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令和４年第１回海津市教育委員会議事録 

 令和４年１月１４日（金）午後１時３０分より第１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 １号 令和３年度海津市教育委員会表彰者（児童生徒の表彰）の決定に

ついて 

議案第 ２号 区域外就学について 

議案第 ３号 区域外就学について 

議案第 ４号 区域外就学について 

議案第 ５号 区域外就学について 

議案第 ６号 区域外就学について 

議案第 ７号 区域外就学について 

議案第 ８号 「読書のまち宣言」について（案） 

議案第 ９号 教育財産の用途廃止について（生涯学習センター） 

議案第１０号 成人の集いの在り方について 

 

 (4)追加日程 

   議案第１１号 専決処分の承認を求めることについて 

   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 専決処分の承認を求めることについて 

 

２ その他 

（１）教育委員会後援事業１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 

 

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   



- 2 - 

社会教育課課長補佐 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 

 

発言者 内        容 

教育長 

 

 ただ今から令和４年第１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。 

１２月後半、１月前半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、１月１１日で海津町地域統合小学校の校名

募集が締め切られました。今後、統合準備委員会にて、いくつかの

段階を得て絞り込みを行っていきます。改めて報告させていただき

ます。 

こども課関係では、冬休みの留守家庭児童教室、公立認定保育園

の希望保育が行われました。 

学校教育課関係では、今週の１１日から３学期が始まりました。

１３日には、市ケース検討会が行われました。 

社会教育課関係では、１２月２１日に歴史民俗資料館リニューア

ル検討委員会が行われ、リニューアルをどうしていくか業者から一

つの提案があり、委員より意見をいただきました。１月６日には、

霧島市青少年交流事業をリモートで行いました。今年度のまとめの

交流ということで、一人ひとり成果を話していただきました。９日

には、令和４年の「成人の集い」が行われました。対象者が３４２

名で、その内、８割の方の出席がありました。非常に出席率がよか

ったです。 

スポーツ課関係では、１２月２３日と１月１２日に休日部活動地

域クラブへの移行に関わる懇談会が行われました。組織の運営や規

約等について検討していただきました。３月までに小学６年生と中

学１，２年生に説明ができるよう準備を進めているところです。 

１月後半以降の行事については、２１日に市教育研究大会がオン

ラインで開催されます。２４日には、学校人権同和講演会が開かれ

ます。２月３日には、都市・町村教育長会合同冬期研修会、１４日

には、早川家住宅保存活用検討委員会の今年度のまとめの会が開か

れます。１６日の教育委員会の後には総合教育会議が開かれます。

２月２０日の社会を明るくする運動推進大会は中止となりました
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発言者 内        容 

が、７月１７日に延期される予定です。２８日は、市議会本会議が

開会されます。一般質問については、３月１６、１７日を予定して

おります。３月３日には、公立高校の入試があり、８日が中学校の

卒業式となっています。午後から教育委員会を予定しております。

１９、２０日と市民創作ミュージカルが開催されますので、お時間

ある方はお願いします。２４日が小学校の卒業式、２５日が認定こ

ども園の卒園式となっています。午後から教育委員会、その後離任

式を行う予定です。 

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１号 令和３年度海津市教育委員会表彰

者（児童生徒の表彰）の決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 

＜別紙資料により説明＞ 

教育長 対象者は基準をクリアしていると思いますが、何か質疑はありま

せんか。 

伊藤委員 今時５００円の図書カードでは金額が低いので、１，０００円に

上げてはどうでしょうか。 

事務局長 予算を確認して、範囲内で対応できるようにします。 

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１号 令和３年度海津市教育委員会表彰者（児童生徒の表

彰）の決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１号 令和３年度海津市教育委員会表彰者（児童生徒の表

彰）の決定について承認します。 

議案第２号 区域外就学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。 
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発言者 内        容 

教育長 議案第２号 区域外就学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２号 区域外就学について承認します。 

議案第３号 区域外就学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３号 区域外就学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３号 区域外就学について承認します。 

議案第４号 区域外就学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４号 区域外就学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４号 区域外就学について承認します。 

議案第５号 区域外就学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５号 区域外就学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５号 区域外就学について承認します。 

議案第６号 区域外就学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。 
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発言者 内        容 

教育長 議案第６号 区域外就学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６号 区域外就学について承認します。 

議案第７号 区域外就学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７号 区域外就学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７号 区域外就学について承認します。 

議案第８号 「読書のまち宣言」について（案）説明をお願いしま

す。 

社会教育課課長

補佐 

＜別紙資料により説明＞ 

教育長 「読書のまち宣言」の（案）をお示しして、パブリックコメント

を求めた結果、特に市民からの意見もありませんでした。お認めい

ただければ議会へ提出していきたいと思います。 

何か質疑はありませんか。 

伊藤委員 今まででも宣言をする機会があったと思いますが、何故このタイ

ミングでするのですか。 

事務局長 実は、図書館条例を作ってはどうかという話がありましたが、条

例を作るとなると実効性が関わってきます。海津市の子どもたちの

読書量や貸出も非常に優秀ですので、それを元に市民の皆さんに広

げるということで宣言をして、図書館の活用を推進していくことで

今回提案させていただきました。 

なぜ、このタイミングかと申しますと、本を借りられる方が固定

化されてきていますので、市民に広く公表するいい機会ではないか

ということと、平田図書館の閉館もあり、今までの図書館運営を宣

言を元に電子書籍を導入したり、そういったことを考えていこうと

いうことで、議会に提案することとなりました。 

教育長 条例には馴染まないこと、加えて大きな節目に当たりますので啓

発活動に努めていくということです。 

他ありませんか。 
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発言者 内        容 

全委員  ありません。 

教育長  議案第８号 「読書のまち宣言」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８号 「読書のまち宣言」について承認します。 

 議案第９号 教育財産の用途廃止について（生涯学習センター）

説明をお願いします。 

社会教育課課長

補佐 

 ＜別紙資料により説明＞ 

教育長  何か質疑はありませんか。 

森委員 生涯学習センター内で開かれていた団体の活動は、今後どこに引

き継がれていくのでしょうか 

社会教育課課長

補佐 

平田地区の社会教育施設や空き状況によっては、ＯＣＴ文化セン

ターを使用していただきます。 

教育長  その辺の調整は進んでますか。 

社会教育課課長

補佐 

 これから進めていきます。 

事務局長  生涯学習センターを拠点として使用している団体があるので、４

月から使用できないことを説明して、空いている施設を確保するよ

う連絡を早めに行います。 

森委員  もう一点、今まで生涯学習センターで行っていた施設の受付は、

平田支所でやられるのですか。 

社会教育課課長

補佐 

 その通りです。 

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９号 教育財産の用途廃止について（生涯学習センター）

承認してよろしいか。 

全委員  よろしい。 

教育長  議案第９号 教育財産の用途廃止について（生涯学習センター）

承認します。 

 議案第１０号 成人の集いの在り方について説明をお願いします 

社会教育課課長

補佐 

＜別紙資料により説明＞ 
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発言者 内        容 

事務局長 民法の改正で４月から成人年齢が１８歳に引き下げられますが、

１８歳で成人式を行うと受験と重なり厳しい時期でもありますの

で、現行開催している２０歳で「二十歳の集い」という形で進めて

いきたいと思います。併せて開催日を１１月第１日曜日とし、先日

令和３年の成人式を開催しましたが、天候も安定しており非常に反

響もよかったと聞いております。 

あと、市長の提案で「二十歳の集い」という行事名を、この際変

えてみてはどうかという話がありました。ご意見等いただければと

思います。よろしくお願いします。 

教育長 何か質疑はありませんか。 

伊藤委員  「二十歳の集い」はそのままにしておき、実行委員会のメンバー

にサブタイトルをその年その年に決めてもらってはどうですか。 

森委員  賛成です。 

大津委員  その年のカラーがでていいと思います。 

曽根委員  実勢があっていいと思います。 

事務局長  そのように市長に報告させていただきます。  

教育長  議案第１０号 成人の集いの在り方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１０号 成人の集いの在り方について承認します。 

 追加日程 議案第１１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１１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１１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。 
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発言者 内        容 

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１２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 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１３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１３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１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 

１件の申請がありました。新規ですのでご審議願います。 

＜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 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 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。 

 【閉会】午後２時３０分】 

 


