
 

平成 30年４月 下田市教育委員会定例会 会議録 

 

 平成 30年４月 25日(水)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中会議室に招集した。 

 

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 

原  隆史 学校教育課 主査 

 

本会議録調製者は次のとおりである。 

 原  隆史 学校教育課 主査 

 

 

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 渡邉 亮治 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、５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、４月５日の小中学校への入学式参列と小学校では祝辞につきまして、ありが

とうございました。各校とも順調なスタートをきっているという報告を受けております。 

続いて２点目、４月 17日に全国学力・学習状況調査が、小学校６年生及び中学校３年

生を対象に実施されました。本年度は国語、算数・数学のほかに理科も加わりましたが、

無事に終了しました。 

３点目、４月 21日に新聞報道等もされましたが、大賀茂れんげ祭りが開催され、地元

の大賀茂小の子どもたちが参加し、お祭りを盛り上げてくれたと聞いております。 

４点目、３月定例会において報告させていただきました高校入試関係について、２名

の不合格者についてですが、再募集で下田高校定時制に合格したとのことです。 

５点目、本日、新聞記事を配付しておりますが、マンガ「幕末安直楼始末記」を小中

学校及び図書館に寄贈していただきました。詳細につきましては、新聞記事をお読み取

りください。 

続いて６点目、こちらも新聞記事を配付しておりますが、伊豆漁協でミャンマーから

10名の実習生を受け入れています。当初、漁協側でお願いをしていた日本語指導の先生

がいたのですが都合が悪くなり、急遽指導開始３日前、教育委員会に講師依頼の連絡を

受け、何とか５名の退職された校長先生等にお願いし、現在指導をしていただいている

状況です。ミャンマーの生徒は日本へ来る前に２か月ほど日本語の勉強をしてきたとの

ことで、平仮名の読み書き程度はでき、また非常に意欲もあり、先生方も大変だけれど

も教材研究をしながら一生懸命に指導をしていただいております。 

７点目、黒船絵画コンテストの審査が行われ、その結果についても配付させていただ

いております。今回は上位４名の小学生が黒船祭式典で表彰を受ける予定となっており

ます。 

最後になりますが、４月 30日午前 10時より大日如来坐像（国指定有形文化財）の修

復完成記念式典が蓮台寺の天神神社で行われます。昨年、国、県、市の補助を行い修復

された文化財ですので、教育委員の皆様もお時間が宜しければご覧いただければと思い

ます。 

私からの報告は、以上となりますが、それでは質疑等ございますでしょうか。 

 

田中委員     ５月７日の視察の関係ですが、今の下田市の各学校は老朽化をしている状況となって

いるので、ぜひこういった機会にアピールしていただきたいと思いますが、浜崎小のみ

の視察になるのですか。可能であれば、もっと色々な学校を見ていただきたいと思いま

すが。 

 

 



 

学校教育課長   事前に１時間程度という形での依頼を受け、また市外の視察する都合もあり、視察に

ついては浜崎小を予定しております。市としましても修繕につきましては、少しずつ予

算をかけて徐々に行っておりますが、国庫補助がつくような大きな事業につきましては、

その補助金を頂きながら事業執行していかなければならない厳しい財政状況です。稲生

沢小グラウンドや浜崎小東館など、かなり前から計画はありますがなかなか進んでおら

ず、学校サイドからはもっと多く修繕をしてほしいという要望等もあるとは思いますが、

通常の修繕等、市単独でできるような事業については順次予算付けを行い、計画的に実

施しており、今後につきましてもそういった形で対応していきたいと考えております。

今回は国庫補助に関連する事業ということで、計画が先送りとなっている浜崎小東館、

グラウンド改修についての要望で、今回の視察先決定となりました。今回の視察に際し、

中学校再編については当然資料提示をさせていただくと共に、市議会議員の皆様のご協

力を得ながら市の学校施設改善に向けたアピールをしていきたいと考えています。 

 

田中委員     ぜひ良いアピールをしていただきますようお願いします。 

 

教育長      その他、質疑等ございますでしょうか。特にないようですので、報告事項は以上とさ

せていただきます。 

 

 

５． 議事 

（１）報第１号 専決処分の承認を求めることについて 

専第１号 下田市公民館長の任命について 

 

     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１号及び専第１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      承認 

 

教育長      それでは、報第１号及び専第１号につきましては、承認させていただきました。 

 

（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 下田市立図書館協議会委員の任命について 

 

     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２号及び専第２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      承認 

 

教育長      それでは、報第２号及び専第２号につきましては、承認させていただきました。 

 

（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 下田市社会教育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３号及び専第３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      承認 

 

教育長      それでは、報第３号及び専第３号につきましては、承認させていただきました。 

 

（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 下田市公民館運営審議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４号及び専第４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      承認 

 

教育長      それでは、報第４号及び専第４号につきましては、承認させていただきました。 



 

（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 下田市スポーツ推進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５号及び専第５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      承認 

 

教育長      それでは、報第５号及び専第５号につきましては、承認させていただきました。 

 

（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 下田市青少年補導センター補導員の委嘱について 

 

     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６号及び専第６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      承認 

 

教育長      それでは、報第６号及び専第６号につきましては、承認させていただきました。 

 

（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 下田市立学校統合準備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７号及び専第７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      承認 

 

教育長      それでは、報第７号及び専第７号につきましては、承認させていただきました。 

 

（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 下田市学校給食運営協議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。 

 

田中委員     １号委員、２号委員双方見ますと朝日小及び下田東中がいない状況となっております

が、学校との連携の部分における対応等は何か考えているのでしょうか。 

 

学校教育課長   学校長、PTA 会長の方々の負担を減らすため、先ほどご承認いただいた統合準備委員

会委員以外の方に給食運営協議会委員をお願いさせていただいております。また、この

部分につきましては、昨年度に前組織である学校給食運営審議会の中でも了承をいただ

いております。 

 

田中委員     学校そのものが何か問題となった時にどう対応をするのかという部分で少し疑問を持

ったのですが、各学校として了承をいただいていれば特に問題はないと思います。 

 

学校教育課長   学校との連携、また学校に対しフィードバックできるような体制については、こちら

としても十分認識しており情報連携をより密にしながら対応していきたいと考えており

ます。 

 

教育長      その他、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、報第８号及び専第８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      承認 

 

教育長      それでは、報第８号及び専第８号につきましては、承認させていただきました。 

 

 



 

（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 下田市教育委員会事務局組織規則の一部を改正する規則の制定について 

 

     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。改正内容でスポーツ振興に関することとい

う項目を追加させていただきましたが、近年スポーツの関係、オリンピック、パラリン

ピック、ラグビーワールドカップ等の対応で国や県から色々な仕事が来ている現状があ

ります。しかしながら、現在の生涯学習課の人的配置を見ますと少ない人数で対応して

おり、今後、市としてしっかりとした体制を整備していくことを考えるとスタッフの増

員についても検討していかなければならないと感じております。教育委員の皆様にもお

力添えをいただきながら要望等を行っていきたいと考えております。 

 

田中委員     以前の社会体育指導員は、スポーツ推進委員になったのですか。そういった方を活用

していくことも重要だと思います。 

 

教育長      実際にはその活用していくための取りまとめをする職員が足りないという状況である

ので、そういった意味でもスタッフ増員について検討していくことが大切な部分ではな

いかと思っています。その他、何かご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９号及び専第９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      承認 

 

教育長      それでは、報第９号及び専第９号につきましては、承認させていただきました。 

 

 （10）議第 19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 19号については、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 

   特になし。 

 

 

７． その他 

   特になし。 

 

 

８．閉会 

   次回開催日を５月 23日（水）９時 30分～ に決定。 

    ４月定例会 ４月 25日（水）14時 55分開会。 

                 教育長 16時 00分に閉会を宣す。 

会議録署名人  

 


