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令和３年第７回海津市教育委員会議事録 

 令和３年４月２８日（水）午後１時３０分より第７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３７号 海津町地域小学校統合基本計画について 

議案第３８号 海津市公立認定こども園民営化・統廃合計画について 

議案第３９号 海津市立学校教職員総括安全衛生委員会委員の委嘱について 

議案第４０号 海津市小中学校学校評議員の委嘱について 

議案第４１号 海津市教育支援委員会委員の委嘱について 

議案第４２号 「令和３年度岐阜県教科用図書西濃地区採択協議会規約（案）」

の承認及び「令和３年度岐阜県教科用図書西濃地区採択協議会」

の設置について 

議案第４３号 ハリヨ保護連絡協議会委員の委嘱について 

議案第４４号 早川家住宅保存活用検討委員会委員の委嘱について 

議案第４５号 海津市スポーツ推進審議会委員の委嘱について 

 

２ その他 

（１）教育委員会後援事業３・４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   

社会教育課課長補佐兼文化振興係長  森  成 正   

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 

 

 

 

 

 ただ今から令和３年第７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。 

事前に資料を配付させていただきましたが４、５月の行事につい

て質問等ありましたらお願いします。 

全委員 ありません。 

教育長 （３）協議事項 議案第３７号 海津町地域小学校統合基本計画

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 

教育総務課です。資料につきましては、本日お手元に配付させて

いただいております。  

この基本計画につきましては、３月２日の第３回海津市教育委員

会にて既にご審議をいただいたところです。その折に、３ペーです

が、「望ましい学校規模、若しくは集団での学びを確保するという

ような子供の視点に立った言葉を入れた方が良いのではないか」と

いうご意見と、「統合する上で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」というご意見をい

ただきました。そのことを踏まえ、３ページに子どもの視点に立っ

た表現と、市全体の考え方を含め統合計画を進めるという表現に修

正させていただきました。 

また、３月２０日から４月１８日までの間にパブリックコメント

を行いました。  

その結果、お１人の方から１件ご意見をいただきましたので、意

見の概要と市の回答についてご報告させていただきます。 

意見の概要ですが、「大江小や西江小は、石津小の方が近いため

石津小に統合する方が良いと思います。現に親族が海津町出身です

が、石津小に通っていた経緯もあります。市になって１５年になり

ます。そろそろ海津町、南濃町の垣根を越えた改革をするべきと思

います。」というご意見をいただきました。  

それに対しての回答としましては、「貴重なご意見を承りありが

とうございます。教育委員会としては、この統合基本計画の方針や

方向性に沿って海津町地域の小学校統合を進めていきたいと考えて

おります。なお、ご意見のように保護者の意向や子どもの状況等に

より他の小学校に通学したいとの意思や希望があれば、その学校へ

の通学を認めるなど柔軟な対応をしていきます。」ということで回
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発言者 内        容 

答を既にホームページ上で公開させていただいております。    

４ページ以降は前回ご審議いただいておりますので、そのままであ

ります。 

計画につきましては、パブリックコメントの報告を含め説明は以

上でございます。よろしくご審議のほどお願いします。 

教育長 ご意見にもありましたように、区域外変更などは柔軟な姿勢で認

めていく方向で検討していきたいという考えでいるということで

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３７号 海津町地域小学校統合基本計画について承認して

よろしいか。 

全委員 よろしい。 

教育長 議案第３７号 海津町地域小学校統合基本計画について承認しま

す。 

議案第３８号 海津市公立認定こども園民営化・統廃合計画につ

いて説明をお願いします。   

こども課長 こども課です。海津市公立認定こども園民営化・統廃合計画につ

いて、こちらも３月２日の第３回海津市教育委員会にて既にご審議

いただいたところです。小学校統合計画と同じ時期にパブリックコ

メントを実施しました。それについてのご意見と結果をご報告させ

ていただきます。  

 パブリックコメントに寄せられた意見は、１人の方から４件意見

がございました。要約して説明させていただきます。 

１点目、「意見の募集期間が３月２０日から４月１８日となって

いる。土日を除くと募集期間は２週間も満たないのでパブリックコ

メントの趣旨に反するのではないでしょうか。」というご意見でご

ざいました。 

こちらにつきましては 、「海津市パブリックコメント手続実施要

綱に基づき３０日以上実施させていただいております。土日を除く

ものではありません。」ということで回答させていただいておりま

す。 

２点目、「この計画案を公表することの積極性に欠けるのではな

いでしょうか。」というご意見でございました。 
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発言者 内        容 

こちらについても１件目の意見と回答と同じような考え方で、

「海津市パブリックコメント手続実施要綱に基づき実施させていた

だいております。」と回答させていただきました。   

３点目、「海津市の本計画と平田図書館の移転縮小が同じように

論ぜられるべきではないか。この計画を熟読しないとわかりにく

い。」というご意見がございました。こちらについては、「海津市

財政プログラム及び海津市公共施設等総合管理計画、個別施設計画

を踏まえて計画させていただいております。認定こども園を管轄す

るこども課として、今後のこども園について検討させていただくも

のです。」と回答させていただいております。わかりにくいという

ご指摘については、「今後の事務の参考とさせていただきます。」

と回答させていただきました。  

４点目、「平田図書館は、輪之内町の図書館と同等の規模であり、

文学書については県の図書館以上の蔵書があると聞いている。平田

図書館を縮小・移転しなければいけないということは、海津市の財

政が破綻しているといって過言ではないかと思います。私立認定こ

ども園になる法人に忖度しているのではないでしょうか。」という

ような意見がございました。こちらについても、「公立認定こども

園民営化・統廃合計画については財政プログラム総合施設総合管理

計画個別施設計画を踏まえて計画しております。 

公募につきましては、公私連携型保育所等選定評価委員会を踏ま

えて応募をかけ、それに基づいて決定させていただきます。」と回

答させていただきました。 

今回の意見については、認定こども園の運営方法、統廃合に対し

ての意見と少し違う面がありましたので、このままの計画を修正せ

ずに進めていきたいと考えております。よろしくお願いします。  

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３８号 海津市公立認定こども園民営化・統廃合計画につ

いて承認してよろしいか。 

全委員  よろしい。 

教育長  議案第３８号 海津市公立認定こども園民営化・統廃合計画につ

いて承認します。 

議案第３９号 海津市立学校教職員総括安全衛生委員会委員の委
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発言者 内        容 

嘱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 

 教育総務課です。この総括安全衛生委員会とは、教職員の安全及

び衛生に関する事項について協議する会となっております。 

令和２年度より現場の声を反映するため、小中教頭会代表と小中

保健主事部会の代表も加え会の運営を行っているところです。 

この度、海津市立学校教職員安全衛生管理規程第１１条に基づき、

別紙委員の方に委嘱をお願いするものです。任期は１年となってお

ります。ご承認をお願いします。   

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３９号 海津市立学校教職員総括安全衛生委員会委員の委

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３９号 海津市立学校教職員総括安全衛生委員会委員の委

嘱について承認します。 

 議案第４０号 海津市小中学校学校評議員の委嘱について説明を

お願いします。 

学校教育課長兼

教育研究所長 

 学校教育課です。海津市小中学校学校評議員の委嘱について説明

させていただきます。   

海津市小中学校管理規則に基づき、地域住民、保護者の意見を反

映するために学校評議員会を置くこととなっております。   

これは校長の推薦に基づき、教育委員会が委嘱することとなって

おりますので、ご承認をお願いします。 

また、この中で自治会関係者や社協関係者の方４名が現在のとこ

ろ未定になっております。   

次回教育委員会では改めてご報告させていただきますので、よろ

しくお願いします。   

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４０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４０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。 
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発言者 内        容 

議案第４１号 海津市教育支援委員会委員の委嘱について説明を

お願いします。 

学校教育課長兼

教育研究所長 

 引き続き、学校教育課です。海津市教育支援委員会規則に基づき、

１７名以内で組織するということになっております。 

 別紙に委員の一覧を載せさせていただきましたので、ご承認をお

願いします。 

教育長 かつて各小中学校の就学指導委員会と言われ、その子の進学先に

適したところを会として判定を出していくというところです。 

 昨今、支援学級に入級する児童生徒、あるいは特別支援を要する

児童生徒が増加してきております。今年度は、海西小学校に特別支

援学級１学級、ＬＤ・ＡＤＨＤの通級指導教室２学級が４月から増

級になりました。   

 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４１号 海津市教育支援委員会委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４１号 海津市教育支援委員会委員の委嘱について承認し

ます。 

 議案第４２号 「令和３年度岐阜県教科用図書西濃地区採択協議

会規約（案）」の承認及び「令和３年度岐阜県教科用図書西濃地区

採択協議会」の設置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 

 西濃地区では、２市９町すべての教育委員会が、この教科用図書

の採択に関わる協議会に入っております。この組織が教科用図書を

採択するための調査研究を進めていくものでございます。   

令和３年度は中学校において、昨年採択決定された教科書を使用

しておるところですが、中学校の社会科において、令和２年度に文

科省の検定を新たに経て発行されることとなった教科が一者ござい

ます。令和４年度においてその教科書に採択替えをするかどうかの

検討をしていただくことになります。令和３年度はこのような検討

会がありますが、今回、令和３年度岐阜県教科用図書西濃地区採択

協議会規約が事務局より提案されましたので、ご承認をお願いしま

す。 

 また、それに伴う令和３年度岐阜県教科用図書西濃地区採択協議
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発言者 内        容 

会の設置についての議決もよろしくお願いします。 

教育長  従来、西濃地区として１１市町が協力し合って、教科書採択の事

務に取り組んでいます。 

 本来ならば、各市町村の教育委員会に選定義務があるのですが、

全ての教科書を先生方の中で代表者を選んで研究し、審議・決定を

していくことは大変です。大きな団体である西濃地区という１１市

町から研究員やより優れた先生方を選抜して、西濃地区として選ん

でいくという、これが従来から続いているやり方となります。 

本年度も西濃地区採択協議会の設置について、海津市も同意をも

って参加するということでよろしいか。 

全委員 よろしい。 

教育長 

 

 

 

 

議案第４２号 「令和３年度岐阜県教科用図書西濃地区採択協議

会規約（案）」の承認及び「令和３年度岐阜県教科用図書西濃地区

採択協議会」の設置について承認します。 

議案第４３号 ハリヨ保護連絡協議会委員の委嘱についてと議案

第４４号 早川家住宅保存活用検討委員会委員の委嘱について、合

わせて説明をお願いします。 

社会教育課課長

補佐兼文化振興

係長 

 

 

 

 

社会教育課です。議案第４３号についてですが、ハリヨ保護連絡

協議会設置規程第３条第２項に基づき、別紙一覧のとおり委嘱をお

願いするものです。任期は２年となっており、７番目の方が新規と

なります。８番目の文化財保護審議会会長の欄が空欄となっており

ますが、５月１３日の文化財保護審議会で会長が決まりますので、

改めて報告させていただきます。 

続きまして、議案第４４号についてですが、早川家住宅保存活用

検討委員会設置規程第３条第２項に基づき、別紙一覧のとおり委嘱

をお願いするものです。任期は令和２年４月１日から２年間ですが、

９、１０、１１番目の方が変更になりましたので、新たに委嘱する

ものです。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４３号 ハリヨ保護連絡協議会委員の委嘱についてと議案

第４４号 早川家住宅保存活用検討委員会委員の委嘱について承認

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４３号 ハリヨ保護連絡協議会委員の委嘱についてと議案

第４４号 早川家住宅保存活用検討委員会委員の委嘱について承認

します。 

議案第４５号 海津市スポーツ推進審議会委員の委嘱について説

明をお願いします。 

スポーツ課長 

 

 

 

 

 

スポーツ課です。スポーツ推進審議会条例第３条の規定により、

委員の委嘱をお願いするものです。   

昨年度の段階で承認いただきまして、１０名の方が委嘱されまし

た。任期は２年でありますが、別表の９、１０番に代表者の方が変

更となりましたので、残任期間をお二方にお願いするものです。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４５号 海津市スポーツ推進審議会委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４５号 海津市スポーツ推進審議会委員の委嘱について承

認します。 

 その他（１）教育委員会後援事業３・４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 

 教育総務課です。今回、３月に１件、４月に１件の後援申請があ

りました。例年開催している事業ですので、専決にて承認をさせて

いただきましたので、ご報告させていただきます。以上です。 

教育長  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２時終了】 

 


