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令和２年度 第１１回下野市教育委員会定例会議事録 

 

 日  時  令和３年２月１８日（木）午後１時～午後３時４０分 

 会  場  下野市役所３階 ３０４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      稲葉 亜希恵 

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３月１７日 

 

議  題 

議案第４２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（追加） 

議案第４３号  令和３年度下野市スクールアシスタント採用候補者の承認及び任用

について 

議案第４４号  令和３年度下野市教育相談員採用候補者の承認及び任用について 

議案第４５号  下野市社会教育指導員任用候補者の承認及び任用について 

議案第４６号  令和３年度下野市資料館員採用候補者の承認及び任用について 

議案第４７号  下野市いじめ問題対策連絡協議会規則の制定について 

議案第４８号  下野市いじめ問題専門委員会規則の制定について 

議案第４９号  「下野市いじめ問題専門委員会」運営規程の廃止について 

議案第５０号  下野市教育委員会事務局組織規則の一部改正について 

議案第５１号  下野市体育施設等使用料減免規程の一部改正について 

議案第５２号  下野市スポーツ大会出場激励金及び褒賞金交付要綱の一部改正につ

いて 

議案第５３号  下野市教育委員会表彰取扱要領の一部改正について 
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報告事項 

（１）第二次下野市教育大綱（案）及び第二次下野市教育振興計画（案）について 

（２）令和３年度下都賀地区市町教育委員会連合会学事視察について 

（３）寄附の受け入れについて 

（４）下野市特別支援教育推進計画（第二次）について 

（５）下野市成人式レンタル衣装等キャンセル料助成金交付要綱について 

（６）生涯学習推進計画（第三次）（案）ほかについて 

その他 

（１）令和３年度教育委員会主要日程について 

（２）令和３年度第１回教職員全体研修会（教育行政説明会）の開催について（案） 

（３）下野市教職員退職辞令交付式・着任式の開催について 

（４）下野市学校教育計画について 
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１．開会 

（池澤教育長） ２．教育長挨拶及び報告 

１月１４日から２月１７日までの職務について報告させていただく。 

・１月１９日、第３５回新型コロナウイルス対策本部会議の報告会が

行われた。ワクチンの接種についてが主な内容であった。 

・１月２１日、第１回オリンピック・パラリンピック庁内推進会議が

行われた。地域おこし協力隊が中心となって、キプロスの情報を発

信しているということについても確認されたところである。 

・１月２５日、社会教育指導員採用面接試験を実施した。 

・１月２７日、歴史館と資料館の嘱託員採用面接試験を実施した。 

・１月２８日～２９日、小中学校長異動懇談会を行った。 

・２月１日、教育相談員採用面接試験を実施した。 

・２月２日～４日、教員評価に伴う校長、教頭の面談を行った。 

・２月３日、臨時議会が開催された。成人式延期に伴うレンタル衣装

等キャンセル料の補助について承認された。 

・２月１０日、下野市当初予算の記者発表が行われた。 

・２月１０日、「第３日曜日家庭の日」の締結式が実施された。 

 

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 熊田委員及び石嶋委員を指名 

 

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１０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４２号から第４６号までについては、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４２号から第４６号までについては、非公開で行

うことと決定する。 

まずは、議案第４２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（追加）、説明を求める。 

 

以下、非公開 

 

（池澤教育長）   議案第４２号を決定してよろしいか。（全委員承認） 

議案第４２号は原案どおり決定する。 
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続いて、議案第４３号 令和３年度下野市スクールアシスタント採

用候補者の承認及び任用について、説明を求める。 

 

以下、非公開 

 

（池澤教育長）   議案第４３号を決定してよろしいか。（全委員承認） 

議案第４３号は原案どおり決定する。 

続いて、議案第４４号 令和３年度下野市教育相談員採用候補者の

承認及び任用について、説明を求める。 

 

以下、非公開 

 

（池澤教育長）   議案第４４号を決定してよろしいか。（全委員承認） 

議案第４４号は原案どおり決定する。 

続いて、議案第４５号 下野市社会教育指導員任用候補者の承認及

び任用について、説明を求める。 

 

以下、非公開 

 

（池澤教育長）   議案第４５号を決定してよろしいか。（全委員承認） 

議案第４５号は原案どおり決定する。 

続いて、議案第４６号 令和３年度下野市資料館員採用候補者の承

認及び任用について、説明を求める。 

 

以下、非公開 

 

（池澤教育長）   議案第４６号を決定してよろしいか。（全委員承認） 

議案第４６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４７号 下野市いじめ問題対策連絡協議会規則の制

定について、議案第４８号 下野市いじめ問題専門委員会規則の制定

について、及び議案第４９号 「下野市いじめ問題専門委員会」運営規

程の廃止について、一括して説明を求める。 

（田澤学校教育課長）   まず、第１回総合教育会議において承認をいただいた、「下野市いじ

め防止基本方針」についてであるが、その後、国のガイドラインとの

表現の仕方に違いがある部分があることが分かったため、３か所修正

した。市長には決裁をいただいている旨、申し添えさせていただく。 

          以降、「下野市いじめ問題対策連絡協議会規則」、「下野市いじめ問題

専門委員会規則」、「『下野市いじめ問題専門委員会』運営規程を廃止す

る規定」の資料に基づき、説明を行う。 

（池澤教育長）   質疑等はあるか。 

（永山委員）    「下野市いじめ防止基本方針」では構成員が決められているが、「下
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野市いじめ問題対策連絡協議会規則」では、構成員について改めて書

かれていないようである。それは、「下野市いじめ防止基本方針」に

記載があるから省いたのか、あるいは重複して書いたのか。 

          「下野市いじめ問題専門委員会規則」も同様で、構成員をどのよう

なところから選んでいるのかということについて、「下野市いじめ防

止基本方針」と重複して書くべきなのか、あるいは書いてあるから省

くということになるのか。 私は書いてあった方が分かりやすいと思

う。 

（田澤学校教育課長）    議会で審議いただいている「下野市いじめ問題対策連絡協議会等条

例」の中で、下野市いじめ問題対策連絡協議会の構成員について規定

しているので、「下野市いじめ問題対策連絡協議会規則」と「下野市い

じめ防止基本方針」では省いている。 

（池澤教育長）   他に質疑等はあるか。 

（熊田委員）    議案第４８号「下野市いじめ問題専門委員会規則」の第３条第３項

の最後の行にスペースが入っているが、何かの意味があるのか。 

（田澤学校教育課長）   文章はつながっているので、スペースを削除させていただく。 

（池澤教育長）   他に質疑等はあるか。 

（永山委員）    下野市いじめ問題対策連絡協議会の方と下野市いじめ問題専門委員

会の方の名前の公表については、どこかに規定があるか。 

（田澤学校教育課長）   下野市情報公開条例第７条第１項第２号ただし書きに規定されてい

る。 

（池澤教育長）    議案第４７号、議案第４８号、及び議案第４９号を決定してよろし

いか。（全委員承認） 

          議案第４７号、議案第４８号、及び議案第４９号は、氏名の公表に

ついて明らかにすることで承認された。 

続いて、議案第５０号 下野市教育委員会事務局組織規則の一部改

正について、及び議案第５１号 下野市体育施設等使用料減免規程の

一部改正について、一括して説明を求める。 

（若林スポーツ振興課長）   「下野市教育委員会事務局組織規則の一部を改正する規則」、「下野

市体育施設等使用料減免規程の一部を改正する規程」に基づき、下野

市体育協会の名称変更に伴って改正となる箇所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） 

議案第５０号、及び議案第５１号を決定してよろしいか。（全委員承

認） 

議案第５０号、及び議案第５１号は原案どおり決定する。 

   続いて、議案第５２号 下野市スポーツ大会出場激励金及び褒賞金

交付要綱の一部改正について、説明を求める。 

（若林スポーツ振興課長）   「下野市体育施設等使用料減免規程の一部を改正する規程」に基づ

き、（公財）日本体育協会の名称変更に伴って改正となる箇所について

説明を行う。 

（池澤教育長）   質疑等はあるか。（特になし） 

議案第５２号を決定してよろしいか。（全委員承認） 
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議案第５２号は原案どおり決定する。 

続いて、議案第５３号 下野市教育委員会表彰取扱要領の一部改正

について、説明を求める。 

（若林スポーツ振興課長）   「下野市教育委員会表彰取扱要領の一部改正する要領」に基づき、

改正箇所の説明を行う。 

（池澤教育長）   質疑等はあるか。（特になし） 

議案第５３号を決定してよろしいか。（全委員承認） 

議案第５３号は原案どおり決定する。 

 

６．報告事項 

（池澤教育長）   （１）第二次下野市教育大綱（案）及び第二次下野市教育振興計画

（案）について、説明を求める。 

（近藤教育総務課長）   資料に基づき、パブリックコメントの結果及びそれに伴う修正箇所

について説明を行う。 

（池澤教育長）   質疑等はあるか。 

（永山委員）    教育振興計画のパブリックコメントにおいて、教職員の働き方改革

については、「これだけ大きな問題になっているので、会議の回数を減

らすなど対応しているところである。」というような回答でよろしいの

ではないか。 

（池澤教育長）   パブリックコメントに対する回答は、「既に市内の小中学校で取り組

んでおり、引き続き努めてまいります。」ということでよろしいか。 

（全委員承認） 

       続いて、（２）令和３年度下都賀地区市町教育委員会連合会学事視察

について、説明を求める。 

（近藤教育総務課長）   令和３年度下都賀地区市町教育委員会連合会学事視察は、下野市の

バスを利用して視察に行くことになっている。実施するかどうかを含

めてご意見を頂きたい旨、説明を行う。 

（池澤教育長）   ご意見等はあるか。ここで出た意見は、２月２５日の地教委連合会

で、永山委員から下都賀教育事務所へお伝えいただきたい。 

（熊田委員）     計画はしておいて、最終的な判断は日にちが迫ってからで良いのか、

それともこの場で開催するかどうかまで決めるのか疑問に思った。秋

であれば、バスでの移動も可能なのではないか。 

（佐間田委員）   学校行事等が縮小されている中、外に出掛けていくことが必要なの

か疑問に思った。その予算があるなら、他のところに回してあげた方

が良いのではないかとも思った。 

（石嶋委員）    相手がいることなので、キャンセルするのはこちらの都合だけでは

ない。相手にも準備等の都合がある。無理はしないほうが良いのでは

ないかと思う。 

（永山委員）    この場では、学事視察に限らず、どのようなことに関心があるのか

を話し合っておけば良いのではないか。 

（池澤教育長）   場所や研修内容だけでも提案できれば、教育事務所も喜ぶと思う。 

（熊田委員）    ＧＩＧＡスクールの盛んなところで動画を撮っていただいて、Ｚｏ
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ｏｍを使って見させていただくという計画はいかがか。 

（永山委員）    下野市の意見として、教育事務所に伝えさせていただく。 

（池澤教育長）   今年は、実施見合わせということでよろしいか。 

（永山委員）    昨年も実施できていないので、今年も取りやめで良いと思う。 

（池澤教育長）   下野市としては、今年も実施は取りやめて来年度に持ち越す、とい

う意見でよろしいか。（全委員承認） 

（池澤教育長）      続いて、（３）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管内の小中学校に、宇都宮農業協同組合から

管内の小学校にいちごの寄附があった旨説明を行う。 

（池澤教育長）   質疑等はあるか。 

（石嶋委員）    南河内地区の中学校には、配布されないということなのか。広報紙

や新聞に載ると寂しいものがある。 

（近藤教育総務課長）   これは、宇都宮農業協同組合の意向である。 

（池澤教育長）      続いて、（４）下野市特別支援教育推進計画（第二次）について、説

明を求める。 

（田澤学校教育課長）   担当者より説明させていただく。 

（水本学校教育課主幹）   「下野市特別支援教育推進計画（第二次）」に基づき、概要について

説明を行う。 

（池澤教育長）   質疑等はあるか。 

（石嶋委員）    ３０ページ「２ 視点２『ひろげる』」において、現状値が３点に

届いていないということであったが、これは自己評価でよろしいか。 

（水本学校教育課主幹）   そのとおりである。 

（石嶋委員）    自己評価ということは、厳しく見ているという捉え方もできると思

う。もっと頑張ればもっと良くなる、と厳しく見つめて出している評

価かもしれない。４点満点で３点に届いていなかったとしても、評価

の質が重要だと思う。単に数値を上げることに執着して、自分の教育

活動を見つめるという視点がなくなってしまっては困るので、うまく

進めていっていただきたい。 

（池澤教育長）   他に質疑等はあるか。 

（熊田委員）    １６ページと２０ページに「引継ぎ」と「引き継ぐ」という言葉が

あるが、送り仮名を統一したほうが良いと思った。 

（永山委員）    動詞で「引き継ぐ」のときは、「き」が入って、名詞で「引継ぎ」の

ときは、「き」が入らないのではないか。 

（池澤教育長）   確認して、統一をお願いする。 

          他に質疑等はあるか。 

（佐間田委員）   １９ページ、③イに「学童保育室との連携」とあるが、どのような

形で連携を行っているのか教えていただきたい。 

（水本学校教育課主幹）   「個別の教育支援計画」は、保護者の同意を得ないと引き継ぐこと

ができないので、どのような支援が必要かについて書かれたシートは、

学童保育室に渡していない。必要に応じて保護者から学童保育室の先

生に支援をお願いすることはある。 

（佐間田委員）   学童保育室で、発達支援を受けている子とのトラブルが多いという
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話をよく聞くので、学童保育室の先生も情報がほしいと思う。 

（水本学校教育課主幹）   こども福祉課との連携を強めて、より良い対応ができるようにして

いきたいと思う。 

（池澤教育長）      続いて、（５）下野市成人式レンタル衣装等キャンセル料助成金交付

要綱について、説明を求める。 

（篠崎生涯学習文化課長）   早急に対応が必要であり、令和３年１月２７日の市長告示により施

行されているため、報告とさせていただく。 

以降、「下野市成人式レンタル衣装等キャンセル料助成金交付要綱」

に基づき、概要の説明を行う。 

（池澤教育長）   問合せは何件あったか。 

（篠崎生涯学習文化課長）   ２、３件ほどである。 

（池澤教育長）   １０月に式が実施されれば、キャンセル料は取られない場合がほと

んどのため、問合せは少ないと考えられる。 

（池澤教育長）      続いて、（６）生涯学習推進計画（第三次）（案）ほかについて、説明

を求める。 

（篠崎生涯学習文化課長）   「下野市生涯学習推進計画（第三次）（案）に関するパブリックコメ

ントの結果について」の資料に基づき、パブリックコメントでいただ

いた意見とそれに対する考え方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） 

７．その他 

（池澤教育長）   （１）令和３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３年度教育委員会主要日程」に基づき、概要の説明を行う。 

（池澤教育長）    質疑等はあるか。（特になし） 

    続いて（２）令和３年度第１回教職員全体研修会（教育行政説明会）

の開催について（案）、説明を求める。 

（田澤学校教育課長）   「令和３年度第１回教職員全体研修会（教育行政説明会）」の資料に

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。（特になし） 

続いて（３）下野市教職員退職辞令交付式・着任式の開催について、

説明を求める。 

（田澤学校教育課長）   「Ｒ２年度末・３年度始 下野市教職員退職辞令交付式・着任式」の

資料に基づき、日程等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（４）下野市学校教育計画について、説明を求める。 

（田澤学校教育課長）   担当者より説明させていただく。 

（稲葉学校教育課主幹）   前回の教育委員会においていただいた意見に基づき、修正を行った

箇所の説明を行う。 

（池澤教育長）    質疑等はあるか。 

（熊田委員）    １２ページ「直接的指導」の３行目、「人権教育のねらいを達成する

指導」の「を」が抜けてしまっている。 

（稲葉学校教育課主幹）   修正させていただく。 

（熊田委員）    「居がいのある」という言葉が使われているが、あまり知られてい
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ない。「居心地の良い」や「居場所がある」というような意味なのはわ

かるが、普段使う言葉ではない。 

（稲葉学校教育課主幹）   その言葉は、県のパンフレットの「居がいのある学級集団づくり」

という文言から引用しているが、再度確認をさせていただく。 

（池澤教育長）    他に質疑等はあるか。 

（石嶋委員）    「キャリア・パスポート」という言葉の後に、括弧書きで日本語に

訳した言葉を書くことはできないか。 

（稲葉学校教育課主幹）   文部科学省から「キャリア・パスポート」という言葉を使うように

指示が出ている。 

（石嶋委員）    「キャリア・パスポートの作成」とはどういうものかイメージでき

ないので、漢字に訳すとある程度想像できると思った。 

（池澤教育長）   下野市は日本語訳を使っても良いのではないか。事務局に検討をお

願いする。 

（池澤教育長）   その他、山口文化財課長から。 

（山口文化財課長）   「仁良川古墳群２号墳の発掘調査」について、資料に基づき説明を

行う。 

 

（池澤教育長）    次回は２月２５日（木）午後５時から臨時教育委員会を開催する。 

また定例教育委員会は、３月１７日（水）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４０分閉会。 

 

 

 

 


