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 令和３年第１０回定例教育委員会会議録（要旨） 

 

開会日  令和３年１０月２１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２６号 専決処分の承認を求めることについて 

専決第９号 北茨城市立学校医の委嘱について 

 

・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）１１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３年第１０回定例教育委員会を始めさせて

いただきます。はじめに豊田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） 
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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。 

 

（質問等無し） 

 

教育総務課長 

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２６号 専決処分の承認を求めることについて 

専決第９号 北茨城市立学校医の委嘱について） 

 

教育長 

それでは本日の議事に入ります。 

教育総務課長から説明をお願いします。 

 

教育総務課長 

（議案第２６号 専決処分の承認を求めることについて、専決第９号 北

茨城市立学校医の委嘱について、朗読。） 

今回の学校医の委嘱につきましては、明徳小学校及び関南小学校の学校医

であった北茨城市民病院附属家庭医療センターのセンター長が退職されたこ

とに伴い、北茨城地区医師会からの推薦を受け、後任のセンター長に学校医

を委嘱するものです。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 

前任者の退職により新たな学校医の委嘱ということですが、ただいまの説

明について御意見等がございましたらお願いいたします。 

なければ原案のとおり承認ということ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 

給食センター、生涯学習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につきましては、検出されておりません。 

茨城県産等生鮮食材についても検出されておりません。以上です。 

 

生涯学習課長 

令和３年度市内屋外体育施設における放射線量について、去る１０月１日

及び８日に市民サッカーラグビー場ほか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。以上です。 

 

教育長 

御意見等がありましたらお願いいたします。 

 

渡邊委員 

放射線の話ではないのですが、給食センターが新しくなられて、運用や運

営についての話が何も無いという事は順調だということだと思うのですが、

委託に変わってメニューや学校からの評判等について聞こえた声があればお

聞かせください。 

 

学校給食センター長 

４月から委託に変わっております。新しい給食センターに移動してからも

職員に変わりはありません。栄養教諭が献立を立て、食材もこちらで入れて

います。味は、窯が大きくなったので、ちょっと煮詰まって濃くなってしま

ったという事が若干あるようなのですが、特に問題無く進んでおります。最

初の頃は機械に慣れなくて配送が最初の３日間くらいは遅れてしまうことが

あったのですが、今のところは順調です。 

 

（報告事項（２）１１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。 
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教育総務課長 

１１月の教育委員行事日程は１件のみです。１１月１８日（木）午後２

時から第１１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１１月１８日（木）午後２時００分から４０６会議室において開

催したいと思います。よろしくお願いいたします。 

次ページは１１月の教育委員会関連の主な行事予定となりますので、後ほ

ど御覧ください。 

 

（報告事項（３）その他） 

教育長 

通学路点検について教育総務課長からお願いいたします。 

 

教育総務課長 

６月２８日に千葉県八街市の通学路で発生した、痛ましい事故を受けての

取り組みについて御報告をさせていただきます。 

本市におきましては通学路安全対策プログラムに基づいて国、県、警察、

各小中学校、市の関係課で構成する、「通学路安全推進会議」により、通学

路の安全確保に関する点検及び対策を実施しております。本来であれば、本

年度は南部地区通学路の合同点検を実施する予定でしたが、今回の事故を受

け、市長の号令のもと、市内全域に今年度は範囲を広げ、緊急通学路点検を

実施する旨、および八街市の事故の状況に合致するような通学路について把

握をしておくよう、７月１日に市内小中学校に依頼しております。その後、

国、県からの通学路合同点検実施依頼の通知を待ち、記載のあった、見通し

の良い道路や、朝の抜け道となっている車の速度が上がりやすい箇所、大型

車の進入が多い場所、それに加え、過去に事故に至らなくてもヒヤリハット

事例があった箇所、保護者や地域住民から市へ改善要請があった箇所などを

緊急点検の箇所として追加報告していただくように再度学校に依頼したとこ

ろです。各学校から報告があった点検要望箇所は７４件で、教育総務課で内
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容を精査して対策を必要とする市道２１箇所について８月２３日に教育委員

会、建設課、学校の３者において安全点検を行いました。当日の点検で、学

校側が通学路と認識していた場所が親御さんの車送迎の利用にのみ使われて

いて、徒歩や自転車での通学の児童生徒がいないことがこの点検で判明し、

最終的には１９箇所の安全対策費の一部を９月議会に予算計上していただき

ました。９月の定例会の終了後の９月２２日には今度は県、警察を交えて、

市道以外の９箇所について合同点検を実施しました。その後、通学路安全推

進協議会を開催し、先に行った市道１９箇所と県道９箇所の計２８箇所につ

いて対策案を検討していただきました。市道につきましては外側線、路面標

示の復旧や新設、指導停止線の新設、カーブミラー、横断歩道の設置などを

開削する旨、回答をいただきました。また、対策が難しい箇所については学

校に通学路の変更の検討をお願いし、了承を得ています。こちらの中で大津

小学校より出された、「交差点周辺がカーブになっていて見通しが悪い危険

箇所」につきましては、すでにカーブミラーを設置していただきました。こ

の中で困難事例として挙げられたのは１件で、改良予定はあるものの、民地

が含まれているというような事から、対策が完了するまでには時間を要し、

このプログラムの中に何年かずっと挙がり続けているような箇所です。その

他の市道につきましては、令和３年度内に対策完了の予定となっております。

県道につきましても外側線や路面標示の復旧や新設、ラバーポールの設置、

歩道整備要望等を行っていくというような回答を高萩工事事務所よりいただ

いております。すでに上相田地内の日立いわき線の一部は道路拡幅の整備実

施中となっております。その他の対策につきましては、令和３年度以降にな

るというようなアバウトな回答になっております。今後も子供たちが安全に

安心して登下校できますよう、危険箇所の改善について継続的に取り組んで

まいりたいと思います。報告は以上です。 

 

教育長 

御意見等がありましたらお願いいたします。 

 

渡邊委員 

最初学校からは７４件挙がってきたという事で、それを精査したという

ことで、学校、子供たち、保護者からどういった理由で挙がってきたかは分

からないですが、精査したらそれはまた学校に折り返し連絡して、学校での

指導に活かすといったことはありますか。精査して終わり、といったことで

はこういった問題は難しいところがありますよね。 
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教育総務課長 

学校は、八街市の事故の状況に合致するような通学路に似た場所を挙げ

てきているのですが、更に制度を上げ合致するような所を教育総務課がピッ

クアップしたものが最初２１箇所ということです。その後、点検するときに

は学校にも資料を全部配付し、担当の先生と一緒に点検をしますので、学校

が提出したにもかかわらず今回点検に挙がらなかったものについては、今回

丁寧に話をさせていただいて了承を得ております。 

 

渡邊委員 

１０年以上経っても改善されていない部分もあります。 

 

教育総務課長 

やはり民地が含まれていたり、拡幅といった形になると非常に難しいの

かなと思います。 

 

渡邊委員 

木皿の交差点から南も北も両方危ないですよね。 

 

教育総務課長 

やはり路面標示のような対策になってしまいますね。 

 

渡邊委員 

塙・大津港線で関本小中学校から富士ケ丘に行く所で、山を崩して歩道

を広げた部分があります。あのように短時間で工事が進めばいいのですが、

なかなかそうはいかないです。 

 

滝委員 

民地がかかってしまったときはどうすればよいのでしょうか。自分も現

場にいたときに改善したい所があったものの、管理職、その地区長さんに投

げられてしまって、どうしても先に進みませんでした。なんとかならないの

かとずいぶん苦い思いをました。良い案はありませんか。普段から学区の

方々とコンタクトを取っておくというのが大事なのかなと思いました。突然

訪問して、話をするのも大変だと思います。 

 

渡邊委員 

小川に行く道路は以前、林野庁と一緒に、雪が降ると、両方が杉山なの
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で雪が解けないから、両脇を切ってくれれば雪解けも早いだろうし、見通し

もよくなるということで、協議委員会と役所と林野庁と話したのですが、保

安林になっていて出来ないと言われて、その後どこまで話が進んだかは分か

りませんが、スクールバスが大変だという事で花園から小川まで点検したの

ですが、これも叶いませんでした。 

 

滝委員 

中郷中学校の足洗のほうから入ってくる、昔はスクールバスが通った道

があるのですが、それが相当、生け垣が出ていて、普通乗用車も通りにくい

くらいだったのですが、それが去年きれいになっていました。代々の校長先

生やＰＴＡ会長がお願いしても全然進まなかったのですが、きれいになって

いて、バスも通れるくらいのスペースができていました。これはどういう取

り組みがあったのかと思いました。経緯が分かれば参考にできるかと思いま

した。 

 

渡邊委員 

車一台がやっとでした。 

 

滝委員 

すれ違えないです。 

 

教育長 

Ｙ字路になっています。 

 

滝委員 

正門のほうから斜めに入っていって正門に至るところです。 

 

教育総務課長 

そこが、狭くて民地が入っているため拡幅が難しいと先ほど説明した場

所です。 

 

滝委員 

道路自体の拡幅は難しいのでしょうか。 

 

教育総務課長 

地道に用地交渉をしていただくようにはなると思います。 
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滝委員 

すごい改善でした。 

 

教育長 

危険箇所については地域の皆様に要望しながら継続的に取り組んでいき

たいです。 

 

滝委員 

ゆくゆくはこの２１箇所を地図に落とし込んで示していただけるのでし

ょうか。 

 

教育総務課長 

ホームページに掲載します。 

 

教育長 

通学路の安全点検に関してはよろしいでしょうか。 

そのほか何か御意見等がありましたらお願いいたします。 

 

渡邊委員 

前回関南小学校の新しい道路をこのまま迎えるのかと思っていたのです

が、役所の方々も朝晩立っていただいたり、関南小学校のホームページを見

ると保護者向けにＰＲしてあって、校長先生の姿も見えたので、心配されて

いるのだと思いました。後は反対側ができてからですよ。夕方散歩をしてい

たときに、近くを走っていたパトカーの前を、車が一時停止で止まらずに走

って行き、その後すぐにパトカーに追われていました。今までの経験で走っ

てしまう車がまだまだいるのだと思いました。常北中の通学路にもなってい

ると思いますが、常北中でも通知はしているのでしょうか。 

 

教育長 

常北中にも知らせており、校長、教頭が現場に行き、子供たちの指導を

しています。 

 

渡邊委員 

横断歩道にポールが立っているなどいろいろ工事をやっていますね。 

先ほど点検で通学路を変えるという話もありましたが、やはり安全にし
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てせっかくの経済的な道を通りたいです。 

 

教育総務課長 

この箇所については、関南小学校の父兄から学校に信号設置の要望が出

て、校長先生から学校としても同じ意見だというような要望が挙がり、昨日

の午後、市の方で県に信号設置の要望を行ったところです。 

 

渡邊委員 

押しボタン式でもなんでも良いので欲しいところです。 

 

鈴木委員 

信号のようなものがついています。 

様子を見るために通っているのですが、危ないです。 

 

教育総務課長 

私も夕方に一度通ってみたのですが危なくて通りたくないと思いました。 

 

渡邊委員 

国道には右折の信号が出来上がっているので今度右折で入ってくる車が

増えるかもしれません。 

 

鈴木委員 

パトカーがいても走って行ってしまう車がいるそうです。 

 

教育長 

その他いかがでしょうか。 

 

佐藤委員 

１０月から通常に学校が始まったのですが、それまでのオンライン授業

に関する評価等は保護者、先生、子供たちから集計をするということはやっ

ていますか。今後、また何があるか分かりませんので参考のために会議のう

ちに知っておけば、次スムーズに入れると思いますので何かあれば教えてく

ださい。 

 

学校教育課長 

まとめたものをお示しできるような状態になっていないのですが、集約



10 

 

はかけております。急きょオンライン授業を全校で実施するということにな

ったのですが、各学校、各先生方が前向きに積極的に取り組んでくれて実施

できたということは申し上げることができます。その中で新たな可能性、良

かった点も挙げられているところです。子供たちもオンラインで友達の顔を

見ることができてよかった、先生とのやりとりもできた、チャットや課題配

付機能がありますので、そういうところでやりとりをして認めてもらえまし

たといった良かった点も挙げられております。ただ、課題としてもやはり集

中力が続かない、チャット機能の適切な利用が常にされているとは限らない

といった課題も挙げられております。そのほかにもいろいろあるかとおもい

ますのでそのあたりをきちんと集計、整理して学校と共有して今後改善し、

活かしていければと考えております。以上です。 

 

教育長 

アンケート調査は市教育委員会から学校、県から学校といった調査が入

っていました。それをまとめてお話されたということです。 

 

佐藤委員 

保護者や子供たちにはそういったものはないのでしょうか。私が聞く話

ですと、低学年の子は厳しいそうです。集中力が持たないという事がありま

す。あとは、今日は面倒くさいからやりたくない、画面に出たくないという

方もいらっしゃって、親としても何も言えないのかなと思います。出席率は

出ていますか。 

 

学校教育課長 

出席は確認できる状態です。オンラインでアプリを使うのですが、会議

に入室しているかどうかの確認が出来ますので、各学校、各時間で確認して

いるところです。以上です。 

 

鈴木委員 

朝の会で名前を呼ぶと返事をするそうです。びっくりしました。 

 

佐藤委員 

朝の会だけマイクをオンにして良いというように各学校やっていたのか

もしれません。 

 

学校教育課長 
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マイクのオンオフはその時に合わせて指示しながらやっていたというこ

とです。チャット機能はあまりにも自由に使われてしまうため全体としては

停止の処置を取ったところもございます。ただ、教員のほうで求めてここは

書き込んでやり取りをしようということは可能な機能があるという状況です。

使い方や情報モラルに関しては今後一層指導が必要だという課題も改めて気

づかされました。 

 

渡邊委員 

今月からＩＣＴ支援員が来ています。その辺の活用などについて教えて

ください。 

 

学校教育課長 

ＩＣＴ支援員は議会を通り、現状としては契約締結依頼をしているとこ

ろです。総務課で該当業者とやりとりをしておりますので、まもなく契約締

結に至るかと思います。そして、ＩＣＴ支援員の活用の仕方に関してですが、

より効果的にということが重要になってきますので、教員のＩＣＴ活用力、

ＩＣＴを使っての指導力が向上することが求められます。そういったことも

視野に入れて教員へのサポート、支援をお願いする内容で契約を進めている

ところです。以上です。 

 

渡邊委員 

来月あたりからは実際に動けるのでしょうか。３学期からでしょうか。 

 

学校教育課長 

来月には、と期待しているところです。契約が締結されて人材が確保で

き次第すぐにでもとこちらとしては期待しているところです。 

 

渡邊委員 

ぜひ活用したいですね。 

 

教育長 

オンライン授業またはスマホ等、またはそのほかＳＮＳそういったことに

ついてはよろしいでしょうか。 

 

鈴木委員 

給食についてですが、食べ残しを減らす取り組みをしている学校があると
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新聞で見たのですが、北茨城市で食べ残しはどのくらいあるのでしょうか。 

 

学校給食センター長 

残菜につきまして、私も昨年気になり毎日測ってみたのですが、どういっ

た理由で食べ残しが増えるのかは良く分からず、掴めない状態です。現在も

計量しているのですが、どの学校でどのくらい残っているという風には調査

をしていないです。今は学校でも無理に食べさせていないような状況だとい

うこともあり掴めない状況です。 

 

鈴木委員 

ありがとうございます。 

 

教育長 

学校と連携してより良い給食の在り方を探っていくように努力していきた

いと思います。 

そのほか御意見等がありましたらお願いいたします。 

 

渡邊委員 

旧磯原中学校の解体と４校分の防犯カメラの件がホームページの公共事業

のページに載っていました。来年度予算について早めに言った方が良いと思

い、前回お話した時に、順番があるということでしたが、防犯カメラについ

ては難しいと思いますが早めにお願いいたします。旧磯原中学校の解体工事

は早く話が進んでいると思いました。来年度予算のことについて華川中学校

は地元民としてはあの後どうなるのか、夏場に伸びた草の処理等についての

ことがありますので、地元の人たちもせっかく統合に向けて前向きに事が進

んだのでそういう心を大事にし、磯原中学校の来年度の管理費等を組み立て

ると良いと思いました。新磯原中学校は先に完成し綺麗になりましたが、華

川中学校が取り残されてしまうというのはどうかと思いました。 

 

教育総務課長 

旧磯原中学校は解体し、華川中学校の跡地利用というのは今庁内で年内に

は方向性を示したいというようなことで会議をしているところです。 

 

渡邊委員 

地元の人は見ていると思います。せっかく統合に賛成してくれてうまく進

んだので、その後も役所で気を配っているという姿を見せたいと思いました。 
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教育長 

そのほかいかがでしょうか。 

無ければ報告を終わりにしたいと思います。それでは議事進行は教育総務

課長にお戻しします。 

 

（閉 会） 

教育総務課長 

以上で令和３年第１０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００分 

 


