい

うことを分かる範囲で教えてください。 

 

学校教育課長 

本日は資料を用意していないため、詳細は後日報告させていただきます。要

因としては、無気力といったことが令和２年度だけでなく、近年目立つ理由に

なると思います。それに伴って生活のリズムが不規則になり、不登校傾向のあ

る児童生徒や不登校になってしまっている児童生徒全体に言えることですが、

朝の起床や学校に登校する日であっても、決まった時間に登校できない、遅刻

してしまうという状況が多いです。 

昨年度はコロナ禍による影響というところも懸念されていたところですが、

直接関連づけられる部分は、明確には確認できませんでした。印象として話は

できますが、主観になってしまうので、差し控えさせていただきます。 

 

佐藤委員 

家庭環境等の問題もありそうですよね。 
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学校教育課長 

やはり生活リズムと関連が強いのは、家庭環境であると思います。 

 

教育長 

最近の調査ではこの不登校・生活のリズムといったことは、非常に大事な問

題であり、これらは病気であるというような考えがあるのも事実です。 

複合的な理由や家庭的な問題など、各々に様々な問題の要因があるかと思い

ますが、近年は各学校に加えて、学校適応指導教室や心の教室相談員、スクー

ルカウンセラーといった方々との関わりを充実させて、少しずつ解消に向かっ

ている様子もみられます。 

 

渡邊委員 

昨年度との比較で小学校の人数が減り、中学校の人数が増えていて、中学校

が小学校の３倍の人数になっていることから、学年が上がるにしたがって人数

が増える傾向があるかと思います。就学前指導が始まり、家庭環境や生活のリ

ズム、無気力等について、事前に指導する機会は作りやすくなったかと思いま

すが、なかなか難しい部分もあるのかなと思います。 

 

教育長 

教職員もそうですが、それ以上に保護者の皆様が悩んでいるのが現状です。 

学校や各機関で対応していますが、解消に向けて長期的に対応していく必要

があるのかなと思っています。やはり孤立させてしまう状況が、一番深刻な問

題であると思いますので、家庭によっては来ないでくださいと言われてしまう

こともあるかと思いますが、極力連携ということで学校もできるだけ電話では

なく家庭訪問をするという姿勢で取組んでいます。 

 

佐藤委員 

学校に登校できていない子ども達で適応指導教室等には通学できているよ

うな子ども達もいますか。 

 

学校教育課長 

昨年度に適応指導教室に通所する申込みがあったのは、１１名ほどであった

とは思います。これは不登校の児童生徒に対して、適応指導教室について説明

して、関心を示して、通ったまたは通い始めようとした児童生徒の数になると

思います。その中でも適応指導教室等に通うことで、また居場所を確保できて、

その後の卒業や学校に戻っていくきっかけになった児童生徒もいます。  
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今後も学校と連携しながら、児童生徒の助けになればと考えています。 

 

渡邊委員 

ちなみに中学校の学年内訳は分かりますか。 

 

教育長 

これまでは３年生が一番多かったような傾向でしたが、現在の傾向的には１

年生が最も多く、２年生、３年生の順で少なくなっています。学年が上がるに

つれて、少しずつ目標をもって生活ができてくるのかなと思っています。 

 

滝委員 

中１ギャップという言葉も話題になり、小学校と中学校との繋ぎを円滑に行

うために各学校でも努力しているかと思いますが、それでも中学校１年生の人

数が多くなってしまっているということですね。 

 

渡邊委員 

コロナ禍で学校に登校できない場合のリモート授業では、インターネット環

境が無い家庭には機器の貸出しをして対応したと思いますが、それらを活用し、

心の病を持った子ども達にも自宅での学習機会を与えるような対応は考えて

いますか。 

 

学校教育課長 

オンライン学習については文部科学省等でも想定はしているかと思います

が、残念ながら今すぐに対応できるような段階にはなっていません。 

 

教育長 

ゆくゆくは学校に登校できない子ども達に対してもタブレットを活用しな

がら、学力保障をしていくといったような方向では考えています。 

 

佐藤委員 

新学期が始まって一週間程度ですが、磯原中学校について何か報告はありま

したか。 

 

教育長 

学校長と定期的にやり取りをしていますが、特に問題等の報告はありません。 

４月６日に対面式があり、子ども達に挨拶をしました。新しく磯原中学校を
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作っていくので皆様の協力が必要だということ、新しい歴史を作っていきまし

ょうということを話しました。その後、学校長から華川中学校の良さ、磯原中

学校の良さについて話し、みんなで一生懸命やっていこうということでした。 

会議が終わりましたら、改めて学校に確認するようにしたいと思います。 

 

鈴木委員 

登下校を見守っていて、１年生のカバンを３年生の男の子が持って家の前を

通っているのを見ました。先生方も教育されていると思うのですが、とても微

笑ましく、学校に電話をしてしまいました。１年生の時は家の前を通らなかっ

たのですが、２年生になったら頑張って通っていく子ども達もいるので少しず

つ改善されているかなと思いました。 

 

教育長 

登下校でそんな姿を見られると本当にうれしくなります。 

その他いかがですか。 

本日は議事がありませんので、報告に入らせていただきます。 

 

（報告事項（１）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。 

茨城県産食材についても検出されておりません。 

放射能測定検査につきましては震災以降１０年間検出されていないことを

踏まえ、給食全量は週１回程度に縮小して、茨城県産食材はこれまで通りに測

定を行います。 

 

生涯学習課長 

  市内屋外体育施設における放射線量について４月２日及び９日に市民サッ

カー・ラグビー場他８施設において測定を行いました。前回と比較しまして、

大きな変化はありませんでした。以上です。 

 

（報告事項（２）５月の教育委員行事日程について） 
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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 

５月の行事日程を説明する前に来週の予定について御案内させていただき

ます。第３回定例教育委員会で御案内しましたが、４月２０日午後３時から日

立市の教育会館におきまして、令和３年度の県北市教育委員会連絡協議会・定

期総会・意見交換会が開催されます。お手元に資料をお配りしていますので、

御確認ください。教育部長が教育委員の皆様の自宅に迎えに伺う予定となって

いますので、よろしくお願いします。 

それでは５月の行事予定に入らせていただきます。 

始めに第５回定例教育委員会を５月２０日午後２時から市役所４０６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。 

 

教育総務課長 

それでは５月２０日午後２時から開催したいと思います。 

また、令和３年度関東甲信越静市町村教育委員会連合会総会及び研修会千葉

大会につきましては、開催方法が変更され書面開催となりました。また、令和

３年度茨城県市町村教育委員会連合会定期総会及び講演会につきましても、開

催の是非について検討を行っているとのことでした。 

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 

行事日程についての説明がありましたが、改めてご確認したいようなことが

ございましたらお願いいたします。 

 

佐藤委員 

集合は市役所でいいのではないでしょうか。 

 

教育長 

４月２０日につきまして、時間を決めて、市役所に集合したうえで県北教育
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事務所まで行くのはどうかという意見が出ましたが、その場合には市役所出発

は何時になりますか。 

 

教育総務課長 

１３時２０分でお願いしたいのですがよろしいでしょうか。 

 

教育委員 

大丈夫です。 

 

教育長 

その他いかがでしょうか。 

行事日程については以上のように進めさせていただきたいと思います。 

 

（報告事項（３）会計年度任用職員について） 

教育長 

  生涯学習課長から報告をお願いします。 

 

生涯学習課長 

昨年４月１日から公民館長、社会教育指導員、視聴覚教育指導員、特別青少

年相談員が会計年度任用職員となりました。令和３年３月３１日をもちまして、

１年の任期が満了したため、新たに今年度の会計年度任用職員を任用しました。 

任用期間はいずれも令和３年４月１日から令和４年３月３１日までの１年

間です。 

 

（報告事項（４）その他） 

教育長 

事務局でその他の報告事項を３点用意していますので、始めに教育総務課長

から報告をお願いします。 

 

教育総務課長 

始めに北茨城市奨学資金給付制度の令和３年度認定給付者について御報告

します。昨年１１月６日の審査委員会におきまして決定されました３名の認定

者のうち２名については、合格通知書、学費納入領収書を確認し、給付者と決

定しましたので、支給を開始しました。うち１名は残念ながら不合格となって
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しまったため、認定を取下げています。 

なお、現在までの認定給付者につきましては、４月中に世帯の状況及び成績

表等の確認をしまして、継続支給の可否を検討していく予定になっています。

こちらは審査委員に持回りで確認していただくような予定になっています。初

年度の４名につきましては、当初の要項で認定しているために基本的には４年

間支給するということが決まっていますが、確認していただいたうえで支給を

決定するようにしていきたいと考えています。 

もう一点は磯原中学校の校舎建設事業の進捗状況につきまして、簡単に御報

告させていただきます。現在、校舎本体工事は床フローリング、家具、建具の

工事中になっています。昇降口を入ったところにある、かがやきホール、柔剣

道場は内装仕上げを行っており、５月中旬には後片付けを除く工事が全て完了

する予定になっています。体育館は４月１３日よりアリーナスポーツフロアの

設置作業に入っています。こちらは６月中旬には後片付け・清掃を除く全ての

工事が完了する予定となっています。６月下旬に総務課の検査を受けまして、

工事完了というような見込みとなっています。 

外構工事は１工区校舎周り、駐輪場、中庭外構整備等ですが、こちらはグラ

ウンドの東側インターロッキングブロック、縁石の施工、校舎北側通路、雨水

排水管敷設を行っています。全ての工事で使用している西側の仮設の進入路の

撤去後でないと工事ができない西側の駐輪場周りと北側の市道の進入路の舗

装が最後の工事として残るため、こちらは７月下旬までかかる予定となってい

ます。外構工事の２工区であるグラウンド舗装やバックネットの整備等は６月

中旬には手直し・調整を含め完了予定となっています。３工区であるテニスコ

ート、正門の整備等は５月中旬に完了予定となっています。部室や倉庫、外部

トイレにつきましては、３月中に工事完了となっており、完了検査が明日予定

されています。 

移転スケジュールにおきましては、７月第２週の土日に内覧会を開催する予

定になっています。夏休みに入りましたらすぐに引越しの作業を行い、引越し

後は部活動や課外活動等で新校舎を使用する予定となっています。供用開始は

あくまでも９月１日の２学期始業式からとなります。また、始業式に合わせて

開校式、竣工式を執り行う予定となっています。報告は以上です。 

 

教育長 

学校教育課から富士山登山体験学習について、報告をお願いします。 

 

学校教育課 

令和３年度の富士山登山体験学習の事業が中止について、御報告させていた
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だきます。昨年度におきましても、連携している静岡県小山町の教育委員会で

富士山登山交流事業が中止され、本市としてもコロナ禍の状況に鑑みて中止が

妥当ということで中止となりました。今年度に向けては、小山町も困難な状況

ではあるが、状況を見ながらなんとか実施できないかということで、昨秋から

検討をしていました。その連絡を受け、本市としても同じように状況を見て判

断したいと伝えていたところです。その中で先週４月９日に正式に事業の中止

の連絡がありました。大変ではありますが、状況を考えれば中止が妥当と考え

ています。報告は以上です。 

 

教育長 

ただいま３点について説明がありましたが、お聞きしたいようなことがあれ

ば、お願いします。 

 

渡邊委員 

磯原中学校の件で、完成が望まれるわけですが、北茨城市のホームページを

見ると工事の計画が最初の段階のままですよね。例えば契約をもう一度交わし

ても画面はこのままでずっといくのか、あるいは日付を但し書きで直していく

のか、市民にどのように知らせていくのか気になりました。 

 

教育長 

最近も進捗状況については更新を行いましたが、御指摘があったのはその前

の段階についてかと思いますので、見直しをして、可能であれば更新・訂正を

していきたいと思います。 

 

渡邊委員 

あの画面は難しいにしても、今あったようなことを載せると市民も保護者も

安心するのかなと思います。あの計画表を変えるのはなかなか大変だと思いま

すが、工事の予定等が早く分かると保護者も安心するのかなと思いました。 

 

教育総務課長 

できる限り見直して周知していきたいと思います。 

 

佐藤委員 

学校だよりに載せることは考えていますか。子ども達も楽しみにしていると

思うので、簡単な感じでいいと思うので子ども達にも分かるようにするといい

のかなと思いました。 
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教育長 

学校教育課長から磯原中学校の校長先生に情報提供をして、学校だよりに掲

載していただくと保護者の皆様も興味関心を抱いていただけると思います。 

 

学校教育課長 

学校へ情報をお伝えするようにします。 

 

教育長 

その他何かございましたら、お願いします。 

 

渡邊委員 

学校評議員に関する調査結果を読んで気になったのですが、いじめが見過ご

されている、体罰、先生の言葉遣いなどといったことについて、調査結果が出

ているところがありました。特定の先生を洗い出そうという気持ちはありませ

んが、このような場合に教育委員会として、学校や校長がどのように対応した

のかということについても、確認が必要かなと思いました。このことについて、

何か情報があれば、お話いただければと思います。 

 

教育長 

報告をいただいたものについては教育委員会で精査していますが、学校に再

度確認してもらうことは大事だと思います。先生の言葉遣いが気になるという

ようなことについては、保護者の皆様または学校の方から上がってきており、

随時対応していますが、報告を受けた中で確認が必要なものについては、しっ

かりと確認していく必要性はあります。 

 

学校教育課長 

お話をいただいたことにつきましては、学校教育課でも改めて考えていたと

ころです。学校評議員の各学校の報告が上がってきて、内容を確認した段階で

は電話での確認にとどまっていましたので、今のお話を受けてもっと十分な関

わり方を考えていきたいと考えています。教育長からもお話があったように、

こちらに連絡や情報があった際には、その都度対応し、学校の中で指導してい

ただいていたところです。その他に学校長会議におきましても、何度となく繰

返し体罰、いじめの対応について話しています。いじめ、体罰どちらにも言え

ることですが、人権教育を大事にしたいということで教育長からも話が出てき

ていますし、令和３年度の学校教育にむけて、これから教育要覧ができあがっ
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ていくところですが、その中でも今年度の学校教育で重視したいこととして掲

げたところであり、４月２日に行われた学校長会議でも言葉遣いを含めて話を

したところです。引き続き学校へ呼びかけ、話をしていきたいと考えています。 

 

渡邊委員 

このような意見が出てきてからこちらから意見が出るより早くそのような

意見が出てくるというのは、いい状態だと思います。それを改善・指導という

よりは何かうまく改善できる方法があればと思います。例えばコロナの時に教

育長メッセージを先に出して、積極的な指導をしたようなことが大事なのかな

と思いました。先日文科省の「#教師のバトン」で私は先生方の本音が聞けて

良いと思いましたが、大臣は先生だからもう少し品よく書き込んでほしいとい

ういきなり上から言ったような感じでした。むしろ本音が聞けたので行政の方

も聞く耳をもって、なんでも言える雰囲気といったものを大切にしていくこと

が大事なのかなと思ったので、意見が上がってきた時に先生方を害さないよう

にやっていただければと思いました。 

 

学校教育課長 

ぜひ取り入れていきたいと思います。 

 

教育長 

その他いかがでしょうか 

 

渡邊委員 

この春の高校入試で非常に恥ずかしい数字が報道されていたかと思います

が、何か影響があったのか、あるいは市教育委員会に何か報告のようなものは

ありましたか。 

 

教育長 

影響については把握できていません。１２日の県教育長会議では、挨拶の中

で高校入試のミスについて説明があり、第３者委員会を開催して４月中には結

論を出すような方向で取組んでいるということを話していました。その後に課

長と次長が重ねて高校入試のミスについて説明し、このようなことが二度と起

こさないような取組みをしていきたいという話がありました。今後も注視しな

がら、本当にあってはならないことだと思っています。 
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（閉 会） 

教育総務課長 

本日は長時間に渡りまして大変お疲れ様でした。以上をもちまして第４回定

例教育委員会を終了させていただきます。ありがとうございました。 

   

                     閉会 午後３時００分 


