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令和２年第８回定例教育委員会会議録（要旨） 

 

開会日  令和２年８月２０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、沼田委員、佐藤委員、鈴木委員、渡邊委員 

 

（欠席委員） 

  なし 

 

（委員以外の出席者） 

金澤教育部長、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、古茂田図書館長、園部教育総務課長、赤沼教育総務課主査、畠山教育総

務課主事補 

 

 

（次 第） 

・議 事  議案第２３号 専決処分の承認を求めることについて 

       専決第１６号 令和２年度教育費９月補正予算（追加）要求

について 

 

      議案第２４号 教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検

及び評価に関する報告書の提出について 

 

      議案第２５号 専決処分の承認を求めることについて 

       専決第１７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 

 

・報告事項  （１）市内の放射線状況について 

        （給食センター） 

（２）９月の教育委員行事日程について 

（３）その他 
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教育総務課長 

  定刻となりましたので令和２年第８回定例教育委員会を始めさせていただ

きます。初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。 

 

渡邊委員 

  日立市の修学旅行については、中止ということですでに報道があったかと

思いますが、７月３０日の県北教育長会議の中で、高萩市や常陸太田市の修

学旅行についての話題が出ていれば、教えていただきたいと思います。 

 

教育長 

  先日の課室長会議の中で、そのような話題が出ていたかと思いますので、

学校教育課長から説明をお願いします。 

 

学校教育課長 

 （他市の状況について説明） 

 

教育長 

  本市では修学旅行は小中学校ともに延期という対応をしていますが、キャ

ンセル料等の問題も出てくるかと思いますので、小学校は明日の校長会で、

中学校は２７日にＪＴＢの方もお招きして、話合いを行う予定です。小学校

の宿泊活動についても、各学校の足並みをそろえて、この状況の中でできる

ことを模索していきたいと思います。 

 

（議案第２３号 専決処分の承認を求めることについて 

  専決第１６号 令和２年度教育費９月補正予算（追加）要求について） 

教育長 

それでは本日の議事に入ります。 
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各課長から説明をお願いします。 

 

各課長 

 （別紙議案書に基づき説明） 

 

教育長 

  何か御意見等ございましたら、お願いします。 

 

沼田委員 

  光熱水費の減額を行うということですが、夏季休業期間が短くなり、おそ

らくエアコンを使用する回数が増えるかと思います。電気代の使用量が確定

した後に増額を行うようになりますか。 

 

教育総務課長 

  今回行うのは水道料の減額であり、電気料とは摘要が異なります。電気料

が増えた場合には最終的に補正を行うようになるかと思います。 

 

佐藤委員 

  タブレットを一人一台整備するということですが、導入の時期はすでに決

まっていますか。 

 

教育総務課長 

  ９月議会で議案として提出しますので、議会終了後に小学校と中学校とで

２つに分けて、入札を行う予定です。全国的に今年度中に整備するというこ

とになっていますので、納入時期が読めないところはありますが、１月から

使用できるようにしたいとは考えています。 

 

教育長 

  現在もすでに学校で持っているタブレットを使用して、教職員全員が操作

をすることができて、授業で活用できるように、各学校に研修の実施を依頼

しています。さらには、コンピュータ活用推進委員を拡充し、各校から委員

を選出し、タブレットをうまく活用することができるように準備を進めてい

ます。 

 

学校教育課長 

  ７月末にコンピュータ推進委員を中心に各学校から先生方に参加していた
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だき、研修会を行いました。２回目と３回目の研修会を１１月と２月に予定

しています。８月中には校内研修を実施し、課題に取組んでいただき、学習

指導での活用を日常的に行うことができるように呼びかけています。 

 

佐藤委員 

  中学生であれば活用方法を理解し、活用できるかと思いますが、小学校低

学年であると、自分の興味があること以外は難しい部分もあるかと思います。

ソフト等は別で準備するようになりますか。 

 

教育総務課長 

  ＧＩＧＡスクール構想に対応したタブレットということですので、ソフト

は基本の４万５千円に加えて、応用パッケージのソフトを入れるようになり

ます。県内でも多くの市町村が同様のソフトを入れるようになるということ

です。先週、各学校の先生方や学校教育課の指導主事を対象にデモンストレ

ーションを行い、先生方も大丈夫だろうということでしたので、今後も準備

を進めていきたいと思います。 

 

教育長 

  その他、何か御意見等ございますか。 

御質問等ないようなので原案のとおり承認ということでよろしいですか。 

（「はい」の声多数） 

ありがとうございます。 

 

（議案第２４号 教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価に関

する報告書の提出について） 

教育長 

  教育総務課長から説明をお願いします。 

 

教育総務課長 

  教育委員会では、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第２４条第１

項の規定により、教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価を

行うことが義務付けられています。教育委員会における事務事業の点検及び

評価を行う、北茨城市教育委員会事務事業評価懇談会が７月７日及び１３日、

８月６日の３日間にわたり、開催されました。委員３名で構成され、教育委

員会において、昨年度に実施した事務事業について、担当課が提出した実績
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を基に評価及び点検を行うものです。対象とした事業は２５事業であり、そ

の内、継続事業が２４事業、新規事業が１事業となっています。各事業にお

いて、各課長の出席のもと、有識者から意見及び要望等をいただいています。

いずれの事業も市の教育の振興や発展に必要な事業であることから、今後の

事業内容のさらなる工夫や改善、充実等の要望が出されています。 

  皆様に御承認をいただきましたら、９月議会への報告及び市民への公表を

行っていきたいと考えています。 

 

教育長 

  委員の皆様には事前に資料に目を通していただいているかと思いますので、

何か御意見等ございましたら、お願いします。 

 

渡邊委員 

  郷土愛を育む学校づくり事業に対しての有識者の意見について、各学校の

活動への適切な支援に努め、事業の実施に伴う学校や地域ボランティアの独

自負担があるならば、予算増額要望も含めた検討を望むとありますが、学校

や団体等から要望があってこの意見が出されたのか、または特に要望等は無

かったけれど、有識者の意見として出されたのかという点が１点目です。 

  次に小学校コンピュータ整備事業と中学校コンピュータ整備事業について、

どちらも記載が児童・生徒向けとなっていますが、小学校は児童、中学校は

生徒としてもいいのかなと思いました。 

  次に校務用コンピュータ整備事業に関連して、統合型支援システムを導入

し、指導要録や成績表、健康診断票等が電子化されかと思います。通知表の

様式が現在は市として統一されているのかどうかは分かりませんが、通信表

への反映方法とセキュリティ関係について、教えていただきたいと思います。 

  次に磯原中学校建設事業について、事業の概要の項目の中で適切な学習環

境を確保するとともにという記載があるので、教育委員会における点検・評

価結果の項目の中でも、学校施設の安心・安全な環境構築のためという内容

に加えて、ハード面での適切な学習環境や教育の効果など教育効果を上げる

ために進めているという内容を入れたほうがいいのかなと思いました。 

  次に学校長寿命化計画策定事業について、事業の概要の項目では計画を策

定するという表現を使用し、教育委員会における点検・評価結果の項目では

計画を策定していく予定であるという表現を使用していますが、これでは実

績の有無がわからないのではないかと思いました。 

  最後に市民大学運営事業について、昨年度の評価で貴重な意見をいただい

ているかと思います。今年度は委員が変わっていますが、運営者の企画案と
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参加希望者とのニーズが合致していないのではないかとの意見が出ているの

で、対応としてどうなのかなと思いました。 

 

教育長 

  順番に回答をお願いしたいと思います。 

 

学校教育課長 

  郷土愛を育む学校づくり事業につきましては、３名の委員のこれまでに学

校行事や教育活動に携わった経験や取組みの様子を見た感想から、消耗品等

の準備物で個人の持出しとなってしまっている部分があるのではないかとい

う意見が出ていると認識しています。 

 

教育長 

  今後実施していくうえで、個人の持出しが無いように話をしていくことが

大切なのかなと思います。 

 

教育総務課長 

  コンピュータ整備事業につきましては、御指摘があったとおり訂正したう

えで提出したいと思います。 

 

学校教育課長 

  通知表の様式は学校長の決定に基づき、学校独自で決定することになって

おり、統合型支援システムの通知表への反映につきましては、学校ごとの対

応も可能であるとのことです。 

 

渡邊委員 

  すでにシステムに反映させて、通知表を作成している学校はありますか。 

 

学校教育課長 

  全学校がシステムを利用して作成しています。 

  学校独自となる点につきましては、項目によって記入欄の増減や記入の時

期を１学期と３学期にするのか、２学期と３学期にするのかといったことで

文言等も変わってくる部分があるということです。 

 

教育長 

  １学期の通知表につきましては、市内全体で話し合いを行い、学校再開が
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６月１日になったということで、各学校で通知表は作成しますが、総合所見

の部分について、今学期は見合わせて、２学期以降に記入していくという話

がありました。 

  セキュリティ面につきましては、次回までに確認して説明するということ

でよろしいですか。 

 

渡邊委員 

  わかりました。 

 

教育長 

  磯原中学校建設事業の事業の概要では適切な学習環境を確保するというこ

とでしたが、教育委員会における点検・評価結果では安心・安全な環境構築

が前面に出ているのではないかということ、さらには教育効果を上げるとい

う言葉も求められているのではないかというところです。このことについて、

渡邊委員からのお話を受けて、検討していただき、３名の委員の皆様にこの

ようなことを含めて報告書に記載させていただきたいということを確認して

いただいて、教育効果を上げる目的もあるということを文章の中に網羅して

いただく形で文章を考えていただくような方向で進めるのは難しいですか。 

 

渡邊委員 

  一昨年にもこの文章を直すのは大変だというように聞いています。意見を

出しただけですので、無理に文章は直していただかなくても大丈夫です。 

 

教育長 

  教育効果を上げることが根底にあることを踏まえていただければ、安心・

安全はもちろん大事ですが、さらには教育効果も大事であると思います。渡

邊委員から意見あった点については大事なことですので、承っていただけれ

ばと思います。 

 

沼田委員 

  来年もこの項目の評価は行うと思いますので、その際には今回の意見を反

映した文章をしっかり入れていただくようにしてもらいたいと思います。 

 

教育総務課長 

  学校長寿命化計画策定事業につきましては、昨年度から長寿命化計画を予

算化して、進めていました。しかし、昨年度は入札不調等により、契約を行
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うのが今年２月になってしまったため、この時点では計画が策定されておら

ず、計画を策定していく予定であるという表現を使用しました。現在は各学

校で調査を行い、今年度中に仕上げるという予定になっています。 

 

生涯学習課長 

  市民大学運営事業につきましては、大学から講師等を招いて、生涯学習を

取扱う唯一の事業ということで取組んでおりますが、受講者は減ってきてい

ます。郷土史歴史講座は今週も行う予定になっていますが、今年は新型コロ

ナウイルス感染症の影響で受講者が集まらないということもあり、例年と同

じような内容になってしまっています。 

  昨年度はアンケートを実施しておりません。申し訳ございません。様々な

講座はありますので、アンケートはそれらが終了してから実施したいと考え

ています。市民大学の教授の方々の都合もありますので、講師についても考

えながら、進めていくしかないのかなと思います。 

 

教育長 

  講師の方を選定する際には大変な苦労があり、事業を実施した後に受講者

にアンケートを実施するなど、地道な努力はこれまで行ってきていますが、

成果が出ていないのが現状です。さらなる手立てが必要であるということで

すね。 

 

鈴木委員 

  公民館活動事業に関連して、公民館を利用する方の年齢が高齢化している

こともあるかと思いますが、大津公民館を例にあげると、クーラーも設置さ

れていないし、床も劣化しているのですが、老朽化対応を行っている様子が

わからないので、教えていただきたいと思います。 

 

生涯学習課長 

  全ての公民館で老朽化が進んでおり、壊れてしまった箇所の処置のみを行

っているのが、現状です。 

 

教育長 

その他、何か御意見等ございましたら、お願いします。 

御質問等ないようなので原案のとおり承認ということでよろしいですか。 

（「はい」の声多数） 

ありがとうございます。 
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（議案第２５号 専決処分の承認を求めることについて 

  専決第１７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 

  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 

  令和２年７月１日から委嘱した前日立保健所所長の異動により残任期間で

ある、令和２年８月１日から令和４年６月３０日の委嘱期間で委嘱するもの

です。 

 

教育長 

  何か御意見等ございましたら、お願いします。 

御質問等ないようなので原案のとおり承認ということでよろしいですか。 

（「はい」の声多数） 

ありがとうございます。 

 

（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。 

 

（報告事項（２）９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 

第９回定例教育委員会を本来ならば第３木曜日である９月１７日に開催す

るところですが、市議会９月議会の最終日のため日程を１週間遅らせて、２４

日も北高の新人戦が入る予定だということですので、９月２３日午後２時から
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市役所４０６会議室において開催したいと考えています。教育委員の皆様のご

都合はいかがでしょうか。 

 

各教育委員 

  大丈夫です。 

 

教育総務課長 

  それでは９月２３日午後２時からの開催とさせていただきます。 

  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。 

 

生涯学習課長 

  ９月からスポーツ大会を感染予防に努めたうえで、開催していきたいと考

えています。ただ、９月２５日の市民クロッケー大会につきましては、開催

予定でしたが、本日、協会から中止としたいとの連絡がありました。 

市美術文芸展覧会等はいずれも約１，３００人が集まりますので、密接を避

けるために中止とします。生涯学習センターの前期の講座は中止となっていま

すが、１０月からの後期の講座は実施する予定で進めています。 

 

渡邊委員 

  磯原中学校の建設を行っているかと思いますが、工期が７月３０日までと

なっている工事があったかと思います。予定通り工事を完了することはでき

ましたか。 

 

教育総務課長 

  工事が終了し、竣工検査を行うための書類を待っているという状態です。 

 

渡邊委員 

  全てにおいて予定通りということでよろしいですか。 

 

教育総務課長 

  校舎の建設工事につきましても、多少のずれはありますが、順調に進んで

います。 

 

 

（報告事項（３）その他） 
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教育長 

  市のホームページには、６月中の状況が掲載されていましたよね。 

 

教育総務課長 

  最近の状況についても、まもなくホームページに掲載したいと思います。 

 

鈴木委員 

  常北中学校から体育祭の案内をいただきました。案内を見ると当日の参加

は保護者のみという内容がありますが、教育委員の参加はどうしますか。 

 

教育長 

  本来は御参加いただきたいところですが、感染予防のために平日に実施し、

参加する人数も限定するということなので、今年は申し訳ありませんが、参

加しない方向でお願いしたいと思います。 

 

（閉 会） 

教育長 

  以上で令和２年度第８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３０分 

 

令和  年  月  日 

  

議事録署名    

 


