
開  会      ただいまより、令和元年 11 月教育委員会定例会を始めさ

せていただきます。初めに、教育長よりご挨拶をお願いい

たします。 

教育長       教育長挨拶。 

次 長       ありがとうございました。続きまして、会議録署名人の

指名及び会議録作成人の指名を教育長よりお願いいたしま

す。 

教育長       会議録署名人につきましては、規則第 17 条第 2 項により

まして、C 委員にお願いいたします。会議録作成人につきま

しては、第 18 条第 2 項によりまして、事務局にお願いいた

します。 

次 長       それでは、会議次第 5 付議事項及び 6 報告事項に入り

たいと思います。よろしくお願いします。これより進行を

教育長よりお願いいたします。 

教育長       それでは、議事進行を務めさせていただきます。本日は、

付議事項が 1 つ、報告事項が 4 つでございます。どうぞよ

ろしくお願いいたします。初めに、議案第 10 号 令和元年

度五霞町一般会計補正予算（第 4 号）について、事務局よ

りご説明をお願いいたします。 

事務局       資料に基づき、令和元年度五霞町一般会計補正予算（第 4

号）について、説明。 

教育長       事務局から説明がありましたが、何かご質問ございます

か。 

B 委員       B&G の改修工事の増額は全て五霞町が持つのですか。 

次 長       もともと工事に対して B&G 財団から 3,000 万円の補助が

出ていました。しかし、3,000 万円の上限でそれ以上はない

ということですので、今回の増額については町負担という

ことになっています。設計の段階では目視にてひび割れ等

の確認をしていたところですが、やはり実際工事が始まっ

て足場を組んで専門的に全体を確認したところ、外壁等に

ついても、重点的に工事をした方がいいということで、今

回追加になったところです。 

B 委員       ありがとうございました。 

教育長       他にご質問、ございますか。 

全委員       ありません。 

教育長       それでは、第 10 号は承認されました。ありがとうござい

ました。続きまして、報告事項に移らせていただきます。



報告第 14 号 区域外就学について事務局より説明をお願い

いたします。 

事務局       資料に基づき、区域外就学について、説明。 

教育長       ただいまの区域外就学についてございますか。 

全委員       ありません。 

教育長       こちらの報告第 14 号につきましては、ご承知ということ

にいたします。続きまして、報告第 15 号 後援名義使用申

請について事務局より説明をお願いいたします。 

事務局       資料に基づき、後援名義使用申請について、説明。 

教育長       説明がありましたが、ご質問ありましたらお願いいたし

ます。 

B 委員       境町は入っていないのですか。 

事務局       境町は別の NPO 法人が同じような事業をやっているので、

そちらを後援するということなので、今回は見送るという

ことで境町の名前がはいいてございません。 

教育長       他にございませんか。 

全委員       ありません。 

教育長       ありがとうございます。続きまして、第 16 号 令和元年

度（令和 2 年度入学予定）就学時健康診断結果について説

明をお願いいたします。 

指導主事      資料に基づき、令和元年度（令和 2 年度入学予定）就学

時健康診断結果について、説明。 

教育長       ただいま説明がございましたが、ご質問、ご意見等ござ

いましたらお願いいたします。 

A 委員       五霞西小学校は 34 名もいるのですか。 

指導主事      あと 2 人いると 2 クラスにできるのですが、いまですと 1

クラスです。 

B 委員       精密検査はこれからされるのですか。 

指導主事      その日に先生と一対一で実地します。 

A 委員       知能検査とはどのようなことをするのですか。 

指導主事      一例としまして、雪だるまの顔が 1 個あり、似たような

顔が 4 つありその中から同じ顔を選ぶ、というようなこと

をします。 

B 委員       全員入学は可能でよろしいのですか。 

指導主事      現時点では全て東小、西小ともに進学予定です。 

教育長       よろしいですか。それでは、こちらも報告の通りとさせ

ていただきます。それでは、報告第 17 号 12 月の行事予定



について、事務局よりそれぞれご説明をお願いいたします。 

事務局       資料に基づき、令和元年 12 月教育長・教育委員・学校教

育 G・学校等行事予定表に沿って、説明。 

社会教育主事    資料に基づき、令和元年 12 月生涯学習 G 学校等行事予定

表に沿って、説明。 

社会教育主事    資料に基づき、令和元年 12 月生涯学習 G（海洋センター）

学校等行事予定表に沿って、説明。 

教育長       何か質問等ございますか。 

B 委員       もう一度、ガスコンロの寄贈先の会社名を教えてください。 

事務局       会社ではなくガス協会でして、『茨城県高圧ガス保安協会

猿島地方支部』というところです。 

教育長       先ほど社会教育主事がお話しされた訪問型家庭教育支援

ということで、来年学校に上がる就学時の全戸を、家庭教

育支援員の 6 人でご協力いただいて回っていただきます。

これは県の事業ですが家庭の状況によって、初めてのお子

様もいるし、社会環境の他、核家庭であったり、働いてい

るということもあったりするので、なるべく安心して学校

に上がれるようにということで、訪問していただいて保護

者の方と少しの時間ですが接しているというところがござ

います。 

B 委員       必ず顔合わせするのですか。 

社会教育主事    手紙を事前に出しておりまして、就学時の健康診断の時

に保護者の方に趣旨を説明させていただいて、今のところ

は全員来ていただいてお会いできています。 

教育長       それでは、報告事項につきまして、報告の通りとさせて

いただきます。以上で報告事項全て終了させていただきま

したので、進行を事務局にお返しいたします。ご協力あり

がとうございました。 

次長        ありがとうございました。それでは続きまして、会議次

第 7 その他に入らせていただきます。今回、2 点ほどござ

います。ます 1 点目、全国学力・学習状況調査の分析結果

及び学力向上対策について、指導主事の方からご説明した

いと思います。 

指導主事      資料に基づき、全国学力・学習状況調査の分析結果及び

学力向上対策について、説明。 

次長        何かご質問はございますでしょうか。 

全委員       ありません。 



次長        ありがとうございます。続きましてその他 2 点目、第 1

回五霞町立学校のあり方検討会について、事務局より説明

いたします。 

事務局       資料に基づき、第 1 回五霞町立学校のあり方検討会につ

いて、説明。 

次長        報告は以上でございます。何かご質問等ございますでし

ょうか。 

A 委員       江戸川小中学校は、前の庄和高校のところですか。 

教育長       いいえ、庄和中学校のところです。庄和高校は又、別の

場所になります。 

A 委員       江戸川小中学校の、全校生徒の数はどれくらいいるのです

か。 

事務局       168 人です。 

A 委員       五霞町は小中学校でどれくらいいるのですか。 

教育長       五霞町は 514 人です。 

次長        東小学校に今年の生徒数が 213 人、西小学校が 133 人、

五霞中学校が 168 人なので、江戸川小中学校は五霞中学校

と同じくらいの人数です。 

A 委員       分かりました。 

次長        他に何かございますか。 

全委員       ありません。 

次長        それでは、12 月の教育委員会定例会の日程も確認させて

いただきたいのですが、12 月 19 日(木)午前 9 時 30 分から

はいかがでしょうか。 

全委員       大丈夫です。 

次長        よろしくお願いいたします。事務局の方からは以上です

が委員の皆様から何かございますでしょうか。 

全委員       ありません。 

次長        それではありがとうございました。以上をもちまして、

11 月の教育委員会定例会を終了させていただきます。お疲

れ様でした。 

 

 

午前 11 時 00 分に会議は終了した。 

 
 会 議 録 署 名 人 
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                 会 議 録 作 成 人  鈴木 千恵子   


