
 

 

平成 30年 11月 下田市教育委員会定例会 会議録 

 

 平成 30年 11月 21日(水)14時 30分下田市教育委員会定例会を下田市民文化会館２階小会議室２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 

14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。 

 

 

３．10月定例会及び 11月臨時会会議録承認 

   事務局より資料に基づき説明、承認。 

 

 



 

 

４．教育長報告事項 

   11月事業報告、12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      私の方から報告させていただきます。 

         １点目でございますが、11 月６日に賀茂地区の教育長、理事校長との会議が行われ、

これからの人事、進路、生徒指導の関係で協議をいたしました。進路については、松崎

高校が１クラス減、稲取高校も２クラスになったということで、子ども達の数が少なく

なっていき、高校も定員を減らしてきているという現状のようです。 

         ２点目でございますが、11 月９日に指定校の研究発表会が大賀茂小で行われました。

下田市の先生方が一堂に会するわけですが、対話を通して主体的に学び合う子を育てる

というテーマで先生方の授業、実践発表、分散会が行われました。小規模の良さを生か

しながら子ども達に寄り添い、一人ひとりを大切にする授業、実践発表で先生方からも

称賛の声が上がっておりました。 

         ３点目でございますが、遊ＶＩＶＡ村というボランティアの催しが下田小で開催され

ました。天野委員さんにはボランティアで終日お手伝いをしていただきました。ありが

とうございました。子ども達も楽しいひとときを過ごせたと思います。 

         ４点目でございますが、11月 14日に第 19回市町対抗駅伝の結団式が行われ、市長を

はじめ、橋本厚生経済委員長さん、太田実行委員会会長さんにも参加いただき、激励の

言葉をいただきました。それに対して、時田主将から心強い決意表明がありました。 

         ５点目でございますが、市長と語る会が 11月 19日に行われました。全 12回開催され

たわけですが、このうちの２回が高齢者や女性と語る会ということでした。特に、学校

再編に係る意見はありませんでしたが、放課後児童クラブを各小学校単位で設置してほ

しいという要望がありました。 

そのほか、新聞記事の切り抜きを配布しましたので御確認ください。 

私からは、以上となります。それでは、何か質問等ございますでしょうか。 

 

田中委員     生涯学習の方で２点お願いしたいと思います。11月２日からの前半の芸術祭を見せて

いただきました。私が行った時間帯だけかもしれませんが、駐車場が入りきれず満車で

した。芸術祭にたくさんの方の関心があるのだなと思ったわけですが、中に入ると見て

いる人は少なかったように思いました。また、ステージの様子も参観者が少ないように

思いました。私が入った後も駐車場に車が入ってきて駐車できない状況だったわけです

が、参観者が少ないのに満車だということは、もしかしたらこれは出席者側の車なので

はないかなと思ったわけですが、その辺についてはどうなのでしょうか。 

 

生涯学習課長   駐車場については確認をしておりませんが、委員さんが言われるように、おそらく関

係者や展示の方の車であろうと思います。自分も行った際に満車であったような記憶が

あります。ホールに入ってみるとお客さんが少ないかなと感じ取りましたが、確かにジ

ャンルの関係もあり、前期の邦楽・邦舞は何となく少ないかなと思いましたが、後期の



 

 

洋楽・洋舞についてはお子さんが踊っているということもあり、こちらは前年より 90人

ほどお客さんが増えている状況にあります。一般のお客さんも見ることができるように

御指摘の点については、広報、周知をしっかりと行っていきたいと思います。 

 

田中委員     もったいないことだと思いますので是非ともお願いします。２点目ですが、今年 20歳

になる子の若いお母さんが私のところに来て、成人式の通知を私に見せてきたのですが、

通知の印刷が汚れていて、内容もたくさん書かれていて非常に読みにくい状況でした。

予算の関係などもあるかもしれませんが、読みやすくなるように是非とも工夫をお願い

したいと思います。 

 

生涯学習課長   それにつきましては、たくさんの御指摘を受けておりまして、大変失礼しました。 

 

教育長      案内通知が汚れていて、たくさんのことが書かれていたわけですか。 

 

田中委員     すごく細かく、文字が小さいような状況でした。 

 

教育長      駐車場の件、通知の件、この２点については改善していけるようにしたいと思います。 

         その他にいかがでしょうか。 

 

天野委員     マラソンについてですが、中学校のマラソンは、稲生沢中と下田東中だけですか。 

 

教育長      そうです。過去の経過がありますが、北方領土マラソンへの参加は、昔は下田中だけ

だったように思いますが、子どもの数が少なくなって４校へ広げていったように記憶し

ています。下田中は、北方領土マラソンを充てていたので、独自のマラソンを行ってい

ません。稲梓についてはどうでしょう。 

 

西堀委員     昔はやっていました。自分も走った記憶があります。 

 

教育長      自分の記憶が確かではないので、稲梓についてははっきりと分からず申し訳ありませ

ん。 

 

天野委員     状況が知りたかったので大丈夫です。 

 

学校教育課長   その辺については確認をしてみます。 

 

教育長      他にいかがでしょうか。 

         特に、質疑も無いようですので、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 39号 市議会の議決を経るべき議案の原案の決定について 

   （賀茂地域の広域連携に係る連携協約の一部を変更する協約の締結について） 

（２）議第 40号 市議会の議決を経るべき議案の原案の決定について 

   （賀茂地域の広域連携に係る連携協約の一部を変更する協約の締結について） 

（３）議第 41号 市議会の議決を経るべき議案の原案の決定について 

   （賀茂地域の広域連携に係る連携協約の一部を変更する協約の締結について） 

（４）議第 42号 市議会の議決を経るべき議案の原案の決定について 

   （賀茂地域の広域連携に係る連携協約の一部を変更する協約の締結について） 

（５）議第 43号 市議会の議決を経るべき議案の原案の決定について 

   （賀茂地域の広域連携に係る連携協約の一部を変更する協約の締結について） 

 

   上記については、締結の相手が、東伊豆町、河津町、南伊豆町、松崎町、西伊豆町に分かれて

いるが、一部変更の内容は同じであるため、一括で審議。事務局より資料に基づき、概要説明 

 

教育長      それでは、質疑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 39号、議第 40号、議第 41号、議第 42号、議第 43号につきましては、

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 39号、議第 40号、議第 41号、議第 42号、議第 43号につきましては、

承認させていただきます。 

 

 

  （６）議第 44号 市議会の議決を経るべき議案の原案の決定について 

     （下田市立小・中学校設置条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例の制定について） 

 

     事務局より資料に基づき、概要説明 

 

田中委員     総合教育会議の際に市長から手続きについて疑義があるというお話がありましたが、

その後の政策会議や全員協議会状況はいかがでしたでしょうか。 

 

学校教育課長   手続きを省略したことについての教育委員会の見解や決定するに至った経過を含め、

校名に起因する校章や校歌など、今後も前倒しで決定していくこともできるということ

を併せて説明したところ、政策会議、全員協議会において特に異論もなく、問題なくス



 

 

ムーズに進めることができました。 

 

田中委員     分かりました。 

 

教育長      他に質疑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 44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 44号につきましては、承認させていただきます。 

 

 

  （７）議第 45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７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、質疑等ございますでしょうか。 

 

田中委員     空調の設置について過疎債を使うという話がありましたが、そうなった場合、すべて

過疎債を充当することができるわけですか。 

 

学校教育課長   過疎債にも市町に枠があり、下田では３億から３億５千万円ほどですが、おそらく他

の事業費に既に充ててしまっています。今後、起債の第２次募集があるようですが、そ

の審査に通ればということです。通らなければ普通の借金をするということになります。

普通の借金となると利息を払わなければなりませんので、今回４千万円だけでも基金か

ら充当して、純粋な借金を少なくしようということです。 

 

教育長      様々な手法で、なるべく財政負担が減るように補助事業を探したり努力をしています。 

 

学校教育課長   事業費が掛かるのは仕方がないことですので、お金を借りるのになるべく有利に借り

られ、また、交付税措置が得られるなどの優遇措置が得られるように、後々の財政負担

を減らす工夫をしているということでございます。 

 

田中委員     もう一点ですが、Ｐ１で民生費負担金 9,854千円減額していますが、これはどのよう

な理由によるものですか。 



 

 

 

こども育成係長  保育所には、民間保育所と公立保育所がありますが、基本的に運営費の 1/2は国から、

1/4は県からの補助があります。減になった主な理由は、昨年度、国に係る軽減措置、

市単独の軽減措置があり、例えば第２子については 1/2、第３子については０円と多子

世帯に係る軽減措置を行い、こちらの影響額が思いのほか大きかったということでござ

います。この分については予算上穴が空くことになってしまいますが、国の 1/2、県の

1/4の補助は、保育料の積算に関わらず来ますので、予算上は厳しくなりますがルール

的には変わらないというものでございます。 

 

田中委員     分かりました。 

 

教育長      他に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 45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 45号につきましては、承認させていただきます。 

 

 

（８）議第 46号 要保護及び準要保護児童生徒の認定について 

 

教育長       議第 46号については、個人情報等の問題がありますので、非公開での審議とさせて

いただきますがいかがでしょうか。 

 

全委員      異議なし。 

 

教育長      それでは、議第 46号につきましては、非公開でお願いします。 

〈非公開での審議〉 

新規審査１件：認定１件 

 

 

６．報告事項 

・お手元に、創刊号の下田市立学校統合準備委員会だよりを配付した。広報しもだ等では情報提供し

てきたが、改めて全戸配付した。小中学校については、児童生徒を通じて保護者の方に配付予定。 

・12 月 16 日に制服の展示会を予定。事前アンケートについて小学校５年生以下の保護者に対して通

知済。未就園児については直接御家庭に配付予定。また、展示会には３者程度が参加予定。道の駅



 

 

の特別展示室で開催するため、都合がつけば御出席願いたい。 

・12月 19日に静岡市で市町教育委員会研修会が開催されるので、御出席を願いたい。（出席者：田中

委員、天野委員、随行藤井。第一部、第二部まで出席予定） 

・教育委員会の自己点検評価について、現在、11月 22日締め切りで委員の皆様に意見を確認中。 

・市町対抗駅伝の応援バスは、11月 20日締め切りで 12名の応募があった。まだ余裕があるので、御

出席又はお近くの方にも声掛けをお願いします。 

 

 

７． その他 

   特になし。 

 

 

８．閉会 

   次回開催日は、12 月 21 日（金）午前中とし、具体的な開始時刻は後日改めて通知。場所は、中央

公民館大会議室において開催。 

    11月定例会 11月 21日（水）14時 30分開会。 

                 教育長 16時 00分に閉会を宣す。 

会議録署名人  


