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平成２８年１０月結城市教育委員会定例会  

 

○日  時   平成２８年１０月２５日（火曜日）  

○場  所   結城東中 会議室  

○出席委員   中村義明委員長職務代理者  

        石川周三委員  

        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  斉藤伸明，給食センター所長  石川好次  

スポーツ振興課長  妻木克浩，ゆうき図書館長 佐藤栄一  

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 付議事件  

（１）選挙第２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２８号 教育振興大会について  

（３）報告第２９号 人権講演会について  

（４）報告第３０号 平成２８年度全国学力・学習状況調査結果について  

 

３ その他  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



午後４時００分 開 会  

○学校教育課長 松浦委員長が任期満了により退任され，新たに岩崎委員さんが就任され

ました。  

        事務局の自己紹介を教育部長のほうからお願いします。行政順でお願い

します。  

○教育部長   教育部長，中澤四郎でございます。どうぞよろしくお願いいたします。  

○学校教育課長 学校教育課長の西村です。よろしくお願いします。  

○指導課長   指導課長，渡辺です。よろしくお願いします。  

○生涯学習課長 生涯学習課長の斉藤と申します。よろしくお願いします。  

○スポーツ振興課長 スポーツ振興課長の妻木克浩でございます。どうぞよろしくお願い

します。  

○ゆうき図書館長 ゆうき図書館館長の佐藤と申します。よろしくお願いします。  

○給食センター所長 給食センター所長の石川と申します。よろしくお願いします。  

○学校教育課長補佐兼施設係長 学校教育課課長補佐の佐山です。よろしくお願いします。 

○学校教育課学務係長 学校教育課学務係長の石井と申します。どうぞよろしくお願いい

たします。  

○学校教育課長 ありがとうございました。  

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

        委員長職務代理者の開会宣言をお願いします。  

○委員長職務代理者 わかりました。  

        それでは，ただいまから教育委員会１０月の定例会を開会いたします。

よろしくお願いします。  

○学校教育課長 会議の議事進行につきましては，委員長不在ですので，規則第６条第２

項により，職務代理者の中村委員にお願いしたいと思います。よろしくお

願いいたします。  

○委員長職務代理者 議事に入る前に，議事録署名委員の指名をいたします。  

        議事録署名人は，北嶋委員を指名いたします。どうぞよろしくお願いし

ます。  

        それでは，なお，本日の選挙第２号，第２号といいますのは，結城市教

育委員長の選挙についてが第２号でありまして，第３０号につきましては，

これは学力・学習状況調査結果の報告でございます。  

        これにつきましては，非公開としてよろしいでしょうか。  

        （「はい」と呼ぶ者あり）  

○委員長職務代理者 では，異議なしということと見受けました。  

        それでは，非公開とさせていただきます。  

        これより議事に入ります。  

        本日の案件は１件でございます。  

        選挙第２号 結城市教育委員会委員長の選挙についてを議題といたしま

す。  

        事務局より説明をお願いします。  



 

◎選挙第２号 結城市教育委員会委員長の選挙について  

○学校教育課長 それでは，資料の２ページをごらんいただきたいと思います。  

        選挙第２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が，平成２８年１０月２２日をもって任期満了

となるため，地方教育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，委員長の選挙を行う。  

        併せて，委員長職務代理者を指定する。  

        平成２８年１０月２５日提出，結城市教育委員会。  

        なお，新委員長の任期につきましては，平成２８年１０月２５日，本日

から２９年１０月２４日の任期となります。よろしくお願いいたします。  

○委員長職務代理者 それでは，ただいまから，今説明がありましたとおりで，委員長の

選挙を行いたいと思います。  

        委員長の選挙につきましては，委員会会議規則第５条第２項の規定によ

り，指名推選の方法によって行うことになっておりますので，委員のご発

言を求めます。よろしくどうぞお願いします。  

        石川委員。  

○石川委員   委員長には中村先生がいいかと思うんですけれども，いかがでしょうか。 

        （「異議なし」と呼ぶ者あり）  

○石川委員   どうぞよろしくお願いいたします。  

○委員長職務代理者 それでは，今，各委員から中村委員の委員長というお声が異議なし

ということでございますので，それでよろしいでしょうか。  

        （「はい，お願いいたします」と呼ぶ者あり）  

○委員長職務代理者 では，決定といたします。  

        それでは，就任の挨拶をするんですね。  

        （「よろしくお願いします」と呼ぶ者あり）  

○委員長    ちょっと慣れないもんですからすみません。  

        それでは，今ご指名いただいて，推薦されました。前任の松浦委員長さ

んには到底及ばないんですが，調整をできるように各委員さんの意見なり，

それから思いなりを反映して，事務局一緒に，これからの教育にしっかり

取り組む，全般にわたっての結城の教育がスムーズに進行できるように，

何かの助力になればと思って頑張りたいと思いますので，よろしくお願い

します。  

        それでは，続きまして，委員長職務代理者の指定についてお願いします。  

        このことについては，各委員さんのまたご発言をお願いしたいんですが。 

        北嶋委員。  

○北嶋委員   石川委員さんにお願いします。  

○委員長    石川委員という推薦がございましたが。  

        （「ぜひお願いできればと思います」「お願いします」と呼ぶ者あり）  

○委員長    では，石川委員，そういうことでよろしくお願いします。  



○石川委員   わかりました。  

○委員長    どうぞよろしくお願いします。  

○石川委員   職務代理ということで，前回は中村先生がやられたんですけれども，私

も未熟かと思うんですけれども，精いっぱいやらせてもらいますんで，よ

ろしくお願いします。  

        （「よろしくお願いします」と呼ぶ者あり）  

○委員長    では，そういうことで，今後ともよろしくお願いします。  

        次に，報告事項に入ります。  

        本日の報告事項は，教育長報告のほか３件であります。  

        教育長報告について，小林教育長よりお願いいたします。  

 

◎教育長報告  

○教育長    それでは，資料３ページでございますが，教育長報告。  

        第４５回教育振興大会・人権講演会及び就学時健康診断について。  

        上記のことについて，別記のとおり報告する。  

        平成２８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番の第４５回結城市教育振興大会・人権講演会につきましては，この

後，担当課のほうから詳細についてはあるかと思いますが，その中で，（３）

内容，教育振興大会第１部・第２部，下に進みまして，人権講演会の中で，

人権作文の発表というところがございますが，そこに結城小，江川南小，

結城中学校の代表児童生徒の作文発表があるということで，こちらのほう

をご紹介しておきたいと思います。  

        続いて，２番の就学時健康診断について。  

        １０月に，来年度小学校入学予定者の就学時健康診断を現在実施してい

るところでございます。おおむね順調に実施されているところで，残すと

ころあと２校ありますか。そういう状況の中で，来年の入学予定者につき

ましては，その表にあるような状況でございまして，合計を見ていただき

ますと４５３名，平成２７年度が４２８名ですので，３５名ほどプラスに

なっていると，昨年に比べてのところでございますが。そういう状況でご

ざいます。  

        この後，若干の転出・転入等が当然起こってくるかと思いますが，現状

ではこのような状況でございます。  

        ３番，行事等につきまして。  

        （１），明日，市の小中音楽会，アクロスの大ホールのほうで，ご案内の

とおり実施されるところでございますので，よろしくお願いいたします。  

        （２）のいばらきっ子郷土検定市内大会，これは各中学校の２年生を対

象に，まず各学校全員が，２年生が参加して，そして予選を行って，優秀

なグループについて，市の代表として県大会のほうに出場すると。ちなみ

に昨年度は結城東中学校の２年生代表チームが準優勝と，県の２番手，各



市町村代表で出てきた中でのところで，準優勝というような状況でござい

ました。今年も市内の生徒の活躍が期待されるところでございます。  

        （３）心の授業。  

        １１月１日，山川小，結城南中学校，こちらについて，結城ロータリー

クラブの支援をいただいて実施されるところでございます。昨年は，江川

北小と結城中学校で実施いただいたところでございます。  

        （４）の小学校交流祭，祭り，フェスタ等。  

        各小学校で行われます学習発表会，また交流会というようなところで，

そこにあるような期日で実施される予定でございます。いずれも土日，ま

たは祝日，１１月３日，そういうところで実施がされるところでございま

す。もしお時間がございましたら，足を運んでいただければと思います。

またご案内なども届くところかと思いますが，お願いします。  

        ４，その他。  

        （１）県西新人体育大会ということで，現在，５ページのほうと６ペー

ジのほうですね，資料のほうに，平成２８年度の新人体育大会の県西地区

大会の結果，その結果として，県大会出場を獲得した部活動についてご紹

介，記述しているところです。結城中学校，結城東中学校，結城南中学校，

これは団体の部でございます，５ページ。個人の部で，６ページのほうに，

結城中，結城東中，結城南中学校と。こちらについて，県大会そのものは

２６から３０日のところを中心として，もう昨日既に実施されて，柔道な

どは，個人戦で大活躍をしているところでございますが，水戸の会場等を

中心に実施されているところでございます。また県大会の結果等が詳細が

決定次第……  

        （発言する者あり）  

○教育長    今，報告が入ったということで，結城中学校の柔道の男子，団体のほう

が優勝ということで，県大会優勝という報告があったということで，まず

は大変おめでとうございます。今後の活躍がますます期待されるところで

ございます。  

        参考として，１番に，平成２８年度茨城県市町村教育委員会教育委員研

修会，１０月１８日，ホテルレイクビューのほうで実施されて，委員の皆

さんの参加をいただいたところでございます。  

        ２番，平成２８年度結城市幼児教育接続推進のための研修会。これは，

今年，県のほうで就学前教育，また幼保小等，小学校の接続，こういうも

のをしっかり取り組んでいきたいと。所管が保健福祉部であるとか教育委

員会であるとか，そういう横の連携も含めた部分で，今までこういう踏み

込む部分がなかったんですが，そういうものをしっかり取り組んでいこう

と。県のほうで各市町村において実施するように指示がありまして，その

計画の中で，結城市で平成２８年１０月１９日，先週ですか，実施したと

ころでございます。  

        保育所，幼稚園，そして認定こども園，小学校，中学校，校長先生，園



長先生，理事長等にご出席をいただきながら，初めての会合を持てた。な

かなかこういう機会が今までは持てなかったところでございますので，今

後幼児教育推進というようなことで，幼保，そして小学校，それを踏まえ

て中学校も含めて，結城市の子供たちの健やかな成長のために連携接続を

図っていきたいというふうに考えております。  

        以上，報告でございます。よろしくお願いいたします。  

○委員長    ありがとうございます。  

        それでは，今の教育長の報告に対して，各委員さんからご意見とかご質

疑ありましたらどうぞ。  

        ちょっとよろしいですか。司会者は余りしゃべらないほうがいいんです

よね。  

○教育長    いや，確認したりしていただければ。  

○委員長    ちょっと確認。  

        この結城市の幼児教育の接続推進という，私これはね，待っていました

という，個人的にはね，気がします。これ私どもは，１８日に県で研修を

受けた中に，まさしくぴったり合致する事例報告がありました。牛久市の

活動内容にぴったりですよね。もし，データはきっとあると思うんで，参

考にされるといいかなと思います。  

○教育長    まずはしっかりできるところから進めていくと。いきなりあれもこれも

というのは難しいところかと思うんですが，この前お集まりいただいたと

きには，非常に前向きな，また具体の部分で意見交換がされたところでご

ざいます。また，そのときの内容についても，グループ協議等もして，そ

のグループの発言内容などもまとめるように今指示しているところでござ

いますので，その内容等がまとまりましたら，委員の皆様にも改めて紙面

のほうでご報告していきたいと思います。  

        また，今後この会合が開催されるときには，事前にご案内をしまして，

ご都合がついたときにはご出席なども，またご指導を頂戴できればという

ふうに思います。  

○委員長    どうぞ，どんなところでも結構だと思うんで。  

        岩﨑委員，どうですか。  

○岩﨑委員   初めてなので……  

○委員長    教育長の報告，これは議事じゃないんだけれども，報告で，初めてだか

ら，なおさらわかんないじゃないですか。だから，もう素直にどんどんお

聞きになったほうがいいですよ。だから，早目にこう，どんなものかを知

っていただいて。ばりばり意見をお願いします。  

○岩﨑委員   気がついたところがありましたら，ご質問させていただきますので。  

○委員長    どうぞ。  

○石川委員   心の授業というのは，去年もやられて，非常によかったかなと。子供た

ちにもプラスになるようなところが伝わったかなと思っているんですけれ

ども，今回もやるということで。じゃ，これは武道館に言ったら，結中で



誰か来て何かやるんですよ，結中で，何か漫才師じゃなくて何ていうかな，

よく正座してしゃべるような人，よくあるじゃないですか……  

        （「落語」と呼ぶ者あり）  

○石川委員   落語の人が結中に来て，何か講演じゃないけれども，何かこうやると。

あれは何で……  

○教育長    あれは，文化祭のときにチラシが配られていて，自分もチラシは……  

○石川委員   もう終わったんでしたか，いや，まだですよね，これからですよね。  

○教育長    これからです。  

○石川委員   普通の日にやるんですか。あれは，これとはまた別ですよね。  

○教育長    全然違いますよね。多分，ＰＴＡか何かで……  

○石川委員   ＰＴＡで何か呼ぶんですかね。結中に何か張り紙……  

○教育長    後で確認をして，もし内容的にね……  

○石川委員   それもね，もしそういうほら，誰かこう見にいっていいのか，無料なの

かどうかもわからないし，ちょっとはっきりしたことはわかんないんで。

何かポスターが張ってあったような気がするんだけれども。これとは違う

ということですね。  

○教育長    はい。この心の授業とはまた別物ですね。ちょっと内容を確認してみて

……  

○石川委員   そうすると，やっぱりよければ，保護者にもね，行っていいんだかどう

だかもちょっとその辺がわかんなかったんで。結中で何かやるような，多

分ポスターが張ってあった気がしたんで，その辺，じゃ，よろしく，ちょ

っとね。  

○教育長    内容を確認してみて，委員さん方にもしご案内のできるようなものであ

れば。  

○石川委員   そうですよね，そういうこと。わかりました。  

○委員長    北嶋委員さん，どうですか。  

○北嶋委員   特に質問はないですけれども，この就学時前の教育というのが大切かと

思うので，次回日程がわかったようなときには，どんな話をしているのか

聞いてみたいなと思います。  

○教育長    本市は，公立幼稚園はございませんし，公立の保育所が３園あって，あ

とは私立の幼稚園，保育所，そして認定こども園でございますので，非常

にこういう機会を持てたというのはね，今後前進なのかなというふうに思

っています。  

○委員長    じゃ，私のほうからいいですか。  

        ２番の就学時健康診断の件で，これもう終わったんですよね。  

○委員長    あと残っているのかな。  

○学校教育課学務係長 江川北小と南小がこの後，金曜日に行います。  

○委員長    北小，南小ですか。  

○学校教育課学務係長 はい。  

○委員長    そちらはきっと余り該当者はないかもしれないんだけれども，受けてい



ない予定者の情報，事務局でキャッチできない保護者というか，幼児とか

児童というのはいるのかな，幼児か。そういう対象者はいましたかね。  

○学校教育課学務係長 外国人の方で約二，三名いたんですけれども，行政内の横の連絡

で，子ども福祉課とか保険年金課の児童手当などの手続きに，そういった

ところで連絡先の記載がありましたので，全員連絡はついています。ただ，

外国の方が来るかどうかというのは就学義務の問題もあります。ただ連絡

のほうはきちんとついていますので，こちらのほうとしては受けるように

指導のほうはしています。  

○委員長    じゃ，おおむね予定者は参加されたということですね。  

○学校教育課学務係長 はい。ほかの学校で受けられてない方は全て，江川北小と南小   

の就学時健康診断に来るよう連絡をしております。それでも来られない場

合には，各学校の学校医さんがいらっしゃいますので，そちらのほうで受

けるように指導しております。  

○委員長    いろいろ，今はね，結城ではそんなないと思うんだけれども，ちょっと

前まではネグレクト関係で，やはりちょっと大きな事件になってしまった

という。実はもう就学時の健康診断にも来られなかった，そういう経緯が

あって，そういった中でそういったことが繰り返されていたというのがあ

ったもんだからね。でも今，概要をお聞きしたら，そういう心配は余りな

いということですね。  

○教育長    要は出生していて，３歳児健診なんか受けていて，就学時に来ない，本

来はいるはずだとかね，そういう部分で抜けてしまうと，チェックの機会

というのが，この就学時健康診断は非常に大事な機会になると思いますの

でね。  

○委員長    あわせて，トラブルも，今まではないわけでしょう。  

○学校教育課学務係長 トラブルはなかったです。  

○委員長    吟味をやらなければならないなんていう……  

○学校教育課学務係長 時間が長くて保護者の方がしびれを切らしてまだ終わらないのか

という申出は何回かありましたけれども，おおむね我慢していただきまし

た。  

○委員長    子供で，就学時にやりますよね，吟味にかかる子供。そういった，素直

に親も，自分の子供が何で吟味されるんだというような，そういう不満を

申し出る親御さんもいるんだよね。そういう事例はなかったですか。  

○学校教育課学務係長 基本的に親御さんは別の場所で待っていただいているので，どの

子が吟味かというのはわからないよう配慮しております。  

○委員長    わからないんだ，それは上手ですね，やり方が。  

        私からは以上です。  

        そのほかよろしいですか。  

        （「はい」と呼ぶ者あり）  

○委員長    ありがとうございました。  

○教育長    ありがとうございます。  



○委員長    次に，報告第２８号 第４５回結城市教育振興大会について，事務局よ

りお願いします。  

 

◎報告第２８号 第４５回結城市教育振興大会について  

○学校教育課長補佐兼施設係長 報告第２８号 第４５回結城市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２８年１０月２５日提出，結城市教育委員会。  

        ただいまお配りしましたご案内の通知と，それから，きょうの８ページ，

こちらをごらんください。  

        本年度の教育振興大会は，平成２８年１１月１３日月曜日午後，アクロ

ス大ホールにて開催いたします。  

        日程，進行については例年どおりで，第１部の大会式典は午後１時１５

分から開始となります。まず，教育委員長さんに開式の言葉をお願いして，

続いて，国歌斉唱，市民憲章朗読，そして本会会長であります前場市長か

らご挨拶をいただきます。  

        市民憲章は江川南小学校の男女各１名ずつで朗読いたします。  

        続きまして，ご列席いただきました来賓の方にご祝辞をいただきます。

祝辞は，中田市議会議長，臼井県議，県西教育事務所長となります。  

        感謝状贈呈については，本年度は４５名が表彰の形で推薦されておりま

す。その感謝状贈呈後に受賞者の代表が挨拶をいたします。  

        続いて，校長，会長による大会宣言を読み上げていただいた後，市Ｐ連

会長による閉式の言葉を宣言いただき，第１部は終了となります。  

        続いて第２部は，指定校による研究発表となり，今年度は絹川小学校と

結城中学校が担当となります。  

        以上，２時４０分で教育振興大会が終了となり，休憩を挟みまして，２

時５０分からは生涯学習課が担当します人権講演会に引き継ぐ予定でおり

ます。  

        以上，説明になります。よろしくお願いします。  

○委員長    ありがとうございます。  

        今の報告について各委員さんから何かご質問等あればお願いします。  

        よろしいですか。  

        （「はい」と呼ぶ者あり）  

○委員長    じゃ，よろしくお願いします。  

        次に，報告第２９号です。平成２８年度人権講演会について，事務局よ

りお願いします。  

 

◎報告第２９号 平成２８年度人権講演会について  

○生涯学習課長 報告第２９号 平成２８年度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２８年１０月２５日提出，結城市教育委員会。  



        先ほどありました教育振興大会に続きまして，２時５０分から人権講演

会を開催いたします。  

        まず初めに，人権作文の発表ということで，結城小，江川南小，そして

結城中の児童生徒の人権に関する作文の発表があります。その後，講師の

スマイリーキクチさんを招きまして，人権講演会の開催になります。演題

は，「インターネットと人とのかかわり合い～突然僕は殺人犯にされた～」。

このスマイリーキクチさんはお笑い芸人なんですが，ある日突然，インタ

ーネットで身に覚えのない事件の殺人犯として名指しをされまして，その

ことによって社会的地位ですとか，仕事も減りまして，約１０年間ほど非

常に苦しんだ方です。そうした経験をもとにいたしまして，インターネッ

トと人のかかわり合いについてのご講演をしていただきます。  

        また，会場の入り口，ホワイエにおきましては，市内の幼稚園・保育園

児，そして小学生児童，中学生生徒におきます生徒の絵画ですとか人権に

関する書道，そういった作品の展示も行いますので，教育振興大会に引き

続き，ぜひ人権講演会のほうにもご出席いただきたいと思います。よろし

くお願いいたします。  

        閉会は，終了が１６時５０分の予定です。  

        以上です。  

○委員長    ありがとうございます。  

        ただいまの報告について，委員さん方いかがでしょうか。  

        大丈夫ですか。  

        （「はい」と呼ぶ者あり）  

○委員長    では，ありがとうございます。  

        進めさせていただきます。  

        次に，報告第３０号 平成２８年度全国学力・学習状況調査の結果につ

いて，事務局よりお願いします。  

 

◎報告第３０号 平成２８年度全国学力・学習状況調査結果について〈非公開〉  

〈非公開部分削除〉  

 

○委員長     では報告第３０号は以上でいいですか。  

        （「はい」と呼ぶ者あり）  

○委員長    ありがとうございました。  

        それでは，事務局にお返しします。  

○学校教育課長 それでは，以上をもちまして，議題並びに報告事項につきましては，全

て終了いたしました。  

        委員長より閉会宣言をお願いいたします。  

○委員長    以上で本日の委員会を閉会いたします。  

        ありがとうございました。  

 



 

午後４時４５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  

 

 


