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平成３０年１０月結城市教育委員会定例会  

 

○日  時   平成３０年１０月２６日（金曜日）  

○場  所   駅前分庁舎 多目的スペース会議室  

○出席委員   小林仁教育長  

中村義明教育長職務代理者  

石川周三委員  

北嶋節子委員  

○教育委員会事務局  

        学校教育課長 佐山 敦勇，生涯学習課長  田中真一  

スポーツ振興課スポーツ振興係長  仁見剛  

学校教育課学務係長 石井智之  

 

１ 付議事件  

（１）議案第１５号 結城市教育事務評価委員の委嘱について〈非公開〉  

 

２ 報告事項  

（１）報告第２７号 教育長報告について  

（２）報告第２８号 第４７回結城市教育振興大会について  

（３）報告第２９号 平成３０年度人権教育地域学習会・人権講演会について  

（４）報告第３０号 ゆうき図書館協議会委員の委嘱について  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



午後１時３０分 開 会  

○学校教育課長 それでは，教育委員会を始めさせていただきます。  

        なお，本日の定例会傍聴希望者はいませんでした。  

        また，先ほど，岩﨑委員より欠席の報告がありました。  

        しかしながら，定足数に達しておりますので，本会議は成立いたします。  

        では，小林教育長より開会宣言をお願いいたします。  

○教育長    ただいまから教育委員会１０月定例会を開会いたします。  

        会議録署名委員の指名をいたします。  

        中村委員に署名をお願いいたします。  

        本日の議案第１５号につきましては，個人情報の案件でございます。  

        委員の皆様，非公開としてよろしいでしょうか。  

        （「はい」と呼ぶ者あり）  

○教育長    それでは，非公開といたします。  

        これより議事に入ります。  

        次第２，議案上程は１件でございます。  

        議案第１５号 結城市教育事務評価委員の委嘱について，提案説明を事

務局よりお願いいたします。  

 

◎議案第１５号 結城市教育事務評価委員の委嘱について〈非公開〉  

〈非公開部分削除〉  

 

○教育長    続きまして，次第３，報告事項でございます。案件は４件でございます。  

        まず，報告第２７号は教育長報告になりますので，私のほうから報告を

させていただきます。  

 

◎教育長報告  

 

○教育長    資料３ページ，４ページをお開きください。  

        報告第２７号 教育長報告について。  

        上記のことについて，別記のとおり報告する。  

        平成３０年１０月２６日提出，結城市教育委員会教育長，小林仁。  

        ４ページの資料でございますが，１，就学児健康診断を実施したところ

でございます。昨日の絹川小学校が最後に終わったところでございまして，

１０月に９校，就学児健康診断。上の数字が本年度就学児健康診断で，そ

れぞれの小学校へ入学予定の新入児の数でございます。括弧につきまして

は，今年度の４月に入学した児童数ということになります。トータル的に

は今年度より現時点では多いところでございます。  

        ただ，小学６年生の卒業であるとか中学３年生の卒業とか，そういうの

を考えると全体としては若干減少傾向であると。ただ，昨年に比べると現

時点ではこのような状況になっているところでございます。  



        就学児健康診断について，何かご質問などございますか。よろしいでし

ょうかね。  

        （「はい」と呼ぶ者あり）  

○教育長    ２番の……  

○中村教育長職務代理者 ちょっといいですか。  

○教育長    はい。  

○中村教育長職務代理者 トータルで増えている中で，城西小が，これ率にするとかなり

減っていますよね。これは自然減なんでしょうけど，世帯数が例えば減っ

ているとかいうのじゃなくて，子供さんが減っているということですよね。 

○学校教育課学務係長 はい，城西小の地域はほとんど市街化調整区域になりますので，

どうしても新しくお住まいにされる方は……  

○中村教育長職務代理者 入って来られない。  

○学校教育課学務係長 そうですね，城西小学区には原則，もともといた方でしか家が建

てられないという規制がありますので，難しいのかなというふうに思いま

す。  

○中村教育長職務代理者 調整区域の見直しというのは，５年ごとでしたっけ。だんだん

減っていく，結構学校運営は難しくなってくるんですよね。だから，それ

を含めて，調整区域にする意図はわからないけれども，私らはね。それは

それで学校を運営していくのに，どんどん例えば減っていって，将来的に

いろいろ方策を考えてあるのであれば，ただどこかで合併方向にいくとか，

ある程度何かしらのやっぱりそういう施策，シミュレーションを立てる必

要もあると思うんですよ。こういったものがずっと減っていって，さあど

うしようというんじゃなくて，結局，地域住民が困っちゃうと思うんです

よ。ちょっと減り方が……  

○教育長    そうですね。今，ご指摘あったように，これ，この後の市政の状況等も

含めて，今年度だけなのかね，それとも傾向が続くのかということも踏ま

えて，今，小中学校の児童生徒数については適正規模であるとか，さまざ

まな視点で計画的な部分を長期的に見ていかなきゃならないと思います。

これどうなんですかね，城西小はやっぱりこんな，この年が極端なのかな。  

○学校教育課学務係長 ちょっと今，手元に資料がないので，……  

○教育長    かしこまりました。では，自分の報告が済んでから確認をします。あり

がとうございます。  

        ２番の第４７回結城市教育振興大会，人権講演会については，この後，

担当のほうからございますので，その説明のほうにお任せをしたいと思い

ます。  

        ３番の行事でございますが，（１）紬のふるさと体験授業。  

        市内の３中学校の中学２年生について実施をしたところでございますが，

１０月３０日には絹義務教育学校で１年生を対象に，やはり同じような紬

を着る体験をしているものですから，小山と結城の交流ということで，中

学２年生に結城の３中学校に来ていただく流れで今までも交流をしている



ところですが，絹義務教育学校に市内の各中学校１年生のほうが交流とい

うことで実施するところでございます。  

        （２）のいばらきっ子郷土検定市内大会。  

        各中学校で１０月３１日，これは別冊の資料などで，市内の大会では茨

城県の問題が２５問，結城市内の問題が２５問，それの５０問で，各中学

校で中学２年生が検定に挑みます。その結果を全部業者のほうに郵送です。

そうすると採点は全部そちらでやります。それで，５０問中４５問題以上

正解すれば１級で，５０問中４０問だと２級，３５問だと３級というよう

なことで，その成績のよかったところに代表で県大会のほうには出ていた

だいています。昨年は結城中が１級５３人もいたんです。２級が６２名，

３級が３５。１５０人が１級，２級，３級に入っていて，これはもうすご

いことで，初めて結中が出たんです。それまでずっと東中が連続して県の

ほうへは出ていって。  

○中村教育長職務代理者 これ，出るのは何人。  

○教育長    実際には，３人の５人か。３人座っていた，３人座っていたよね。  

○生涯学習課長 応援で……  

○教育長    ２人いたか。  

○生涯学習課長 ３人だって，押すのは何か裏から手を伸ばしていたような気が…  

○教育長    早押しですので，実際の県大会はね。結構，東中も結中もいい成績で，

準優勝なんかもしたんだよね，県内でね。あとは優秀校みたいな。  

○中村教育長職務代理者 そういうのは，ケーブルテレビかなんかで流れることあります

か。  

○教育長    これは流します。ケーブルというよりは，流すのはいばらきのネット…

…  

        （「いばキラ」「ネットですね」と呼ぶ者あり）  

○教育長    いばキラＴＶでネットで生中継だと思う，ライブ中継。今も多分ネット

で前年度バージョンとかそういうのがアップされていると思います。  

○中村教育長職務代理者 そういうようなものが，例えば学校で，みんなで子供たちに教

育できればね，またやる気になるし，それは郷土愛につながるし。  

○教育長    ２年生は茨城のことを，茨城というのは，もう他の市町村も含めた茨城

の問題ですから，結城のこと，結城の問題は生涯学習課とか，そういうと

ころで毎年新しいバージョンを入れ込んで，どんどん茨城のことを知る，

結城のことを知るという大きな取り組みを平成２５年度からスタートして

いる，中学２年生に対してやっていると。ですから，市町村代表として出

てくるものですから，その市の代表を決める検定試験の実施が１０月３１

日ということで，市内統一して同じ日にやるもんですから，予定されてい

ます。  

        （３）市小中学校音楽会，１１月８日，アクロス大ホールでございます

ございます。  

        （４）授業公開ということで，１１月２日に城南小，１１月１６日に江



川北小，結城西小，教科については外国語，算数，外国語というようなこ

とで実施予定でございます。  

        （５）の小学校交流祭，祭り，フェスタ等でございますが，１１月３日，

４日，１７日，２３日の期日でそれぞれ実施予定でございます。１１月１

３日火曜日につきましては，学校閉庁日ということで進めていくところで

ございます。  

        参考としまして，１の県西新人体育大会の結果でございますが，先ほど

別紙で市内，そして県西大会，県大会のほうも現在実施されているところ

でございまして，柔道等については非常に優秀と，女子のほうが団体で優

勝，男子が準優勝，さらには個人のほうでも大活躍をしているところでご

ざいます。  

        また，中学校の駅伝のほうで県西地区大会で結城南中の男子８位という

ことで，県大会出場が決まったところでございます。  

        なお，その際の区間賞としまして塚越優也さんが区間賞に輝いたところ

でございます。  

        また，２の４９回陸上ジュニアオリンピック１１０メートル障害という

ことで，１０月１２日，日産スタジアムで行われたところですが，結城中

の大場翔希君が１４秒７１というようなことで準優勝に輝いたところでご

ざいます。新聞でも大きく取り上げられていたと。  

        ３番の城西小，優良ＰＴＡ文部科学大臣表彰ということで新聞報道がさ

れたところでございまして，１１月２１日に授賞式が予定されているとこ

ろでございます。  

        ４番の市内小中学校の作品展。  

        手をつなぐ子らの作品展，さらには結城市・福井市の交流事業の報告展

示会というようなことで，１０月２７日，２８日，ＪＡ北つくば展示場１

階，２階というようなところで実施をするところでございます。  

        なお，５番にありますように，祭りゆうきが同じようにけやき公園等で

実施されておりますので，かなりのにぎわいが想定されるところでござい

ます。  

        ６の結城郷土かるた取り大会，１１月１０日，かなくぼ総合体育館と。  

        ７のきものｄａｙ結城，１２月１０日，１１日ということで予定をされ

ているところでございます。  

        なお，ここには記述してございませんが，１０月３１日に，結城中のバ

レーボール部の生徒が小田林駅を毎年清掃しているもんですから，ＪＲの

下館駅長さんのほうから今年度も感謝状ということでお話があったところ

でございます。昨年も感謝状をいただいて，３回目ぐらいになるかなとい

うふうには感じているところですが，そのような連絡も入ったところでご

ざいます。  

        以上，教育長報告でございますが，質問と先ほどのわかりましたかね。  

○学校教育課学務係長 こちらが資料となります。  



○教育長    これ，城西小１９になっているけれども，それはあくまでも出生数でや

っているからだよね。  

○学校教育課学務係長 そうです。住民基本台帳の９月１日現在の生年月日の記録から統

計を出したものになります。城西小学校につきましては，３１人から３６

人までで合計１４２人，平均すると２３名ということで推移していくこと

が予想されます。  

○教育長    今までは，大体３５，６というか，４０人近い数字だったから……  

○学校教育課学務係長 ２クラス，複数学年が必ずあったんですけれども，今後は城西小

学校についてすべてのクラスが単クラスというふうな形になってくると思

います。  

○教育長    今まで３５人学級に１年生がなったんで，２クラスになるかな，ならな

いかなという感じで，他のところへ，例えば西小とかへ少し学区外がいた

り，そういうケースがあったところだけれども，これだとやはり中村委員

さんのご指摘のように，いろいろ長期的な部分はね。西小はどんどん今後

増えていくような。  

○中村教育長職務代理者 トータルでも減っていく，少子化でしようがないのかな。  

○教育長    この辺の状況がありますので，先ほどの将来的な長期的な部分は見てい

かなきゃならないところだと思うんだけれども。  

○中村教育長職務代理者 ある程度，もう５年間あたりでこうなってくるとなると，……  

○教育長    非常に関心の高いところですね。  

○中村教育長職務代理者 単学級とすれば，２１人ぐらいでちょうどいいんですけどね，

でも……  

○教育長    このことについては，ある程度，検討会というか委員会的なものを……  

○学校教育課学務係長 今後，適正規模については３カ年実施計画に記載されていますの

で，内部でのまず協議をさせていただければと思います。  

○教育長    そうだよね。  

○中村教育長職務代理者 結局，これは１つの学校を例えば維持していくというのには，

当然，国だって予算は出さなきゃならない。その適正規模というのは国が

出していけばいいと思うんだよね。それ当然のことだとは思うんだけれど

ね，急にぱたっと来られても困ると思うので，ある程度考えておいたほう

がいいかな。  

○教育長    この点については，今後もう避けて通れない。  

○中村教育長職務代理者 それと，考え的にそういったものを残しておいて，いざとなっ

てぽんと出すと地域住民が必ず反対します。そうならないためにもこうや

ってもうかなり検討してきたんですよと，その実績というのは必要なので，

そういう意味も踏まえて。  

○教育長    これは，もう避けて通れないところでございますので，将来，長期的展

望を含めてやっていかなければならない。教育環境としてもやっぱり，よ

り望ましい環境をつくっていかなきゃと……  

○中村教育長職務代理者 江川なんか全校で７７人ぐらいの学校で，あれだけの学校規模



を維持するというのは結構無駄ですよ。幾ら少人数でこれはいいといって

も，そうかなという，いろんな複合的に考えたらね。  

○教育長    この点については，教育委員会の大きな課題であるというふうに考えて

いるところですので，進めていくということでございます。  

        そのほか，何かご質問等ございませんでしょうか。  

     では，教育長報告についてはよろしいでしょうか。  

        （「はい」と呼ぶ者あり）  

○教育長    ありがとうございました。  

        続いて，報告第２８号 第４７回結城市教育振興大会について，事務局

より説明をお願いいたします。  

 

◎報告第２８号 第４７回結城市教育振興大会について  

◎報告第２９号 平成３０年度人権教育地域学習会・人権講演会について  

 

○学校教育課長 報告第２８号 第４７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３０年１０月２６日提出，結城市教育委員会教育長，小林仁。  

        ページは６ページになります。それから，今日お配りしましたこちらパ

ンフレットになります。  

        先日，委員の皆様には大会のご案内を送らせていただきましたけれども，

改めてご説明させていただきます。  

        本年度の教育振興大会は，平成３０年１１月１１日日曜日，午後，アク

ロス大ホールにて開催いたします。例年ですと茨城県民の日，１１月１３

日なんですが，今年は火曜日になりまして，会場となりますアクロスが休

館日ということで，その直前の日曜日に本年度は開催いたします。  

        日程・進行については例年どおりでありまして，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，教育長の開式の言葉で開会いたしまして，続きまして国歌斉唱，

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。市民憲章については，今年度は結城南中学校の男女各１名の教諭が

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。

秋元市議会議長，臼井県議，県西教育事務所所長となります。感謝状贈呈

については，本年度は２０名が表彰の対象となっております。  

        こちら，今日配りしたパンフレットの２ページになります。  

        元ＰＴＡ会長，それから，元の学校評議員，学校医等ということで，計

２０名の方が今年度の表彰者ということでなっております。  

        続きまして，校長会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いただき，第１部は終了となります。  

        続きまして，第２部は指定校による研究発表となります。  



        こちら，今日お配りのパンフレットの４ページになります。  

        今年度は江川北小学校，そして結城西小学校となります。  

        以上，２部構成となっておりまして，２時４０分に教育振興大会が終了

し，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

演会にする予定であります。  

        以上，説明となります。よろしくお願いいたします。  

○教育長    振興大会の件でございますが，関連で人権講演会も同日行われますこと

から，続いて説明をお願いします。  

○生涯学習課長 それでは，資料の７ページ，８ページ目になります。  

        報告第２９号 平成３０年度人権教育地域学習会・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３０年１０月２６日提出，結城市教育委員会教育長，小林仁という

ことで，８ページが今年度の人権講演会開催要項になります。  

        教育振興大会の終了後，２時５０分から開始となります。皆様のお手元

にこちらのチラシのほうも一緒にお配りしております。今年度，人権講演

会ですが，作文の発表，小学生２名，中学生１名，その後，講演会という

ことで，今年度は「心に響く命の音」ということで，講師に智内威雄さん，

こちら左手のピアニストということで，音楽，ピアノの演奏を含めまして

講演のほうもしていただくということになります。  

        人権講演会については以上です。  

○教育長    事務局より，報告第２８号 結城市教育振興大会，そして，報告第２９

号 人権教育地域学習会・人権講演会について，説明がございました。  

        ご質問等ございましたらお願いいたします。  

        よろしいでしょうかね。  

        （「はい」と呼ぶ者あり）  

○教育長    ありがとうございます。  

        それでは，報告第２８号，報告第２９号については終わりといたします。  

        続きまして，報告第３０号 ゆうき図書館協議会委員の委嘱について，

事務局の説明をお願いいたします。  

 

◎報告第３０号 ゆうき図書館協議会委員の委嘱について  

 

○生涯学習課長 こちら，資料の９ページ，１０ページでございます。  

        報告第３０号 ゆうき図書館協議会委員の委嘱について。  

        上記のことについて，別記のとおり報告する。  

        平成３０年１０月２６日提出，結城市教育委員会教育長，小林仁という

ことで，１０ページに図書館協議会委員の名簿が載っているかと思います。 

        図書館協議会委員につきましては，昨年度，平成２９年度も委嘱をいた

しまして，１０月１日から３１年９月３０日までの２年間ということにな

ります。この中で，委員名簿番号が１番，２番，学校教育及び社会教育の



関係者ということで，昨年度につきましては，結城市教育研究会の会長で

あります山川小学校の校長の瀧澤先生，また，結城小中学校図書館部会長

であります絹川小学校の秋葉教頭先生に委嘱をしたところでございます。

今年の４月に瀧澤先生におかれましては退職，また秋葉先生については部

会長変更という形で，その後をということで充て職になります。そういっ

たことで，今年度は結城小中学校教育会の研究会長が城西小学校の沼田校

長先生，それと結城市小中学校図書館の部会長が西小学校の江田教頭先生

ということで，この２人が瀧澤先生，秋葉先生の後を引き継ぐと。なお，

任期については残任期間ということになりますので，３１年９月３０日ま

でになります。  

        以上，報告になります。  

○教育長    ただいま事務局から報告がございました。  

        ご質問がございましたらお願いいたします。  

        ゆうき図書館協議会委員については，充て職での新たな委員さんという

ことでよろしいでしょうかね。  

        （「はい」と呼ぶ者あり）  

○教育長    それでは，報告第３０号については終わりといたします。  

        以上をもちまして，本日の案件について全て終了いたしました。  

        教育委員会１０月定例会を閉会いたします。  

        大変お疲れさまでした。ありがとうございました。  

 

 

午後２時００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。  

 

 

 

結城市教育委員会教育長  

 

 

 

結城市教育委員会委員  

 


