
 

 

平成 30年 10月 下田市教育委員会定例会 会議録 

 

 平成30年10月30日(火)10時00分下田市教育委員会定例会を下田市立中央公民館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。 

土屋 佳宏 生涯学習課長 

土屋  仁 学校教育課長 

和泉多恵子 学校教育課 参事 

鈴木 美鈴 生涯学習課 課長補佐兼図書係長 

大原 清志 学校教育課 こども育成係長 

吉田 康敏 学校教育課 学校教育係長 

澤地  彩 生涯学習課 社会教育係長 

藤井 数仁 学校教育課 主幹 

 

本会議録調製者は次のとおりである。 

 藤井 数仁 学校教育課 主幹 

 

 

１．開会 

10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。 

 

 

３．９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 



 

 

   10月事業報告、11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、私より報告をさせていただきます。 

１点目でございますが、９月 29日に認定こども園と下田保育所の運動会が行われ、こ

ども園は下田中の、下田保育所は下田小の体育館で実施しました。こども園は当初グラ

ウンドの予定でしたが、悪天候のため急遽下田中の体育館で実施することになり、初め

ての体育館ではありましたが、急な対応にも関わらず、スムーズに進行できたのではな

いかと思います。下田保育所については、雨でも晴れでもここ２、３年は下田小の体育

館で行っており、これまでと同じように計画的に進められているところです。 

２点目としまして、10月６日に下田幼稚園の運動会が実施され、天野委員にもお忙し

いところお越しいただき、ありがとうございました。こちらも無事に終了することがで

きました。 

続いて３点目でございますが、10月２日に９月定例市議会が閉会となりました。議員

さんから大きな質問はありませんでしたが、体育館には応援席を作ってほしい、校名は

下田中でというような質疑、要望がございました。 

続いて４点目でございますが、新聞記事を添付してありますが、10月４日、アシベ商

事さんから地元に貢献したいとの申し出があり、稲梓小に一輪車５台、英語教材の計 10

万円相当を寄附していただきました。子ども達、先生方も大変喜んでおりまして、今後、

毎年１校ずつ 10万円相当を寄附いただけると聞いております。ただ、はっきりとは分か

りませんが、１年を待つことなく寄附いただけるというようなことも聞いているような

状況です。 

次に５点目でございますが、10 月 10 日に学校給食調理配送等業務委託事業者選定委

員会を開催しました。資料を添付しましたが、このスケジュールに従って選定を進め、

１月中旬には事業者と契約を結びたいと思っております。 

続いて６点目でございますが、こちらも資料を添付しましたが、市町対抗駅伝につい

て、下田市代表チームの応援バスツアーの募集を 11月９日から始める予定です。昨年度

は西堀委員さんに参加していただきましたが、今年についても委員さんにおかれまして

は、もし御希望があるようでしたら、お問い合わせいただければと思います。 

７点目としまして、10 月 14 日にタグラグビー教室を行いました。新聞記事のとおり

でございますが、指導者として、日本代表経験者２名の方にお越しいただき、子ども達

もたくさん参加したところです。 

続いて８点目としまして、10 月 24 日に下田市の小学校の連合体育大会が行われまし

た。体育大会は２年に１回の開催で、来年は音楽発表会が開催される予定となっており

ます。以前は、小学校４年生から参加しましたが、現在は５～６年生になっており、子

ども達が少なくなり競技の時間が短く、間隔が長いというような状況になっており、担

当の先生とも話をしまして、次回からは４年生から参加させたらどうですかというよう

なこともお話をしました。 

９点目としまして、市長と語る会が 10月９日から実施されており、現在まで７回実施



 

 

され、高齢者、女性の会対象を含め全 12回開催される予定です。学校再編についてほと

んど質問がないような状況です。 

最後に、中学校統合準備委員会の状況でございますが、こちらはこの後事務局の方か

らていねいに説明をさせていただきます。 

 

学校教育課長   それでは、10 月 26 日に開催されました第４回下田市立学校統合準備委員会について

でございます。お手元に新聞記事を添付しましたが、今回の統合準備委員会におきまし

ては、前回の教育委員会定例会でお話をさせていただいたとおり、新中学校の校名の候

補、制服の選定方法、各校のメモリアルについて御審議いただきました。校名候補につ

きましては、応募結果の一覧を資料として配布させていただきましたが、９月 28日まで

公募を行った結果 627点の応募があり、ご覧のとおり「下田」が 627票中 325票、51.8％

となりました。これを受けて、当初、校名候補を統合準備委員会で決定するに当たって

は、多数票に限らず、校名候補のうち何点かを統合準備委員会で選定し、11月中に投票

を行い、これを参考に決定していこうという流れでおりましたが、下田で唯一の中学校

であることや下田の知名度、歴史ということも加味して、統合準備委員会としては、全

会一致で、予定されていた投票を省略して、校名候補を「下田」で決定しようというこ

とになりました。 

今後の進め方についてでございますが、学校名の部分についての答申を統合準備委員

会から教育委員会にいただきたいということで進めておりまして、答申案の内容につい

て現在各委員に御意見を求めて調整しているところで、11月７日には答申をいただきた

いと思っております。その後、当初は３月定例議会に小中学校設置条例の一部改正を提

出する予定でしたが、これを繰り上げて、12月定例議会に提案したいと考えており、提

案を行うために臨時教育委員会を開催し、市長との総合教育会議で意見調整をしていた

だいて、校名を「下田」で決定していきたいと思っているところでございます。 

         ※臨時教育委員会 11月 12日午後４時から その後総合教育会議 

          場所：市役所２階 中会議室 

 

教育長      それでは、何か質問等ございますでしょうか。 

 

田中委員     中学校の名称を統合準備委員会で検討し審議しているということですが、それについ

て、臨時で教育委員会を開催する内容と、総合教育会議を開催するという流れというの

はどういう意味合いがあるのでしょうか。 

学校教育課長   応募結果の資料Ｐ５「２ 新中学校名の決定までの流れ」をご覧ください。統合準備

委員会では、①で公募をし、②の候補の絞り込みを行った上で、③の児童生徒、保護者、

市民等による投票を挟んで、④で③を参考に統合準備委員会としての校名候補を決定し

ていく流れを予定していましたが、今回行った公募の結果、「下田」を挙げる割合が大き

かったこともあり、第４回統合準備委員会において③④を省略し、26日に校名候補を「下

田」で決定したという流れできております。 

         11月７日に統合準備委員会会長から教育長宛に第１次答申をいただき、これを受けて、



 

 

12月定例議会に間に合うよう臨時の教育委員会で提案させていただき、その後市長との

総合教育会議でさらに調整を行っていきたいという、そのような趣旨でございます。 

 

田中委員     わかりました。 

 

教育長      御多忙のところ申し訳ございませんが、臨時教育委員会について御理解をいただけれ

ばと思います。 

他にございますでしょうか。 

 

学校教育課長   「朝日公民館での放課後児童クラブ開設検討のためのアンケート」案をご覧ください。

10 月 23 日に市長副市長の来年度の重点事業ヒアリングがありました。学校教育課とし

ては、以前から大賀茂小学校から放課後児童クラブの開設要望がありましたので、大賀

茂小学校には空き教室がない中で、今回、公民館統合の関係もあって朝日公民館が使用

できそうだということを受け、朝日小、大賀茂小の小学生を対象に放課後児童クラブを

やってみようと考えているところであり、市長・副市長も積極的に進めてほしいという

ことでしたので、そのためにアンケートを実施しようということで添付をいたしました。 

         朝日小学校については徒歩で朝日公民館まで来てもらい、大賀茂小学校については行

きだけタクシーで朝日公民館まで移動してもらい、帰りについては保護者の皆様に迎え

に来ていただくということで調整をしております。朝日公民館の和室は 27畳の広さがあ

り、学童の基準では１人１畳という基準ですので、27 人まで受け入れ可能となります。

また、必要な備品等も３月までには揃えたいと思っているところでございまして、参加

が 10人以上いれば、国県の補助対象にもなりますので、それらを踏まえ事業実施をして

きたいと考えているところです。稲梓、浜崎、白浜についても今後検討していく必要が

あると思いますが、次年度に向けては以上のような形で動いているところでございます。 

         その他につきましては、「子育てしやすい環境づくりを進めるためのアンケート」案を

添付しました。９月 27 日に子ども・子育て会議を開催しましたが、この資料は、平成

32年度からの子ども・子育て支援計画を策定するに当たってのアンケートでありまして、

ボリュームがありますが、小学生、幼稚園、保育所、未就学児の保護者を対象にニーズ

調査を行う目的です。11月中には配布したいと思っているところでございます。 

          

教育長      委員の皆様から、何か質問等ございますでしょうか。 

 

田中委員     先ほど、新中学になるに当たって、ＫＯＫＵＹＯの視察に行かれるということでした

が、とても良いことだと思いました。職員室や教室については、イメージが固定化され

ていますので、よりよい機能を取り入れ、働きやすい環境づくりを目指して、新中学校

にも活かしていただきたいと思います。 

 

学校教育課長   もし、予定が合うようでしたら、マイクロバスに同乗できますのでお問い合わせいた

だければと思います。出発が８時、東京発が 16時頃になると思います。 



 

 

教育長      他にいかがでしょうか。 

         市町駅伝につきましても、チラシをお配りしましたので、もし御一緒されるというこ

とでしたら、生涯学習課まで御連絡いただければと思います。 

それでは、教育長報告事項は以上とさせていただきます。 

 

 

５． 議事 

（１）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 下田市教育委員会点検評価に関する有識者委員会委員の委嘱について 

 

   事務局より資料に基づき、概要説明 

 

教育長      それでは、質問等ございますでしょうか。 

 

全委員      意見なし。 

 

教育長      それでは、報第 11号及び専第 11号については、原案のとおり承認で宜しいでしょう

か。 

全委員      異議なし。 

教育長      それでは、報第 11号及び専第 11号につきましては、承認させていただきます。 

 

 

  （２）議第 37号 市議会の議決を経るべき議案の原案の決定について 

     （平成 30年度下田市一般会計補正予算第６号：教育委員会） 

 

     事務局より資料に基づき、概要説明 

 

教育長      それでは、質問等ございますでしょうか。 

 

全委員      意見なし。 

 

教育長      それでは、議第 37号については、原案のとおり承認で宜しいでしょうか。 

 

全委員      異議なし。 

 

教育長      それでは、議第 37号につきましては、承認させていただきます。 

 

 

６．報告事項 



 

 

・渡邉亮治委員が 12月 12 日で任期満了となる。再任の方向で進めたい。12 月議会に提出する予定。 

・教職員の働き方改革を進めていくため、スクールサポートスタッフ制度が始まっている。直接子ど

も達には関わることなく、また、教員免許を保持していない方でも任用可能。週 10時間勤務し、時

間割は様々。下田小は、４月から予算がついており、他の 10校は、県の予算が 11月に付く見込み。 

・教頭サポートスタッフ制度もある。教頭は多忙であり、また職務的にも経験値が必要で適任者の確

保が難しいが、下田では小中各１名を探しているところ。 

 

 

７． その他 

   特になし。 

 

 

８．閉会 

   次回開催日は、11 月 21 日（月）とし、午後から中学校訪問１校を実施後、文化会館会議室におい

て定例委員会を開催する。 

    10月定例会 10月 30日（火）10時 00分開会。 

                 教育長 11時 00分に閉会を宣す。 

会議録署名人  


