
 

 

平成 31年２月 下田市教育委員会定例会 会議録 

 

 平成 31 年２月 19 日(火)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 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 

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 田中 とし子 委員を選出。 

 

 

３．１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 



 

 

   ２月事業報告、３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、私の方から報告をさせていただきます。 

         １点目ですが、１月 30 日にプログラミング教室の最終日、全 32 回を終了するという

ことで、下田中、稲生沢中で成果発表会を実施しました。当日は、田中委員、天野委員

に稲生沢中へ見学に来ていただきありがとうございました。後ほど感想をお聞かせいた

だければと思います。なお、その１週間前に市長が下田中に視察に来られたと前回報告

させていただきましたが、市長から、課長会議の中で大変良かった、来年度にはもう少

し人数を増やしてやってみたらどうか、というお話をいただきました。この件について

は、新聞記事を添付しましたので後ほど御覧ください。 

２点目ですが、２月７日に北方領土マラソンが実施されました。下田中の２年Ａ組が

インフルエンザで学級閉鎖となり参加できませんでしたが、下田中の２年Ｂ組や他の学

校の子ども達は一生懸命自分のペースを守りながら、完走をすることができました。こ

れにつきましても新聞記事を添付しましたので後ほど御覧ください。 

３点目ですが、いじめ問題対策連絡協議会及びいじめ問題対策専門委員会をはじめて

の会議ということで合同会議として開催しました。今回は、委嘱状交付、いじめ防止条

例の説明、下田市の現状についての説明、意見交換などを行いました。これも新聞記事

を添付しましたので後ほど御覧ください。 

４点目ですが、２月 16日に第 10回下田まち遺産こどもシンポジウムがあり、稲梓小、

白浜小、下田小、大賀茂小の３年生が１年間通して総合的な学習で学んだことを発表し

ました。各学校、素晴らしい発表ができました。この会も第 10回を迎えましたが、ステ

ージ発表は終了することになりました。この会は、建設課を中心に行われているという

こともあり、来年度以降は、出前講座のような形で各学校に出向けたらと考えているよ

うです。これも新聞記事を添付しましたのでそちらを御覧ください。 

         ５点目ですが、２月 17日に第２回制服展示会を行い、334人の来場がありました。当

日来ていただいた方は熱心に御覧いただき、アンケートにも記入していただきました。

今後は、アンケート結果をもとに統合準備委員会等で審議をしていただき、答申を受け

て最終決定をしていく予定です。その最終決定は６月末を目安に考えています。展示会

には田中委員、西堀委員、天野委員さんにお越しいただきありがとうございました。 

私からは、以上となります。質問事項等ございましたらお願いします。 

         特に、質疑も無いようですので、教育長報告事項につきましては、承認とさせていた

だきます。 

         それでは、よろしければ、プログラミング教室を見学した感想をお願いします。 

  ※田中委員：発表会には、どのようなことをするのか分からない中で参加したのもありますが、もう

少し発表時間が長ければ、子ども達が学習したことを丁寧に説明してくれたかなと思い

ました。自分に知識がない状態でしたので正直よく分からなかったというのが感想です。

ただ、発表を聞いて、大変だという思いをもって勉強していることが伝わってきました

し、正直ここまで時間が必要になることを知って、この事業の大変さが分かりました。 

   天野委員：発表会を聞いて、あの事業によって、表現力や想像力が、また違った方向で学習になる

のではないかなと思いました。もっと多くの子ども達が参加してほしいなと思いました。 

 



 

 

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 平成 30年度下田市一般会計補正予算第８号：教育委員会について 

 

     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１号及び専第１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、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す。 

 

 

（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 下田市いじめ問題対策連絡協議会運営要綱の一部を改正する要綱の制定について 

 

     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２号及び専第２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、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す。 

 

 

（３）議第６号 市議会の議決を経るべき議案の原案の決定について 

   （下田市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定め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 



 

 

教育長      それでは、質疑等ございますでしょうか。 

 

田中委員     放課後児童クラブの指導員については、全員何らかの資格を持っていないといけない

ということでしょうか。 

 

学校教育課長   教職員の免許を持っている方、大学で心理学、教育学、体育学等を修めて卒業された

方、県の定める研修を終えた方などになります。支援の単位は最大 40人で、そこに２人

の支援員を配置しなければならないものです。現在は、１人は資格を持っている方、も

う一人は補助員という形で良いということになっています。また、補助員については５

年間勤めることによって保育士の支援員の資格を得られるという状況になっています。 

 

教育長      今は、資格の所持者１人と補助員ということですが、40人に対する２人の支援員とい

うのは、資格がなければ放課後児童クラブを運営できないということでしょうか。 

 

学校教育課長   法律が平成 27年４月１日から施行され、猶予期間５年間は補助員で可能ということで、

その間に支援員を養成しなさいということです。 

 

田中委員     分かりました。 

 

教育長      その他にございますでしょうか。 

 

全委員      特になし。 

 

教育長      それでは、議第６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６号につきましては、承認させていただきます。 

 

 

（４）議第７号 市議会の議決を経るべき議案の原案の決定について 

   （下田市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定め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 

 

教育長      それでは、質疑等ございますでしょうか。 

 

田中委員     みくらの里に保育所がありますが、それは該当しますか。 

 



 

 

学校教育課長   認可外の事業所保育になり、市の認可が必要なく国と直接やり取りしています。企業

独自の保育内容を決定でき、例えば土日の実施、朝晩の時間などを決めて実施していま

す。ここでいう小規模保育所にある事業所内保育とは別の制度になります。近隣では今

井浜病院のひまわり保育所が、事業所内保育所となります。河津町や東伊豆町には、小

規模保育所として家庭内保育事業を実施しているところがあります。現在、下田では、

待機児童がいませんので、需要が起こっていないということです。 

 

田中委員     分かりました。 

 

教育長      その他にございますでしょうか。 

 

全委員      特になし。 

 

教育長      それでは、議第７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７号につきましては、承認させていただきます。 

 

 

（５）議第８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９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     浜崎小学校の改修事業の件については、必ず国の採択はあるのでしょうか。 

 

学校教育課長   ２月７日に国の補正予算が成立しました。事業採択については、本日時点でまだ国か

ら通知が届いていない状況で、例えば国交省関係については既に国からの通知が届いて

いるようです。この第２次補正の中で、文部科学省の学校施設整備分が 665億円あり、

その割り付けに時間が掛かっているのではないかと思います。仮に採択されなければ先

送りの可能性がありますが、採択されない場合は、次年度以降の採択を待つ状況にあり

ます。国の補正が２月７日に成立したところでありますので、国からは、２月末までに

は通知が届くのではないかと思っています。 

 

田中委員     額が大きいのでどうかなと思いましたが、状況は分かりました。 

 

教育長      その他にございますでしょうか。 



 

 

全委員      特になし。 

 

教育長      それでは、議第８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８号につきましては、承認させていただきます。 

 

 

（６）議第９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 31年度下田市一般会計予算：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。 

 

西堀委員     放課後児童クラブについてですが、大賀茂、朝日地区の対応が進んでいて、さらに浜

崎地区の予定があるという話でしたが、その場合、稲梓地区や白浜地区が実施されない

まま残されてしまいますが、その辺についてはどう考えていますか。 

 

こども育成係長  この件につきましては、国の方から放課後児童プランが打ち出され、待機児童をゼロ

にしていこうという中で、各学校に放課後児童クラブを設置していくこと等によってこ

れに対応していくという目標が示されました。市としては、今年度、ニーズ調査を行っ

た上で、来年度、子ども子育て支援事業計画として５か年計画を策定します。担当課と

しては、国の目標同様に、計画期間中での全小学校区内での実施を目標にしたいと考え

ています。その中で稲梓地区や白浜地区についても具体的に検討していきたいと思って

います。 

 

教育長      来年度以降、子ども子育て支援事業の５か年計画の中で載せていきたい、計画の中に

取り込んでいきたいということでよろしいでしょうか。 

 

こども育成係長  ニーズ調査を踏まえながら、計画の中に盛り込んでいきたいと考えています。 

 

教育長      西堀委員、いかがでしょうか。 

 

西堀委員     分かりました。 

 

教育長      その他にございますでしょうか。 

 

全委員      特になし。 



 

 

教育長      それでは、議第９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９号につきましては、承認させていただきます。 

 

 

（７）議第 10号 静岡県費負担教職員人事の内申について 

 

教育長      議第 10号につきましては、教職員人事の内容ということで非公開での審議とさせてい

ただきます。 

＜非公開での審議＞ 

承認 

 

 

６．報告事項 

 ・学校教育課参事から別添「下田市内卒業式・入学式関係一覧」により、場所、日時等の分担及び祝辞

の依頼を行った。 

 

 

７． その他 

 特になし。 

 

 

８．閉会 

   次回は、３月 22日（金）午後１時 30分からとし、場所は調整の上、後日通知することとする。 

    ２月定例会 ２月 19日（火）13時 30分開会。 

                 教育長 15時 40分に閉会を宣す。 

会議録署名人  


