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令和元年度１０月定例教育委員会会議 

 

○ 開催日時  令和元年 １０月２３日（水） 

        午後１時３１分 ～ 午後２時５８分 

 

○ 開催場所  鹿嶋市役所 ３階 ３０４会議室 

 

○ 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国体推進担当参事      宮崎 正明 
 
        総務就学課長         鈴木 欽章 
 
        幼児教育課長         堤  芳隆 
 
        教育センター所長       小室 富保 
 
        教育指導担 当参事兼課長     石津 光彦 
 
        社会教育課長         東峰由美子 
 
        スポーツ推進課長       飯塚 俊行 
 
        国体推進室長         山口 和範 
 
        中央図書館長         飯塚 貴子 
 
        中央公民館長         増田由紀子 
 
        学校給食センター所長     野口 浩二 
 
        総務就学課副参事       久保美由紀 
 
        総務就学課主幹        石毛 千遥 
 
        総務就学課主事        横田 友人 
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○ 議 事 

 １ 協議・報告事項 

  公 開 鹿嶋市保育所等給食費徴収規則の制定について  （幼児教育課） 

  公 開 中学生国際交流・異文化体験事業について     （教育指導課） 

  公 開 第７４回国民体育大会（いきいき茨城ゆめ国体）サッカー競技の 

      開催について               （スポーツ推進課） 

 

 ２ その他 

 ・台風１９号に伴う災害対応報告について          

 ・令和元年度鹿嶋市まちづくり講座について        

 ・第１３回てーら祭について 

 ・神戸市の教職員いじめ事件を受けて鹿嶋市の対応について 

 ・中央図書館の夏季期間中の開館時間拡大について 

 ・鹿嶋市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 千帆委員が指名された。 
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 ３ 協議報告事項 

 

 鹿嶋市保育所等給食費徴収規則の制定について 

  （幼児教育課）   

 

  【主な質疑・意見等】 

  （委員）     規則第８条にある給食費の支払い方法について，口座 

           振替か直接納入とあるが，保護者はどちらかを選べる 

           ということか。 

 

  （幼児教育課）  原則，口座振替ということで保護者にはお願いしてい 

           るが，現金での直接納入でも対応はしている。 

 

  （委員）     規則は保育所での給食費ということになっているが， 

           幼稚園の金額はいくらになるか。 

 

  （幼児教育課）  幼稚園の給食費は主食費１，０００円と副食費２，６ 

００円の合計３，６００円を徴収している。保育園と 

の金額の差については，おやつ代が含まれているため， 

差が生じている。 

 

  （委員）     以前幼稚園では，水曜日に給食が出ない日があったと 

           思うが，今でも給食が出ない日はあるのか。 

 

  （給食センター） 以前は，毎週水曜日がお弁当の日だったが，現在は第 

１，第３水曜日のみとなっている。その分の給食費 

は予め差し引いている。 

 

  （委員）     規則第９条の給食費の減額について，事前に保護者が 

           給食停止の申し出をしなければいけないのか。 

 

  （総務就学課）  学校の給食費の話になるが，保護者の申し出によって 

           給食を止めている場合もあれば，普段学校に来れない 

           子が，いつ来ても給食を食べられるように，止めない 

           場合もある。 

           原則，学校を５日以上連続して欠席した場合に給食費 
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           を減額している。 

 

 （委員）      予め申し出がなくてもいいということか，また５日間 

           ということだが，土日を挟んだ場合はどうなのか。 

 

 （総務就学課）   予め申し出が無くても構わない。 

           土日は欠席日数として数えないため，土日祝日以外で 

           連続して５日間の欠席でなければその分徴収している。 

 

中学生国際交流・異文化体験事業 

 

【主な質疑・意見等】 

 （委員）      ９月に中学校の体育祭を視察した際に，６月に韓国の 

           学生を受け入れた中学生の保護者とお話をした。ホー 

           ムステイに来た子どもの好感も良く，今度訪韓する際 

           も子どもは楽しみにしているということでお話を伺っ 

           た。 

           予定通り実施できるということでよかったと感じる。 

 

 （委員）      ニュースでもあったが，韓国からの観光客は昨年度と 

           比べ５８％減少している。西帰浦市はソウルとその周 

           辺の地域と比べて反日感情は少ないと思うが，５８％ 

           も減少しているので，少なからず影響があるのではな 

           いかと危惧している。引率の方が大変なのは承知して 

           いるが，子ども達が訪問した際に，怪我やトラブルな 

           どに巻き込まれないようご留意いただきたい。 

 

 （委員）      参加者に対して，事前にアンケートを取られたという 

           ことで，回答数の分母と参加者を比べると数字が合わ 

           ないがどういうことか。 

 

 （教育指導課）   アンケートを参加者全員にお願いをしたが，未回答の 

           方が数名いた。それにより，参加者とアンケートの回 

           答数に差異が生じた。 

 

 （委員）      すでに実施したオーストラリア派遣事業の様子を教え 
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           ていただきたい。 

 

 （教育指導課）   只今報告書を取りまとめている。生徒の報告書と引率 

           者の報告があるので，取りまとめ次第，冊子を作成し 

           たいと考えている。 

           子ども達は，今まで培ってきた英語でコミュニケーシ 

ョンを図り，鹿嶋の子ども達が大変たくましく感じて， 

小学校から積み上げたものの成果が発揮されたと思う。 

 

 （委員）      子ども達は素晴らしい体験をされたということで，そ 

           の体験を他の生徒の前で発表する機会はあるか。 

 

 （委員）      高松中学校の文化祭を視察した際，韓国との交流事業 

           に参加した生徒が全校生徒に向けて交流事業の発表を 

           しており，子ども達それぞれの感想を述べ，国際交流 

           の良さを前面的に出していてとても良かった。 

 

 （教育指導課）   おっしゃるとおりで，各校で工夫し，発表する機会を 

           設けている。他にも未来の鹿嶋市を築くために，子ど 

           も達の視野を広げていろんな意見を言い合い，鹿嶋市 

           に必要なことは何か，何をすればいいかなど，交流事 

           業を通じて気づいたことを，全体にシェアしてもらい 

           たいと考えている。 

            

第７４回国民体育大会（いきいき茨城ゆめ国体）サッカー競技の開催について 

 

【主な質疑・意見等】 

 （委員）      北海浜多目的球場で行われた少年男子と成年男子を観 

           戦したが，子ども達が一生懸命応援していて，会場を 

           盛り上げていてとてもよかった。 

 

 （委員）      カシマサッカースタジアムの観戦に行かせていただい 

           た。その日は暑かったために，中学生からうちわをい 

           ただいたときは有難かった。小学生の子ども達は両方 

           のチームを一生懸命応援していて，盛り上げがすばら 

           しかった。 
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 （委員）      カシマサッカースタジアムで，決勝戦を見させていた 

           だいた，こちらも小学生が一生懸命茨城県を応援して 

           いた。それだけでなく，他県のチームに対しても子ど 

           も達は懸命に応援をしていて，地元開催の中，小・中 

           学校を巻き込んで取り組んだ意図が反映されたのでは 

           ないかと感じる。 

           小中学生の感想や他の方々の感想・意見を記録に残し 

           ていただくのもいいのではないか。 

 

 （スポーツ推進課） 年内には報告書とＤＶＤを作成する予定であるので， 

           そこに子ども達や来場者の声などを残したいと考えて 

           いる。 

 

その他 

・台風１９号に伴う災害対応報告について 

 

【主な質疑・意見等】 

 （委員）      今回の避難所で，中野西小学校が避難所として利用さ 

           れた理由は何か。 

 

 （部長）      大野ふれあいセンターの避難人数が多く，他に予定し 

           ていた場所も駐車場の関係でできなかったため，急遽 

           中野西小学校を避難所として開設した。 

 

 （委員）      避難者は最大で７２０名ということだが，自主的に避 

           難した方々なのか，それとも呼びかけて避難を促した 

           のか。 

 

 （部長）      自主的に避難をされた方もいるが，今回は土砂災害警 

           戒区域等に対して避難準備・高齢者等避難開始発令が 

           されたため，放送を聞いて避難した方もいる。 

           また放送が聞こえない場合もあるため，広報車による 

           避難も呼びかけた。 

 

・令和元年度鹿嶋市まちづくり講座について 
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・第１３回てーら祭について 

 

・神戸市の教員間いじめ事件を受けて鹿嶋市の対応について 

 

 【主な質疑・意見等】 

 

 （委員）      神戸市の教職員間のいじめ事件が，ニュースでも取り 

           上げているが，校長の管理が悪い，教育委員会の管理 

           も悪いとコメンテーターのコメントがあった。 

           鹿嶋市の，各学校の教職員ではそのようなことが起き 

           てないか。また，市として，現場の先生に対して注意 

           喚起をするようなアプローチはされたのか。 

            

 （教育指導課）   各校の聞取りについては，各教職員に聞取りしている 

           わけではないが，管理訪問の際に授業を見て，先生達 

           の様子を確認している。また教頭先生からも先生方の 

           お話を伺い，先生達の表情が悪い場合があれば，連携 

           をとり悩みなどを解消できるよう迅速に対応している。 

 

 （委員）      教育かしまを見て，小中学校の全国学力診断テストの 

           結果が全国平均より大きく超えているとのことで，先 

           生方の授業の賜物，また子ども達の日頃の努力の成果 

           ということもあり，うれしく思う。 

           ただ，世界的に見て，日本の数学は弱いということが， 

           言われていて，他の国々と比べ，遅れている部分もあ 

           るようだ。 

            

 （教育指導課）   小学校はもちろん中学校でも授業改善プロジェクトを 

           通して論理的な思考力を育んでいる。 

           課題としてあるのは，文章が長くなればなるほど，算 

           数・数学の点数が低くなるということで，その課題に 

           関しては，読解力等の相対的な力もあわせて育成して 

           いる。 

 

 （委員）      先週新聞で全国におけるいじめの件数が報道されてお 

           り，全国では５４万件であり，茨城県だけでも件数は 
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           多くなっているが，鹿嶋市の状況はどうか。 

 

 （教育指導課）   いじめについては，本市も多い件数である。多くなっ 

           た要因としては，子どもの訴えがあるものはすべて， 

           いじめの件数にカウントしている。 

           たとえ，学校でいじめとして確認できない場合も，本 

           人からの申告があれば件数に含んでいる。 

           学校でも，空き時間を利用して教育相談を行って，な 

           なるべく解決できるよう努めている。 

 

 （委員）      テレビで見たいじめに関してのお話だが，子ども達の 

           間では険悪の状態であったが，先生は仲直りをしてほ 

           しい思いで，双方の握手を求め，解決させようとした 

           が，いじめられた側は拒絶している。今までの行いが 

           あったからこそ，簡単には許せない部分もあるのだと 

           思う。こういうこともあるから，子ども達の声を真摯 

           に受け止めて，慎重に対応すべきことだと思う。 

 

・中央図書館の夏季期間中の開放時間拡大について 

 

【主な質疑・意見等】 

 

 （委員）      夏の期間中，図書館の開館時間を早めたが，その結果 

           はどうだったか。 

 

 （中央図書館）   ７月～９月の土日の開館時間を９時としたが，夕方の 

           時間帯よりは，朝の方がお年寄りの方の利用者が多く， 

           ９時前に待っている方もいた。夜間の開館時間を延長 

           するよりは，９時から開館をした方がいいと感じた。 

  

 

 

６ 閉 会 

  教育長から閉会が宣言された。 


