
 

平成30年８月 下田市教育委員会定例会 会議録 

 

 平成30年８月22日(水)13時30分下田市教育委員会定例会を賀茂教育会館別館第１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 

和泉多恵子 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 

大原 清志 学校教育課 こども育成係長 

吉田 康敏 学校教育課 学校教育係長 

澤地  彩 生涯学習課 社会教育係長 

藤井 数仁 学校教育課 主幹 

 

本会議録調製者は次のとおりである。 

 藤井 数仁 学校教育課 主幹 

 

 

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 渡邉 亮治 委員を選出。 

 

 

３．７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 



 

   ８月事業報告、９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、現在、小中学校は夏休み真最中で、７月25日に76日間の１学期を終えたとこ

ろでございますが、大きな事件、事故もなく終業式を終えたと報告がありました。今日

現在においても、子ども達の事件、事故の報告はありません。もう少しですので充実し

た夏休みにしてもらいたいと思っております。 

２点目ですが、中体連の関係について前回報告させていただきましたが、県大会へ進

んだチーム、個人の皆さんについては健闘をしましたが、東海大会へ出場することはで

きませんでした。 

続いて３点目ですが、ニューポートの報告会を７月30日に行いました。伊豆新聞、静

岡新聞の記事を添付しましたので、後ほどお読みいただけたらと思います。子ども達か

らは、非常に充実した研修になったとの報告がありました。 

次に７月31日に第19回市町対抗駅伝の決起集会を行いました。現在、一般女子の方

の申し込みがない状況です。先日から練習が開始され、蒸し暑い夜の中の練習でござい

ましたが、委員の皆さんにつきましてもお時間があればご覧いただき、激励をいただけ

ればと思っております。 

続いて５点目ですが、７月26日でございますが、こちらも新聞記事に掲載されました

が、学校再編の関係で、未来の下田創造プロジェクトという部会を立ち上げました。こ

ちらにつきましても、記事の方をご覧いただければと思います。また、本日の午前中、

下田市の教職員一堂にお集まりいただき、今後のスケジュール等の説明や、各部会長さ

んから各部会の活動状況について説明をしてもらったところです。その後に、元静岡大

学特任教授の山口久芳氏から、下田の新しい学校づくりとふるさと志向ということで御

講演をいただきました。非常に充実した会であったと思います。また、明日の午後、統

合準備委員会を開催する予定にもなっております。 

次に６点目ですが、８月18日の土曜日に親子釣り教室を開催しました。こちらは私も

知りませんでしたが、20年も続けているようです。後ろにカラーコピーの資料を添付し

てありますが、鯖や鯛などが釣れたようで、親御さんともども大変感激されていたよう

です。 

最後に、８月２日に賀茂陸上大会が開催される予定でしたが、暑さの関係で中止とな

りました。こういった暑さという天候の事情で中止となったのは初めてではないかと思

います。 

私からは以上となります。事務局から補足があればお願いします。 

 

学校教育課長   ８月の事業報告でもありましたが、明日統合準備委員会を開催いたします。明日につ

いては、新中学校の校名の決定方法の決定をしていただく予定で、おそらく公募と思わ

れますが、公募の後、統合準備委員会の中で話し合い、そこから投票というような流れ

になるのではないかと思いますが、そういったことを検討する予定です。 



 

２点目として、制服をどのように決めていくのか。新中学校の１年生になる子から新

しい制服にするのであれば、来年度あたりから決めなければならないので早めに動きた

いと思っています。 

次に、各校のメモリアルの関係で、記念のモニュメント、トロフィー等をどうするの

か。今考えているのは、校旗や校歌の額などを新中学校の一角にスペースを設けて展示

したり、その他については、デジタル化したもので保存し、現物については各学校で処

分するなりということで考えていますので、それらを明日協議していただく予定です。 

それから昨年９月定例会で議決いただいた、新中学校の大規模改修に関連し、下田中

学校の校舎、体育館の耐力度調査の実施結果も出ております。また、基本計画、主に配

置計画というものもございますので、その基本計画の概要版を統合準備委員会の委員に

お示しし意見を伺いたいと思っております。また、耐力度調査と基本計画の概要版につ

いては、８月29日に議会の全員協議会もございますので、そちらでも説明をさせていた

だいて、最適な配置計画を決めて、９月定例会に基本設計、実施設計の予算を上げると

いう段取りを考えております。耐力度調査の結果、概要版につきましては後ほど説明を

させていただきます。 

次に、昨日、下田市子ども子育て支援事業計画のプロポーザルを行いました。これは、

27年度から31年度までが第１期でして、32年度からの５年間の第２期計画を策定する

ということで、４社から手が挙がり、教育長はじめ委員に審査をしていただき、ぎょう

せいさんという業者が最高点を獲得しました。そちらは前回の第１期計画を策定してい

ただきましたが、そちらの業者に決定したという状況でございます。 

         私からは以上でございます。 

 

教育長      それでは、何か質問等ございますでしょうか。 

 

田中委員     子ども子育て支援事業というのは、どういった事業でしたでしょうか？ 

 

学校教育課長   下田市の５年間の子どもの人口推移等を踏まえ、幼保、学童保育のニーズ調査を行い、

以降どういう子育て支援を行うのかという計画を策定するものでございます。第１期計

画にも目標がありましたが、それらの検証からはじめて、今後の保育、教育の部分をど

のようにするのかを策定していくものですが、こちらも子ども子育て支援会議という組

織がありますので、委員さんから意見を伺いながら、本年度はニーズ調査、未就園児、

就園児、小学生の保護者からアンケート調査を行う予定でございます。これには国から

手引きが出てくると思いますので、それに準じて行うことになると思います。 

 

田中委員     そういう調査を含めて、今後の指針等の策定をお願いするのが、先ほど説明があった

ぎょうせいさんという業者ということでよろしいでしょうか。 

 

学校教育課長   はい。そういうことでございます。 

 



 

教育長      他にございますでしょうか。 

 

学校教育課長   予算について後ほど説明させていただきますが、小中学校のエアコンの設置について

報道されているところでございます。県内各市町においても実施の方針を出していると

ころも多いようで、昨日もテレビで静岡市が全部行うという報道がされていました。賀

茂郡については検討中ということでしたが、私たちとしてもしましても庁内の政策会議

で検討を行い、やっていきたいという方向で進んでおります。今回の補正予算の計上は

できていませんが、今年度中に実施設計を組んで、来年度７月前までには小学校で実施

したいと、中学校については統合が控えていますので難しいかもしれませんが、そうい

う方向で進みたいと考えています。おそらく11月に臨時議会があると思いますので、そ

の辺に出せるようにしたいと思っております。報道等には実施に向けて検討中という回

答をしております。また、市長部局も理解を示しておりますし、国もエアコンに対する

補助を行いたいという話もございますので、そういう財源を活用しながら実施していき

たいと思っております。 

 

教育長      今の話で、全部の学校からではありませんが、夏休みに学校から資料をもらったので

すが、ＷＢＧＴという熱中症指数というものがあり、それが31℃以上あると危険という

ことで、一つの例で稲生沢小から７月のデータをいただいたのですが、グラウンド、体

育館、２年生、６年生の教室を午前、午後の２回測定し、教室などは危険という数値が

何回もあり、グラウンドは朝から危険で、となるとグラウンドでは授業ができない、遊

んではいけないということで対応しているわけですが、下田は本当に暑いということで、

今課長から説明がありましたように少しでも良い環境になるようにということで進めて

いるところでございます。 

 

田中委員     そのことについて、子ども達の方からは、体調がおかしいというような報告はありま

せんでしたか。 

 

教育長      何かあれば救急車で運ばれたというようなことになり報告があるはずですが、例えば

気分が悪くなって保健室で休んだというような統計はとっておりません。各学校で工夫

をしながら対応してくれていると思います。危険、厳重警戒となってくると心配なこと

が増えてくるわけでございますが、数値的なことは把握しておりません。 

 

田中委員     今年の暑さは異常で、陸上大会は中止ということなのか、それとも今後もやめるとい

うことなのか。 

 

教育長      今回は、対応が直前に迫られたこともあり、今年度は中止という決断をしたわけです

が、来年度以降については教育研究会で検討することになると思います。 

 

田中委員     中止にしたのは素晴らしい判断だったと思います。これが今年限りだけではなく、今



 

後も引き続いて検討してほしいです。 

 

教育長      酷暑対策については、夏休みを２日間、３日間少なくしようというような対応をして

いかざるを得ないというところもあるかもしれませんし、子ども達も自分で勉強をしな

ければならない等、いろいろ考えていかなければならない問題だと思います。 

 

学校教育課長   消防署で気象日報をつけているので調べましたが、最高気温が去年の７月は 31.7℃、

今年の７月は 34.8℃、さらに去年の最高気温を今年は 10日以上超えているということ

で、どこの地域もそうでしょうが、下田も暑くなっている状況があるというデータにな

っております。 

 

田中委員     プールをやめたというところもあるくらいですから。 

 

教育長      プールに入ったらのぼせてしまうというような状況なのでしょうか。稲梓小プールは

快適とまではいかないですが、割と良かったみたいですが。 

 

西堀委員     プールといっても水温が30℃以上あったらしいです。 

 

学校教育課長   ちなみに、下田市の小学校のエアコンの設置率が 0.1％で、県内で０％が２つくらい

あるそうですから、下から３番目という状況です。 

 

教育長      他にございますでしょうか。 

特にないようですので、報告事項は以上とさせていただきます。 

 

 

５． 議事 

（１）報第10号 専決処分の承認を求めることについて 

   専第10号 平成30年度下田市一般会計補正予算第３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。 

 

学校教育課長   少しよろしいでしょうか。今回の台風につきましては、最高雨量が51㎜だったと思い

ます。雨はあまり降らず、風の被害が大きかったようです。ほかの小中学校等の被害は

なく、全体としては例えば市道の赤間白浜線が倒木で通行止めになりましたが、小中学

校には無いような状況でした。 

 

教育長      他に如何でしょうか。 



 

 

全委員      意見なし。 

 

教育長      それでは、報第１号及び専第１号については、原案のとおり承認で宜しいでしょうか。 

 

全委員      異議なし。 

 

教育長      それでは、報第１号及び専第１号につきましては、承認させていただきます。 

 

 

  （２）議第32号 下田市教育委員会事務局職員の人事異動について 

 

     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宜しいでしょうか。 

 

全委員      異議なし。 

 

教育長      それでは、議第32号につきましては、承認させていただきます。 

 

 

  （３）議第33号 市議会の議決を経るべき議案の原案の決定について 

     （下田市子どものための教育・保育に関する利用者負担額を定める条例の一部を改正する条例

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33号については、原案のとおり承認で宜しいでしょうか。 

 

全委員      異議なし。 

 



 

教育長      それでは、議第33号につきましては、承認させていただきます。 

 

 

  （４）議第34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30年度下田市一般会計補正予算第４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     野口観光さんからの寄付を積み立てているということですが。 

 

学校教育課長   今年17,000千円の寄付があり、これをプラスすると総額は100,000千円に達します。

これまで取崩しを行っており、今年についてはプログラミング教室に充当させていただ

いているわけでございますが、今回の寄付の17,000千円を積み立てると、現在高は、約

68,000千円ということになります。 

 

田中委員     この使い道ですが、下田市の教育課題に対して使用させていただくことはできないの

でしょうか。 

 

学校教育課長   野口観光さんからは、そういうことに積極的に使用してくださいと申し出をいただい

ております。取り崩しの内容は、昨年度は就学奨励交付金、ニューポートの派遣、利子

補給、体験プログラム、英語力向上プロジェクト、英検受験、プログラミングなどで、

これらに使用させていただいておりますので、今後もこれらの事業や新たなものがあれ

ば充てさせていただきたいと考えております。 

 

田中委員     先ほどのエアコンの設置などには充てられないのですか。 

 

学校教育課長   そちらについては、一般財源で実施するのが通常だと思います。こちらは、児童生徒

の奨学に関するものということで、施設整備には、学校施設整備基金150,000千円ほど

があり、今年は10,000千円を体育館のガラス飛散防止工事に充当する予定になっており

ます。 

 

田中委員     施設整備とは別ということですね。 

 

学校教育課長   そうです。あくまでもこちらはソフトということです。 

 

田中委員     一般財源からとなると、時間が掛かりすぎ、喫緊の課題に即応できないことというこ

とがありますので、そういうものを充て、融通性が持てないのかなと思ったわけです。 



 

 

学校教育課長   過疎債という上手く使えるものがあり、また、文科省の施設整備費の増額というもの

も望める可能性もあり、施設整備についてはそれらを活用しながら進めていきたいと思

っております。もしエアコンを実施するとなると、どうしてもそちらが優先になり、施

設整備が遅れるかもしれませんが、優先順位をつけながら行いたいと考えております。

ただ、以前に比べると随分やりやすくなっていると思いますので、タイミングを逃さず

一般財源が掛からないように工夫しながら進めていきたいと思っております。 

 

田中委員     分かりました。 

 

教育長      野口観光さんからの寄付はソフト的な奨学に係るもの、施設整備はあくまでも一般財

源を基本に補助金等を活用していくというように、すみ分けをしながら進めていくとい

うことでございます。 

         他にどうでしょうか。よろしいでしょうか。 

特に御意見もないということで、議第30号につきましては、原案どおり承認でよろし

いでしょうか。 

 

全委員      異議なし。 

 

教育長      それでは、議第34号につきましては、承認させていただきます。 

 

 

  （５）議第35号 下田市学校給食費に関する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35号については、原案のとおり承認で宜しいでしょうか。 

 

全委員      異議なし。 

 

教育長      それでは、議第35号につきましては、承認させていただきます。 

６．報告事項 

①学校教育課長から、平成29年度決算関係で添付した『主要な施策の成果』の後日確認と今後の教育

委員会自己点検評価について説明。 

②学校教育課長から、下田市新中学校整備に係る耐力度調査及び基本計画の概要について、配布資料



 

に基づき説明。その後、質疑応答を実施。 

 

 

７． その他 

   特になし。 

 

 

８．閉会 

   次回開催日を９月26日（水）13時30分～（状況により時間変更の可能性あり） に決定。 

    ８月定例会 ８月22日（水）13時30分開会。 

                 教育長 15時15分に閉会を宣す。 

会議録署名人  


