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令和３年第１０回海津市教育委員会議事録 

 令和３年７月２０日（火）午後１時３０分より第１０回海津市教育委員会が海津市役

所 西館２階 ２－３会議室に招集され、会議を開催した。 

 会議の次第は次のとおりである。 

 

１ 本日の協議事項 

 (1)議事録の承認 

 (2)教育長の報告 

 (3)協議事項 

議案第６７号 教育に関する事務に係る予算（令和３年度８月補正）に対する意

見について 

議案第６８号 教育に関する事務に係る議案に対する意見について 

議案第６９号 海津市体育施設条例施行規則の一部を改正する規則について 

議案第７０号 海津市教育員会事務局職員の人事について 

議案第７１号 要・準要保護者の認定について 

議案第７２号 専決処分の承認を求めることについて 

議案第７３号 令和４年度使用小・中学校用教科用図書の採択について 

議案第７４号 海津市立認定こども園で実施する一時預かり事業における無料利

用券取扱規程の一部を改正する訓令について 

議案第７５号 海津市青少年育成推進員の委嘱について 

議案第７６号 海津市子どもの読書活動推進計画（案）について 

議案第７７号 「海津市読書のまち宣言」について 

議案第７８号 ターゲットエイジ選手支援事業等補助金規程を廃止する告示につ

いて 

議案第７９号 海津市教育振興事業補助金交付要綱の一部を改正する告示につい

て 

議案第８０号 専決処分の承認を求めることについて 

 

２ その他 

（１）教育委員会後援事業７月申請分について 

 

３ 本日の会議に出席した教育長及び教育委員は次のとおりである。 

 服 部 公 彦 ・ 伊 藤 亮 一 ・ 森  圭 子 ・ 曽 根 理 仁  

 大 津 由 佳 

 

４ 本日の会議に欠席した委員は次のとおりである。 

 な し 

 

５ 本日の会議に説明者として出席した者は次のとおりである。 

事務局長  伊 藤 一 人  
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教育総務課長兼学校給食センター所長兼学校統合推進室長  後 藤 政 樹   

 学校教育課長兼教育研究所長 後 藤 秀 樹  こども課長 鈴 木 良 彦   

社会教育課長兼歴史民俗資料館長兼図書館長  水 谷 守 宏 

スポーツ課長  奥 村 孝 司 

 

６ 本日の会議に書記として出席した者は次のとおりである。 

教育総務課係長  池 戸 ゆ り 

 

発言者 内        容 

教育長 

 

 ただ今から令和３年第１０回海津市教育委員会を始めます。私で

すが、７月１６日から教育長職に就任しました、服部公彦でござい

ます。どうぞよろしくお願いいたします。 

昨年度まで日新中学校におりましたので、学校のことはおおよそ

の流れも分かっておりますが、教育委員会の多岐に渡る諸課題がご

ざいます。それに空白なく対応していかなければいけませんので、

教育委員の皆様のお力添えをいただきたいと思いますので、何卒よ

ろしくお願いいたします。 

 （１）前回の議事録の承認をよろしくお願いします。 

（２）教育長の報告を行います。 

６月の行事報告、７、８月の行事について質問等ありましたらお

願いします。 

森委員  行事に直接関わることではないのですが、明日から夏休みに入り

ますが、タブレットの持ち帰りについてお尋ねします。 

学校教育課長兼

教育研究所長 

 

 

 

 

 

 

 

 まず、持ち帰るために必要なＡＣアダプターを先週の月曜日から 

各学校に配置させていただきました。これにより、各家庭に夏休み

中に持ち帰ることが可能となりました。   

現在、夏休みに持ち帰る際に注意しなければいけないことを、生

徒指導部会を中心として作成し、各学校に文書として出しておりま

す。それをこの夏休み前の指導で行い、今日から持ち帰り学習を進

めていきます。  

また、学校に応じてお願いをしておりますので、８月の登校日か

ら持ち帰るところもあります。 

活用方法は、家庭学習を進めていくこと以外に例えば、オンライ

ンで長期休業中に対面で先生と生徒が顔を見合わせて心身の状況を

把握するとか、暑中見舞いを出さなくてもそれによって子どもたち

と会話できるという部分で、保護者も含めながら工夫して活用でき
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発言者 内        容 

たらと思っております。   

森委員  学校によって活用が様々だと思いますが、進め方をお聞きして安

心しました。ありがとうございました。 

教育長 その他ありませんか。   

全委員  ありません。 

教育長 

 

（３）協議事項 議案第６７号 教育に関する事務に係る予算（令

和３年度８月補正）に対する意見について説明をお願いします。 

教育総務課長兼

学校給食センタ

ー所長兼学校統

合推進室長 

議案第６７号について、当日の配付資料をご覧ください。第３回

定例会が８月１８日から９月３日までの会期で行われます。 

１ページをご覧ください。教育委員会分の概要として、歳入の補

正額が１６，０７９千円でございます。財源については、こども課

の事業費に伴う国、県からの補助金、お千代保稲荷神社様からの寄

附金１０，０００千円を計上しております。  

歳出については、４ページの教育委員会分として８０，３３０千

円を計上しております。   

なお、この後、スポーツ課の歳出の説明でもありますが、平田地

区体育館の解体工事に伴い工事費用を増額しております。これにつ

いては、合併特例債を活用して行いますが、まだこの予算について

は市長部局と査定前ですので、額が確定していないこともあり、本

来であれば歳入に地方債として計上されますが、入っておりません

のでよろしくお願いします。 

それでは、各課より予算要求書に沿って説明をお願いします。 

こども課長 ＜別紙資料にて説明＞ 

教育総務課長兼

学校給食センタ

ー所長兼学校統

合推進室長 

＜別紙資料にて説明＞ 

 

学校教育課長兼

教育研究所長 

＜別紙資料にて説明＞ 

社会教育課長兼

歴史民俗資料館

長兼図書館長 

＜別紙資料にて説明＞ 

スポーツ課長 ＜別紙資料にて説明＞ 

教育長 各課長より説明がありましたが、質疑はよろしいでしょうか。 
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発言者 内        容 

伊藤委員 電子書籍とはどのようなものですか。 

社会教育課長兼

歴史民俗資料館

長兼図書館長 

パソコンやタブレット、スマートフォンで電子書籍の貸出・返却

ができるサービスです。専用ホームページにアクセスして、いつで

も借りることができ、利用料は無料となります。 

伊藤委員 電子書籍を導入すると、図書館の利用者が減るのではないですか。 

事務局長 平田図書館を子どもに特化した図書館に変えていく中で、規模が

小さくなる分、自宅で電子図書を見れるようにと、市長の考えでも

あります。また、議員からもコロナ対策としての提案もあり、今回

要望させていただきました。 

伊藤委員 わかりました。あと、体育施設の玉替えの数はいくつですか。 

スポーツ課長 全部で１７球です。一球当たりの単価も高いです。将来的にはＬ

ＥＤ化を目指しています。 

事務局長 将来的のことを考えてＬＥＤ化していかなくてはいけないのです

が、併せて体育施設の統廃合のことも踏まえながら進めていくこと

を考えています。 

教育長 その他よろしかったでしょうか。 

大津委員  中学校３年生のＡＩドリルは導入しないのですか。 

学校教育課長兼

教育研究所長 

 １１月からを予定しており、５か月もないので来年度からとなり

ます。 

大津委員  わかりました。ありがとうございます。 

教育長  その他よろしかったでしょうか。 

全委員  ありません。 

教育長  議案第６７号 教育に関する事務に係る予算（令和３年度８月補

正）に対する意見について異議なしとしてよろしいか。 

全委員 よろしい。 

教育長  議案第６７号 教育に関する事務に係る予算（令和３年度８月補

正）に対する意見について異議なしとします。 

 議案第６８号 教育に関する事務に係る議案に対する意見につい

て説明をお願いします。 

スポーツ課長  ＜体育施設条例の一部改正について、別紙資料にて説明＞ 

教育長 質疑はよろしいでしょうか。 

全委員  ありません。 

教育長  議案第６８号 教育に関する事務に係る議案に対する意見につい
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発言者 内        容 

て異議なしとしてよろしいか。 

全委員 よろしい。 

教育長 議案第６８号 教育に関する事務に係る議案に対する意見につい

て異議なしとします。 

議案第６９号 海津市体育施設条例施行規則の一部を改正する規

則について説明をお願いします。 

スポーツ課  ＜別紙資料にて説明＞ 

教育長  質疑はよろしいでしょうか。 

全委員  ありません。 

教育長  議案第６９号 海津市体育施設条例施行規則の一部を改正する規

則について承認してよろしいか。 

全委員  よろしい。 

教育長  議案第６９号 海津市体育施設条例施行規則の一部を改正する規

則について承認します。 

 議案第７０号 海津市教育員会事務局職員の人事について説明を

お願いします。 

事務局長 ７月１日付けで、新規採用職員７名中１人が社会教育課に配属さ

れましたのでご報告させてもらいます。施設を担当していただきま

す。以上です。   

教育長 質疑はよろしいでしょうか。 

伊藤委員  地方公務員の研修は受けておられますか。 

事務局長  採用後に、秘書広報課にてひと通りの研修を受けています。 

伊藤委員  所属長においても個人情報の取扱い等について指導願います。 

教育長  議案第７０号 海津市教育員会事務局職員の人事についてご了知

いただけますか。 

全委員  よろしい。 

教育長  議案第７１号 要・準要保護者の認定について説明をお願いしま

す。 

学校教育課長兼

教育研究所長 

 ＜別紙資料にて説明＞ 

教育長  質疑はよろしいでしょうか。 

伊藤委員  １．３の基準値を超えているということですので、今回は見送る

形でよろしいかと思います。 
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発言者 内        容 

教育長  ４家庭については、見送ることでよろしいでしょうか。 

全委員  よろしい。 

教育長  議案第７２号 専決処分の承認を求めることについて説明をお願

いします。 

学校教育課長兼

教育研究所長 

 ＜指定校変更について、別紙資料にて説明＞ 

 

教育長  質疑はよろしいでしょうか。 

全委員  ありません。 

教育長  議案第７２号 専決処分の承認を求めることについて承認してよ

ろしいか。 

全委員  よろしい。 

教育長  議案第７２号 専決処分の承認を求めることについて承認しま

す。 

 議案第７３号 令和４年度使用小・中学校用教科用図書の採択に

ついて説明をお願いします。 

学校教育課長兼

教育研究所長 

 ＜別紙資料にて説明＞ 

教育長  質疑はよろしいでしょうか。 

全委員  ありません。 

教育長  それでは、原案のとおり採択することとします。 

 議案第７４号 海津市立認定こども園で実施する一時預かり事業

における無料利用券取扱規程の一部を改正する訓令について説明を

お願いします。 

こども課長  ＜別紙資料にて説明＞ 

教育長  質疑はよろしいでしょうか。 

全委員  ありません。 

教育長  議案第７４号 海津市立認定こども園で実施する一時預かり事業

における無料利用券取扱規程の一部を改正する訓令について承認し

てよろしいか。 

全委員  よろしい。 

教育長  議案第７４号 海津市立認定こども園で実施する一時預かり事業

における無料利用券取扱規程の一部を改正する訓令について承認し

ます。 

 議案第７５号 海津市青少年育成推進員の委嘱について説明をお
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発言者 内        容 

願いします。 

社会教育課長兼

歴史民俗資料館

長兼図書館長 

 当日配付資料となります。先般、第５回の教育委員会で青少年育

成推進員の承認をしていただきましたが、自己都合により１６番目

の方に変更となりましたので、新たに委嘱をお願いするものです。

以上です。 

教育長  質疑はよろしいでしょうか。 

全委員  ありません。 

教育長  議案第７５号 海津市青少年育成推進員の委嘱について承認して

よろしいか。 

全委員 よろしい。 

教育長  議案第７５号 海津市青少年育成推進員の委嘱について承認しま

す。 

 議案第７６号 海津市子どもの読書活動推進計画（案）について

説明をお願いします。 

社会教育課長兼

歴史民俗資料館

長兼図書館長 

 ＜資料により説明＞ 

 

教育長  質疑はよろしいでしょうか。 

伊藤委員  先ほどの補正予算で電子書籍の導入がありましたが、取り組みに

そのことが明記されていませんがよろしいですか。 

事務局長  一部修正させていただきますので、よろしくお願いします。 

教育長  その他よろしいでしょうか。 

森委員   電子書籍の導入の話が出ましたが、実際小さいお子さんは紙媒体

を直接見てから本に興味がでてくるのではないかと思うのですが、

今後どういう形で電子書籍と紙媒体が共存していくのか研究が必要

でもあるので、先進地のところを参考にして進めていってほしいで

す。一つの要望としてお願いします。 

大津委員  私も森委員さんに賛成です。今後、どれくらいの方が電子書籍を

利用されるのかデータをしっかり取っていただき、教育委員会とし

ての方向性を持っておいた方がいいと思います。 

社会教育課長兼

歴史民俗資料館

長兼図書館長 

 今回の電子書籍は、コロナ臨時交付金で対応しますが、紙媒体以

上に費用もかかりますので、利用頻度もみながら検討していきたい

と思っています。 

事務局長  公立図書館の目的は、レファレンスや図書館司書とのコミュニケ



- 8 - 

発言者 内        容 

ーションを図っていくことがすごく大切な役割でもあります。単に

どこの場所でも本が読めると言うことではないのです。公立図書館

の良さはそういうところでもあります。また、本を使って親子のコ

ミュニケーションを図るということのきっかけ作りをするところで

もあります。しかしながら、どうしても図書館に来れない方につい

ては、必要最低限の電子図書を入れていく必要があるという考えの

中でこれからも進めていきたいと考えています。ただし、電子図書

に力を入れると、図書館の存在意義がなくなるので、基本は外さな

いように考えていくつもりです。よろしくお願いします。   

教育長  その他よろしいでしょうか。 

全委員  ありません。 

教育長  貴重なご意見ありがとうございました。  

 議案第７７号 「海津市読書のまち宣言」について説明をお願い

します。 

社会教育課長兼

歴史民俗資料館

長兼図書館長 

＜資料により説明＞ 

教育長  質疑はよろしいでしょうか。 

事務局長  課長から説明がありましたが、図書館条例を作ってはどうかとい

うお話がありました。その中で、教育委員会で検討した結果、図書

館条例となると、読書というのは自分の意思を持って読書を進める

ということがあるので、条例という形で実効性を持つのはどうかと

いう話の中で、「読書のまち宣言」で進めてきました。 

今回、図書館協議会の中で取りまとめていただき、みんなで読書

を進めようということで宣言案を提案させていただきました。ご意

見があればお聞きし、それをもとに全員協議会で報告して宣言がで

きればと思っていますのでよろしくお願いします。 

教育長  質疑はよろしいでしょうか。 

全委員  ありません。 

教育長  ご意見もないようですので、このような形で進めさせていただき

ます。 

 議案第７８号 ターゲットエイジ選手支援事業等補助金規程を廃

止する告示について 

議案第７９号 海津市教育振興事業補助金交付要綱の一部を改正
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発言者 内        容 

する告示について 

議案第８０号 専決処分の承認を求めることについて一括して説

明をお願いします。 

スポーツ課長  ＜資料により説明＞ 

教育長  質疑はよろしいでしょうか。 

全委員  ありません。 

教育長  議案第７８号 ターゲットエイジ選手支援事業等補助金規程を廃

止する告示について 

議案第７９号 海津市教育振興事業補助金交付要綱の一部を改正

する告示について 

議案第８０号 専決処分の承認を求めることについて承認してよろ

しいか。 

全委員  よろしい。 

教育長 議案第７８号 ターゲットエイジ選手支援事業等補助金規程を廃

止する告示について 

議案第７９号 海津市教育振興事業補助金交付要綱の一部を改正

する告示について 

議案第８０号 専決処分の承認を求めることについて承認しま

す。 

その他（１）教育委員会後援事業７月申請分について説明をお願

いします。 

教育総務課長兼

学校給食センタ

ー所長兼学校統

合推進室長 

 今回１件の申請があり、昨年も承認させていただいておりますの

で、専決にて処理させていただきました。以上です。 

教育長 教育委員会後援事業７月申請分について、ご了知いただけますか。 

全委員  よろしい。 

教育長  以上、本日の協議事項をすべて終了しましたので閉会します。 

  【閉会 午後３時３０分】 

 

                                                                   

 


