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令和３年第１４回海津市教育委員会議事録 

 令和３年１１月１５日（月）午後１時３０分より第１４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 ９３号 教育に関する事務に係る予算（令和３年度１２月補正）に対す

る意見について 

議案第 ９４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 ９５号 専決処分の承認を求めることについて 

議案第 ９６号 専決処分の承認を求めることについて 

議案第 ９７号 専決処分の承認を求めることについて 

議案第 ９８号 海津市デジタル図書館書籍の利用に関する規程の制定について 

議案第 ９９号 海津市公の施設指定管理者候補者選定について 

議案第１００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 

 

２ その他 

（１）教育委員会後援事業１０月申請分について 

（２）海津市教育委員会研修について 

 

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 



- 2 - 

発言者 内        容 

教育長 

 

 ただ今から令和３年第１４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。 

（２）教育長の報告を行います。 

１０月後半、１１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、１０月２２日に延期しておりました、通学

路安全推進会議が開かれました。通学路の調査をして、優先順位を

決め、通学路の安全についての方向を決めました。２７日には海津

町地域小学校統合準備委員会が開かれました。これまで、分科会で

進めていただいたことを決定していくということで、この会では、

校名の募集についての方向がはっきりしました。いよいよ具体的に

動き出すかと思っています。あと、閉校式の提案もさせていただき

ました。通学・施設部会、ＰＴＡ部会については、継続して部会を

開いているところですので、その途中経過の報告もありました。 

こども課関係では、今尾認定こども園と公私連携保育所型認定こ

ども園（秋桜こども園）を統合した、新たな公私連携保育所型認定

こども園として、社会福祉法人真人舎に決定したことに伴い、その

保護者説明会を１１月１日、２日と開催しました   

学校教育課関係では、１０月１９日に生徒指導訪問がありました。

２８日は、教育支援委員会が開かれましたが、町ごとの担当者会が

終わりましたので、次年度の適正就学についての方向を養南病院の

宮脇座長に仕切っていただきました。１１月２日には、教育委員の

皆さんにも行っていただきましたが、東江小学校の研究発表会があ

りました。   

社会教育課関係では、１０月１１日に早川家住宅保存活用検討委

員会の保存部会が開かれました。１１月３日には、２年ぶりにハリ

ヨシンポジウムが開かれ、５０名ほどの参加がありました。７日に

は、令和３年の成人の集いが１年延期で行われました。天気も良く、

たくさんの写真を撮っていただけたかと思います。 来年の１月には

令和４年の成人式を行いますので、今年度は２回行うことになりま

す。   

スポーツ課関係では、１１月５日に市民プールの指定管理者の選

定委員会が行われました。１０日には、休日の部活動を地域クラブ

に移行するということで、いよいよ来年の８月以降に新しい新チー

ムになったところを切り替えて、地域クラブという動きを進めてい

ます。その中学校長との懇談会が継続して、これからも校長会の度
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発言者 内        容 

に中学校の校長先生方にお集まりいただいて、この会ですり合わせ

をしていくということになるかと思っています。   

１１月の後半、１２月分の行事についてですが、１１月１７日に

城山小学校の研究発表会が開かれます。２０日には、青少年育成市

民大会で表彰式と家庭教育講演会があります。２５日、２８日は、

ふるさと会館において生涯学習センターのことについての住民説明

会を行います。１２月に入りますと６日に本会議、７日、８日に一

般質問があります。１７日に教育委員会の研修視察で、ぎふメディ

アコスモスとかかみがはら航空宇宙博物館に行く予定をしておりま

す。２４日には、小中学校の終業式があります。  

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。   

森委員 １１月１日、２日に行われた保護者説明会で何か質問等はあった

のでしょうか。   

こども課長 

 

 

 今尾認定こども園の保護者からで出た質問ですが、行事や通園バ

スについて、秋桜こども園の保護者からは、私立こども園で行って

いる特別教室の費用負担や運営に関してがほとんどでした。秋桜こ

ども園は、学校区のことがありますので、少し心配だという声もあ

りました。  

森委員 わかりました。 

教育長 その他ありませんか。 

伊藤委員 先ほど教育長の報告で、令和３年度の成人式の話がありましたが、

今年度も行なわれるということですが、予算的な措置は大丈夫です

か。 

社会教育課長兼

歴史民俗資料館

長兼図書館長 

当初予算から計上してありますので、問題はありません。 

伊藤委員 わかりました。 

教育長 その他ありませんか。 

全委員  ありません。 

教育長 （３）継続協議事項 議案第９３号 教育に関する事務に係る予

算（令和３年度１２月補正）に対する意見について説明をお願いし

ます。 
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発言者 内        容 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

教育総務課です。本日お手元に配付してあります、令和３年度海

津市補正予算概要説明書を見ながら説明させていただきます。 

今回、１２月議会に上程する補正予算の教育委員会分についてで

すが、本日、午前中に副市長査定を行いました。それを受けまして、

一部金額の修正等ありましたので、見え消しで訂正させていただき

ました。 

全体の概要説明について、１ページをご覧ください。歳入の補正

額は、寄付金による４，０００千円です。これについては、一般財

団法人曽根育英財団様よりご寄付をいただいたものです。   

後ほど、使用用途につきましては、担当課長より説明申し上げま

す。   

続きまして、３ページをご覧ください。歳出の合計額ですが、今

回、４１，２０６千円の補正額を計上させていただきます。 

４ページをご覧ください。債務負担行為の追加ということで、６

項目の限度額について予算計上させていただくものです。 

それでは、それぞれ担当課長より説明させていただきます。 

＜別紙資料により説明＞ 

学校教育課長兼

教育研究所長 

＜別紙資料により説明＞ 

社会教育課長兼

歴史民俗資料館

長兼図書館長 

 

＜別紙資料により説明＞ 

スポーツ課長 ＜別紙資料により説明＞ 

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 

 

＜別紙資料により説明＞ 

こども課長  ＜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  債務負担行為の送迎バス運行業務委託料の中には、人件費や燃料

費が含まれているのでしょうか。 
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発言者 内        容 

学校教育課長兼

教育研究所長 

基本的に含まれておりますが、少し確認します。 

こども課長 園バスについては、人件費、燃料費、車検代、軽微な修繕費が含

まれています。 

伊藤委員 小学校管理事業の施設修繕工事費で、海西小学校の修繕工事は分

かりますが、下多度小学校の工事は修繕料で計上するのではないで

すか。 

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 

 

当初予算では、少額については、需用費の修繕料にて予算計上し

ているところもありますが、今回、工事請負費の中に一括入れさせ

ていただきました。修繕料でいいのではないかというご指摘だと思

いますが、今回は、このように計上させていただきました。 

伊藤委員  今後は、よく精査して予算計上していただきたいと思います。 

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 

分かりました。 

学校教育課長兼

教育研究所長 

 先ほどの曽根委員の質問ですが、高須小学校と城山小学校のバス

の委託に関して、園バス同様に人件費、燃料費、車検代、修繕費が

委託料に含まれています。 

曽根委員 毎年、契約していると思いますが、今の原油の燃料高があります

ので清算されるということですか。 

事務局長 そうです。回数が増える場合がありますので、後で調整させてい

ただきます。限度額なので、超えた場合は補正で対応します。 

曽根委員 わかりました。 

教育長 その他ありませんか。 

全委員 ありません。 

教育長 議案第９３号 教育に関する事務に係る予算（令和３年度１２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９３号 教育に関する事務に係る予算（令和３年度１２月

補正）に対する意見について異議なしとします。 

 議案第９４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。 
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発言者 内        容 

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 

 

 事前にお配りした９ページに、今回の議案第９４号の各施設の一

部条例改正案について記載がありますが、総務課の法規担当と最終

的に調整等させていただきましたので、修正版を改めて本日お手元

にお配りさせていただきました。 

詳細については、担当課長より説明させていただきます。 

社会教育課長兼

歴史民俗資料館

長兼図書館長 

 

 ＜別紙資料により説明＞ 

スポーツ課長  ＜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９４号 教育に関する事務に係る議案に対する意見につい

て異議なしとしてよろしいか。 

全委員  よろしい。 

教育長  議案第９４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９５号 専決処分の承認を求めることについて 

 議案第９６号 専決処分の承認を求めることについて 

 議案第９７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９５号 専決処分の承認を求めることについて 

 議案第９６号 専決処分の承認を求めることについて 

 議案第９７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９５号 専決処分の承認を求めることについて 

 議案第９６号 専決処分の承認を求めることについて 

 議案第９７号 専決処分の承認を求めることについて承認しま

す。 
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発言者 内        容 

 議案第９８号 海津市デジタル図書館書籍の利用に関する規程の

制定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 

 ＜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  インターネットを利用して、実際はどのように使用するのですか。 

社会教育課長兼

歴史民俗資料館

長兼図書館長 

 詳細については、これから業者と打合せして決めていきます。 

 恐らく、図書利用カードを発行し、専用のところにログインして

読みたい本を選択するシステムになるかと思います。 

曽根委員  アプリもいるでしょうし、詳細が分かり次第教えてください。 

社会教育課長兼

歴史民俗資料館

長兼図書館長 

分かりました。 

教育長 その他ありませんか。 

大津委員 第７条の予約の取り消しで、７日という期間は一般図書と同じで

すか。 

社会教育課長兼

歴史民俗資料館

長兼図書館長 

 同じです。 

大津委員  人気がある書籍ですと、７日間も待つことはどうかと思います。 

社会教育課長兼

歴史民俗資料館

長兼図書館長 

 電子図書を利用している市町村を参考にしましたが、ほとんどが

７日でした。 

大津委員  分かりました。 

教育長  その他ありませんか。  

全委員  ありません。 

教育長  議案第９８号 海津市デジタル図書館書籍の利用に関する規程の

制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９８号 海津市デジタル図書館書籍の利用に関する規程の

制定について承認します。 

 議案第９９号 海津市公の施設指定管理者候補者選定について説
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明をお願いします。 

スポーツ課長 ＜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９９号 海津市公の施設指定管理者候補者選定について承
認してよろしいか。 

全委員  よろしい。 

教育長 議案第９９号 海津市公の施設指定管理者候補者選定について承
認します。 

議案第１００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説明をお願いします。 

スポーツ課長 ＜別紙資料により説明＞ 

教育長  何か質疑はありませんか。 

伊藤委員  登山競争の大会には、実際どのくらいの人が参加されているので
すか。 

スポーツ課長 現在は、石津御嶽登山競争というもので、およそ３００名ほどの

参加があります。半数以上は市外の方ですが、石津御嶽にとらわれ

ず「養老山地登山競争補助金」に名称を変更したのは、現在、他の

部署で水晶の湯辺りを市外の方にＰＲをしていくという計画があり

ますので、養老山地の名称を使用しました。 

伊藤委員 参加費を徴収してみえると思いますが、養老山地の名称を使用す
ると海津市をＰＲできないのではないですか。海津市の名称を入れ
てはどうですか。 

事務局長 名称を検討し直します。 

教育長  その他ありませんか。 

学校教育課長兼

教育研究所長 

議案第１００号の資料の３ページに海津市英語検定料補助金があ

ります。これについては、平等性に欠けるということで廃止の方向

で進めています。 

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 

それでは、議案第１００号につきましては、いったん取り下げさ

せていただき、次回改めて教育委員会に上程します。 

教育長 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

１件の申請がありました。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。 
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合推進室長 

教育長 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 前回の教育委員会で、１２月１７日に教育委員会研修と教育委員

会を１日で行うと決めさせていただきましたが、生涯学習センター

条例を廃止する条例が、１２月２１日の議会最終日に可決される見

込みですので、同日に関連する規則等を教育委員会で上程させてい

ただきたいと思いますので、１７日は研修のみでお願いします。 

教育長 教育委員会研修と教育委員会を別々で行うことでよろしいか。 

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２時５５分】 

 


