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令和元年 11月 下田市教育委員会定例会 会議録 

 

 令和元年 11 月 28 日（木）13時 30分下田市教育委員会定例会を下田市立中央公民館２階中会議室に招

集した。 

 

出席委員は次のとおりである。 

佐々木文夫  教育長 

田中とし子  委 員 

渡邉 亮治  委 員 

西堀 政幸  委 員 

天野 美香  委 員 

 

委員以外に出席した者は次のとおりである。 

土屋  仁  学校教育課長 

鈴木 美鈴  生涯学習課長 

和泉多恵子  学校教育課 参事 

大原 清志 学校教育課 こども育成係長 

澤地  彩  生涯学習課 図書係長 

原  隆史  学校教育課 主査 

 

本会議録調製者は次のとおりである。 

 原  隆史  学校教育課 主査 

 

１ 開会 

13時 30分教育長開会を宣す。 

 

２ 会議録署名人選出 

会議録署名人に渡邉亮治委員を選出。 

 

３ 10月定例会会議録承認 

事務局より資料に基づき説明、承認。 
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４ 教育長報告事項 

  11月事業報告及び 12月事業計画について、事務局より資料に基づき説明。 

教育長 それでは、私からお話をさせていただきます。 

まず１点目、10月 25日(金)には中学校、11月６日(水)には小学校の市内音楽発表会

が行われました。発表会には天野委員、西堀委員にも出席していただき、ありがとうご

ざいました。新聞記事を資料として配付しておりますので後ほどお読み取りください。 

続いて２点目になりますが、11月１日(土)に下田市表彰式が執り行われ、教育委員会

関係では、ボランティア功労として、村越新聞店の村越由美さん、㈱繁美建材土木さん

がそれぞれ篤行表彰されました。村越さんは市内小中学校に毎年図書を寄贈していただ

いたこと、㈱繁美建材土木さんは、幼保こども園小中学校の整備や修繕等を無償で行っ

ていただいたことに対し表彰されたものです。この場をお借りして、改めて感謝申し上

げます。 

３点目、新聞記事にも掲載させていただいておりますが、11月１日(土)に朝日小学校

におきまして、静岡県子ども・若者育成支援強調月間に合わせ、街頭キャンペーンを行

いました。市長をはじめ、下田警察署長さんらと共に子どもたちに対し、あいさつ運動

を行いました。また、当日は青色防犯パトカー３台を白浜・浜崎方面、稲梓・稲生沢方

面、朝日方面の３地区に分け、見守りパトロールも行いました。この青色防犯パトカー

でのパトロールは、今後も継続的に実施していきたいと考えております。 

４点目でございますが、11月６日(水)の大賀茂小学校区を皮切りに、本日の白浜小学

校区が最後になりますが、中学校再編保護者説明会を開催して参りました。また、下田

中学校につきましては、本年度中にプレハブ設置工事等が行われるため、11月 11日(月)

に保護者説明会を個別に行わせていただきました。今後、現下田中学校の生徒と教職員

を対象とした説明会も開催させていただく予定となっております。詳細につきまして

は、説明会での保護者配付資料と共に大賀茂小、浜崎小、稲生沢小、稲梓小までの会議

録も配付しておりますので、後ほど事務局から報告をさせていただきます。 

５点目、こちらも新聞記事を掲載させていただいておりますが、11月 25日(月)に浜

崎小学校東館の安全祈願祭が行われ、田中委員にもご出席していただきました。ありが

とうございました。詳細につきましては、新聞記事をご確認いただきますようよろしく

お願いいたします。 

６点目、再度、学校再編関係になりますが、11月 21日(木)に未来の下田創造プロジ

ェクト部会、11月 26日(火)に第７回学校統合企画研究会を開催させていただきました。

未来の下田創造プロジェクト部会では特別ゲストとして、静岡大学教職大学院の教授で

下田市立学校統合準備委員会の副会長でもある武井先生をはじめ、その他、大学の教授

２名、教職大学院生６名の方にも参加していただきました。このプロジェクト部会は、

ワクワク感や熱い想いをもって取り組ませていただいており、また大学との連携の中で

も下田市の再編にご協力をいただいております。 

７点目、11月 23日(土)に第 29回市Ｐ連バレーボール大会が開催されました。ＰＴＡ

会員の減少の中でもすべての学校、全 11校のチームが参加し、各チームとも和気藹々

の中、熱戦が繰り広げられました。結果については、朝日小が見事３連覇を決めたとの

ことです。 
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８点目でございますが、11月 26日(火)には第１回下田市いじめ問題対策連絡協議会

並びにいじめ問題専門委員会の合同会議を開催し、現状とアンケート実施状況、啓発活

動等について協議を行いました。こちらも新聞記事を掲載してございますので、後ほど

ご確認をお願いいたします。 

９点目、11月 27日(水)に第２回オリンピック・パラリンピック下田市推進協議会を

開催させていただき、様々なご意見をいただきました。詳細については新聞記事をご覧

いただきたいと思います。またオリパラに関連した事業としまして、11月 22日(金)に

浜崎小が推進校に指定されている関係で、バレーボール元アメリカ代表のヨーコ・ゼッ

ターランドさんにお越しいただき、子どもたちにバレー教室を行っていただきました。

こちらも新聞記事を掲載しておりますのでお読み取りください。 

10点目でございますが、11月７日(木)、教育委員会点検評価有識者委員会を開催さ

せていただき、有識者の皆様からご意見をいただきました。本日、教育委員の皆様に点

検評価報告書の成果品を配付しております。また本報告書につきましては、議会に報告

させていただくとともに市ホームページにも掲載させていただきます。 

同日、併せて開催させていただきました第１回下田市総合教育会議につきましても続

けて出席していただきまして、ありがとうございました。こちらも新聞記事を掲載して

おります。 

新聞記事につきましては、他の教育関係記事も掲載しておりますので後ほどお読み取

りください。 

私からは以上ですが、委員の皆様からのご質問等の前に、事務局から補足説明をさせ

ます。 

 

学校教育課長 以下について、補足説明。 

・中学校再編整備保護者説明会経過報告 

 

教育長  教育長報告事項について、何かご意見等いかがでしょうか。 

ないようであれば教育長報告事項は以上とさせていただきます。 

５ 議事 

(１) 報第 19号 専決処分の承認を求めることについて 

   専第 19号 令和元年度下田市一般会計補正予算（第５号）：教育委員会 

教育長 事務局より説明願います。 

学校教育課長 ― 資料に基づき、概要説明 ― 

教育長 ただ今の説明につきまして、何かご意見等いかがでしょうか。 

 ないようであれば、報第 19号、専第 19号につきましては、ご承認をいただけるとい

うことでよろしいでしょうか。 
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全委員  異議なし。 

 

教育長  ありがとうございます。それでは報第 19号、専第 19号につきましては原案のとおり

承認と決定しました。 

 

(２) 報第 20号 専決処分の承認を求めることについて 

   専第 20号 令和元年度下田市一般会計補正予算（第６号）：教育委員会 

教育長 事務局より説明願います。 

学校教育課長

及び生涯学習

課長 

― 資料に基づき、概要説明 ― 

教育長 ただ今の説明につきまして、何かご意見等いかがでしょうか。 

 ないようであれば、報第 20号、専第 20号につきましては、ご承認をいただけるとい

うことでよろしいでしょうか。 

 

全委員  異議なし。 

 

教育長  ありがとうございます。それでは報第 20号、専第 20号につきましては原案のとおり

承認と決定しました。 

 

(３) 議第 37号 市議会の議決を経るべき議案の原案の決定について 

        （下田市立公民館設置管理条例の一部を改正する条例の制定について） 

教育長 事務局より説明願います。 

生涯学習課長 ― 資料に基づき、概要説明 ― 

教育長 ただ今の説明につきまして、何かご意見等いかがでしょうか。 

 ないようであれば、私から少し確認をさせていただいてもよろしいでしょうか。残る

公民館の朝日、稲生沢、本郷についてですが、それぞれ各区長さんから廃止についての

合意はいただいていると認識しておりますが、間違いないでしょうか。 

 

生涯学習課長  はい、そのとおりで、各区長さんから廃止についての承諾はいただいております。 

 

教育長  その後の活用方法についての検討が決定次第、廃止条例を制定する形で進めていく理

解でよろしいでしょうか。 

 

生涯学習課長  はい、そのとおりで、生涯学習課としても理解しております。 
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田中委員  建物を残しての譲渡は、今のところ、白浜公民館だけですか。 

 

生涯学習課長  現在の５館については、白浜公民館だけが建物譲渡となります。しかし白浜は解体費

用分を修繕した後に原田区に対し、譲渡させていただく予定となっております。 

 

教育長  解体費用はどれ位を見込んでいるのですか。 

 

生涯学習課長  見積もりによりますと、538万円程度となります。土地については、白濱神社が所有、

伊豆漁協が賃借人となり市に転貸している土地になっておりまして、今後につきまして

は、原田区がその土地使用料等を対応していく形となります。 

 

教育長  その他にご意見等、いかがでしょうか。 

ないようであれば、議第 37 号につきましては、ご承認をいただけるということでよ

ろしいでしょうか。 

 

全委員  異議なし。 

 

教育長  ありがとうございます。それでは議第 37 号につきましては原案のとおり承認と決定

しました。 

 

(４) 議第 38号 市議会の議決を経るべき議案の原案の決定について 

        （令和元年度 下田市一般会計補正予算（第７号）：教育委員会） 

教育長 事務局より説明願います。 

学校教育課長

及び生涯学習

課長 

― 資料に基づき、概要説明 ― 

教育長 ただ今の説明につきまして、何かご意見等いかがでしょうか。 

 

田中委員  先ほど全国大会等出場費補助金の説明の中で、台湾へ行くとのことでしたがどなたが

行かれるのでしょうか。 

 

生涯学習課長  下田小学校５年生の大塩颯汰くんになります。陸上の関係で、先日開催された大会で

優秀な成績を収められましたので、今回は全国大会ではないのですが、補助金交付要綱

上、市長がその他認めるものと判断させていただき、補助金を交付させていただきたい

と考え、補正予算として計上させていただいております。 

 

教育長 

 

 教育委員会としましても基本は全国大会となりますが、それらに類するものでも、少

しでも補助金を交付できるようにしていきたいと考えております。 
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教育長 私からも一つ確認させてもよろしいでしょうか。幼保こども園の光熱費がそれぞれ増

額補正となっていますが、このようになった理由について、お伺いしたいのですがよろ

しいでしょうか。 

 

学校教育課長 

 

 増額補正の理由につきましては、学校教育課として、昨年度の当初予算要求時から１

年間分の光熱費を要求していたのですが、実際の使用に応じて不足分を増額させていた

だいたものです。小中学校につきましては、今年度エアコンを設置させていただきまし

たが、今のところそれほど大きな支出はなく、増額補正を行うような状況ではありませ

ん。しかし今後の利用状況によっては増額補正を行う可能性もありますので、その際は

また提案をさせていただき、ご意見を伺わせていただきたいと思います。 

 

教育長  その他にご意見等いかがでしょうか。 

 ないようであれば、議第 38 号につきましては、ご承認をいただけるということでよ

ろしいでしょうか。 

 

全委員  異議なし。 

 

教育長  ありがとうございます。それでは議第 38 号につきましては原案のとおり承認と決定

しました。 

 

(５) 議第 39号 要保護及び準要保護児童生徒の認定について 

教育長 続いて議第 39号につきまして、事務局からの説明を求めます。 

事務局 議第 39号につきましては、審議内容が個人情報を含んでおりますので非公開という形

で審議させていただいてよろしいでしょうか。 

教育長 ただ今、事務局から非公開という形での審議を提案されましたが、よろしいでしょう

か。 

全委員 異議なし。 

教育長 それでは、議第 39号につきましては、非公開での審議とさせていただきます。 

 ＜ 非公開での審議＞ 

新規審査１件：認定１件 
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６ 報告事項 

  ・次年度の稲梓小放課後児童クラブ設置検討するため、説明会を 11月 29日(金)に開催する旨、こど

も育成係長より報告。 

  ・下田中学校生徒及び教職員を対象として整備計画説明会を 12月 18日(水)に開催する旨、学校教育

課長より報告。 

 

７ その他 

・教育委員会 12月定例会を 12月 24日(火)午後１時 30分から下田市立中央公民館大会議室で開催。 

 

８ 閉会 

11月定例会 11月 28日（木）13時 30分開会。 

教育長 14時 50分に閉会を宣す。 

 

会議録署名人 


