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令和４年第６回海津市教育委員会議事録 

 令和４年４月２８日（木）午後１時３０分より第６回海津市教育委員会が海津市役所 

東館４階 ４－２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４４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４５号 海津市小中学校学校評議員の委嘱について 

議案第４６号 海津市教育支援委員会委員の委嘱について 

議案第４７号 「令和４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４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４８号 専決処分の承認を求めることについて 

議案第４９号 専決処分の承認を求めることについて 

議案第５０号 専決処分の承認を求めることについて 

議案第５１号 専決処分の承認を求めることについて 

議案第５２号 専決処分の承認を求めることについて 

議案第５３号 専決処分の承認を求めることについて 

議案第５４号 専決処分の承認を求めることについて 

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 海津市スポーツ推進審議会委員の委嘱について 

 (4)追加日程 

議案第５９号 海津市教育委員会委員の辞職について 

議案第６０号 公文書の公開について 

 

２ その他 

（１）教育委員会後援事業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。 

 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 
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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 大橋 隆幸  

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  社会教育課長兼歴史民俗資料館 

兼図書館長 德永 宗哲  スポーツ課長 米山 一雄 

 

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  山田 佐智子 

 

発言者 内        容 

教育長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和４年第６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。 

 教育総務課では、本日、４月２８日教育委員会、委員会終了後、

総合教育会議を予定しております。 

学校教育課では、７日に小中学校の入学式がございました。１９

日には、全国学力テストが実施され、今年は、国語、算数（数学）

に加え、理科もございました。対象は、小６と中３でございます。

結果は、今年の秋に出る予定です。この日は、教育懇談会が大会議

室でございました。２１日は、東海北陸都市教育長協議会総会がオ

ンラインで開催されました。 

社会教育課では、２６日に家庭教育担当者会が大会議室で開催さ

れました。 

スポーツ課では、１０日に海津市体育大会総合開会式が南濃体育

館で行われました。代表者の方が参加されました。１１日、１４日、

１８日は、休日部活動地域クラブへの移行に関わる中学校長との懇

談がございました。５月中旬頃から学校に出向く予定です。 

今後の予定ですが、６日にキャリアウイーク実行委員会がござい

ます。８日は、木曽三川交流レガッタが開催されます。約３０クル

ーが出場予定です。１０日は、県市町村教育委員会連絡協議会が岐

阜市教育研究所でございます。伊藤委員にはお世話になります。 

１２日には、特別支援教育相談実務者会がございます。１３日よ

り巡回相談が各校区で６月前半まで続きます。こども園の方も連携

を取っていくということで予定に入れてございます。２６日より生

徒指導訪問が始まります。６月１日より市教委・西教事学校教員訪

問が城南中を皮切りに実施されます。別冊ですが、西濃教育事務所
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発言者 内        容 

の資料をご一読お願いいたします。 

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

らお願いします。  

曽根委員 ５月に各学校でスポーツフェスタが予定されていると思うが、予

定通り開催されるのですか。 

学校教育課長兼

教育研究所長 

早い学校は、５月より実施予定ですが、来賓の方につきましては、

現在検討中であります。決まりましたら、ご報告させていただきま

す。 

教育長 よろしかったでしょうか。 

全委員 よろしい。 

教育長 （３）協議事項 議案第４４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 質疑はありませんか。 

全委員 ありません。 

教育長 議案第４４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４５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 

＜別紙資料により説明＞ 

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４５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４６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 

＜別紙資料により説明＞ 

教育長 質疑はありませんか。 

全委員 ありません。   
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発言者 内        容 

教育長 議案第４６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４７号 「令和４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４年度岐阜県教科用図書西濃

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 

＜別紙資料により説明＞ 

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４７号 「令和４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４年度岐阜県教科用図書西濃協議

会」の設置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 「令和４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４年度岐阜県教科用図書西濃協議

会」の設置について承認します。本日付けで承認したということで

提出させて頂きます。議案第４８号 専決処分の承認について説明

をお願いします。 

学校教育課長兼

教育研究所長 

＜指定校変更の承認について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４８号 専決処分の承認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 専決処分の承認について承認します。 

議案第４９号 専決処分の承認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 

＜指定校変更の承認について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４９号 専決処分の承認についてご承認いただけますか。 

全委員 よろしい。 

教育長 議案第４９号 専決処分の承認について承認します。 

議案第５０号 専決処分の承認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 

＜海津市スクール相談員の委嘱について別紙資料により説明＞ 

 

教育長 何か質疑はありませんか。 

大津委員 相談員のない学校は、各校区内の近くの相談員が回られるという

ことですか。 

学校教育課長兼

教育研究所長 

相談員がないところは、近くの学校の相談員に連絡したり、相談

窓口になっていただき、常に連携をとるようにしております。 

教育長 議案第５０号 専決処分の承認についてご承認いただけますか。 

全委員 よろしい。 

教育長 議案第５０号 専決処分の承認について承認します。 

議案第５１号 専決処分の承認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 

＜英語インストラクターの委嘱について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 配置学校ですが、一部の方の負担が大きいのではないか。 

学校教育課長兼

教育研究所長 

英語が専門でない担任に、県の非常勤講師、英語インストラクタ

ー、ALT（外国語指導助手）、英語インストラクターの方を配備す

ることで、常に２名体制をとっております。各学校にバランスよく

配置しております。 

曽根委員 名簿にない小学校は、そういうスタッフが整っているということ

でよろしいでしょうか。 

学校教育課長兼

教育研究所長 

そのとおりでございます。 

大津委員 成績は、担任もしくは、教科担の先生がつけられるのでしょうか。 

学校教育課長兼

教育研究所長 

そのとおりでございます。 

教育長 議案第５１号 専決処分の承認についてご承認いただけますか。 

全委員 よろしい 

教育長 議案第５１号 専決処分の承認について承認します。 

議案第５２号 専決処分の承認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 

＜岐阜県教育委員会会計年度任用職員 非常勤講師の辞令の委嘱

について 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 配置については、校長が要望するのか。 



- 6 - 

発言者 内        容 

学校教育課長兼

教育研究所長 

配置や人事は、市の教育委員会が決めております。要望は、３月

までに県にしております。 

教育長 議案第５２号 専決処分の承認についてご承認いただけますか。 

全員 よろしい。 

教育長 議案第５２号 専決処分の承認について承認します。 

議案第５３号 専決処分の承認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 

＜区域学就学の承認について 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５３号 専決処分の承認についてご承認いただけますか。 

全委員 よろしい。 

教育長 議案第５３号 専決処分の承認について承認します。 

議案第５４号 専決処分の承認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 

＜区域学就学の承認について 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５４号 専決処分の承認についてご承認いただけますか。 

全委員 よろしい。 

教育長 議案第５４号 専決処分の承認について承認します。 

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

いて説明をお願いします。 

社会教育課長兼

歴史民俗資料館 

兼図書館長 

＜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

いてご承認いただけますか。 

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会委員の委

嘱について承認します。 

議案第５６号 歴史民俗資料館リニューアル検討委員会委員の委
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発言者 内        容 

嘱について説明をお願いします。 

社会教育課長兼

歴史民俗資料館 

兼図書館長 

＜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５６号 歴史民俗資料館リニューアル検討委員会委員の委

嘱についてご承認いただけますか。 

全委員 よろしい。 

教育長 議案第５６号 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 

兼図書館長 

＜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５７号 海津市図書館協議会委員の委嘱についてご承認い

ただけますか。 

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 ＜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５８号 海津市スポーツ推進審議会委員の委嘱についてご

承認いただけますか。 

全委員 よろしい。 

教育長 議案第５８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。ここで追加日程がございますのでよろしくお願いします。 

（森委員、学校教育課長、社会教育課長兼歴史民俗資料館兼図書館

長、スポーツ課長は退席する。） 
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発言者 内        容 

教育長 議案第５９号 海津市教育委員会委員の辞職について、教育委員

会として同意するかどうか協議をお願いします。 

森委員より、４月２１日付けで退職願が提出されました。市長及

び教育委員の同意を必要とすることから、同意を求めるものであり

ます。 

伊藤委員 任期満了ですか。 

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 

２年の任期を残し、ご本人の一身上のご都合です。 

曽根委員 任期は何期目ですか 

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 

４期目でございます。 

伊藤委員 残念ですが、ご本人の意思ということでしたら、やむを得ないで

すね。 

教育長 それでは、総意を持って同意することでよろしいでしょうか。 

全委員 よろしい。 

教育長 （森委員、学校教育課長、社会教育課長兼歴史民俗資料館兼図書館

長、スポーツ課長着席する。） 

森委員に同意があったことを伝える。 

追加日程 議案第６０号公文書の公開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 

＜令和２年度 東江・大江小学校トイレ改修工事 図書（大江小

学校のみ）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 公共施設なので、平面図などは出さざるを得ないのか。防犯上の

関係もありますが、出した前例があれば出さざるを得なくなるが、

全部開示するのか。 

 

 

 



- 9 - 

発言者 内        容 

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 

必要な部分だけでございます。 

伊藤委員 市の情報公開は、図書については、開示してよいのか。 

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 

図書については、開示してもいいこととなっております。 

曽根委員 セキュリティ上、黒塗り部分が必要になってくるのではないか。 

伊藤委員 公共施設なので、開示してよいと思うが防犯上が心配です。 

森委員 目的をしっかりしたうえで開示するということでどうでしょう

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 

条件付きでということで必要な部分とさせていただくということ

でよろしいでしょうか。 

教育長 議案第６０号公文書の公開についてご承認していただけますか。 

全委員 よろしい。 

教育長 議案第６０号公文書の公開について承認します。 

その他ということで、教育委員会後援事業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 

４月に３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、ご報告をさせて

いただきます。 

教育長 ご承知していただけますか。 

全委員 よろしい。 

教育長 以上、本日の協議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】 

 


