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 令和３年第７回定例教育委員会会議録（要旨） 

 

開会日  令和３年７月１５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２２号 専決処分の承認を求めることについて 

専決第７号 北茨城市立学校給食センター運営委員会委員

の委嘱について 

議案第２３号 令和４年度使用小・中学校教科用図書及び小・

中学校特別支援学級知的障害者用教科用図書の

採択について 

 

・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）８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７回定例教育委員会を始めさせていた
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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いた

します。 

 

（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。 

 

（議案第２２号 専決処分の承認を求めることについて 

専決第７号 北茨城市立学校給食センター運営委員会委員の委嘱につい

て） 

教育長 

それでは本日の議事に入ります。 

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 

（議案第２２号 専決処分の承認を求めることについて、専決第７号 北

茨城市立学校給食センター運営委員会委員の委嘱について、朗読。） 

今回の委嘱は令和２年７月１日に委嘱した前任者の残任期間となります。 

新たに委嘱する委員は、学校長１名、ＰＴＡ代表２名、日立保健所長、学

校給食主任２名です。 

委嘱期間は令和４年６月３０日までです。御審議のほどよろしくお願いい

たします。 

 

教育長 

何か御意見・御質問等がございましたらお願いいたします。 

御質問等無いようなので原案のとおり承認とさせていただきます。 

（「はい」の声多数） 

ありがとうございます。 

 

（議案第２３号 令和４年度使用小・中学校教科用図書及び小・中学校特別支

援学級知的障害者用教科用図書の採択について 

教育長 

学校教育課長から報告をお願いします。 
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学校教育課長 

（議案第２３号 令和４年度使用小・中学校教科用図書及び小・中学校特

別支援学級知的障害者用教科用図書の採択について、朗読。別紙議案書に基

づき説明。） 

 

教育長 

小学校用教科用図書、中学校用教科用図書は継続採択ということで、前年

度のものを使うということです。特別支援学級知的障害者用教科用図書は、

小学校、中学校ともに一部新しいものが採択されているということでした。 

最初に御意見等を伺い、その後教科用図書を実際に見ていただく時間を取

りたいと思います。 

ただいまの説明で御意見・御質問等がございましたらお願いいたします。 

御質問等無いようなのでそれでは実際に教科用図書を見ていただければと

思います。 

 

教育長 

改めて御意見、御質問等ありましたらお願いいたします。 

 

渡邊委員 

昨年と比べて採択数のバランスが取れてきたのかなと思います。昨年は社

会と理科が大きく数字が違っていて知的だから子供に応じて採択しますよね。

これでできるのかと昨年思ったのですが、今年はある程度の数が揃っている

ので、昨年と同じなんですけれども、検下本を選ぶときに児童生徒の心情面

を考慮して選んであげたほうがいいのかな。さらにその前の年に採択したも

のもあるので重ならないようにデータを持ち寄ってこれから考慮していただ

ければより子供に合った本が採択できるのかなと思います。 

 

教育長 

学校で採択するときは、委員さんからお話いただいたことについて改めて

教育委員会から採択にあたって留意することとして話していきたいと思いま

す。 

御意見、御質問等ありましたらお願いいたします。 

御質問等無いようなので原案のとおり承認とさせていただきます。 

（「はい」の声多数） 

ありがとうございます。 
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（報告事項（１）市内の放射線状況について） 

教育長 

給食センター所長、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 

市内屋外体育施設における放射線量について去る７月２日及び９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。 

 

渡邊委員 

前回中妻小学校の一部の値が抜けていた件ですが、その後どうなったので

しょうか。 

 

教育総務課長 

確認いたします。 

 

（報告事項（２）８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 

８月の行事日程は１件のみです。８月１９日（木）午後２時から第８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 
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それでは８月１９日（木）午後２時から開催したいと思います。 

次ページは８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 

給食センター所長からお願いいたします。 

 

給食センター所長 

７月１日のトウモロコシの提供中止について御説明いたします。トウモロ

コシが４分の１にカットされた状態で当日の朝、納品されました。袋から開

けて洗浄した際、調理員がトウモロコシに金属片が刺さっているのを発見し

たため、提供をとりやめました。納品先に確認をしたところ、トウモロコシ

をカットした際に刃こぼれを発見したので金属探知機を使用したが、すり抜

けて納品してしまったとの事でした。今後は刃こぼれ等の事故があった場合、

納品することの無いよう指導いたしました。今回１品少なかった給食につい

ては、今後内容を充実させて提供いたします。 

続きまして、複合防災・学校給食センターについてですが、７月１０日、

１１日の内覧会には１０日に１２１人、１１日に１３１人の方にご来場いた

だきました。教育委員の皆様には本日の教育委員会会議終了後に内覧してい

ただきたいと思います。 

また、調理リハーサルによる喫食のお願いについてですが、８月２４日、

２６日に調理リハーサルを行いますので御都合がよろしければ喫食の御協

力をお願いいたします。２日間ありますので、両日でも１日でも結構です。

以上です。よろしくお願いいたします。 

 

教育長 

異物混入についてなにかございますか。 

 

渡邊委員 

業者の方で刃こぼれを発見していたのに納品したというのは非常に心配で

すね。 

 

滝委員 

納入されたときに、異物混入があり検査をしたという連絡はあったのです
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か。 

 

給食センター所長 

ありませんでした。金属探知機を使ったので安全だろうと思って納品した

ようなので、その点についてそういったものがあった場合には納品しないよ

うにと伝えました。今後また、教育部長にも報告する予定となっております

のでその時に指導したいと思います。 

 

渡邊委員 

刃こぼれが分かって、見つかったというのであればよいのですが、それが

分からない状態だったのですか。 

 

給食センター所長 

金属探知機を使って何本かは除いたらしいので、もう無いだろうと思った

事、金属探知機もすり抜けたという事から納品をしてしまったようです。 

最初の頃だったので、そこで止めていただいて納品していただければ良か

ったのですが、まとめて納品してしまったということでした。 

 

渡邊委員 

分かったなら良かったですね。 

 

給食センター所長 

洗浄していて触ったので調理員さんが持ってきてくれました。 

 

教育長 

給食センターの方で一つ一つ確認しながら対応したので未然防止に繋が

ったのかなと思います。これからもこういったことを大事にしていただくと

いうことで取り扱っていきます。 

 

教育総務課長 

報告が３件ございます。委員の皆様にも書面議決をしていただいた、令和

３年度関東甲信越静市町村教育委員会連合会総会の議決結果をお配りして

あります。全議案、原案のとおり可決されておりますので、後ほど御確認い

ただければと思います。 

続いて、７月１０日、１１日に開催した、磯原中学校の内覧会についての

報告になります。１０日の内覧者数は６０８人、１１日の内覧者数は６３５
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人、合計１，２４３人の方に内覧いただきました。委員の皆様におかれまし

てもお忙しい中お越しくださりありがとうございました。今後の磯原中学校

の移転スケジュールですが、本体及び屋内運動場棟の建設はすべて終わって

おり、竣工検査も完了しております。外構１工区（西側～北側）にかけての

工事がまだ一部完了しておりませんが、今月中には完成予定となっておりま

す。今週月曜日から校務パソコンサーバーの配線や警備に関する工事が行わ

れております。７月最後の週には、メーカーごとに備品が搬入される予定と

なっております。その間に職員室やパソコン教室へのパソコンの移設等も予

定しております。７月末から８月初旬に引っ越しを予定しておりますので、

それまでに段ボールへの箱詰めをおよそ２，０００箱行わなければなりませ

ん。９月１日の供用開始を迎えることができるように学校、業者としっかり

と協議をして準備を進めていきたいと考えております。なお、９月１日には

落成式典を計画しており、教育委員の皆様にも当日御臨席いただく予定にな

っております。詳細についてはまた後ほど御通知を差し上げますのでよろし

くお願いいたします。 

３件目の報告は子供たちの通学路についてですが、毎年市教委においても

市内を３ブロックに分け、通学路の点検や協議会を行い、改善に努めている

ところなのですが、６月２８日に千葉県八街市で発生した事故を受け、今年

度は市内全域に範囲を広げて緊急通学路点検を実施する旨と千葉県八街市

の事故の状況に合致するような通学路を把握して報告していただくように

市内小中学校には７月１日に依頼しております。７月１３日には国県からの

通学路の合同点検実施の依頼が届いており、現在、実施日について検討して

いるところです。報告は以上です。 

 

教育長 

磯原中学校の引っ越しの日程は具体的に決まっていますか。 

 

教育総務課長 

７月３１日（土）の午前中に引っ越し業者が来て、傷防止のセッティング

を行い、午後から始まります。磯原中学校が最低でも３日半、華川中学校が

２日間かかる予定です。重いピアノや金庫類は引っ越し業者の方でさらに外

注することとなりますので、詳しい日程は決まっておりませんが、８月の１

週目から２週目にかけて行う予定です。 

 

渡邊委員 

先日内覧して、非常に素晴らしい学校が完成して良かったと思います。中
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学生もたくさん内覧に来ていたので関心が高いのだと思いました。 

 

教育長 

通学路の安全点検について説明がありましたが、学校で始めていただいて

おります。それに基づいて警察や関係機関を交えての点検を検討していると

の事ですが、このことについて御意見等ございましたらよろしくお願いいた

します。 

 

滝委員 

これから危険箇所について各学校からの情報を抽出していく作業になる

かと思いますが、学校から情報が上がってくるときに、学校の先生は忙しい

ので日頃目が届かない部分や変化してきた部分もあると思います。子供の方

には目が行くが、環境という見方をするとどうしても見落としてしまうと思

います。それを補うためにも子供がどのようなことを感じて、思っているの

か、例えば、雨が降った時傘を差すとひっかかるということなども通常では

分からないんですよね。でも子どもはそれを感じている部分もあると思いま

す。それから、かばんを背負っている、重いものを両手に持っているといっ

たことになると環境が変わりますから、子供目線でどうなのかという部分ま

で広げて吸い上げられればと思います。もう一つは保護者やボランティアの

立哨の方からの意見の吸い上げも必要なのかなと思っていました。実際、以

前地元のボランティアの方から依頼されて前教育部長に相談したところ、早

速ほとんど見えなくなっていた横断歩道の線などを引きなおしてくれ、地域

の人も喜んでいるということがありました。これは普段から見ているから見

えるのであって毎日忙しく動いている先生方には気づきにくい場所なのかな

と思ったので、子供目線、地域の方々からの意見を聞くことができれば良い

と思いました。 

 

教育長 

その他ありますか。 

 

鈴木委員 

大津の場合は歩道が無い道路なんですよね。どのようにすればよいのでし

ょう。家を出てから学校行くまでずっと危険ですよね。常北中学校の下あた

りはあるのですが、五浦から大津小学校、常北中学校へ行くまでが危険です。

歩道が無いため道路を歩いています。 
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滝委員 

あの道路は地元の人は通りますけども、観光の人たちもいるのですか。 

 

鈴木委員 

観光の方は通学路をおそらく通らないと思いますが、送り迎えの車が危険

です。 

 

教育長 

歩道の無い通学路ってたくさんあると思います。そういうことについてど

ういうふうに私たちは対応していけばよいのか、子供たちにどう指導してい

けば良いのかを改めて考えていかなければならないと思いますので集まり

の中でそういったことを話題に出していただければと思います。今いただい

た御意見を参考にし、通学路の安全点検について取り組んでいきたいと思っ

ております。 

 

学校教育課長 

新型コロナウイルス感染症の状況を踏まえた修学旅行、宿泊学習の対応に

ついて御報告させていただきます。中学校では修学旅行委員会で検討してき

たところなのですが、６月３０日に第３回中学校修学旅行委員会を関本中学

校で開催した折に旅行会社、教育委員会も加わり、方面の変更、日程の短縮

について決定しました。方面ですが、従来は関西方面（大阪、奈良、京都）、

期間としては２泊３日でしたが、変更後としては方面を東北、北関東、甲信

越方面に各学校で検討・計画すること、期間としては１泊２日に短縮する、

交通手段としては貸し切りバスで行くという事で内容を変更したということ

です。このような中学校の修学旅行に関する動きを受けて小学校の方も各学

校の方で検討しそれを経たうえで７月７日学校長会の折に小学校部会で話し

合いをし、小学校においての日程の短縮について決定をしたという事です。

従来は１泊２日で計画しているところですが、それを日帰りで行うというこ

とで決定したところです。方面としては近県（栃木、福島方面）を考えてい

くということです。合わせて宿泊学習についてですが、小学校は修学旅行と

同じように秋に計画されていますので修学旅行と合わせて検討し、修学旅行

が短縮することと合わせて宿泊学習も短縮ですので宿泊を伴わない形での体

験学習等を実施するということに変更したということです。なお中学校の宿

泊学習については３学期に計画しているところです。その頃の感染状況を見

てということでまた決定はしておりません。報告は以上です。 
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教育長 

御意見等がありましたらお願いいたします。 

 

滝委員 

かわいそうですね。 

 

教育長 

コロナ禍の中で最善の方法を探り、方面もそれぞれ県外ということで危険

なところはあるのですが、子供たちや学校の意を汲みながら安全に配慮して

実施していくような状況を作れればということで今後またコロナの状況によ

っては変わるのかなと思います。 

 

佐藤委員 

小学校は日帰りで近県ということですが、移動だけで終わってしまう可能

性もありそうですね。昨年精華小学校では２日間日帰りで山方面と海方面へ

行ったのですが、いい案だと思いました。宿泊することが一番リスクがある

という事でそういう風にしても良いのかなと思い、なるべく現地で何かを体

験できるといったような方向をぜひ取り入れていただきたいです。 

また、バスも密にならないように台数を増やすと思うのですが、ぜひ保護

者の負担が無いようにしていただければありがたいという意見があります

のでよろしくお願いいたします。 

 

学校教育課長 

修学旅行を日帰りで行う際に距離がある場合、バスに乗車している時間が

長くなるという懸念があるかと思います。それについても話題には出ている

のですが、学校は県外を含めて検討させてもらいたいという声が強いという

ことがありました。ただ、今の御意見についてはこちらも大事な事と考える

のでしっかりと助言していきたいと思います。バス代の負担増加分について

は昨年度対応させていただいたので今年度もできるだけ対応したいという

ことで検討を進めているところです。以上です。 

 

鈴木委員 

運動会も楽しくなかったみたいなんです。私は見学していないので何とも

言いようがないのですが、親御さんに聞きましても１分ちょっとで子どもの

競技が終わって、ビデオを撮る暇もなかったということを聞きましたので、

ぜひこの修学旅行、宿泊学習等の内容を子供たちが楽しめる内容に考えてい
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ただきたいと思います。 

 

教育長 

子どもの立場で考えていければと思っています。そういったことまたお話

をしながら対応させていただきたいと思います。 

 

生涯学習課長 

生涯学習課の今後の大きな行事の中止についてお知らせします。令和３年

８月４日～６日に予定していた、「ヒロシマで学ぶ平和の旅」事業及び１０月

に予定していた、「公民館まつり」は新型コロナウイルス感染拡大防止のため

中止としましたことを御報告します。 

また、「ヒロシマで学ぶ平和の旅」事業は中止としましたが、広島で「原爆

の子の像」へ折り鶴を捧げる取り組みがあることを知り、平和教育について

考える良い機会と捉えまして、市内各学校の４年生～６年生、各中学校１年

生～３年生に折り鶴一人１羽の作成を依頼しました。なお、折り鶴を折る際

には各学校・学級で平和教育についての話し合いをお願いしました。今週末

までに集めた折り鶴は生涯学習課で繋げて広島に送る予定です。 

 

教育長 

残念ながら広島に行くことはできないのですが、大きなねらいである平和

学習については実際に取り組んでいるということでそちらの方を子どもた

ちにお話をしていきたいと思います。実際に千羽鶴を作っていただくという

ことで取り組みを進めているということです。 

その他御質問等ありましたらお願いいたします。 

 

渡邊委員 

前回の教育委員会会議で教育部長の方から６月議会でサーモグラフィー

温度測定器が見送りになったということで、もし理由が聞けるのであれば教

えていただきたいのと、見送りになった場合の対応を教えてください。 

 

教育部長 

今回補正を要求した段階で、教育委員会として必要だという認識の中で要

求したところですが、利用者数や市全体のコロナ対策に係る経費を勘案して

今回は見送ったという状況です。今まで以上にコロナ対策として利用者の名

簿作成等を徹底し、それに代わるような対応をしていきたいと考えておりま

す。 
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渡邊委員 

教育要覧を読ませていただきました。今回はすごく見直しがされていて素

晴らしい出来だと思いました。これを学校へ逓送箱に入れて配ったのか、校

長会である程度大事なところを課長がお話して配ったのでしょうか。素晴ら

しい出来だったためぜひ校長先生方に活用していただきたいと思いました。 

 

教育長 

市の想いを伝えていくにはそういう方法も大事ですよね。 

 

渡邊委員 

今回これだけ修正したので、ぜひ読んで活用してくださいと課長の方から

一言言うと良いのかなと思いました。 

 

教育長 

ありがとうございました。 

 

教育総務課長 

その他なにかありますか。 

 

鈴木委員 

いじめの問題なのですが、いじめを受ける方も、いじめをするほうも色ん

な事情があると思うのですけれども、いじめを受けた方の子がやはり親にも

言えないでいる、そして学校の方に連絡をしたけれども学校が隠してしまう、

それが一番の原因みたいに感じました。なので、ぜひ子どもたちの毎日の様

子等を把握していただき、絶対にいじめが無いように対応をお願いしたいと

思っております。よろしくお願いいたします。 

 

教育長 

小さな出来事であっても気づきを大切にしながら子どもたちと接していか

なければならないですよね。長期休みに入りますので、そういったことを丁

寧にやっていくように学校には話したいと思っております。 

 

（閉 会） 

教育総務課長 
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以上で令和３年第７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２０分 


