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令和２年１２月１６日（水）午後１時３０分から

○教育長（植竹福二君） 　ただいまから令和２年第１３回大田原市教育委員会定例会の会議を開き

ます。

○教育長（植竹福二君） 　前回定例会の会議録は、書記をもって調製させましたので、順次回覧いたし

ます。内容をご確認いただきたいと思います。

（会議録順次回覧）

○教育長（植竹福二君） 　会議録の内容についてご確認いただきましたが、前回会議録につきましてご承

認いただけますか。

（異議なしの声あり）

○教育長（植竹福二君） 　異議はないようでありますので、前回の会議録は承認されました。

　委員会閉会後、ただいまの会議録に署名をお願いいたします。

○教育長（植竹福二君） 　本日付議いたします案件は、報告１件、議案２件であります。

　それでは日程に従い会議に入ります。

　日程第１ 報告第１０号　大田原市柔道事故調査委員会条例を廃止す

る条例の制定についてを議題といたします。

　詳細について、学校教育課長から説明をお願いします。

○学校教育課長（明澤伸宏君） （説明を行う）

○教育長（植竹福二君） 　説明が終わりましたので、質疑を行います。

（質疑を行う）

○教育長（植竹福二君） 　質疑はないようでありますので、質疑を終わります。

　お諮りいたします。

　報告第１０号　大田原市柔道事故調査委員会条例を廃止する条例の制

定についてにつきましては、原案のとおり承認することにご異議ございませんか。

（異議なしの声あり）

○教育長（植竹福二君） 　ご異議なしと認めます。よって本案は、原案のとおり承認されました。

　次に、日程第２　議案第４０号　令和２年度大田原市教育委員会点検

評価報告書についてを議題といたします。

　詳細について、事務局から説明をお願いします。

○教育部長（大森忠夫君） 議案第４０号 令和２年度大田原市教育委員会点検評価報告書につきま

令和２年 第１３回 大田原市教育委員会定例会 発言要旨



　しては、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第２６条の規定に基づ

き、教育委員会の権限に属する事務の管理及び執行の状況について、９月２

３日から１０月２８日までの間に３回の評価委員会が開催され、評価委員

会から教育委員会へ提出された答申に基づいて点検評価報告書を作成しまし

たので、別紙のとおり報告するものです。

　なお、評価委員につきましては、委員長に元小学校校長の深澤弥之氏、副委

員長に市区長連絡協議会会長の筒井雅治氏、元市職員の高橋正実氏の3名

で構成されております。

　詳細については、各課長から担当する事業について順次ご説明申し上げます。

○教育総務課長（高野浩行君） （説明を行う）
○学校教育課長（明澤伸宏君） （説明を行う）
○生涯学習課長（津久井静男君） （説明を行う）
○文化振興課長（長谷川　操君） （説明を行う）
○スポーツ振興課長（熊田明美君） （説明を行う）
〇国体推進課長（大島　実君） （説明を行う）

○教育長（植竹福二君） 　説明が終わりましたので、質疑を行います。

（質疑を行う）

○委　員（川上聖子君） 　美原公園管理事業の内容に水泳プールの維持管理とありますが、美原公園

のプールは既に廃止になっていると思いますが、これはどのような意味になります

か。

○スポーツ振興課長（熊田明美君） 　廃止にはなりましたが、まだ撤去には至りませんので、中に侵入できないように

適正に管理する必要がありますので、事業内容の一部としております。

○委　員（川上聖子君） 　中学校英語検定実施事業についてですが、目標が達成されていることは素

晴らしいのですが、そもそも英語検定ということについて、これは日本独自の検定

であり、世界に目を向けて考えた場合に、また就職時の英語能力を考えた場

合に、英語検定だけでよいのか検討する必要があると感じました。

○学校教育課長（明澤伸宏君） 　文部科学省が英語検定３級というのを一つの目安として示してますので、そ

れに倣って事業を行っているわけですが、委員ご指摘のようにグローバルな検定

ですとTOEIC、TOEFL等がありますので、今後の検討対象なのかなとは思いま

す。

○委　員（深澤道昭君） 　この市外に在籍している生徒が対象外になっているとの評価ですが、どの程度

いると思いますか。

○学校教育課長（明澤伸宏君） 　正確な数字は持ち合わせておりませんが、そこまで多くいるとは思いません。

　また、準会場ということで各中学校を会場に実施するわけですが、そこに校外

の生徒を集められるかの可否から検討しなければならないと考えております。



○委　員（深澤道昭君） 　大田原中学校教室棟増改築事業について、計画どおり完成し、新しい校舎

で勉強が始まって大変良かったと思いますが、この外断熱工法というのは具体

的にどういうものになりますか。

○教育総務課長（高野浩行君） 　建物の躯体の外側に発泡スチロールのような断熱材を入れて、外からの熱を

入れにくい、または中の熱を分散しにくくするもので、省エネ効果が図れるものに

なっております。

○委　員（深澤道昭君） 　ふれあいの丘の施設が、かなり老朽化しているとのことですが、文化会館の方

も同じようにかなりの年数が経過しており、建て替え等も当然検討には入ってい

るかと思いますが、市内には類似している施設や機能が複数あると思いますの

で、慌てて新しいものを作ったりしないようにご検討いただければと思います。
　それと、評価委員から「ふれあいの丘をキャンプ場に」という意見がありますが、

私は非常にいいご意見だと思います。敷地がとても広いですし、本市は何度も

日本一星のきれいな場所にもなっており、条件は良いと思いますので、ぜひ検討

していただければと思います。

○教育長（植竹福二君） 　ほかに質疑はないようでありますので、質疑を終わります。

　お諮りいたします。

　議案第４０号　令和２年度大田原市教育委員会点検評価報告書につい

てにつきましては、原案のとおり可決することにご異議ございませんか。

（異議なしの声あり）

○教育長（植竹福二君） 　ご異議なしと認めます。よって本案は、原案のとおり可決されました。
　次に、日程第３　議案第４１号　大田原市柔道事故調査委員会条例施

行規則を廃止する規則の制定についてにつきましては、令和２年第１２回教

育委員会でご協議申し上げ、ご承認をいただいた案件でありまして、その後、庁

議、例規審査委員会等の手続きを経て、議案として提出されたものであります

ので、説明を省略して質疑を行います。

（質疑を行う）

○教育長（植竹福二君） 　質疑はないようでありますので、質疑を終わります。

　お諮りいたします。

　議案第４１号　大田原市柔道事故調査委員会条例施行規則を廃止する

規則の制定についてにつきましては、原案のとおり可決することにご異議ございま

せんか。

（異議なしの声あり）

○教育長（植竹福二君） 　ご異議なしと認めます。よって本案は、原案のとおり可決されました。

　以上をもちまして、本日予定されました案件はすべて議了いたしました。



　なお、その他で何かございますか。

○委  員（小林朋子君） 　来年１月のはたちの集いですが、新型コロナウィルス感染症対策の中でどのよ

うなかたちで実施されるのか教えてください。

○生涯学習課長（津久井静男君） 　はたちの集いについては、予定どおり１月３日に実施することで準備を進めて

おりまして、新型コロナウィルス感染症対策としては、国や県から示されたイベン

ト等におけるガイドラインを基に対策を進めております。

　来賓の縮小、出席者への検温、消毒、マスクの着用を必須としまして、保護

者は参加対象外としております。会場は、密にならないように席をひとつずつ空

けて座ることとし、式典では国歌、市歌の斉唱、アトラクションは省略して、３０

分程度で終わる内容となっております。
　さらに、写真撮影については、大ホールと小ホールの両方を使い、移動や待機

に時間がかからないよう、またロビーに滞留しないよう、スムーズに移動できる動

線とするよう検討しております。

○教育部長（大森忠夫君） 　特に女性は、振袖のレンタルや美容室の予約などをしており、既にそのあたりの

費用も負担していますので、急に中止になりますとそれが無駄になってしまいます

ので、十分な対策を講じた上で、できるだけ開催することを前提にして準備を進

めております。
　対象者としては約８００人で、例年ですと出席率が７割なので、おおよそ５

６０人程度の出席が想定され、そのうち市外在住者で帰省して参加される方

が１００名以上にはいるだろうと思われます。

　はたちの集い案内の通知では、症状の疑われる方へはご遠慮くださいと周知

しておりますので、充分な感染対策を実施することは勿論ですが、あとは成人者

の心構えとご判断に任せるしかないと考えております。

　なお、県内市町の状況ですが、現在のところ中止というところはないようです。

○委　員（深澤道昭君） 　先日の新聞で、湯津上地区の東山道の跡が見つかったとの記事がありました

が、そのあたりを詳しく教えてください。

○文化振興課長（長谷川　操君） 　湯津上地区で「東山道」の道路跡の発掘ということで、昨年度から５ヵ年計

画で実施しておりまして、このたびその一部が発見されたという記事でした。

　場所は笠石神社から北西に数百メートル行った辺りで、民家周辺の畑や水

田を幅２メートルで掘り起こしまして、地面に埋もれている昔の道を発掘する作

業を行っております。

　先週末に当時の道路の痕跡が見つかりまして、それが報道されたわけですが、

現在で言えば国道４号にあたるようなもので、９メートル幅員の道路の両側に

備わっている側溝が細長く南北に延びるような形で見つかったものです。

　まだ現場をご覧いただくまでには至りませんが、できれば今月末の２６日また

は２７日に一般向けの現地説明会を行おうと計画しているところであります。

　現在の４号線が地域に影響を及ぼすように、古代においても人の往来が多く

あり、重要な役割を果たしていた道路であり、人の往来がしやすい場所というこ



　とで、那須国造碑や侍塚古墳といったものが建立される要因となったとも考え

られます。

　また道路だけでなく、現在の高速道路のサービスエリアに該当するような、駐

車場や食事を提供するものに類する施設として「駅家（うまや）」というものが

ありますが、湯津上地区には「磐上駅家」というものが置かれたと言われておりま

すので、そういった施設も発見できればと考えております。
　これら発掘されたものは、地域の歴史を形作った貴重な基盤でありますので、

その所在を確定し開発等から保護していこうというのがねらいであります。

○委　員（深澤道昭君） 　ありがとうございました。

　調査をするにしても、地域の方々のご協力が必要だと思いますので、ぜひ地

域の発展も含めて大きくPRしていただきたいと思います。

○教育長（植竹福二君） 　ほかにないようでありますので、以上をもちまして令和２年第１３回大田原

市教育委員会定例会の会議を閉会いたします。

　ご苦労様でした。

閉会：午後２時２４分

令和3年1月20日
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