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平成 31年 4月 下田市教育委員会定例会 会議録 

 

 平成 31 年 4月 25 日(木)14 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階中会議室に招集

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。 

鈴木 美鈴 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 

平川 博巳 学校教育課 課長補佐兼学校教育係長 

大原 清志 学校教育課 こども育成係長 

金守 俊彦 生涯学習課 社会教育係長 

石井 真人 学校教育課 主査 

 

本会議録調製者は次のとおりである。 

 石井 真人 学校教育課 主査 

 

 

職員自己紹介 

 

１．開会 

14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。 

 

３．3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 

   4月事業報告及び 5月事業計画について、事務局より資料に基づき説明。 



- 2 - 

教育長 それでは、私のほうから何点かお話をさせていただきたいと思います。 

まず 1点目、先ほど説明がありました 4月 5日の小中学校の入学式ですが、委員の皆様

には参列していただき祝辞を述べていただきました。ありがとうございました。各学校と

も順調にスタートし、現在のところ大きな問題等もありません。 

続きまして 2点目ですが、4月 8日に黒船祭の絵画コンテスト審査会を開催しました。

別添資料①をご覧ください。本年度は中学生の作品を審査し、この資料に名前が挙がって

いる子供達が入選しました。表の上の 4名につきましては、黒船祭式典において表彰され

ます。 

続きまして 3点目ですが、4月 18日に全国学力調査があり、無事終了しました。今年

度につきましては、中学校で初めて英語の調査を行い、「読む・聞く・書く・話す」の 4

項目について測りました。特に「話す」につきましては、パソコン室のパソコンでヘッド

セットを使用し質問に対して回答するということで、全国的に上手くいくか心配なところ

があり、静岡県では 1校で不具合があったという新聞記事がありましたが、下田市ではパ

ソコンの不具合や生徒の操作ミス等もなく無事終了しました。 

続きまして 4点目ですが、大賀茂地区において毎年行われている大賀茂れんげ祭では、

大賀茂小学校の子供達が参加し、祭を盛り上げてくれたと聞いております。 

続きまして 5点目ですが、第 1回下田市スポーツ推進委員会議が開催されました。生涯

学習課長からもお話がありましたが、別添資料②にその新聞記事が載っております。そこ

に書かれてあるように年間の計画を立てるということで話し合いがなされました。 

続きまして 6点目ですが、アシベグループが稲生沢小学校に一輪車約 10万円相当分を

寄贈され、4月 24日に贈呈式を行いました。アシベグループでは今後も市内の各学校に

寄付をしたいとのことで、これまで稲梓小学校、稲生沢小学校と 2回寄付が行われ、次回

3回目につきましては白浜小学校を予定しているとのことです。地元の子供達に貢献した

いという社長の強い思いから始まり、我々としては非常にありがたいことと受け止めてお

ります。今後も継続して行われるとありがたいと思っております。 

続きまして 7点目ですが、4月 27日から始まる 10連休の対応につきまして説明があり

ましたが、認定こども園及び下田保育所で 4月 30日と 5月 2日に希望保育として開設す

ることになりました。4月 30日は幼保合わせて 21名の希望保育に対し職員 8名が、5月

2日は幼保合わせて 24名の希望保育に対し職員 8名が対応する予定となっております。 

続きまして 8点目、学校再編に関するものとして統合企画研究会、あるいは未来の下田

創造プロジェクトですが、後ほど学校教育課長の方から説明していただきます。ニューポ

ート関係につきましてもこの後説明していただきます。 

私からは以上です。事務局から補足説明願います。 

学校教育課長 別添資料③～⑤について補足説明（概略を記載） 

 別添資料③について 

黒船祭の日程を記載してあるのでご確認いただきたい。5月 17日 10時 30分から

稲梓中学校で第 7艦隊による演奏会が行われる。地元の方々の観覧も可能である。

また、平成 28年度から「こどもボランティアガイド」を行っており、市内の小学

校 4年～6年生を対象に募集をかける。こどもボランティアガイドが玉川大学の学
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生と連携し、5月 18日に米英海軍の乗員等を英語で案内することを企画している

ので、ご覧いただきたい。 

 別添資料④について 

下田市ニューポート訪問団については、7月 10日から 7月 18日までの 9日間（7

泊 9日）の日程で、市内各中学校から生徒を 1名ずつ派遣する。今後、派遣する生

徒を選考していく。生徒はホストファミリーの元へホームステイする。 

 別添資料⑤について 

 下田市立学校統合準備委員会（以下「統合準備委員会」という。）はその下に 8

つの部会があり、各部会を下田市立学校統合推進部会（校長会）（以下「統合

推進部会」という。）が取りまとめる。各部会から上がってきた意見を統合推

進部会で検討し、統合準備委員会に上げるという流れで進めている。 

 新中学校の開校準備を計画的かつ組織的に進めるための研究の場として下田

市立学校統合企画研究会（以下「統合企画研究会」という。）を設置した。こ

れは統合準備委員会の補助機関という位置づけであり、その協議内容は別添資

料⑤に記載のとおり中学校の魅力化、8つの部会を運営するための研究等であ

る。時間的な制約もあるため、統合企画研究会を月に 1回程度開催し、統合推

進部会の検討材料を協議していく。メンバーについては、教育長（会長）、学

校教育課長、参事、係長、指導主事、主査、各中学校から校長 4名、教頭 2名、

教務主任 2名に加え、統合企画主任として下田東中学校の佐々木浩彦教諭に入

っていただきたいと考えている。第 1回の開催は 5月 23日を予定している。 

生涯学習課長 以下の点について補足説明（概略を記載） 

 別添資料⑥について 

9月 20日から 11月 20日までの 2か月間、日本の 12都市、19自治体でラグビー

ワールドカップの試合が行われる。静岡県では袋井市のエコパスタジアムで 4試合

が行われる。好カードは 9月 28日の日本対アイルランド戦。 

 その他について 

2020年に開催される東京オリンピック及びパラリンピックは、生涯学習課の担当

となった。開幕まで 500日を切り、本格的なカウントダウンが始まっている。静岡

県では自転車競技が舞台となる。トラック競技は伊豆市、ロード競技は小山町、御

殿場市及び裾野市で行われる。4月 8日の調整室御披露目式では、県の意気込みが

感じられた。 

教育長 教育長報告事項につきましては以上ですが、委員の皆様から質問等ございますでしょう

か。 

田中委員 統合企画研究会と統合準備委員会との関係はどういうものなのでしょうか。 

学校教育課長 別添資料⑤をご覧ください。以前にもお配りさせていただきましたが、資料中央の図が

統合準備委員会の組織図です。一番上に統合準備委員会があり、その下に未来の下田創造
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プロジェクトを含めた 8つの部会があります。その 8つの部会を取りまとめるのが統合推

進部会（校長会）です。本来であれば、8つの部会から上がってくる意見を統合推進部会

である校長会の中で協議していただき、統合推進委員会に上げていくという流れなのです

が、校長会で統合の件だけを協議していただく時間もとれず、統合までの残り 3年間であ

る程度意思決定していきたいという状況の中で、統合準備委員会の補助的な機関として統

合企画研究会を発足しました。この統合企画研究会の中で協議し、それを統合準備委員会

である校長会に提案していくかたちをとりました。 

教育長 毎月定例の校長会があるのですが、こちらからお願いしたことがなかなか上手く伝わら

ないところがあります。次の段階に進むためには、学校教育課長が説明したような組織が

あって校長会に繋げていけば、こちらの意図がより浸透していくのではないかということ

で、今までやってきたことを踏まえて新たな組織を作った次第です。 

学校教育課長 統合企画主任に来ていただいたということもあり、いろいろな部会に出席しながら情報

収集し、統合企画研究会の中で協議・検討して統合推進部会（校長会）に提案していきま

す。 

田中委員 ある程度校長会で案を出すが、詳細な部分の検討についてはなかなか難しいので統合企

画研究会を活用するということですね。分かりました。 

教育長 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 それでは教育長報告事項につきましては、承認することと決定しました。 

 

５．議事 

(１) 報第 3 号 専決処分の承認を求めることについて 

専第 3 号 下田市立図書館長の任命について 

(２) 報第 4 号 専決処分の承認を求めることについて 

専第 4 号 下田市公民館長の任命について 

(３) 報第 5 号 専決処分の承認を求めることについて 

専第 5 号 下田市立青少年の家所長の任命について 

(４) 報第 6 号 専決処分の承認を求めることについて 

専第 6 号 下田市青少年補導センター所長の任命について 

 

教育長 それでは、続きまして議事に移らせていただきます。本来は一つずつ承認をいただくこ

とになっておりますが、専第 3号「下田市立図書館長の任命について」から専第 6号「下

田市青少年補導センター所長の任命について」まで一括して事務局から説明していただき
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ます。 

生涯学習課長 －資料に基づき概要説明－ 

教育長 専第 3号から専第 6号について皆様の方から質疑等ございますでしょうか。 

全委員 意見なし。 

教育長 それでは専第 3号から専第 6号について、原案のとおり承認することと決定しました。 

 

(５) 報第 7 号 専決処分の承認を求めることについて 

専第 7 号 下田市文化財保護審議会委員の任命について 

 

教育長 事務局より説明願います。 

生涯学習課長 －資料に基づき概要説明－ 

教育長 皆様から質疑等ございますでしょうか。 

全委員 意見なし。 

教育長 それでは専第 7号について、原案のとおり承認することと決定しました。 

 

(６) 報第 8 号 専決処分の承認を求めることについて 

専第 8 号 下田市立図書館協議会委員の任命について 

 

教育長 事務局より説明願います。 

生涯学習課長 －資料に基づき概要説明－ 

教育長 皆様から質疑等ございますでしょうか。 

全委員 意見なし。 

教育長 それでは専第 8号について、原案のとおり承認することと決定しました。 

 

(７) 報第 9 号 専決処分の承認を求めることについて 
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専第 9 号 下田市青少年補導センター補導員の委嘱について 

 

教育長 事務局より説明願います。 

生涯学習課長 －資料に基づき概要説明－ 

教育長 皆様から質疑等ございますでしょうか。 

全委員 意見なし。 

教育長 それでは専第 9号について、原案のとおり承認することと決定しました。 

 

(８) 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 下田市社会教育委員の委嘱について 

 

教育長 事務局より説明願います。 

生涯学習課長 －資料に基づき概要説明－ 

教育長 皆様から質疑等ございますでしょうか。 

全委員 意見なし。 

教育長 それでは専第 10号について、原案のとおり承認することと決定しました。 

 

(９) 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 下田市公民館運営審議会委員の委嘱について 

 

教育長 事務局より説明願います。 

生涯学習課長 －資料に基づき概要説明－ 

教育長 皆様から質疑等ございますでしょうか。 

全委員 意見なし。 

教育長 それでは専第 11号について、原案のとおり承認することと決定しました。 
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(10) 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 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。 

生涯学習課長 －資料に基づき概要説明－ 

教育長 皆様から質疑等ございますでしょうか。 

全委員 意見なし。 

教育長 それでは専第 12号について、原案のとおり承認することと決定しました。 

 

(11) 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 下田市負担金補助及交付金に関する規則の全部改正に伴う関係要綱等の整備に関する

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 皆様から質疑等ございますでしょうか。 

全委員 意見なし。 

教育長 それでは専第 13号について、原案のとおり承認することと決定しました。 

 

(12) 議第 16号 改元に伴う下田市教育委員会関係規則等の整備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。 

学校教育課長 －資料に基づき概要説明－ 

教育長 皆様から質疑等ございますでしょうか。 

全委員 意見なし。 
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教育長 それでは議第 16号について、原案のとおり承認することと決定しました。 

 

(13) 議第 17号 下田市ファミリーサポートセンター事業実施要綱の一部改正について 

 

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 議第 17号について皆様の方から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 17号について、原案のとおり承認することと決定しました。 

 

６．報告事項 

特になし。 

 

７．報告事項 

次回は 5月 27日（月）午後 1時 30分から中央公民館中会議室で開催。 

 

８．閉会 

4月定例会 4月 25日（水）14時 30分開会。 

教育長 15時 30分に閉会を宣す。 

 

会議録署名人 


