
 

令和２年７月 下田市教育委員会定例会 会議録 

 

 令和２年７月 29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 

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  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 ６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 

  ７月事業報告及び８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、第 21回市町村駅伝大会の説明会が行われました。添付資料をご覧くだ

さい。３ページに練習日程表をのせてあります。今年から小学生と中高一般に練習日を

分けて行っております。雨が続いてなかなか思うように練習ができないですが、このよ

うな日程で練習を行っております。また、委員の皆様には可能であれば、練習の時に来

ていただいて、声掛けをしていただければと思います。次に４ページをご覧ください。

現在のところ、31名の選手にエントリーしていただきましたが、まだ受付け中なので、

もし皆様の方から紹介していただけるようなら、生涯学習課までご連絡をお願いしま

す。昨年よりも記録、順位ともに上げていきたいという強い思いもありますので、ぜひ

応援よろしくお願いします。 

続きまして、２点目になりますが、７月２日に第１回新中学校校章選定委員会を実施

しました。最終応募者数は一般 51作品、小中学生 501作品、合計 552作品でしたが、

その中から 98点に絞っていただきました。その作品を７月 10日に静岡大学の伊藤教授

に見ていただき、ご教示いただきました。またその後、伊藤教授に 15作品ほどに絞っ

ていただきました。第２回選定委員会でもう一度、今後のスケジュールを確認し、最終

的には本年度末には校章の決定をしたいと考えています。 

続きまして、３点目になります。資料５ページをご覧ください。７月９日サン印刷さ

んより飛沫防止パネル 365枚寄贈していただきました。贈呈式を稲生沢小学校で行い、

６年生の音楽の授業で早速使用させていただきました。 

続きまして、４点目になりますが、資料７，８ページをご覧ください。下田陸上競技

協会より光るうちわ 80個を子育て支援センターへ寄贈していただきました。下田陸上

競技協会が企画していた競技大会が中止になってしまったため、参加賞として準備して

いた光るうちわをぜひ有効活用してほしいとのことでした。 

続きまして、５点目になりますが、資料９ページをご覧ください。７月 13日にスポ

ーツ推進委員会を開催しました。本年度の事業計画を協議し、コロナの影響で事業が行

えるのか心配ではありますが、事業計画を作成しました。委員長は鈴木誠志さんにお願

いしました。鈴木誠志さんにつきましては、今年度文部科学大臣功労者表彰を受賞され

る予定です。 

続きまして、６点目になりますが、資料 10ページをご覧ください。７月 14日に市青

少年健全育成連絡協議会を開催しました。藤井秀喜さんに引き続き会長をお願いし、本

年度の事業計画について協議をしました。 

続きまして、７点目になりますが、７月 20日に下田市議会７月臨時会で新下田中学

校の建設に関する整備請負契約について審議していただき、可決していただきました。

いよいよ本格的に着手していきます。詳細につきましては、この後議事で事務局より説

明していただきます。 

続きまして、８点目になります。学校再編関係になりますが、７月 20日に学校統合

企画研究会、21日に未来の下田創造プロジェクト部会を開催し、それぞれの部会で課題

を解決しながら話し合いを行いました。 

最後になりますが、7月 23、24日に中体連の代替え大会として賀茂地区では、各支部

ごとに試合を実施しました。特に３年生にとっては、県大会への夢を繋ぎたかったとの



 

思いもあったのではないかと思いましたが、各部とも生徒は一生懸命取り組んでいまし

た。そのような中、下田市教育委員会では３年生に頑張った証として、思い出に残るも

のをプレゼントできないかと協議した結果、タオルに校名、部活動名、個人の名前入り

タオルを全３年生合計160名に送ることを決定しました。部活動に入っていない生徒は、

部活動名を除いたものを送ることになります。 

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。 

 

学校教育課 

課長補佐 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

先ほど資料にて皆さんにご覧いただいたと思いますが、校章について報告します。コ

ロナの影響で、統合準備委員会がなかなか開催されておりませんが、次回第 12回委員

会を９月２日に開催し、審議していただく予定となっております。また、７月 31日に

は、第２回選定ということで、各小中学校の美術、図工の主任の先生方にお集まりいた

だいて、98作品から 15作品選んでいただく予定です。すでに静岡大学の伊藤教授に 15

作品選んでいただいており、２つを合わせた合計 30作品の中から、統合準備委員会を

開催し、委員さんに選んでいただく予定です。審査していただく際、全てモノクロの状

態で審査していただきます。また児童生徒の作品の中から、静岡大学の伊藤教授が手直

しした作品もございますので、ご参考にしてください。学校再編全般の協議としまして

は、７月 20日、また８月 25日には統合企画研究会を開催予定です。大体月に１回のペ

ースで開催できればと思います。現時点では、新下田中学校の部活動を検討しておりま

す。児童生徒に回答してもらったアンケートに基づき、実際に設置可能かどうかなど話

し合いました。また、水泳部、サーフィン部の設立を検討しております。指導者に関し

ては振興公社、日本サーフィン連盟の方が下田にいらっしゃいますので、依頼できる体

制が整えられればと思います。また、宮崎県では日本初のサーフィン部が既に設立され

ております。下田の魅力を生かした部活を設置できないか、移住促進の意味合いも含め

て検討しております。 

また、校歌についてですが、校歌検討プロジェクトチームを設置し、本市に縁のある

方に依頼をしておりましたが、許諾が得られなかったため、詩・曲とも公募を検討して

いたところですが、元小学校校長から合唱曲作品で有名なミマスさんをご紹介していた

だきました。ミマスさんは中学校の課題曲を作曲されている方で、小学校にも地球星歌

という曲を提供しております。下田にもたびたび来ていただいているというところもあ

りまして、作詞作曲をお願いしたところ、快く引き受けていただけました。当初、歌詞

については公募も考えましたが、ミマスさんにお願いすることとしました。現在茅ヶ崎

に在住ということですので、新中学校のイメージや当市の雰囲気を感じてもらうため

に、当市を何度か訪問していただき、児童生徒との交流を持つ機会を確保し、イメージ

を膨らませていただきたいと考えております。 

通学用バックについてですが、前回申し上げましたが、防水のファスナーのところが

ボロボロになっているといった報告がありまして、業者が全面的に責任をとってくれる

ということで、すべて無償で交換していただくことになりました。交換時期は９月の下

旬以降になるということです。 



 

教育長 

 

 

天野委員 

 

学校教育課 

課長補佐 

 

教育長 

 

西堀委員 

 

 

学校教育課長 

 

 

 

 

教育長 

 

 

 

          

 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。何かご意見等いかがでしょうか。 

 

 バックについてですが、サブバックの検討はされないのでしょうか。 

 

前回の統合企画研究会でもそのような話がありましたが、特段学校で指定することは

しないです。統合までは、学校ごとの判断に委ねることとなります。 

 

 他に何かご質問ありますでしょうか。 

 

 コロナウィルスの対策として、マイクロバスでの送迎と記載があるんですが、どうい

うことでしょうか。 

 

 海水浴場が７月 23日から開放ということで、多くの観光客が来ること予想されるた

め、バス通学している子供の保護者から不安の声があがりました。そのため、下校時刻

にバスで送迎させていただいております。朝は時間が早いこともあり、感染リスクが低

いということで、下校時刻のみ行っております。 

 

 下田東中学校、白浜小学校学区である白浜大浜海水浴場が、例年観光客が多いですが、

保護者の方から運営委員会の方に何か対策はないかと問い合わせがありました。そのた

め、このような対策をとらせていただきました。ご理解のほどお願いします。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) 報第 11号 専決処分の承認を求めることについて 

   専第 11号 令和２年度(債務負担)下田中学校整備工事(建築)請負契約の締結について 

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、報第 11号並びに専第 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。それでは報第 11号並びに専第 11号につきましては原案のと

おり承認と決定しました。 

 

(２) 報第 12号 専決処分の承認を求めることについて 



 

   専第 12号 令和２年度(債務負担)下田中学校整備工事(機械設備)請負契約の締結について 

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、報第 12号並びに専第 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。それでは報第 12号並びに専第 12号につきましては原案のと

おり承認と決定しました。 

 

(３) 報第 13号 専決処分の承認を求めることについて 

   専第 13号 令和２年度(債務負担)下田中学校整備工事(電気設備)請負契約の締結について 

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、報第 13号並びに専第 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。それでは報第 13号並びに専第 13号につきましては原案のと

おり承認と決定しました。 

 

(４) 報第 14号 専決処分の承認を求めることについて 

   専第 14号 令和２年度下田市一般会計補正予算第５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、報第 14号並びに専第 14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 14号並びに専第 14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 22号 令和３～６年度使用の中学校用の教科用図書の採択について 

教育長 本議案につきましては、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 22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＞ 

議第 22号 原案承認 

 

(６) 議第 23号 下田市立学校教育職員の業務量の適切な管理等に関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 

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。 

ないようであれば、議第 23 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 23 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 24号 下田市修学旅行中止に伴うキャンセル料等補助金交付要綱の制定について 

教育長 事務局より説明願います。 

学校教育課長 

 

― 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 23 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 24 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８月定例会を８月 24日（月）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 

７月定例会 ７月 29日（水）13時 30分開会。 

教育長 15時 20分に閉会を宣す。 

 

会議録署名人 


