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令和４年第２回海津市教育委員会議事録 

 令和４年２月１６日（水）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 災害対策本部室に招集され、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１４号 教育に関する事務に係る予算（令和３年度補正予算【第１１号】）

に対する意見について 

議案第１５号 教育に関する事務に係る予算（令和４年度当初予算）に対する意

見について 

議案第１６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１７号 海津市教育委員会事務局職員の人事について 

議案第１８号 要・準要保護者の認定について 

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 公私連携保育所型認定こども園の設置に関する仮協定書締結につ

いて 

議案第２１号 海津市留守家庭児童教室条例施行規則の一部を改正する規則につ

いて 

議案第２２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 

 

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。 

 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   

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４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。 

１月後半、２月前半の主な行事報告をさせていただきます。 

本来は、会議を開いて一年のまとめの会になるのですが、３月６

日までまん延防止等重点措置が実施されておりますので、ほとんど

の会議がオンライン開催か書面開催となっております。 

教育総務課関係では、１月２６日に海津町地域小学校統合準備委

員会の総務部会と通学施設部会が開かれました。総務部会では、校

名の募集が終わり集計して絞り込む作業に入っております。通学施

設部会では、バスの運行路線図を示していろいろな意見をいただき

ました。２月３日は、オンラインで統合準備委員会の総務部会が開

かれました。統合準備委員会に提出する候補を絞り出すというとこ

ろにきております。 

こども課関係では、１月２９日に県保育士研修発表会がオンライ

ンで開かれました。 

学校教育課関係では、１月２１日に市教育研究大会、２４日には

講師として県の方から佐野先生にお越しいただき、オンラインで人

権同和講演会を開きました。２月１５日、いじめ問題対策連絡協議

会は、３月９日に延期となりました。 

社会教育課関係では、２月１４日、早川家住宅保存活用検討委員

会を書面開催で行いました。 

スポーツ課関係では、２月７日に地域クラブへの移行に関わる中

学校長との懇談を行いました。 

２月後半以降の行事については、１７日の学校給食センター運営

委員会、１９日の市ＰＴＡ評議員会は書面開催となりました。１８

日の教育懇談会はオンライン開催です。２０日の社会を明るくする

運動推進大会は延期となりました。２５日の社会教育委員会・公民

館運営審議会も書面開催となりました。２８日に市議会本会議が開

会され、３月１６、１７日は一般質問となります。３月８日に中学

校の卒業式があり、午後から教育委員会となります。１９、２０日
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発言者 内        容 

に市民創作ミュージカルを現在のところ予定しております。２４日

に小学校の卒業式、２５日に認定こども園の卒園式、午後に教育委

員会と離任式を予定しております。 

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 教育に関する事務に係る予算（令

和３年度補正予算【第１１号】）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 

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、説

明させていただきます。 

今回、歳入・歳出とも、△印で減額しているところがあります。

これは、主に、事業費の精査、決算見込みによるものであります。  

それでは、歳入につきまして、一括、私の方から説明させていただ

きます。歳出につきましては、後ほど、担当課長より説明させてい

ただきます。 

それでは、１ページをお願いします。歳入です。こども課におき

ましては、まず、１２款 分担金及び負担金２，１４０千円の減と

なっております。これは、留守家庭児童教室の利用者数の減による

ものです。 

次の１４款 国庫支出金 １５款 県支出金 につきましては、

後ほど、こども課長より歳出について説明をいたしますが、歳出に

伴う国・県からの補助金による増減となっております。 

２ページをお願いします。学校教育課です。１４款 国庫支出金 

５，８３６千円の増であります。これにつきましても、後ほど、学

校教育課長より説明をいたしますが、小学校、中学校において、Ｉ

ＣＴを活用した情報機器購入に伴う費用と併せて新型コロナウイル

ス感染症の拡大防止に伴う医薬材料など消耗品の購入に対し国から

の補助が受けられることとなり５，８３６千円の増となっておりま

す。 

続いて、１５款 県支出金１，０９３千円の減となっております。 

これにつきましては、小学校、中学校とも、学習指導員等配置事業

費補助金において、補助対象経費の減額によるものです。 

続いて、２０款 諸収入２，４７３千円の減額です。これにつき
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発言者 内        容 

ましては、学習用端末について、保護者負担を無償としたことによ

る減額であります。 

社会教育課です。１３款 使用料及び手数料１，０００千円の減

です。これは、海津公民館施設利用者減による使用料の減です。 

２０款 諸収入１，０１５千円の減です。これにつきましては、

独立行政法人日本芸術文化振興会助成金の減額によるものです。 

学校給食センターです。２０款 諸収入７，２００千円の減です。 

これにつきましては、９月、小学校、中学校において、対面授業で

はなく、オンライン授業となり、給食を止めたことによる給食費の

減額です。 

以上、歳入の全体として、補正額１，４１６千円の増となってお

ります。 

続きまして、歳出について説明させていただきます。 

歳出は、３ページから６ページとなっております。 

歳出の全体補正額は、６ページとなりますが１４０，８４２千円

となっております。 

続いて、その下段「繰越明許費の追加」一覧を載せております。

この「繰越明許費」とは、歳出予算の経費のうち、その性質上又は

予算成立後の事由に基づき、年度内にその支出を終わらない見込み

のあるものについて、予算の定めるところにより、翌年度に繰り越

して使用する経費のことであります。 

つまり、予算は３年度予算ですが、実際行うのは、４年度に入っ

てからなる事業であります。今回、１１事業となっております。 

それでは、詳細について、各担当課長より説明させていただきま

す。 

こども課長 ＜別紙資料により説明＞ 

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＞ 

学校教育課長兼

教育研究所長 

＜別紙資料により説明＞ 

社会教育課長兼

歴史民俗資料館

長兼図書館長 

＜別紙資料により説明＞ 
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発言者 内        容 

スポーツ課長 ＜別紙資料により説明＞ 

教育長  何か質疑はありませんか。 

伊藤委員 歴史民俗資料館の管理事業の公有財産購入費について、もう一度

説明願います。 

社会教育課長兼

歴史民俗資料館

長兼図書館長 

土地開発基金において先行取得してもらっていたので、返済する

ものです。 

伊藤委員 あと、繰越明許が多いのは何故ですか。 

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 

今回、１１事業が繰越明許費ですが、今回の補正で計上したもの

で翌年度に繰り越すもの、例えば、図書館運営管理事業の４，９５

０千円は、令和３年度の当初予算でしたが、生涯学習センターの閉

館が当初の１２月から３月になったことにより、執行できなかった

ということで繰り越しをしています。   

あと、補正予算を組んで令和４年度にすぐ繰越すもので、給食セ

ンターの管理事業について１１１，２５６千円があります。 

これにつきましては、速やかに業者を確保したいということもあ

りまして、こういった形を取らせていただきました。   

事務局長 今回の補正で１１事業の繰越明許をさせていただいたのは、ほと

んどの事業を当初予算の予定をしておりましたが、コロナの関係で

交付税が今年度入ってきていることもあり、確実に財源が確保でき

たので、このような形を取らせていただきました。   

教育長 その他ありませんか。 

大津委員 学校教育課の学校医報酬、歯科医報酬が減額されていますが、子

どもたちが受診してないということですか。   

学校教育課長兼

教育研究所長 

子どもたちの検査は、しっかりやっています。校医さん等に出席

していただく会議が中止となったことにより報酬を減額するもので

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１４号 教育に関する事務に係る予算（令和３年度補正予

算【第１１号】）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１４号 教育に関する事務に係る予算（令和３年度補正予

算【第１１号】）対する意見について異議なしとします。 
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発言者 内        容 

議案第１５号 教育に関する事務に係る予算（令和４年度当初予

算）に対する意見について説明をお願いします。 

事務局長 令和４年度教育委員会事務局所管の歳出予算要求総額は、２，７

３７，７９３千円で、対前年度比５４９，４１６千円（２５．１１

％）の増です。この歳出予算総額に対しての特定財源は、１，０８

１，００１千円で、対前年度比１３９，９５８千円（１４．８７％）

増の予算規模で新年度予算を要求するものであります。 

歳出では、経常的経費２，１８６，６３２千円です。うち特定財

源が９９１，１６４千円を計上し、一般財源いわゆる市の持ち出し

分としては、１，１９５，４６８千円で、対前年度に比べると特定

財源の確保と経費の見直しを行い、９，４４５千円の減額を図りま

した。 

また、投資的経費については、５５１，１６１千円となります。

うち特定財源が８９，８３７千円を計上し、一般財源４６１，３２

４千円で、対前年度より４１８，９０３千円持ち出しの拡充を図り

ました。そのプラス要因として大きいのは、令和６年４月に開校予

定の小学校統合に係る整備関連事業によるもので、それぞれ、教育

委員会が抱える重要施策に重きをおき、国県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た予算編成とし、予算額を見

積もりました。 

なお、令和４年度より行政組織の再編により、「こども課」が「こ

ども未来課」になり健康福祉部へ編入されるため、実質の教育委員

会事務局の歳出予算要求総額は、１，５４７，７９６千円をこの議

会に上程させていただきます。 

詳細は、各課長より説明させていただきます。 

こども課長 ＜別紙資料により説明＞ 

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＞ 

学校教育課長兼

教育研究所長 

＜別紙資料により説明＞ 

社会教育課長兼

歴史民俗資料館

＜別紙資料により説明＞ 
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発言者 内        容 

長兼図書館長 

スポーツ課長 ＜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 農村環境改善センターは、何処のことをいいますか。 

社会教育課長兼

歴史民俗資料館

長兼図書館長 

平田町のふるさと会館です。 

森委員 そこで、今まで生涯学習センターで行ってきた事務をやっていた

だくのですか。 

社会教育課長兼

歴史民俗資料館

長兼図書館長 

やすらぎ会館でやっていただくのですが、予算がそちらに計上で

きないので、農村環境改善センター管理事業に予算配置をさせてい

ただきました。 

曽根委員 働く女性の家も教育委員会の管理ですか。 

社会教育課長兼

歴史民俗資料館

長兼図書館長 

 そうです。 

教育長 その他ありませんか。 

森委員  勝賀体育館の解体工事に関する設計業務を行われるということで

すが、集会所は残ると聞いていますので、継ぎ目の部分の予算も含

まれていると理解してよろしいか。 

スポーツ課長 今年度、三郷体育館の工事を実施しましたが、同じように集会所

がありますが、規模は違いますが自立するような壁を設ける形で想

定しております。 

教育長 その他ありませんか。 

伊藤委員 休日部活動の運営団体に活動費を補助するということで、団体は

いくつあるのですか。 

スポーツ課長 具体的に動かれるのは、総合型地域スポーツクラブのスマイルク

ラブこん平田と南濃スポーツクラブですが、個別に補助するのは難

しいということで、それを取りまとめる「海津市中学校地域クラブ」

という名称の組織の方へ補助活動費を助成しようと考えています。  

あと、スポーツクラブの事務所を武道館内に事務所がありますの

で、そこを現在のところ考えています。詳細については、今後検討

していきます。 
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発言者 内        容 

伊藤委員  心配していることは、以前にもスポーツ団体の補助金の不正があ

りましたので。 

スポーツ課長 組織の中の監査人も必要ですので、２名の監査人を置き、１名は

行政側の担当課長で、もう１名は理事の中から１名と現在考えてい

ます。 

伊藤委員  新規事業ですので、金銭に関する管理体制をしっかり整えていっ

てください。 

教育長 その他ありませんか。 

大津委員  継続事業の「すぐーる」について、どのように使用しているのか

教えてください 

学校教育課長兼

教育研究所長 

各学校から登録している保護者、学校に関わる地域の方に発信す

ることもできます。この機能は、アンケート等も実施可能で、デー

タ化もできます。今ですと、引き渡しの連絡にも使います。  

今までも、メール配信機能を持っていたのですが、今回のものは、

スマホの中に入れるものとなっています。今まででしたらメールが

埋もれていってしまって気づかない時もあったと思うのですが、ア

プリの中にあるのですぐ連絡が分かる機能となっています。 

保護者の評判もとても良いです。   

大津委員 保護者からの評判も良いと聞きますし、ペーパーレス化の保護者

もおられますので、どんどん活用していただきたいと思います。 

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１５号 教育に関する事務に係る予算（令和４年度当初予

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１５号 教育に関する事務に係る予算（令和４年度当初予

算）に対する意見について異議なしとします。 

 議案第１６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。 

こども課長  ＜別紙資料により説明＞ 

社会教育課長兼

歴史民俗資料館

長兼図書館長 

 ＜別紙資料により説明＞ 
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発言者 内        容 

こども課長  ＜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 社会福祉法人 真人舎に無償貸与する面積とありますが、どこの

部分でしょうか。 

こども課長 ＜議案第２０号の図面を説明＞ 

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１６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１６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１７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  ＜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１７号 海津市教育委員会事務局職員の人事について承認

してよろしいか。 

全委員  よろしい。 

教育長 議案第１７号 海津市教育委員会事務局職員の人事について承認

します。 

議案第１８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１８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１８号 要・準要保護者の認定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
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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 公私連携保育所型認定こども園の設置に関する仮

協定書締結について説明をお願いします。 

こども課長 ＜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２０号 公私連携保育所型認定こども園の設置に関する仮

協定書締結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 公私連携保育所型認定こども園の設置に関する仮

協定書締結について承認します。 

議案第２１号 海津市留守家庭児童教室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。 

こども課長 ＜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２１号 海津市留守家庭児童教室条例施行規則の一部を改
正する規則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 海津市留守家庭児童教室条例施行規則の一部を改

正する規則について承認します。 

議案第２２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 ＜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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教育長 議案第２２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２２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。 

その他ということで、後援申請はございませんでした。 

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３時３０分】 

 


