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令和３年第８回海津市教育委員会議事録 

 令和３年５月１９日（水）午後１時３０分より第８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４６号 教育に関する事務に係る予算（令和３年度５月補正）に対する意

見について 

議案第４７号 海津町地域小学校統合準備委員会設置規程の制定について 

議案第４８号 海津市通学路安全推進会議委員の委嘱について 

議案第４９号 海津市学校給食センター運営委員会委員の委嘱について 

議案第５０号 海津市立学校モバイルルーター貸与規程の制定について 

議案第５１号 海津市子ども・子育て会議委員の委嘱について 

議案第５２号 海津市公私連携型保育所等選定・評価委員会委員の委嘱について 

議案第５３号 海津市社会教育委員の委嘱について 

議案第５４号 海津市公民館運営審議会委員の委嘱について 

議案第５５号 海津市歴史民俗資料館運営委員会委員の委嘱について 

議案第５６号 海津市歴史民俗資料館リニューアル検討委員会委員の委嘱につい

て 

議案第５７号 海津市図書館協議会委員の委嘱について 

議案第５８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 

(4)追加日程 

議案第５９号 海津市小中学校評議員の委嘱について 

議案第６０号 専決処分の承認を求めることについて 

議案第６１号 ハリヨ保護連絡協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４・５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 
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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 

 

 会議を始める前に、横川市長より教育委員の皆様にご挨拶をさせ

ていただきますので、よろしくお願いします。 

横川市長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 このたび、５月８日に市長に就任しました横川真澄と申します。 

 委員の皆様方には、日頃より幅広い分野におきまして意見を頂戴

し、又、市の教育行政のためにご尽力いただき厚く御礼申し上げま

す。 

 今回の選挙期間中におきまして、子育て世代に選ばれるまちづく

りを掲げ訴えてきたところですが、皆様方もご承知のとおり人口減

少が著しく、特に２０、３０代の近隣市町への転出が多い状況でご

ざいます。今の若い世代は、暮らしやすさ、働きやすさ、子育てし

やすさなど、さまざまな面から見て選択していく時代でございます。 

 市長部局としましても、経済的な負担の軽減や交通アクセスの改

善など、いろいろな取り組みを進めていきたいと思っております。  

 そして、保護者の皆様方が選ぶ要因の一つとして、教育環境とい

うものもあろうかと認識しておりますので、子育て世代に選ばれる  

まちづくりの実現に向けて推進していきますので、今後ますます皆

様方のご意見を頂戴しまして、それに沿った市政を展開していくこ

とで、子育て世代に選ばれるまちづくりを一層徹底して進めていき

たいと思っておりますので、今後ともどうぞよろしくお願い申し上

げます。 

〈教育委員自己紹介〉 

〈市長退席〉 

教育長 ありがとうございました。 

ただ今から令和３年第８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。 
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発言者 内        容 

（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月の行事報告、５、

６月の行事について示させていただきました。 

今週から運動会や体育祭が計画されている学校が一部あります

が、岐阜県は、まん延防止等重点措置の適用を受けておりますので、

保護者の参加はなし、或いは計画を延期するところもあると聞いて

おります。一方、中学校の部活動については、基本的に今月中は土

日の練習を中止、公式の大会が入っているところは、その大会の参

加はしてもいいということになっています。 

あと、次に繋がる大会が２週間以内にあるという種目については

練習を、行ってもよいということになっています。 

本日、今年度初めての市教委訪問（東江小学校）が行われ、授業

の様子を見させてもらいましたが、子どもたちや先生の明るい元気

な姿、これまでと変わらない姿で学習に励む姿を見て少し安心して

おります。そんな子どもたちの姿を見ながらも、学校を担う教員は

子どもたちの安全を守っていかなければいけないと思いました。 

市議会については、今月末から開会されます。 

教育委員会に関わる一般質問は、生涯学習センター・平田図書館

の移転の問題、学校体育館へエアコン設置、学校給食費の無償化、

コロナハラスメントの現状、学校教育の指導状況について出されて

おります。 

何か質問等ありましたらお願いします。 

伊藤委員 ワクチン接種についての話になりますが、報道でもされているよ

うに余剰ワクチンを無駄にしないためには、例えば、教員は子ども

と接することが多いので、優先的に打っていただくと先生方も安心

されるのではと私は思います。 

事務局長 本日の部局長会議でも話がありましたが、すでに健康福祉部の方

でリストアップされており、教員は、当日すぐに来られないことも

あり入っていません。 

優先順位としては、一度は予約したが接種できなくてキャンセル

待ちを希望する方又は、何らかの理由で接種できなかった医療従事

者、６５才以上の市の会計年度任用職員、集団接種会場の医療従事

者と聞いております。教員も打てるように伝えていきます。 

教育長 その他ありませんか。 
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発言者 内        容 

森委員 生涯学習センター（平田図書館含む）の移転と今尾認定こども園

の地元説明会はどうなっていますか。 

事務局長 地元説明会はまだです。施設が移動することによって、どこが担

保されるのかを５月２４日の政策調整会議でしっかり決めてからに

なります。 

教育長 その他ありませんか。   

全委員 ありません。 

教育長 （３）協議事項 議案第４６号 教育に関する予算（令和３年度５

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。 

１ページをご覧ください。詳細は各課から説明させていただきま

すが、今回の教育委員会の補正予算額の合計は、２０,５１１千円に

なります。 

なお、歳入につきましては挙げておりませんが、学校教育課にお

いてタブレット用の持ち帰り学習用ＡＣアダプターの補正を計上し

ました。小学校費と中学校費合わせまして、８,８５２千円となりま

す。こちらについては、全額、新型コロナウイルス感染症対策とい

うことで、国庫補助の対象となっております。それ以外については、

市の単独事業で一般会計として見込んで進めさせていただきます。 

それでは教育総務課から説明させていただきます。 

小学校管理事業の委託料になります。城山小学校の西に森林があ

り、通学途中に立ち枯れが倒れたという事案がありました。緊急に

点検した結果、樹木の伐採で６１本、枝払いも必要ということで１,

２１０千円計上させていただくものです。 

続きまして、工事請負費になります。石津小学校の漏水修繕工事

になりますが、昨年の１２月に雨漏りがするということで調査をし

たところ、校舎の一番屋上、天窓の枠のゴム劣化により漏水してい

ることが判明しました。それに伴う修繕工事で１,５９１千円計上さ

せていただくものです。 

続きまして、３ページをご覧ください。中学校管理事業の工事請

負費になります。平田中学校消防設備修繕工事ですが、校舎とプー

ル棟を結ぶ消防設備において、漏電等の関係でスイッチを入れると

誤報が鳴り支障をきたすことから、今回１,２８７千円計上させてい
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発言者 内        容 

ただきました。 

最後になりますが、城南中学校体育館の音響設備修繕工事につい

て、今年の３月の卒業式の前日に急遽壊れ、支障をきたしたという

ことで９７２千円計上させていただくものです。以上です。 

学校教育課長兼

教育研究所長 

学校教育課です。４ページをご覧ください。 

小学校管理事業の需用費になります。小学校学習者用端末持ち帰

り学習用ＡＣアダプターということで、これはＧＩＧＡスクール構

想によって整備された学習者用の端末を今後家庭に持ち帰り利活用

していく、また、非常事態にも対応できるように充電用のアダプタ

ーが必要であるため要望するものです。金額は、５,５３３千円とな

ります。 

続いて、５ページになります。こちらも小学校同様に中学校のＡ

Ｃアダプターになります。金額は、３,３１９千円となります。以上

です。 

社会教育課長兼

歴史民俗資料館

長兼図書館長 

社会教育課です。６ページをご覧ください。 

海津公民館管理事業の工事請負費になります。昨年防火設備の定

期点検で指摘を受けましたので、今回、煙感知器取替、自動閉鎖装

置不作動による取替及び排煙口レリーズ不作動による取替を行うも

のです。金額は、４４５千円となります。以上です。 

スポーツ課長  スポーツ課です。７ページをご覧ください。 

 社会体育振興事業の負担金になります。２点ありまして、１点目、

ターゲットエイジ選手支援補助金ということで、安藤友香選手が東

京五輪の女子１０,０００m の日本代表に内定が決定しました。その

選手の活動を支援するための補助金交付となります。頭出しがあり

ましたので２９９千円となります。 

 ２点目、レクリエーション協会補助金になります。今年度から設

立されます、海津市レクリエーション協会に対する活動を支援する

ための補助金となります。金額は、３００千円になります。 

 ８ページをご覧ください。体育施設管理事業の工事請負費になり

ます。こちらも２点ありまして、昨年度に南濃グラウンドで漏水の

現象が発見され調査したところ、年度末に場所が特定できましたの

で修繕工事費で１,０１２千円計上させていただくものです。 

 あと１点ですが、南濃テニスコートの北側の片側１面を改修する

ものです。人工芝の損傷が顕著になってきましたので、それに伴い

張替工事費４,５４３千円計上させていただきました。以上です。 
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発言者 内        容 

教育長  補正予算について各課より説明させていただきましたが、質疑は

ありませんか。 

曽根委員  城山小学校の伐採の委託料ですが、処分費は含むのですか。 

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 

 含んでおります。 

教育長  その他ありませんか。 

伊藤委員  端末を持ち帰る袋はどうなっていますか。 

学校教育課長兼

教育研究所長 

次回の補正予算で予定しております。 

事務局長  新型コロナウイルス関係の国からの繰越金ですが、８、９月の議

会で教育委員会の要望と市長の思いを含めて財政当局が計画をして

いますので、ご理解ください。ＡＣアダプターについては、学校教

育課長が先ほど説明したように今回の補正でお願いをさせていただ

きました。 

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４６号 教育に関する予算（令和３年度５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４６号 教育に関する予算（令和３年度５月補正）に対す

る意見について異議なしとします。 

議案第４７号 海津町地域小学校統合準備委員会設置規程の制定

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。事前にお配りさせていただいておりますが、７

ページをご覧ください。   

今回提示させていただきました、海津町地域小学校統合準備委員

会設置規程（案）につきましては前回、海津町地域小学校統合基本

計画というものを４月２８日の教育委員会でお認めをいただいたと

ころでございます。 

この統合基本計画に基づきまして、統合を速やかに円滑に行うた

めに、準備委員会を立ち上げるため、今回新たに設置規程（案）を

上程させていただくものです。前回、素案というものをお示しさせ
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発言者 内        容 

ていただいたものですが、簡単にかいつまんでご説明をさせていた

だきます。 

第１条に設置があります。小学校の統合を円滑に行うために必要

な準備検討等を行うということで準備委員会を設置するものです。  

第２条に所掌事務があります。 

第３条の組織については、前回も少し説明させていただきました

が、第１号については、学校関係の保護者ということでＰＴＡの各

校１人ずつで５人を予定しております。 

第２号の統合関係学校長は５校の校長先生５名です。 

第３号の統合地域住民代表として、各地域の連合自治会長５名を

想定しております。    

第４号ですが、海津町地内の認定こども園（高須認定こども園、

わかば海津北こども園、東江認定こども園）の保護者代表を想定し

ております。 

第５号ですが、学識経験者として大橋崇秀先生を考えております。 

予定では１９名ですが、設置規程には２０名以内という形で載せ

てあります。ご審議をお願いします。   

教育長  質疑はありませんか。 

大津委員  地域の代表は自治会長ということですが、異論があるわけではな

いですが、地区社協の方が学校に入っていろいろ教えてくださって

いると思うので、そちらの方のご意見も丁寧に拾っていただけるよ

うお願いします。 

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 

 貴重なご意見ありがとうございます。 

今回、地域住民代表ということで各地区の連合自治会長５名を予

定しております。地区社協にも自治会長さんが入っておられるかと

思いますので、地域の声も吸い上げていただいて、会議の中で活発

なご意見を賜ればありがたいと思っています。ご理解いただければ

と思いますのでよろしくお願いします。   

教育長  また、校長先生やＰＴＡ会長さん方にも学校で定期的に評議員会

や民生委員と語る会が年２回ほど計画しておりますので、そういっ

た方々のご意見も吸収して会に参加していただくようお伝えしてい

きたいと思います。 

その他ありませんか。 
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発言者 内        容 

伊藤委員  統合の話が進んでいくと跡地利用のことが出てくると思うので、

市長部局と連携を取りながら進めていっていただけるとよいかと思

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 

 当然そういった話が出てくるかと思いますので、事務局側に市長

部局であります総務部長を入れておりますので、よろしくお願いし

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４７号 海津町地域小学校統合準備委員会設置規程の制定

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４７号 海津町地域小学校統合準備委員会設置規程の制定

について承認します。 

議案第４８号 海津市通学路安全推進会議委員の委嘱について説

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 

 

この会議につきましては、通学路の安全対策を推進するために設

置され、名簿のとおり委嘱をお願いするものです。 

任期につきましては、大変失礼ですが訂正をお願いしたいのです

が、令和４年３月３１日までということで残任期間１年となってお

ります。ご審議のほどお願いします。  

教育長 何か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 

 

議案第４８号 海津市通学路安全推進会議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４８号 海津市通学路安全推進会議委員の委嘱について承

認します。 

議案第４９号 海津市学校給食センター運営委員会委員の委嘱に

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 

この会議につきましては、給食に関する物資調達、給食費、給食

センターの整備等について審議いただく会議となっております。 

任期は１年で、名簿のとおり委嘱をお願いするものです。教育委員

代表ということで、１番目が空欄になっておりますので本日、教育
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 委員の方からどなたかご推薦をお願いします。新たに５番目の校長

先生、９番から１２番のＰＴＡ 関係の方々、１３番目の認定こども

園の園長先生が変わられております。ご審議のほどお願いします。 

教育長 昨年度までは大津委員さんでしたが、どうでしょうか。 

伊藤委員 継続でお願いします。 

大津委員 わかりました。 

教育長 議案第４９号 海津市学校給食センター運営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４９号 海津市学校給食センター運営委員会委員の委嘱に

ついて承認します。 

議案第５０号 海津市立学校モバイルルータ貸与規程の制定につ

いて説明をお願いします。 

学校教育課長兼

教育研究所長 

現在、新型コロナウイルスの非常事態に備えてまた、急用時にお

いても学習を保障するために、現在オンライン授業ができるように

計画的に進めております。   

本日、お手元に貸与規程を示させていただいておりますが、Ｗｉ

－Ｆｉ環境については、今月の５月の調査において、小中学校全て

の家庭において２．６％（４６件ほど）の家庭においてＷｉ－Ｆｉ

環境が整っていないという状況がわかりました。これらの未整備で

ある世帯に対して、学校が個別にＷｉ－Ｆｉ環境の整備をお願いし

ていくという状況になっておりますが、今回、海津市の就学援助規

則に基づいて就学援助を受けている世帯に関しては、Ｗｉ－Ｆｉ の

モバイルルーターを貸与していくという形でこの貸与規程を定めさ

せていただきました。 

第４条をご覧ください。「貸与物品の貸与を受けることができる

ものは、学校に在籍する児童生徒のうち、インターネットに接続す

るための家庭内の通信環境が整っていない海津市就学援助規則に基

づく就学援助を受けている世帯の者で貸与を希望するものとする。」 

この貸与対象者に対しては、ポケットＷｉ－Ｆｉというモバイル

の物を貸与する代わりに、通信費を世帯で負担してもらうという状

況になりますが、地域に援助補助をするというスタンスの中でこの

規程を定めさせていただきました。ご審議をお願いします。  

教育長 質疑はありませんか。 
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曽根委員 具体的な機種とかＳＩＭの容量の大きさは決めてみえますか。 

学校教育課長兼

教育研究所長 

最大限で使いたい放題のレベルの大きさです。通信費も１か月に

３,０００円以上はかかるかと思います。 

曽根委員  もう一点、先ほど未整備の家庭が２．６％ということでしたが、

就学援助を受けている家庭と重複しているのですか。 

学校教育課長兼

教育研究所長 

 重複はしていません。その中で１０名ほどが就学援助に入ってい

ると聞いております。ただ、就学援助の方も個人で入ることができ

ますので、貸与する必要もないです。それが安くなるパターンもあ

るかもしれません。そして、就学援助になっていない方で整備され

てないところはお願いをします。必要ないとおっしゃる場合は、そ

れとは違う方法で家庭での学習が進められるように 別の資料やプリ

ント等で別の意味の方法での学習保障をしなければならない形とな

ります。     

教育長  先ほど学校教育課長が説明したように、個別対応ということで理

解をしていただけない場合は、学習に関わるプリント等で対応をし

ていかなければと思います。 

 その他ありませんか。 

全委員  ありません。 

教育長  議案第５０号 海津市立学校モバイルルータ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５０号 海津市立学校モバイルルータ貸与規程の制定につ

いて承認します。 

 議案第５１号 海津市子ども・子育て会議委員の委嘱について説

明をお願いします。 

こども課長  海津市子ども・子育て会議条例第２条第２項の規定により、令和

３年３月３１日に任期が満了となることに伴い、別紙名簿のとおり

委嘱をお願いするものです。４番目の学識経験者のところが空欄に

なっておりますので、教育委員の方からどなたかお願いします。 

教育長  今までは森委員さんにお願いしておりましたが、どうでしょうか。 

森委員  継続でよろしいです。 

教育長 議案第５１号 海津市子ども・子育て会議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。 
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教育長  議案第５１号 海津市子ども・子育て会議委員の委嘱について承

認します。 

 議案第５２号 海津市公私連携型保育所等選定・評価委員会委員

の委嘱について説明をお願いします。 

こども課長  こちらについては任期期間中ですが、今年の２月の教育委員会で

海津市公私連携型保育所等選定・評価委員会設置要綱の改正を審議

いただき、統廃合計画にあります今尾認定こども園、石津認定こど

も園の保護者代表も加えるよう改正しましたので、今回新たに追加

させていただくものです。ご審議をお願いします。 

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５２号 海津市公私連携型保育所等選定・評価委員会委員

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５２号 海津市公私連携型保育所等選定・評価委員会委員

の委嘱について承認します。 

議案第５３号 社会教育委員の委嘱について、議案第５４号 公

民館運営審議会委員の委嘱について、併せ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 

 社会教育委員の任期が令和３年３月３１日で任期が満了となりま

すので、新たに２年間、別紙名簿のとおり委嘱をお願いするもので

す。７、８番目の方が変更となっております。 

 続きまして、公民館運営審議会委員についてですが、こちらも新

たに２年間、別紙名簿のとおり委嘱をお願いするものです。８，９，

１０番目の方が変更となっております。ご審議をお願いします。 

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５３号 海津市社会教育委員の委嘱について、議案第５４

号 海津市公民館運営審議会委員の委嘱についてを承認してよろし

いか。 

全委員  よろしい。 

教育長  議案第５３号 海津市社会教育委員の委嘱について、議案第５４

号 海津市公民館運営審議会委員の委嘱についてを承認します。 

 議案第５５号 海津市歴史民俗資料館運営委員会委員の委嘱につ

いて、議案第５６号 海津市歴史民俗資料館リニューアル検討委員
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会委員の委嘱について、併せ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 

 

 海津市歴史民俗資料館運営委員会委員について、別紙名簿のとお

り委嘱をお願いするものです。任期は新たに２年間で、３、４、７

番目の方が変更となっております。 

 続きまして、海津市歴史民俗資料館リニューアル検討委員会委員

についてですが、こちらは任期が会の目的が達成するまでとなって

おります。今回、３、４、８番目の方が変更となりましたので、別

紙のとおり委嘱をお願いするものです。ご審議をお願いします。 

教育長 

 

 歴史民俗資料館リニューアル検討委員会は、歴史民俗資料館運営

委員会委員と文化財保護審議会会長という組織になっております。  

 質疑はありませんか。 

全委員  ありません。 

教育長 

 

 議案第５５号 海津市歴史民俗資料館運営委員会委員の委嘱につ

いて、議案第５６号 海津市歴史民俗資料館リニューアル検討委員

会委員の委嘱についてを承認してよろしいか。 

全委員  よろしい。 

教育長 

 

 議案第５５号 海津市歴史民俗資料館運営委員会委員の委嘱につ

いて、議案第５６号 海津市歴史民俗資料館リニューアル検討委員

会委員の委嘱についてを承認します。 

 議案第５７号 海津市図書館協議会委員の委嘱について説明をお

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 

 海津市図書館協議会委員の委嘱について、別紙名簿のとおり委嘱

をお願いするものです。任期は新たに２年間で、１、２、５番目の

方が変更となっております。ご審議をお願いします。 

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５７号 海津市図書館協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５７号 海津市図書館協議会委員の委嘱について承認しま

す。 

 議案第５８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  資料の２６ページをご覧ください。 
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 内容につきましては、先ほど補正予算の説明の中で、新たに設立

された海津市レクリエーション協会に対する補助金を、表の中に付

け加えたいということです。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５８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５８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。 

 追加日程 議案第５９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 

 

 前回の教育委員会において未定であった学校において、新たに推

薦された評議員を報告させていただきます。 

 海西小学校が１名、下多度小学校が２名、計３名の委嘱をお願い

するものです。石津小学校がまだ１名未定ですが、来週の火曜日に

決定されますので、次回の教育委員会にはご報告させていただきま

す。ご審議をお願いします。 

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５９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５９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。 

 議案第６０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 

 〈区域外就学の申請について資料により説明〉 

 

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６０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。 



- 14 - 

発言者 内        容 

全委員  よろしい。 

教育長  議案第６１号 ハリヨ保護連絡協議会委員の委嘱について説明を

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 

 ハリヨ保護連絡協議会委員の委嘱について前回ご審議いただきま

したが、今回、文化財保護審議会の会長が決まりましたので委嘱を

お願いするものです。 

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６１号 ハリヨ保護連絡協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６１号 ハリヨ保護連絡協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４・５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 

 本日お配りさせていただいた一覧をご覧ください。 

№３、№４については、例年申請があり専決にて承認させていた

だきました。№５については、新規申請となりますのでご審議をお

願いします。 

〈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  承認していただけますか。 

全委員  よろしい。 

教育長  ありがとうございます。 

 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２時４０分閉会】 

 


