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平成２８年第１０回大田原市教育委員会定例会発言要旨

平成２８年９月２８日（水）午後１時３０分から

○教育長（植竹福二君） 　ただいまから平成２８年第１０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、協議１件、議案
３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５号　那須野が原ハーモニーホール備
品の教育財産としての用途廃止についてを議題といたしま
す。

　詳細について、文化振興課長から説明をお願いします。

○文化振興課長（長谷川操君） （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５号　那須野が原ハーモニーホール備品の教育財
産としての用途廃止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　協議第３号　大田原市立小中学校の通
学区域に関する規則の一部を改正する教育委員会規則の制
定についてを議題といたします。

　詳細について、教育総務課長から説明をお願いします。



○教育総務課長（大森忠夫君） （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。

○委　員（車田宏之君） 　資料中４ページの経過措置にあります大田原中への進学
については期限を設けるのでしょうか。

○教育総務課長（大森忠夫君） 　特に期限は設けておりません。規則が存続する限り、再
編エリア内の児童であれば、大田原中への進学を選択する
ことができるものであると考えております。

○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。
　協議第３号　大田原市立小中学校の通学区域に関する規
則の一部を改正する教育委員会規則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３　議案第２５号　平成２８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。

  事務局から説明をお願いします。

○教育部長（益子正幸君） 　議案第２５号　平成２８年度大田原市教育委員会点検評
価報告書につきましては、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、６月２７日か
ら７月２２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、委員長に元中学校校長
の髙信洋一氏、副委員長に元市職員の中澤千明氏が選任さ
れ、市区長会長の室井祐之氏の三名で構成されておりま
す。

　評価委員の任期は平成２７年６月１日から平成２９年５
月３１日の２年間でございます。
　詳細につきましては、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。

○生涯学習課長（渡邉小百合君） （説明を行う）「ふれあいの丘管理運営費」

○教育総務課長（大森忠夫君） （説明を行う）「校舎増改築整備事業」

○学校教育課長（月井祐二君） （説明を行う）「不登校児童生徒適応指導事業」

○文化振興課長（長谷川操君） （説明を行う）「芭蕉の館管理運営事業」



○スポーツ振興課長（相馬天子君） （説明を行う）「美原公園管理事業」

○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。

○委　員（川上聖子君） 　ふれあいの丘シャトーエスポワールの管理運営は㈱オー
エンスに業務委託しておりますが、どんな契約内容となっ
ておりますか。

○生涯学習課長（渡邉小百合君） 　平成２５年から指定管理者の指定により管理運営して頂
いております。主に宿泊施設の予約、運営、市内学校の宿
泊学習など一般の方も含めて業務を委託しております。

○委　員（川上聖子君） 　施設のＰＲや宣伝についても㈱オーエンスでしょうか。

○生涯学習課長（渡邉小百合君） 　ＰＲの企画もすべて㈱オーエンスが実施ており、本年度
は自主事業として天文館と連携し、「ペルセウス座流星群
を観察しよう」という企画を実施しております。

○委　員（川上聖子君） 　運営するための予算は市の単独事業ということになりま
すか。

○生涯学習課長（渡邉小百合君） 　補助金等はいただいておりませんので、市の単独事業と
いうことになります。

○委　員（日原悠子君） （ふれあいの丘管理運営事業について）達成度の評価がＣ
というのはちょっと低すぎないかと思います。あくまでも
青少年健全育成ということが目標でしょうから、そこは利
用率だけで判断できないのではないかと思います。

○生涯学習課長（渡邉小百合君） 　全体の達成度が目標値を下回ってしまっておりますの
で、このような評価となっております。天文館の利用につ
いては天候に左右され、昨年度は天候不順によるものが大
きく影響しております。なお、評価委員からの指摘にプロ
グラムがマンネリ化しているのではないか、ということで
したので今年は自転車の交通安全教室や「ものづくり研究
室」が設置されましたので、今後はこれらを活かし新しい
展開が見込めるのではないかと期待しております。また、
学校からの要望にも応えられるような使い勝手の良い施設
となるように努力していきたいと思っております。

○委　員（深澤道昭君） 　美原公園の駐車場について、どの辺にどのくらいの面積
を確保できたのでしょうか。また、今後の見通しについて
もどのようにお考えかお聞かせ願いますか。

○スポーツ振興課長（相馬天子君） 　場所については、陸上競技場北側、現在北駐車場と呼ば
れております駐車場のさらに北側に約4,000㎡の土地を取得
しております。収容台数は約130台を予定しておりまして、
砂利の駐車場で整備予定であります。

○委　員（深澤道昭君） 　4,000㎡で130台程度しか収容できないのでしょうか。



○スポーツ振興課長（相馬天子君） 　最近のファミリーカーは大型化しており、１区画当りは
大きめに設定しております。ワンボックスカーなど大きい
車両でも余裕を持って駐車できる広さで計画しておりま
す。

○委　員（深澤道昭君） 　これ以外にも計画はあるのでしょうか。

○スポーツ振興課長（相馬天子君） 　国体開催に向けて駐車場の必要性は議論されております
が、具体的にどこにということは決まっておりません。

○委　員（川上聖子君） 　評価の目標値はかなり細かい数字になっておりますが、
何か理由があるのでしょうか。

○スポーツ振興課長（相馬天子君） 　前年度の数値を参考にしておりますので、特に理由があ
るわけではありません。

○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２５号　平成２８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４　議案第２６号　大田原市社会教育委員
の委嘱についてを議題といたします。
　詳細について、生涯学習課長から説明をお願いします。

○生涯学習課長（渡邉小百合君） （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。
　議案第２６号　大田原市社会教育委員の委嘱についてに
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５　議案第２７号　大田原市公民館運営審
議会委員の委嘱についてを議題といたします。
　詳細について、生涯学習課長から説明をお願いします。



○生涯学習課長（渡邉小百合君） （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。
　議案第２７号　大田原市公民館運営審議会委員の委嘱に
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） 　次に、追加日程第１　追加協議第１号　大田原市柔道事
故調査委員会等設置条例の制定について　追加日程第２
追加協議第２号　大田原市柔道事故調査委員会等設置条例
施行規則の制定については関連がありますので一括議題と
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（月井祐二君）   （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。

○委　員（日原悠子君） 　条例が制定されますと委員会はいつごろ立上げとなりま
すでしょうか。

○学校教育課長（月井祐二君） 　まずは検討会議を開催し、第三者委員の選考について決
まりませんと先に進めません。現在、市の顧問弁護士は決
定しておりますが、学校教育について学識を有するもの、
那須郡市医師会会長を念頭に交渉中であります。10月の中
旬には条例及び施行規則を公表しまして、検討会議を開催
し、第１回目の調査委員会を10月末から11月上旬には開催
したいと思っております。調査委員会が何回開催されるか
などは現在見通しがつきませんが、できましたら年内には
ある一定の公表できるような調査結果が作成できればと考
えております。

○委　員（日原悠子君） 　特に格闘技の部活には、このようなケガのリスクが高い
と思いますが、ご両親の同意書などは取っていたりするの
でしょうか。

○学校教育課長（月井祐二君） 　現状入部届はいただいておりますが、何かあった場合に
異議申し立ていたしませんというような念書のようなもの
ではありません。そういったことをしている学校もありま
せん。



○委　員（日原悠子君） 　どのスポーツでもリスクはあると思いますが、何かリス
クを理解してもらうようなことが今後は必要ではないで
しょうか。

○委　員（川上聖子君） 　最近は体育教科の中で、武道は位置づけられていると思
いますがいかがでしょうか。

○学校教育課長（月井祐二君） 　現行の学習指導要領に位置付けられております。市内で
は、剣道を選択している中学校もありますし、柔道を選択
している中学校もあります。

　3年程前から体育に柔道を行えば、必ず事故につながるの
ではないかいう世論も大きかったことは事実であります。
体育教科の中での柔道では、大きな事故は起こらず、部活
動でも大きな事故はありませんでしたが、ここにきて数
件、部活動での事故が起こったことにより、世論の注意喚
起などが薄れてしまっているのではないか、というような
意見も散見されます。

　体育授業での練習量と部活動の練習量や質には大きな差
もありますし、それだけリスクも高まりますので一緒に考
えること自体が稚拙ではないかと思います。

○委　員（川上聖子君） 　現在の被害者生徒の病状はどうなっておりますか。

○学校教育課長（月井祐二君） 　現在、塩原のリハビリ病院に転院され、歩行訓練などリ
ハビリを行っております。人との面会では情緒不安定な面
もあることから親御さんから控えていただきたいとのお話
がありましたので、以前のようには細かな情報については
得られていないというのが現状であります。

○委　員（川上聖子君） 　事故当時の記憶はあるのでしょうか。

○学校教育課長（月井祐二君） 　我々も被害者生徒と直接話を伺うことはできていないの
が現状でありますので、正確にはわからない状況でありま
す。

○委　員（深澤道昭君） 　被害者生徒の親御さんとはコンタクトを取れていないの
でしょうか。

○学校教育課長（月井祐二君） 　新聞等のコメントのとおり、学校に裏切られた思いがあ
るということですので、学校の事務的なやりとりについて
は接触できておりますが、直接会って話をできる状態には
ありません。

○委　員（深澤道昭君） 　主にお母さんが対応していますか。

○学校教育課長（月井祐二君） 　おじいさんもお父さんも表には出てきませんので、お母
さんが対応しております。



○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。
　追加協議第１号　大田原市柔道事故調査委員会等設置条
例の制定について及び追加協議第２号　大田原市柔道事故
調査委員会等設置条例施行規則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
いたしました。
　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。

○教育長（植竹福二君） 　事務局で何かありますか。

○教育総務課長（大森忠夫君） 親園、佐久山中統合に関する説明会等の報告を行う。

○教育長（植竹福二君） ほかに何かございますか。

○教育長（植竹福二君） 　ないようでありますので、以上をもちまして平成２８年
第１０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４５分

平成28年10月21日
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調製者

　この会議録は、平成２８年１０月５日に調製されたものであるが、その内容に相
違ないことを認め、ここに署名する。


