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令和３年第１３回海津市教育委員会議事録 

 令和３年１０月１８日（月）午後１時３０分より第１３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)継続協議事項 

議案第８２号 海津市教育委員会点検評価報告書について 

(4)協議事項 

議案第８８号 専決処分の承認を求めることについて 

議案第８９号 令和３年度 全国学力・学習状況調査の結果について 

議案第９０号 要・準要保護者の認定について 

議案第９１号 海津市小中学校学校評議員の委嘱について 

議案第９２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１０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  

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１３回海津市教育委員会を始めます。 

 （１）前回の議事録の承認をよろしくお願いします。 
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発言者 内        容 

（２）教育長の報告を行います。 

９月後半、１０月前半の行事報告をさせていただきます。 

教育総務課関係では、９月１４日に教育委員会がございました。  

こども課関係では、１０月４日に公私連携型保育所等選定・評価

委員会が開かれました。後ほど、こども課長の方から報告があると

思います。 

学校教育課関係では、９月の後半に市教委訪問と生徒指導訪問が

続きました。教育委員の皆様にもご参加いただきました。１０月に

入りまして、来年度の適正就学ということも含めて、教育支援の担

当者会が平田校区（１１日）、南濃校区（１３日）、海津校区（１

４日）と開かれております。   

社会教育課関係では、１０月１１日に早川家住宅保存活用部会が

開かれました。   

スポーツ課関係では、１０月１７日開催の岐阜県清流郡都市対抗

駅伝競走大会が中止となりました。コロナが少し落ち着いてきてお

りますので、いろいろな行事が開催されるかと思っております。 

１０月後半、１１月前半の行事については、市議会全員協議会が

２１日に開かれます。２４日の日曜日には、延期になっておりまし

た霧島交流事業ですが、リモートで行います。２７日は、海津町地

域小学校統合準備委員会が開かれます。   

先ほど教育支援の担当者会が各校区でありましたが、それを合わ

せた形で来年度の方向が決まる教育支援委員会が２８日に開かれま

す。１１月３日には、延期になっておりましたハリヨシンポジウム

が行われます。５日には、市町村教育委員会連合会研究総会がオン

ラインで開催されます。７日には、令和３年の成人の集いを延期に

なっておりましたので、開催させていただきます。 ２０日には、海

津市青少年育成市民大会（表彰式、家庭教育講演会）が開かれます。

３０日には、小学生酒田市交流がリモートで行われます。 

以上でございます。何か報告につきまして、質問等ございました

らお願いいたします。   

全委員 よろしい。 

教育長 

 

 

 （３）継続協議事項 議案第８２号 海津市教育委員会点検評価

報告書についてですが、本日は岐阜大学の小林先生にお越しいただ

いております。先生には事前に点検評価報告書を見ていただき、外
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発言者 内        容 

部評価をしていただいておりますので、本日は事務事業の評価につ

いてご指導いただきたいと思います。よろしくお願いいたします。 

小林先生 どうぞよろしくお願いいたします。 

それでは、点検評価報告書に基づきまして、６つの基本目標にお

ける施策に沿って意見を述べさせていただきます。 

昨年度はいろいろと実施の難しいような取り組みもあったという

ことを聞いております。なかなか一律の基準を設けて評価をしたり、

点検というのが資料を拝読させていただいて難しいところがあるな

というところです。逆にいろいろと今後に向けた課題などを少し話

題になるような形で意見を述べさせていただきたいと思います。 

まず、基本目標の１は、子ども・子育て支援の充実ということで

したが、園児と児童の交流というのは非常に難しい状況だったとい

うことですけれども、やはり幼児教育・保育の質の向上に向けた取

り組みというのは、非常に着実に進んでいるなというのが率直な印

象であります。待機児童がゼロということですので、これは施策の

２も関わりますが、支援事業計画に基づいて非常に実効性のある取

り組みが全体的になされているのではないかというふうに理解して

おります。子育て情報を発信するなど、包括支援センターを通す形

で支援のニーズに応じた活動というものがますます期待されるとこ

ろではないかと思います。 

一方で、こども園の統廃合といったことも行われてはいるようで

すし、点検評価報告書の情報から少しそれますが、幼稚園の教育要

領の改訂等に伴って小学校との連・接続といったことが随分変わっ

てきておりまして、教える先生方にとっては当然踏まえて、また小

学校との連携を意識されながら教育されなければいけないところか

と思います。   

一方で、お子さんを保育園や幼稚園に通わせる保護者の方との教

育上の認識、共有といいますか指導の現場の負担というものがいろ

いろなところで大きくなってくる状況かと思いますので、指導する

側の人の協力体制であったり、決して負担増に繋がっていかないよ

うな体制作りということを意識すべき状況にあるかと思っていま

す。 

続いて基本目標の２ですが、こちらは学校教育全般ということで

非常に多くの施策があるわけですが、施策の３については臨時休業

や予定変更に伴う学習環境の変化など非常に困難な状況にあったわ
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発言者 内        容 

けですが、子どもに焦点化した指導支援が進められつつあると理解

しております。 

施策の４は、学校環境の整備、教育機器の整備、あと今年はいろ

いろとニュースなど話題にもなりましたが、通学の環境整備といっ

たことも取り組んで行われているということでした。先ほどの基本

目標の１に関係してきますが、学校という学ぶ場の環境の変化とい

うものに伴って教える先生方の業務というものも、量・質が変わっ

てくるでしょうし、また取り組みとして内部評価はＳということで、

非常にスタート地点としては充実した取り組みに至っているところ

だと思うのですが、設備の到達というのは、ゴールでもありスター

トでもあるということですので、今後の取り組みについてどんな見

通しを立てて見えるかなというところが拝見していて気になるとこ

ろではあります。   

施策の５は、体験活動の工夫なども可能な範囲で行われて、また

実生活を通した道徳的な教育なども行われているなということを確

認させていただきました。 

施策の６は、先生方の研修ということがずいぶん多いということ

がわかりますが、これは教育行政の取り組みとして決して避けられ

ないと思うのですが、学校現場の先生の負担、働き方改革というの

は非常に大きなテーマでありますので、この辺が海津市独自の取り

組みとしてどんなふうに今後見せていけるのかというところが気に

なってくるところです。 

施策の７は、給食の地元食材の積極的な利用で、内部評価でも高

い評価をされていますが、外部の目から見ても非常に積極的でユニ

ークな取り組みがされていると思います。食育中心に学校、地域、

家庭の好循環のシステム作りというものがますます期待されます

し、昨今の教育はグローバル化というので、どうしてもグローバル

な基準レベルというものに目が行きがちです。昨年度もそうでした

が、今年度も非常に魅力的なものとして拝見いたしました。 

施策の８は、学校規模の適正化に向けた協議ということで、統合

後の課題というものがいろいろあるかと思います。これは、点検評

価といったときに非常に外の目からして、どう考えたらいいのか難

しいところですが、統廃合に向かっていくという意味では、評価と

しては高いものになるわけですが、施設がなくなってしまったもの

を高く評価するというのは、どう評価していいのかという難しさが
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発言者 内        容 

あります。統廃合が進んだ結果、どういう教育的な新たな見通しで

あったり、施設を使う側にとっての新しい世界に出会うきっかけと

いいますか、そういうものに繋がっていくことはどうしても評価し

ようとするとそういう目が働いてしまいます。飛び出た話ではある

のですが、そうした目で少し引き続きこうした取り組みというもの

を見ていく必要があると思っています。          

基本目標の３ですが、生涯学習環境の整備・充実ということで、

コロナ禍で、施策の９については生涯学習講座の開講が難しいとい

うとでしたが、一方、施策の１０は、図書館サービスの充実という

ことで、当然、対面でのいろいろな講座は難しいということはごも

っともかと思うのですが、そういった中でも多く図書館の活用サー

ビスの拡大というものがうまく機能していたというふうに拝見いた

しました。 

施策の１１ですが、子ども講座のさらなる充実ということで、こ

うした点はやはり講師の方の教育能力、広い意味での生涯学習の教

育能力等問われるかと思うのですが、講師の方との連携、経験値を

上げてより良い生涯学習の糧に期待をしたいと思います。 

基本目標４の青少年の健全育成、地域交流の推進で、施策の１２

では、生活習慣の確立、登下校の見守りということで保護者と学校

・地域との協力ということは、今に始まらずますます協力体制が求

められているところですが、引き続き関係の構築・現場の方々の密

な連携というものに支えられていくものですので、細やかな連携の

取り組みを積み重ねていただきたいと願っております。  

施策の１３では、「子育て親育ち講座」を就学児の検診に合わせ

るといったことで、既存の体制というものを組み合わせながらコロ

ナ禍を含んだ状況に対応していく、という実効性の高い取り組みを

されていると拝見しました。   

施策の１４ですが、交流行事というのは子どもにとって外の世界

との出会いというのは、１年経つと決してそこに戻ることができな

い重要な機会であります。難しい状況ではりますが、より良い交流

機会の実現ということを引き続き図って行く必要があるものと思っ

ています。 

基本目標５の文化の振興ですが、こちらもコロナ禍でなかなか難

しいところでは全体的にあったというふうに理解しました。 

施策の１５は、早川家の文化的資源と維持活用といったこと、施
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発言者 内        容 

策の１６では、文化的基礎の資源をさらに発見・発掘して行くとい

うような取り組みが行われているということで、内の目から魅力を

発信するというのは、外の目とうまくマッチしないような難しさも

あるかと思いますが、行政的な取り組みを強く配慮した発信事業と

いうことになりがちなところなのですが、経験豊かな外の目という

ことがこのあたりはさらに必要になってくるのではないかと思って

おります。   

施策の１７は、コロナ禍において文化活動の必要性はもとより、

やはり参加することの重要性というものが再認識されている中で、

可能な範囲での取り組みが昨年度されてきたということがありまし

た。人が可能な形で参加して、価値ある文化活動に参加する方がそ

の活用を認識されるような意味でも、可能な範囲での取り組みとい

うことが行われてきたという点を評価させていただきました。  

最後の基本目標６のスポーツ活動の振興で、施策の１８では、こ

ちらも事業実施が大変困難な状況ではありましたが、様々な世代の

方に関わるスポーツ活動の振興なのですが、なかなかこのスポーツ

活動で幅広い世代の方が関わる事業の推進というものは、本当に難

しいと拝察するところです。 

施策の１９は、施設の統廃合ということで、こちらも先ほどの学

校の統廃合と一緒で、個人的な評価の難しさというところがありま

すが、施設がなくなってまた、環境が変わるということが幅広い世

代のスポーツへの取り組みであったり、また、取り組む活動の実質

的な価値、感じ方というものの変化のチャンスという意味合いも出

てくるところかと思います。参加される方のいろんなアイデアとか

ニーズとか発見というものを、ますます汲み上げながらこの統廃合

というものと両輪にして進めていくことが求められてくるのかと理

解しています。 

施策の２０ですが、各クラブの運営というものは着実に充実しつ

つある一方、それぞれが抱える問題を共有して支援できるような連

携のあり方が一層重要になるかと思いました。昨年度も同じような

形で伺ったのですが、学校からクラブの指導者の方へと指導の裾野

が広がっていくわけですが、縦の関係といいますか、昨今、何でも

いろいろな連携の形というのを求められますが、この連携に現場は

非常に多くのエネルギーと知恵というものを割かなくてはいけなく

なっている。かといってなかなかそこを脇に置くことも難しくて、
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発言者 内        容 

悩ましいところではあります。指導されている方を含めて負担のな

らないような横の繋がりを自然な形で作っていけたらと思いながら

報告書を読ませていただきました。   

以上、駆け足でしたが評価について申し上げさせていただきまし

た。 

教育行政の施策が非常に幅広くて、いわゆる一般の行政ともいろ

いろな形で接点が出てくるような状況というものがいろいろな市町

で聞かれておりますので、目標の施策間の施策と施策の関係と言い

ますか、施策間を補い合う関係を視野に入れる必要性が増している

ように思います。その時に６つの目標というものについて、各施策

に携わっている施設や現場の方々がその目標感の繋がりというもの

をどんなふうに見通されているかということ等、現場の声として少

しずつ整理していく必要が全体的な状況として出てきつつあるかと

思います。逆に施策の柱ばかりが先に走っていくと、やはり現場が

そちらに強く振り回されがちというのが多く見聞きするところかと

思います。 

もう一つは、デジタル化についてですが、海津市でもいろいろ防

災を含めたり、一般行政でもデジタル化が進みつつあるように思い

ます。 

また学校でも、タブレットが１人１台ということで指導の一面で

もいろいろと課題を抱えつつ動き出しているところですが、こうい

ったデジタルのいわゆるデバイスというものを学校で使っているタ

ブレットは、あくまでも子どもたちの学習のためにという位置付け

が今は強いわけですが、私達が文法を使ってメモをしたりするとい

うこの道具は、学校に行くだけの勉強の道具と同じように、デジタ

ル化の道具というものを広く社会一般のインフラであるということ

を考えると、教育や一般の社会生活等の繋がりとしてこういうデジ

タルデバイスを見続けていくことが、最近の議論で話題になったよ

うに聞いております。   

例えば、学校の中で自分のタブレットがあるといったら、やはり

それは自分を理にかなう形で興味を含めて使いたいと思うわけで、

一方で命を守るためにタブレットが使えているとか、自分の家庭の

ゴミを出すとか、社会生活にとってもそういうものは不可欠である

という、そういう連続が自分の学習のために使ってもっと同じもの

だという認識が広がってくれば、子どもたちが学ぶ目を広げて自分
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発言者 内        容 

たちが学ぶ道具というものも世界が広がってくるのではないかと、

裏を返せば自分が学ぶということの責任や自覚ということにもデジ

タル化ということとして繋がってくるようなことと思っています。

こういったものが一つ、施策というものを貫く上になってくるよう

な取り組みが出てくると面白いかと思います。   

教育長 ありがとうございました。全部の施策についてのご指導をいただ

きましたが、何か質問ありましたらお願いします。 

曽根委員 学校の統廃合の話で、地域でよく統廃合の話が出ますと、子ども

たちの学習の適正規模、そういったところを拠り所に地域で了解を

取り付けて進めているということですが、現実には海津市も少子化

がどんどん進んでいっている、確かに廃止していく施設の利用とい

うことも課題にはなっていますが、現実としては、市の財政の方が

どうしても優先的に対処していかなければいけないという状況にあ

るということで、どう解決していけばいいのか別の立場から見て、

こういう見方もあるのでないかという点があればお伺いしたいで

す。 

小林先生 私なりにか考えさせられる点としては、先ほどのグローバル化や

学力テストというものがすっかり定着しつつある中で、学ぶとか、

教えるとか、何のための教育なのかという軸というものが複数出て

きてしまって、つまり、最低限の統一された学力というものに向か

っていく学習なのか、また一人一人の個別の子が自分１人だけの力

だけでは開けた世界に関わってくる難しさは、誰もが歳を重ねる中

で感じるところで、外のいろいろな人に出会い、思いもよらないよ

うな世界が広がったり、時には困難な挑戦というものに出会ったり

という個人にとって予測もつかなかった世界が開けていくという、

この教育の役割が学校にはあります。そうした個人的な教育的な重

要性と、このグローバルな教育の求める基準というものと、個々の

子どもたちが置かれた生活の環境です。環境とは非常に具体的なも

のですから、そこでしか体験できない唯一の学び、どこに軸足を置

いて教育を進めていきたいのかという難しさがここ数年ですごく出

てきたというふうに思います。   

私としては、グローバルな学力というものは、確かに教える側と

して視野に入ってくるのでが、子どももいろいろなバックボーンを

抱えて本人しかわからないような世界を持って学校に来る子たちに

とって、何か一歩踏み出す力であったり、勇気だったり、特に迷い
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であったり、そういったものがある学校が学ぶ場として重要になっ

てくるかと思います。そこに先ほどの質問にありました学校の適正

といった問題に対して、一人一人の子どもに対する関わり方という

ものが常に取り返されていかなくてはならない状況にあるかなと思

います。小規模校での地元の方や地域との学校の連携の密接さとい

うものは、この教育という意味で、非常に充実した環境だけれども、

また大きな学校となったときに、何か大きな学校の目標というもの

に対して、１人１人の子に接する機会の調整というものは、当然出

てくるわけで、統廃合に伴う規模の変更、どうしても大きな方にと

いったときに、やはり一人一人の子供との関わりや教室の定員、教

育支援の人員の配置といった問題に関わってくるかと思います。そ

の子どもとの関わりというところを、学校の中でなくて、幅広い視

野でその子どもとの関わりのあり方というものを見ていったり議論

していく、といったいろいろな人が力を出し合う学校というふうに

規模に応じた取り組みが必要であると思います。   

教育長 ありがとうございました。他よろしかったでしょうか。 

学校教育課長兼

教育研究所長 

統合の話になるのですが、５つのコミュニティが集まって一つの

大きい学校になっていくわけですけれども、我々も統合に関わって

子どもたちの故郷という部分、海津市全体が故郷であり、その小学

校区もやはり一番地域としてのコミュニティがあり、統合になって

も子どもたちの故郷は、今住んでいる校区の地域の方が一番近い部

分もあるので、ふるさと教育ということで統合しても、やはりいか

にその住んでいるそれぞれの地域でのコミュニティの密接さを求め

ていこうというふうに考えているのですが、今、子ども会もだいぶ

薄くなってきているといいますかそういう部分もあったり、自治会

の活動もコロナ禍であるかもしれませんが、少し薄くなっているの

かなという感じもしています。   

全国各地でこのような統合という部分が多くあると思うのです

が、いかに地元のコミュニティを繋げていく、ふるさと教育をずっ

とやっていくという、何かそういう方法というのは、事例とかご教

示いただければありがたいです。   

小林先生 

 

 

 大学の方でも地域・学校の連携の活動というものが大学も関わり

つつそういった地域と学校に関わる方とか地域との方の関わりで、

それは地域のための学校であるということは、その子どものために
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地域の人が学校とどう関わるかということがそこでのテーマでいろ

いろ聞くのですが、今ご指摘にありましたように地域を主とした子

ども会といった組織であったり、そこで何かをしていく活動の難し

さというのは、世代がもっと上がっていっても、問題として難しい

です。   

一つ聞くのは、地域コミュニティが子ども会といった組織や活動

の担い手になるといった場合に、その子どものために何かをすると

いう発想ではなくて、地域としてやらなきゃいけないことであった

り、必然的な地域の活動に子どもたちにできることで参加してもら

うというような取り組みの話はいろいろ聞いております。   

例えば、消防団の活動に関わる人が少なくなってきたので、地域

を越えて中学生ぐらいから一緒に手伝ってもらうとか、他の地域か

ら来た大学生が消防団をやって地元に住み着くことになったという

大人だけでなんとも回していくのが難しくなったところに、子ども

たちにやんわり手を貸してくれないかというような発想を取るよう

な事例を聞いております。ただちょっと私の聞いている事例は、ど

うしても中等教育後期から高等教育のような情報ですので、現実味

が薄いかもしれないです。   

教育長 ありがとうございました。他よろしかったでしょうか。 

森委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

質問ではないのですが、先生のお話の中でデジタル化が進んでい

るので、それがその社会との繋がりの中で一つのツールとして位置

づいてくるというような形になるといいということをおっしゃいま

した。それはとっても大事なことだと思いました。まだ、子どもた

ちにとっては、タブレットが使えるようになったばっかりで、それ

がとにかく自分たちが生活していく中で、子どもたちにとってはと

りあえず学校生活がメインになってくるんだと思うのですけれど、

その中でこういうときは、「何々のアプリを使った方がいいよね」

「このときはネットで調べた方がいいよね」といった、まずは使い

こなせるようになること。学校生活に限る特別なものではなく、日

常生活の中で便利に利用できるような存在になっていくという、デ

ジタルトランスフォーメーションということなのかと理解しました

がよろしかったでしょうか。 

小林先生 やはりいろいろ未知の部分があったり、デバイスやタブレットが

あり、それも使い方からモデルから全てを学校が抱えつつある状況
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というのが非常に難しいといいますか、それを使って世の中で一体

何をしているかということは実は大人もわかっていない状況であ

り、むしろ子供の方が器用に使いこなして自分の今いる場所に見合

った形で世界と関わっていく、ただそれが本人だけの力ではどうに

もならないところがあって、そこに違う世代と人との関わりが成り

立ってきます。そのデバイスを抜きにして関わることは難しいので、

やはり幅広い世代の人がどういう使い方をして、何ができなくて何

ができてという点は、その仕組みを使うことの自覚といったものを

学校の外の世界と繋いでいく視野で、タブレット等の使い方を学校

の中に位置づけていく必要があるのかと思っております。 

教育長 

 

ありがとうございました。１人１台端末が今年からスタートして

始まったばかりですので、いろいろご指導いただいたことを学校現

場と繋ぎながら、また社会と繋いでいかないといけないと思いまし

た。 

それでは、今後のことを説明願います。 

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 

 

小林先生には、点検評価報告書の一番最後にありますように外部

評価の意見ということでお世話になりますので、よろしくお願いい

たします。 

この点検評価は、議会へ提出して公表することとなっております

ので、１２月の議会に提出させていただきたいと思います。その後、

ホームページに掲載するという形で進めていきますのでよろしくお

願いいたします。 

来月の教育委員会で小林先生の意見書をご紹介させていただきま

す。 

教育長 小林先生、ありがとうございました。 

  〈小林先生退席〉〈休憩１０分〉 

 〈再開〉 

教育長  引き続き（４）協議事項 議案第８８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。 

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 

 

＜別紙資料により説明＞ 
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教育長 何か質疑はありませんか。 

全委員 ありません。 

教育長 議案第８８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８８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８９号 令和３年度 全国学力・学習状況調査の結果につ

いて説明をお願いします。 

学校教育課長兼

教育研究所長 

＜別紙資料により説明＞ 

教育長  何か質疑はありませんか。 

曽根委員 現在の中学生が小学生の時との比較はされましたか。 

学校教育課長兼

教育研究所長 

経年比較をしないといけませんので、これからやります。 

教育長 他よろしかったでしょうか。 

全委員 よろしい。 

教育長 議案第８９号 令和３年度 全国学力・学習状況調査の結果につ

いて承認してよろしいか。 

全委員 よろしい。 

教育長 議案第８９号 令和３年度 全国学力・学習状況調査の結果につ

いて承認します。 

議案第９０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 

 ＜別紙資料により説明＞ 

教育長  何か質疑はありませんか。 

全委員  ありません。 

教育長  議案第９０号 要・準要保護者の認定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９０号 要・準要保護者の認定について承認します。 

 議案第９１号 海津市小中学校学校評議員の委嘱について説明を



- 13 - 

発言者 内        容 

お願いします。 

学校教育課長兼

教育研究所長 

 石津地区の学校評議員に変更がございましたので、別紙のとおり

委嘱をお願いするものです。ご審議のほどお願いいたします。 

教育長 何か質疑はありませんか。 

全委員  ありません。 

教育長  議案第９１号 海津市小中学校学校評議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９１号 海津市小中学校学校評議員の委嘱について承認し

ます。 

 議案第９２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 

 ＜別紙資料により説明＞ 

 

教育長 何か質疑はありませんか。 

全委員 ありません。 

教育長  議案第９２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１０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 

 ２件の申請がありました。２件とも例年申請があり専決承認させ

ていただきましたので、報告させていただきます。 

教育長  ２件の後援申請がありましたが、ご了知いただけますか。 

全委員  よろしい。 

教育長  （２）海津市教育委員会研修について説明をお願いします。 

事務局 別紙のとおり、今年度の教育委員会研修を計画させていただきま
した。日程は１２月を予定しておりますが、同日に研修と教育委員
会を１日で行う方向で進めた方がよろしいかご意見をお聞かせくだ
さい。 

伊藤委員 研修の内容にもよりますが、同日でいいと思います。 

教育長 それでは、時間を少し繰り上げて、研修から戻り次第教育員会と
いう流れでよろしいでしょうか。 
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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】 

              

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


