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令和３年５月結城市教育委員会定例会  

 

○日  時   令和３年５月２５日（火曜日）  

○場  所   結城市役所 大会議室１  

○出席委員   黒田光浩教育長  

岩﨑勤委員（教育長職務代理者）  

        中村義明委員  

北嶋節子委員  

赤木信之委員  

○教育委員会事務局  

教育部長 飯田和美  

学校教育課長 大木博、指導課長 久下英彦、  

生涯学習課長 斉藤伸明、スポーツ振興課長 宮本臣久  

        学校教育課学務係長 小林洋一 同課学校再編係長 和泉田真  

 

１ 付議案件  

（１）議案第１６号 結城市学校評議員の委嘱について＜非公開＞ 

（２）議案第１７号 学校医の委嘱について＜非公開＞ 

（３）議案第１８号 結城市教育支援委員の委嘱について＜非公開＞ 

 

２ 報告事項 

（１）報告第２５号 教育長報告について 

（２）報告第２６号 令和３年度結城市奨学生選考審議会選考結果について 

（３）報告第２７号 第２次結城市スポーツ推進計画の諮問について 
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午後１時３０分 開 会  

 

学校教育課長  それでは，ただいまより教育委員会を始めさせていただきます。  

        まず，黒田教育長より開会宣言をお願いいたします。  

教育長     皆さん，こんにちは。  

        本日の出席委員は５名でございます。定足数に達しておりますので，た

だいまから令和３年５月教育委員会定例会を開会いたします。  

        議事に入る前に定例会の会議録署名人を指名いたします。  

        岩﨑委員に署名をお願いします。よろしくお願いします。  

岩﨑委員    はい。  

教育長     それでは，これより議事に入ります。  

        本日の議案上程は３件でございます。議案３件全て人事案件でございま

すので，結城市教育委員会会議規則第１５条ただし書きの規定により非公

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。  

 

◎議案第１６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１７号 学校医の委嘱について＜非公開＞ 

＜非公開部分削除＞ 

 

◎議案第１８号 結城市教育支援委員の委嘱について＜非公開＞ 

＜非公開部分削除＞  

 

◎報告第２５号 教育長報告について  

 

教育長     次に，次第３，報告事項に入ります。  

        案件は３件でございます。  

        まず，報告第２５号は教育長報告になりますので，私から報告させてい

ただきたいと思います。  

        資料の１１ページをご覧ください。  

        令和３年度５月定例会教育長報告させていただきます。  

        まず※のところ，感染拡大指定ということで，今日の新聞発表にもござ

いましたように，結城市の拡大市指定につきましては２６日で終了という

ことで，解除ということになるようです。ただその白丸３つございます。  

        まず１つ目です。小中学校の遠足等指定期間外に延期ということで，２

６日まで明日までは延期するように小中学校に指示しております。  

        白丸の２つ目です。小中学校宿泊を伴う旅行等につきまして，修学旅行
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と宿泊学習があるかと思いますが，全ての学校で９月以降に延期してあり

ます。そして，中学校の２泊３日の修学旅行宿泊学習につきましては，１

泊２日ということで，実施するようにしてあります。  

        白丸の３つ目です。中学校の総体，いよいよ結城市内大会も６月１１日

実施する予定ですが，総体の県西大会なんかも，あるいは市内大会も規模

を縮小し，感染対策を万全にして実施する予定でおります。  

        １番です。結城市・小山市情報交換会ということで，本来でしたらこち

らに（１）（２）につきましてもうちょっと多めに各報告する予定でしたが，

書面開催ということで，５月２０日に本来でしたら小山市との情報交換の

ほうを実施させていただく予定でしたが，書面開催になりまして，まだま

とまっていませんので，一応今のところこれだけ報告させていただきたい

と思います。  

        （１）定住自立圏連携事業につきまして，現在ほぼ検討中でございます。  

        ①番，広島平和祈念式典中学生派遣事業，８月５日から７日までなんで

すが，これは中止ということで決定しております。  

        大きい２番の（５）にも小学生友好都市，福井市との交流事業もござい

ますが，こちらも中止ということで決定しております。  

        上に戻ります。  

        ②紬のふるさと体験事業の交流ということで，本来でしたら５月，６月

あたりに昨年度実施できませんでした中学校３年生の着心地体験を実施す

る予定でしたが，こういう状況にございますので，延期ということで今の

ところ検討中ということでございます。同時に１２月に毎年行っています

絹義務教育学校での着心地体験も現在検討中ということになっております。 

        ③番，小中学生の芸術交流，これも検討中でございます。  

        ④番，小山市・結城市両市長杯友好親善中学校野球大会，毎年１２月の

一番最初の土曜日に実施しておりましたが，こちらも今検討中ということ

でございます。  

        （２）番，結城市・小山市友好都市連携事業。  

        ①青少年非行防止巡回パトロールにつきましては，今のところ小山大型

店舗，あるいは結城駅周辺パトロールということで，実施する予定になっ

ております。  

        ②番，「ほっしー★Ｏｙａｍａ号」，こちらも一応１０月から１１月頃に

予定しております。今回結城市におきましては，江川南小の６年生が対象

ということになっております。  

        大きい２番です。行事等その他。  

        （１）結城大会の中止，５月８日，卓球男女，５月１５日，男子バレー

ボール，男子テニス，ソフトテニス，５月２２日，女子バレー，女子テニ

ス，全て感染拡大市に指定されているということで，中止になっておりま

す。  

        （２）番，第３０回山川文化会館まつり，５月３０日日曜日に実施する
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予定でしたが，こちらも中止ということで決定しております。  

        （３）市内総体，６月１１日金曜日，予備日が１２日土曜日になってお

ります。各種目で鹿窪運動公園，あとは結城中，南中，東中を使用してそ

ちらの種目で実施する予定でございます。  

        ソフトボールはどちらも人数が５人と４人ぐらいしかいなくて，南中と

結城中で合同チームということなのでございません。男子バレーボール，

わざわざここに書かせていただきました結城南中しかないということなの

で実施しませんが，結城南中学校２年生だけなんですが，県西優勝ねらえ

るぐらい頑張っておりますので，一応書かせていただきました。来年５０

周年記念で，もしかしたら県優勝して全国大会行けるかなというところま

で今一生懸命頑張っていただいておりますので，期待していただければと

思います。よろしくお願いします。  

        （４）番，計画訪問の実施，６月３日木曜日の江川北小学校から７月１

５日木曜日，結城西小とありますが，結城南中学校がちょっと行事の関係

で９月以降にずれ込む予定になっております。あとは全部実施できるかと

思います。  

        （５）番，先ほど申しました福井市の交流，小学生の交流事業，中止に

なっております。  

        （６）番，北関東中学校野球大会，７月２６日月曜日から７月３１日土

曜日まで，規模を縮小して実施予定になっております。県西地区の約４０

校に絞って実施する予定でございます。その実施するかどうかにつきまし

ての最終決定は，７月１５日に判断する予定でおります。  

        （７）番，結城市教育振興大会，毎年１１月１３日の県民の日に実施し

ておりました結城市教育振興大会ですが，今年度は１１月１９日金曜日，

平日の１時３０分から振興大会，あるいは人権講演会等を実施する，あと

は小中学校の研究発表等を実施する予定になっております。  

        （８）番，報告ですが，渋沢栄一の絵本「おかねってなぁに？」の贈呈

をいただきました。これは結城市商工会議所の青年部から３５冊，各小学

校のほうへ２冊ずつ配布しているところでございます。  

        参考としまして，令和３年結城市議会第２回定例会が６月１０日から２

２日まで，一般質問が６月１１日金曜日と１４日月曜日にございます。常

任委員会ですが，教育福祉委員会は６月１７日の予定です。  

        事務局のほうから先ほど配付していただいたと思いますが，結城市議会

議員の各所属一覧ということで，名簿等載っておりますので，参考にご覧

いただければと思います。  

        なお，議長と副議長のほうも交代しております。議長のほうが早瀬さん，

副議長のほうが大橋さんということになっているかと思います。  

        ２番です。子ども議会，いつも毎年８月の最初の金曜日あたりに実施し

ていたと思うんですが，今年度は７月２７日火曜日に開催予定になってお

ります。  
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        ３番，令和４年度教員採用試験，６月２７日の日曜日にございます。結

城市指導課中心に学習会を開催しておりますが，１２名参加しております。

小学校受験者が３名，中学校受験者が８名，養護教諭受験者が１名の１２

名になっております。  

        私のほうからの報告は以上でございます。何かございましたらよろしく

お願いします。  

        赤木委員。  

赤木委員    ２点ちょっとお伺いしたいと思います。  

        これから総体関係になってくるわけなんですが，中学校総体のほうでも

規模を縮小し，感染対策を万全にしてというふうに表記があるんですが，

これは例えば県の中体連のほうからどの程度縮小してどのような具体的な

対策をとるのかなんていうマニュアルは出ているんですか。  

教育長     はい，ある程度のものは出ています。それに準じて実施する予定です。

例えば今まで野球とバスケットとサッカーは県西地区大会なんですが，そ

の３つの種目は３日間やっていたんです。それを２日間に縮小する，ある

いは競技によっては全くの無観客にする，そういうようなところで，あと

はほかの応援の生徒３年生を中心に同行させて，ほかは全部自粛させると

か，ただ結城市の場合には，結城市の市内大会は，ソーシャルディスタン

スをとって感染対策，換気に十分気をつけて保護者も３年生の保護者に限

って応援可ということで，市内は全て応援可ということになっています。

それも全て県のほうから来た通知に従って実施するようになっております。 

赤木委員    そういう県の通知内容を保護者にも理解してもらうと同時に，学校から

保護者に例えば消毒スプレーなんかを持ち寄ってやってくださいとかいろ

いろ対策をとった上での実施ということで進めていただければいいのかな

と思います。  

        それから，２点目なんですが，大きな２番目の（４）計画訪問の実施と

いうふうなことも入っているんですけれども，予定されているんですが，

昨年はここに教育委員も同行した，分担して同行したんではないかなと思

うんですが，去年やりましたよね。午前中授業だけ見せていただいて帰っ

てきたという，去年ではなかったですか、一昨年でしたか。  

指導課長    教育委員さん訪問を別にできないから抱き合わせたんですかね。ただ、

去年は２学期に計画訪問をやったからそういうのが可能だったんですが，

今年は２学期に別に多分作る……。  

学校教育課長   恐らくコロナが収束してくれればという。  

赤木委員    では，今年度は今のところはないというふうな。  

教育長     ちょっと検討させてください。  

赤木委員    そうですね，状況に応じてでしょうからね。よろしくお願いします。  

教育長     はい。  

        そのほかございますでしょうか。  

        岩﨑委員。  
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岩﨑委員    なかなかこのコロナ禍で学校に行ける機会がなくて，新しく校長先生が

かわった学校について，なかなか新しい校長先生と教育委員がお会いする

機会がないと思うので，昨年たしか定例会か何かの後に新しくかわられた

校長先生と一堂に会してお会いしたような気がするんですけれども，そう

いう何か機会を設けていただければと思うんですが，いかがでしょうか。  

教育長     ちょっと検討させてください。申し訳ありません。昨年度の状況を知ら

なくて申し訳ございません。ちょっとそちらのほうもせっかくですので，

分かりました。  

岩﨑委員    よろしくお願いします。  

教育長     検討させてください。  

        そのほかございますでしょうか。  

赤木委員    もう一ついいですか。  

教育長     赤木委員。  

赤木委員    ちょっと言いづらいことなんですが，小山市との交流とか北関東野球大

会とかいろいろ小山市とのかかわりが多い部分があるんですけれども，率

直な話，小山でもクラスターが発生した学校もありますよね。そこらのと

ころの教育委員会としてのお互いの情報交換，やり取りというのはされて

いるんですか。率直に言えばどこの学校で何人ぐらいどのような状況なの

かとか，先生方の対応はどうなのかというそれはできないのかな。  

教育長     申し訳ございません。本当に組織的にやっているというのではなくて，

本当にごくごく近い知り合いがいるとか，そういう方を通して情報は入れ

ているというところなんですが，教育委員会を通してというのは次長，参

事どうですか。  

学校教育課長  実際学校教育課，指導課でも行ってはおりません。なかなかこちら側も

出すのも非常に何とか小学校何年生というと大体限定されてしまいそうな

気がしますので，教育委員の皆様にも何とか小学校で出ましたというメー

ルしか実は送らせていただいてないんですね。なので，その辺が学校名だ

けでもひとり歩きすると怖い部分もあるので，小山市側もちょっと出すの

は……。  

赤木委員    例えば結城市教育委員会のほうから小山の教育委員会にどういう状況な

んでしょうかと問い合わせることも失礼になっちゃうだろうし，向こうの

回答もしづらいんですかね。  

学校教育課長  実際うちに仮にきたとすると回答しづらいですね。小学校で例えばいつ

からいつまで何校ぐらいの回答をするかどうか迷うところです。  

教育部長    こちらからお問い合わせをさせていただいても公になっている情報が今

ホームページに出ていると思うんですね。その情報までしか多分出ないん

ではないかと思います。  

赤木委員    なんか北関東野球が県西地区だけ小山，栃木県はなしということもちょ

っとそこら何か考慮しても……。  

教育長     宮本課長。  
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スポーツ振興課長  先日実行委員会で決定した内容がこちらになるんですが，実は検討する

段階で栃木県から，または県西地区以外からの参加ということも含めて検

討させていただいたんですが，現在栃木県では県をまたいでの交流試合等

大会参加というのは認められていない状況になっております。それでこち

らから呼んでしまうと先方が参加してもいいんではないかということで，

こちらに来てしまう感じがあるということで，そうすると結城市としても

感染が，結城市よりも今小山のほうがかなり多い状況になっていますので、

そこから来てしまうおそれがあると，そういうことをちょっと防ぎたいと

いうことで，あと県内ですと遠方から来ることによって感染のリスクが多

くなってくる等がございますので，多くても県西地区内でのチームに限定

して大会を行うのはどうでしょうかということで，内部で検討させていた

だいた結果，県西地区だけということで大会を開かせていただきたいとい

うことで，話がまとまった次第でございます。  

赤木委員    よく分かりました。ありがとうございます。  

教育長     ありがとうございます。  

        そのほかございますでしょうか。よろしいですか。  

        （発言する者なし）  

教育長     では，報告第２５号につきましては，終了いたします。ありがとうござ

います。  

 

◎報告第２６号 令和３年度結城市奨学生選考審議会選考結果について＜非公開＞ 

＜非公開部分は削除＞  

 

◎報告第２７号 第２次結城市スポーツ推進計画の諮問について 

 

教育長     続きまして，報告第２７号 第２次結城市スポーツ推進計画の諮問につ

いて，事務局の報告をお願いします。  

スポーツ振興課長  報告第２７号 第２次結城市スポーツ推進計画の諮問について。  

        上記のことについて，別記のとおり報告する。  

        令和３年５月２５日提出，結城市教育委員会教育長，黒田光浩。  

        資料１５ページをご覧ください。  

        結城市スポーツ推進審議会条例第２条の規定に基づき，第２次結城市ス

ポーツ推進計画を結城市スポーツ推進審議会に諮問した内容となっており

ます。  

        第１次結城市スポーツ推進計画につきましては，平成３０年度に策定い

たしました。３１年から３３年までの３か年の推進計画を作成，それで現

在まで実施しております。これを来年度令和４年から令和８年までの５か

年の推進計画を策定するため，第２次の計画を策定するためにこちらを諮

問させていただく内容となっております。  

        こちらは第１次につきましては，第５次結城市総合計画に合わせて作成
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したものですが，今回は第６次結城市総合計画が新しく策定されましたの

で，それに合わせたものになると考えています。  

        以上でございます。  

教育長     ただいま事務局から報告がございました。  

        ご質問等ございましたらお願いします。  

        よろしいですか。  

        （「はい」と呼ぶ者あり）  

教育長     それでは，報告第２７号については，終了といたします。ありがとうご

ざいます。  

        これで本日の案件について全て終了いたしました。慎重なご審議，ご意

見をいただきまして誠にありがとうございます。  

        以上をもちまして，令和３年５月教育委員会定例会を閉会いたします。  

 

 

午後２時１０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  


