
 

平成 30年１月 下田市教育委員会定例会 会議録 

 

 平成 30年１月 23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 

 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 

山梨 弘樹 学校教育課参事 

鈴木 美鈴 生涯学習課長補佐 兼 図書係長 

糸賀  浩 学校教育課長補佐 兼 こども育成係長 

吉田 康敏 学校教育課 学校教育係長 

原  隆史 学校教育課 主事 

 

本会議録調製者は次のとおりである。 

 原  隆史 学校教育課 主事 

 

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 天野 美香 委員を選出。 

 

 

３．12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 

   １月事業報告、２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点目ですが、小中学校及び認定こども園等は３学期が始まりました。冬休み中、特

に事故等もないということで元気にスタートしました。 

続いて２点目、インフルエンザが流行して参りました。現在までの学級閉鎖等の情報

を報告させていただきますが、浜崎小１年生で１月 16日から 19日まで学年閉鎖、６年

生は 19日から 22日で学年閉鎖、稲梓小４年生で 22日から 24日まで学年閉鎖、白浜小

２年生で 22 日、23 日の２日間学年閉鎖、下田小４年１組で 23日から 25日まで学級閉

鎖、稲生沢中１年Ａ組で 17 日から 19 日まで学級閉鎖、下田東中１年Ｂ組で 23 日、24

日の２日間学級閉鎖、下田中１年、２年生で 22 日、23 日の２日間学年閉鎖という状況

になっております。今後更に拡大する可能性はありますが、教育委員会としましては、

拡大を防ぐため、手洗いやうがい等の予防をするよう学校にお願いしております。 

３点目、下田・河津間駅伝がこの 21日に無事に終了しました。中学校の部に絞ってお

話しますと、西伊豆中男子はインフルエンザの関係で、南伊豆東中女子は選手自体が揃

わず棄権し、男女とも 11チームが参加しました。市内関係では、下田中女子が４連覇し、

また稲生沢中男子、下田東中女子がそれぞれ６位と健闘しました。各学校とも今年もイ

ンフルエンザの関係で、選手交代等がありベストメンバーでの参加ができなかったと聞

いております。また中学校とは別の話になりますが、昨年同様、下田中学校の卒業生が

思い出づくりにと、高校３年生がチームを作り、高校の部に参加してくれました。今後

もこのような形でチームが増えていくことでこの駅伝をなお一層盛り上げていくことに

も繋がってくると思います。 

最後４点目ですが、資料に新聞記事を配付しておりますが、下田ニューポートクラブ

主催講演会を１月 19日に開催された下田東中を皮切りに各中学校で開催されます。本年

が下田市とニューポート市との姉妹都市提携 60 周年ということでこのような講演会を

開催させていただいております。 

私からの報告は、以上となります。 

 

教育長      それでは質問等、ございますでしょうか。 

 

田中委員     成人式の関係ですが、成人メッセージについて、今年は学生と既に働いている方、双

方のメッセージだったので非常に良かったと思いました。特に働いている方の厳しさな

どを聞くことができ、成人された方々にも良い刺激になったのではないかと思いました。

今回のような双方の方にお願いしたのは、教育委員会側で意図したことなのですか。 

 

教育長      例年、この成人メッセージについては、司会を含め、学校ごとにお願いをし、それを

順に回している状況です。学校に聞きますとだいたい生徒会長等の方にお願いをしてい

るようです。今回のような形で、学生と働いている方、双方からメッセージをお願いす

るというようなことで、今後生涯学習課の方でも検討していきたいと思います。 

         その他に質疑等ございますでしょうか。それでは特にないようですので、報告事項に

ついては以上とさせていただきます。 



 

５． 議事 

（１）議第１号 下田市いじめ防止等のための基本的な方針について 

 

     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     調査についてですが、これはあくまでも重大事態が発生した場合に行うのですか。 

 

学校教育課長   そのとおりです。常設としていじめ問題対策連絡協議会を設置、年１回程度関係者を

集め、いじめ防止等の研修や情報交換を行わせていただきたいと考えております。重大

事態が発生した場合には、先ほどもイラストで説明させていただきましたが、教育委員

会としては、いじめ問題対策専門委員会に調査をお願いすることになります。現在も関

係者を集めた不登校等対策連絡協議会という組織がありますが、それとは別に法律に基

づいたものを設置させていただくということで今回の方針等を提案しております。 

 

田中委員     現在のいじめは、どのような状況なのですか。 

 

教育長      今年度の４月から 12月までですが、小学校で認知件数が 15件、そのうち解消件数が

８件、重篤な問題はないという状況です。中学校では認知件数が 16件、そのうち解消件

数が６件、10件については指導を行っているという状況です。この解消件数の解消とい

う部分ですが、平成 27年の法改正により定義が変わり、認知をしてから３か月の期間を

みて、これをもって解消という形になりました。またいじめの定義についてもこれまで

より枠が広がり、かなり件数が増加し、全国的にも新聞等で話題になりました。 

 

学校教育課長   国の方針などを見ますと、ネット上での悪口など、本人が気づいていないケースもあ

り、そういった部分の指導という部分も含まれるのではないかと思われます。 

 

教育長      27 年度改正により、いじめの定義が変わり、26 年度 17 件だったものが、27 年度 74

件と軽微なものも含むようになり、増加しました。 

 

学校教育課長   暴力を伴わないいじめも含まれるようになりました。 

 

教育長      例えば、ふざけあった場合でも相手にいじめだと思われたら、いじめになります。ま

た、アンケートなどでも受けた方がいじめられたと書けばいじめになります。 

 

学校教育課参事  本人やその保護者の方が、いじめを受けたと感じたらいじめになります。静岡県では、

いじめの解消率を重視しております。また、重大事態についてですが、これまでのとこ

ろ市内におきましては、このようなケースは発生しておりませんが、県外などの様子を



 

見ていますと生徒から訴えられたなどという事案もあり、大きな問題となるケースがあ

ります。また法で定めた組織がないということになりますとより大きな問題であるため、

今回の方針等を整備させていただきたいということで提案をさせていただいております。 

 

田中委員     いじめについてですが、冷やかしなど継続的な場合などが対象になるということでし

ょうか。 

 

学校教育課長   そうではなく、単発でもいじめを受けた人がいじめを受けたと思えば、いじめになり

ます。 

 

田中委員     それでは認知件数が多くなりますね。学校のいじめ防止組織の中にも外部の方が入る

ことが大切ではないかと思います。 

 

教育長      現在、組織の中には入ってはいませんが、スクールカウンセラーなどの専門的な方に

ご意見をいただいたりするなど、十分な配慮をした上で対応をしております。 

         その他に質問等、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、議第１号につきましては、承認させていただきました。 

ここで、一旦、議事を閉じ、14時 45分までの 10分間、休憩とします。 

 

休憩（14時 35分～14時 45分） 

 

教育長      休憩を閉じ、議事を再開します。 

 

 （２）議第２号 市議会の議決を経るべき議案の原案の決定について 

    （下田市いじめ問題対策連絡協議会等設置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 

 

 （３）議第３号 下田市いじめ問題対策連絡協議会運営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 

 

 （４）議第４号 下田市いじめ問題対策専門委員会運営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      それでは質問等、ございますでしょうか。 

 

田中委員     会議の公開についてですが、例えば調査案件などについても公開ということなのでし

ょうか。 

 

学校教育課長   保護者や報道等、逆に非公開としますと不安をより煽ってしまう可能性もありますの

で要綱上ではこのような形で規定しております。ただし、個人情報などが特定されてし

まう場合などは、非公開という形で運用の部分でしっかりと対応をしていきたいと思い

ます。当然この専門委員会は重大事態の調査を行いますが、防止等の協議も行いますの

でそういったところは公開するという運用を考えております。 

 

田中委員     各委員の皆さんが十分に話し合える環境をぜひとも整えていただきたいと思います。 

 

教育長      その他に質疑等、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 

 

 （５）議第５号 下田市立学校処務規程の一部を改正する規程の制定について 

 

     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。 

 

全委員      意見なし。 

 

教育長      それでは、議第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 

 

 （６）議第６号 下田市立学校統合準備委員会への諮問について 

 

     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、議第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 

 

 （７）議第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。 

 

田中委員     統合準備委員会の組織ですが、委員委嘱も含めて十分に考えられた非常に良い組織だ

と思います。 

 

教育長      ありがとうございます。その他に質疑等、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 

 

（８）議第８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８号については、個人情報等が含まれますの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〉 

新規申請１件：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２月 22日（木）９時 30分～ に決定。 

    １月定例会 １月 23日（火）13時 30分開会。 

                 教育長 15時 45分に閉会を宣す。 

会議録署名人  


