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令和元年９月結城市教育委員会定例会  

 

○日  時   令和元年９月２７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  

        北嶋節子委員  

岩﨑勤委員  

赤木信之委員  

○教育委員会事務局  

教育部長 鶴見俊之  

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）報告第２３号 教育長報告について  
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午後１時５５分 開 会  

 

◎報告第２３号 教育長報告について  

 

学校教育課長  若干時間早いですけれども，皆さんおそろいですので，ただい

まから教育委員会を始めさせていただきます。  

        今回，資料が事前に配付できなくて，大変申しわけありません

でした。  

        また，中村教育長職務代理者につきましては，欠席のご連絡が

ありましたので，きょうはお休みとなります。  

        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。  

        また，本日の定例会傍聴の希望者はおりませんでした。  

        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     改めまして，こんにちは。  

        それでは，ただいまから教育委員会９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。  

        それでは，これより議事に入ります。  

        次第２，議案上程はございません。  

        続きまして，次第３の報告事項案件は１件，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。  

        資料の１ページ，２ページをお開きください。  

        報告第２３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９月２７日提出，結城市教育委員会教育長，小林仁。  

        ２ページのほうにお進みください。  

        １番の令和元年結城市議会第３回定例会，きょうが閉会にな

ったところでございまして，本会議の一般質問において，教育行

政関係では３本一般質問がございまして，（１）スポーツ少年団・

部活動への支援ということで，これはさまざまな補助であるとか，

またはバスの経費の補助であるとか，そういうものが話題になっ

たところでございます。  

        少年団については，現状としては，現在は１５．２％ぐらい小

学校の子供たちが少年団に所属している。１０年前から比べると，

１０年前は１８．９％程度ということですので，それから比べる

と，やっぱり少しずつ所属の状況は減っているのかなというとこ

ろでございます。  

        また，その少年団への助成については，結城市のスポーツ振興
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補助金として年額１６万２，０００円，さらにスポーツ協会のほ

うからも年額５万円の交付が，その協会のほうにも，少年団のほ

うの本部のほうに支援がされているというようなところでござ

います。他の市町でも何らかの補助的なものはしているというよ

うな現状があるというところでございます。ただ，全員が少年団

に入っているというような状況ではないものですから，その辺の

ところは慎重に研究していきたい。  

        また，中学校の運動部活動における補助の状況ですが，遠征，

大会とかにおいては大体，県大会とか，県西大会とか，そういう

のは貸し切りバスを使って参加しているわけですが，それ以外の

練習試合とか，各種大会は，保護者の皆さんにお世話になってい

るケースが多いというような実情でございます。  

        そういう中で，補助をどうしているんだというようなことで，

多分，県西管内の他の市町を見ると，多くは県西大会や県大会に

バスの補助を出している。結城市は，その県西大会や県大会には

バスの補助は出していない実情があるので，そういうものについ

ては，今後，運動部だけではなく，吹奏楽とか，そういう部活も

あるので，そういうところもしっかり見ながら，全体的に検討し

てきたいというようなことで答弁をしたところです。関東や全国

大会については，市の補助や県の補助が実際にはされているとこ

ろなんですが，県西大会，県大会については，今後，検討をして

いくというようなところで，答弁をさせていただいたところでご

ざいます。  

        （２）の小中一貫校については，市長の答弁というか，公約の

１つである「文教都市結城をつくる」というような中で，学校規

模の適正化を含めた小中一貫校の創立について，児童生徒にとっ

て本当に望ましい教育環境を第一に考え，施設の形態や地域の実

情などを総合的に勘案するとともに，保護者や地域住民の意見な

どを丁寧に聞いた上で検討を進めていくというようなことで，当

然，今，子供たちの人数が減っているというような状況について

も部長のほうから答弁させていただいて，令和７年度の状況を見

ると，児童数が２８３人ぐらい減少している。中学校は２５人ぐ

らいの減少というような状況で，小学校の減少がかなり大きいの

かなと。そういう中で，江川南小は，複式学級というのが，その

時期になると出てくる。２年生と３年生で合わせて１６人という

数字になって，１６人を超えないと１学級ずつにできないんです

ね。例えば，２学年合わせて１７人いれば，それは一緒にはしな

いので。その６人と１０人という定数になるんですかね，今回の

予想では。１６人になっちゃうので，そこは２年３年が一まとめ

分の複式学級というようなことが，現時点では想定される。令和
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７年度ですかね。そういうこともあるので，今後，適正規模を含

めたそういうことは，当然，検討していかなければならないとい

うような，大きな流れの中にあるところでございます。  

        （３）の結城廃寺跡の保存・整備について，国の指定を受けて，

現在，指定区域内の対象地の公有化というのが，一応完了したと

いうところで，今後は保存整備委員会が主体となって，保存活用

計画を策定，今現在進めているところでございます。  

        そういう中で，今後，上山川就業改善センターもその中にあり

ますので，そういうものも移設するとか，実際には，除去すると

いうよりも，かなり古い状況ですので，壊すというような形にな

るかと思いますが，そういうことも今後，当然検討していくとい

うような状況でございます。そのような内容の一般質問の答弁で

ございました。  

        常任委員会につきましては，現地調査ということで，障害者福

祉センター，こちらのほうを委員さん方に現地で調査をいただい

たということでございます。  

        また，決算特別委員会では，３０年度の決算状況について審議

をいただいたところでございます。  

        ２番の行事等の実施予定で，（１）でございますが，市内の小

学校の運動会２９日日曜日，日ごろ大変お世話になるところでご

ざいます。これについては，開始時刻が各学校開会式または閉会

式の開始時刻等をまとめた一覧が別紙で机上に配付してござい

ますので，後ほど参考に。  

        かなり今回は，午前中ぐらいで，お昼を食べる食べないも含め

て，学校独自にできるだけ短くなるような方向で工夫はしている。

これは熱中症とか，そういうものも視野に入れたり，さらには天

候とか，そういうものもある。さらには日曜日が今回実施なもの

ですから，国体の関係で，どうしても土曜日にやれない。次の５

日の日も国体期間中なわけで，次の土曜日も使えないというよう

なことで，２９日の日曜日実施というようなことなので，そこで

実施できなければ順延ですので，平日になっていくというような

ことも含めまして，計画がされているところでございます。  

        （２）は，教育委員さんの研修会ということで，赤木委員さん

が水戸総研のほうへ。  

        （３）の市内高校生の結城紬発表会，１２日に予定されている

ところでございます。同じく田んぼアートの稲刈り大会，こちら

も絹ふれあいの郷のほうで予定されているところです。  

        さらには，県西地方市町村教育委員会連絡協議会研修会，１０

月１５日，１６日で福島のほうでご案内があったところかと思い

ます。  
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        県西地区新人大会が１０月１６日から１９日を中心に行われ

るところでございます。県西駅伝については２３日水曜日，もう

既に県西大会出場のための市内大会，さらには陸上については，

県西大会が終了したところでございまして，別紙で委員さん方の

机上に市内大会の新人戦の状況，そして陸上については，県西大

会の結果が配付してございますので，参考にいただければと思い

ます。  

        今回，県西大会に出場できない制限があるのは，バスケットボ

ールの女子，これが２チームしか出られないものですから，バス

ケットボールの女子で第３位になったチームについては，今回は

県西大会の出場はかなわないというところです。野球も実際には

１位ということでございましたが，今回は特例措置をいただいて

３チーム出場というようなことで，報告をいただいたところでご

ざいます。  

        続いて，（７）の上山川地区子供会球技大会，１０月２０日，

上山川小で実施，これはやはり熱中症対策で，夏休みにやってい

たものをこの時期に上山川小の子供会は動かしている。それ以外

のところは，鹿窪で夏休みに合同で実施したところです。クーラ

ーのきいている体育館で実施したところでございます。上山川に

ついては，実施時期をずらして２０日の日に実施予定ということ

でございます。  

        （８）即位礼正殿の儀で祝日になるということでございます。  

        （９）人権教育市町村教育委員会訪問，こちらは県の人権教育

室のほうが結城のほうへ３年に一度の訪問というようなことで

予定されているところでございます。  

        （１０）の市小中学校の児童生徒作品展，並びに手をつなぐ子

らの作品展，結城市，福井市友好都市交流事業報告展示会，あわ

せて行われるところでございますが，１０月２６日，２７日，Ｊ

Ａ北つくばの施設をお借りして実施されるところでございます。 

        なお，同日に，祭りゆうきが実施されるところでございます。  

        （１１）就学時健康診断１０月１０日から３１日の期間で実施

されるところでございます。これにつきましても，別紙で令和２

年度入学時の就学時健康診断実施日程ということで一覧が出て

いるかと思うんですが，こちらにそれぞれの学校の就学時健康診

断を受診する予定の人数が，一番右端に入っているところでござ

います。かなり減っているところ，また人数の少ないところ，そ

ういうものが見える。これは現時点でございますので，この後転

入や転出やそういうことも含めた人数の変動は出てくるところ

でございます。こう見ると，結城西小が物すごくふえていくとい

うのが，下から２番目あたりのところを見ていただくと，今ふえ
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ている状況。結城小がことし随分少ないな。普通は９０台かなと

いうところでいたんですが，令和２年度の入学予定という部分で

は若干，ただ，他の地区から就学するとか，そういうのは当然，

今後，就学する小学校については，変更等も出てくるところでは

ございます。参考にしていただければと思います。  

        続きまして，資料のほうの参考のところで，国体全国障害者ス

ポーツ（１）から（８）まで記載してあるところでございます。 

        ９月２８日県のほうの開会式，１日にオープニングセレモニ

ーが結城市のほう。さらには，少年女子のバレーボール，そして

全国障害者スポーツ大会，結城市の開催というようなことで，日

程が示されているところでございます。  

        結城市でも関わりがある方が国体のほうに参加するというよ

うなことで，後で駒井課長のほうから参加される選手の方のご紹

介などをいただければと思います。  

        中学校の合唱コンクール，文化祭でございますが，（１）合唱

コンクールについて，文化祭について，今回は結城東中と結城中

が同じような中で実施するんですが，結城南中のほうが少し時期

をずらして実施予定でございます。米印で書いてありますように，

１１月１日，１１月２日が結城南中の実施でございまして，東中

と結城中については，そこにあるような状況でございます。  

        たくさんの行事等が予定されているところでございます。  

        以上で，ご報告のほうは終わらせていただきますが，何かご質

問等がございましたらお願いいたします。  

        岩﨑委員，お願いします。  

岩﨑委員    １番の小中一貫校についてのお話がありましたが，それに対

する具体的な話というか，教育委員会では，こんなことについて

話し合ってくださいとか，そういうあれまではいってはいないん

でしょうか。  

教育長     具体的に，これからどういう方向がいいのかというような検

討委員会的なものを―じゃ，佐山課長のほうにお願いします。 

学校教育課長  まず，検討委員会というものの設置を考えておりますので，今

年度中に委員会を設置し，第１回の委員会を開催できればという

ふうに考えております。  

教育長     具体的に答弁で，そういうことをしますとか，そういう部分の

今回は答弁はしてございません。ただ，教育委員会の中で，そう

いうことを令和７年度あたりを想定したときには，そんな状況が

想定されるので，しっかりした方向性なり，状況を踏まえた検討

をしていかなければならない。ただ，決めれば，それで決まりと

いうのじゃなくて，やはり地域や，もう当然さまざまな皆さんの

意見を聞きながらということになると思いますし，当然，校舎建
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築となれば，さらに大きな予算と年月がかかる部分が出てくるか

と思います。そんな状況でございます。  

岩﨑委員    ありがとうございます。  

教育長     先ほども就学時健康診断あたりを見ても，結構でこぼこしな

がら，少しずつ小学校が減ってきているというような状況かなと

は思うんですが。  

岩﨑委員    対象地区は……  

教育長     でも，どう考えても，南中学校区のほうの小学校は，もう人数

が本当に十何人とか，そういうふうになると１学級，２つが一緒

になっても１学級の状態ですので，だからどうすることがいいの

かというのが，やっぱりみんなでしっかり議論していく必要があ

るのかなと思います。  

赤木委員    そうすると，見通しとして，何年開校とかまだその段階では全

然ない……  

教育長     まだそこまでの現実的な状況ではないです。そういうことも

含めながら検討はしていかなくちゃならないのかなとは思うん

ですけれども。  

赤木委員    そうすると，やっぱりそれぞれ学区の区長さん方とかの意見

なんかも取りまとめながらやっていかなくちゃならないと思い

ますけれども。  

教育長     そんなことも，どうすることがいいのかというようなものを

議論しながらということかなと思うんですね。  

岩﨑委員    今現在，小中一貫校をもう既に運営している市町村では，検討

から設置，運営まで，どのぐらいの期間でやってきているんでし

ょうか。  

教育長     佐山課長。  

学校教育課長  ちょっと今，資料ないので，現在，筑西市でその検討に入って

おりまして，２９年，２８年ぐらいから始まりまして，現在，明

野中学校の区に小学校  明野地区を小中一貫教育校として進

めているところで，開校については，令和５年とか，６年とかと，

それはまだちょっと詳しく資料見てみないとわからないですが。

かなりの長期間の計画……  

赤木委員    岩崎さん，江川地区とか，山川地区あたりでは，地元の方たち

は，何かそういうことに対する意見とか，意向とかとかというの

は，何かありますか。  

岩﨑委員    ３年くらい前の話ですけれども，南小のあたりだと，若干そう

いうのに一緒にするというのに抵抗あるような，少人数の指導の

ほうがいいんじゃないかという，あの地区特有ではあるんですけ

れども，そういうお話は確かに３年前ぐらいは受けたんですけれ

ども，最近は，やはりそういう設置している市町村が多くなった
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し，いろいろなそういう中で，テレビとか，そういうところでい

ろいろな情報が来るので，やっぱりそういう時代の流れと，それ

からやっぱり人数が減っていくということを考えていくと，そう

いう時代なのかなという意見は，最近では多いように私は感じて

いますけれども。  

赤木委員    山川では……  

北嶋委員    山川では，やっぱり山川小学校がなくなって，上山川のほうに

行くとか，そうなると，みんなもともと自分の地域に学校がなく

なるのが嫌なので，南中学校の近くに，また小学校みたいなのを

建てて，バスで全部迎えに行くような，行方あたりでそういうこ

とをやって，今まで人数少なかったのが，何人か一緒になって，

生徒も互いに高め合うとか，そういうのもすごくよくなったとい

うようなニュースか何かで聞いた人が，そういうふうにすればい

いんじゃないのという感じで，どこもなくさないで，一緒にどこ

かにまとまるという形で，今，人数少なくてやっていても，学校

のいろいろな，プールの水道費とか，何かそういうのも無駄にな

りますが，経費的には，かかるのがすごく大変だということなの

で，そういうのを１つにしたらいいんじゃないかなというのは，

やっぱり出ていますね。もう人数が少ないし，ずっと１クラスな

ので，入学してからずっと１クラスというのは，やっぱり何かい

い意味で刺激を受けたいので，何とか対策はないかなという感じ

には思っていると思います。  

赤木委員    本当に，県内でも全体的な流れとして小中一貫とか，そういう

動きになりつつある状況でしょうから，やっぱり地域の方々もそ

ういうのを耳にしながら，いろいろな何がいいのか，子供たちに

とって何がいいのかという部分でしょうよね。  

教育長     もう鹿行地区とか，県北とか，そっちのほうは，もう物すごい

児童数の減少というか，中学校もそういう状況になってきてしま

っている。中学校１クラスで１年，２年，３年みたいな形になっ

ていくわけだから，もうそういう危機感というか，切迫感という

のはね。まだ県西のほうは，そういうのが少し緩やかな感じはあ

りますので，そういう話題を今後も委員会の中で，ご意見いただ

きながら，先ほどありましたように，そういう検討の組織もつく

っていくというようなことですので，またご支援をいただければ

と思います。ありがとうございます。  

        そのほか，いかがでしょうか。  

赤木委員    じゃ，よろしいでしょうか。２点あります。  

        １点は，運動会の件で，結城小学校とか，城南小学校，大規模

校が午前中で終わりという話なんかも聞いたんですが，随分思い

切った決断したなと思って聞いていたんですが，そのあたりの経
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緯というのは，何かどういう……  

教育長     予行練習があって，城南のほうにもお邪魔したんですね。教務

主任さんに聞いたら，３年間かけてそういうふうに検討してきた

んだと，急に話を決めたわけじゃない。その背景には，大規模校

のさまざまな事情がある。１つの原因でとか，熱中症だけでとか，

そういうことじゃなくて，総合的に判断して，保護者の役員さん

なんかと学校が協議を続けてきた結果だと。  

        だから，何か，午前中にするのが目的とかではなくて，例えば

熱中症もある，さらには，もうスペース的なものがあって，場所

取りもどうしようもない現状があったり，もう城南小に人があふ

れているわけですよね。その中で，場所取りもあったり，もう同

時に駐車違反だとか，そういうのが物すごいんだというか，実情

として，置くところないですから。そんな実態が，さまざまなこ

とがあって，何とかしようというので３年間かけたというような

話を聞きました。  

        当然，今回がそういう状況になれば，この後，その結果を踏ま

えた，さらに検討というのが出てくるとは思うんですが。お弁当

を持ってきたほうがいいよというふうに考えている保護者の方

もいれば，いや，ないほうがいいと，それどっちが多かったかと

いうと，ないほうがいいが多かったわけですよ。じゃないと，そ

うはならないわけだから。  

        その学校，その学校の実情があって，この前もちょっと大きい

ところが何でという話が出たんだけれども，大きいところのほう

がいろいろな課題があるんだと。小さいところは，みんなでつく

って，地域の協力をいただいて，早めれば，ある程度早められる

部分があるし，ところが大きいところって，本当に課題がたくさ

んある中での運動会，そういうのがあるのかなと。  

        全体的には，やはり熱中症の部分で進行を早めるとか，そうい

うことは，どこの学校でも検討されているところです。ただ，お

昼をとるか，とらないかというのは，お昼は閉会式が終わった後

に食事をとられる方はどうぞというふうな，もちろんとってはい

けないということではなくて，そういうスタンスにはなっている

という状況でした。  

赤木委員    そうすると，これからの流れとして，やっぱり市内各校とも，

そういうふうな傾向にあるということなんですか。それは学校の

判断。  

教育長     ある程度，その何だろう，長くだらだらやるというのではなく

て，短めにはしようと，ただそれが，じゃ，お昼を食べないこと

にするのかどうかというのは，また別次元だと思うので，たまた

ま今回，城南小と結城小が，大きいところがそういう状況で，日
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程的に，城南小の開始時間とか８時ですから，見ていただければ

わかる。ゆっくりなところは８時４５分とか，もう全然違ってい

る状況ですので。短くするということは，どこも同じような傾向

ではある。ただ，それがお昼をなくすとか，そういうことがそも

そもあるわけじゃなくて，課題があって，どうするかということ

で，保護者と学校が一緒になって考えてきている状況ですのでね。 

赤木委員    ありがとうございました。  

教育長     ご心配いただいているところですが，ことしの状況を見守っ

て，その後のまた検討をいろいろな形で進めてもらえればいいの

かなと。  

赤木委員    ありがとうございます。  

        もう１点なんですが，ここのところ随分，県西地区でも八千代

だ，境だ，子供たちも絡むような痛ましい事件，事故というのが

多かったと思うんですけれども，やっぱり当然，各学校なんかで

もやっていらっしゃると思うんですけれども，地域の防犯パトロ

ールの協力依頼とか，そういうふうな形で地域挙げて，やっぱり

そういうものが未然に防止されるような形の動きになっていく

のがいいのかなというように感じる次第なんですけれども，また

それとは別に，夏休み明けにどうでしょうか，不登校とか，そう

いう傾向が，そうは変わりないですかね。  

教育長     どうでしょう。  

指導課長    不登校のほう，人数の調査に関しては，その月末に出てくるも

のとするので，前月のことがその月の初めに出てくるので，９月

のデータ，今のところ持ち合わせていません。ただ，傾向として

は，全国的な傾向なんですけれども，いじめ，不登校，問題行動

は９月に多いというのがあって，確かに本市においても，いじめ

の案件であるとか，調査の前にもかかわらず，ちょっと深刻な状

況なんだというような報告は何件か受けております。  

        不登校については，一概には言えない，まだ数字が出てきてな

いんですが，「ゆうの木」へ通うお子さんの数は，９月は８月に

比べて急激にふえているという現状です。  

赤木委員    でも，「ゆうの木」という施設があって，その中で適応指導な

んかをやっていただければいいのかなと思いますけれども，よろ

しくお願いします。  

教育長     ありがとうございます。  

        赤木委員さんから，やはり９月等の１週間ぐらいだっけ，課長

のほうでそれぞれの学校から，欠席状況の報告をいただきました。

やはり，長期休業明けの子供たちの様子というのは，非常に大事

だと丁寧な関わりをしてもらっているところなんですが，自分が

数字を見たときには，病欠が多いなと思ったんですよ。えっ，こ
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んなに休んじゃうのと。確かに体調が，やっぱり病気で休んでい

るという数が，各学校結構あるんだよね。  

指導課長    １２校で１００を超えた日がありますから，最初の１週間で。 

教育長     だから，えって，今は，ちょっと離れますけれども，感染症だ，

何だ，いろいろなことも想定していかなきゃならないので，やは

り欠席が多いときには，そういうことも切り口にしていかないと，

後で広がってからでは，物すごく不登校で心配していたんだけれ

ども，その子よりも病気で体調不良でという児童生徒が結構いた

なというのが，ことしの何となく状況だね。  

赤木委員    どこでしたっけ，インフルエンザ，１学期末あたりにもね，県

内でありましたよね。そういう話はないんですか，まだ，インフ

ルエンザだ何だの。  

教育長     特にそれは出ていないですね。でも，やっぱり注意していかな

いと，もう学級閉鎖とか，そういうのが出ていますので，あわせ

てそんな状況を感じたというところで……  

赤木委員    ありがとうございました。  

教育長     そのほかいかがでしょうか。  

       （発言する者なし）  

教育長     なければ，一応，報告のほうは終わるところですが，加えて先

ほど国体のほうで，ちょっと本市ゆかりの方とか，そういうこと

でわかっているところがあればお願いします。  

スポーツ振興課長 それでは，茨城県選手団に所属しています結城市在住の方

をまずご紹介させていただきます。  

        まず，水泳なんですが……  

教育長     これは特に資料ありませんので。  

スポーツ振興課長 ＜個人情報につき議事録非公開＞  

        以上でございます。  

教育長     そのほかも他の競技とかいるかもしれないんですが，他県で

出ているとか，そういう方もおられたりして，そういうことも含

めて，ある程度，今，精査しているというようなところでござい

ます。  

        それでは，教育長報告は以上でございます。  

        以上をもちまして，本日の案件については終了いたします。  

        教育委員会９月定例会を閉会いたします。  

 

 

午後２時３０分 閉 会  
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