
 

令和２年４月 下田市教育委員会定例会 会議録 

 

 令和２年４月 21日（火）14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 

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。 

糸賀  浩  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 

土屋  仁  学校教育課 課長補佐 

平川 博巳  学校教育課 課長補佐兼学校教育係長 

内田 陽久 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 

井出 涼子  学校教育課 主事 

 

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 

14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 ３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 

  ４月事業報告及び５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、４月７日の小中学校入学式につきましては、新型コロナウイルス対策の

一環として規模を縮小し、小学校につきましては、６年生が式に参加、中学生は在校生

が参列しない中、行われました。何とか入学式ができたことは本当に良かったです。近

隣の市では、中学は実施できたが、小学校は延期になったというところもあったと聞い

ております。 

続いて２点目、学校の休業につきましては、近隣の町で新型コロナウイルス感染症陽

性患者が確認されたため、４月８日（水）から 21日（火）までの２週間休業とするこ

とを下田市コロナウイルス感染症対策本部会議において決定しました。学校も急遽の決

定でその対応に追われましたが、大きな混乱もなかったと報告を受けております。 

続く、第３弾としまして、４月 22日（水）から５月６日（水）までの期間につきま

しても引き続き休業とさせていただきました。今後の動きですが、学校には 27日（月）

と 28日（火）の２日間で子どもたちの健康チェックをお願いし、30日（木）に開催予

定の市本部会議においてその旨を報告する予定です。また政府、県の動向を見ながら、

状況によっては６日以降も休業延長となる可能性も踏まえながら対応をしていきたい

と考えております。併せて、県教委から教職員の勤務について、５割減を目指すという

通知も近日中に発出するとの情報もあり、休む場合には在宅勤務もしくは年休で対応す

るようになるとのことです。因みに市職員については現時点でまだ動きはありません。

現時点での教職員の休暇については、校長判断のもと対応をしていただいております。

私からは以上となります。何かご意見等、いかがでしょうか。 

 

田中委員  ２か月近く休校となる中で、更に延長となると子どもたちの家での過ごし方、家庭、

保護者の方は大変なご苦労をされておられると思います。そういった中で、学校を再開

するタイミング、どういった条件で再開となるのか、何か指標となるものがありました

らご教示いただきたいのですがよろしいでしょうか。 

 

教育長  現時点で５月７日（木）から再開ということで、これは近隣市町を見て判断をさせて

いただきました。今後についてですが、５月１日（金）に臨時校長会を開催し、連休に

入る前、27日（月）と 28日（火）の２日間での子どもたちの様子を見た報告などを踏

まえ、協議させていただく予定です。ただ、それ以降、仮に下田市で陽性患者が確認さ

れた場合、休暇中であっても会議等開催し、協議させていただきたいと考えております。

まだ先が見えない中ですが、まずは命を守ること、健康を第一とし、その都度、対応を

していきたいと思います。また未指導教科等の問題、例えば何時間授業が不足している

かなど、現在、各校に確認をさせていただいております。今後、場合によっては長期休

業中にその部分を補ったり、１日６時間授業を７時間授業とするなど、様々な検討を行

い、対応していきたいと考えております。場合によっては、長期休業が短縮される可能

性もあると考えております。 



 

田中委員  ありがとうございます。 

 

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

ていただきます。 

 

５ 議事 

(１) 専第２号 専決処分の承認を求めることについて 

報第２号 社会教育指導員の任命について 

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、専第２号、報第２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。それでは専第２号、報第２号につきましては原案のとおり承

認と決定しました。 

 

(２) 専第３号 専決処分の承認を求めることについて 

報第３号 下田市公民館長の任命について 

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、専第３号、報第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。それでは専第３号、報第３号につきましては原案のとおり承

認と決定しました。 

 

(３) 専第４号 専決処分の承認を求めることについて 

報第４号 下田市スポーツ推進委員の委嘱について 

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、専第４号、報第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。それでは専第４号、報第４号につきましては原案のとおり承

認と決定しました。 

  

(４) 専第５号 専決処分の承認を求めることについて 

報第５号 下田市青少年補導センター補導員の委嘱について 

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、専第５号、報第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。それでは専第５号、報第５号につきましては原案のとおり承

認と決定しました。 

  

(５) 専第６号 専決処分の承認を求めることについて 

報第６号 下田市社会教育委員の委嘱について 

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、専第６号、報第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。それでは専第６号、報第６号につきましては原案のとおり承

認と決定しました。 



 

 (６) 専第７号 専決処分の承認を求めることについて 

報第７号 下田市公民館運営審議会委員の委嘱について 

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、専第７号、報第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。それでは専第７号、報第７号につきましては原案のとおり承

認と決定しました。 

  

 (７) 議第 15号 下田市英語検定受検推進補助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。 

学校教育課長 ― 資料に基づき、概要説明 ― 

田中委員 児童生徒１人当たり同一年度内同一級に対し１回を限度という部分について、再度説

明をお願いできますか。 

学校教育課長 これまでは１人当たり、１回きりの補助金交付でしたが、改正後につきましては、１

人当たり、受検級を変えれば、何回でも補助金交付を受けることができるようになりま

す。より多くの児童生徒が受検してもらえるよう補助金を拡充させていただきました。 

天野委員  英検を受験する会場はどちらで受ける形になりますか。 

 

学校教育課長  準会場として各中学校で実施したり、高校を会場にする場合もあります。その都度の

受検者数により準会場等の場所が異なる場合があります。 

 

教育長  ３級以上になると面接等もあるため、会場は適宜設定される形となります。教育委員

会としましては、英語教育という部分をより拡充させたい、また小学校におきましても

英語の授業が始まるといった部分で、小学校児童まで補助対象を拡充させていただきま

した。まずは全ての中学１年生が５級を受ける体制ができるよう、各学校に実施を投げ

かけていきたいと考えております。 

 

田中委員  受検機会としては、年１回なのでしょうか。 

 



 

教育長  英検は年３回、機会はあります。ですが、１年生ですと中学へ入学し、すぐに受検す

ることは難しいと思われるので、想定としては３回目の２月ごろを目標に５級を受検す

る形になるのではないか想定しています。 

 

天野委員  今年度の第１回目の英検については、コロナ関係で中止となったと聞いています。 

 

教育長  大変申し訳ございませんが、教委としてその部分をまだ認識しておりませんでした。

再度、確認させていただきたいと思います。ぜひ多くの児童生徒にチャレンジしていた

だくよう各学校に投げかけていきたいと思います。 

 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 15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 15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 

  ・教育委員会事務局職員紹介については、別添「令和２年度教育委員会職員配置図及び事務文書」に

基づき説明。 

 

７ その他 

・定例会開催前に浜崎小学校東館及び下田中学校仮設校舎を視察。 

・教育委員会５月定例会を５月 26日（火）13時 30分から下田市立中央公民館大会議室で開催。 

・教育委員会定例会について、新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から今後、場合によっては

書面会議となる可能性もある旨説明し、了承。 

 

８ 閉会 

４月定例会 ４月 21日（火）14時 30分開会。 

教育長 15時 20分に閉会を宣す。 

 

会議録署名人 


