
 

令和３年５月 下田市教育委員会定例会 会議録 

 

 令和３年５月 25日（火）９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 

平川 博巳  生涯学習課長 

土屋 大祐  学校教育課 参事 

土屋  仁  学校教育課 課長補佐 

鈴木 芳紀  生涯学習課 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 

９時 30分教育長開会を宣す。 

 

２ 会議録署名人選出 

会議録署名人に渡邉亮治委員を選出。 

 

３ ４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 

  ５月事業報告及び６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、第５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ま

した。別添資料として新聞記事を配布しておりますが、１～２ページをご覧ください。

６月 25日の聖火リレーについて協議し、開会式ではサポートランナーとして小学生 20

人に参加をお願いしております。その後、五輪音頭も披露していただく予定です。また

文化会館に最終ランナー到着後、園児によるミニ聖火リレーの実施、下田市立小学校７

校の児童には、沿道応援していただく予定です。 

続いて２点目、３ページをご覧ください。４月 28日にアシベ商事様より下田小学校

に 10万円相当のスクリーンを寄附いただきました。寄附のお心に感謝いたします。 

続いて３点目、４ページをご覧ください。４月 30日に絵本作家の鈴木まもる様より、

図書「どこからきたの？おべんとう」を市内７小学校と南伊豆町の３小学校に寄附いた

だきました。寄附された図書は「第 67回青少年読書感想文コンクール」の小学校低学

年の課題図書に選ばれております。寄附のお心に感謝いたします。 

続いて４点目、５ページをご覧ください。５月５日に子供のためのサーフィン教室が

開かれ、市内の小学生 50人が参加し、人気の高さを再認識しました。 

続いて５点目、６ページをご覧ください。５月 11日にボッチャ体験教室が開かれ、

参加者は、声を出しあいながら楽しく競技されていました。 

続いて６点目、７ページをご覧ください。市内の幼稚園など３園に、繁美建材土木様

より、砂場の砂を寄附いただきました。約 10年前から毎年寄附いただいております。

寄附のお心に感謝いたします。 

続いて７点目、記事等はございませんが、５月 15日及び５月 16日に黒船祭にて、市

内の小学生に披露をお願いしていた「青空コンサート」は、本祭が中止されたことに伴

い開催できませんでした。ミマスさんもコンサートにご参加していただく予定でした

が、この中止について事前連絡し、理解いただいております。 

続いて８点目、８ページをご覧ください。５月 19日に寿大学の開講式が行われ、74

名が入学しました。最高齢は 94歳、90歳以上は 4名、80歳以上は 51名と、向学心に

燃えた元気な受講者の姿が印象的でした。 

私からは以上となります。 

議事に入らせていただく前に、中学校統合について、事務局より現状報告させていた

だきます。 

 

学校教育課 

学校教育係長 

―別添資料「統合企画だより No.２」（※）にもとに、中学校統合の進捗状況を説明― 

※下田東中学校・統合企画主任の佐々木浩彦教諭が作成された、統合の進捗状況をお伝

えしているお便り。 

 

教育長  ただ今の統合に関する現状報告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）議第 23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補正予算第３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 

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 23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 23 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 24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、議第 24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 24 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 25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、議第 25 号については、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 25 号につきましては原案のとおり承認と決定

しました。 

  

（４）第 26号 下田市立学校給食運営協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。 

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 26 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 26 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 27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。 

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 27 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 27 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 28号 下田市子ども読書活動推進計画策定委員会設置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 28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 28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 29号 下田市修学旅行キャンセル料等補助金交付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 29 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 29 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 

  ①市内小中学校の修学旅行の状況について 

学校教育課長より、市内小中学校の修学旅行について別添資料「修学旅行予定表」をもとに、説明。 

  ②市議会全員協議会への報告事項について、 

   学校教育課長より、別添資料「行政報告（令和３年５月 27 日 報告）」をもとに、幼児教育・保育

施設のあり方の検討について、市議会全員協議会に報告することを説明。 

  ＜質 疑＞ 

教育長 事務局の報告事項について、何かご意見等いかがでしょうか。 

田中委員 園児が減少した理由はなぜでしょうか。単純に子供の数が減ったということでしょう

か。 

学校教育課長 園児の総数は約４割減少しています。また、幼稚園利用者数の減少もあります。幼稚

園は利用料が6,100円ですが、保育園は保護者の所得に応じた利用料となっております。

幼児教育の無償化で、利用料のメリットが少なくなった、と感じる保護者もいるものと

思われます。 

 

田中委員  仮に廃園となった場合、下田幼稚園の現状の園児は、どこの施設に通うことになるの

でしょうか。 



 

 

学校教育課長  認定こども園の１号認定定員 90名に対し、現状 24名の入園状況であり、余裕があり

ますので、認定こども園で対応できるものと考えています。 

 

田中委員 

 

保護者が幼稚園の今後について方針を早く示してほしいと心配しているようです。早

めの方針とは何を意味するものでしょうか。 

 

学校教育課長 保護者の中には、入園した施設でそのまま卒園できるのだろうかとの不安や統合とな

りこども園に移るのであれば、早めに異動したいと考える方もおり、そういった中で、

市として早く方針を決定してほしいとの意見があるのではないかと考えております。 

 

教育長 市として方針を示し、関係者のご意見をお受けし、その内容を教育委員の皆様にも報告

して進めていきたいと考えております。いずれにしましても、子供の数は減少しており

ますので、全体としての理解は得られているのではないか、と感じております。 

 

 

７ その他 

教育委員会６月定例会を６月 22日（火）10時 00分から下田市立中央公民館大会議室で開催。 

 

８ 閉会 

５月定例会 ５月 25日（火）９時 30分開会。 

教育長 10時 26分に閉会を宣す。 

 

会議録署名人 


