
 

 

平成 31年１月 下田市教育委員会定例会 会議録 

 

 平成 31 年１月 28 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 

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 天野 美香 委員を選出。 

 

 

３．12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 

   １月事業報告、２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、私の方から報告をさせていただきます。 

         １点目ですが、１月８日から小中学校の３学期が始まりました。特に問題なく、子ど

も達は元気に登校したとの報告がありました。 

続きまして、１月 13日の成人式についてですが、こちらについては新聞記事を添付し

ましたので後ほどお読みいただければと思います。特に大きな問題はありませんでした

が、昨年同様出口のところで先輩たちがお酒を振る舞うというようなことがありました

が、混乱もなく終了することができました。委員の皆様にも御出席いただきありがとう

ございました。 

続きまして、１月 15日に未来の下田創造プロジェクト部会が開催され、静岡大学の地

域創造学部、伊藤教授を講師に迎え、先生はデザインのプロということで、今後校章や

校旗まで含むと思いますが、デザインをどのように作るのかということで御指導いただ

いていくことになります。いろいろとアイディアを出しながら校章などを作り上げてい

くことになろうかと思いますので、委員の皆様にも御承知おきいただければと思います。 

続きまして、１月 23日にプログラミング教室が行われ、市長が様子を見てみたいとい

うことで、下田中に視察に来ました。４人の子ども達が発表してくれましたが、その内

容を見て、市長も関心をされていました。１月 30 日は 32 回目の開催で最終回となり、

稲生沢中、下田中で子ども達の成果発表会を 15：30から行いますので、委員の皆さんも

御都合がつきましたら御参加いただけたらと思います。 

         続きまして、１月 27日に下田・河津間の駅伝大会が行われました。こちらも記録の一

覧表と新聞記事を付けておきましたので、後ほど御覧いただければと思います。天気も

良く、いろいろな方の御協力を得ながら、無事に終了することができました。 

続きまして、１月４日になりますが、お吉の研究家である杉本武さんから「唐人お吉

を作った男たち」という本の寄贈がありました。小中学校及び図書館に配布させていた

だきましたが、こちらも新聞記事を添付しましたので御覧いただければと思います。 

次に、学校再編についてでございますが、こちらは後ほど報告事項のところで事務局

から説明をさせていただきます。 

それからインフルエンザについてでございますが、先週、稲生沢小学校の２年生の学

級閉鎖がありました。今週に入ってからは、下田中の１年Ｃ組、３年Ｂ組が給食を食べ

て帰って、明日から２日間学級閉鎖となります。少しインフルエンザの蔓延について心

配をしているところでございます。 

私からは、以上となります。質問事項等ございましたらお願いします。 

         特に、質疑も無いようですので、教育長報告事項につきましては、承認とさせていた

だきます。 

 

 

５． 議事 

（１）議第１号 下田市いじめ問題対策連絡協議会委員の委嘱について 

 

     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１号につきましては、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１号につきましては、承認させていただきます。 

 

 

（２）議第２号 下田市いじめ問題対策専門委員会委員の委嘱について 

 

     事務局より資料に基づき、概要説明 

 

教育長      それでは、質疑等ございますでしょうか。 

 

田中委員     １点お願いします。第１条で「児童、生徒」という文言を「児童、生徒（以下「児童

等」という。）」というように、「等」で括るのはどういう理由によるものでしょうか。 

 

学校教育係長   これにつきましては、例規上の技術的なルールのようなもので、当該条項以降の条項

で繰り返し同じ文言が現れる場合、短縮できるものは短縮していくということによるも

のです。 

 

田中委員     分かりました。 

 

教育長      その他にございますでしょうか。 

 

全委員      特になし。 

 

教育長      それでは、議第２号につきましては、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２号につきましては、承認させていただきます。 

 

 

（３）議第３号 下田市立小・中学校児童生徒の通学する学校指定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３号につきましては、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３号につきましては、承認させていただきます。 

 

 

（４）議第４号 下田市立学校体育施設の開放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４号につきましては、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４号につきましては、承認させていただきます。 

 

 

（５）議第５号 下田市立学校処務規程の一部を改正する規程の制定について 

 

     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５号につきましては、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５号につきましては、承認させていただきます。 

 

 

６．報告事項 

 ▼学校教育係長から以下のとおり報告。 

  ①統合中学校の最新図面について、以前から変更になった主な点として、メンテナンス道路を側溝に

蓋をするなどの工夫により２ｍから３ｍに広げる方向。また、駐輪場のすべてを体育館の裏側に配

置した。体育館の客席部分断面図について、人が何とか行き来できるようにするため、キャットウ

ォーク部分を 30ｃｍから 35ｃｍに広げた。１階平面図の左側の増設部分については、以前は３つか

ら４つに部屋が分かれた設計になっていたが、これを大きな１室にすることとなった。これらにつ

いては、先生方とも意見交換をして、それらを反映しながら改善をしているところ。 

田中委員  ：増築部分については、部屋の中の階段から２階へ行けるということでしょうか。 

教育長   ：そうです。部屋の中に階段があり２階へ行けます。下田のオリジナルな発想にな

っていると思います。 

  ②２月 17日に第２回の制服展示会を予定。第１回と同じ会場で実施。アンケートの結果、ブレザーの

方向となったが、業者からは、さらに下田中に合うような形で提案がされると思う。開催時間は、

10：00から 15：30を予定しているので、都合がつけば御覧願いたい。 

  ③２月 25日に開催予定の未来の下田創造プロジェクト部会については、これまでのまとめの会議とな

ると思うので、こちらも興味があれば御参加いただきたい。 

  ④３月 12 日に第５回統合準備委員会の開催を予定しており、この回において、２月 17 日の展示会に

おけるアンケート結果をもとに、準備委員会としての制服の決定を行うこととなる。２月 17日と同

様の形でサンプルの披露がされるので、都合がつけば御参加いただければと思う。 

    教育長   ：統合準備委員会として決定を行い、答申があり、これを教育委員会においても承

認をするという流れを予定しているということでよろしいですか。 

    学校教育係長：そうです。 

    田中委員  ：教育委員会において承認の審議をするということであれば、やはり２月 17日か３

月 12日は、どちらかで制服を見ておいた方が良さそうということですね。 

 

 

７． その他 

田中委員   ：放課後児童クラブについてある方から質問があり、その方は大賀茂の方ですが、シルバ

ー人材センターの方から指導員をやっていただきたいという依頼があったそうです。朝

日小学校が会場で、低学年の子どものお母さん方が一番働いている中で子ども達を見て

もらいたいという要望があるにもかかわらず、朝日小学校まで出かけていくというのは

危険ではないかという質問がありました。また、所管課が教育委員会になるのか、福祉

事務所の方になるのかということ、制度の呼び方も、子ども教室、放課後児童クラブ、

学童保育など様々あって自分たちもその辺りを確認しないまま、認識不足で来てしまっ

たということもありますが、それらについて教えていただければと思います。 

 

こども育成係長：放課後児童クラブというのは以前学童と言っていたもので保育になります。放課後子ど



 

 

も教室というのは下田はやっていませんが、時間が短く勉強を教える部分が入ってきま

す。放課後児童クラブは学童ですので保育であり、対象は小学校１年生から６年生まで

で、以前は低学年だけでした。現状、下田小、稲生沢小で行っています。 

 

教育長    ：シルバー人材センターからの話ということですが、それについてはどういうことですか。 

 

こども育成係長：なぜシルバーセンターかということですが、来年度から朝日公民館を利用して朝日地区、

大賀茂地区の子ども達を対象に放課後児童クラブをやろうというところからきており、

本来なら空き教室を利用できればよいのですが、それが見つからず場所選びに苦労して

いました。それが朝日公民館が閉鎖する方向ということで、市のプロジェクトチームで

検討を行い、１階の畳の部屋を使って放課後児童クラブをやろうということになりまし

た。そして、大賀茂の子につきましては、10名程度が想定されていますが、学校からタ

クシーを使って来てもらい、帰りは保護者の方に迎えに来てもらうようになります。支

援員については確保に苦慮しています。支援員さんには資格が必要であり、教員免許、

保育士、あるいは実務経験が２年以上あって講習を受けた方ということになります。シ

ルバー人材センターについては福祉事務所が所管ですが、建物が古いため、朝日公民館

に入ることも検討されており、その中で、放課後児童クラブ、シルバーの事務所、２階

を子育ての民間団体等に開放して多世代が集まるスペースにしたらどうかということで

プロジェクトチームでも検討をしています。放課後児童クラブについて、シルバー人材

センターが市から委託を受けて実施していくことも考え得るということで、支援員の依

頼について田中委員に質問のあった方に話があったのではないかと思います。 

 

田中委員   ：とすると、まだシルバーの話は決定ではないということですか。 

 

こども育成係長：まだ決定ではないですが、場合によっては、将来的には市から委託を受けて実施するこ

とも想定されるので、それを見越して人も探しているということもあると思います。 

 

教育長    ：今実施している放課後児童クラブということでは、教育委員会のこども育成係が所管と

いうことになります。 

 

こども育成係長：それについて、あくまでも児童福祉法によるものですので本来は福祉事務所になります

が、保育所や放課後児童クラブ等については下田では教育委員会が補助執行しています

ので、こちらで事務処理をしています。 

 

田中委員   ：インターネットで調べると、他地域では放課後児童教室というものをやっていて、退職

した教師や地域の方が教えているということでしたので、下田市ではシルバー人材セン

ターを使って地域の方にお願いしてそういうことを進めていこうとしているのかなと思

ったのですが、そうではないということですね。 

 

こども育成係長：はい。今後、そういうこともあり得るとは思いますが、現時点では未定です。いわゆる



 

 

小１の壁と言われていて、小学校から家に帰っても誰もいないということについて、ま

ずは、放課後児童クラブが市内全域、どの小学校にあるべきだと思いますので、来年度

より朝日、大賀茂地区についても放課後児童クラブという形で始めていこうということ

でございます。 

 

田中委員   ：分かりました。帰りについては保護者の方が迎えに来るということですが、終了時刻は

何時になりますか。 

 

こども育成係長：夕方６時までになります。 

 

教育長    ：教室は教える、放課後児童クラブは預かる、というすみ分けが良いのかなと思います。

ほかの進んでいる地域では、寺子屋などといって退職された先生方が短い時間を使って

教えるということもやっているということも確かにあるようです。 

 

田中委員   ：分かりました。ありがとうございました。 

 

 

８．閉会 

   次回は、２月 19日（火）午後２時 00分から中央公民館中会議室において開催。（教育奨励賞の前に

実施→田中委員対応） 

    １月定例会 １月 28日（月）13時 30分開会。 

                 教育長 14時 45分に閉会を宣す。 

会議録署名人  


