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令和３年第２回海津市教育委員会議事録 

 令和３年２月８日（月）午後１時３０分より第２回海津市教育委員会が海津市役所 東

館４階 ４－１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 ６号 教育に関する事務に係る予算（令和２年度３月補正）に対する意

見について 

議案第 ７号 教育に関する事務に係る予算（令和３年度当初予算）に対する意

見について 

議案第 ８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 ９号 海津市教育委員会事務局職員の人事について 

議案第１０号 旧平田庁舎跡地周辺公共施設等再編方針について 

議案第１１号 要・準要保護者の認定について 

議案第１２号 専決処分の承認を求めることについて 

議案第１３号 海津市公私連携型保育所等選定・評価委員会設置要綱の一部を改

正する告示について 

議案第１４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 

 (4)追加日程 

議案第１５号 専決処分の承認を求めることについて 

議案第１６号 指定校変更について  

    

２ その他 

 

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。 

 中 野   昇 ・ 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  渡 辺 昌 代   

 学校教育課長 森 島 利 明     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 
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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２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。 

最初に私からの報告ということで、先月１月分につきましては、

１ページに記させていただきましたが、またご確認いただいてご質

問がありましたらお願いします。今月は、今週末の１２日に外国語

活動の指導助手プロポーザル選定委員会、１８日は、子ども・子育

て会議があり、本日の総合教育会議の二つ目の議題であります、旧

平田庁舎跡地についてこども園の適正配置に関わる話になるかと思

います。１９日は全員協議会、２２日は毎年ご寄附いただいており

ます、海津市いきいきクラブ女性部の方々がかつて１円玉募金とい

うのをやってみえましたが、それに関わるご寄附をいただく贈呈式

が予定されております。３月議会に向けて、２月２４日に議会が開

会します。３月１９日までの２４日間で、その日は当初予算の概要

説明があります。本日この後、教育委員さん方に確認いただきたい

と思います。２５日の文化財保護審議会は、コロナ等の関係で中止

させていただきました。２６日は土曜日にも新聞に掲載されました

最終のまとめの会になるかと思いますが、統合計画検討委員会を予

定しております。３月については、年度末ということもありいろい

ろ行事があるわけですが、１日にはスポーツ推進審議会、２日に教

育委員会、この日には人事の内容のご確認をいただきます。３日は

公立高校の一次試験があります。その日に議会の本会議が開催され

ます。４日は海津図書館の図書館協議会、５日は中学校の卒業式で

すが例年より早くなっております。１０日は市議会の予算特別委員

会、１２日には文教福祉委員会、１５日、１６日と一般質問があり

ます。２日間予定されておりますが、人数が少なければ１日で終わ

るかと思います。今回の新聞の内容についての質問も多く出るので

はないかという想定をしております。ただ今回は、コロナの関係で

通常１人４０分のところ３０分以内にしていただけるということで

す。１７日は早川家住宅保存活用検討委員会が午後からあります。

１８日は社会教育委員会と公民館運営審議会、そして１９日市議会
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発言者 内        容 

の閉会、その後午後から高須藩松平三万石顕彰会を歴史民俗資料館

で予定しております。２５日に小学校の卒業式、２６日に認定こど

も園の卒園式があります。そして、２６日の午後から例年離任式を

兼ねて教育委員会を開催しておりますが、小中学校の卒業式も昨年

と同様に規模縮小ということですので、離任式は中止と校長会で伝

え、決めさせていただきました。市の教育委員会は１３時半という

ことで、訂正の方をお願いします。 

以上ですが、１月の行事報告、２、３月の行事について何か質問

等ありましたらお願いします。       

全委員 よろしい。 

教育長 

 

（３）協議事項 議案第６号 教育に関する事務に関わる予算（令

和２年度３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 

資料は、当日配付のものです。第１１号補正としまして、２月か

らの議会に上程する補正予算の教育委員会分について取りまとめを

させていただいております。歳入合計が、１０，１８１千円の減額

です。歳出合計は、２３，２５６千円の減額となっております。繰

越明許費の追加としまして、感染症対策等の学校教育活動 継続支援

事業（小学校）として８，５２７千円、中学校として３，２９８千

円を計上させていただいております。それでは歳入の方からまとめ

て説明させていただきます。 

３ページになります。１４款 国庫支出金 ２項 国庫補助金 

５目 教育費国庫補助金の小学校費補助金になります。学校保健特

別対策事業費補助金で感染症対策の学校教育活動継続支援事業とし

て、今回は３００人未満の学校に対しては１校あたり８００千円、

３００人以上の学校に対しては１，２００千円の補助金が交付され、

合計４，２００千円の増となります。中学校費補助金ですが、こち

らも小学校同様３００人未満の学校には８００千円、３００人以上

の学校には１，２００千円の補助ですので、３校合わせまして１，

６００千円計上させていただきました。 

続きまして４ページをお願いします。１５款 県支出金 ２項 

県補助金 ７目 教育費県補助金の小学校費の補助金となります。

学習指導員等配置事業費補助金ですが、予算通りの配置ができなか

ったということで、３，４００千円の減額となります。またスクー

ル・サポート・スタッフ配置事業費補助金も５４７千円の減額とな
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発言者 内        容 

っております。中学校費補助金ですが、小学校費と同じように予算

通りの配置ができなかったということで、学習指導員等配置事業費

補助金１，０８０千円の減額、スクール・サポート・スタッフ配置

事業費補助金３５４千円の減額となっております。 

続きまして５ページをお願いします。２０款 諸収入 ５項 雑

入 ５目 給食事業収入で、給食費の給食事業収入となります。こ

ちらは４、５月に学校が臨時休業となりました。夏休みに学校の授

業がありましたので、差し引きしまして１２日間予定よりも給食の

提供日数が少なかったということで、９，６００千円の給食費とし

ての収入を減額するものです。歳出につきましては、担当課長より

説明をさせていただきます。  

こども課長 こども課です。６ページをお願いします。民生費の公立認定こど

も園運営管理事業になります。会計年度任用職員の報酬、職員手当

等及び共済費を合わせまして６，０００千円の減額となっておりま

す。こちらは昨年度より、会計年度任用職員が２名減りましたので、

確定に伴う予算の減額となっております。 

続きまして７ページをお願いします。留守家庭児童教室運営事業

になりますが、こちらも会計年度任用職員の報酬で、５，０００千

円の減額となっております。主な理由としまして、コロナの関係で

長期休業期間の開室日の日数が大幅に減ったことと、小学校の下校

時間が遅くなったこと等に伴い減額させていただきました。以上で

す。 

学校教育課長  学校教育課です。８ページをお願いします。教育費の小学校費 小

学校管理事業になります。会計年度任用職員報酬ということで、学

級支援員、少人数支援員、特別支援教育アシスタントに時間数を増

やしてコロナ対策をやっていただこうということで全員分予定をし

ていたのですが、全員の方にはやっていただくことが収入の関係で

できず、４，７２５千円の減額となります。費用弁償につきまして

は、スクールサポートスタッフの方はもともとありませんので、そ

れを除く学級支援員、少人数支援員の分で２２２千円の減額になり

ます。次に需要費ですが、こちらはコロナ対策事業ですが、ＣＯ２

モニター等を学校に設置し、国費２分の１でこれから準備するもの

です。この分については繰越を全額させていただく予定です。次に

光熱水費（電気）ですが、電気会社の契約変更に伴い２，０００千
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発言者 内        容 

円の減額となります。光熱水費（上下水）ですが、今年度は水泳の

授業を行いませんでしたので２，６００千円の減額となります。医

薬材料費ですが、こちらにつきましてもコロナ対策事業の保健に関

する部分で、１，７５４千円の増額となります。次に備品購入費で

すが、こちらもコロナ対策事業の管理用備品となります。加湿器や

空気清浄機等３，３０８千円の増額となります。コロナ対策につい

てはすべて国費２分の１で、全て繰り越しをさせていただくものに

なります。  

 続きまして１１ページをお願いします。中学校管理事業になりま

す。小学校費と同じように、会計年度任用職員の報酬と費用弁償を

１，３４５千円と８９千円それそれぞれ減額するものです。需用費

の消耗品費、医薬材料費等、備品購入費の管理用備品購入費につき

ましても小学校と同様、国費２分の１の補助がありますので、第３

次補正に合わせて補正をさせていただいております。こちらも全て

来年度に繰り越しをさせていただきます。 以上です。 

教育総務課長兼

学校給食センタ

ー所長 

 

給食センターです。１３ページをお願いします。需用費の光熱水

費（電気）ですが、４、５月の学校の臨時休業に伴い給食の提供日

数が少なかったことと、契約変更により２，０００千円の減額とな

ります。光熱水費（ガス）も同じように給食の提供日数が少なかっ

たことにより、１，５００千円の減額となります。賄材料費につい

ても給食の提供日数の減によりまして給食費と同じように９，６０

０千円の減額となります。以上です。   

教育長  質疑はありませんか。 

伊藤委員  繰越明許費の追加ということで小学校と中学校がありますが、ど

うしても繰越ししないといけないのですか。  

学校教育課長  国の第３次補正予算の関係で、今回補正予算で繰り越しをすると

いうことです。  

伊藤委員  国の補助金絡みで予算議決をしておくということですね。  

学校教育課長  その通りです。 

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 

 

 議案第６号 教育に関する事務に関わる予算（令和２年度３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。 
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発言者 内        容 

全委員  よろしい。 

教育長 議案第６号 教育に関する事務に係る予算（令和２年度３月補正

予算）に対する意見について異議なしとします。 

議案第７号 教育に関する事務に係る予算（令和３年当初予算）

に対する意見について説明をお願いします。 

事務局長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議案第７号の別冊になります。２ページに予算要求の全体のこと

を記させていただきました。令和３年度の予算要求ですが、歳出予

算要求総額は（人件費は除く）２，１８８，３７７千円で、対前年

度比は７．４１％の減です。この歳入予算額（特定財源）ですが、

９２８，０５８千円で対前年度比１３．７８％の減です。 

この大きな要因は、令和２年度に文化センターの改修工事を行い

ましたので、その分が大きく影響しております。歳出の経常的経費

は２，０８６，５８６千円です。投資的経費は１０１，７９１千円

で、主な概要として平田町に所在する（三郷・蛇池）地区体育館解

体工事等に５４，００６千円、ハリヨの保護対策及び生息地改修工

事・早川家住宅消防設備工事等に、１６，９７１千円を計上しまし

た。それぞれ、国庫支出金や合併特例債など特定財源が確保できる

ものを優先しました。 

主な事業概要については、全般的にコロナの感染対策費の拡充、

海津地区の小学校統合に係る学校基本設計・準備委員会の設置、小

中学校情報機器利用による学習環境の構築・中学校部活動の地域ク

ラブ化、文化財保護対策・市民創作ミュージカル・資料館リニュー

アルの工事設計、認定こども園統合に係る生涯学習センター（平田

図書館）の機能転換、子ども子育て支援事業の推進・認定こども園

の移転統合の準備、スポーツ振興事業・平田町内にある地区体育館

の解体（２地区）を予定しております。 

各項目別の予算内訳は、教育費が１，１４０，７２２千円、民生

費が１，０２２，４７５千円、労働費が１４，７６６千円、農業費

が１０，４１４千円となっております。３ページついては経常的経

費を、４ページ・５ページについては投資的経費の各課の内訳を載

せさせていただきましたのでよろしくお願いします。 

それでは、この全体の中で各課長より詳細について説明させてい

ただきますので、よろしくお願いします。 
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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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

教育総務課からお願いします。６ページをお願いします。令和３

年度予算として令和２年度予算に比べまして歳出の方で１０，４２

６千円の減額となっております。こちらは、今年度に限りＰＣＢの

廃棄物の収集運搬、処分を行いまして、その分が減額となっており

ます。また小学校の施設修繕工事も減額になっております。 

資料の７ページ以降は、「第２次教育振興基本計画」の体系別の

基本目標別に概要をまとめさせていただいております。  

８ページをお願いします。かいづっち養老鉄道応援パスポートで

すが、今年度と同様になっております。 

９ページをお願いします。教育総務事務事業で先ほど局長からも

話がありましたが、海津市小学校統合計画検討委員会（仮称：海津

町地域統合準備委員会）を設置し調整を行っていきます。  

１２ページをお願いします。小・中学校管理事業の既存小・中学

校施設改修事業となります。こちらは４，０５８千円減額となって

おりますが、令和３年度の主な工事としては、平田中学校の南舎の

外壁改修工事、石津小学校の昇降機の改修工事等を行っていきたい

と思っております。新規事業ですが小学校統合学校基本設計委託料

です。海津町地域の小学校統合に向けて、統合学校の基本設計料２，

２５５千円を計上しております。以上です。     

学校教育課長 

 

 

学校教育課です。６ページをお願いします。歳入は前年度比５，

６１７千円の増額となっています。主な要因は、学級支援員や特別

支援教育アシスタントのコロナ対応に対する分と４月から本格運用

するタブレット端末に係る費用の一部１００円を保護者から負担し

ていただくものを見込んでいます。  

歳出につきましては、１０ページをお願いします。少人数支援員

設置事業、スクールカウンセラー設置事業、１１ページの心の教室

相談員設置事業については、勤務日数を減らしましたので減額させ

ていただきました。英語指導助手設置事業については増額させてい

ただきましたが、今年度で３年間の契約が終わり、来年度から新た

な ＡＬＴの契約になります。選定方法はプロポーザル方式で行いま

す。来年度の新しい事業では、１１ページのメール配信システム委

託事業になります。不審者情報の提供や緊急時の小中学校への連絡

手段として、今まで使用していたメールを新しいソフトを使用して

保護者への連絡を行います。その下の教育用パソコン活用事業です

が、学校の先生がパソコン使用に関して困ることがないようにと、
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支援員配置業務委託をしたので増えています。一番下のスクールバ

ス運行事業につきましても、コロナ禍で今年度補正等で対応させて

いただいたのですが、その分当初予算でも増やしてあります。 

１２ページをお願いします。小・中学校管理事業の小・中学校管

理費ですが、こちらについては各学校の保守点検業務、清掃管理業

務等を見直しして減額させていただきました。 

１３ページをお願いします。小中学校教育振興事業の学習指導要

領改訂に伴う教師用教科書・指導書購入費になりますが、来年度か

ら中学校が新しい学習指導要領になりますので、それに伴う教師用

の教科書及び指導書の購入、また教師用デジタル教科書の購入費を

新規に計上させていただきました。以上です。  

こども課長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

こども課です。６ページをお願いします。歳入の総額が６７９，

５２４千円、前年度比２，６７３千円の減額。歳出の方は１，０２

２，４７５千円、前年度比１３，６１６千円の減額となっておりま

す。大きな要因はやはり園児数の減少が一番大きいものです。今の

ところ、入園見込み数は公立私立合わせまして４０名ほど前年度の

当初より少なくなっております。 

７ページをお願いします。大きな増減があるものについて説明さ

せていただきます。公立認定こども園運営管理事業ですが、前年度

比１５，４９３千円の減額となっております。主な要因ですが、公

立の園児数が前年度より１５名ほど今のところ申し込みが減ってお

り、高須認定こども園の通園バスを２便から１便に変更したことに

より３，６００千円ほどの減額、食料費及び消耗品費で３，１００

千円ほどの減額となっております。 

続きまして私立認定こども園運営事業ですが、こちらは私立の方

へ施設型給付費の負担金を支給するものですが、児童数の減少によ

って９，２４９千円の減額となっております。  

続きまして８ページの２段目をお願いします。子育て支援拠点事

業費補助金ですが、石山保育園が留守家庭児童教室を開所されたこ

とにより２，１５１千円の増額となっております。その下の一時預

かり事業費補助金ですが、国の補助基準額が大幅に増額になったこ

とにより８，９００千円の増額となっております。以上です。 

社会教育課長兼

歴史民俗資料館

社会教育課です。図書館と歴史民俗資料館も合わせてお願いしま

す。６ページをお願いします。 社会教育課ですが、前年度比収入が
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長兼図書館長 ４，２３９千円の増額、歳出が１９９，３４７千円の減額となって

おります。この要因としましては、歳入が早川家住宅及びハリヨの

生息工事に係る国からの２分の１の補助金が交付されることが要因

でございます。歳出は、文化センターの長寿命化改修工事が今年度

終了しましたので、その分が減額になっています。図書館について

は、前年度比歳出が４，９３５千円の減額となっておりますが、包

括の予算で需要費と委託等見直したことによります。歴史民俗資料

館については、前年度比歳入が１，２００千円の増額、歳出が２，

０８５千円の増額となっております。歳入については、ふるさと基

金の取り崩しでございます。歳出については、常設展示のリニュー

アルに向けた改装工事の設計委託料となっております。 

１４ページをお願いします。働く女性の家管理事業でございます。

前年度比１，４１４千円の増額でございます。来年度は、建築基準

法第１２条第１項の規定にあります３年に１度の特定建築物の定期

調査委託料を計上させていただきました。 

続きまして、一番下の公民館管理事業でございますが、２０８，

９４５千円の減でございます。こちらは文化センターの長寿命化改

修工事が終了しましたので、この分を減額させていただいておりま

す。   

１５ページをお願いします。 図書館運営管理事業の図書館管理

運営費となりますが、会計年度任用職員の雇用の見直しを行い、３，

２２５千円の減額をさせていただきました。 

その下の図書資料購入事業の新刊図書・ＡＶ資料等の購入費でご

ざいます。こちらは予算の包括化の関係で、図書購入費とＡＶ 資料

購入費を減額させていただきました。 

１６ページをお願いします。青少年健全育成事業の青少年健全育

成活動事業でございます。こちらについては来年度、子ども会育成

連絡協議会の補助金１，０００千円を減額させていただきました。

 その下の酒田市、霧島市児童生徒交流事業の友好都市児童・

姉妹都市生徒交流事業になります。３０２千円の減額となっており

ますが、来年度の酒田市の交流事業ですが３泊４日から２泊３日に

変更させていただいたことによる減額となります。 

１７ページをお願いします。    

文化会館管理事業の文化会館管理運営費でございます。こちらに

ついては、３，３５３千円の増額となります。土地の借り上げ料を
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今年度から担当課で予算計上することによるものです。真ん中の段

の文化財保護管理事業の指定文化財保護補助金及び保護事業になり

ます。こちらについては拡大になり、１４，１２７千円の増額とな

ります。早川家住宅の消防設備等設置工事、津屋川水系清水池ハリ

ヨ生息地改修工事を実施します。また、５年前に整備しました北部

浄水公園のハリヨ生息地の汚泥清掃を行うものによる増額となりま

す。その下の文化財資料作成活用事業の文化財調査事業でございま

す。こちらについては、今年度ハリヨの生息地の改修設計委託を実

施しましたので、それに伴う減額となります。 

１８ページをお願いします。歴史資料調査活用事業の資料調査及

び企画展の開催となります。こちらについては、来年度円空展を開

催する予定ですので、それに伴う経費の増額となります。その下の

常設展示リニューアル工事概要設計業務委託は新規となります。リ

ニューアルに向けた改装工事の概要設計で３，０００千円の増額と

なっております。以上です。 

スポーツ課長 

 

 スポーツ課です。６ページをお願いします。予算の方ですが、歳

出の方で６１，４３４千円の増額となっております。要因としまし

ては、来年度は平田地区の体育館の解体工事、それ以外に市民プー

ルの修繕工事を予定しておりますので、その部分が主な要因となっ

ております。 

 １９ページをお願いします。社会体育振興事業の体育協会補助金

とトライアスロン大会補助金となりますが、それぞれ５００千円の

減額となっております。こちらについては、財政再生計画に基づい

て補助金を段階的に減らしていくという財政当局の指示に基づいて

減額するものです。 

２０ページをお願いします。体育施設管理事業の体育施設管理費

となります。こちらにつきましては、今年度市民プールの特定建築

物の点検を実施しました。差し引きとして、来年度から土地の賃借

料を各課でみますのでその分増額となり２，３１２千円の増額とな

ります。 

続いて、市民プール運営活動管理費です。拡充ということで、例

年支払っていた金額に当初に施設修繕工事を計上させていただきま

した。これについては、点検業者からの指摘により高圧電気設備の

不良があるということと、ウォータースライダーの補修を合わせて

計上させていただいております。  
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最後に平田地区体育館解体事業ですが、新規で挙げさせていただ

いております。蛇池地区と三郷地区の体育館の解体工事、これに伴

う設計管理委託を合わせそれ以外に解体工事ということで、合計５

４，００５千円計上しております。財源としましては、合併特例債

で全体の９５％、一般財源として残りの５％が財源としております。

以上です。        

教育総務課長兼

学校給食センタ

ー所長 

 

給食センターです。６ページをお願いします。歳入が前年度比４，

８４２千円の減、歳出が５，３１６千円の減となります。主な要因

は、児童生徒数の減少に伴い給食の提供数が約８０食ほど減になる

見込みですので、その分の給食費の方が減収となります。歳出の方

もそれに伴い原材料費の減となります。 

１３ページをお願いします。学校給食センター運営管理事業の学

校給食センター管理運営費ですが、歳出の賄材料費と電気料の契約

の見直し等の支払い実績で、５，３１６千円減額させていただきま

した。以上です。    

教育長 主なポイントについて説明させていただきましたが、何か質疑等

はありませんか。  

曽根委員 

 

  先ほど施設の賃貸料について説明がありましたが、借地である施

設というのは全て担当課の方で負担することになったわけですか。

学校関係の施設でもありますか。  

事務局長 今まで総務課の方で一括でやっておりましたが、 総務課から、所

管の借地を担当が把握していないということもあるので、予算も含

めて所管課の方で支払うようにと指示がありました。ほとんど南濃

町が多いですが、社会教育施設、学校の一部小学校、体育施設等が

あります。  

曽根委員 賃借料の決め方というのは、他部署との関係も当然統一的にされ

ているかと思いますが、お聞かせいただける範囲で教えてください。 

事務局長 総務課で一括して計算をしていますが、各々の土地の評価額に対

して算定しているのではないかと思います。  

曽根委員 わかりました。 

教育長 その他ありませんか。 

伊藤委員 

 

  学校教育課の説明で、タブレット端末の関係で１人月額１００円

を徴収する話がありましたが、徴収しないといけないのですか。国

からの指導があるのですか。 
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学校教育課長  特にありません。 

事務局長 タブレット端末については、国からの全額補助で購入したのです

が、貸与の関係で保護者の方にも全部市費ではなく、大切なものを

配布してもらうという意識づけをすると共に、月額１００円で年間

１，１００円（夏休みを除く）ご負担を教材費として受け取って、

財源を確保したいという考えのもとで計画しております。 

近隣の市町も調べましたが、徴収するところは少ないですが、県

にも聞いたところ、市独自で考えていただければよいということで

返答はいただいております。    

伊藤委員 どういう方法で徴収するのですか。 

事務局長 給食費と同じように学校の方で口座引き落としで徴収していただ

く予定をしております。来月の教育委員会で取扱いの規程を上程さ

せていただく予定です。 

伊藤委員 あと、９ページですが、来年度の統合の準備委員会を予定してみ

えるのですけど、どのようなメンバーを想定してみえるのですか。 

教育総務課長兼

学校給食センタ

ー所長 

現在のところは検討中です。来年度以降もＰＴＡ会長さんである

とか、母親委員長さんにはお世話になれたらと思うのですが、具体

的なメンバーというのはこれから考えていきたいと思います。  

事務局長  メンバーも、例えば今度一斉に統合になりますので、一括してや

るのかそれとも各学校ずつにするとか協議の項目がたくさんあるの

で、その辺も含めてメンバー調整はしていきたいと思っています。  

伊藤委員  統合準備委員会や基本設計の予算は計上してあるのですが、これ

から非常にスケジュール的には厳しいスケジュールになっていくと

思います。教育委員会の組織の中で兼務でやってはいけないと思い

ます。準備室等設けていただくべきだと私は思います。   

事務局長  準備室等の話については、市長部局にもお願いをしましたし、教

育長の方からもそういう組織立てのお願いをしたいと考えていま

す。もしそれが不可能なら人を４月から増やしてもらうようお願い

はしてあります。当然予算が必要になってくる場合は補正対応を考

えていきたいと思いますが、とりあえず現行は建物部分の基本設計

を行い、そして実施設計等に入っていきますので、その辺は全部補

正対応でお願いしていく計画でおります。 

検討委員会でも各部局の部長に入ってもらっていますので、その

辺は教育長からもお願いをしていただいていますし、私どもの方で
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もお願いしています。 

スクールバスの関係になってきますとスクールバスの経費あるい

はスクールバスの常駐する駐車場の土地の確保等いろいろ出てきま

すので、協議の段階で対応していく予定をしております。  

教育長  その他ありませんか。 

大津委員  前々から少しお話していますが、不登校児適応指導教室相談員設

置事業やいじめ問題等対策学校サポート事業のことですが、統合す

る前に今の体制じゃないものにぜひしていただきたいと思っていま

す。学校にどうしても行きづらい子が家庭以外に安心していられる

場所の計画を立てていただけないでしょか。今、文部科学省も学校

にどうしても行かなきゃいけないという指導法じゃない方向にいっ

ていますので、ぜひお願いしたいです。 

 あと、部活動の地域移行について進めてみえますが、市から例え

ば保険の契約は負担をするとかフォローはないのですか。   

スポーツ課長  保険の話ですが、新たに何か立ち上げてとは考えていません。既

存の団体で受けてもらえないかを前提で考えていますので、いずれ

にしても所属する団体で保険をかけていただいて、その保険の方の

範囲内で賄っていただくことを考えています。  

大津委員 

 

参加する生徒さんや親さんからその団体さんが施設費含めて徴収

するということですね。 

スポーツ課長 そうです。 

大津委員  わかりました、 

学校教育課長  始めにおっしゃられた不登校の対策ですけど、岐阜市がやってみ

えることを想像されているのですか。 

大津委員  そこまで大規模ではないのですが、統合のことも関係して絶対に

増えると思うのですが、そのためには今の適応指導教室ではなく、 

いつでも誰でも来れるような統合的なことをしていただきたいと思

っています。 

事務局長 実は、この間の大江小学校の説明会の際にいろいろ話がありまし

た。そういう教育相談体制のこともお聞きしています。その辺も含

めて検討していく必要があるということは承知していますので、よ

ろしくお願いします。  

大津委員 今年度でもなくてもいいので、今後検討してください。  

教育長  その他ありませんか。 
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森委員  先ほどスポーツ課の方で体育協会補助金の減額をされるとお聞き

したのですが、文化協会でいろんな団体に補助金をいただいている

のですが、そちらも減額になるのでしょうか。  

社会教育課長兼

歴史民俗資料館

長兼図書館長 

 文化協会も減額させていただきますので、ご理解をお願いします。

  

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７号 教育に関する事務に係る予算（令和３年当初予算）

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７号 教育に関する事務に係る予算（令和３年当初予算）

に対する意見について異議なしとします。 

 議案第８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 スポーツ課です。資料の１４ページをお願いします。  

内容としましては、体育施設条例の一部を改正する条例について

です。１５ページに内容が記載してありますが、既存の南濃町にあ

ります養南グラウンドを条例から廃止するものです。従前から使用

の方は減ってきており、ほとんど活用の実態がありませんので、今

回条例から養南グラウンドを削除する旨の内容でございます。以上

です。 

教育長  質疑はありませんか。 

全委員  ありません。 

教育長 議案第８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８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９号 海津市教育委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 当日資料でお配りしておりますが、２月１日付けでスポーツ課の

課長補佐と社会教育課の係長の２人が健康課のワクチン接種推進担

当ということで異動になりましたので、報告させていただきます。  
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あと、ワクチン接種の件ですが、３月の２６日から９月の３０日ま

で海津市文化センターの小ホールが接種会場となります。農村環境

改善センター側の下の小会議室、農事研修室、視聴覚室をすべて使

用されます。１階のロビー、２階のロビーも使用されます。海津公

民館側の工芸室あるいは和室、大ホールについては、午前中は空い

ているので、柔軟に対応する方向で予定しております。全部止める

わけにいかないので、社会教育課の方でその辺は空いているところ

は柔軟に対応していきたいと考えています。 

 ９月３０日は前倒しになるかもわかりませんが、今のところはそ

ういう予定で進んでおりますので報告させていただきます。以上で

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９号 海津市教育委員会事務局職員の人事についてご了知

願います。 

 議案第１０号 旧平田庁舎跡地周辺公共施設等再編方針について

説明をお願いします。  

事務局長  前回の教育委員会の時にお話させていただきました。この後の総

合教育会議の中でも企画財政課の方から詳しく説明があると思いま

すが、前もって教育委員さん方にこの前方針が発表されましたので、

その内容を説明させてもらいます。 

 場所は、旧平田庁舎跡地です。平田庁舎、体育館、グラウンド、

生涯学習センター、やすらぎ会館、ふるさと会館の一帯となります。 

 施設の再編の方針ということで、コンセプトが「子育て世代のニ

ーズに合わせた子育て関連施設整備への再編」となります。旧平田

庁舎跡地周辺に子育て支援施設を作るという計画です。平田庁舎側

の方は企画財政課が一般公募をかけて民間との話の中で再編がされ

ていくのだろうと思いますが、もう一方の道から東側の生涯学習セ

ンター、図書館を含んでおりますが、この辺については民間こども

園に再編をしていく方向で方針が示されました。 

生涯学習センターにはご存知の通り平田図書館がありますので、

図書館についてはやすらぎ会館を改修をし、こども図書館といいま

すか、そういう形で進めていったらどうかというお話で、再編方針

が打ち出されました。再編に向けたスケジュールが組んであります
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が、ふるさと会館、やすらぎ会館、生涯学習センター、今尾認定こ

ども園ということで、この方針に沿ってこども課と社会教育課の方

で、認定こども園については統合し、民営化する園を作るという基

本的な考え方、それに基づいて社会教育課の方ではこども図書館を

やすらぎ会館に移すので、その準備とかその辺のスケジュールを組

んでいただいておりますが、とりあえずは確定的なのは生涯学習セ

ンターの機能転換ということで、学習センターのある機能をこども

園に再編をする。現在やすらぎ会館の方は老人福祉施設になってお

りますけれども、子どもに特化した施設にも機能転換をしていくと

いう話の中で現在動いております。総合教育会議の中でもこの再編

の方針についてはいろいろ委員さんの方からお話をお願いするわけ

ですけども、今尾認定こども園が大規模改修する時期になっており

ますが、改修する経費等考えますと、生涯学習センターの施設を利

用し、そこに民間運営のこども園を移すという園の統合の方針がご

ざいます。 

秋桜こども園、わかば海西こども園を公私連携でやっております

が、令和５年の３月で協定期間が切れるということで、園児数の減

少から考えますと、西島にある秋桜こども園と今尾認定こども園を

統合して、学習センターの方で民営化するという方向性を持ってい

きたいと考えでおります。それに向かって、今月開催される子ども

・子育て会議の方でその案を提示させていただく予定です。合わせ

て図書館協議会においては、今のスケジュールに合わせて海津図書

館と平田図書館の関係をどうするか、もちろん、平田図書館につい

ては子どもに特化した図書館作りをしていくということもあります

し、海津図書館は本館ということで一般の大人を対象とした図書館

という再編になると思いますが、その辺も合わせて準備をしていく、

あるいは生涯学習センターは社会教育施設もありますのでいろいろ

な講座等をやっております。その方たちの受け皿をどこに作るかと

いうことも合わせて考えていく必要があると思いますので、この方

針に基づいて教育委員会として動く予定をしておりますが、またご

指導ご鞭撻をよろしくお願いします。 

詳細については、総合教育会議で話がありますので、よろしくお

願いします。以上です。        

教育長  ただ今、旧平田庁舎跡地周辺の再編について説明がありましたが、

この後の総合教育会議でもご意見等よろしくお願いしたいと思いま
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す。  

 議案第１１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  今回、１名の申請があり、基準額の１．３を下回っているのでお

認めいただけますか。 

教育長 質疑はありませんか。 

全委員 ありません。 

教育長 議案第１１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１１号 要・準要保護者の認定について承認します。 

 議案第１２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  〈資料により説明〉 

教育長 質疑はありませんか。 

全委員 ありません。 

教育長  議案第１２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１３号 海津市公私連携型保育所等選定・評価委員会設置

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。  

こども課 こども課です。議案第１３号 海津市公私連携型保育所等選定・

評価委員会設置要綱の一部を改正する告示について説明させていた

だきます。現在委員さんが１０名おみえになります。先ほどのお話

ししました、今後の公立の認定保育園の統廃合・民営化に関わって

くると思われる２園について、保護者の方を委員さんの中に含めた

いという内容となります。よろしくお願いします。 

教育長 質疑はありませんか。 

全委員 ありません。 

教育長  議案第１３号 海津市公私連携型保育所等選定・評価委員会設置

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１３号 海津市公私連携型保育所等選定・評価委員会設置

要綱の一部を改正する告示について承認します。 
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議案第１４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。     

スポーツ課長 スポーツ課です。２９ページをお願いします。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です。先ほどの条例であ

りました第８号議案に関する規則の部分と同じ内容となっておりま

す。養南グラウンドを廃止することによる内容を削除する 旨の規則

の改正でございます。以上です。  

教育長 質疑はありませんか。 

全委員 ありません。 

教育長  追加日程 議案第１５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 〈資料により説明〉 

教育長 質疑はありませんか。 

全委員  ありません。 

教育長  議案第１５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１５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１６号 指定校変更について説明をお願いします。 

学校教育課長 〈資料により説明〉 

教育長 質疑はありませんか。 

全委員 ありません。 

教育長 議案第１６号 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１６号 指定校変更について承認します。 

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。 

 【午後３時終了】 

 


