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令和３年第１５回海津市教育委員会議事録 

 令和３年１２月２１日（火）午後１時３０分より第１５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１０１号 令和４年度指定校変更について 

議案第１０２号 要・準要保護者の認定について 

議案第１０３号 海津市立学校学習者用端末貸与規程の一部を改正する告示につ

いて 

議案第１０４号 海津市立学校の学校徴収金事務取扱規程の一部を改正する告示

について 

議案第１０５号 海津市英語検定料補助金交付要領を廃止する告示について 

議案第１０６号 専決処分の承認を求めることについて 

議案第１０７号 専決処分の承認を求めることについて 

議案第１０８号 令和４年度海津市立小中学校の入学式の日程について 

議案第１０９号 令和４年度海津市立認定こども園の入園式の日程について 

議案第１１０号 海津市生涯学習センター条例施行規則を廃止する規則について 

議案第１１１号 海津市教育委員会公印規程の一部を改正する訓令について 

議案第１１２号 海津市会計職員に関する規則の一部を改正する規則について 

議案第１１３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１１４号 専決処分の承認を求めることについて 

  

 (4)追加日程 

   議案第１１５号 指定管理者の指定の告示について 

   議案第１１６号 海津市教育委員会事務局職員の懲戒処分について 

 

２ その他 

（１）教育委員会後援事業１１・１２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 
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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１５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。 

１１月後半、１２月の主な行事報告をさせていただきます。 

教育総務課関係では、１１月２４日に教育委員会表彰式が行われ、

３団体にお越しいただきました。１２月１７日には、教育委員会研

修で、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視察

に行ってきました。 

こども課関係では、１１月３０日にわかば海西認定こども園の公

開保育が行われました。１２月１７日には、幼児教育・保育研究会

が行われました。 

学校教育課関係では、１１月１７日に城山小学校の研究発表会が

ありました。１２月１９日には、人権啓発推進大会が行われ、とて

もよい講演を聞かせていただきました。２４日は、小中学校の終業

式となります。 

社会教育課関係では、１１月２０日に青少年育成市民大会が行わ

れ、子どものスポーツとあったかい言葉かけ運動の表彰がありまし

た。子育てに関わる講演もありました。３０日、高須小学校で小学

生の酒田市交流がリモートで行われました。１２月４日には、市民

創作ミュージカル アウトリーチが行われ、下多度小学校の児童が観

覧しまた。本番は３月１９日（土）、２０日（日）です。ぜひ、お

時間ありましたらお出かけください。 

スポーツ課関係では、１１月２５日にだんだん公園にて体育協会

のＧＧ大会が行われました。約２００名の参加がありました。１２

月１日、２２日には、休日部活動地域クラブへの移行に関わる中学
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発言者 内        容 

校長との懇談が行われます。   

その他ですが、１１月２５日、２８日に平田図書館・生涯学習セ

ンターの今後についての住民説明会がありました。１２月６日には、

議会本会議が開会されました。 

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）協議事項 議案第１０１号 令和４年度指定校変更につい

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１０１号 令和４年度指定校変更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１０１号 令和４年度指定校変更について承認します。 

議案第１０２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１０２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１０２号 要・準要保護者の認定について承認します。 

議案第１０３号 海津市立学校学習者用端末貸与規程の一部を改

正する告示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。 

伊藤委員 適用は、令和３年４月１日に遡るのですか。 

併せて、４月から徴収していた学習者用端末教材費の取り扱いは
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発言者 内        容 

どうなりますか。 

学校教育課長兼

教育研究所長 

令和３年４月１日適用となります。なお、今まで徴収した月額１

００円に関しては、学習者用端末教材費会計にて管理しております

が、２、３月で調整して保護者への返金はしません。 

事務局長 再度検討した結果、このような形となりましたのでお認めいただ

きたいと思います。 

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１０３号 海津市立学校学習者用端末貸与規程の一部を改

正する告示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１０３号 海津市立学校学習者用端末貸与規程の一部を改

正する告示について承認します。 

議案第１０４号 海津市立学校の学校徴収金事務取扱規程の一部

を改正する告示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１０４号 海津市立学校の学校徴収金事務取扱規程の一部

を改正する告示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１０４号 海津市立学校の学校徴収金事務取扱規程の一部

を改正する告示について承認します。 

議案第１０５号 海津市英語検定料補助金交付要領を廃止する告

示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。 

伊藤委員 何年続きましたか。 

学校教育課長兼

教育研究所長 

 ４年です。 

教育長 先ほど、課長から廃止の説明がありましたが、もっと広く英語力



- 5 - 

発言者 内        容 

を身につけさせる新たな施策に移るものです。 

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１０５号 海津市英語検定料補助金交付要領を廃止する告

示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１０５号 海津市英語検定料補助金交付要領を廃止する告

示について承認します。 

議案第１０６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１０６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１０６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１０７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  ありません。 

教育長  議案第１０７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１０７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１０８号 令和４年度海津市立小中学校の入学式の日程に

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＞ 
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発言者 内        容 

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１０８号 令和４年度海津市立小中学校の入学式の日程に

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１０８号 令和４年度海津市立小中学校の入学式の日程に

ついて承認します。 

 議案第１０９号 令和４年度海津市立認定こども園の入園式の日

程について説明をお願いします。 

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。 

全委員  ありません。 

教育長  議案第１０９号 令和４年度海津市立認定こども園の入園式の日

程について承認します。 

 議案第１１０号 海津市生涯学習センター条例施行規則を廃止す

る規則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。 

全委員 ありません。 

教育長  議案第１１０号 海津市生涯学習センター条例施行規則を廃止す

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１１０号 海津市生涯学習センター条例施行規則を廃止す

る規則について承認します。 

 議案第１１１号 海津市教育委員会公印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。 

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。  

全委員  ありません。 
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発言者 内        容 

教育長  議案第１１１号 海津市生涯学習センター条例施行規則を廃止す

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１１１号 海津市生涯学習センター条例施行規則を廃止す

る規則について承認します。 

 議案第１１２号 海津市会計職員に関する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。 

社会教育課長兼

歴史民俗資料館

長兼図書館長 

生涯学習センターの廃止に伴った一部改正ですが、担当課が市長

部局でありますので、取り下げさせていただきます。大変失礼いた

しました。 

教育長 教育委員会のものではないということです。 

議案第１１３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。 

全委員  ありません。 

教育長 議案第１１３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承認してよろしいか。 

全委員 よろしい。 

教育長 議案第１１３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承認します。 

議案第１１４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。 

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１１４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１１４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１１・１２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

２件の申請がありました。№１５については、例年申請がありま

すので専決承認させていただきました。№１６については、新規で

すのでご審議願います。 

＜別紙資料により説明＞ 
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発言者 内        容 

合推進室長 

教育長 中学生のためのキャリア教育の副読本を作成して、企業の紹介を
していきたいということです。 

何か質疑はありませんか。 

全委員 ありません。 

教育長 後援することで承認してよろしいか。 

全委員 よろしい。 

教育長 承認ということで進めさせていただきます。 

追加日程 議案第１１５号 指定管理者の指定の告示について説
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。 

事務局長 本来ならば市長の告示になりますが、事務委任を受けていますの
で教育委員会が告示をしますので、ご理解願います。 

教育長 議案第１１５号 指定管理者の指定の告示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１１５号 指定管理者の指定の告示について承認します。 

 議案第１１６号 海津市教育委員会事務局職員の懲戒処分につい

ては秘密会とします。 

 

＜審議＞ 

懲戒審査書のとおり。 

 

以上で本日の協議事項はすべて終了しました。 

 

  【閉会 午後２時４５分】 

 


