
 

令和３年３月 下田市教育委員会定例会 会議録 
 
 令和３年３月22日（月）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 
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。 
 井出 涼子  学校教育課 主事 
 
１ 開会 
15時00分教育長開会を宣す。 

 
２ 会議録署名人選出 
会議録署名人に田中とし子委員を選出。 

 
３ ２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 
  ３月事業報告及び４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。 

新聞記事の２ページをご覧ください。教育研究奨励賞の表彰式の記事が掲載されてい

ましたので紹介させていただきます。 

続きまして２点目になりますが、２月 25日に白浜小学校が日帰りの修学旅行を実施

しました。下田小学校については、３月３日～４日にかけて静岡に修学旅行に出かけま

した。 

続きまして３点目になりますが、新聞記事の３，４ページをご覧ください。朝日小学

校６年生がサーフィン体験を実施しました。終わった後に、自転車競技の日本代表選手

に寄せ書きを書きました。オリンピックに向け、子供たちも成功させようという思いが

ここにも出ていると思います。 

続きまして４点目になりますが、新聞記事５ページをご覧ください。３月３日に下田

市青少年健全育成連絡協議会・下田市青少年補導センター合同研修会を実施しました。

伊豆市から講師に安藤さんをお招きして、講演会をしていただきました。また記事をお

読み取りください。 

続きまして５点目になりますが、新聞記事の６ページになります。家庭教育会議の代

表者会が開かれました。県人づくり推進員の高橋先生にお願いをして、講演会を開いて

いただきました。 

続きまして６点目になりますが、新聞記事７ページをご覧ください。水産海洋学講座

を３回にわたって開きましたが、初日のことが記載されています。またご覧ください。 

続きまして７点目になりますが、高校入試関係についてお話しさせていただきます。

下田市の４中学校中、２名になりますが、下田高校理数科を希望して受験しましたが、

普通科に転科しました。また、下田高校普通科を単願で受けた１人の生徒が不合格とな

りました。現在、下田高校の定時制を受験しており、合格発表は３月24日になります。

全員進路が決まればいいと思っております。下田市奨学生選考委員会で審議していただ

いた７人の生徒ですが、全員合格しましたのでご報告させていただきます。 

続きまして８点目になりますが、３月 16日に下田市立学校統合準備委員会が開催さ

れ、３点について協議しました。新聞記事８，９ページになります。校章につきまして

は、記事に掲載してあるものに決定しました。２点目は通学についてですが、２キロ以

上はバス通学が付け加えられたということで、承認を得ました。３点目は部活動につい

てですが、新設の部活動に対して提案させていただいた新部活について、陸上、水泳、

剣道等の個人種目を設置しないのはどうしてかなどの議論となり、再度事務局で検討し

５月開催予定の統合準備委員会に再提案することになりました。 

続きまして９点目になりますが、３月 17日に下田市交通安全母の会より、小学校新

１年生に防犯ブザーの寄贈がありました。 

続きまして 10点目になりますが、東急電鉄ロイヤルエクスプレス号の関係になりま

すが、中学校３年生に一人ひとりにメッセージカードとキーホルダーのプレゼントがあ

りました。 

続きまして11点目になりますが、新聞記事10ページになります。クックランドさん

より全小学校にキンメコロッケを寄贈していただきましたが、その後、中学生及びつく

し学園や下田高校３年生にも寄贈していただきました。子どもたちは美味しくいただき
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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。 

 

 統合準備委員会の関係ですが、サーフィン部が設立されると思ったのですが、あまり

人気がなかったのでしょうか。 

 

議事録を配布させていただいておりますが、アンケートをとった時点では、保護者の

皆様や指導者側の皆様からはやりたいという声もありましたが、委員さんの個人的な意

見として、サーフィンはどのような活動をするのか、また危険ではないかという意見が

上がりまして、サーフィンは他ではあまりない部活ですし、剣道や水泳などの個人競技

を開設してほしいとのことでした。再度、統合企画研究会の方で検討させていただきた

いと思います。特にサーフィンが人気がないということではありません。 

 

他にご意見等、いかがでしょうか。 

それでは、私からもう１点話をさせていただきます。下田市の市制 50周年というこ

とで、教育委員会の代表で、職務代理者として田中委員に市制 50周年記念事業実行委

員会に出席していただきました。田中委員お願いします。 

 

本来ならば 15名いてもいいところ、６名でした。年配の方ばかりだったのと、女性

が私１人だったので、若い人、女性を入れていただきたいと思いました。記念行事を予

定しているとのことで、文化会館で300人程度を予定してとのことですが、コロナ禍の

中、どれくらいの規模でやるのか、その人数を集める内容ではないのではないか等の意

見もありました。また、CDを作成する予定とのことですが、作成するにはたくさんのお

金が必要になるのではないか、ユーチューブ等の活用もした方がいいのではないかなど

の意見も出ました。また、日にちを限定しないで、ある程度長い期間の中で行事をやっ

て行った方がいいのではないかという意見もあり、引き続き、４月に会議を開催すると

いうことでした。 

 

ありがとうございました。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10号 下田市教育委員会事務局職員の人事異動について 

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 10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 10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11号 下田市奨学振興基金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 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 11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 11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12号 下田市立学校給食センター設置条例施行規則の一部改正について 

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 12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 12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13号 組織機構の見直しに伴う関係要綱等の整備に関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 13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 13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14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 ― 

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14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 14 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15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 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 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。 

 

（７）議第16号 下田市学校教育の基本方針について 

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 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。それでは議第 16号につきましては原案のとおり承認と決定

しました。 

 

（８）議第17号 下田市立学校統合準備委員会からの第三次答申に伴う教育委員会の方針決定につ

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 17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 17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18号 要保護及び準要保護児童生徒の認定について 

教育長 事務局より説明願います。 

学校教育係長 本議案につきましては、個人情報を含んだ内容となりますので非公開での審議をお願

いしたいのですが、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18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。 

 

 

 

 



 

６ 協議報告事項 
特になし。 

 
７ その他 
  ・教育委員会異動者・退職者より挨拶。 
・教育委員会４月定例会を４月23日（金）13時30分から下田市立中央公民館大会議室で開催。 

８ 閉会 
３月定例会 ３月22日（月）15時00分開会。 

教育長 16時30分に閉会を宣す。 

 

会議録署名人 


