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平成２９年１０月結城市教育委員会定例会  

 

○日  時   平成２９年１０月２５日（水曜日）  

○場  所   駅前分庁舎 多目的スペース会議室  

○出席委員   中村義明委員長  

石川周三委員長職務代理者  

        北嶋節子委員  

岩﨑勤委員  

        小林仁教育長  

○教育委員会事務局  

学校教育課長 西村規利，指導課長 渡辺昭登  

生涯学習課長  田中真一，スポーツ振興課長  妻木克浩  

給食センター所長  石川好次  

        学校教育課学務係長 石井智之  

 

１ 付議案件  

（１）選挙第１号 結城市教育委員会委員長の選挙について  

 

２ 報告事項  

（１） 教育長報告  

（２） 報告第２７号 教育振興大会について  

（３） 報告第２８号 人権講演会について  

 

３ その他  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



午後３時００分 開 会  

〇学校教育課長 ただいまから１０月の定例教育委員会のほうを始めさせていただきます。 

        本日は定足数に達しておりますので，会議は成立しております。  

        それでは，委員長のほうから開会宣言をよろしくお願いいたします。  

〇委員長    こんにちは。  

        ただいまから結城市教育委員会１０月の定例会を開会いたします。よろ

しくお願いします。  

〇学校教育課長 ありがとうございます。  

        それでは，議事録署名委員の指名をよろしくお願いいたします。  

〇委員長    議事録署名委員を北嶋委員にお願いいたします。  

〇学校教育課長 それでは，これからの進行につきましては，委員長の中村委員長にお願

いいたします。  

〇委員長    それでは，早速入っていきたいと思います。  

        上程された議案は１件でございます。  

        初めに，選挙第１号 結城市教育委員委員長の選挙についてを議題とい

たします。  

 

◎選挙第１号 結城市教育委員委員長の選挙について  

〇学校教育課長 それでは，きょうのお手持ちの教育委員会資料の２ページをごらんくだ

さい。２ページに選挙の内容が載ってございます。  

        選挙第１号 結城市教育委員会委員長の選挙について。  

        結城市教育委員会委員長は，平成２９年１０月２４日をもって任期満了

となるため，地方行政の組織及び運営に関する法律附則第２条第１項，第

３項の規定により，委員長の選挙を行います。併せて，委員長職務代理者

を決定する。  

        平成２９年１０月２５日提出，結城市教育委員会教育長，小林仁。  

        なお，今回の改選につきましては，新教育委員長の任期でございますが，

平成２９年１０月２５日から平成３０年３月３１日までとなります。  

        よろしくご審議のほうをお願いいたします。  

〇委員長    今，事務局から選挙の内容について説明がありました。  

        いかがでしょうか。  

〇北嶋委員   中村委員長さんに引き続きお願いしたいと思います。  

〇教育長    是非ともお願いします。  

〇石川委員   中村委員長に引き続きやってもらえればいいかなと思いますけれども。  

        （「異議なし」と呼ぶ者あり）  

〇委員長    そういうことでよろしいでしょうか。  

        （「はい」「お願いします」と呼ぶ者あり）  

〇委員長    それでは，引き続き私が委員長の役をお受けするということで，よろし

くお願いいたします。  

        （「よろしくお願いします」と呼ぶ者あり）  



〇委員長    それから，あわせてですが，職務代理者の選挙に入りたいと思うんです

が，いかがでしょうか。  

〇北嶋委員   同じく石川委員さんに引き続きお願いします。  

〇委員長    じゃ，引き続きお願いするということで，石川委員さんにお願いしたい

と思いますので，よろしくどうぞお願いします。  

〇石川委員   はい，わかりました。  

        （「よろしくお願いします」と呼ぶ者あり）  

〇委員長    それでは，選挙第１号については，新委員長に中村義明留任，職務代理

者に石川周三留任ということでよろしいでしょうか。  

        （「はい」と呼ぶ者あり）  

〇委員長    北嶋委員，岩﨑委員と小林教育長ということで，よろしくどうぞお願い

いたします。  

        （「よろしくお願いします」と呼ぶ者あり）  

〇委員長    提案された選挙第１号については，以上のとおり決定いたします。あり

がとうございました。  

        続きまして，報告事項に入りたいと思います。  

        数件ありますが，初めに教育長報告からよろしくどうぞ。  

 

◎教育長報告  

〇教育長    資料３ページをお願いいたします。  

        平成２９年度就学時健康診断等について。  

        上記のことについて，別記のとおり報告する。  

        平成２９年１０月２５日提出，結城市教育委員会教育長，小林仁。  

        ４ページのほうにお進みください。  

        １の就学時健康診断でございますが，先週，先々週，２週間で９校の小

学校を会場に就学時健康診断を実施したところでございます。来年度小学

校入学予定者ということで，そこに書いてあるそれぞれの学校の上段に書

いてあるところが３０年の入学予定者，括弧の中が本年度の入学というこ

とで示してあるところです。  

        この後，転入・転出，そういうものが，移動が出てくるかと思うんです

が，昨年に比べると若干小学生のほうは人数が少なめというようなところ

でございます。この後の入学予定者については随時，就学時健康診断のほ

うは各医療機関とかそういうところで受けていただくというような形で進

めていくと。  

        ２番の第４６回結城市教育振興大会人権講演会については，そこに示し

たとおりでございまして，詳細については，この後，別の担当のほうから

報告をいただきます。  

        ３番の行事等でございますが，（１）いばらきっ子郷土検定市内大会，２

７日金曜日に３中学校で郷土検定の問題にチャレンジをすると。この中で

成績のよかった中学校が市内の代表として県大会に参加していきます。こ



こ３回連続で東中が参加しているもんですから，結城中，結城南中のほう

では，ぜひ県大会出場を目指してということで，今かなり力が入って，取

り組んでいただいているところでございます。  

        （２）の授業力ブラッシュアップ研修，１日に県の学力向上プロジェク

ト事業の一環として，結城小学校が国語のほうで学業をするところでござ

います。委員の皆さん方へも案内が行っているかと思います。どうぞよろ

しくお願いいたします。  

        （３）心の授業，１１月２日木曜日，結城東中，結城ロータリークラブ

の主催，後援というような形でお世話になっているところで，今年が３年

目で，中学校が３校目ということで実施するところでございます。  

        （４）の市小中学校音楽会，１１月８日，アクロス大ホールのほうで実

施されるところでございます。  

        （５）小学校の交流祭，祭り，フェスタ等，名称は様々でございますが，

地域と一体となった行事を開催するということで，そこに示した期日でそ

れぞれ開催されるところでございますので，お時間がありましたら是非お

運びいただければと思います。  

        参考としまして，県西新人体育大会の結果ということで，別紙，５ペー

ジ，６ページのほうに結果を，個人の県大会への出場者，そして６ページ

のほうは団体の部で県大会へ出場する種目，学校名となっているところで

す。もう既に昨日から，２４日から２９日の間で県大会が行われるという

ことで，現在，本日も結城の鹿窪体育館ではバドミントンの個人戦等が県

大会開催されているところでございます。  

        なお，陸上，それから水泳については，もう既に県大会は終了しており

まして，先ほど東中でお話があった，報告があったように，水泳のほうは

男女とも結城東中が県のほうの総合優勝ということで，大活躍をしたとこ

ろでございます。  

        ２番の２８，２９の土日でございますが，祭りゆうきということで，ニ

ュースポーツ広場等もあわせてスポーツ振興課のほうで，推進委員の皆さ

んのお骨折りをいただきながら実施するところでございます。  

        ３番，結城郷土かるた取り大会，これは市子連の主催で実施されている

ところでございます。  

        以上，簡単でございますが，報告とさせていただきます。よろしくお願

いします。  

〇委員長    ありがとうございます。  

        ただいまの教育長の報告につきまして，何かご質問等ありましたらよろ

しくお願いします。  

        石川委員。  

〇石川委員   教育長，１つ，小学校交流祭，祭り，フェスタ，これは文化祭……  

〇教育長    学校の文化祭的なものですね。  

〇石川委員   別にあえての祭りとか何かをやるとかじゃなくて，普通の文化祭のこと



ですよね。  

〇教育長    ええ。三世代で地域の方にお世話になったりしながら，三世代とかそう

いうものも含めてやっているようです。  

〇石川委員   それは別々に，文化祭とは別にこういう予定が組まれているのかなと思

ったんで。  

〇教育長    小学校は文化祭が特にないので，これがそういう，地域と一体となった

行事ということで。  

〇石川委員   わかりました。  

〇委員長    岩﨑委員。  

〇岩﨑委員   大したことではないんですが，人権講演会の講師の先生というのは，こ

の方，結城では今回やると３回目ぐらいの講演になるんじゃないかなと…

…  

〇教育長    評判がよいという話は聞いているところです。  

〇生涯学習課長 この人権講演会，この後報告事項であるんですが，講師の先生，仲島正

教先生は，１０年前，ちょうど平成１９年に来て，その前は私もちょっと

調べていないんですが，今回一応１０年が経過して，なかなか声をかけて

も，あちこちで講演会をやっているんで，ひっぱりだこということでお話

は聞いていますけれども。  

〇岩﨑委員   私も今回も出るわけですけれども，この人３回目だなと思ったんで，よ

っぽどその評判がよかったのかなと。あれですよね，内側に阪神タイガー

スのこう，あれかな，裏側が阪神タイガースの何かですよね，最後に歌を

歌って。  

〇教育長    そんなお話を聞いたことがございます。  

〇教育部長   阪神タイガースの大ファンです。  

〇岩﨑委員   そうですよね。わかりました。  

〇委員長    じゃ，楽しみにしましょう。  

        そのほかどうですか。北嶋委員さん，いいですか。  

〇北嶋委員   特にありません。  

〇委員長    じゃ，ありがとうございました。  

        続きましての報告は，第２７号 教育振興大会についてよろしくお願い

します。  

◎第２７号 教育振興大会について  

〇学校教育課長 報告第２７号 教育振興大会について。  

        上記のことについて，別記のとおり報告する。  

        平成２９年１０月２５日提出，結城市教育委員会教育長，小林仁。  

        それでは，お手元の資料の１ページをごらんいただきたいと思います。  

        教育振興大会，毎年実施しているわけですが，先週の金曜日，１０月２

０日に，いつもですと市長が座長でやっていただいているんですが，ちょ

っと不在だということで，中村委員長さんにいろいろとお世話になりまし

て，協議のほうを進めてまいりました。  



        内容的には，１２時４５分に受付をいたしまして，１時１５分から開会

の言葉，あと，内容的には昨年と全く同様の内容になっております。１４

時４０分に閉会。その後，人権講演会ということのスケジュールになって

おります。  

        今日皆さんのお手元の別添の資料にですね，お渡ししてあるかと思うん

ですが，別添資料の右下にページが振ってございます。その１ページの大

会宣言というのは，昨年度，平成２８年度の大会宣言でございました。上

から３行目のところに，下に波線が引いております。この部分を平成２９

年，次の２ページのほうをおめくりいただくとわかるんですが，この辺を

変えまして，先週の金曜日，役員会のほうでこちらのＢのほうにいたしま

して，この文言に変えられました。「近年少子高齢化の進む中」というとこ

ろから「ずっと指摘されています」，この部分が本年の大会宣言となってお

ります。  

        次に，次の３ページ，右上の資料の２というところが今回表彰を受ける，

全体で２９名の表彰者となります。前教育委員長ですね，松浦さんをはじ

めとする全体で２９名。中身といたしましては，青少年相談員，それから

文化財保護指導員などを初め教育に携わった方々でございます。こちらが

当日表彰される予定となっております。  

        最後に，次の４ページを見ていただきたいと思います。  

        今年の研究指定校の発表内容でございますが，今年度につきましては，

上山川小学校と城西小学校の２校について発表がございます。上山川小学

校につきましては，確かな学力を身につけさせる授業力の在り方というこ

とをテーマに発表を行います。発表者は法師人久美子教諭であります。城

西小学校につきましては，研究テーマが主体的に課題に取り組み思考力，

表現力を伸ばす児童の育成ということで，発表者につきましては従二彩花

先生と津金順子先生のお二人になります。こちらが研究発表の内容となっ

てございます。  

        こちらにつきましては，いずれにしても先週の２０日の金曜日に役員会

のほうで可決しておりますので，皆様に対しまして報告という形になりま

す。  

        以上でございます。  

〇委員長    ありがとうございます。  

        ただいまの説明について，何かご意見ありましたらお願いします。  

        よろしいでしょうか。  

        （「はい」と呼ぶ者あり）  

〇委員長    では，続きまして，２８号 人権講演会についてよろしくお願いします。  

 

◎２８号 人権講演会について  

〇生涯学習課長 報告第２８号 人権講演会について。  

        上記のことについて，別記のとおり報告する。  



        平成２９年１０月２５日提出，結城市教育委員会教育長，小林仁という

ことで，資料９ページ，１０ページになります。  

        次のページ，最終ページになりますが，１０ページに今年度の平成２９

年度人権教育地域学習会・人権講演会開催要項ということで，要項を決め

させていただきました。  

        今年度の開催につきましては，茨城県教育委員会のほうと共催事業とい

うことで，例年ですと年度があって人権講演会ということですが，県のほ

うの共催ということで，その頭に人権教育，地域学習会という形で載せさ

せていただきました。  

        目的としましては，社会教育関係団体であったり，社会教育推進の立場

にある者，それから学校教育担当者並びに市民を対象に人権問題に関する

理解と認識を深めるため，講演会を開催し，人権知識の高揚を図るという

ことで，日にちが１１月１３日，県民の日になります。  

        その前の教育振興大会が予定で１４時４０分閉会ということになります。

その後，受け付けは１４時３０分からもう始めております。開会が１４時

５０分ということで，最初に人権の作文の発表がありまして，その後講演

という形です。講演につきましては，演題が「あーよかったな あなたが

いて～わたし大好き あなた大好き～」ということで，講師が仲島正教氏

になります。  

        なお，仲島正教氏ですが，１０年前，平成１９年に前回，講演をやって

いただいております。プロフィールですが，大阪教育大学を卒業した後，

兵庫県の西宮小で小学校の教師を２１年間務め，その後，西宮市の教育委

員会人権教室指導主事，その後，学校人権教育課係長を務められ，２００

５年３月に退職しまして，４月より教育サポーターとして，若手教師対象

に授業づくりであったり，学級づくり等のセミナーを開くほか，全国各地

で人権教育，子育て，学級づくり等の講演を行っているところです。また，

なお，尼崎市の教育委員会の教育委員としても頑張っておられる方です。  

        私のほうは以上です。  

〇委員長    ありがとうございます。  

        ただいまの２８号の人権講演会についてご説明いただきましたけれども，

何かありますか。  

        岩﨑委員，どうぞ。  

〇岩﨑委員   さっきの講師の話で，たしか県西市Ｐ連の研修で講演でやっていたと思

うので，多分合わせると３回と思いました。  

〇委員長    いいですか，それで。  

〇岩﨑委員   いや，評判がいいからこれだけね，同じところでなかなか３回やられる

講師の先生はいらっしゃらないと思います。  

〇委員長    ちなみに岩﨑委員は阪神ファンですか。  

〇岩﨑委員   そういうわけじゃないんですが，やっぱり冒頭ね，リバーシブルでやっ

ているということで。  



〇教育長    随分評判はいいというお話は伺っていますね。  

〇委員長    せっかくの機会なんで，たくさんの，これあれですよね，一般市民の方

も参加はできますよね。  

〇教育長    そうです。  

〇委員長    だから，どんどんやっぱり教育，今，人権もそうですけれども，関心を

持っていただくとことは重要なことですので，本当にたくさんの人に来て

もらってね。  

        開催場所はアクロス小ホールでしたっけ。  

〇生涯学習課長 アクロス大ホールです。  

〇委員長    大ホールですね。  

        あとはよろしいですか。  

        石川委員。  

〇石川委員   今，委員長のほうから一般の人もという話があったんですけれども，こ

の一般の人にはどうやってお知らせ，市報か何か，どういう形でお知らせ

はしているんですか。  

〇生涯学習課長 市報と，またチラシ等もつくりまして，各フロアのところに置いてござ

います。  

〇石川委員   わかりました。  

〇委員長    私のほうからね，この人権作文の発表で，子供たち，優秀な作品なんか

が選ばれた子供たちだと思うんですが，子供たち，恐らく学校でかなり指

導されて，きちっとできる子たちだと思うんですが，一時，動きがね，き

っと把握できなくて戸惑う子供もいたんで，その辺は事前にきちっと教え

るというか，特に小学生なんかはね。意外と人権作文で優秀賞をとったと

しても，なかなか場なれしない子供さんだとか結構多いんですよね。メン

タルちょっと弱そうな子供さん，おどおどしちゃうんで。あそこで自信を

持って発表できるように，ちょっと動きなどを前もってきちっと指示して

あげるといいなと思います。  

〇教育長    要は，ここで待っていて，呼ばれたらこう行ってというか，出入りを１

回練習はするでしょうからね。  

〇生涯学習課長 始まる前にやりますんで。  

〇教育長    やらないと本当にね，上がっちゃうから。  

〇委員長    私，ちょっとこれ余談になっちゃってあれだけれども，戦没者の追悼式

で，青年部代表の献花というのがあったんですね。青年部，私は大人だと

思ったんだけれども，子供さん，中学生なんですけれども。こんなことを

言っちゃ失礼だけれども，余り指導されていないんですよね。ただ行って

こういうふうにちょこっと菊の花を祭壇に上げたという，それだけなんで

すよ。あれもう少しああいったときに指導してあげればよかったかなとい

う印象を持ったんで。大丈夫だと思うんですが，そういうことで。  

        ありがとうございます。  

        それでは，本日の付議された案件は以上になります。  



        じゃ，事務局にお返しします。  

〇学校教育課長 ありがとうございました。  

        それでは，中村委員長のほうで閉会宣言のほうをよろしくお願いしたい

と思います。  

〇委員長    それでは，以上を持ちまして，１０月の教育委員会定例会を閉会いたし

ます。ありがとうございました。  

 

午後３時２５分 閉 会  

 

上議事録は事実に相違するところがないことを認め，下に署名する。  

 

 

 

結城市教育委員会委員長  

 

 

 

結城市教育委員会委員  

 


