
 

令和３年２月 下田市教育委員会定例会 会議録 

 

 令和３年２月 24日（水）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。 

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 

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。 

 井出 涼子  学校教育課 主事 

 

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 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。 

 

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点目になりますが、新聞記事の１ページをご覧ください。１月 21日に、稲生

沢中学校３年生のご協力により、サーフィンのホストタウンである下田市が、サーフィ

ンチームを応援するため、米国国歌を英語で斉唱し機運を高めました。 

続きまして２点目になりますが、１月 24日に第 49回下田河津間駅伝競走大会が荒

天のため中止となりました。２年連続の中止です。２月 10日に反省会を開催し、来年

は第 50回大会ですので、記念大会にふさわしい内容も検討していくとの話でした。 

続きまして３点目になりますが、１月 27日に子ども子育て会議を実施し、第２期

子ども・子育て支援事業計画の推進について協議しました。冊子については委員の皆様

に配布してありますが、喫緊の課題として人口減少に伴い下田幼稚園の入園者が少ない

ため、今後再編についても議題に上げ検討していただくことになりました。 

続きまして４点目になりますが、新聞記事の２ページをご覧ください。２月６日に

未来を切り拓くドリーム授業賀茂版を実施しました。当初は賀茂キャンパスで賀茂地区

の１・２年生の代表者が参加となっており、下田市では 14名参加予定でしたが、賀茂

地区で新型コロナウイルスが発生したのを受け、リモートでの実施となりました。下田

市は録画したものを参加予定者に配布する予定です。 

続きまして５点目になりますが、新聞記事の３ページをご覧ください。松陰とかく

まった医師の冊子を下田市教育委員会が一冊 500円で発刊しました。 

続きまして６点目になりますが、学校再編関係について報告します。２月１日に統

合企画研究会を実施し、各部の報告と部活動について話し合いを行いました。２月 15

日は、総合学習ワーキンググループで、１年間を通してどのように実施していくか、２、

３年生のモデル案を検討しました。２月 22日は統合企画研究会を実施しました。２月

26日は新中学校の校章の投票締切日です。まだ投票が済んでいない方は、この後、校章

アンケート記入後、投票をお願いします。校章の記事につきましては、４，５ページに

なります。次に、通学に関するヒアリングですが、小学校７校を訪問し、保護者、PTA,

先生を交えながら、通学に関する要望を聞きました。２回目のヒアリングは、１回目の

意見をまとめたものを配布させていただき、話し合いを実施しています。 

続きまして７点目になりますが、２月 18日に広域連携会議専門部会を開催しまし

た。内容は、賀茂地区の学校再編、ICT教育、ドリーム授業賀茂版等について話し合い

を行いました。 

続きまして８点目になりますが、２月 20日に聖火リレーのコースの一斉清掃を、

下田市の青年部、青年会議所、東京オリンピック・パラリンピック下田市推進協議会の

方々がボランティアで行ってくださいました。沿道の人たちからは、ご苦労様、ありが

とう、頑張ってください等の温かい声をいただきました。 

続きまして９点目になりますが、新聞記事の６ページをご覧ください。２月 21日

に東京オリンピック・パラリンピック下田市推進協議会を開催しました。その後、東京

オリンピック映画上映会を実施しました。また、東京オリンピック・パラリンピックの

米国代表チームホストタウンと代表選手らが交流するシンポジウムが、２月 21日にオ

ンラインで開かれました。下田市からは、全国７つのホストタウンで制作した米国国歌

斉唱リレー動画に出演した稲生沢中学校の生徒２名が参加しました。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

学校教育課 

課長補佐 

 

 

田中委員 

 

 

教育長 

続きまして 10点目になりますが、教育大綱（案）のパブリックコメントを２月 16

日に締め切りました。詳しくはこの後、協議報告事項で説明させていただきます。 

続きまして 11点目になりますが、修学旅行について報告させていただきます。浜

崎小学校が２月８日、９日に実施しましたが、１日目は西伊豆方面に行き、夜はホテル

クリフサイド柿崎に宿泊、２日目は伊東方面に行ったとのことです。大賀茂小学校は、

２月 18日、19日に実施し、伊東方面に行き、夜は熱川プリンスホテルに宿泊したとの

ことです。両校とも無事終了し、子ども達の思い出づくりが出来たと聞いております。 

続きまして 12点目になりますが、２月 24日の午前中に、クックランドさんより全小

学校に金目コロッケを寄贈していただく事になり、贈呈式を教育委員会で行いました。

児童、学校教員含め、1000個寄贈していただきました。３月２日より順に、各学校に寄

贈していただくとのことです。 

続きまして 13点目になりますが、新聞記事の７ページをご覧ください。動画撮影で

機運醸成と記載がありますが、下田市は、東京オリンピック・パラリンピック米国サー

フィンチームホストタウンとして、地元のサーファーに協力をしていただき、動画撮影

を行いました。 

続きまして 14点目になりますが、新聞記事の８ページをご覧ください。マリンネッ

ト下田が、朝日小学校がサップ体験を実施した時のアルバムを寄贈してくださいまし

た。 

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。 

 

 ミマスさんとの交流会ですが、緊急事態宣言が解除されましたら、３月 10日、11日

に実施する予定です。詳細につきましては後日お知らせいたしますので、ぜひご参加い

ただけたらと思います。 

 

 パブリックコメントの意見は、事務局で修正、取りまとめ等をすると思いますが、そ

のことについて 3月の総合教育会議で提案するということでしょうか。 

 

 基本的には今仰ったような形で進める予定ですが、この後協議報告事項で、パブリッ

クコメントをまとめたものをお配りするので、委員の皆様に見てもらい、意見をいただ

けたらと思います。そして、最終的に出来たものを総合教育会議で提出したいと思って

おります。内容的なことを言いますと、教育大綱（案）にリンクしているものがほとん

どですので、教育大綱（案）の文言等は変更していません。 

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１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（債務負担）下田中学校整備工事（建築）請負契約の締結についての一

部変更について） 



 

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 ― 

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、議第１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１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２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（債務負担）下田中学校整備工事（機械設備）請負契約の締結について

の一部変更について） 

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 ― 

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、議第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。それでは議第２号につきましては原案のとおり承認と決定し

ました。 

 

(３) 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 

        （令和２年度（債務負担）下田中学校整備工事（電気設備）請負契約の締結について

の一部変更について） 

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 ― 

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、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。 

 

 

(４) 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 

        （市有財産（建物）の譲与について） 

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、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。 

 

(５) 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補正予算第 14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 ― 

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、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。 

 

（６）議第６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３年度下田市一般会計予算：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 ― 

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、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。 

 

(７) 議第７号 下田市吉田松陰寓寄処管理規則の一部を改正する規則の制定について 

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、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。 

 

(８) 議第８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。 

学校教育課 

参事 

 

― 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、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。 

 

(９) 議第９号 下田市修学旅行中止に伴うキャンセル料等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 ― 

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、議第９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９号につきましては原案のとおり承認と決定し

ました。 

 

 

６ 協議報告事項 

・下田市教育大綱（案）に関する市民意見（パブリックコメント）の募集結果について参事より説明。 

・新中学校の通学方法について、学校教育課課長補佐土屋より説明。 

・新中学校の部活動について、学校教育課原主査より説明。 

 

７ その他 

  教育委員会３月定例会を３月 22日（月）15時 00分から下田市立中央公民館大会議室で開催。 

８ 閉会 

２月定例会 ２月 24日（水）13時 30分開会。 

教育長 17時 10分に閉会を宣す。 

 

会議録署名人 


