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令和３年第３回海津市教育委員会議事録 

 令和３年３月２日（火）午後１時３０分より第３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１７号 海津町地域小学校統合基本計画（案）について 

議案第１８号 海津市公立認定こども園民営化・統廃合計画（案）について 

議案第１９号 専決処分の承認を求めることについて 

議案第２０号 海津市立学校学習用端末貸与規程の制定について 

議案第２１号 海津市立学校の学校徴収金事務取扱要領の一部を改正する告示に

ついて 

議案第２２号 専決処分の承認を求めることについて 

議案第２３号 令和３年度海津市立小中学校教職員人事異動内申について  

    

２ その他 

 （１）教育委員会後援事業２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。 

 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 

 

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 
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発言者 内        容 

教育長 

 

 

 

 

 皆さんこんにちは。今日はお足元が非常に悪い中、教育委員会に

ご参加いただきましてありがとうございます。 

中学校の方は、明日、明後日と第１次公立高校の入学試験があり

ます。５日に卒業式ということで、中学校の子は今日が学校の最後

の時間を過ごすのではと思っています。 

 森委員さん、曽根委員さんには中学校の卒業式に出席していただ

きますが、よろしくお願いいたします。  

新型コロナウイルス感染症につきましては、緊急事態措置を実施

すべき区域から除外されましたが、その対策として今までの感染防

止対策を継続していくという基本的な取り決め事項が本部会で出さ

れたようです。新型コロナウイルス感染症対応が１年以上続くと、

見通しの方が心配されます。 

今朝の部局長会で、４月２６日に国からワクチンが発送されると

の話がありました。ワクチンの必要人数の確保がされていないので、

今後どうなるかという懸念があることを市長さんも話されておりま

した。   

それでは、ただ今から令和３年第３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、２月の行事報告、３、４月の

行事についてよろしいでしょうか。 

森委員 行事計画ではないのですが、前回の教育委員会の各課からの報告

のところで、学校教育課の来年度のスクール・サポーターの事業が

なくなるとお聞きしたのですが、少子化で登下校をする子どもの数

がだいぶ減っているところもあるのですが、その辺りの対応につい

てどのように指導されるのか教えてください。   

学校教育課長 

 

 

 

 

 

 

 

現状、登下校の委託をしている方については各校１名、月に５日

間子どもの様子を見ていただいたり、通学路を点検していただいて

報告をしてもらっています。その方々に頼らなくても保護者の方が

子どもについてきてくださったり、地域のおじいちゃん、おばあち

ゃんが見てくださったりという環境が整ってきましたので、スクー

ル・サポーター事業は無くすことで今度の議会にも提案させていた

だきます。  
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発言者 内        容 

森委員 

 

 

わかりました。学校によっては、通学する児童の人数や学年によ

って少ない人数があると思いますので、各学校の方でご指導いただ

くようお願いします。  

大津委員 ２/２７（土）の中日と岐阜新聞に小学校の統合のことが掲載され

ましたが、どういった経緯で載ったのか教えてください。  

教育長 前回、中日新聞が記事を載せられて、その後も岐阜新聞も取材に

見えましたが、早くから慌てて載せてもということで、２/２６日に

意見書のまとめの最終会議があることを伝えました。その日に中日

と岐阜新聞が見えまして、次の日に掲載されたということです。  

教育委員会としても事実を伝えていただけるということで出して

もらいました。  

大津委員 わかりました。教育委員会も了承済みで載せていただいたという

ことですか。  

事務局長 はい。 

大津委員 教育委員会や議会に通っていないことがこうやって出ると、何回

も出されるのはどうかと思いましたので、お話させていただきまし

た。 

教育長 ありがとうございます。議会にも先週、議会全員協議会で説明さ

せてもらいましたが、ある程度周知してもらえて私としてはありが

たいと思っています。ただ、最終教育委員会で決定するのはまだで

すので、今はどういう取り組みをしているかというところを周知し

ていくべきだと思います。新聞記者の方も、市民が今の現状や知り

たいことをその時その時に伝えることが使命だとおっしゃられま

す。 

事務局長  今日の素案は、その意見書に基づいて統合基本計画を発表しまし

たということになるので、またこれも報道されるかもわかりません。

しかし、この基本計画も周知だけであって、最終承認はこれから準

備をしていく段階でどうなるかわかりません。その中で令和６年４

月１日開校を目指して準備をしていきますが、そこで令和５年度に

しっかり取りまとめをして条例改正を行えれば令和６年４月１日ス

タートになります。令和５年度の最終決定まで待っていると遅いの

で、現状についての報道は、やむを得ないかという思いでいます。 

大津委員  わかるのですが、決めていくのに少し困ったことになるといけな

いということも少し考えられたので、その辺をどこまでの情報を開
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発言者 内        容 

示していけばいいのか考えていかないと、これから決めていくのに

支障をきたすといけないかと思っています。  

教育長  ありがとうございます。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１７号 海津町地域小学校統合基本計画

（案）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 

 教育総務課です。当日資料となりましたが、海津町地域小学校統

合基本計画（素案）について説明させていただきます。  

今年度より、海津市の小学校統合計画検討委員会を設置して、複

式学級を有する海津町地区の小学校の統合計画について、基本的事

項及び必要事項について検討を行ってきました。２月２６日の第５

回検討委員会におきまして、検討委員会での意見を取りまとめて意

見書を提出されましたので、その意見書に沿ったもので素案を作成

しました。 

素案の内容につきましては、４ページをお願いします。主なとこ

ろのみになりますが、統合の対象校は海津町地域５校とします。対

象校は、高須小、吉里小、東江小、大江小、西江小です。統合の組

み合わせは、海津町地域５校を一度に組み合わせます。 

５ページをお願いします。統合の方法は、新たな学校を新設する

新設統合方式とします。統合学校の名称ですが、新たな名称としま

す。ただし現在の学校名も含んでおります。学校の位置は現在の高

須小学校、海津町高須町３３７番地とします。  

６ページをお願いします。統合の実施時期ですが、令和６年４月

１日に新たな統合学校の開校を図ります。令和３年度から令和５年

度に統合協議・調整・施設拡張・改修等を行いまして、受け入れ体

制を整えます。  

７ページをお願いします。新たな学校作りとしまして、仮称です

が「海津町地域小学校統合準備委員会」を設置し、速やかに協議・

調整を図ります。主な協議・調整事項についても記載しております。 

９ページからは資料編となり、１０ページ、１１ページでは、検

討委員会から出されました意見書を掲載しております。  

１２ページには、検討委員会の名簿を付けさせていただいており

ます。それ以後は資料を載せさせていただいております。以上です

が、審議をよろしくお願いいたします。 
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発言者 内        容 

教育長 

 

ただいま基本計画の素案について概略を説明させていただきまし

た。何か質疑はありませんか。 

森委員 

 

 

 

 

 

意見書の中で「望ましい学校規模」という言葉が入っていたかと

思うのですが、望ましい学校規模もしくは集団での学びを確保する

というような子どもの視点に立った言葉を３ページのところに入れ

ていただくといいかと思います。「小規模化する市立小学校の課題

等に対応するため」のところでひとまとめになっているとは思うん

のですが、やはり大事なことは適正規模あるいは集団での学びとい

うことが一つの目標ではないかなと思います。いかがでしょうか。  

教育長 

 

 

特に３ページの初めの言葉のところに、子どものための統合で取

り組んでいることですので、子どもにとってどのような適正な学び

の場を提供していこうとしているのか、子ども中心の説明が２、３

行あってもいいかということですね。 

森委員 はい。市の教育委員会として、これから少子化がどんどん進んで

いくことと、その中で今後の話としても学校経営や学校運営等、そ

ういう基本的な考え方をこの中に入れていくのなら、市全体の考え

方も含め統合計画を進めていくということを入れていただきたいで

す。 

教育長 

 

 その他よろしいですか。 

先ほどご指導いただいた内容を３ページに膨らませていきたいと

思います。 

曽根委員 

 

７ページの統合の進め方の問題では、ある程度具体的なことまで

考えてみえるかと思うのですが、私も城南中と南濃中の統合のこと

を見させていただいていると、統合する学校の教職員側だと校長先

生が主体になってやられるのですが、今回は校数が多いことと期間

が長いことになります。校数が多いので、問題等事務的な能力をど

う確保するのかという問題があるのではないかと思いますが、その

辺はまだ具体的には考えてみえませんか。  

教育長 

 

先日の総合教育会議でもスタッフの補強を市長部局側にはお願い

をしているということです。  

事務局長 総合教育会議でも伊藤委員さんにおっしゃっていただいたので、

今度の異動では統合準備室を立ち上げる予定はしております。人数

が増えるかどうかわかりませんが、人を増やしてほしいと市長部局

に依頼しているところです。 
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発言者 内        容 

このすり合わせについても４校あるので、準備委員会の立ち上げ

方も一括でいいのか、ある部分は学校別でやらないといけないのか、

教育長もいろいろ経験されているのでご指導いただきながら進めて

いかないといけないと思っています。事務局の体制についても、人

員の確保も正職以外に会計年度任用職員を募るなりしてやっていか

なければと思っていますが、まだ手探り状態ですのでよろしくお願

いします。  

教育長 その他ご意見ありませんか。 

全委員 ありません。 

教育長 

 

議案第１７号 海津町地域小学校統合基本計画（案）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１７号 海津町地域小学校統合基本計画（案）について承

認します。 

議案第１８号 海津市公立認定こども園民営化・統廃合計画（案）

について説明をお願いします。 

こども課長 こども課です。当日資料となりましたが、海津市公立認定こども

園民営化・統廃合計画（案）について説明させていただきます。 

公立認定こども園の施設が４０年から４５年経過してきており、

かなり老朽化が進んでいるため建て替え等を計画していかなければ

いけないことを踏まえ、計画させていただきました。 

２ページ目の公立保育所等の民営化・統廃合の方針の基本方針に

ついては、子どもの数の減少傾向が続くこと、海津市財政再生プロ

グラム、海津市公共施設等総合管理計画・個別施設計画を踏まえて、

「待機児童の発生がない」と判断できる範囲で本市が運営する「幼

保連携型認定こども園」の民営化と、併せて協定期間の満了を迎え

るこども園との統廃合を進めていこうという計画でございます。  

続きまして４ページをお願いします。民営化の基本的な考え方で

すが、ここでは対象施設を今尾認定こども園と施設を明らかにして

おります。統合する相手方を秋桜こども園、こちらの協定期間が令

和５年３月３１日で満了となります。そちらの協定を延長せずに、

今尾認定こども園と秋桜こども園を統合した新たな園を令和５年４

月１日の開園を目指していきます。その中で市長部局の方から旧平

田庁舎跡地周辺公共施設等再編方針が示され、生涯学習センターを
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発言者 内        容 

改修してこども園という案を進めていきたいと思っております。 

教育長 何か質疑はありませんか。 

森委員 私は、前回の子ども・子育て会議に出席させていただいてこの案

を見せていただいたのですが、今尾小学校の校長先生が「集団での 

学びがとても大事」ということをおっしゃられ、そういう言葉を計

画の目的に入れていただいた方がいいのではないかと思いました。         

もう一点は、幼児用の施設になると階段の高さ、手洗い場の高さと

か全部変わってくるわけですが、そういったものの変更もできるの

かというような心配をしてみえました。  

それから、今の生涯学習センターの床面積に２園統合した子どもた

ちの人数が収容できるような育児室の確保、運動場等も必要になっ

てくるかと思うのですが、どのようになるかお尋ねしたいです。 

こども課長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

現在、今尾認定こども園の園児数が５５名ほど、秋桜こども園が

３５名ほどで合わせて９０名ほどになっております。建物的には十

分収まります。  

あと、園庭についても現在の生涯学習センターの中庭を改修でき

ると聞いております。  

経費については、今尾認定こども園が年間３０，０００千円ほど

で、私立に施設型給付費が補助金として出ておりますが、 統合する

ことになりましたら認可私立の施設型給付費として支払われていく

ことになるのですが、概算で１０，０００千円から１５，０００千

円位の経費削減になると思われます。  

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１８号 海津市公立認定こども園民営化・統廃合計画（案）

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１８号 海津市公立認定こども園民営化・統廃合計画（案）

について承認します。 

議案第１９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 

教育総務課です。当日配付の資料をご覧ください。  

１月の教育委員会で、児童生徒の教育委員会表彰の候補者を承認

いただきましたが、追加で平田中学校より推薦書が提出されました。 
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発言者 内        容 

 卒業前に表彰をしたいということで、規定も満たしており専決に

て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 質疑はありませんか。 

全委員 ありません。 

教育長 

 

議案第１９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１９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２０号 海津市立学校学習用端末貸与規程の制定について

説明をお願いします。 

学校教育課長 今回、学習用端末を児童及び生徒に貸し出すということで、この

ような規程を作らせていただきました。前回の予算の説明の際にい

ろいろご指導いただきましたが、第７条に貸与に係る費用について

月額１００円と定めてあります。こちらについては、前回の予算の

説明の際は、夏休みは徴収しない方向で話をさせていただいていた

のですが、夏休みを貸し出さないというわけにはいかないので、月

額１００円を年間いただいた方がいいのではないかということにな

りました。初年度に関しては、４月から家庭に持ち帰るわけでもな

いので４月については除き、初年度は１１ヶ月分徴収する、また、

卒業する年度の中学３年生については、１１ヶ月分をいただく方向

で考えております。  

第８条では、貸与の申請について定めております。 

１９ページにその誓約書の様式がありますが、本人の署名、保護

者の方に署名をしていただきこちらと引き換えに端末を貸し出しま

す。  

第１３条では、紛失、盗難又は毀損の届出について定めておりま

す。２０ページにその様式がありますが、紛失等された場合は直ち

に提出していただくことになります。  

第１６条では、返却について定めております。２１ページに返却

確認チェック表があります。貸与期間の最終日までに端末を返却と

いうことで、チェック項目を確認していただきこの様式と端末を返

していただくことになります。  

なお、２２ページにわかりやすいように遵守事項を作成しました。
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発言者 内        容 

こちらを各家庭に配りたいと思います。以上です。 

教育長 何か質疑はありませんか。 

曽根委員 

 

端末は、学校だけでなく頻繁に家庭に持ち帰ることもあるという

前提ですか。 

学校教育課長 最初は、学校の中で使い方等指導をして、ある時期になったら自

宅に持ち帰って自分でうまくそれを使っていろいろなことができる

ようなことを想定しています。 

曽根委員 

 

 

一つ疑問に思うことは、第１５条の貸与決定の取消しがあります

が、貸与期間中に取り消すということになると、端末がなくても授

業が成り立つのですか。  

学校教育課長 余程の事情ではないと取り上げまではしないと思います。授業そ

のものに影響があるということになるとそれはいけないことなの

で、学校の中では恐らく使っていくと考えております。  

曽根委員 

 

皆さんが借りられる前提だとは思うのですが、中には借りたくな

いという人もでてくるのではないですか。  

学校教育課長 正直、そこまで考えてはいませんでした。  

曽根委員 第８条に誓約書がありますが、使用申請書のような形で取り、な

おかつその２部複写としてその裏にこの規程を刷り込んでおいて、

借りた側も学校側も複写として持っている。端末を破損したときに

は弁償しなくてはいけないような内容も含まれているので、そうい

った点の書式を整備されると後々問題はないかと思います。 

いずれにしても、学校の先生には大変なご負担ではないかと思い

ます。以上です。   

教育長 

 

 

ありがとうございました。そういった面も十分配慮して実施して

いかなければならないと思います。  

今の状況の説明をお願いします。 

学校教育課長 

 

 

各学校にパソコンの管理ができるボックスができて、Ｗｉ－Ｆｉ

工事も進んでほとんど使えるようになってきています。端末につい

てもそれぞれの学校に納入をされ検査もしていただきました。  

今後、他の市町もやっているように貸与式のようなことをどこか

の学校で代表でやってもらうおうかと考えています。  

教育長 その他ありませんか。 

全委員 ありません。 
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発言者 内        容 

教育長 

 

 

 

 

折々学校でのタブレットの使用状況を委員の皆さん方にもこうい

った会議の場で説明させていただくようにしていきたいと思いま

す。 

議案第２０号 海津市立学校学習用端末貸与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２０号 海津市立学校学習用端末貸与規程の制定について

承認します。 

議案第２１号 海津市立学校の学校徴収金事務取扱要領の一部を

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 

 

先ほど説明させていただいた、貸与規程の第７条の規程にありま

した費用について、学習者用端末教材費会計を徴収金事務に加えそ

のお金を学校徴収金として取り扱いができるものとするものです。

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２１号 海津市立学校の学校徴収金事務取扱要領の一部を

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２１号 海津市立学校の学校徴収金事務取扱要領の一部を

改正する告示について承認します。 

議案第２２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２２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２２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２３号 令和３年度海津市立小中学校教職員人事異動内申

について説明をお願いします。 
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発言者 内        容 

学校教育課長 

 

今回、議案第２３号で出させていただきましたが、内申書が届い

ていないこともあり、取り下げをお願いしたいと思います。 

教育長 

 

今年は、いろいろなこともあり内示も遅れております。取り下げ

ることでよろしいか。 

全委員 よろしい。 

教育長 では、教育委員さんのみ３月８日の午後３時半に再度お集まりい

ただくことでよろしいか。 

全委員 よろしい。 

教育長 

 

 その他（１）教育委員会後援事業２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 

 ２件の申請があり、例年承認しているもので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 教育委員会後援事業２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。  

  【午後３時１５分終了】 

 


