
 

平成 29年 11月 下田市教育委員会定例会 会議録 

 

 平成29年11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 佳宏 生涯学習課長 

土屋  仁 学校教育課長 

山梨 弘樹 学校教育課 参事 

鈴木 美鈴 生涯学習課 課長補佐兼図書係長 

糸賀  浩 学校教育課 課長補佐兼こども育成係長 

本間 奈巳 生涯学習課 社会教育係長 

吉田 康敏 学校教育課 学校教育係長 

原  隆史 学校教育課 主事 

 

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 田中 とし子 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、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、私より報告をさせていただきます。 

まず１点目としまして、中学校再編説明会ですが 10月 31日稲梓小学校区を皮切りに、

昨日の浜崎小学校区を最後に小学校区で７地区、民間を含めました幼保こども園で４回

を全て終了することができました。委員の皆様には担当されている地区以外にも参加し

ていただき、ありがとうございました。詳細につきましては、本日皆様に資料として配

付しておりますが、この後事務局より補足説明させていただきます。また、市長と語る

会につきましても、明日の須崎地区で合計 10 地区となり終了となります。現時点では、

学校再編に関し強い反対というご意見は特にありませんでした。学校再編とは別になり

ますが、市町駅伝関係で応援バスやメディアを利用してもっとＰＲを行うなど、市民全

体で応援体制の構築を考えてほしいという要望が出されました。来年度以降、体制づく

りについて、検討をしていきたいと思います。 

２点目、Wikipedia Town in 下田小学校＆白浜小学校ですが、11 月３日に両校児童と

保護者が集まり、学校紹介のホームページを作成しました。詳細につきましては配付し

ている資料をご覧いただきたいと思います。今後は、今回だけで終わりにするのではな

く、他の学校にも広げていきたいと考えております。 

３点目ですが、11月８日の市町教育委員会研修につきまして、田中委員、西堀委員に

出席していただき、ありがとうございました。この後、少し時間を設けさせていただき、

よろしければ感想を聞かせていただきたいと思います。 

４点目としまして、下田市芸術祭ですが無事に終了することができました。特に後期

の部で詩吟や琴などの演目に小学生が参加していて、幅広い世代で行われており、非常

に良いことだと思いました。今後もより広い世代の方にこの芸術祭に参加していただく

ような方策を検討していきたいと思います。 

５点目になりますが、下田市指定研究発表会が 11月 15日に朝日小学校で実施されま

した。研修内容も次期学習指導要領に沿った研修であり、先生方も子どもを第一に考え、

日々の実践内容が積み上げられていて、非常に良かったと思います。 

６点目、11月 18日には市Ｐ連のバレーボール大会が和やかな雰囲気の中で実施され、

優勝は朝日小学校、準優勝は下田小学校でした。ちなみに今回で 27回目の開催で、市Ｐ

連の伝統行事として定着してきております。 

７点目でございますが、市町駅伝もあと４日後に迫りました。11 月 19 日には、下田

市、河津町、東伊豆町、南伊豆町の４市町で合同練習を実施しました。お互いの練習成

果の確認や他チームと競い合うことでの緊張感を味わったり、顔見知りになったりして

輪が広がったと思います。大変良いことだと思いますので来年度も同じような形を継続

できればと思っております。 

８点目、本日資料で配付しておりますが、クックランドさんより市内４中学校に対し

て、キンメコロッケバーガーを提供したいと要請があり承諾しました。詳細につきまし

ては資料で確認していただきたいと思いますが、下田名物を市内中学生に！ということ

で、地場産品の再認識と郷土愛を育む一助として実施させていただきます。 

最後になりますが、天野委員の任期満了に伴い、再任をお願いしたところ、内諾して

いただきました。先日 11月 24日に開催された下田市議会全員協議会におきましてその



 

旨を報告させていただきました。今後は、下田市議会 12月定例会にて議案として提出さ

せていただき、承認をいただくという流れになります。なお、任期につきましては、４

年間で平成 33年 12月 13日までになります。どうぞよろしくお願いいたします。 

私からの報告は、以上となりますが、まず、田中委員、西堀委員の方から研修会の感

想をお聞かせ願えればと思いますが、いかがでしょうか。 

 

田中委員     研修会ですが、講演会として悪役商会で有名な八名信夫さんのお話を聞かせていただ

きました。講演は、子どもの問題行動に対して、見過ごしている状況を作らず、必ず声

掛けを行うことが大切であるという内容でしたが、正直、八名さんが悪役だから可能で

あって、一般の人だとなかなか難しい部分もあるのかなとも思いました。声掛けする際

には十分慎重に判断してから行うこと、また近所付き合いの中で子どもが小さいうちか

ら顔を合わせて、大きくなってからも声掛けができるような雰囲気を作っていくことが

大切ではないのかなと感じました。 

 

西堀委員     自分も八名信夫さんの講演内容についてですが、とにかく良し悪しをはっきりさせる

ことが非常に大切であると改めて認識しました。必ず問題を起こすようなときには声を

掛けて、聞かせるということが大切であり、プラスアルファとしてアドバイスもできれ

ばもっと良くなるのではないかと感じました。 

 

教育長      ありがとうございました。感想の他に何かご意見などありますか。 

 

田中委員     今回は日程の関係もあり２名の参加でしたが、来年度以降は事前に日程等を確認して

いただき、教育委員全員が参加しても良いのかなとも思いました。 

 

教育長      今回の開催は静岡県東部地区で開催されましたが、恐らく研修会自体、東中西部の持

ち回りで開催しているのではないかと思います。西部等になると遠方になるので、その

場合の対応をどうするのか等、今後の検討事項とさせていただきたいと思います。 

 

学校教育課長   来年度以降、全委員が行けるような準備、予算については大丈夫ですが、詳細につい

て検討させていただきます。 

 

教育長      それでは続きまして、中学校再編説明会、Wikipedia Town等の補足説明を事務局から

お願いします。 

 

     学校教育課長より資料に基づき、概要説明（中学校再編説明会、Wikipedia Town、賀茂広域連

携会議(指導要録の電子化、10/31教職員対象デモ実施)、キンメコロッケバーガー） 

 

教育長      ただ今の補足説明につきまして、何かご意見はありますでしょうか。 

 



 

田中委員     Wikipediaというのは、どこが運営しているのですか。 

 

学校教育課長   Wikipedia財団という組織が管理運営をしており、Wikipedia自体に記事を書きたい人

は誰でも書くことができるものです。但し、ルールが細かく定められており、文献に基

づいたもので、且つそれをそのまま引用するのではなく、自分の言葉に変えて記事掲載

しなければなりません。そういった作業が積み重なって各ページが作成されており、現

在の形になっています。現在、市内小中学校は記事内容が少ないので、今回の下田小、

白浜小以外にも関係機関と協力し、記事内容について広げていければと考えております。

また今回、賀茂振興局さん主催で事業実施したのですが、振興局の方でも賀茂地域の学

校でこれらを実施したいということを検討されているようです。 

 

教育長      他に何かご意見はいかかでしょうか。 

 

田中委員     学校再編について、統合準備委員会の具体的な内容と、色々なことが今後決まってく

ると思いますが、その決まった情報をどうやって保護者に伝えるのかという部分をお伺

いしたいです。 

 

学校教育課長   現在の想定として委員の皆様もご理解していただいていると思いますが、５つの部会

を設け、それぞれで細かい部分を検討していきたいと考えております。また部会におい

て、既存のＰＴＡ組織等、例えば運営委員会などからの意見聴取等も頻繁に行わせてい

ただき、慎重に進めて参りたいと考えております。また決定した事項につきましては、

決定と同時にホームページ、広報、保護者宛て文書、説明会などを通じ、随時経過を報

告させていただきたいと考えております。 

 

教育長      他に何かご意見はいかがでしょうか。 

 

全委員      意見なし。 

 

教育長      それでは特に質問等ないようですので、教育長報告事項については以上とさせていた

だきます。 

 

 

５．議事 

（１）報第 15号 専決処分の承認を求めることについて 

（１）専第 15号 平成 29年度下田市一般会計補正予算第６号：教育委員会について 

 

     事務局より資料に基づき、概要説明。 

 

教育長      それでは質問等、ございますでしょうか。 



 

全委員      意見なし。 

 

教育長      それでは、報第 15号、専第 15号については原案のとおり承認でよろしいでしょうか。 

 

全委員      承認 

 

 （２）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 

     （下田市民文化会館指定管理者の指定について） 

 

     事務局より資料に基づき、概要説明。 

 

教育長      それでは質問等、ございますでしょうか。 

 

田中委員     指定管理料について、３年間で年度ごとに上がっていきますがその理由はなぜですか。 

 

生涯学習課    増額理由ですが、人件費になります。現在、文化会館におきましては、正職員４名、

臨時職員３名となっておりますが、正職員１名を増員させたいということで増額となっ

ております。 

 

田中委員     会館自体のイベント事業等について、効果はどのように考えておりますか。 

 

生涯学習課長   文化会館の施設自体が平成元年に竣工され、当時の市の人口は３万人程度でしたが、

現在はご承知のとおり、２万 2,000 人程度となり、人口減少高齢化も進み利用率につい

ても減ってきている状況となっております。そういった状況であっても、振興公社の頑

張りもあり、収入については 1,000 万円を維持しています。これは、平成５年に振興公

社が設置されて以降、住民との交流、また住民から振興公社に対する信頼関係から成り

立っているものであると理解しています。また、この文化会館につきましては兼ねてか

ら大ホールのキャパシティの問題があり、801 人という定員となっております。通常、

興行を行う場合、やはり 1,000 人以上の定員がないと難しい部分もあります。また東海

道沿線の施設であれば、まだ利用状況が改善される見込みもありますが、南伊豆地域に

ありますのでそういった地理的事情の問題もあると理解しております。 

 

教育長      それでは他に質問等、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 28号については原案のとおり承認でよろしいでしょうか。 

 

全委員      承認 



 

 

教育長      ありがとうございます。 

ここで、一旦、議事を閉じ、午後２時 40分までの 10分間休憩とします。 

 

休憩（午後２時 30分から午後２時 40分まで） 

 

教育長      休憩を閉じ、議事を進めます。 

 

 （３）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 

     （下田市民スポーツセンター指定管理者の指定について） 

 

     事務局より資料に基づき、概要説明。 

 

教育長      それでは質問等、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 29号については原案のとおり承認でよろしいでしょうか。 

 

全委員      承認 

 

 （４）第 30号 市議会の議決を経るべき議案の原案の決定について 

     （平成 29年度下田市一般会計補正予算第７号：教育委員会） 

 

     事務局より資料に基づき、概要説明。 

教育長      それでは質問等、ございますでしょうか。 

 

田中委員     要望ということでお願いしたいのですが、先日稲梓小学校体育館に中学校再編説明会

で訪れたのですが、体育館の中にトイレがない状況でした。災害時等で体育館を使用す

る場合などトイレは必要だと思いますので、ぜひとも設置していただければと思います。 

 

教育長      現在、体育館内にトイレがないのは稲梓小学校と大賀茂小学校になります。大賀茂小

学校は校舎と一体になっている構造なので設置する必要はないと思いますが、稲梓小学

校については、検討する必要があると思います。 

 

学校教育課長   次年度以降、検討をさせていただきたいと思います。 

 

教育長      それでは他に質問等、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 30号については原案のとおり承認でよろしいでしょうか。 

 

全委員      承認 

 

 （５）第 31号 下田市学校給食費に関する規則の制定について 

 

     事務局より資料に基づき、概要説明。 

 

教育長      それでは質問等、ございますでしょうか。 

 

田中委員     第８条第３項の学校給食の提供を受けた時に保護者から申し込みがあったものとみな

す部分ですが、これはどういった理由でみなし規定となっているのでしょうか。 

 

学校教育係長   本来、学校給食費につきましては、学校給食法でも規定されているとおり、保護者の

方が負担していただくことになっておりますが、納めていただいていない保護者の方も

おられます。そのような未納者の方に対する対応として、みなし規定を設けさせていた

だきました。 

 

教育長      それでは他に質問等、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 31号については原案のとおり承認でよろしいでしょうか。 

全委員      承認 

 

（６）第 32号 下田市立学校統合準備委員会規則の一部を改正する規則の制定について 

 

     事務局より資料に基づき、概要説明。 

 

教育長      それでは質問等、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 32号については原案のとおり承認でよろしいでしょうか。 

 

全委員      承認 

 



 

 

６．報告事項 

学校教育課長より、以下事項について、説明。 

  ・平成 29年度(平成 28年度実績事業)下田市教育委員会自己点検・評価報告書について 

  ・小学校の複式学級について 

 

 

７． その他 

特になし。 

 

 

８．閉会 

   次回開催日を 12月 25日（月）13時 30分～ に決定。 

    11月定例会 11月 29日（水）13時 30分開会。 

                 教育長 15時 25分に閉会を宣す。 

会議録署名人  

 

 

 


