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令和２年度 第６回下野市教育委員会定例会議事録 

 

 日  時  令和２年９月２４日（木）午後１時３０分～午後３時３０分 

 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１０月１５日 

 

議  題 

議案第２７号  下野市就学支援委員会の判定結果について（第１回答申） 

議案第２８号  令和３年度小・中学校職員定期異動における下野市の重点目標について 

協議事項 

（１）下野市児童表彰条例施行規則の一部改正について 

（２）学校訪問行程変更及び懇談会のテーマについて 

（３）生涯学習情報センター移転および市民活動センター設置に係るＱ＆Ａに 

ついて 

報告事項 

（１）教育委員会後援等の承認について 

（２）令和２年度教育委員会主要日程について 

（３）石橋複合施設整備事業に係る施設整備契約の締結について 
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１．開会 

（池澤教育長） ２．教育長挨拶及び報告 

８月２１日から本日までの職務について報告させていただく。 

・８月２６日と９月２３日に、議会全員協議会が行われた。石橋中学校の

フローリングの浮き上がりについて、また、石橋複合施設整備事業の経

過について報告させていただいた。 

・８月２７日、ドイツから来ていた国際交流員のカロリン氏がこの度退職

し、フランクフルトの日本領事館職員として就職することが決まった。

また、９月１５日の飛行機で、無事帰国したという報告を受けた。 

・９月１日、市内全小中学校で「新聞の日」を実施した。子どもたちは、

大変意欲的に取り組んでいた。 

・同日、南河内小中学校の起工式が行われた。 

・９月２日から９月２５日まで、第３回定例議会が行われる。一般質問  

の詳細については、次回の教育委員会で報告させていただく。 

・９月１１日に国分寺中学校で、９月１３日に石橋中学校で、運動会が開

催された。 

・９月１５日、第１４回臨時校長会が開催された。 

・９月２１日から９月３０日に、秋の交通安全が行われるということ  

で、市内全小中学校の子どもたちに自転車の正しい乗り方やルール・マ

ナーを守るように呼びかけている。 

以上の報告内容について、質疑はあるか。 

（石嶋委員）   １０月・１１月の小中学校運動会への、教育委員の出席はどうなるのか。 

（池澤教育長）  どの学校も来賓は招待しないことになっている。 

（田澤学校教育課長）   保護者の参加も制限をかけている状況である。教育委員の皆様には、ご

参加いただく場面が無く申し訳ないが、そのような形で進めている。 

（池澤教育長）  １０月に国分寺東小学校と石橋北小学校の４０周年記念式典も行われる

が、教育長と教育次長のみが参加の依頼を受けているのでご了承いただき

たい。 

他に質疑はあるか。（特になし） 

 

３．議事録署名人の選任 永山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５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２７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） 
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         それでは、議案第２７号については非公開で行うことと決定する。 

では、議案第２７号 下野市就学支援委員会の判定結果について（第１

回答申）について、説明を求める。 

 

以下、非公開 

 

（池澤教育長）  議案第２７号を決定してよろしいか。（全委員承認） 

議案第２７号は原案どおり決定する。 

  続いて、議案第２８号 令和３年度小・中学校職員定期異動における下

野市の重点目標について、説明を求める。 

（田澤学校教育課長）   「令和３年度小・中学校職員定期異動における下野市の重点目標」の資

料に基づき、説明を行う。 

（池澤教育長）  質疑等はあるか。（特になし） 

議案第２８号は原案どおり決定する。 

 

６．協議事項 

（池澤教育長）  （１）下野市児童表彰条例施行規則の一部改正について、説明を求める。 

（近藤教育総務課長）   下野市児童表彰条例施行規則の一部改正については、前回の教育委員会

において説明させていただいたが、現在市議会において審議中である。最

終日に議決を予定しており、来月の教育委員会において、議案として提出

する予定である。それに伴い、９月２８日の定例記者会見で児童表彰につ

いてのプレス発表、また来月の教育委員会において、特別支援学校の対象

児童についての内申を予定しているため、今回の教育委員会において、規

則の改正について協議を行うものである。以降、「下野市児童表彰条例施

行規則新旧対照表」に基づき、改正部分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（２）学校訪問行程変更及び懇談会のテーマについて、説明を求

める。 

（近藤教育総務課長）   「令和２年度教育委員の学校訪問日程（変更）」の資料に基づき、詳細

な説明を行う。また、最後に行われる懇談会のテーマについて協議をお願

いする。 

（池澤教育長）  懇談会のテーマは、こちらで決めると誘導になってしまう可能性がある

ので、決めない方が良いのではないか。学校に任せても良いと思う。 

（永山委員）   どんなことでも自由に話していただいて大丈夫なので、フリートークで

良いと思う。 

（池澤教育長）  新型コロナウイルス対策として設置した冷風機については、田澤学校教

育課長の迅速な対応のおかげで、他のどの市町よりも早く準備することが

できたので、訪問先で聞いてみるのも面白いと思っている。 

（永山委員）   それは県の予算で設置したのか。 

（田澤学校教育課長）   国が２分の１、市が２分の１持つが、市が持つ分は、国の地方創生交付

金を充てるので、ほぼ国の予算で賄うことができる。 

（池澤教育長）  他に質疑等はあるか。（特になし） 

続いて（３）生涯学習情報センター移転および市民活動センター設置に
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係るＱ＆Ａについて、説明を求める。 

（篠崎生涯学習文化課長）  生涯学習情報センターの南河内公民館への移転については、昨年度２月

の教育委員会において報告させていただいた。移転後の建物を改修して、

新しく市民活動センターを設置することについて、できるだけ分かりやす

く市民の皆様にお伝えするため、また、利用者のご意見をいただきながら

より良い施設にしていくために、Ｑ＆Ａ形式での説明資料を作成した。以

降、「市民活動センター新設に関するＱ＆Ａ」に基づき、資料の内容の説明

を行う。 

（池澤教育長）  質疑等はあるか。 

（佐間田委員）  生涯学習情報センターと市民活動センターが同じような名称なので、そ

の違いと、どちらの施設を利用すれば良いのかを相談する窓口が示してあ

るページがあると分かりやすいと思った。 

（篠崎生涯学習文化課長）  Ｑ＆Ａに記載されているが分かりづらいので、検討させていただく。 

（永山委員）   ５ページにフローチャートがあり、「活動場所の検討」の次が「南河内

公民館ほか市立公民館で活動」と「コミュニティセンターで活動」の二股

に分かれているが、選択肢が書いていないと、誰がどちらに進むのかが分

からない。 

（篠崎生涯学習文化課長）  このフローチャートは、生涯学習情報センターに登録している団体が、

生涯学習情報センターの建物改修により施設を利用することができない１

年間に限って、お好きなところを選んで活動していただきたいという意味

を持っている。 

（永山委員）   用途による使い分けや料金の違いがあるので、どちらでもいいというこ

とにはなっていないのではないか。 

（篠崎生涯学習文化課長）  通常の公民館やコミュニティセンターの利用については、そのような利

用規定となっている。生涯学習情報センターに登録している団体は、本来

であれば無料で生涯学習情報センターを利用することができるにも関わら

ず、改修の関係で他の施設で活動しなければならないということで、公民

館や市直営のコミュニティセンターの利用は無料とするということである。 

（池澤教育長）  ４ページのＱ９に書いてあるように、これは、生涯学習情報センターに

登録している団体のフローチャートである。 

（永山委員）   このフローチャートで駒を進めることができるのは、今まで生涯学習情

報センターに登録していた団体であるということでよろしいか。 

（篠崎生涯学習文化課長）  そのとおりである。分かりやすいように、Ｑ９の下に図が入る形になる

よう検討させていただく。 

（熊田委員）   同じくＱ９について、見開きになっていた方が分かりやすい。また、「無

料」の文字を赤字にするなど、もう少しカラーを使った方が分かりやすく

なると思う。 

（永山委員）   フローチャートを付けるとかえって難しいように感じる。 

（佐間田委員）  フローチャートよりも、先程お話していただいた文章の方が分かりやす

いと感じた。 

（永山委員）   文章で説明すると難しいものをフローチャートで示すと分かりやすくな

るが、これはフローチャートにするほど難しい内容なのか。かえって混乱

するので、生涯学習情報センターの代わりにどのような施設が利用できる
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のかという表で良いのではないか。 

（篠崎生涯学習文化課長）  表示の仕方は検討させていただく。 

（池澤教育長）  他に質疑等はあるか。 

（熊田委員）   知りたい項目に辿り着くまでに時間がかかってしまうので、最初に目次

があると分かりやすい。 

（篠崎生涯学習文化課長）  目次を付ける方向で検討させていただく。 

（池澤教育長）  他に質疑等はあるか。 

（佐間田委員）  利用団体には、このＱ＆Ａだけが配られるのか、それとも他に、移転に

関しての基本的な説明が書かれた冊子が配られるのか。もしこれが移転に

関する冊子であるならば、最初に移転の目的やいつ移転するか等の説明が

あって、それだけでは網羅できない部分がＱ＆Ａになっていたほうが分か

りやすいと思う。 

（篠崎生涯学習文化課長）  今のところ冊子は検討していないが、ご意見を参考にさせていただく。 

（池澤教育長）  いただいたご意見を参考に再度検討をお願いする。 

 

７．報告事項 

（池澤教育長）  （１）教育委員会後援等の承認について、説明を求める。 

（近藤教育総務課長）   「下野市教育委員会後援等承認一覧」に基づき、９月現在で後援１件を

承認した旨の報告を行う。 

（池澤教育長）  質疑等はあるか。（特になし） 

続いて（２）令和２年度教育委員会主要日程について、説明を求める。 

（近藤教育総務課長）   「令和２年度 教育委員会主要日程」の資料に基づき、６月の報告から

変更になった点について説明を行う。 

（池澤教育長）  質疑等はあるか。 

（佐間田委員）  １１月５日の「県市町村教育委員会教育委員研修会」は、例年どのよう

な日程で実施されているか。 

（熊田委員）   午後に実施されている。 

（池澤教育長）  他に質疑等はあるか。 

（熊田委員）   成人式は、会場変更で実施される予定なのか。 

（篠崎生涯学習文化課長）  ３密を避けるため、会場を変更して開催する。南河内地区は南河内体育

センター、石橋地区は石橋中学校の体育館、国分寺地区は国分寺中学校の

体育館で行う。 

（熊田委員）   他の自治体で、午前と午後に時間を分けて実施するところもあると耳に

したが、下野市は、広い会場で一度に行うということでよろしいか。 

（篠崎生涯学習文化課長）  そのとおりである。 

（池澤教育長）  他に質疑等はあるか。 

（永山委員）   広報はどのように行うのか。 

（篠崎生涯学習文化課長）  広報しもつけ１０月号とホームページに掲載し、周知させていただく。 

（池澤教育長）  他に質疑等はあるか。（特になし） 

続いて（３）石橋複合施設整備事業に係る施設整備契約の締結について、  

説明を求める。 

（篠崎生涯学習文化課長）  石橋複合施設整備事業については、先頃、最優秀提案が決定し、その提

案を行った優先契約権者と交渉を重ね、８月３１日に仮契約を締結した。
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仮契約は、基本協定・基本契約・施設整備契約・確約書の４本から成り、

このうち施設整備契約を、明日の追加議案として議会に上程させていただ

く。議案が承認された後に、定例記者会見において発表となるため、本日

報告させていただく。以降、資料に基づき、事業の内容について説明を行

う。 

（池澤教育長）  質疑等はあるか。 

（佐間田委員）  資料を見ていてワクワクした。若い世代はドラッグストアが好きだと思

う。また、公民館で必要な物もすぐに買いに行けるので、とても良い施設

である。 

（池澤教育長）  他に質疑等はあるか。（特になし） 

        報告事項が終了したが、その他に連絡事項等はあるか。 

（山口文化財課長）    １０月６日から１２月６日まで「性差の日本史」が国立歴史民俗博物館

で開催される。チラシにも写真が載っているが、重要文化財の埴輪を９体

ほど貸出した。恐らく、日本の博物館でジェンダーをテーマにした展示が

行われるのは、初めてである。来週会場に伺って、展示の最終チェックを

行いたいと考えている。 

（池澤教育長）  その他、連絡事項等はあるか。（特になし） 

 

次回の教育委員会は、１０月１５日（木）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３時３０分閉会。 

 

 


