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令和３年１月定例教育委員会会議 
 

 

○ 開催日時  令和３年１月２１日（木） 

        午後１時３０分 ～ 午後２時４５分 

 

○ 開催場所  鹿嶋市役所 ３階 会議室３０１ 

 

○ 出席委員  教育長            川村  等 

        教育長職務代理者       岡見 文彦 

委員             信樂  悊 

        委員             原  キミ 

        委員             大槻 啓子 

        委員             大崎 千帆 

○ 事 務 局 出 席 者  教育委員会事務局部長     佐藤由起子 

        教育委員会事務局次長     大須賀規幸 

        教 育 委 員 会 事 務 局 次 長 兼 ス ポ ー ツ 推 進 課 長     宮崎 正明 

        教 育 指 導 担 当 参 事 兼 課 長     石津 光彦 

総務就学課長         君和田浩幸 

幼児教育課長         堤  芳隆 

教育施設課長         野田 秀志 

社会教育課長         東峰由美子 

中央図書館長         飯塚 貴子 

中央公民館長         増田由紀子 

        総務就学課長補佐       平山麻由美 

        総務就学課主事        横田 友人 

 

○ 議 事 

 

 １ 議 案 

  公 開 報告第 １号 学校医等の委嘱について       （総務就学課） 

 

 ２ 協議・報告事項 

・高松小中一貫校施設整備計画書について          （教育施設課） 

  

 ３ その他 

  ・教育委員会関係日程 

  

 

○ 会議録 

１ 開 会 

   教育長から開会が宣言された。 

 

２ 議事録署名人の氏名 

   大崎委員が指名された。 
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３ 議 案 

 

報告第 １号 

（総務就学課） 

学校医等の委嘱について 

願により学校薬剤師を解き，新たに委嘱するもの。 

【主な質疑・意見等】  

 （委員）  学校医等の任期はないのか。 

 

 （総務就学課）  その通り。相手が辞退をすれば，任命を解いている。 

 

※報告第 １号については，原案どおり可決された 

 

 

４ 協議・報告事項 

 ・高松小中一貫校施設整備計画書について 

【質疑・意見等】  

（委員） 学校図書館はどのあたりにあるのか。 

 

（教育施設課） 校舎１階である。 

 

（委員） コミュニティスクールは学校の学びを支える場とし

て推進しているところだが，委員の意見がこの設計に反

映されているのか。今後，地域の方の意見はどのように

反映されるのか。 

 

（総務就学課） 

 

様々な方からの意見を集約したいと考えている。スケ

ジュールとしては，内部会議を経て，市議会への説明を

予定している。保護者の方からの意見として，ＰＴＡ総

会での説明，地域の方からの意見としてまちづくり総会

での説明を検討しているが，コロナ禍で行うのは難しい

との話も出ている。意見の集約については，ひとつひと

つ進めていきたいと考えている。 

 

（委員）  高松小中学校は，一貫校ながらも隣接型であったた

め，メリットや目指すものを考えても，施設一体型とす

るのはいいことである。どちらの学校も建築されてから

５０年近く経つことになり，理想を実現するためには，

新築にしたほうがいいとは思うが，このコロナ禍の現状

や市の予算や国の補助金の関係を考えると，大規模改造

で理解できる。 

国が進める少人数学級もあるので，教室が不足しない

よう考慮をしたり，高松小学校の教室や体育館の有効利

用をお願いする。 

 図書館の整備について，学校によっては，子どもたち

が図書館の利用がしにくいところもあるので，高松小中
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学校図書館では，子どもたちの意見も聞きながら小学１

年生から中学３年生までもが利用しやすい場所に設置

して欲しい。 

体育館についても，小中学校が共同で利用するようだ

が，工夫をして授業を被らないようにしつつ，場合によ

っては既存の小学校体育館も使用し，どちらも怪我がな

いよう進めていただきたい。 

 

（委員）  社会教育用の体育館は，日中は学校でも使用できるの

か。 

 

（教育施設課）  中学校の体育館１つで児童生徒が十分に対応できる

と先生方からは聞いている。小学校の体育館はミニバス

や社会教育活動などに使用する。また体育館は避難所に

指定されているため，災害時にも活用する。 

 

（委員）  先ほど，学校図書館は地域の人も利用できるよう開放

するとあったが，土曜日や日曜日も開放するのか。学校

が閉まっている間は，開放はしないのか。 

 視察した学校では，社会教育施設と学校の間をシャッ

ターで区切っているところもあったが，高松小中の今後

の学校図書館についてどう運用するか。 

 

（教育施設課）  現時点で考えているのは，平日の１０時～１５時ま

で，週に１回開放する。 

 先生方とも相談して，安全面については，門柱や門扉

を整備し，門扉は常に閉じておき，第一段階としてイン

ターフォンで不審者の判別をする。 

 校内では図書館司書がさらに確認をすることにより，

２段階で安全の確認ができる。高松地区は地域と学校が

密接していることもあり，過度に安全確認を行うと，地

域の方が離れてしまうことが懸念されるため，十分注意

する必要がある。 

 

（委員）  先ほどもあったとおり，当初は新築として建設される

ものと思っており，デジタルや感染症対策，読解力を養

うための学校図書館の充実など時代に合った建物が理

想であったが，今の財政状況を鑑みるとやむを得ない。 

高松小中一貫校で学んだ生徒と一貫校でない学校で

学んだ生徒とを比較をして，９年間の間でどのように成

長したのか，プラスになっているのかなどの検証が必要

だと思うが，いかがか。 

 

 （総務就学課）  長期的な検証が必要なため，すぐに結果は出ないと思

うが，９年間の学びの中でどれぐらい伸びるか，どのよ
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うな方法でやるか分からないが，検証を行いたいと考え

ている。 

 

（委員）  高松中学校のプールは撤去後，小学校のグラウンド使

用を予定しているそうだが，狭くはないか。地域からは

テニスコートを増設して欲しいとの意見があった。高松

中学校は運動部が少ないために，増設については検討し

て欲しい。 

また，高松小学校の一部を駐車場に変更となると，高

松幼稚園跡地である借地は返還してしまうのか。 

鹿嶋市で初の小中一貫校を展開してきたので，外部に

高松小中一貫校のＰＲをして欲しい。指定学校変更申請

が可能であるので，どんどんＰＲして高松小中学校で９

年間の連続した教育を受けてもらいたい。 

 

（次長）  借地については，現在，幼児教育課が管理している。

学校の行事等で有効に利用したいとあるが，行事のため

だけに年間使用料を支払うのは難しいところはある。 

 これから高松小学校の土地もあるので，有意義に利用

し，将来的には，借地を返還するつもりで検討している。 

 

（委員）  地区の人には，将来的には土地の返還をせざるえない

ことを伝えている。方向性が決まった時点で，報告して

欲しい。 

 

（教育施設）  テニスコートの増設の件については，先生方とお話を

させていただいている。テニスコートを増設するよりは

業間休みで球技が利用できるように，中庭に小学生用の

遊具を設置した方がいいという意見があった。先生たち

にとっては，子どもたちが近くで遊んでいたほうが安心

できるところもある。また，北側と南側を土足で行き来

できる昇降口の改造を考えている。 

 

（総務就学課）  小中一貫校のＰＲについては，特に，小学校に上がる

前の年長児に対し，１年をかけてＰＲ活動をしていきた

い。 

 

（教育長）  まだ案の段階であるため，これから意見を集約してい

く。要望によっては計画の変更をする場合がある。 

 

（次長）  図書館の一般開放について，学校の学習用図書と一般

利用者の図書は差があるので，図書の見直しが必要であ

る。事務局の案としては，開放する範囲を限定的にし，

１階の玄関近くに配置と考えている。 

 小学校の体育館については，社会体育施設として利用
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することを考えている。現段階の打合せでは，中学校の

体育館で小中学生とも利用するよう整理している。 

 補助金については，教室数が足りないから工事をする

わけではないので，補助金の対象とならない。 

 中学校の体育館側からグラウンドに下りる階段が小

学生にとって危険であり，そこを小学生が利用すること

を考えると見守りする必要が出てくることを考えると，

小さいグラウンドが必要ではないかという意見をいた

だいている。 

 

（委員）  学校図書館の件について，現在も学校図書館で市の貸

出カードを使い，学校からでも公共図書館の図書を借り

られるようになっているのか。 

 

（中央図書館）  現在は，公共図書館の貸出カードと学校図書館の貸出

カードは別である。公共図書館の図書を借りたい場合

は，図書館司書に依頼をし，公共図書館へ予約を取るよ

うになっている。 

 

（部長）  以前は，公共図書館の貸出カードで学校図書館の図書

が借りられたが，システムの不具合があったことから，

公共図書館の貸出カードと学校図書館の貸出カードを

別にした経緯がある。 

 

（委員）  地域に開かれた学校図書館ということで，大人向けの

図書が学校図書館にないのであれば，地域の人が学校図

書館にくれば公共図書館の図書を借りられるようにな

るのかなと思ったのだが。 

 

（部長）  そのようにできるよう，システムを変更するなどし，

進めていく予定である。 

 

（委員）  高松幼稚園の年長児にＰＲをするということでお話

をされていたと思うが，これまでも高松幼稚園の方で高

松小学校に行って交流をされていると思うが，どのよう

なＰＲを行うと考えているのか。 

 

（総務就学課） ＰＲの方法としては，パンフレットを活用して周知す

る。高松幼稚園だけでなく，他の市内幼稚園，保育園の

年長向けに行っていく。 

 

（委員）  このコロナ禍で行うのは難しいと思うが，地域公開で

年長児や地域の方に参加してもらうことはできないの

か。 
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（総務就学課）  年長児や地域の方に対しては，一般開放があるのでそ

ちらを活用しつつ，施設が隣接しているので，先生方の

調整をし，見学をする機会を持つのは可能だと思うが，

学校と調整させていただきたい。 

 

（委員）  高松小学区の方以外の幼稚園，保育園に通っている方

に対しても，他学区でも高松小学校を選択できることを

知っている方は少ないと思うので，そのことを含めＰＲ

をお願いしたい。 

 

（委員）  大野地区の方の方が高松小中一貫校の魅力を知って

通いたいと思っても，通うのが大変だと思うが，保護者

が送迎することになると思うが，人数が増えた場合は，

教育委員会としてバスを出すことがあるのか。 

 

（総務就学課）  人数が集まれば検討していきたいとは思う。現状，前

回の指定学校変更に関する会議では，高松小学校を希望

する子が１人いた。これまでも豊津小学校でも学区外で

来られている方もいたので，魅力をＰＲしていきたい。 

 

 

・令和３年度の成人式について 

【主な意見・質疑等】  

 （委員）  例年と違ってコロナ禍での実施となったが，式典後の

新成人の行動について，教育委員会は把握しているか。 

 

 （社会教育課）  例年であれば，式典後に同窓会が開かれたりしていた

が，今回は同窓会は中止と聞いている。また，会場でも

カラオケなどの集まりについても感染するリスクが高

まるため，行わないよう何度も注意喚起をした。 

 

 （教育長）  成人式後の感染者の報告は出ていないので，今回の式

典が原因での感染はない。 

 

 

・新型コロナウイルス感染症状況 

【主な意見・質疑等】  

 （委員）  鹿嶋市の新型コロナウイルスの感染者が増えている

が，重症者はいるのか。比率でいうとどれぐらいなのか。 

 

 （部長）  保健センターからの情報によると，中等症はあったが

重症はない。 

 

 （委員）  感染者の中に，部活動のクラスター発生も多く，県の
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要請により対外試合は禁止にしていると思うが，通常の

部活動の練習時間はどうなっているか。 

 

 （部長）  県からの指導で，平日のみの９０分以内で活動してい

る。 

 

 （委員）  市が管理していない施設について，自粛せずに現在も

貸出しをしているところがあるそうだが，市は指導して

いるのか。 

 

 （総務就学課）  １施設については，国からの指示があるまでは貸出し

すると聞いている。他の施設に関しては把握していない

が，合宿等で利用する方がいなくなっているので，実質

営業ができていないのではないかという新聞報道があ

ったので，鹿嶋市も実質的な休業となっているのではな

いか。 

 

 

 

 

５ その他 

 ・日程について 

【主な意見・質疑等】  

（委員） 先日，鹿島高等学校と鉾田第一高等学校の附属中学校

の合格発表があったが，市内小学校からどのぐらい合格

したのか次回の教育委員会議で構わないので教えてい

ただきたい。 

 

６ 閉 会 

  教育長から閉会が宣言された。 

 

 

 


