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令和元年５月結城市教育委員会定例会  

 

○日  時   令和元年５月２２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   小林仁教育長  

中村義明教育長職務代理者  

岩﨑勤委員  

赤木信之委員  

○教育委員会事務局  

学校教育課長 佐山敦勇，指導課長 鶴見力男  

生涯学習課長 関根智，スポーツ振興課長 駒井勝男  

        学校教育課学務係長 廣江智子  

 

１ 付議案件  

（１） 議案第１３号 結城市学校評議員の委嘱について〈非公開〉 

（２） 議案第１４号 結城市社会教育委員・公民館運営審議会委員の委嘱について  

                                〈非公開〉  

 

２ 報告事項  

（１）報告第１２号 教育長報告 

（２）報告第１３号 結城市奨学生選考審議会選考結果について〈非公開〉 
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午後１時３０分 開 会  

 

学校教育課長  皆さんおそろいですので，教育委員会を始めさせていただきます。  

        本日の定例会傍聴の希望者はありませんでした。  

        また北嶋教育委員さんは欠席という報告があります。また，事務局側で

は鶴見部長が欠席となりますことをご報告いたします。  

        定足数に達しておりますので，委員会は成立しております。  

        それでは，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５月定例会を開会いたします。  

        会議録署名人の指名をいたします。  

        岩﨑委員に署名をお願いいたします。  

        これより議事に入ります。  

        本日の議案第１３号，第１４号は人事案件，また報告第１３号につきま

しては，個人情報の案件でございます。委員の皆様には，結城市教育委員

会会議規則第１５条の規定により，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。  

        それでは，これより議事に入ります。  

        次第２，議案上程は２件でございます。  

 

◎議案第１３号 結城市学校評議員の委嘱について〈非公開〉  

 ＜非公開部分削除＞  

 

◎議案第１４号 結城市社会教育委員・公民館運営審議会委員の委嘱について〈非公開〉 

 ＜非公開部分削除＞  

 

◎報告第１２号 教育長報告  

        続きまして，次第３，報告事項でございます。案件は２件でございます。  

        報告第１２号は教育長報告ですので，私から報告いたします。  

        ７ページ，８ページをお開きください。  

        報告第１２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。  

        令和元年５月２２日提出，結城市教育委員会教育長，小林仁。  

        ８ページのほうにお進みください。  

        １の結城市，小山市情報交換会，昨日会議が情報交換会が持たれたとこ

ろでございます。  

        （１）の定住自立圏連携事業２０１６年から今年度４年目に入るところ

でございますが，①から⑨まで，その中で⑧の国史跡摩利塚琵琶塚古墳ガ

イドブック，これが小学生のほうに配布されたと，３月末に。今年度の６

年生に配布されると。これは結城市だけじゃなくて，下野や野木の子供た
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ちにも同じように，小山市のほうから古墳ガイドブックが配布されたとこ

ろでございます，新たな取り組みとして。  

        （２）の結城市，小山市友好都市事業につきましては，２０１４年に締

結してから進められているところですが，今年度は田んぼアートでは，弱

虫ペダル，今までは鉄腕アトム関係でお世話になっていたところですが，

今年度は人気ロードレース漫画，結構今自転車等の人気が出ているもので

すから，かなり認知されている題材だということでお話がございました。  

        それから，③のほっしーＯＹＡＭＡ号，これは強い要望がございました

ので，小山の酒井教育長のほうに大変お骨折りをいただいて，今年度新た

にほっしーＯＹＡＭＡ号，まず１校，昼間に観測というようなことで１０

月３１日，城西小のほうで対応いただくと。これは天候がもしその日にす

ぐれないときには，別日を予備日として検討もしているところでございま

すが，そこで実施していくというようなことで，本来であれば市外には出

ないというほっしー号でございますので，それを結城市にお借りしますの

で，新たにお世話になるところでございます。  

        また，そのほかもう１点，戻りまして，大変申しわけありません。  

        （１）④小学生の学習交流体験事業，小学校の６年生を対象にしていた

ものを５・６年生，さらには中学１年生までに拡大したいということで，

昨日中学１年生も対象というようなことで新たに対象者を拡大して，結城

市のほうでも例年希望がそれぞれのところに出ておりますので，今年度も

子供たちのほうに積極的に広報してまいりたいというふうに感じておりま

す。  

        ２の行事等，その他についてでございますが，（１）の計画訪問につきま

しては，来週２７日から７月５日の中で学校と日程を調整しながら計画を

しているところでございます。  

        （２）のバレーボールのほうのこれは市の教育委員会で主催するもので

ございますが，男子のほうが６月１日にかなくぼ体育館で女子のほうが６

月１日，結城中と南中，こちらを会場に実施すると。これはいずれも土曜

日でございまして，できるだけ日曜日に大会をやらないということで結城

市教育委員会主催の大会については実施しているところでございます。そ

の関係もあって，どうしても同じ日に男子，女子のバレーボールが会場を

もとにして実施するというようなことで，運営面でも大変迷惑をかけると

ころですが，子供たちにとって，中学生にとってできるだけ参加しやすい

日にちを設定しているところでございます。  

        （３）の地域未来塾委嘱状交付の開校式については，６月６日に今年度

も実施していくということで，だんだんと子供たちが参加してよかったと

いうような学習の機会，そういうものにしていけるように努めてまいりた

いと思います。退職校長会であるとか，退職公務員連盟のほうのご支援を

いただきながら，白鴎大学の学生等の協力も得て進める予定でございます。 

        （４）の市子連のほうの研修会が結城小で，これは持ち回りで小学校を
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回しておりますので，今年度は結城小のほうを会場に市子連のほうで計画

をしているところでございます。  

        （５）市Ｐ連の指導者研修会につきましては，６月２２日に情報センタ

ーのほうで開催予定になっております。  

        （６）の友好都市交流事業結団式につきましては，結城市内の小学６年

生を対象に，福井市の子供たちとの交流を今年度も実施するということで

進めているところでございます。  

        参考としまして記録会，１６日木曜日に実施されまして，その結果につ

きましては資料，後ろのところですね。３の用紙で受賞者，入賞者の記録

１番ということで示してあるところです。ことしは小山運動公園のほうで

お世話になったところですが，ことしハードルのほうでけがをした児童が

おりまして，その辺については今後さらに丁寧な計画とか，そういうもの

も含めて検討していく必要があるかなということを感じているところでご

ざいます。天候には恵まれて，すばらしい子供たちの記録会が実施された

ところでございます。  

        ２全国障害者スポーツ大会関東ブロック大会バレーボール，結城市のほ

うで今週土曜日，また日曜日ということで，２５，２６から体育館のほう

で実施されるところで，全国障害者スポーツ大会は２５，２６に県内で実

施される種目が一斉に行われるというようなことで，実際の本大会は１０

月１２，１３ですか，そちらで同じくバレーボール障害がかなくぼ体育館

のほうで実施予定でございます。その関東ブロックの予選会ということで，

ぜひ委員さん方におかれましても，お時間がございましたら，ごらんいた

だければ，また応援いただければと思います。  

        ３の第２７回山川文化会館まつり，２６日実施でございます。  

        ４の市内総会についてはそこにある会場で６月１４を予定しているとこ

ろでございます。  

        また，５の令和元年結城市第２回定例会については，そこにある日程で

実施予定でございます。  

        早口でございましたが，教育長報告でございます。ご質問等ございまし

たらお願いいたします。  

        どうぞ中村委員さん。  

中村教育長職務代理者 ほっしーＯＹＡＭＡ号よかったですね。実施できて。  

教育長     指導課長のほうでいろいろ打ち合わせしていただきながら。  

中村教育長職務代理者 これはあれですか，事務局のほうからこういうことで連携事業が

できるよということで希望を募った形なんですか。  

指導課長    小山のほうに連絡をして，何校も一遍にというのはちょっと簡単じゃな

いということで，こちらのほうで距離的に近いところと，規模的にクラス

数が多くて何クラスもということの負担がないというところで，今年度，

城西小学校さんのほうと話をしたところ，城西のほうでも大変いい機会で

あるということで積極的に実施したいという希望があったものですから，
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今年度最初の第１校目ということで計画を立てさせていただいております。 

赤木委員    すみません，私勉強不足で，ほっしー号とは。  

教育長     中村委員さんに，大変なるバックアップをいただいて。  

中村教育長職務代理者 これはもう何年越しでしょうか，相当前からです。  

教育長     連携事業があるんだというときに，中村さん，こういうのがあるぞと。  

中村教育長職務代理者 個人的に私，天体の学問とかかわっていて，お客さん，小山市か

らたくさん来るんですね。小山市からこちらを利用しているんだったら，

こちらも利用しなきゃということで，小山にすばらしい移動式のこういう

ドーム施設があって，望遠鏡施設がある。これは小山では各学校はもちろ

ん，自治体というか，自治会のほうに出て観望会開いているんですよね。

ぜひこれは利用させてもらいたいということで，前から動いていただいた

んで，なかなかいろいろな諸事情がありまして調整つかなくて，今回は実

施に至ったということで，大変ありがたいです。ゆくゆくはもう少し広げ

たいんですけれども，とりあえずいいことなのでよかったなと思う。  

教育長     いろいろな工夫が多分市のバスなんかを使えば，子供たち午後にこっち

の１つのところじゃなくて，２つ一緒に集まってやるなんていうことも現

実的にはできると思いますので。  

中村教育長職務代理者 恐らくここはきちっとした学芸員さんがいるんだろうと思うし，

やはりプログラムがきちっとできているから，いい経験ができるんじゃな

いかと。  

赤木委員    移動が基本にやっているんですか。  

教育長     これすごいですよね。  

中村教育長職務代理者 発想がいいんですよ。結城の発想もいいんですけれども。  

指導課長    小山市立博物館のほうが担当課で館長さんと何回か打ち合わせさせてい

ただいて，実際には学芸員さんと指導主事が２名これを操作することがで

きるということで，来ていただけるというようなスケジュール調整で先ほ

どの１０月３１日，予備日として１１月８日，天候に左右されるので。  

中村教育長職務代理者 それでいいかもしれないですね，基本的には。  

教育長     だから間近になったらご案内して，もし参観なんかしていただく機会が

あれば，自分たちも日程が合えばぜひ一度。  

中村教育長職務代理者 そういうときに例えば小山市との連携を，文化交流をやっている

というようなこともケーブルテレビなんかで放映してもらったりするとい

いんですよね。どんどん利用したほうがいいんですよ。それだけプロとい

うか，なかなか実現できなかったことが実現できて，お互いに利用し合う

ということ。  

教育長     ぜひ天候に恵まれて，なかなか。本当に楽しみな企画に，ようやく実現

をしたと，ありがとうございました。  

        そのほかにありますでしょうか。  

        じゃ，どうぞ赤木さん。  

赤木委員    やはりこれも小山との交流事業の中の一環だと思うんですが，広島の平
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和記念式典に中学生が派遣されている，とてもすばらしいことだなとその

ように感じているんですが，行ってきた子供たちが帰ってきて，啓発のた

めに具体的にどんなことをやっているんですか，子供たちが。  

指導課長    ３つの中学校とも文化祭のときに必ず時間を設定させていただいて，保

護者なんかも聞く機会があるんですけれども，そこで行ってきた報告とい

う形で発表しております。文化祭の目玉の一つにはなっているかなと思う

んですが，プレゼンなどをつくりながら，中学生が発表しているのを昨年

度も見させていただきました。  

教育長     ３中学校とも確実に実施いただいていますよ。  

赤木委員    いいことですよね。せっかくやはり３校の子供たち，代表の子供たちが

６人ですか，これは。  

教育長     そうです，６人ですね。  

赤木委員    というと，その６人がまた共同で例えば振興大会のときに結構保護者な

んかも来ますよね。ああいうときなんかに私たちが行ってきたんだという

アピールすることもやはり反戦的な啓発，市民への啓発というところへも

つながるんじゃないかと思いますんで，その辺のところちょっと考えてい

ただけるといいのかなと，そのように思います。実際学校のほうでやって

いらっしゃるということであればそれでもいいのかと思うんですが，そこ

から今度学校から出て，６人の子供たちが力を合わせてそういう発表大会

なんかをするなんていうのもいいのかなと，そのように感じています。  

        それから，２つ目は，茨栃バレーボールとかこれからあるんですが，本

当にこれはスポーツ振興課のご協力で結城市の体育協関係，それぞれのク

ラブ関係の方たちが本当に全面バックアップをしてくれてやっている大会

かと思うんですね。他市町の市長杯なんていっても，ただ賞状をもらって，

運営は学校の教員がやっている。結城の場合はそういう形で全面バックア

ップしてくださっていただいているものですから，本当にありがたいなと，

そのような感じをしております。これからもスポーツ振興課が中心になる

かと思うんですが，そういう形での市のそれぞれの協会への働きかけのほ

うもお願いできればと思います。  

        それから，もう一つよろしいでしょうか。  

教育長     はい。  

赤木委員    これは，以前は教育委員の学校訪問とやっていたのかなと思うんですけ

れども，私たちも退職しちゃうと，外からは見られるんだけれども，中の

様子がという部分もちょっとあるもので，そこらはこの教育委員の訪問が

なくなったというのは，何か理由か何かがあるんでしょうか。  

学校教育課長  教育委員さんを含めての学校訪問というのは，毎年１１月前後に行って

おります。  

赤木委員    そうですか。  

学校教育課長  ただ学校選ぶ際には，新しい校長先生が入ったところとかそういったこ

とで，全部の学校へ行くということはやっていませんけれども，計画的に
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今年も行う予定であります。  

赤木委員    そうですか，学校の負担を軽減するためにできるだけ本当に簡単に１時

間ぐらいお邪魔して様子を見たいと。  

学校教育課長  １１月ごろ計画しております。また追ってご連絡いたします。  

教育長     また，さまざまな学校の行事等もございますので，そういうのもご案内

しながら，委員さん方もお時間があったときに運んでいただいたり，また

はちょっと校長先生と話に行くなんていう事前に連絡いただいてお邪魔す

ることについては何の支障もございませんので，その辺はぜひ学校をお教

えいただければと思います。  

中村教育長職務代理者 これは今話に出たとおり，負担がやはりすごくなって，教育委員

さんもそうなんですよ。皆さん忙しい方がいらっしゃって，全校じゃなく

てもいいだろうと。当時は課長と私も話し合って，なくすわけではないん

ですけれどもということで，確かに今も聞いてわからなくなっちゃう。教

育界も変化が激しいんで。初めていらっしゃった結城市の経験される管理

職，ああいうところとか。  

教育長     そのほかございますでしょうか。  

        岩﨑委員。  

岩﨑委員    行事の５番の市Ｐ連の指導者研修会いろいろ市内のＰＴＡの方が集まっ

てということで，聞くところ先の市Ｐ連の総会で，南中の役員の方が，そ

の後事故にあわれたという話を伺ったんですが，やはり壁になってその後

の懇親会とかそういうのを自粛したほうがいいとかというふうにそういう

話が出てくるようなんですけれども，でもやはりそういう機会で各市内の

いろいろの役員の方が交流できるものなので，注意は喚起してもちろんい

ただかないとあれだと思うんですが，それによって過度に自粛自粛という

ふうにならないように思いますので，お願いできればと思います。  

教育長     貴重なご意見ありがとうございます。事務局のほうでその辺のところそ

ういう意見もいただいたところだというようなことも含めて，多分今後ち

ょっと話題になってくるところかもしれませんけれども，ありがとうござ

います。  

        そのほかいかがでしょうか。  

        それでは，教育長報告につきましては以上で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す。  

 

◎報告第１３号 結城市奨学生選考審議会選考結果について〈非公開〉 

 ＜非公開部分削除＞ 

 

        以上をもちまして，本日の案件について終了いたしました。  

        教育委員会５月定例会を閉会いたします。  

        大変ありがとうございました。  
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午後２時０５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  


