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令和２年度 第９回下野市教育委員会定例会議事録 

 

 日  時  令和２年１２月１８日（金）午後１時３０分～午後４時４０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３年１月１４日 

議  題 

議案第３２号 下野市就学支援委員会の判定結果について（第３回答申） 

議案第３３号 令和２年度下野市教育委員会表彰被表彰者の決定について 

議案第３４号 下野市いじめ防止基本方針について 

協議事項 

（１）下野市教育委員会表彰受賞者代表あいさつ者について 

（２）第二次下野市教育大綱及び第二次下野市教育振興計画（素案）について 

報告事項 

（１）教育委員会後援等の承認について 

その他 

（１）令和２年度卒業式及び令和３年度入学式の出席者について 

（２）オクトーバー・ラン＆ウォーク２０２０の参加結果 
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１．開会 

（池澤教育長） ２．教育長挨拶及び報告 

１１月２０日から１２月１７日までの職務について報告させていただく。 

・１１月２６日、定例校長会及び市の新型コロナウイルス対策に関する

臨時校長会を実施した。同日、議会の議員全員協議会が開かれ、GIGA

スクールにおける 5,300 台のタブレットの財産取得について、議題と

なるので教育次長、教育総務課長と共に出席した。 

 校長会においては、冬休み中の子どもたちの生活についてどうするか

ということで、しっかりとした事前指導と併せ、協議を行った。 

・１２月１日、石橋中学校床改修状況について、市長、副市長と共に現

地確認を行った。職員室、１階廊下の下地をモルタルできれいに補修

し、その上にビニールシートが貼られた。２階から４階については、

盛り上がった箇所が 100数か所あったが、その部分は今までの材料を

使い、しっかりボンドを貼って直した。何か所か浮き上がった部分が

確認されたが、そういう部分については補修していく。もちろん費用

は業者負担である。 

・しもつけ風土記の丘資料館増築と併せて、改修も進んでいる。見える

文化財、活用する文化財を象徴する館となるのではないかと思われる。

特別展示室には、約 100インチの大画面と素晴らしい音響を持つ映写

室があり、現在４Ｋの紹介映像を制作している。 

 完成後は、文化財課長の案内により内覧会を予定している。１月から

２月頃見ていただければと思う。 

・１２月３日から１７日まで第４回定例議会が開催された。所管する議

案は補正予算と先ほど申した財産の取得についてで、共に承認を得た。 

・１２月１５日、３１回目の市新型コロナウイルス対策本部会議が開催

された。感染厳重注意、警戒度レベル３の現在の状況を鑑みて、率先

して除菌を行うなど、コロナ対策の中でしっかりと新しい生活様式を

送っていきましょうと申し合わせをした。 

・１２月１６日、教育委員と吉田西小への学校訪問、そして昨日１７日、

定例議会の閉会であった。 

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８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３２号及び第３３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３２号及び第３３号については非公開で行うことと

決定する。 

では、議案第３２号 下野市就学支援委員会の判定結果について（第  

３回答申）、説明を求める。 

 

以下、非公開 

 

（池澤教育長）   議案第３２号を決定してよろしいか。（全委員承認） 

議案第３２号は原案どおり決定する。 

続いて、議案第３３号 令和２年度下野市教育委員会表彰被表彰者の決

定について、説明を求める。 

 

以下、非公開 

 

（池澤教育長）   議案第３３号を決定してよろしいか。（全委員承認） 

議案第３３号は原案どおり決定する。 

ここで非公開を解く。 

続いて、議案第３４号 下野市いじめ防止基本方針について、説明を求

める。 

（田澤学校教育課長）   ６月に示した素案から最終的な案がまとまったので、今回提案するも

のである。 

          「下野市いじめ防止基本方針（案）」に基づき説明する。 

（池澤教育長）   ただいま説明のあった「下野市いじめ防止基本方針」については、総

合教育会議で最終的な案を協議していく。ご意見等あれば、後ほど事務

局まで伝えていただきたい。 

          フロー図までを基本方針（案）とする。 

          これを元に条例化を図り、２月の第１回定例議会においてお諮りした

いと思う。運用については令和３年４月１日からの予定で進めていく。 

以上、議案第３４号についてはよろしいか。（全委員承認） 

 

６．協議事項 

（池澤教育長）   協議事項（１）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、協議事項（１）については非公開で行うことと決定する。 

では、（１）下野市教育委員会表彰受賞者代表あいさつ者について、説

明を求める。 

 

以下、非公開 

 

（池澤教育長）  協議事項（１）について、原案のとおりよろしいか。（全委員異議なし） 

ここで非公開を解く。 
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続いて、（２）第二次下野市教育大綱及び第二次下野市教育振興計画（素

案）について、説明を求める。 

（近藤教育総務課長）   「第二次下野市教育大綱（素案）」について、「新旧対照表」と併せて

説明する。 

続いて、第二次下野市教育大綱をより具現化するための計画である「第

二次下野市教育振興計画（素案）」について説明する。「第二次下野市総

合計画（後期基本計画）」及び「第二次下野市教育大綱」と整合性を図り

ながら策定した。 

（池澤教育長）   質疑、ご意見等あるか。 

（永山委員）    大綱の中にいじめ問題への対応が入っていないので、今回まさに「下

野市いじめ防止基本方針」を定めるところであるので、大綱のどこかの

項目にいじめの対策は入れておくべきだと思う。 

（池澤教育長）   ４ページ、「目指すべき方向性４」に「また、いじめや不登校をはじめ

とする学校で起こる問題行動等の未然防止に努めるとともに」とある。 

（永山委員）    取組方針のところに「下野市いじめ防止基本方針」に基づくいじめ対

策等、入れておくと良い。 

（池澤教育長）   そこに位置付けさせていただく。ほかにあるか。 

（佐間田委員）   教育振興計画の推進指標で、例えば４４ページ、文化財ボランティア

の会員数の増加、６６人から７０人というのは５年間で４人増やせばい

いということなのか、プラス７０人ということか。 

（近藤教育総務課長）   ４４ページについては、ボランティアの総数を 2020 年の６６人から

2025 年には７０人を目指しますということである。 

（池澤教育長）   教育振興計画でＳＤＧｓが出てきているが、これは「第二次下野市総

合計画（後期基本計画）」の中に位置付けられたので、それを受けて教育

委員会としてもＥＳＤの理念に基づいたＳＤＧｓを踏まえ、位置付けた。 

          ほかに質疑、ご意見等あるか。 

（熊田委員）    大綱において、今回新型コロナに伴う学校の感染対策や、休校になっ

た場合の教育の充実などを、最初の方に盛り込んでもよいのではないか

と感じた。 

          学校教育の「目指すべき方向性２」に「新たな時代に対応する教育の

充実」とあるが、教育の充実というところで、感染や災害などで休校に

なった場合も充実を図るなどあった方がよいと思う。 

          「目指すべき方向性５」に「安全・安心で質の高い教育環境」とある

が、環境についても今感染対策等行っているので、そういう部分にも少

し触れた方がよいと思う。この大綱が策定される頃も、コロナが収束し

ていないと思われるし、今後新しい生活様式に則っていくしかない時代

が続くと思われる。 

（池澤教育長）   熊田委員の意向については、教育振興計画の中に、例えばＩＣＴ環境

整備の推進などが入っているので、いろいろな部分で感染症対策につい

て検討していく。 

（熊田委員）    少し触れていると読んだときに安心できると思う。 

（池澤教育長）   総合教育会議の段階では、案として提案することになるので、そこで

またご意見をいただければと思う。 
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（近藤教育総務課長）   今後のスケジュールについては、教育委員の皆さんからの意見を来週

の水曜日まで受け付けしたい。いただいた意見を元に修正を行い、年明

けの１月４日から２５日までパブリックコメントを実施する。その後、

２月の教育委員会、更に総合教育会議に諮り、決定したいと考えている。 

（教育次長）    総合教育会議の日程については、議題の分量を考え検討していく。 

（近藤教育総務課長）   日程等決まり次第、連絡させていただく。 

 

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、１２月現在で後援１

件を承認した旨の報告を行う。 

          本市においても４月以降に史跡指定 100 周年記念行事を予定しており、

同様に後援の申請を行う予定。 

（山口文化財課長）   大正１０年３月３日に全国で国分寺跡に指定されたところが７か所あ

る。海老名市のお声掛けをいただき、全国７か所の連携を図るというこ

とで、今回海老名市の 100 周年の記念行事が行われる。折角の機会なの

で、海老名市の行事が終わったら、展示資料等を譲り受け、新しくなっ

た風土記の丘資料館に展示をしようと考えている。 

（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）令和２年度卒業式及び令和３年度入学式の出席者について、説明

を求める。 

（近藤教育総務課長）   「令和２年度卒業式及び令和３年度入学式の出席予定表」に基づき、

市長、副市長と教育委員会の出席者について説明を行う。 

          昨年度の中学校卒業式において、挨拶無しの来賓は出席しなかったの

で、今年度も同様とする。 

          成人式においては、市議会からの申し入れにより議員を招待すること

となった。 

（池澤教育長）   続いて（２）オクトーバー・ラン＆ウォーク２０２０の参加結果につ

いて、説明を求める。 

（若林スポーツ振興課長）   「オクトーバー・ラン＆ウォーク２０２０の参加結果」資料に基づき、

市内参加者記録概要、全国自治体の中での下野市の順位、参加賞の発送

について説明を行う。 

（池澤教育長）   その他、教育次長から。 

（清水教育次長）  本日下野新聞で栃木市は成人式延期との報道があった。下野市におい

ては現在の下野市の感染状況を踏まえ、十分な感染対策をとったうえで

１月１０日に実施予定となっている。実施に当たっては、会場を公民館

からより広い空間の取れる体育館で実施し、座席空間を空け、換気を行

いながらの実施となり、これに加えて来賓の縮減、式典時間の短縮を行

いながらの実施となる。参加者の間においても各校の参加者の申し合わ

せにより式典後の懇親会の自粛を行っている状況である。多くの成人者

からは予定どおり実施してほしいという声もあるので、これらの感染症
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対策をとった上で実施したいと考えているが、委員の皆様からのご意見

を賜りたい。 

（永山委員）    開催の方向でやっていただければと思う。ただ、教育次長より説明が

あったように、感染対策については慎重にやっていただく。開催する側

からのお願いとして式典後の懇親会などについては厳に慎んでいただく

よう強い発信をしていただきたい。自粛だとやってもいいという捉え方

をする方もいる。そういった条件のもと開催するということを実行委員

会の方に伝えてもらいたい。 

（熊田委員）    私も開催の方向で賛成である。永山委員がおっしゃったことは大切で

ある。密になるのがいけないのだから、式典は空間を取って、マスクを

着用して、消毒をする。どうしても友達と会うとしゃべってしまうと思

うので、かわいそうだが、そこを職員が散らすように、気を付けていた

だくといいのかなと思う。 

（石嶋委員）    私もやった方がいいと思う。 

（佐間田委員）   開催自体はいいと思うが、問題点として、１つは受付をどうするか。

成人者が密になると思うのでその辺をどうするか。また、懇親会につい

ても慎むよう強く言った方がいいと思うが、隠れて行う成人者も必ずい

る。 

（池澤教育長）   入場に関しては、非接触型の体温計で測ってもらう。 

（永山委員）    受付の方法として何か特別なことを考えたか。 

（篠崎生涯学習文化課長）   毎回、受付は葉書を持ってきていただいて、葉書を受け取るという受

付になっている。今回はその後、もしコロナに感染したらという事もあ

るので、電話番号を記入していただくことにした。受付は体温を測って

いるか、マスクを着用しているかのチェックのみなので、電話番号を書

いてこなかった方については、自席に着いてそこで記入していただく。 

そのほか、しおり等についても今まで受付でお渡ししていたが、予め席

にセッティングし、なるべく接触を避ける、密を避けるかたちでの対策を

とりたいと考えている。 

（永山委員）    体温の測定はどのように行うのか。 

（篠崎生涯学習文化課長）   自動体温測定器を受付の前に置くので、そこで測っていただき、体温

が 37.5℃超えた方に対しては、非接触型体温計でもう一度測っていただ

き、それでも高かった方については入場をお断りするかたちをとる。 

（熊田委員）    自席というのは個人で決められた席なのか。 

（篠崎生涯学習文化課長）   そこまでは未だ決めていない。間隔を空けて配置してあり、１グルー

プと２グループで写真撮影により変わってしまう。前から座っていただ

くよう案内する。番号指定まではない。 

（熊田委員）    最近は誰がどこに座ったか後で分かるように、もし発症した場合にそ

こだというのが分かるから指定しているようだが、人数が多いから難し

いか。 

（篠崎生涯学習文化課長）   可能であれば、葉書に座席番号を書いておくなど検討させていただく。 

（佐間田委員）   熊田委員の案は良いと思う。成人式の後、広がってしまったらという

恐怖感はあるので、座席指定はできれば良いと思う。 

（池澤教育長）   まだ間に合うので、実行委員会と共に対応していく。 
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全会場、履物を脱いだりせずそのまま入れる。スムーズに進むと思う。

下野市は成人式を実施する方向で取り組んでいく。 

 

 

 

次回の教育委員会は、１月１４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４時４０分閉会。 

 

 

 


