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令和３年４月 下田市教育委員会定例会 会議録 
 
 令和３年４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。 
糸賀  浩  学校教育課長 
土屋 大祐  学校教育課 参事 
土屋  仁  学校教育課 課長補佐 
内田 陽久 学校教育課 こども育成係長 
原  隆史  学校教育課 学校教育係長 
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 
山田 大伸  学校教育課 主事 

 
本会議録調製者は次のとおりである。 
 山田 大伸  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 
会議録署名人に西堀政幸委員を選出。 

 
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。 
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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、令和３年度、新規教職員採用者の辞令交付式を４月１日に賀茂キャンパ

スで行いました。賀茂地区では９人の採用者があり、その内市内は４人で、大賀茂小、

下田東中、下田中、浜崎小は養護教諭としてそれぞれ配属されました。 

続いて２点目、別添資料として新聞記事を配付しておりますが、その１ページ目をご

覧ください。３月22日にＪＡ伊豆太陽農協さんより小学校５年生に「農業とわたしの

くらし」の寄贈がありました。詳細につきましては、後ほど記事をご確認ください。 

３点目、別添資料２ページをお願いします。同じ22日になりますが、下田市立学校

統合準備委員会より、校章と通学方法について、写真にも写っていますが森本会長から

答申書の提出を受けました。その詳細につきましては、前回３月定例会の議事として挙

げさせていただき承認をいただきました。その時の記事が遅れて掲載されましたので今

回、記事を付けさせていただきました。 

４点目になりますが、３ページ、３月27日に下田市教育委員会主催のグランドゴル

フ大会が開催され、約120人と多くの方が参加されました。参加者のうち、最高齢者は

91歳、平均年齢は78歳で皆さんは活き活きと、これまでコロナ禍で休止していた久し

ぶりの大会を楽しんでいました。 

５点目、３月28日には教育委員会主催ではありませんが、駅伝を走る会下田、この

会は市町駅伝の下田市監督である渡邉洋之さんらが主となって記録会を開催しました。

約40人が参加記録に挑戦しました。詳細につきましては記事の４ページをご確認くだ

さい。 

６点目ですが、５ページをご覧ください。オリパラホストタウンということで、機運

醸成のためサーフィンに関する動画を作成しました。こちらも詳細については記事をご

確認ください。 

７点目、先ほど事業報告の中でもありましたが、４月７日の令和３年度入学式、始業

式についてです。本年度もコロナ禍ということもあり、来賓等がいない中でしたが、滞

りなく開催できたと各校から報告を受けました。 

最後８点目になります。６ページをご覧ください。公民館活動において、社会教育推

進に寄与していただいた４人の方に教育委員会表彰をさせていただきました。詳細につ

いては記事をご覧ください。 

私からは以上となります。何か事務局から補足などありましたらお願いします。 

 
学校教育課長  ４月13日にＩＣＴ教育環境整備検討委員会を開催させていただきました。こちらは

校長、各校情報担当教諭で組織している委員会になります。今回は主にＧＩＧＡスクー

ルで配備されたタブレット端末の取扱いについて協議をさせていただきました。 

配付資料をご覧ください。こちらは保護者の方へ配付する予定の資料案になります。

右側にロードマップを示しておりますが、まず１年目は基本的な操作に慣れ学習で使っ

てみるなど、まずはタブレット端末に慣れること、２年目には自分の課題、目標に向か

って活用し、学びを深める、３年目には他校、他地域との交流も含め、自らの課題を解

決するために活用するなど、いきなり全てを行うということではなく、着実にステップ

を踏みながら進めていこうと考えております。リモートでの使用についても１年目では
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休校時の対応等家庭での使用も視野にいれた準備、２年目ではリモート使用を視野に入

れた試行、３年目以降に状況に応じて、必要な場面ではリモートで活用を推進するよう

な想定をしています。資料右側にはＱ＆Ａをまとめており、詳細については後ほどご確

認ください。資料の最後のページですが、現在の配備状況一覧になります。児童生徒用

で小中学校併せて1,176台配備しており、ちょうど児童生徒数分の配備となっておりま

す。今後、転入等により子どもの数が増えた場合には教職員用を児童生徒用に使用する

想定をしております。資料２ページから４ページまでは各学年に合わせたｉＰａｄ使用

のルールを付けさせていただきました。後ほどご確認ください。説明については以上に

なります。 

 
教育長  ただ今の報告事項の中で何か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１号 専決処分の承認を求めることについて 

報第１号 令和２年度下田市一般会計補正予算（第15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 
社会教育係長 

― 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。 

 

田中委員  Ｗｉ-Ｆｉ環境の整っていない家庭は何件くらいありますか。またそういう家庭に対

しては補助があるのでしょうか。 

 

学校教育課長  Ｗｉ-Ｆｉ環境が整備されているかどうかにつきましては、今後正確な調査を行う予

定です。また基本的にはＷｉ-Ｆｉ環境については各ご家庭で整備していただくことを

想定しています。ただし、就学支援世帯についてはこのＷｉ-Ｆｉルーターを貸与し、

通信費については一部補助を考えています。 

 

田中委員  その備品として購入したＷｉ-Ｆｉルーターの取扱いについて、もう少し詳しく教え

てもらっても良いでしょうか。 

 

学校教育課長  基本的にはＷｉ-Ｆｉルーターの貸し出しはしますが、通信料については各ご家庭で、

その補助があるのは就学支援世帯のみとなります。 

 

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、専第１号、報第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。 
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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１号、報第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) 報第２号 専決処分の承認を求めることについて  

専第２号 下田市立図書館長の任命について 

(３) 報第３号 専決処分の承認を求めることについて  

専第３号 下田市公民館長の任命について  

(４) 報第４号 専決処分の承認を求めることについて     

専第４号 下田市立青少年の家所長の任命について  

(５) 報第５号 専決処分の承認を求めることについて    

専第５号 下田市青少年補導センター所長の任命について  

(６) 報第６号 専決処分の承認を求めることについて    

専第６号 下田市文化財保護審議会委員の任命について  

(７) 報第７号 専決処分の承認を求めることについて     

専第７号 社会教育指導員の任命について  

(８) 報第８号 専決処分の承認を求めることについて     

専第８号 下田市立図書館協議会委員の任命について  

(９) 報第９号 専決処分の承認を求めることについて     

専第９号 下田市青少年補導センター補導員の委嘱について  

(10) 報第10号 専決処分の承認を求めることについて     

専第10号 社会教育委員の委嘱について  

(11) 報第11号 専決処分の承認を求めることについて    

専第11号 下田市公民館運営審議会委員の委嘱について 

教育長 続きまして、専第２号、報第２号から専第11号、報第11号までは生涯学習課におけ

る関連事項ですので、一括にて説明をさせていただき、承認につきましては１件ずつ行

う形としたいですが、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。それでは事務局から一括の説明をお願いします。 

 

社会教育係長 ― 資料に基づき、概要説明 ― 

 

教育長 それではまず専第２号、報第２号について、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。 
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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。 

 

教育長 続いて専第３号、報第３号について、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。 

 

教育長 続いて専第４号、報第４号について、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。 

 

教育長 続いて専第５号、報第５号について、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。 

 

教育長 続いて専第６号、報第６号について、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。 
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教育長 続いて専第７号、報第７号について、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。 

 

教育長 続いて専第８号、報第８号について、何かご意見等いかがでしょうか。 

ないようであれば、専第８号、報第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。それでは専第８号、報第８号につきましては原案のとおり承

認と決定しました。 

 

教育長 続いて専第９号、報第９号について、何かご意見等いかがでしょうか。 

ないようであれば、専第９号、報第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。それでは専第９号、報第９号につきましては原案のとおり承

認と決定しました。 

 

教育長 続いて専第10号、報第10号について、何かご意見等いかがでしょうか。 

ないようであれば、専第10号、報第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。それでは専第10号、報第10号につきましては原案のとおり

承認と決定しました。 

 

教育長 続いて専第11号、報第11号について、何かご意見等いかがでしょうか。 

ないようであれば、専第11号、報第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。 
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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11号、報第11号につきましては原案のとおり

承認と決定しました。 

 

  

(12) 議第19号 下田市就学援助費支給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 19号は、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 19号につきましては原案のとおり承認と決定

しました。 

  

(13) 議第20号 下田市特別支援教育就学奨励費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 20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 20号につきましては原案のとおり承認と決定

しました。 

 

 (14) 議第21号 下田市学習者用タブレット端末等取扱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。 
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学校教育課長  よろしいでしょうか。１か所、修正をお願いします。第４条の見出し部分、（貸与の

申請及び決定）とありますが、（貸与の届出）に修正をお願いします。 

 

学校教育課 
課長補佐 

 先ほど課長からも説明させていただきましたが、詳細についてはＩＣＴ検討委員会で

議論をしていただいております。他の自治体では日常的に児童生徒に貸与しているとこ

ろもあると伺っています。下田市では当面は休校等があった場合に持ち帰りができると

いうことで検討しています。現時点では導入直後であり、先生方も利用の検討を進めて

いる状態です。よって、今後、その利用の方針が定まってきたときに今回提案させてい

ただいた要綱を改正していく形になると思われます。例えば、モデル校として自宅での

宿題などをトライすることなど進めていこうなどといった案も出ています。 

 

田中委員  現時点で、普段は学校で使用するということで良いですよね。 

 

学校教育課長  その通りになります。 

 

教育長  オンライン学習が今すぐに本当にできるのか疑問はありますが、休校になった場合に

は、先生方の研修なども踏まえて、使用できるように考えていきたいと思います。過去

に教科書選定でＱＲコードが話題になったことがありましたが、タブレット端末で連携

できることもあり、ハードルはありますが、子どもたちの学習の向上に役立つのではな

いかと感じています。今後、モデルとしてタブレット端末の持ち帰りでの活用も進めて

いきたいと考えています。 

 

学校教育課 
参事 

 昨年まで学校現場におりましてので、少し状況をお話しさせていただきます。昨年は

学校のパソコンを利用して、子どもたちに課題を投げかける等の取り組みを行いまし

た。そういった手法が定まってこれば、タブレット端末の持ち帰りでの活用も当然進め

ていけるのではないかと感じています。 

 

教育長  またアプリを導入しなくても文科省がＷＥＢ上でドリルやテストなどの情報を発出

しており、そういったものも活用するなどの検討も進めていきたいと思います。使われ

るのではなく、使っていくことを主として検討を進めていきたいと考えています。 

 

田中委員  インターネットでの有害サイトや買い物ができるなどの心配はないのでしょうか。 

 

山田主事  ｉフィルターというサーバー上での設定があり、危険なサイトにはいかないようにな

っています。それは学校で利用しても、家庭のＷｉ-Ｆｉを利用しても変わらない設定

になっておりセキュリティとしては安全な環境の中で利用していただく形になります。 

 

田中委員  友人同士の横の繋がりのアプリは入れる想定は。先生が許可したアプリしか導入でき

ない設定なのでしょうか。 
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学校教育課 
課長補佐 

 生徒が勝手にアプリをインストールすることはできない設定になっています。 

教育長  そういった形、安全な管理の中で利用をしていく形になります。 

 

田中委員  問題が起きたら改善していくと事務局からの説明がありましたので、この内容で良い

と思います。 

 

教育長  今後、通信費や端末の更新が非常に心配なところで、国の補助などもないかもしれま

せん。 

 

田中委員  子どもたち自身も自宅で端末を持っているのではないでしょうか。 

 

教育長  今後、通信環境の調査を行いますが、全国では令和２年度で80％程度の整備状況であ

ると聞いています。スマートフォンの普及が特に進んでいるとのことです。 

その他に何かご意見等いかがでしょうか。 

ないようであれば、議第 21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 21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22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22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。 

 ＜非公開での審議＞新規審査１件：仮認定１件 

 

６ 報告事項 
  ・天野委員より下田中学校への自転車通学、特に横並びで走行している等の指摘を受けた。 

  ・学校教育係長より下田中学校への学校図書館管理システムについて、概要説明。１学期中に図書を
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電算化し、２学期から利用開始したい旨、報告。 

 
７ その他 
・教育委員会５月定例会を５月25日（火）９時30分から下田市立中央公民館大会議室で開催。 

 

８ 閉会 
４月定例会 ４月23日（金）13時30分開会。 

教育長 14時58分に閉会を宣す。 

 

会議録署名人 


