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平成３０年２月結城市教育委員会定例会  

 

○日  時   平成３０年２月２０日（火曜日）  

○場  所   駅前分庁舎 学校教育課隣会議室  

○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  

学校教育課長補佐兼施設係長 佐山敦勇  

        学校教育課学務係長 石井智之  

 

１ 報告事項  

（１）教育長報告  

（２）報告第４号 第１８回シルクカップロードレース大会について  

（３）報告第５号 平成３０年度学校給食センター物資納入業者について  

 

２ その他  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



午前１０時００分 開 会  

〇学校教育課長 おはようございます。  

        ただいまから２月の教育委員会を始めさせていただきたいと思います。  

        まず本日ですが，定足数に達しておりますので，教育委員会が成立して

いることをご報告させていただきます。  

        なお，本日につきましては，傍聴人の申請はございません。  

        以上でございます。  

        委員長のほうから開会宣言のほうをよろしくお願いいたします。  

〇委員長    それでは，結城市教育委員会２月定例会を開会いたします。  

本日の議事録署名委員については，北嶋委員にお願いしたいと思います。 

どうぞ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した。  

        それでは，この後の進行につきましては，中村委員長のほうでよろしく

お願いいたします。  

〇委員長    それでは，進めたいと思います。  

        今月については，報告が３点ということでございます。  

        それでは，教育長報告，よろしくお願いします。  

 

◎教育長報告  

〇教育長    それでは，教育長報告，資料の２ページ，３ページをお開きください。  

        教育長報告。  

        平成２９年度市内中学生進路出願状況について。  

        上記のことについて，別記のとおり報告する。  

        平成３０年２月２０日提出，結城市教育委員会教育長，小林仁。  

        ３ページにお進みください。  

        １番の平成２９年度の市内の中学生の進路出願状況，２月１５日現在の

数字でございます。なお，括弧については昨年度の確定値，進路決定の状

況でございます。  

        ２月９日から１４日までが願書の出願状況ということで，その結果をま

とめたものでございます。  

        なお，本日と明日，志願先変更ということで，一度願書を提出したもの

を生徒の志願の希望変更等に対応して，今日明日で志願先を変更するとい

うような受験生も何名か出るところでございます。  

        結城中学校，南中学校，東中学校の３校について，茨城県立，栃木県立，

そして特別支援学校，これは今年度は結城の特別支援学校ということで提

出がされております。国立高専については，小山の国立高専でございます。

私立についてはさまざまな状況でございますが，その他として，専門学校

とか在家ということで，南中のほうでは３人ほど専門学校と在家というこ

とで，進路相談に当たっていったというところでございます。  

        なお，今後の日程でございますが，茨城県については３月６日，７日，



６日に学力試験のほうで５教科を実施して，７日については特色選抜とい

うことで，面接等で特色選抜を希望する受検者について７日に面接と実技

などが行われると。発表については３月１４日ということでございます。

栃木県については３月７日に高校の入試が行われる，発表については３月

１３日，栃木県が１日早いもんですから，その栃木県の発表の前に中学校

の卒業式，結城市では３月１２日に卒業式を予定しているところでござい

ます。特別支援学校についても入学選考が３月６日，これは県立の高等部

とか，そういうところで実施されるところでございます。国立高専につい

ては２月１８日，もう既に学力検査が行われて，２２日木曜日に発表を控

えているところでございます。  

        ２番の平成２９年度児童生徒の不登校者数等について，３０年１月末現

在で集計したところでございます。  

        （１）の小学校３０日以上の欠席ということで，括弧の中は昨年度でご

ざいまして，今年度９人，現在３０日以上の欠席児童がいると。昨年は８

人でございました。各学校の内訳等については，左側に載せている人数，

また学年等でございます。右側に米印で表記してございますのは昨年度の

状況でございます。  

        結城小については，昨年度はなかったと，３０日以上は。そういう見方

をしていただいて，江川北小については昨年度はあったけれども，今年は

３０日以上はいない。それ以外は重なっているような形で見ていただけれ

ばと思います。中学校についても同じように３０日以上の欠席ということ

で，昨年度４０人でありましたが，今年は４６人となっております。  

        それぞれの中学校について，そこに表記したところでございますが，米

印については昨年度ということで，例えば結城中で見ますと，上段に３年

生男７，女３と入っているところですが，それは昨年で見ますと２年のと

ころの男９，女３だったものが今年はこういう状況になっていますので，

数字からすれば，男性で解消された生徒がいるというような見方，また若

干その中での移動とかそういうものは，詳細については違う生徒が登校に

なったとか，そういう部分はあるかと思いますが，数字的にはそういう見

方をしていただければと思います。  

        ３番のその他ということで，３月１２日月曜日，市内中学校の卒業式と。

小学校については３月２０日ということで予定されているところでござい

ます。中学校は３月１２日，栃木県立の発表の前の日ということで設定さ

れております。３月１５日に臨時の教育委員会，これは後で詳細があるか

と思うんですが，教職員の人事異動内示ということで，臨時の教育委員会

が予定されているところでございます。  

        （３）のインフルエンザ等による学級閉鎖等につきましては，別紙で１

月から２月分ということで，ナンバーの２７から４８までの学級閉鎖につ

いて資料がお手元に配付されているかと思いますが，今回もご心配いただ

いた件につきましては，後ほどご報告をさせていただきたいと思います。  



        参考としまして，３０年の市議会第１回定例会の日程等についてお伝え

させていただきました。  

        以上でございます。よろしくお願いいたします。  

〇委員長    ありがとうございます。  

        各委員さんから何か。  

        岩﨑委員，どうぞ。  

〇岩﨑委員   先ほど教育長の進路の出願状況についてですけれども，南中，専門２人

というのは，専門というのはどういうようなところへいかれるんですか。  

〇指導課長   南中の……  

〇岩﨑委員   その前の専門２人か，そうですね。  

〇指導課長   私立の学校の，学校じゃないんですが，通信の学校に行かれる，小山と，

それから宇都宮市，両方に行かれる生徒さんが２人おります。  

〇岩﨑委員   それともう一ついいですか。  

〇委員長    どうぞ。  

〇岩﨑委員   この項目２の不登校者数の話の中で，中学３年生，これトータルすると

１８名ですかね，３中学校で。この人たちの進路はどうなっているんでし

ょうか。  

〇指導課長   今現在でございますが，全員が高校，または専門学校に進学でございま

す。既に私立のほうで決まっている生徒さんも４名，それから本日の発表

を迎えているお子さんが１名，５名ですね，１名が本日発表。残りの生徒

に関しては，ほとんどが結城二高の午前の部，午後の部，あるいは夜間の

部のほうで，一応全員進学になります。  

〇岩﨑委員   わかりました。  

〇委員長    よろしいですか。  

        ほかにありますか。大丈夫ですか。  

        （発言する者なし）  

〇委員長    じゃ，以上で教育長報告を終わります。  

〇教育長    ありがとうございました。  

〇委員長    続きまして，報告第４号 第１８回結城シルクカップロードレース大会

について，事務局よりお願いします。  

 

◎報告第４号 第１８回結城シルクカップロードレース大会について  

〇スポーツ振興課長 それでは，本日の資料４ページをお開きください。  

        報告第４号 第１８回結城シルクカップロードレース大会について。  

        上記のことについて，別記のとおり報告する。  

        平成３０年２月２０日提出，結城市教育委員会教育長，小林仁。  

        本日お配りをさせていただきました資料でございます。  

        去る２月２８日日曜日に鹿窪運動公園周辺で第１８回結城市シルクカッ

プロードレース大会を開催したところでございます。  

        当日は大変お寒い中，教育委員の皆様には開会式のほうにご参列をいた



だきまして，大変ありがとうございました。強風により，走者は走りづら

い部分があったかとは思いますが，無事に終了することができました。あ

りがとうございました。  

        病人，けが等のですね，特に報告というのは受けておりませんが，レー

スが終わった後に，女子の中学生１名が，若干体調が不良だったというこ

とで，体育館の医務室で休息をとっていただきました。用意していた看護

師に診ていただき，保護者の方が迎えに来て帰られたのですが，その後の

報告はありませんが，無事に帰宅されたのかなと思っております。  

        それからもう１件，帰宅途中に自転車で転んでしまって骨折してしまっ

たという東中の生徒１名，こちらも報告を受けております。ほかはござい

ません。  

        資料のほうですけれども，氏名のところ，黄色に塗ってある方が結城の

市民の方でございます。記録のところに黄色で塗り潰してあるのが大会新

記録ということで，まず１ページですけれども，１．８キロ男子小学生の

部で第４位，鈴木颯稀さんが入賞されております。この方は結城市山王の

方ですね，山川小学校の児童さんでございます。  

        次に，２ページで３キロ女子中学生の部で第７位に袖山日渚さん。結城

中学校の陸上部の生徒さんでございます。それから，５キロ男子３９歳以

下で第２位に今井修吾さん。國學院栃木高校に通っておりますが，お住ま

いは結城市の下り松に在住の方でございます。  

        ３ページに移ります。  

        ５キロ女子３９歳以下では，第３位に長瀬結花さん。結城市の本町にお

住いの方でございます。第６位に中山みづほさん。鬼怒商業高等学校の生

徒さんですが，お住まいはみどり町でございます。  

        それから，５ページになります。  

        １０キロ女子５０歳代の部ということで，第１位に幸田昌代さんという

ことで，この方は連覇ですね。入賞されております。結城市の粕礼にお住

いの方でございます。  

        大会新記録につきましては，１０キロ男子４０歳代ということで，伊藤

育生さんが３２分４３秒，５ページの１０キロ女子６０歳以上の部で佐々

木美恵子さんが４５分１２秒ということで，２つの新記録が出たところで

ございます。  

        シルクカップロードレース大会につきましては以上でございます。  

〇委員長    何か今の報告に対してご意見等ありましたらお願いします。  

        大丈夫ですか。  

        どうぞ，石川委員。  

〇石川委員   今シルクカップの件で説明があったんですけれども，自転車で帰り際に

転んで骨折。何か救急車が来たような感じはしたんですけれども，それは

また別，関係ない救急車だったのか。自転車で転んだというのも，どうい

う状況で転んだのかね。そういうね，横列か何かで危ない通りで転んだの



か，普通どおりにこうやって走っていて転んだのか。その辺の状況がちょ

っとわかればいいかなと思っております。  

〇スポーツ振興課長 報告を受けたことにつきましては，まず場所が鹿窪の運動公園から

カスミさんのところへ行く，北へ抜ける道路の途中と聞いております。転

んだ原因は，強風にあおられてたすきがハンドルに絡んでしまったという

ふうなお話でございます。そのままその日は帰宅されまして，次の日に肘

が痛いということで，病院のほうに行ったところ，骨折が判明したという

ような状況でございました。  

        以上です。  

〇委員長    そういうね，今，石川委員の質問で，たすきが絡むとか，それも一つ，

やっぱりね，学校等によく改善していく一つの対象になるかなというか。

前によく女子が長いマフラーをかけて，事故が起きることがあったように

ちょっと記憶しているんだけれども，そういったものもやっぱり一つの原

因として，事故に備えるためにも改善してきて，そういったことも同じだ

と思うんです。乗り方が悪いというよりも，たすきがきっと風であおられ

て膨らんじゃったのかな。それで転倒したという。たすきを短くするとか

いろいろあると思うんだけれどもね。やっぱりそういったものも一つ一つ，

事故等が起きたときに改善策というのが必ず生まれてくるもので，学校等

が連携してしっかり対応していただければと思います。寒い強風の中，結

城市の一大イベントのこのシルクカップロードレース，年々盛んになって

くるようですけれども。関係の職員の方が中心に，あるいはボランティア

の方，総出でいい大会に仕上げていただいたと思います。お疲れさまでし

た。  

        続きまして，報告第５号 平成３０年度学校給食センター物資納入業者

について，お願いします。  

 

◎報告第５号 平成３０年度学校給食センター物資納入業者について  

〇給食センター所長 報告第５号 平成３０年度学校給食センター物資納入業者について。 

        上記のことについて，別記のとおり報告する。  

        平成３０年２月２０日提出，結城市教育委員会教育長，小林仁。  

        平成３０年２月１５日に開催しました結城市立学校給食センター運営審

議委員会におきまして，申請のありました１３業者について審査した結果，

可決されましたので，ご報告いたします。  

        続いて，平成３０年度の学校給食センター物資納入業者について説明い

たします。  

        平成３０年１月９日から３１日の期間に指名申請の受け付けを行いまし

た。その結果１３業者より更新申請がありました。物資納入業者名簿をご

らんいただきます。  

        業者の申請する品目につきましては，ここに示してあるとおりでござい

ます。ナンバー１の茨城県学校給食会からナンバー４の結城綜合食品まで



は，主に食肉加工品，缶詰，穀乾物，冷凍品など，総合的に食品を取り扱

う業者でございます。ナンバー５から７は麺，パン，御飯の主食を扱う業

者です。ナンバー８から１０は肉類を扱う業者です。ナンバー１１から１

２が野菜を扱う業者です。ナンバー１３につきましては，主に乳製品を扱

う業者でございます。  

         以上，ご報告いたします。  

〇委員長    ありがとうございます。  

        ただいま報告に対して，各委員さんから何かあれば質疑をよろしくお願

いします。  

        どうぞ，石川委員。  

〇石川委員   今説明がありましたけれども，今野菜がかなり高額というか高いという，

ニュースなんかでやっていますけれども，やっぱり仕入れなんかでもあれ

ですか，高いと厳しい状況等はあるかと思うんですけれども，その辺はう

まく給食の値段を上げなくていいような，安定した仕入れなんかはやって

もらっているんでしょうか。どうなんでしょう，その辺のこう値段の価格

というのがあるじゃないですか。  

〇給食センター所長 毎月入札で決定しておりまして，野菜の業者については３者おりま

すので，その３者の中で低価格を示した業者と契約しておりますので，給

食費は上げることなく，現状維持でできるというふうに考えています。  

〇委員長    どうぞ。  

〇石川委員   じゃ，１年間のその契約をしているということですか，値段。  

〇給食センター所長 毎月単価契約になります。  

〇石川委員   毎月単価契約，毎月ですか。  

〇給食センター所長 ええ。  

〇石川委員   わかりました。  

〇委員長    よろしいですか。  

        （「はい」と呼ぶ者あり）  

〇委員長    それでは，予定された報告は以上となります。  

        あと，なければ事務局にお返しします。  

〇学校教育課長 それでは，ご審議大変ありがとうございました。  

        委員長のほうから閉会宣言のほうをよろしくお願いいたします。  

〇委員長    ありがとうございます。  

        では，ただいまをもちまして，第２回教育委員会定例会を閉じたいと思

います。  

        お疲れさまでした。  

 

 

 

午前１０時２０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。  
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