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令和元年８月 下田市教育委員会定例会 会議録 

 

 令和元年８月 23日（金）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階大会議室に招集

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 

平川 博巳  学校教育課 課長補佐兼学校教育係長 

大原 清志 学校教育課 こども育成係長 

金守 俊彦 生涯学習課 社会教育係長 

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 

会議録署名人に天野美香委員を選出。 

 

３ ７月定例会会議録承認 

事務局より資料に基づき説明、承認。 

 

４ 教育長報告事項 

  ８月事業報告及び９月事業計画について、事務局より資料に基づき説明。 
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教育長 それでは、私から何点かお話をさせていただきます。 

まず１点目です。先月定例会で中体連の結果を報告させていただきましたが、７月 24

日から中体連県大会が開催されました。出場したチームは健闘をしましたが、惜しくも

敗退し、東海大会への出場はありませんでした。 

続いて２点目です。別添新聞記事を添付してありますが、７月 24日にオリパラ１年

前事業として、東海バスラッピングセレモニーが行われました。詳細については新聞記

事をお読み取りいただければと思います。なお、このセレモニーには下田保育所５歳児

も参加し、セレモニーを盛り上げました。 

３点目、中学校再編関係になります。先ほど事業報告の中でも説明させていただきま

したが、８月１日に未来の下田創造プロジェクト部会、８月２日に統合企画研究会、ま

た別添新聞記事を添付してありますが、８月 21日には市内教職員を一同に集め、昨年

度に続き、第２回目となる市内教職員全体会を開催しました。千葉大学教育学部の貞広

斎子先生をお招きし、講演、ワークショップを行わせていただき、午後の賀茂地区教育

研究会と併せ、先生方は充実した１日を過ごしていただいたと思います。 

４点目、図書館整備庁内検討会議の関係では、８月１日に大和市の図書館へ視察に行

ってきました。また、８月９日には、地域情報化アドバイザー、岡本真氏を下田市にお

招きし、候補地になりそうな場所を見学しながら様々なご意見をいただきました。詳細

につきましては、後ほど事務局より補足説明をさせていただきます。 

５点目ですが、教科書採択につきましては、１市５町より同意書をいただき、無事に

採択をすることができました。ありがとうございました。 

６点目、こちらも別添の新聞記事を見ていただきたいのですが、８月５日に下田認定

こども園に絵本作家の鈴木まもるさんから段ボールで作成した機関車の寄贈がありま

した。写真を見ていただいてもお分かりになるかと思いますが、園児たちはこの機関車

に興味を示し、非常に喜んでいました。 

７点目、同じく８月５日にニューポートを訪問した中学生の報告会を行いました。今

回の訪問を非常に楽しみながら、貴重な体験をし、充実した８日間を過ごすことができ

たようです。詳細につきましては、こちらも新聞記事を添付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、事務局から何点か補足説明

をさせます。 

生涯学習課長 以下２点について、補足説明。 

・オリパラ関係（推進協議会立ち上げ、聖火ランナー等） 

・図書館整備庁内検討会議関係（大和市視察報告、地域情報化アドバイザー等） 

学校教育課長 以下４点について、補足説明。 

・青色防犯パトロール関係（講習会 33名参加、公用車 20台、９月中旬から開始等） 

・エアコン稼働式関係（白浜小にて市長、教育長等参加のもと） 

・下田市議会全員協議会報告事項関係（新中学校体育館の位置変更及び保育無償化） 
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・教科書採択関係（ＱＲコードの内容等について確認） 

教育長  以上につきまして、委員の皆様からご質問等ございますでしょうか。 

田中委員  図書館について質問、よろしいでしょうか。様々な検討がなされていると思いますが、

図書館は新築するのですか。また先ほどの説明の中で、図書館を用途によって分けてと

いうお話でしたが、私は今後の人口減少など将来的なことを考えますと１つの所にもっ

ていった方が良いと感じます。新築するのか、もしくはこれまでの別の施設を改装して

利用するのですか。 

生涯学習課長  新築かどうかという点ですが、現時点では別施設の改装を含め、両方の視点で検討を

させていただいているところです。 

教育長  基本的な姿勢としましては、まずは新しい図書館を作るんだという姿勢でいますが、

そういった部分を含め、庁内で検討を行っており、今の段階ではそのどちらかというこ

とは全く見えていない状況です。 

田中委員  令和６年度に新図書館をということでしたが。 

生涯学習課長  過疎債の関係でその年度で想定しております。下田市では今後、庁舎、学校再編、清

掃センター、斎場等、様々な事業が計画されている中で、令和６年度というのが過疎債

を図書館に使用できるポイントの年度になっております。 

田中委員  教科書採択の関係で、ＱＲコードについて話題になりましたか。 

学校教育課 

参事 

 ＱＲコードについての話題はありませんでした。教科書採択については、教科書全体

の内容を見て、判断させていただき、採択をさせていただいたところです。 

田中委員  でもこのＱＲコードについては、やはり不公平になる部分が出てくるのではないかと

思います。 

教育長  実際にはＱＲコードをあまり使用せず、教科書の中身だけを授業で教えていく形で

す。熱海や伊東にも意見を聞きましたが、あれば便利かなという考えでした。そういっ

たことから、やはり首長さん各々の考え方の問題で市の姿勢が変わってくるのではない

かと思います。 

田中委員  でも不平等ではないかなと感じます。 

教育長  この問題は現状では変わらないだろうと思います。今後、全国市長会などでの要望等

大きな問題になることにより、進展されるのではないかと思っております。その他に、
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ご意見等いかがでしょうか。 

天野委員  ８月 21日の賀茂地区教育講演会に参加させていただきました。講師の先生のお話の

中で、非常に印象的なものがありました。講師とお母さんとの間で、講師の方が４回司

法試験に落ちてしまって止めようかと悩んでいた時、お母さんから「迷ったら自分の心

が温かくなる方を選びなさい」と言われ、講師自身も凄く頑張れたとのこと。またお父

さんとの間でも、お父さんは山登りが大好きで、講師も一緒に登っていたそうなのです

が「頂上に行くと景色が良いから気分が良いが、その手前の頂上近くになるとよく不安

になってしまう。そういった時には頂点に近いんだという気持ちを強く持つことが大事

だ」と言われていた内容でした。こういった非常に良い内容を市内の先生方もお聞きに

なられたので、２学期からそういった視点の中で子どもたちと接していただきたいなと

思いました。本当に良いお話を聞かせていただきました。 

教育長  午前中から学校再編の講演、ワークショップ、午後からこの講演会と先生方の非常に

大変だったと思いますが、心に残ったお話で、先生方も色々と考える良い機会となった

と思われます。 

 

５ 議事 

(１) 報第 16号 専決処分の承認を求めることについて 

   専第 16号 消費税及び地方消費税の税率の改正に伴う関係条例の整理に関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。 

全委員  ＜ 意見なし ＞ 

 

教育長  それでは、報第 16号、専第 16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 16号、専第 16号につきましては原案のとおり

承認と決定しました。 

 ここで午後２時 45分まで休憩とさせていただきます。 
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休憩 （ 午後２時 30分～午後２時 45分 ） 

 

(２) 議第 28号 市議会の議決を経るべき議案の原案の決定について 

        （子ども・子育て支援法等の改正に伴う関係条例の整備に関する条例の制定について） 

教育長 休憩を閉じ、議事を再開します。それでは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。 

田中委員  説明の中で幼稚園は 2.57万円ということでしたが、これ以上かかる分については、保

護者が費用負担をする形になるのでしょうか。 

 

学校教育課長  都心の私立幼稚園等ではそういった差額分を保護者が負担することが考えられます。 

 

教育長  私立はその分、特別な教育を行っているということで保育料が高く設定されている園

もあると認識しています。 

 

田中委員  下田市はどうなのですか。 

 

学校教育課長  下田市の幼稚園は 6,100 円で全員が無償となります。なお、今回の無償化により、３

歳から５歳児保育料等の下田市独自軽減分ですが、これまで 900 万円ほど市負担がござ

いましたが、それがなくなる形になります。 

 

教育長  その他に何かご意見等いかがでしょうか。 

 

全委員  ＜ 意見なし ＞ 

 

教育長  それでは、議第 28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 28号につきましては原案のとおり承認と決定し

ました。 
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(３) 議第 29号 市議会の議決を経るべき議案の原案の決定について 

        （下田市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正す

る条例の制定について） 

教育長 それでは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。 

全委員  ＜ 意見なし ＞ 

 

教育長  それでは、議第 29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 29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 30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３号：教育委員会） 

教育長 それでは事務局より説明願います。 

学校教育係長 

こども育成係長 

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。 

全委員  ＜ 意見なし ＞ 

 

教育長  それでは、議第 30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 30号につきましては原案のとおり承認と決定し

ました。 
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(５) 議第 31号 下田市民文化会館条例施行規則の一部を改正する規則の制定について 

 

教育長 それでは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。 

全委員  ＜ 意見なし ＞ 

 

教育長  それでは、議第 31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 31号につきましては原案のとおり承認と決定し

ました。 

 

(６) 議第 32号 下田市立学校処務規程の一部を改正する規程の制定について 

 

教育長 それでは事務局より説明願います。 

学校教育係長 ― 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。 

全委員  ＜ 意見なし ＞ 

 

教育長  それでは、議第 32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 32号につきましては原案のとおり承認と決定し

ました。 

 

(７) 議第 33号 下田市中学生自転車損害賠償保険等加入に係る補助金交付要綱の制定について 

 

教育長 それでは事務局より説明願います。 
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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。 

田中委員  県自転車条例の学校の義務部分で、これは学校管理下の中だけであって、それ以外は

保護者という認識で良いのか。 

 

学校教育課長  そのとおりで、中学校では特に通学部分で、プライベートについては関係ありません。 

 

教育長  学校側はおおよそ、このＴＳマークを確認する形になるのか。 

 

学校教育課長  ＴＳマークは自転車１台ずつに登録され、保険がかけられるものです。それ以外でも

例えば自動車の特約などに人にかかる保険などもございますが、そういったものもこの

交付要綱の対象となり、１世帯につき 1,000円上限、２分の１補助となります。 

 

教育長  その他に何かご意見等いかがでしょうか。 

 

全委員  ＜ 意見なし ＞ 

 

教育長  それでは、議第 33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 33号につきましては原案のとおり承認と決定し

ました。 

 

６ 報告事項 

  特になし。 

 

７ その他 

・教育委員会学校訪問について、10月 23日（水）もしくは 10月 28日（月）に開催予定。 

・次回開催日、会場を９月 25日（水）13時 30分、中央公民館大会議室に決定。 

 

８ 閉会 

８月定例会 ８月 23日（金）13時 30分開会。 

教育長 16時 40分に閉会を宣す。 

 

会議録署名人 


