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令和元年 5月 下田市教育委員会定例会 会議録 

 

 令和元年 5 月 27 日（月）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 

 

委員以外に出席した者は次のとおりである。 

鈴木 美鈴  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 

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 

石井 真人  学校教育課 主査 

 

本会議録調製者は次のとおりである。 

 石井 真人 学校教育課 主査 

 

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。 

 

３．4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 

   5月事業報告及び 6月事業計画について、事務局より資料に基づき説明。 
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教育長 それでは、私のほうから何点かお話をさせていただきます。 

まず 1点目です。4月 28日から 5月 6日まで 10連休がありましたが、事故や問題行動

もなく充実した休みを過ごせたようです。 

続きまして 2点目です。5月 8日に第 6回統合準備委員会が開催されました。年度が変

わり、25名中 13名の委員が代わりました。今までの経緯や今後のスケジュールについて

協議しました。 

続きまして 3点目です。5月 15日に和歌山県有田市（以下「有田市」という。）の教育

委員会より 3名の方が下田市の学校再編の視察のために訪問され、学校教育課長以下 3名

で対応しました。このことについて補足があれば、後ほど事務局よりご説明願います。 

続きまして 4点目です。第 80回黒船祭が無事終了しました。白浜小学校ではニューポ

ート訪問団との交流が行われ、下田小学校は玉川大学との交流、また、他の 5校につきま

しては米軍の水兵達との交流がありました。稲梓中学校は米軍の第 7艦隊音楽隊の演奏を

聴くことができました。下田中学校は吹奏楽部の生徒が 5月 17日（金）の献花式、そし

て 18日（土）の公式パレードにも参加しています。17日の献花式には下田保育所の 5歳

児達が献花式の介添役として参加しました。ほかにも朝日太鼓、白浜太鼓、白浜小学校の

4年生から 6年生が踊りを披露するなど、教育委員会でもすべてを把握しきれてはおりま

せんが、たくさんの小学生を中心に黒船祭に参加・協力していただいており、華やかなう

ちに黒船祭が無事終了できたのではないかと思います。 

続きまして 5点目です。先程 5月 23日に教科書採択連絡協議会を開催したという報告

がありましたが、次回 6月にこの教育委員会で 1社に絞られた教科書を皆さんに協議して

いただき、採択の同意を得たいと思います。なお、本来は小学校と併せて中学校も今年度

教科書の採択替えの年なのですが、2021年に中学校の新指導要領の実施を控えており、

採択されたとしても 1年間しか使われないことから、文科省に検定申請した教科書会社が

ありませんでした。したがって、この 6月に教育委員会で現行の教科書について採択の同

意を得るという手続がありますので、ご承知おきください。 

続きまして 6点目です。同日 5月 23日に寿大学の開校式が行われ、69歳から 91歳ま

での 84名の方々が入校しました。最高年齢 91歳の方を含め 90歳以上の方が 3名、80

歳以上の方は全体の約 56%である 47名が参加され、非常に意欲的に取り組んでいただい

ております。なお、寿大学では 1年かけて 10講座を行います。 

続きまして 7点目です。統合企画研究会が開催され、委員の皆さんには非常に前向きに

参加していただき、将来の下田を担う人材の育成に向け、多くの発言をいただきました。

今後も諸問題を解決していくための協議をしていただきます。 

最後に 8点目ですが、5月 21日は大雨のため、小・中学校、幼稚園及び認定こども園

の幼稚園が休校・休園になり、それに伴い放課後児童クラブも休校となりました。非常に

強い雨でしたが、特に大きな被害はなかったという報告を受けております。 

私からは以上です。事務局から何か補足等はございませんか。 

学校教育課長 先程の教育長のお話にもありましたとおり、有田市が中学校の統合のため、5月 15日

に下田市に視察に来られました。有田市は人口規模 2万 6千人程で、有名な箕島高校があ

り、名産は有田みかんと太刀魚だそうです。学校の編成はちょうど下田市と同じで小学校
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が 7校、中学校が 4校ですが、中学校を 5年後（令和 6年）までに 4校を 1校に統合す

ると仰っていました。 

有田市に市内の様子を伺ったところ、面積は下田市が約 104㎢なのに対して有田市は約

36㎢と下田市の 1/3くらいとのことでしたが、ある程度 JRの路線が走っており、通学面

に関してそれほど心配はないという印象でした。 

産業面では第 1次産業である農業が発達し、またそのほかに石油の精製所があり、各学

校とも地域ごとの思い入れが強く、下田市の「未来の下田創造プロジェクト」を参考に進

めていきたいと話していました。 

統合に関する体制について、有田市はそれなりのポジションを作って進めているという

ことで、下田市が学校教育係の中で行っているとお話ししたところ、逆に感心されてしま

いました。 

統合に関しては下田市が先行している部分がありますので、今後はいろいろと情報交換

しながら進めていきたいと思います。 

教育長 有田市が下田市のことを知ったのはウェブサイトか何かを見てということでしょうか。 

学校教育課長 そうです。下田市ではウェブサイトで殆ど全ての情報を公開しておりますが、公開して

いる議事録や報告書を全てプリントアウトしてお持ちでしたので、かなり下田市のことを

お調べになった上で視察に来られているようでした。有田市からは「下田市は非常に丁寧

にやっている」という印象を持っていただいているようです。 

教育長 これから課題もたくさんありますが、委員の皆様にもご報告、ご相談しながらより良い

学校づくりを目指していきたいと思いますので、ご協力をお願いしたいと思います。 

今の報告事項について、委員の皆様から質疑等ございますでしょうか。 

全委員 意見なし。 

教育長 質疑等ございませんので、教育長報告事項については承認とさせていただきます。 

５．議事 

(１) 議第 18号 下田市社会教育委員の委嘱について 

教育長 議第 18号について事務局より説明願います。 

生涯学習課長 －資料に基づき概要説明－ 

教育長 委員の皆様の方から質疑等ございますでしょうか。 

全委員 意見なし。 
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教育長 それでは議第 18号について、原案のとおり承認することと決定しました。 

 

(２) 議第 19号 下田市公民館運営審議会委員の委嘱について 

教育長 議第 19号について事務局より説明願います。 

生涯学習課長 －資料に基づき概要説明－ 

教育長 委員の皆様の方から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 19号について、原案のとおり承認することと決定しました。 

 

(３) 議第 20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） 

教育長 議第 20号について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－ 

教育長 委員の皆様の方から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 20号について、原案のとおり承認することと決定しました。 

 

(４) 議第 21号 市議会の議決を経るべき議案の原案の決定について 

（令和元年度下田市一般会計補正予算第 2号：教育委員会） 

教育長 議第 21号について事務局より説明願います。 

学校教育課長

生涯学習課長 

－資料に基づき概要説明－ 

教育長 委員の皆様の方から質疑等ございますでしょうか。 

田中委員 金額のことについては理解できましたが、こども子育て事業のシステムの改修というの

は具体的にどのようなものですか。 
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学校教育課長 －補足説明－ 

保育に関する法律の改正があり、詳細については把握しきれていませんが、保育料の無

償化に関して、現在のところ次のような予定となっております。 

 0歳から 2歳までの子ども：条件付き（住民税非課税世帯）で無償化 

 3歳から 5歳までの子ども：無償化 

また、給食費に関して、幼稚園では保育料とは別に徴収していますが、保育所（公立・

私立・認定こども園の保育園部）では保育料に含まれています。しかし、今回の法改正

で 3～5 歳児については幼稚園と同様に保護者の実費負担となってくるため、徴収や減

免の関係で問題が出てくると思われます。また、収入の算定や納付書、支給認定証の発

行等の見直しも想定されます。今後、国や県から詳細について連絡があると思いますが、

現時点では今申し上げたことくらいしか把握できておりません。業者に見積書をもらえ

るような段階ではないため概算になりますが、国から示された基準額と人口 1人あたり

の単価を用いて試算すると、改修費はおよそ 880万円程度になります。事務費について

も同様にして算出しております。 

教育長 ただいま事務局から説明がありましたが、よろしいでしょうか。ほかに質疑等ございま

すでしょうか。 

全委員 意見なし。 

教育長 それでは議第 21号について、原案のとおり承認することと決定しました。 

 

６．報告事項 

 2 学期に教育委員の方々に学校訪問をしていただく。実施期間は 1 日。具体的な訪問先、日程等に

ついては今後事務局で調整の上、追って連絡する。 

 平成 30 年度からの繰越事業である市内 7 小学校のエアコン設置工事について、施工業者が決定し

た。当初、工期を 7 月 31 日としていたが、物品調達等の関係で 1 学期中の稼働は間に合わないた

め、工期を延長して夏休み期間である 8月に工事を行い、2学期から稼働するということで調整中。 

 

７．その他 

天野委員欠席のため、次回の開催日・会場を次のいずれかとする。 

 6月 26日（水）午後 1時 30分 中央公民館大会議室 

 6月 27日（木）午前 9時 30分 中央公民館大会議室 

（後日、天野委員との調整により、次回は 6月 27日（木）午前 9時 30分から中央公民館大会議室で開

催決定。） 
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８．閉会 

5月定例会 5月 27日（月）13時 30分開会。 

教育長 14時 30分に閉会を宣す。 

 

会議録署名人 


