令和２年 11 月 下田市教育委員会定例会 会議録
令和２年 11 月 24 日（火）16 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。
糸賀

浩

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

土屋

仁

学校教育課

課長補佐

平川 博巳

学校教育課

課長補佐兼学校教育係長

内田 陽久

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

隆史

学校教育課

主査

井出 涼子

学校教育課

主事

本会議録調製者は次のとおりである。
井出 涼子
１

学校教育課 主事

開会
16 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

10 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
11 月事業報告及び 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

それでは、私からお話をさせていただきます。
まず１点目になりますが、10 月 30 日に第 16 回統合企画研究会を開催しました。統合
の関係につきましては、後ほど詳しく説明させていただきます。
続きまして、２点目になりますが、新聞記事の１ページ目をご覧ください。県子ども・
若者育成支援強調月間ということで、下田小学校にて、市長はじめ各関係団体が集まり
まして、早朝７時より声掛け運動を実施しました。夕方には、各関係団体にお集まりい
ただき、スーパーの店頭にてキャンペーン運動を実施しました。
続きまして、３点目になりますが、11 月４日、５日に下田東中学校１年生が総合的な
学習にて、
「中学生の君たちだからできること」をテーマに、LX デザインの方々の協力
を得まして、オンライン授業で学びました。新聞記事の２ページ目になりますので、ま
たお読みください。
続きまして、４点目になりますが、11 月４日に米フレンド下田より、お米の寄贈があ
りました。新聞記事の３ページ目になりますので、内容につきましてはまたお読みくだ
さい。
続きまして、５点目になりますが、11 月 12 日に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開催し、小中学校のいじめ、不登校の現状説明を行いました。
教育委員の皆様には、10 月教育委員会定例会及び、下田市総合教育会議内でお伝えして
おりますので、ご理解いただいていると思います。また、いじめにつきましては、未然
防止について協議し、市内学校での取り組み等について説明させていただきました。そ
の中で、人間関係プログラムの実践例のお話をさせていただきました。また、家庭教育
学級の取り組みなど協議し、スクールソーシャルワーカーの SSW 通信から１点紹介させ
てもらいましたが、不安を感じている状態から次第に不満に繋がり、不満が解消されな
いと不信につながるということで、早めの対応が重要ということでした。
続きまして、６点目になりますが、11 月 17、18 日に新下田中学校の校歌を作成して
いただくミマスさんに下田に来ていただき、校歌検討プロジェクト会議に参加していた
だきました。創作については、下田市のイメージ、子ども達の考えを取り入れていきた
いということで、市内の歴史、文化、自然、学校を案内させていただきました。
続きまして、７点目になりますが、11 月 17 日に県市町対抗駅伝の結団式が行われま
した。新聞記事の４ページ目になります。
続きまして、８点目になりますが、新聞記事の６ページ目をご覧ください。11 月 18
日に行われた下田市総合教育会議の記事になりますので、またお読みください。
続きまして、９点目になりますが、11 月 18 日に文化まちづくり懇談会を開催しまし
た。新聞記事の５ページ目になりますので、またお読みください。
続きまして、10 点目になりますが、11 月 19 日に下田中学校の引っ越し作業を行いま
した。下田中学校の先生、他 10 校の先生、教育委員会の職員合わせて約 70 名で、職員
室、事務室を中心に引っ越し作業を行いました。19 日以降は、下田中学校の先生方には
新しい場所で仕事をしていただいております。これから先、まだ３、４回引っ越し作業
をしなければいけないと思うので、また先生方のお力をかりて、作業を進めていきたい
と思います。
先ほどの 11 月事業報告にて、11 月 22 日、23 日行われる予定だったドリーム授業が

中止になったとお話がありましたが、県としましては、できれば本年度中にドリーム授
業を開催できないかということで、問い合わせがありました。子ども達も非常に楽しみ
にしていたので、中止になってしまい、非常に残念に思います。本年度中に開催できる
ように、今後協議していく予定です。
私からは以上となります。何かご意見等、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) 報第 18 号 専決処分の承認を求めることについて
専第 18 号 令和２年度下田市一般会計補正予算（第９号）：教育委員会

教育長

事務局より説明願います。

学校教育課長

―

資料に基づき、概要説明 ―

生涯学習課長

―

資料に基づき、概要説明 ―

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、報第 18 号並びに専第 18 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。それでは報第 18 号並びに専第 18 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 26 号 市議会の議決を経るべき議案の原案の決定について
（下田市民文化会館指定管理者の指定について）
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 26 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 26 号につきましては原案のとおり承認と決定
しました。

（３) 議第 27 号 市議会の議決を経るべき議案の原案の決定について
（下田市民スポーツセンター指定管理者の指定について）
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 27 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 27 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 28 号 市議会の議決を経るべき議案の原案の決定について
（下田市立公民館設置管理条例の一部を改正する条例の制定について）
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 ―

本来ならば、中央公民館のみ残し、他の公民館は令和３年３月 31 日をもって廃止す
るとのことで、委員の皆様にもお伝えしておりましたが、朝日公民館と稲生沢公民館に
つきましては、どうしても調整がつきませんでした。今説明にもございましたが、令和
３年度中には廃止する予定になっております。廃止するからには、次の使い方の目安が
ついてから廃止する予定になっております。
ご意見等ないようであれば、議第 28 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 28 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 29 号 市議会の議決を経るべき議案の原案の決定について
（令和２年度下田市一般会計補正予算第 10 号：教育委員会）
教育長

事務局より説明願います。

学校教育課長

―

資料に基づき、概要説明 ―

生涯学習課長

―

資料に基づき、概要説明 ―

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 29 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 29 号につきましては原案のとおり承認と決定
しました。

(６)議第 30 号 要保護及び準要保護児童生徒の認定について
教育長

続いて議第 30 号につきまして、審議内容が個人情報を含んでおりますので非公開とい
う形で審議させていただいて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 30 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＞

新規審査１件：認定１件
６

協議報告事項
・文部科学省の文化審議会が、玉泉寺境内にある「ロシア人墓地」の追加指定を文部科学大臣に答申
したことについて、生涯学習課鈴木課長より説明。
・新中学校の校歌、校章、通学方法、部活動の進捗状況について、学校教育課原主査より説明。

７

その他
教育委員会 12 月臨時会を 12 月 17 日（木）13 時 30 分から下田市立中央公民館大会議室で開催。
教育委員会 12 月定例会を 12 月 25 日（金）15 時 00 分から下田市立中央公民館大会議室で開催。

８

閉会
11 月定例会 11 月 24 日（火）16 時 30 分開会。
教育長 18 時 10 分に閉会を宣す。
会議録署名人

