令和２年３月 下田市教育委員会定例会 会議録
令和２年３月 25 日（水）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

仁

学校教育課長

鈴木 美鈴

生涯学習課長

和泉多恵子

学校教育課

参事

平川 博巳

学校教育課

課長補佐兼学校教育係長

大原 清志

学校教育課 こども育成係長

澤地

彩

生涯学習課

図書係長

金守 俊彦

生涯学習課

社会教育係長

原

学校教育課

主査

隆史

本会議録調製者は次のとおりである。
原
１

隆史

学校教育課 主査

開会
13 時 30 分教育長開会を宣す。

２

会議録署名人選出
会議録署名人に渡邉亮治委員を選出。

３

２月定例会会議録承認
事務局より資料に基づき説明、承認。
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４

教育長報告事項
３月事業報告及び４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、私からお話をさせていただきます。
まず１点目、３月 16 日に市長室で田中とし子委員の教育委員辞令交付式が行われま
した。これから４年間大変ですが、下田市の教育のためにご尽力をいただきますようよ
ろしくお願いいたします。
続いて２点目ですが、新型コロナウィルス感染拡大を防ぐため、政府の要請を受け、
３月２日から 19 日まで、小中学校及び幼稚園、認定こども園幼稚園部は臨時休業とし
ました。その間、特に大きな混乱もなく教育委員会への問合せもありませんでした。ま
た、放課後児童クラブにつきましては、急遽午前８時 30 分から午後５時 30 分までの間、
開設し、通常利用者以外の６年生までの児童を対象に募集をかけたところ、多くの児童
が利用すると見込んでいましたが、予想に反し 10 名程度の申し込みでした。
３点目、高校入試関係になります。市内４中学校の生徒ですが、３名ほど不合格とな
りましたが、本日再募集結果が出て、３名ともに合格という形となりました。
４点目、卒業式関係では、卒業生及び保護者、教職員のみで挙行することになり、来
賓については一部 PTA 会長が参加した学校もありましたが、参加しない形で実施しまし
た。入学式については、24 日付けで文部科学省から学校再開に向け正式にガイドライン
が示され、現在、在校生は参加する形で、教育委員をはじめとする来賓の方々の出席は
自粛という形での対応となり、この件につきましては先に電話で連絡させていただいた
とおりでございます。また部活動等についても新年度から行う形で調整しております
が、ガイドラインの内容やその時々の状況に従い、順次対応をしていきたいと考えてお
ります。
続いて５点目、３月 20 日以降の市の施設開放についてですが、資料に一覧表を付け
ておりますのでご確認ください。開放するにあたっては、一定の基準を設け開放するこ
ととしております。また明日に庁内の対策会議にて詳細を協議する予定です。
６点目、東京オリンピック・パラリンピック関係ですが、100 日前イベントとして４
月 11 日に開催予定であったヨーコ・ゼッターランドさんの講演会は中止とさせていた
だきました。また、昨日から今日にかけ、報道等でご承知だと思われますが、オリンピ
ック・パラリンピックが１年程度延期という形になり、６月 26 日の聖火リレーについ
ても中止となります。2021 年に開催する際に今回企画させていただいたような 100 日前
イベントや聖火リレーなどは開催されると思われますので、情報が入り次第、教育委員
の皆様には連絡をさせていただきます。また今回、下田市花協議会さんには聖火リレー
実施に向け、既にアジサイ植栽についてご協力をいただいたところでした。詳細につい
ては新聞記事をご確認ください。
７点目、写真資料を付けておりますが、浜崎小学校東館が３月 27 日に完成する予定
となっております。地鎮祭は実施しましたが、落成式は現在、このような状況でござい
ますので行わない形とさせていただきました。来月の定例会前に現地視察を行いたいと
考えております。
最後に新聞記事をまとめた添付資料をご覧いただきたいと思います。まず２月 20 日
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に行われました教育奨励賞の記事、２ページから４ページまでは今回の新型コロナウィ
ルス関係の記事を、５ページには先ほど報告させていただいた下田市花協議会さんの植
樹記事、６ページには幼保こども園に前沢梱包さんから衛生用品を寄贈いただき、民間
保育園も含んだ形で既に配布させていただきました。このような時期で寄贈いただきま
したので本当に感謝申し上げる次第です。７ページには市の施設開放に関する一覧表、
最後のページに給食費に関する内容を掲載させていただいております。給食費につきま
しては、後ほど事務局から報告させていただきます。
私からは以上となりますので、続いて事務局から補足等、お願いします。
学校教育課長

・下田市議会３月定例会について報告
・新型コロナウィルス関係について報告（空気清浄器 11 台及び消毒液を 1,300 千円程
度予備費にて購入。厚生労働省から補助金が交付される予定。
）
・新中学校校章等選定について報告（４月から５月にかけ校章案を募集。
）
・来年度、児童生徒数、幼保こども園園児数について報告（大賀茂小で２・３年、４・
５年で複式学級。下田小及び下田中以外は全て１学年１学級。下田幼稚園は園児数 29
人。認定こども園幼稚園部は園児数 35 人(定員 90 人)。）
・浜崎小学校東館について報告（三方が山に囲まれている関係でコンクリート壁が高く
なり窓も小さくなっているが、採光性は良く室内は十分明るい。遊具についても全て
新調。来月現地視察を行う予定。）

教育長

教育長報告事項につきまして、何かご意見等いかがでしょうか。

田中委員

新型コロナ関係で２点ほどよろしいでしょうか。
まず１点目ですが、この休校期間中、放課後児童クラブの新たな申し込みは 10 名程
度と少なかったということでしたが、それ以外の子ども達は何をしていたのか把握して
いますでしょうか。また今後、現在より酷くなった場合、全国的に放課後児童クラブの
スペースが狭いと言われている中で、学校のスペースを使用したり、また人員について
は、教職員 OB の人達を活用したり、或いは学校の現教職員の協力を求めることもでき
ないのでしょうか。
続いて２点目ですが、クラスターを起こさないため、３つの状況を回避しなさいとい
うことですが、この３連休、下田に入ってくる人はかなり多く、新聞などでは都心から
一番近い伊豆へ来たというコメントを観光客の人が答えていました。そういった都心か
らの人が来ていることで、下田についても不安な部分は拭い切れないと思います。現在、
感染者は急激に増えていない状況ですが、このような状況の中で４月以降学校が始まっ
た際、３要素を回避すること等、一番大変なのが現場の教職員の方々だと思います。ぜ
ひともそういった部分について、教育委員会として十分な配慮をお願いしたいです。

教育長

まず１点目の他の子ども達の過ごし方については、これは私の周辺の話になります
が、祖父母の方や地域の友達同士で子ども達の面倒を見ているといった形、また兄弟で
特に歳が開いている家庭などは上の子が下の子の面倒を見ながら自宅で過ごすなど、
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色々な形があったと思われます。
田中委員

改めて聞きますが、今回の 10 名は通常利用にプラスして 10 名だったということでし
ょうか。

学校教育課長

通常利用にプラスして 10 名多かったという状況で、人数的にはこれまでの春休みの
利用と同程度の人数でした。教育委員会としても当初募集をかける際、場所の広さや支
援員確保等の問題で心配な部分がありましたが、結果として問題はありませんでした。
また募集の際にも本当に必要な方のみの利用を呼びかけたため、その影響もあったと思
われます。

教育長

これは私の意見ですが、観光地なだけにこういった状況の中、保護者の方は仕事が少
なくなり、また夏季と比べると会社に対しても融通が効き、比較的自宅にいることがで
きたのかもしれません。報道等を見ていますと他の自治体では色々な対応をしており、
下田市についても今後、検討しなければなりません。また教職員 OB の方にお願いする
ことも可能ですが、年齢の部分で心配なところもありますし、現教職員の方にもお願い
する部分も出てくるとは思います。

学校教育課長

そういった対応についてもガイドラインの 10 ページに積極的に学校施設を利用する
ことなど記載されておりますので、それら参考に下田市の実情を考慮しながら検討を進
めていきたいと考えています。

教育長

しかしこの３要素を防ぐための対策をしていくことは非常に難しい部分があると思
います。また授業を再開した際の検温等についても各ご家庭にお願いする部分も出てく
ると思いますが、その他の対策につきましてもガイドライン等の内容を遵守しながら対
応をしていきたいと考えております。

田中委員

空気清浄機は非常にありがたいことだと思いますが、学校には設置されないのでしょ
うか。また消毒液等の在庫はいかがでしょうか。

学校教育課長

空気清浄機は厚生労働省からの補助ということで保育所とこども園のみの設置にな
ります。消毒液については市民保健課で一括手配し全ての学校分を対応できますが、マ
スクは品薄になっているため、ご家庭でお願いする形になると思います。

田中委員

前沢梱包さんからの寄附にはマスクはなかったのですか。

学校教育課長

マスクはありませんでした。やはり品薄の状況となっており、実は空気清浄機につき
ましても何とか手配ができたという状況でした。
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教育長

いずれにしましても今後の対応につきましては、その時々の状況に応じ、順を追って
対応をしていきたいと思います。

天野委員

新学期からは給食は実施するのでしょうか。

学校教育課長

予定通り実施させていただく予定です。

天野委員

今回の休校により、給食のありがたさというものを私も含め、多くの保護者の皆さん
も分かったのかなと感じました。

西堀委員

１点だけよろしいでしょうか。なぜ学校は休みなのに放課後児童クラブは開設された
のでしょうか。この点については本当に矛盾していると思うのですが。

教育長

やはりこの部分は、文部科学省と厚生労働省との関係、片方は感染拡大を防止するた
めになるべく家での生活をお願いしたい、もう片方は仕事をしている保護者の立場を踏
まえた対応をお願いしたい、双方のせめぎ合いの中で現在まで進んできている状況だと
思います。

学校教育課長

当初休校が決定した際、放課後児童クラブについても開設しない形になるだろうと予
測していましたが、開設するということになって、非常に驚きました。これも報道等で
ご承知だとは思いますが、そういった中で保護者の方が有休を取得した際に、事業所に
対して国が助成する制度もできたのだと思われます。

田中委員

市内の保護者の皆さんは感染が怖いということで学童に行かせなかったということ
なのでしょうか。

こども育成
係長

時期的に春休みに近いということもあり、少なかったのではないかと思われます。こ
れが夏の時期だったとしたら、多くなっていた可能性は十分あると思います。

教育長

１か月と長い期間でしたが、新たな利用者は 10 名のみでした。

西堀委員

感染者がいなかったから良かったですが、もしかかっている状況ならば行かせる親は
いないのではないでしょうか。

学校教育課長

面積的には学校の方がはるかに広いと思います。放課後児童クラブで仮に 40 人フル
で入っていたと仮定すると１人当たりの面積は本当に狭くなります。

教育長

今のところ感染者はいませんが、これが多くなった場合、対応も変わってくると思い
ます。
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西堀委員

市内の保護者の方は、外へ出ていかなかったのでしょうか。報道だと外へ行って感染
した方もいたのでどうなのだろうかと思います。

教育長

どこかに行ったという話は聞いておりませんが、都心の方では抜き打ちでパトロール
をしているという話も聞いています。調査していないため分かりませんが、恐らく大丈
夫だとは思います。
その他にご意見等いかがでしょうか。ないようであれば教育長報告事項は以上とさせ
ていただきます。

５

議事
(１) 専第１号 専決処分の承認を求めることについて
報第１号 下田市学校給食費に関する規則の一部を改正する規則の制定について

教育長

事務局より説明願います。

学校教育課長

―

教育長

ただ今の説明につきまして、何かご意見等いかがでしょうか。

資料に基づき、概要説明 ―

ないようであれば、専第１号、報第１号につきましては、ご承認をいただけるという
ことでよろしいでしょうか。
全委員

異議なし。

教育長

ありがとうございます。それでは専第１号、報第１号につきましては原案のとおり承
認と決定しました。

(２) 議第９号 下田市教育委員会事務職職員の人事異動について
教育長

事務局より説明願います。

学校教育課長

―

教育長

ただ今の説明につきまして、何かご意見等いかがでしょうか。

資料に基づき、概要説明 ―

ないようであれば、議第９号につきましては、ご承認をいただけるということでよろ
しいでしょうか。
全委員

異議なし。

教育長

ありがとうございます。それでは議第９号につきましては原案のとおり承認と決定し
ました。
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(３) 議第 10 号 社会教育指導員設置規則の一部を改正する規則の制定について
教育長

事務局より説明願います。

生涯学習課長

―

教育長

ただ今の説明につきまして、何かご意見等いかがでしょうか。

資料に基づき、概要説明 ―

ないようであれば、議第 10 号につきましては、ご承認をいただけるということでよ
ろしいでしょうか。
全委員

異議なし。

教育長

ありがとうございます。それでは議第 10 号につきましては原案のとおり承認と決定
しました。

(４) 議第 11 号 下田市吉田松陰寓寄処管理規則の一部を改正する規則の制定について
教育長

事務局より説明願います。

生涯学習課長

―

教育長

ただ今の説明につきまして、何かご意見等いかがでしょうか。

資料に基づき、概要説明 ―

ないようであれば、議第 11 号につきましては、ご承認をいただけるということでよ
ろしいでしょうか。
全委員

異議なし。

教育長

ありがとうございます。それでは議第 11 号につきましては原案のとおり承認と決定
しました。

(５) 議第 12 号 下田市学校体育施設の開放に関する規則の一部を改正する規則の制定について
教育長

事務局より説明願います。

生涯学習課長

―

教育長

ただ今の説明につきまして、何かご意見等いかがでしょうか。

資料に基づき、概要説明 ―

ないようであれば、議第 12 号につきましては、ご承認をいただけるということでよ
ろしいでしょうか。
全委員

異議なし。

教育長

ありがとうございます。それでは議第 12 号につきましては原案のとおり承認と決定
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しました。
(６) 議第 13 号 下田市学校教育の基本方針について
教育長

事務局より説明願います。

学校教育課

―

資料に基づき、概要説明 ―

参事
教育長

ただ今の説明につきまして、何かご意見等いかがでしょうか。
ないようであれば、議第 13 号につきましては、ご承認をいただけるということでよ
ろしいでしょうか。

全委員

異議なし。

教育長

ありがとうございます。それでは議第 13 号につきましては原案のとおり承認と決定
しました。

(７) 議第 14 号 要保護及び準要保護児童生徒の認定について
教育長

事務局より説明願います。

学校教育係長

本議案につきましては、個人情報を含んだ内容となりますので非公開での審議をお願
いしたいのですが、よろしいでしょうか。

全委員

異議なし。

教育長

それでは、議第 14 号につきましては、非公開での審議とさせていただきます。
＜

非公開での審議＞

継続審査 31 件：仮認定 31 件
６

報告事項
・特になし。

７

その他
・教育委員に対し、今年度末で退職及び教育委員会から異動する職員から一言ずつ挨拶。
・教育委員会４月定例会を４月 21 日（火）13 時 30 分から下田市立中央公民館大会議室で開催。４月
定例会に先立ち浜崎小学校東館を視察する旨、確認。
・天野委員より新中学校通学に係る保護者意見について、情報提供。
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８

閉会
３月定例会 ３月 25 日（水）13 時 30 分開会。
教育長 15 時 10 分に閉会を宣す。
会議録署名人

-9-

