平成 25 年度における

大田原市教育委員会の活動内容

市教育委員会では、
「地方教育行政の組織および運営に関する法律」に基づき、
基本施策ごとに取り組んだ平成 25 年度の主な事務事業などについて点検および
評価を実施し、報告書を作成しましたので、その概要についてお知らせします。

●目的…毎年、主要な施策や事務事業の取り組みについ
て点検および評価を行い、課題や取り組みの方向性を
明らかにすることにより、教育行政を効率的に進める
とともに、市民への責任を果たし、市民に信頼される
教育行政を推進することを目的とします。
●点検・評価の方法…新大田原レインボープランの基本
政策に基づき実施されている主要施策を対象とし、点
検・評価を行いました。
点検・評価の客観性を確保するため、教育に関して識
見を有する方から、ご意見をいただく評価委員会を設
置しています。
なお、評価委員会の委員は 次のとおりです。
▶花﨑 宏氏
（元小学校長）▶弓座 惠氏（元市職員）
▶室井祐之氏
（市区長会長）
●点検・評価の構成…
①主な施策 ②評価委員の意見 ③今後の事業の方向性
■教育委員会の活動についての点検および評価
●教育委員会の活動状況…本市の教育委員会は、教育行
政における重要事項や基本方針を決定し、それに基づ
いて教育長がすべての事務を執行しています。
定例会の定めはありませんが、原則、毎月開催してお
ります。また、必要に応じて随時開催しています。
平成 25 年度の活動状況は次のとおりです。
●平成 25 年度の活動状況…
▶委員会開催：19 回
・付議内容…議案 61 件、協議 24 件、報告 12 件、
選挙１件
▶学校訪問：訪問日数３日、学校数 12 校

▶その他の活動
・議案審議などに伴う現地調査
・関東甲信越静市町村教育委員会連合会委員研修ほか
・各種大会、行事への出席
・市民憲章推進大会、大田原マラソン大会、青少年健全
育成事業、成人式、小中学校卒業式ほか
●評価委員の意見…
▶教育委員会の役割や活動が、十分に市民に理解しても
らえるように、様々な団体との意見交換の場を設ける
ことや、情報発信を積極的に行うよう努められたい。
▶教育委員会制度改革が進められている背景を踏まえ、
今後は教育委員と市長、あるいは市議会議員との話し
合いの場を継続的に設け、連携の強化に努められたい。
●今後の方向性…教育委員の役割や活動を広く市民に周
知して、教育委員会や教育行政に対する理解を深めるこ
とにより、大田原市教育行政基本方針の具現化に努める。
市長や市議会と連携を強化し、意見交換しながら、更
なる教育の質の向上に取り組む。
※この他に、今年度は以下の事業に関する点検評価を行
いましたが、詳細は市ホームページをご覧ください。
■事務事業執行状況の点検および評価
１．生涯学習の充実
市民憲章推進事業／図書館管理運営事業
２．学校教育の充実
小中学校児童生徒用コンピュータ整備事業／小中学校
校舎洋式トイレ設置事業
３．文化・芸術の振興
歴史民俗資料館運営
４．スポーツ・レクリエーションの振興
美原公園管理事業
問 教育総務課
（９８）７１１１

教育委員会委員の任命
大田原市教育委員会委員が、市議会９月定例会で同意を得て、
10 月１日に任命されましたのでお知らせします。
●教育委員会委員…小髙 一紘氏（再任 親園）
車田 宏之氏
（新任 大豆田）／深澤 道昭氏（新任 蛭田）
小髙氏、車田氏の任期は平成 30 年９月 30 日まで、深澤氏の
任期は平成 27 年９月 30 日までとなります。
なお、深澤氏の前任者の蛭田眞透氏は平成 26 年９月 30 日を
もって辞職しました。
問 総務課
２階
（２３）８７０２

成人式のお知らせ
平成 26 年度の成人式は、次のとおり行います。
●日時…平成 27 年１月３日
（土）午前 10 時開式
●受付時間…午前９時～９時 50 分
●会場…那須野が原ハーモニーホール 大ホール
●該当者…平成６年４月２日から平成７年４月
１日に生まれた方
●式典への参加…
▶平成 26 年 11 月１日現在市内に住所のある
方には、11 月中旬に案内状を郵送します。
▶市内に住所のない方で、参加を希望される場合
には、12 月５日までにお電話で下記へお申し込
みください。

教育委員長などの選任について
10 月１日に開催した教育委員会において、委員長選挙を行い、
小髙 一紘委員が再選されました。
また、委員長職務代理者として、日原 悠子委員が選任されま
した。いずれも任期は１年です。
問 教育総務課
（９８）７１１１

問

中央公民館

（２３）２００５
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市民憲章推進大会表彰
10 月 25 日
（土）に市総合文化会館ホールで行われました
第 27 回大田原市民憲章推進大会において、市民憲章に関
する作文、花いっぱいコンクールおよび緑化顕彰の表彰を
行いました。表彰者は次のとおりです。
●市民憲章に関する作文…
▶小学生の部
○最優秀賞：深沢 瑠花（両郷中央小 6 年）
○優秀賞：相澤 啓太
（西原小 6 年）／南部 和奏（紫塚小 3 年）
／青木 陽奈
（市野沢５年）／根本 陽光（羽田小４年）／
唐橋 さくら
（石上小６年）／阿美 圭太（蛭田小２年）／
平井 明日香
（両郷中央小６年）
▶中学生の部
○最優秀賞：舩山 明夕歌（金田北中３年）
○優秀賞：森林 優友
（大田原中３年）／矢吹 大河
（若草中３
年）／松村 尚哉
（親園中２年）／池田 駿
（佐久山中３年）
●緑化顕彰表彰…
○最優秀賞：小林 将俊（中田原）
○優秀賞：髙瀬 一美（末広２丁目）／髙木 功記
（黒羽田町）
／大懸 けい子
（紫塚４丁目）／三家 武彦（福原）
○市制施行 60 周年記念特別賞：なでしこ幼稚園（小滝）
○優良賞：阿久津 祐一（宇田川）／桑原 淳（新富町３丁目）
／梅田 精一
（加治屋）／湯津上小学校（湯津上）／
鎌田 美樹雄
（山の手２丁目）
※花いっぱいコンクールについては、広報おおたわら 10
月号をご覧ください。
問 中央公民館

市小学校教科用図書採択結果
市教育委員会では、平成 27 度より小学校で使用す
る教科用図書
（教科書）
を採択しました。
本年５月より、教育委員代表、社会教育関係者、
地域住民代表、保護者代表などで構成される大田原
市教科用図書採択協議会を組織して教科書の詳細な
調査を行うとともに審議を重ねました。
協議会で使用する詳細な調査資料につきましては、
市内小学校全校から調査員を選出し、文部科学省検
定済み全教科書について、
「内容」
「取扱い」
「配列」
な
どの観点を設け、詳細な資料を作成しました。
７月 25 日
（金）
に開催された教育委員会では、採択
協議会からの報告をもとに、慎重に審議を行い、採
択しました。
●小学校教科用図書採択結果…
国語・書写：光村図書出版株式会社
社会・生活：東京書籍株式会社
地図：帝国書院株式会社
算数・理科：株式会社新興出版社啓林館
音楽：教育出版株式会社
図画工作・家庭：開隆堂出版株式会社
保健：株式会社光文書院

※採択理由は、市ホームページをご覧ください。
問 学校教育課

第 27 回大田原マラソン大会

晩秋の那須野路を走る第 27 回大田原マラソン大会が、
11 月 23 日
（日・祝）に開催されます。マラソンの部では
18 名の選手を招待し、エントリー数は、5,100 名を超え、
盛大に開催されます。
なお、当日はコース周辺で交通規制が実施されますので、
ご協力をお願いします。詳細は大会公式ホームページまた
は今月号の折り込みチラシをご覧ください。
●招待選手
（氏名左の数字はナンバーカード）…
▶マラソン男子
（15 名）
1 黒﨑 拓克
（コニカミノルタ）／ 2 五十嵐 真悟（SUBARU）
3 齋藤 拓也
（小田原 NR）／ 4 松本 淳（愛知製鋼）
5 藤松 利之
（CREST）／ 6 内野 雅貴（ミズノグループ）
7 伊藤 達志
（JA なすの）／ 8 狩野 良太（ミウラスポーツクラブ）
9 井上 直紀
（茨城陸協）／ 10 大久保 幹也（NTN）
11 古川 茂
（SUBARU・RC）／ 12 藤井 輝（愛三工業）
13 松村 紀幸
（ホンダ栃木）／ 14 行場 竹彦（鳩印Ｇ＆Ｔ川崎）
15 渡邊 公志
（SUBARU）
▶マラソン女子
（3 名）
51 吉冨 博子
（First Dream AC 佐賀）
52 海野 佳那
（ノーリツ）／ 53 田村 幸江（葛西ランナーズ）
（２２）８０１７

大田原市不妊治療費助成制度
市では、人工授精・体外受精・顕微授精を受けてい
る方の経済的負担軽減のために助成を行っています。
●対象…市内に居住し、申請の１年以上前から住民基
本台帳に記載され、市税などを滞納していない方
●助成金額・回数…
▶人工授精：１回の治療につき２万円を限度に、通
算５回まで
▶体外受精・顕微授精：１回の治療につき 10 万円
を限度とし、１年度に２回（初年度のみ３回）限り、
通算して５年間で 10 回まで
●申請方法…次の書類を提出してください。１回の
治療ごとに申請書類の提出が必要となります。
①大田原市不妊治療費補助金交付申請書（県から
の助成を受けていない場合は、医療機関からの
証明が必要です。）
②「栃木県特定不妊治療費助成金交付決定通知書」
の写し（県から助成を受けた方のみ）
③大田原市不妊治療費補助金請求書
④治療に係る領収書
※①③について、子ども幸福課窓口で配布、または
市ホームページからダウンロード可。
●申請期限…妊娠の有無にかかわらず１回の治療が
終了したら、終了の日から『６か月以内』に申請し
てください。
詳しくは、下記にお問い合わせください。
申問 子ども幸福課
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（９８）
７１１３

（２３）２００５

市制施行 60 周年・市町村合併 10 周年記念

問 スポーツ振興課

平成 27 年度使用
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１階

（２３）８６３４

