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令和２年度 第８回下野市教育委員会定例会議事録 

 

 日  時  令和２年１１月２０日（金）午後１時３０分～午後４時 

 会  場  下野市役所３階 ３０３会議室 

 出席委員   教 育 長  池澤 勤    職務代理者  永山 伸一 

        委   員  熊田 裕子   委   員  石嶋 和夫 

        委   員  佐間田 香 

 出席職員   教育次長         清水 光則 

教育総務課長       近藤 善昭 

学校教育課長         田澤 孝一 

生涯学習文化課長     篠崎 正代 

文化財課長        山口 耕一 

スポーツ振興課長     若林 毅 

教育総務課長補佐     神田 晃 

学校教育課主幹      水本 百合子 

教育総務課主事      岡野 祐衣 

 公開・非公開の別  公開（一部非公開） 

 傍聴者    ０ 人 

 報道機関   ０ 人 

 議事録（概要）作成年月日  令和２年１２月１８日 

議  題 

議案第３１号 下野市就学支援委員会の判定結果について（第２回答申） 

協議事項 

（１）第１５回教育のつどい開催計画（案）について 

報告事項 

（１）寄附の受け入れについて 

（２）令和２年度学校教育サポートセンター上半期事業報告について（再報告） 

（３）南河内小中学校について 

   ①令和２年度第３回南河内中学校区小中一貫校推進協議会について 

   ②南河内小中学校建設工事について 

その他 

（１）人権教育講演会および市民人権講座の開催のご案内 

（２）成人式の挙行について 

（３）図書館の利用制限緩和について 

（４）グリムの館大規模改修に伴う休館のご案内について 

（５）石橋中学校床復旧工事について 
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１．開会 

（池澤教育長） ２．教育長挨拶及び報告 

１０月１５日から１１月１９日までの職務について報告させていただく。 

・１０月２０日、下都賀地区校長会が開催された。会場は、南河内公民

館を予定していたが、新任校長のみの出席ということで、下都賀教育

事務所に変更になった。下都賀管内の小学校７８校のうち２２名、中

学校３２校のうち３名が新任校長である。市内では、祇󠄀園小と南河内

第二中が新任校長である。 

・健康づくり推進学校ということで、古山小は歯磨き、南河内第二中は

がん教育が評価され、下都賀地区の最優秀校に選ばれた。その後県に

進み、古山小は県優秀校、南河内第二中は県最優秀校に選ばれた。南

河内第二中は全国へ推薦され、学校保健会の審査員３名が学校を視察

した。 

・１０月２８日、石橋北小と国分寺東小で創立４０周年記念式典が行わ

れた。石橋北小には教育次長が、国分寺東小には教育長が教育委員

会代表として参加した。子どもたちの印象に残る式典になったと思

う。 

・１１月２日、市新型コロナウイルス対策本部会議が行われた。 

・１１月７日、南河内公民館において、市ふれあい学習推進委員会と   

市内各小中学校の学校運営協議会の合同研修会が行われ、廣瀬隆人氏

に講演をしていただいた。 

・１１月１１、１２、１７日に、小中学校長の異動懇談が行われた。 

・１１月１７日、国分寺特別支援学校において児童表彰が行われ、小学

部６年生４名にメダルと賞状の授与を行った。 

これをもって、下野市の小学６年生５８１名にメダルと賞状を渡し終

え、令和２年度の児童表彰が終了した。 

・１１月１９日、市新型コロナウイルス対策本部会議が行われた。 

・同日、薬師寺小学校において、教育委員の学校訪問および出前教育 

委員会が行われた。 

以上の報告内容について、質疑等はあるか。（特になし） 

３．議事録署名人の選任 石嶋委員及び佐間田委員を指名 

 

４．前回議事録の承認 

（池澤教育長）   前回議事録について、事務局より説明をお願いする。 

（神田教育総務課長補佐）   第７回教育委員会定例会の議事録について、修正箇所の説明を行う。 

（池澤教育長）   議事録はこのとおり承認とする。 

 

５．議題 

（池澤教育長）   議案第３１号については、個人情報が含まれていることから、「地方教

育行政の組織及び運営に関する法律第１４条第７項」の規定により非公

開で行いたい。各委員の意見をお伺いする。 

         （全委員異議なし） 

          それでは、議案第３１号については非公開で行うことと決定する。 
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では、議案第３１号 下野市就学支援委員会の判定結果について（第２回

答申）、説明を求める。 

 

以下、非公開 

 

（池澤教育長）  議案第３１号を決定してよろしいか。（全委員承認） 

議案第３１号は原案どおり決定する。 

 

６．協議事項 

（池澤教育長）  （１）第１５回教育のつどい開催計画（案）について、説明を求める。 

（近藤教育総務課長）  「第１５回教育のつどい開催計画（案）について」の資料に基づき、日

時、場所、日程等について説明を行う。 

（池澤教育長）  質疑等はあるか。 

（熊田委員）   集合時間は８時３０分でよろしいか。 

（近藤教育総務課長）  ８時３０分に国分寺公民館集合でお願いする。 

（池澤教育長）  ボランティア表彰について補足説明をお願いする。 

（近藤教育総務課長）  今年度、学校支援ボランティアの表彰も行う。長年ご協力いただいてい

る方等を対象に、学校に推薦をお願いしており、推薦いただいた中から数

名を表彰する方向で考えている。 

（池澤教育長）  長年学校支援ボランティアとして活躍されている方について、市長表彰

には該当しないが、教育長名で表彰してほしいという声があった。「下野市

教育委員会表彰規則」第２条（５）において「前各号のほか、教育委員会

が特に表彰するのを適当と認めるもの」と規定されているので、今年度表

彰を行うこととしたいが、ご了解いただけるか。 

（全委員承認） 

 

７．報告事項 

（池澤教育長）  （１）寄附の受け入れについて、説明を求める。 

（近藤教育総務課長）  小山農業協同組合から、米（とちぎの星）３００ｋｇの寄附があった旨

の報告を行う。 

（池澤教育長）  質疑等はあるか。（特になし） 

  続いて（２）令和２年度学校教育サポートセンター上半期事業報告につ

いて（再報告）、説明を求める。 

（田澤学校教育課長）  前回の教育委員会でご指摘いただいた点について、学校教育サポートセ

ンターと再度協議を行い、従前どおりの報告を行うこととした。以降、「令

和２年度上期 相談ケース数および相談総数」の資料に基づき、前回の資

料から修正した点について説明を行う。 

（池澤教育長）  質疑等はあるか。（特になし） 

続いて（３）南河内小中学校について ①令和２年度第３回南河内中  

学校区小中一貫校推進協議会について、説明を求める。 

（田澤学校教育課長）  南河内中学校区小中一貫校推進協議会で検討を行った内容の経過報告を

行う。以降、「南河内小中学校開校に向けての検討状況」の資料に基づき、

南河内小中学校の校名や校歌、校章、制服等について説明を行う。 
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（池澤教育長）  質疑等はあるか。 

（佐間田委員）  保護者の方からは、体操着が暑いという意見や、１つ１つの値段が高価

であるという意見が出ているので、検討いただきたい。 

（池澤教育長）  中学生の皮膚炎が問題になっているが、汗をかいたら着替えをするとい

うことを徹底していくことが重要である。 

         続いて（３）南河内小中学校について ②南河内小中学校建設工事につ

いて、説明を求める。 

（近藤教育総務課長）  「南河内小中学校建設工事の進捗状況をお知らせします」の資料に基づ

き、毎月、市ホームページを更新している旨説明を行う。 

また、南河内小中学校の低学年用プールについて、基本設計時の整備は

行わず、ふれあい館のプールを使用するということで検討を進めている旨

説明を行う。屋内のため、天候に左右されないことや、熱中症予防になる

こと、またスクールバスを利用して送迎ができるという利点がある。現在

ふれあい館と、利用時期等について協議を行っている。 

（池澤教育長）  質疑等はあるか。（特になし） 

 

８．その他 

（池澤教育長）  （１）人権教育講演会および市民人権講座の開催のご案内について、説

明を求める。 

（篠崎生涯学習文化課長）  「令和２年度下野市人権教育講演会」および「令和２年度市民人権講座」

のチラシに基づき、日時等について説明を行う。 

（池澤教育長）  質疑等はあるか。 

（熊田委員）    人権教育講演会は、現在どれぐらいの応募があるのか。 

（篠崎生涯学習文化課長）  現在５０名程度の応募がある。 

（池澤教育長）  続いて（２）成人式の挙行について、説明を求める。 

（篠崎生涯学習文化課長）  「令和３年度成人式実施要項」に基づき、成人式の日程等について説明

を行う。 

また、民法改正により令和４年４月１日から成人年齢が１８歳に引き下

げられることを受け、先日の社会教育委員会で、下野市の成人式は、対象

年齢２０歳、実施時期は成人の日の前日ということで、方向性が決定され

た旨報告を行う。これから名称等を決定し、本年度中を目途に教育委員会

および庁議に諮り、最終決定をしていく予定である。 

（池澤教育長）  質疑等はあるか。 

（石嶋委員）   受付が９時からということであるが、２０分前に会場に行けばよろしい

か。 

（篠崎生涯学習文化課長）  ご案内のとおりお越しいただければ大丈夫である。 

（熊田委員）   マスクの着用についてはどのように案内されているのか。 

（篠崎生涯学習文化課長）  全員着用でお願いしている。新成人の方については、写真撮影の際、取

っていただく。 

（佐間田委員）  今後の成人式の方針については、決定次第ご報告いただけるのか。 

（篠崎生涯学習文化課長）  ご報告させていただく。 

（池澤教育長）  続いて（３）図書館の利用制限緩和について、説明を求める。 

（篠崎生涯学習文化課長）  「図書館レファレンス室（席）再開について」の資料に基づき、レファ
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レンス室・研修室・学習席・ＰＣ席の利用方法等について説明を行う。 

（池澤教育長）  補足になるが、市内の図書館３館に、本を殺菌する装置を導入すること

になった。 

質疑等はあるか。 

（熊田委員）   本の殺菌装置はどのような方法で殺菌を行うのか。 

（篠崎生涯学習文化課長）  紫外線で９９％殺菌し、風により、においとゴミを飛ばす。 

（池澤教育長）  続いて（４）グリムの館大規模改修に伴う休館のご案内について、説明

を求める。 

（篠崎生涯学習文化課長）  グリムの館の屋根改修が１０月に終了し、現在グリムの館の内部の改修

工事を行っている。以降、「グリムの館改修工事」の資料に基づき、工事の

概要、工事期間中の営業等について説明を行う。 

（池澤教育長）  お菓子の家の営業はいつまでか。 

（篠崎生涯学習文化課長）  お菓子の家であるが、なかなか集客ができず、新型コロナの影響もあっ

て売り上げが伸び悩んでいた。そのため、１２月いっぱいで現在の業者が

撤退することになった。まだ次の業者が決まっていないので、これから決

定していく。 

（永山委員）   テナント料はどれぐらいもらっているのか。 

（篠崎生涯学習文化課長）  売上げの５％をいただいている。 

（永山委員）   売上げの５％という取り方は、道の駅等のレストランのテナント料の取

り方と根本的に違うのか。 

（清水教育次長）  道の駅については、割合がもう少し高いが、同じように売り上げに対し

てのテナント料をいただいている。 

（池澤教育長）  続いて（５）石橋中学校床復旧工事について、説明を求める。 

（近藤教育総務課長）  １０月３１日から床復旧工事に着手した旨報告し、以降、資料に基づき

工事の内容について説明を行う。 

（池澤教育長）  質疑等はあるか。 

（熊田委員）   以前、床浮き上がりの原因は、はっきり分かっていないという説明だっ

たと思うが、復旧工事は違う方法や材質で行っているのか。 

（近藤教育総務課長）  被害の大きかった１階廊下部分については全て剥がし、フローリングで

はなく塩ビシートという材料を貼る。それ以外の教室や、２階から４階の

渡り廊下部分については、浮き上がりが著しいところの部分的な補修を行

う。 

（池澤教育長）  他に質疑等はあるか。 

（永山委員）   塩ビシートに貼り替える工事の費用は、業者が負担するのか。 

（近藤教育総務課長）  床復旧工事の費用は、全て業者負担で行っている。 

（池澤教育長）  他に質疑等はあるか。（特になし） 

         では、その他連絡事項等はあるか。 

（田澤学校教育課長）  報告事項（２）令和２年度学校教育サポートセンター上半期事業報告に

おいて、前回ご質問いただいていた内容についての説明が抜けてしまって

いたため、お伝えさせていただく。 

         サポートセンターに来る本人と保護者の割合について確認したところ、

そのことについての統計は取っていないということであったが、電話が本

人からかかってくることはほとんどなく、また、学校から電話がかかって
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くる場合でも、保護者につなぐというものなので、ほぼ１００％が保護者

からの相談であるということであった。 

         また、前回の教育委員会において、けやきネットに教育委員会の議事録

のリンクを貼ってほしいというご要望をいただいたが、既にリンクが貼っ

てあったため、各学校に公務支援システムを使って周知を行った。 

（池澤教育長）  その他連絡事項等はあるか。 

（佐間田委員）  学校の司書をしている方から、情報収集はタブレットを使って行うよう

になり、休み時間は体力向上のために外に出て遊ぶように指導されている

ので、どのように図書に親しみをもってもらうよう繋げたら良いのかが分

からない、というご意見をいただいた。 

（池澤教育長）  図書館基本計画の中で、学校支援の部分を更に強調し、文字に親しむこ

とについて積極的に進めている。子どもの読書活動推進の中で、朝の読書

だけでなく、昼休みの図書館の活用等についても推進し、一人あたりの読

書量の目標値の実現に向けて検討を進めていく。 

 

 

 

次回の教育委員会は、１２月１８日（金）午後１時３０分からの予定と

する。 

本日の議事日程は全て終了した旨を告げ、午後４時閉会。 

 

 

 

 

 


