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令和２年２月 下田市教育委員会定例会 会議録 

 

 令和２年２月 20日（木）15時 00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 

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 

澤地  彩  生涯学習課 図書係長 

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 

15時 00分教育長開会を宣す。 

 

２ 会議録署名人選出 

会議録署名人に西堀政幸委員を選出。 

 

３ １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 

  ２月事業報告及び３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、１月定例会終了後、田中とし子委員の任期が３月のため、学校教育課長

と私とで再任をお願いしました。田中委員も家庭等のご事情がある中、もう一期という

ことでお願いし、何とか再度委員として快諾していただける形となりました。正式には

下田市議会３月定例会の議決を得て、決定となります。田中委員におかれましては、下

田市の教育行政のためにどうぞよろしくお願いいたします。 

続いて２点目、１月 24日に下田総合庁舎内に開所された「賀茂キャンパス」の開所

式に参加してきました。賀茂地域１市５町は、静岡大学、静岡県立大学、静岡文化芸術

大学の３大学と相互連携に関する協定を平成 30年 12月に締結しており、地元の市民活

動団体、高校、小中学校などとの交流を促進するために開所されました。今後、このキ

ャンパスを拠点に様々な活動が計画されておりますが、詳細につきましては、新聞記事

を配付しておりますのでそちらでお読み取りください。 

３点目、学校再編関係では１月 30日、２月 10日に学校統合企画研究会、１月 31日

には、未来の下田創造プロジェクト部会を開催し、それぞれ学校再編に向けた課題につ

いて協議検討を行いました。 

４点目ですが、新聞記事の３ページにあるとおり、１月 31日に第３回東京オリンピ

ック・パラリンピック下田市推進協議会を開催し、特に聖火リレーを盛り上げるという

ことで、大漁旗装飾など多くの提案をいただきました。オリパラの機運醸成とレガシー

構築のため、今後も教育委員の皆様にもご意見をいただきながら、市全体で盛り上げる

ために協議していきたいと考えております。 

続いて、５点目、新聞記事の２ページになりますが、下田・河津駅伝が中止、雨で 1978

年以来 42年ぶりということで、当日朝に中止と判断させていただき、いくつか課題が

ありました。また、昨今は異常気象も多く、この時期にあの大雨が降ることなどありま

せんでした。今後、そういった部分も含めながら、今回の経験を活かし、中止時の対応

等について考えていきたいと思います。 

６点目、２月７日には北方領土マラソンが開催され、本年度はインフルエンザの流行

もなく、４中学校全ての２年生が参加しました。特に稲梓中の子どもたちは小さい学校

ですが、１位から８位までに男女合計５名の生徒が入賞し、非常に頑張っているなと感

じました。詳細については、こちらも新聞記事をお読み取りください。 

７点目になりますが、添付資料の６ページをお開きください。２月 25日から下田東

中、26日から稲梓中、稲生沢中、下田中が修学旅行を予定しています。新型コロナウィ

ルスの関係で臨時の賀茂地区 12校の中学校長会を開催し、この文書のとおり、当初の

予定どおり実施すると決定しました。市からは１人３枚のマスク提供、また手洗い、消

毒等の指導、配慮を徹底し、情報を収集しながら、旅行社に対しても安全策を十分講じ

ていただけるよう依頼する中で、実施させていただく予定となっております。 

最後に例年教育委員の皆様にお願いをしている卒業式及び入学式への出席の関係に

なります。添付資料の７ページに一覧を付けておりますので、祝辞等を含め、ご対応を
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お願いいたします。 

私からは以上ですが、事務局から補足説明等をお願いします。 

 

学校教育課長  田中委員再任の関係でございます。先ほど教育長からもお話しがございましたが、下

田市議会３月定例会での議決をもって正式に決定となります。議決後、辞令交付式を市

長室で執り行いたいと思いますので、今後日時等について調整させていただきたいと思

います。 

 続いて２月 27日の「一人一台パソコンの実施に関する説明・意見交換会」でござい

ます。こちらは現在文部科学省においてＧＩＧＡスクール構想というパソコン整備事業

を進めようとしておりますが、その事業の進め方について、県市町長会から再度説明会

を文部科学省に求め、開催させていただくものです。パソコン等を全て購入できたとし

ても維持費等莫大な費用になることが想定されることから、現在、下田市におきまして

は各小中学校にパソコン等についてどういった使い方が出来るのか等、調査をしており

ます。いずれにしましても具体的な交付要項等が明らかになった段階で、補正予算等の

対応をする形で進めて参りたいと考えております。 

 最後に、３月 10日に千葉大学ヒアリングということで事業計画の中で説明させてい

ただきましたが、こちらは昨夏、教職員全体会にて講師をお願いしました千葉大学の貞

広斎子教授ほか３名が文部科学省の「少子化・人口減少社会に対応した活力ある学校教

育推進事業」の委託研究の一環として下田市がそのヒアリングを受けるものです。貞広

教授は文部科学省等の中央省庁で活躍されており、また一緒に来られる同じく千葉大学

教育学部の天笠茂特任教授につきましても、学習指導要領の策定を中心的にやって来ら

れた方になります。 

 補足説明は以上となります。 

 

教育長  ありがとうございました。何がご意見等いかがでしょうか。 

 

田中委員  千葉大学の貞広先生についてですが、下田市側から招聘されたのでしょうか。 

 

学校教育課長  現在、統合企画主任として動いていただいている下田東中学校の佐々木先生のご尽力

により、現在のような関係を作らせていただいております。佐々木先生が静岡大学教職

大学院に所属していた当時、学校再編の研究をする中で、統合準備委員会の副会長であ

る武井教授を介して、貞広教授と接点を持たせていただいたとのことです。その中で昨

夏、教職員全体会の講師をお願いする形となり、そのお願いをする際には、佐々木先生

とともに私と原主査も一緒に千葉大学に伺わせていただきました。 

 

教育長  全国トップクラスの教授が下田に来られるということ、また全国的にも４校を１校に

するという珍しい学校再編でもあるので、そういった方たちとのパイプを強くし、力を

お借りしながら、より良い中学校を目指していきたいと思います。 
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田中委員  新型コロナウィルス関係でよろしいでしょうか。８割の方が軽症であるということだ

が、現在、厚生労働省のガイドラインといったもの、また下田市独自の会議やイベント

等のガイドライン、なるべく少人数で行いなさいといったようなものはあるのでしょう

か。 

 

学校教育課長  現在、市としてイベント等を取りやめるというようなことは考えておりません。また

ガイドラインにつきましても、感染症等の通常のものしかありません。厚生労働省等か

らの通達関係でございますが、下田市におきましては所管課が市民保健課になり、その

都度、情報等共有をしております。また、現時点におきまして、市が独自の対策会議等

を開催するといった予定はございません。先ほど教育長から修学旅行の実施について、

お話しさせていただきましたが、国内の修学旅行を中止した事例はまだ確認しておら

ず、マスク着用等の対策を十分に行うことなどから実施させていただく形となっており

ます。 

 

田中委員  感染経路がわからないという状況もありましたので、そういった観点から発言をさせ

ていただきました。 

 

学校教育課長  学校のほか、市民保健課や他公共機関との連携を取りながらしっかりとした対策を調

整していきたいと考えております。 

 

田中委員  もう１点よろしいでしょうか。卒業式や入学式での祝辞についてですが、先日の成人

式でのぷろたんさんのお話みたいな形、話を固いものではなく、簡略化できないのかな

と思いますが、いかがでしょうか。 

 

教育長  ＰＴＡ会長の成り手がいないと言われている原因の一つにそういった式典で話しを

しなければならないことがよく挙げられます。私も過去にそういった事例があり、ＰＴ

Ａ会長に挨拶をお願いしなかった時もありました。しかし、式自体は学校主催となりま

す。教育委員会として、こういった話を学校側に投げかけることも出来るのかなと感じ

ております。 

 

天野委員  人前でしゃべることはやはり緊張するので、簡略化した話をするというのもかなりハ

ードルが高くなってしまうと思います。子どもたちも校長先生の他、ＰＴＡ会長や教育

委員の話を長い間、聞く形になるのでなかなか難しい部分だとは思います。 

 

西堀委員  話をする３人ともほぼ同じ内容で、教育委員の話がなくても良いのかもしれません。 

 

教育長  ですが、教育委員としての存在意義と言いますか、そういった所で自分としましては

教育委員としての役割といったものはやはり必要だと考えております。 
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田中委員  他市町の状況はどういったものでしょうか。祝辞をやること自体は全然問題ありませ

んが。 

 

学校教育課 

参事 

 

 河津町については、教育委員の方が祝辞をしております。 

教育長  今後、賀茂地区以外の調査を行い、来年度以降、検討する形でよろしいでしょうか。

例えば逆に小学校入学式での教科書授与などは学校長ではなく、教育委員が行う形も考

えられると思います。そういった部分を含め、検討させていただきたいと思います。 

 

天野委員  １点だけよろしいでしょうか。稲生沢公民館での作品展ですが、どういった作品展で

しょうか。 

 

生涯学習課長  市民の方などが例えば絵手紙等の作品を作っており、そういった作品の展示会になり

ます。チラシがございますので、後ほど配付させていただきます。 

 

教育長  これは公民館活動として行っているのでしょうか。よく白浜などでは地元の祭典と併

せて、地域の団体が作品展を開催していますが。 

 

田中委員  文化祭として実施しているのでしょうか。 

 

教育長  いずれにしましても今後公民館が１つになっていく中で、そういった活動をどうして

いくのかといった部分についても検討していかなければならないと考えております。 

 

天野委員  現在、子どもとの親子活動の中で、色々な活動をしているのですが、何か新しいもの

をという中で、そういった作品展で展示しているものを子ども達と一緒に作るといった

活動に繋げることができればと思い、質問をさせていただきました。 

 

教育長  その他にご意見等いかがでしょうか。ないようであれば教育長報告事項は以上とさせ

ていただきます。 

 

５ 議事 

(１) 議第３号 市議会の議決を経るべき議案の原案の決定について 

  （下田市放課後児童健全育成事業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 事務局より説明願います。 

事務局 ― 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。 
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教育長  ないようであれば、議第３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３号につきましては原案のとおり承認と決定し

ました。 

 

(２) 議第４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８号：教育委員会） 

教育長 事務局より説明願います。 

事務局 ― 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。 

 

教育長  ないようであれば、議第４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４号につきましては原案のとおり承認と決定し

ました。 

 ここで議事を一旦閉じ、午後４時 10分まで休憩とします。 

 

休憩（午後４時から午後４時 10分まで） 

 

(３) 議第５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２年度下田市一般会計予算：教育委員会） 

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。 

事務局 ― 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  １点だけよろしいでしょうか。図書館については現時点で新築を考えているのでしょ

うか。 

 

生涯学習課長  これまでは令和６年度に図書館を建設ということで検討を進めて参りましたが、市の

他事業との絡み、新庁舎、学校再編、また焼却場や斎場組合の更新の問題も新たに出て
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参りました。そういった中で、市全体の優先順位を考えますともう一度、図書館建設に

ついて検討せざるを得ないという状況でございます。また図書館に求められるものも時

代とともに変化してきており、まちづくりや交流の場の中心として図書館を捉えられて

きております。再度、しっかりと腰を据えて、検討して参りたいと考えております。 

 

田中委員  わかりました。ありがとうございました。 

 

学校教育課長  過疎債も全体としての枠が決まっておりまして、そういった中、図書館については建

設に係る特定の財源もない中で、このような判断をさせていただいたということになり

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５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５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６号 静岡県費負担教職員人事の内申について 

教育長 事務局より説明願います。 

事務局 ― 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。 

 

教育長  ないようであれば、議第６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６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７号 下田市立学校統合準備委員会委員の委嘱について 

教育長 事務局より説明願います。 

事務局 ― 資料に基づき、概要説明 ― 
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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。 

 

教育長  ないようであれば、議第７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７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８号 下田市就学奨励金交付要綱の一部を改正する要綱の制定について 

教育長 事務局より説明願います。 

事務局 ― 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  改正前の第４条第１項第２号をなくし、また第４条の見出しも奨学生の資格等という

形になり、より明確になって良いと思います。 

 

教育長  ありがとうございます。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８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８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 

・田中委員より、教育委員の質の向上を目指し、研修などの年間計画を作成、実施することなど提案

され、次年度以降、情報交換をしながら検討することとなった。 

・教育委員会３月定例会を３月 25日(水)午後１時 30分から下田市立中央公民館中会議室で開催。 
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８ 閉会 

２月定例会 ２月 20日（木）15時 00分開会。 

教育長 16時 50分に閉会を宣す。 

 

会議録署名人 


