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令和２年美濃加茂市教育委員会 ５月定例会 会議録 

 

１ 開会日時及び場所 

  令和２年５月２７日（水）午後３時００分から午後４時４５分まで 

  美濃加茂市役所本庁舎３階 第２議会委員会室 

 

２ 出席者 

  （教育委員） 

   教育長 日比野 安平 

   委 員 鹿野 久美子 

   委 員 矢島 良子 

   委 員 高野 光泰 

   委 員 渡邉 博栄 

（事務局） 

  事務局長 長谷川 壮重 

  学校教育課長 堀部 昇 

  教育センター次長 古川 一男 

  教育総務課課長補佐 井藤 恵美 

   

３ 欠席者 

   （教育委員） 

    委 員 手嶋 秀人 

４ 開会 午後３時００分 

 

５ 議事日程等 

 （１）教育長あいさつ 

 

 （２）会議録署名委員の指名 

 

 （３）会議録の承認について 

   ① ３月定例会会議録 

 

 （４）４月定例会書面表決の結果について（報告） 

 

 （５）議題 

議第１号 令和２年度美濃加茂市一般会計補正予算（第４号）（教育委員会所管分）

に関する教育委員会の意見について 

議第２号 美濃加茂市立小中学校管理規則の一部を改正する規則について 

   

（６）協議・報告事項 

    ① 専決処分の報告について 

    ② 学校再開について 

    ③ 教育委員会行事予定等 

④ 教育センター事業報告 

 

 （７）その他 
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会 議 録 

 

（１）教育長あいさつ  
日比野教育長 ・新型コロナウイルス感染症対策として、学校が臨時休校となった

が、子どもが３か月近くも登校しないのは歴史上ないこと。 

・今後予定されている行事についても延期等の対応をしている。 

・登校日には教育委員会の職員も見守りに行っている。マスクをして

の登校は熱中症も心配されるので水分補給等の対応をし無理のない

ように考えている。 

・チャレンジ課題に多くの応募があった。自主的な取り組みだが、ど

の課題も発想が豊かで想像を超えるものであった。 

  

 

（２）会議録署名委員の指名 

 

日比野教育長  次に、会議録署名委員の指名をお願いします。 

  今回の会議録署名委員は、渡邉委員にお願いします。 

 

渡邉委員  はい。 

  

 

（３）３月定例会会議録の承認について 

 

日比野教育長  お気づきのことがありましたらおっしゃってください。 

 ないようですので、承認とします。 

 

 

（４）４月定例会書面表決の結果について（報告） 

 

日比野教育長  それでは「４月定例会書面表決の結果について」お願いします。 

  

長谷川事務局長 

 

 

 

 

 

 

 

 新型コロナウイルス感染症による緊急宣言に伴いまして、書面による

決議をお願いいたしました４月定例会の議案につきまして、書面表決の

結果についてご報告を申し上げます。 

 「議第１号令和２年度岐阜県教科用図書可茂地区採択協議会の設置に

ついて」ですが、委員全員から「賛成」をいただきました。 

次に「議第２号令和２年度美濃加茂市教育支援委員会委員の任命につ

いて」につきましても全員から「賛成」をいただきました。 

なお、渡邉委員さんから「新型コロナウイルス感染症で子どもたちに
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日比野教育長 

は精神的にも身体的にも大きなダメージがあるのではと心配している。

支援をよろしくお願いしたい。」とのご意見をいただきました。 

以上によりまして、両議案につきましては、原案のとおり決定をさせ

ていただきましたが、それぞれの議案につきまして、ご質問やご意見が

ございましたら、頂戴したいと存じますが、よろしいでしょうか。 

 

ご意見、ご質問がありましたらお願いいたします。先ほども申しまし

たが、親も先生も経験したことのないような事態ですので体制がととの

っていない。子ども達が精神的にも肉体的にも無事に乗り切れるといい

と思っています。当初は「日本は何をやっているのだ」と色々な国から

言われましたが、現在はいい意味で「どうなっているのだ」と言われま

す。 

 学校教育についても取り上げられていて、手をよく洗う、歯磨きをする

ということが日常的に定着している国民。そのほかにも握手やハグ、頭

を触る習慣がない。学校や家庭でも靴を脱いで室内に入っている。あと、

水がきれいということもあるのではないかと思います。 

 これから暑い中での学校生活になりますので、色々な形でのケアをし

ていかなくてはなりません。 

 それではご承認いただきましたので、次をお願いいたします。 

 

 

（５）議題 

議第１号 令和２年度美濃加茂市一般会計補正予算（第４号）（教育委員会所管分）に関す

る教育委員会の意見について  

日比野教育長 それでは、議題に入ります。 

議第１号、令和２年度美濃加茂市一般会計補正予算（第４号）に関す

る教育委員会の意見について、事務局から説明をお願いします。 

  

堀部学校教育課長 ※令和２年度美濃加茂市一般会計補正予算について資料に基づき説明 

・情報教育推進事業について 

・令和５年度までに小中学校児童生徒に一人一台端末を整備する予定

であったが、新型コロナウイルス感染症に伴い令和２年度末までに整

備するように方針転換をしたため補正予算で対応する。 

・教育総務費  ３００，９６９千円 

    インターネット契約料    ２，３６９千円 

   端末代（５，５１３台） ２９８，６００千円 

・フロム０歳プラン２に基づくコミュニティスクール設置に伴う費用 

・教育センター費 １６２千円 

 

日比野教育長 コミュニティスクールを２箇所に試験的に設置しようと思っていま
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す。 

GIGA スクール構想は急遽整備を急ぐことになりました。端末の台数

がそろうのかも心配しています。３月頃コンピューターの買い替えをし

ようと思いましたが、部品を中国で製造しているため納品に１か月かか

る機種もあると聞きました。 

学校でも先生方には教材として、毎年使えるものを増やしていってほ

しいと思っています。美濃加茂市でもオンラインをしている学校もあり

ます。三和小、伊深小はすでに一人一台使用しています。伊深小は県で

４校しか選ばれていない優良校になっています。そのノウハウを蓄積し

研修することもできます。 

皆さまからご質問がありましたらお願いします。 

では、異議なしということでお願いいたします。 

  

長谷川事務局長 

 

 

日比野教育長 

追加議案をお願いしたいと思います。まずは議案を追加することにつ

いてお諮りいただきたいと思いますので、お願いいたします。 

 

認められれば追加議案を提案いたしますが、よろしいでしょうか。 

では、お願いします。 

  

議第２号 美濃加茂市立小中学校管理規則の一部を改正する規則について 

  
堀部学校教育課長 ※議第２号 美濃加茂市立小中学校管理規則の一部を改正する規則に

ついて資料に基づき説明 

・学校再開にあたり３学期制の配分、夏季休業、冬季休業を変更したが、

これらの内容は学校管理規則に定められたいるため改正が必要とな

った。 

・また今後、非常変災等で同様の事態が起きても対応できるようにあわ

せて改正する。 

   １学期  ４月１日から９月３０日 

   ２学期  １０月１日から１２月２５日 

   ３学期  １月４日から３月３１日 

   夏季休業 ８月１日から８月１６日 

   冬季休業 １２月２７日から１月３日 

 

日比野教育長  ご質問等ありましたらお願いします。 

 地区の教育長会でも様々な意見がでました。定期試験の持ち方などに

も影響してきます。 

 夏季休業期間についても検討しましたが、美濃加茂市の１０年分の資

料を見ると８月の頭が一番暑いので１日からとしました。 

 また中学３年生の卒業式を高校の合格発表の前日にします。１０日ほ
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ど３年生の授業が延びます。学校行事も制約を受けます。 

 校内も先生方が消毒をし、給食の配膳等も注意をして行っています。 

それでは議第２号は、原案のとおり承認することとします。 

 

（６）協議・報告事項 

 

①  専決処分の報告 

 

長谷川事務局長 

 

 

 

日比野教育長 

ひとつご報告がございます。議題１号にお戻りください。昨日、財政

課から連絡がありまして第４号を第５号に下げるとのことです。ご承知

おきください。 

 

それでは、お願いします。 

  

堀部学校教育課長 ※専決事項の説明 

・学校教育課職員の公用車事故報告（物損） 

※教育委員学校訪問の日程に関する説明。 

  

日比野教育長 ご都合が悪い場合は遠慮なくおっしゃってください。 

それでは学校再開についてお願いします。 

  

 

②  学校再開について 

 

堀部学校教育課長 ※資料に基づき再開に向けた動きを説明 

・分散登校を各学校の状況に合わせて実施 

・心のアンケート、教育相談、個人面談を重点的に位置づける 

・６月１５日から通常の授業と給食を開始 

・授業日数確保のために夏季休業、冬季休業の短縮を実施 

・土曜授業は行わない 

・水泳授業の中止  
  

日比野教育長 

 

 

 

 

 

 

質問がありましたらお願いします。 

議員さん方のところにも地域から色々な質問が入っています。教

育委員の皆さんにも入っていると思います。登下校に傘をさしては

どうかというご意見がありました。子どもには体質の差が随分あり

ますので配慮が必要です。まずは命を守ることが最優先で、その次

が学業だと思っています。 
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③  教育委員会行事予定 

 

堀部学校教育課長 ※資料に基づいて令和２年度の行事予定を説明。 

・多くの行事が中止になっている。 

・教育委員訪問は情勢を見ながら実施する。 

 

※教育委員学校訪問の日程に関する説明。 

  

日比野教育長 ご都合が悪い場合は遠慮なくおっしゃってください。 

それでは教育センターの事業報告をお願いします。 

  

 

④  教育センター事業報告 

 

古川センター次長 ※資料に基づき事業報告 

・コロナウイルス感染拡大防止による事業変更 

・教育センター運営委員会のアドバイザーを、益川浩一岐阜大学地域協

学センター長に依頼している。 

・社会科副読本を今年度中に製本する。 

・あじさいサミット、わくわくドキドキサイエンスツアーの中止 

・不登校対策関連事業について 

・生徒指導（いじめ・問題行動）対策事業について 

・発達相談・特別支援関連事業について  
  

日比野教育長 

 

古川センター次長 

 

 

 

 

 

日比野教育長 

 

 

 

 

 

 

 

ご質問、御意見がありましたらお願いします。 

 

センターのもうひとつの事業として啓発事業がございます。教育に関

する本を毎年整備しておりますが、なかなか活用されていませんので改

めて蔵書の一覧を整理いたしました。教育委員の皆さまにも一覧をお配

りしますので、お時間がありましたら教育センターに足を運んでいただ

ければ幸いです。 

 

きちっと整理してくださったので、使いやすくなったと思います。 

質問はよろしいですか。 

余談で恐縮ですが、１０万円の給付金についてオンラインと郵送で申

請書がどんどん集まっています。土曜、日曜も朝からやっていますが担

当課だけではとても処理できませんので各課から手伝いに行っていま

す。教育委員会の職員も出勤しています。 

学校も子どもがいないので先生方は何をしているのか、と聞かれま

す。先生方は各家庭に連絡をとったり、インターネットを利用した教材
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を作ったりしています。カメラの前で動画を作成したり、紙の教材等を

一生懸命作成しています。 

  

 

（７）その他 

 

堀部学校教育課長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日比野教育長 

 教育委員さん方にお願いがございます。F-０の予算について教育委員

会において審議、報告をしながら学校でより有効な活用をしてきまし

た。今年度予算につきましても昨年度末にご審議いただきましたが、新

型コロナウイルス感染症対策の中で当初予定していた事業ができなく

なった事案がたくさんあります。学校には執行できなかった分について

は返還するように話しています。新型コロナウイルス感染症対策として

新たに必要になった事業もありますのでその際は教育委員会に相談の

上実施いただくことも可能だと校長会でもお話をさせていただきまし

た。毎回ご承認をいただくことができないかもしれませんが、そのよう

な形で予算を執行したいと思いますのでご理解いただければと思いま

す。 

 

 これはまだどのようになるのかわかりませんね。異例の年となります

が、よろしくお願いいたします。報告は最終的にいたします。 

 それでは、本日の教育委員定例会を終了します。お疲れさまでした。

ありがとうございました。 

  

 ※次回定例会 

・６月２２日（月）午後３時から 

・市役所分庁舎４階 第１会議室にて 

  

 閉会 午後４時４５分 

 


