
 

令和２年５月 下田市教育委員会定例会 会議録 

 

 令和２年５月 26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 

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 

 

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 

会議録署名人に西堀政幸委員を選出。 

 

３ ４月定例会及び５月臨時会会議録承認 

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。 

 

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、新型コロナウイルス関連になります。５月 14日に教育委員会臨時会を



 

開催し、学校等の再開についてご協議いただき、ありがとうございました。その後、５

月 15日に下田市新型コロナウイルス対策本部会議でご承認いただいた学校等再開の方

針を決定し、その後すぐに学校から保護者の方へメールにて連絡させていただきまし

た。５月 18日から分散登校を各校の実態に応じて実施し、１週間に２日間登校日を設

定させていただきました。添付資料で市内各校の分散登校一覧をつけさせていただきま

したが、各校とも工夫して登校日を設定し、実施させていただきました。分散登校期間

中の欠席数は、市内全体で４～５件程度で大部分は元気に登校し、先生や子どもたちと

の再会を喜んでいたと報告を受けております。５月 24日からは午前中登校で授業も再

開されており、６月１日からの通常登校に向け、今後も十分なケアをしながら対応して

いきたいと考えております。また感染症拡大防止のために各学校では工夫を凝らし、子

ども達への検温等、細心の注意を払いながら実施しています。そういった部分では教職

員への負担も大きくなっていますが、その時々の状況に応じて対応していくしかないと

考えております。国の方でもスクールサポーターを配置するという新たな動きもありま

すが、上手く活用しながら進めていきたいと考えております。 

続いて２点目になりますが、先日、静岡県市町対抗駅伝競走大会の監督募集について

新聞報道がされましたが、現時点で昨年も就いていただいていた渡邉洋之さんから応募

を頂いており、締め切りは今月末までですが、今年度についても監督をお願いする形に

なると思われます。 

３点目、再び新型コロナウイルス関連で添付資料に新聞記事を配付しておりますが、

様々な事業所等から善意の寄附が多数寄せられています。ビッグシャワー実行委員会さ

ん、河津桜ボランティアセンター玉木さん、平山呉服店さん、下田海中水族館さんから

消毒液やマスクなどを寄附していただき、こういった厳しい状況の中で本当にありがた

く、頂いたものにつきましては、子ども達のために有効に活用させていただきたいと思

います。 

４点目、こちらも写真を添付資料につけさせていただいておりますが、絵本作家の鈴

木まもるさんから大型絵本５冊の寄贈をありました。昨年度、認定こども園に実物大の

汽車を頂き、それに続く大型絵本の寄贈ということで、本当にありがたく、感謝してお

ります。 

次に５点目、図書館の利用状況について報告させていただきます。５月 19日から貸

出時間 30分以内、貸出期間短縮等工夫をしながら業務を行っておりますが、先週１週

間ではこれまでの通常利用とほとんど変わらず、１日当たり 40人前後とのことです。

なお、子ども達の利用は分散登校が始まっている期間のため、ほとんど利用はなかった

そうです。 

最後に６点目、学校再編関係で中学校整備事業に関する入札の結果についてになりま

すが、詳細については、事務局から報告させていただきます。 

 

学校教育課長  中学校整備事業に関する入札結果表を資料として配付しておりますので、そちらをご

覧ください。まず、整備事業のうち建築部分につきましては、５月 20日に執行され、

河津・土屋特定建設工事共同企業体が落札しました。続いて２ページ、３ページをお開

きください。電気設備部分、機械設備部分につきましては、それぞれ５月 25日に執行



 

され、電気設備は小林・土屋特定建設工事共同企業体が落札、機械設備は㈱サエツ冷機

工業下田営業所が落札しました。以上、入札に関する報告を終わります。 

 

教育長  何とか全ての入札で落札がされ、本当に良かったと思います。今後も各手続きに基づ

き、順次進めていきたいと思います。 

 教育長報告事項は以上となりますが、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１点、よろしいでしょうか。体温計については、非接触型の体温計

で検温しているのでしょうか。 

 

教育長  非接触型の体温計で検温している学校とそうではない学校、双方あります。 

 

田中委員  ぜひ非接触型でお願いできれば、非常に安心だと思われます。 

 

天野委員  中学校ではチェック表が配付され、各家庭で検温、印鑑欄もあり、確実にやってもら

う形になっています。 

 

教育長  非接触型の体温計を購入しようとしても物が入らないという状況で、全ての学校で整

っておりませんが、第２波に備えて準備していきたいと思います。今後、このような状

況が続いていくことが想定されますが、基本的には各家庭で検温をしていただく形に移

行していくなど様々な検討をしていきたいと考えております。 

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８号 専決処分の承認を求めることについて 

報第８号 令和元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 

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、専第８号、報第８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８号、報第８号につきましては原案のとおり承

認と決定しました。 



 

(２) 専第９号 専決処分の承認を求めることについて 

報第９号 令和２年度下田市一般会計補正予算第２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 ― 

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、専第９号、報第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。それでは専第９号、報第９号につきましては原案のとおり承

認と決定しました。 

 

(３) 専第 10号 専決処分の承認を求めることについて 

報第 10号 下田市立学校統合準備委員会委員の委嘱について 

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 ― 

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、専第 10号、報第 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。それでは専第 10号、報第 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 17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３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 

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。 

 

田中委員 ＧＩＧＡスクール構想というのはどういったものなのしょうか。 



 

学校教育課長  国が進める学校における高速大容量ネットワーク環境の整備を推進するとともに、特

に義務教育段階において、全学年の児童生徒１人１台端末を持ち、それらを十分に活用

できる環境の実現を目指すという構想になります。国としては継続的に財源を確保し、

必要な支援を講じ、併せて教育人材や教育内容といったソフト面でも対応を行うとされ

ています。 

 

学校教育課 

課長補佐 

 ＧＩＧＡスクール構想の概要について、資料として配付させていただいたのでそちら

をご確認ください。令和元年 12 月にＧＩＧＡスクール実現推進本部が設置され、その

目的については先ほど学校教育課長から説明させていただいたとおりになります。 

 国の令和元年度補正予算において、ＧＩＧＡスクール構想の実現ということで、校内

通信ネットワークの整備で 1,296 億円、それとともに児童生徒１人１台端末の整備で

1,022億円、補助額としましては１台あたり 45,000円を上限に、当初は小学校５・６年

生及び中学校１年生分を対象として、令和２年１月に補正予算が成立されました。参考

として記載しておりますが、当初は令和３年度に中学校２・３年生、令和４年度に小学

校３・４年生、令和５年度に小学校１・２年生という形で段階的に整備する予定でした

が、国の令和２年度補正予算、いわゆる新型コロナウイルス感染症経済対策において、

１人１台端末の早期実現を目指し、一気にそれらを整備するため、約 2,292億円を計上

し、令和２年４月に成立されました。その内訳になりますが、まず児童生徒の端末整備

支援として 1,962億円、これは先ほど説明した令和元年度補正予算に加え、中学校２・

３年生、小学校１～４年生全てを措置し、補助額につきましては、45,000円を上限とす

るものになります。続いて、学校ネットワーク環境の全校整備ということで 71 億円、

また学校ＩＣＴ化が急速に進められるため、ＧＩＧＡスクールサポーターの配置に 105

億円、Ｗｉ－Ｆｉ環境が整っていない家庭に対する支援として147億円などとなります。

以上がＧＩＧＡスクール構想になります。教育委員会としましては、先ほどの事業報告

の中で説明させていただきましたが、下田市立学校ＩＣＴ教育環境整備検討委員会にお

きまして、協議検討を進めて参りたいと考えております。 

 

田中委員  将来的には１人１台整備される形になるのでしょうか。 

 

学校教育課 

課長補佐 

 基本的には１人１台端末、パソコンでなくタブレット端末を整備する形になります。 

 

田中委員  Ｗｉ－Ｆｉ環境が整っていない家庭に対しては整備するための補助金などを交付す

るのでしょうか。 

 

学校教育課 

課長補佐 

 補助金を交付するのではなく、自治体が Wi-Fi環境が整っていない家庭に対し、モバ

イルルータを貸与する形になると思われます。国はその補助額として、年収 400万円未

満世帯に上限１万円まで自治体に対し補助を行うとしておりますが、下田市につきまし

ては現在、要保護及び準要保護世帯に対し、貸与することを想定しております。 

 

天野委員 このＧＩＧＡスクール構想はすごく良いことだと思います。 



 

学校教育課 

課長補佐 

 しかしながら学校現場においてＩＣＴ化が急加速されるので、教育委員会としまして

は、先生方に対する研修が非常に重要であると感じております。その他にも色々な課題

があると思いますが、しっかりとした体制を整えていきたいと考えております。 

 

田中委員  ふるさと納税についてですが、昨年と比較して多く集まったのですか。またどういっ

た形で使用されているのでしょうか。 

 

教育長  申し訳ございませんが、今、資料がないため、後ほど対応させていただきます。 

 

学校教育課 

課長補佐 

 教育委員会が所管するふるさと納税の基金につきましては、教育振興基金と奨学振興

基金になります。また市全体になりますと世界一の海づくり基金をはじめ、様々な基金

があり、それら基金の活用方法につきましても市ホームページに掲載させていただいて

おります。 

 

教育長  奨学振興基金などは、英語検定受検推進補助金、体験プログラム事業や英語力向上プ

ロジェクト事業などに使用させていただいております。 

その他にご意見等いかがでしょうか。ないようであれば、議第 17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 17 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 18号 令和２年度下田市立学校の学期の期間変更について 

教育長 事務局より説明願います。 

学校教育課 

参事 

 

― 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。 

 

田中委員  ５月臨時会において、教育長から小学校１年～５年生、中学校１年・２年生は年度を

またいで、一方、小学校６年生と中学校３年生は１年間の中で調整したいということで

したが、今回の議案となった経過を教えていただいてもよろしいでしょうか。 

 

学校教育課 

参事 

 昨日、臨時校長会を開催し、今回の提案に至りました。その中で様々な検討を行った

のですが、授業日の変更前は年間小中ともに 204日、変更後は小学校で 190日、中学校

で 188日と減少していますが、変更前の 204日には例えば運動会準備等々の各行事の予

備分を含めての日数であり、実際には 190日、188日確保できればこれまでと変わらな



 

い形で対応できるだろうということで、今回の議案内容となりました。 

 

教育長  臨時校長会では、運動会、遠足などの様々な行事については延期するなどして、なる

べく残したいという意見が多かったです。例えば運動会などでは練習日の日数を減ら

し、その減らした分を授業日に充てるといった対応をしていきたいと考えております。 

 

学校教育課 

参事 

日数の確保に加え、各行事に対する時数についても減らし、その減らした時数分で確

保することなど、対応していきたいと考えております。また中学校では７時間授業を行

ったり、２学期に土曜日授業３日間を確保するなど、様々な想定を検討し計算させてい

ただいた結果として、今回の授業日の日数とさせていただきました。 

 

田中委員  今後、第２波が来たらどうするのかなど、非常に大変だとは思いますが、ぜひとも子

ども達のためによろしくお願いしたいと思います。 

 

教育長 その他に何かご意見等いかがでしょうか。ないようであれば、議第 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。それでは議第 18 号につきましては原案のとおり承認と決定

しました。 

 

６ 報告事項 

  特になし。 

 

７ その他 

教育委員会６月定例会を６月 23日（火）13時 30分から下田市立中央公民館大会議室で開催。 

 

８ 閉会 

５月定例会 ５月 26日（火）13時 30分開会。 

教育長 15時 00分に閉会を宣す。 

 

会議録署名人 


