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令和２年美濃加茂市教育委員会 ８月定例会 会議録 

１ 開会日時及び場所 

  令和２年８月２７日（木）午後３時００分から午後５時００分まで 

  美濃加茂市役所分庁舎４階 第１会議室 

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 髙野 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）７月定例会会議録の承認について 

 （４）議題 

議第１号 専決処分の承認を求めることについて（令和２年度美濃加茂市一般会計補

正予算（第７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（※令和２年７月６日専決補正分） 

議第２号 専決処分の承認を求めることについて（令和２年度美濃加茂市一般会計補

正予算（第９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（※令和２年７月２９日専決補正分）

議第３号 令和２年度美濃加茂市一般会計補正予算（第１０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４号 財産の取得について（タブレット等） 

（５）協議・報告事項 

    ① 小規模特認校制度利用希望者（令和３年度入学等）の募集について 

    ② 教育委員会行事予定等 

    ③ 教育センター事業報告 

（６）その他 



2 

会 議 録

（１）教育長あいさつ 

日比野教育長 ・暑い中子ども達が頑張って登下校している。傘を使用すればマスク

を外してもよいとしている。 

・学校現場の消毒作業をシルバー人材センターに委託した。消毒作業

時間確保に苦慮していたので現場でも好評である。 

・修学旅行は宿泊を伴わない形で実施予定。 

・加茂野小がＦ－０の取り組みで子ども達のデザイン画がプリントさ

れたオリジナルおもてなしゴーフルを市内のお菓子屋さんと共同で

作った。地域でお世話になっている方等にお渡しする予定。 

 ・下米田小が製作した馬串山の絵本が岐阜放送の目にとまり、ラジオ

で放送される。安田校長が朗読をする。 

・チャレンジ課題について多くの作品が提出された。子ども達の可能

性はすごいものがある。全ての作品にコメントを付した。上位４名

を表彰する。 

（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、矢島委員にお願いします。 

矢島委員  はい。お願いします。 

（３）７月定例会会議録の承認について 

日比野教育長  何かご意見がありましたらお願いします。 

 ないようですので、承認とします。 

（４）議題 

議第１号 専決処分の承認を求めることについて（令和２年度美濃加茂市一般会計補正予算

（第７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（※令和

２年７月６日専決補正分） 

日比野教育長 それでは、議題に入ります。 

議第１号、専決処分の承認を求めることについて（令和２年度美濃加

茂市一般会計補正予算（第７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、事務局から説明をお願いします。 
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長谷川事務局長 

日比野教育長 

矢島委員 

長谷川事務局長 

矢島委員 

長谷川事務局長 

日比野教育長 

矢島委員 

日比野教育長 

※資料に基づき説明 

・令和２年７月６日付けにて、市長による専決により補正予算が組まれ

たもの。市議会での承認を得る必要があるため第３回定例会に上程さ

れる。 

・小学校施設感染症対策事業（新型コロナ対策） ２０，２１０千円 

 小学校９校の水道蛇口を非接触型の自動水栓又はレバー式に改修し、

感染予防を図る 

財源は国からの新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付

金」 １６，０００千円、一般財源４，２１０千円 

・中学校施設感染症対策事業（新型コロナ対策） ３，７７０千円 

 中学校２校に小学校同様の対策を実施 

 財源 国 ３，０００千円、市 ７７０千円 

 説明がありましたが、何かご質問ありましたらお願いします。 

レバーと自動水栓の違いですが、自動水栓は手を差し出すもので、レ

バーは上から押すものですか。 

レバーは蛇口の形状によって右から回したり下におろしたりします。

握らずに指先だけでできるように替えようというものです。 

自動水栓は触らないで済みますね。ただ、高額というところ。使用頻

度によってつけるところが違いますか。 

そうです。トイレは全て自動水栓にしようとしています。廊下に６、

７つの蛇口がならんでいますが、半分を自動にして、半分はレバー式と

します。掃除する際に雑巾を洗ったり、パレットを洗ったりという時に

は水をだしっぱなしの方が便利に使えますので全てを自動にはしませ

ん。できるだけ接触感染を防ぐためにレバー式に替えていきます。 

自動だと何回もセンサーを反応させなくてはならない。市役所も主だ

ったところは自動水栓に変えています。 

 わかりました。ありがとうございました。 

他にご質問はありますでしょうか。 

ないようですので、ご承認いただけたということでお願いします。 

議第２号 専決処分の承認を求めることについて（令和２年度美濃加茂市一般会計補正予算

（第９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（※令和２

年７月２９日専決補正分） 
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日比野教育長  それでは次に入ります。事務局から説明をお願いします。 

長谷川事務局長 

日比野教育長 

 ※資料に基づき説明 

・学校感染症対策事業（新型コロナ対策） ２，６７９千円 

   小中学校で感染症防止のため校消毒液等必要な物資を購入する

ため補正したもの。 

   財源 国 １，８００千円 寄付金 ４００千円 市 ４７９千

円 

・小学校施設感染症対策事業（新型コロナ対策） １５，１２３千円 

   小学校施設の消毒をシルバー人材センターに委託し、教員の負担

を軽減する。 

   保護者への緊急連絡の増加に伴い職員室の電話交換機の更新及

び電話機の増設を行う。 

   財源 国 １３，０００千円  市 ２，１２３千円 

・中学校施設感染症対策事業（新型コロナ対策） ４，２１６千円 

   小学校施設と同様の対策を実施 

   財源 国 ３，５００千円 市 ７１６千円 

 ご質問、ご意見ありましたらお願いします。 

 電話も使用が集中して大変ですので、調整してもらいました。 

 では、特にないようですので、ご承認いただけたということでお願い

します。 

議第３号 令和２年度美濃加茂市一般会計補正予算（第１０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  それでは次に入ります。事務局から説明をお願いします。 

長谷川事務局長  ※資料に基づき説明 

・９月１日から開催される令和２年第３回美濃加茂市議会定例会に上程

され、議決を経て補正予算が成立するもの。 

・新型コロナの影響により中止となった事業などについて、予算を減額

する補正を行うものも含まれる。 

・科学のふしぎ解決学習推進事業  △２，１５６千円 

   名古屋市科学館での科学の授業を中止したもの。 

・情報教育推進事業  ４７，３１５千円 

コロナ禍が長引く中、ＧＩＧＡスクール構想の効果を一層図るため、

前倒しでプロジェクターとスクリーンを整備するもの。 

・６月議会で財源の議決を受けたが、今回の補正予算で一般財源１４

３，９３５千円のうち１４０，０００千円を国からの臨時交付金で充

当するという財源の変更を行う。 
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日比野教育長 

長谷川事務局長 

日比野教育長 

 ここまででご質問、ご意見ありましたらお願いします。 

 特にないようですので、次をお願いします。 

・小学校水泳事業  △４，５５８千円 

   市内全校で水泳授業が中止となったことに伴う減額補正 

・双葉中学校組合負担金  ７，９９９千円 

   双葉中学校におけるＧＩＧＡスクール構想推進のため、校内ネッ

トワーク構築、一人１台パソコン整備等による負担金の増額によ

るもの。 

 ここまでのご質問等はよろしいでしょうか。 

（質問等なし） 

 それでは次に債務負担行為の補正についてご説明いたします。 

・放課後児童健全育成事業運営業務  ５８０，０９５千円 

   学童保育の運営を民間会社に委託しているが、今年度で最終年度

を迎える。来年度当初から継続的な事業を運営していくために来

年度以降の予算を予め承認いただきプロポーザルにより新たに

令和３年度から７年度までの５年間について契約を行う。 

 説明が終わりましたが、ご質問等ありましたらお願いします。 

 よろしいですか。ではお認めいただいたということでお願いします。

議第４号 財産の取得について（タブレット等） 

日比野教育長  それでは次に入ります。事務局から説明をお願いします。 

長谷川事務局長 

日比野教育長 

長谷川事務局長 

日比野教育長 

 ※資料に基づき説明 

・６月の議会で補正予算が認められたＧＩＧＡスクール構想に基づく一

人１台パソコン及びプロジェクターとスクリーンの購入について、市

の条例に基づき市議会の議決をもとめる。 

・パソコン５，５１３台、プロジェクター９０台、スクリーン８６台 

・指名競争入札で業者を決定。 

 入札は何社ありましたか。 

 ９社です。 

 今回はＧＩＧＡスクール構想で、額が大きくどうしても注目を浴びま

す。私はこれをチャンスととらえています。今回のコロナだけではなく、

日本は教育面だけでなくパソコンを使う技術が全体に落ちている気が

します。パソコンはアルファベット入力で、指示も英語が多く英語とセ
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ットになっているという意見もあります。このまま遅れをとっていると

具合が悪いです。世界の学力調査の中にもパソコンの項目があるがそこ

だけ日本のランクは非常に低いということで国も動いたみたいです。オ

ンライン授業でも如実に感じました。 

 また、１クラスの人数を何人にするかという話も持ち上がっていま

す。美濃加茂市はそれでなくとも教室が足りませんので、そのままいく

しかないと思います。 

 小規模特認校制度の説明会を来月３回予定しています。これも定着し

てきて、あのような環境で学ばせたいという方々も増えてきています。

伊深小は 1年生だけで２０人になりました。三和小も移住された方もみ

えます。どちらの学校もＧＩＧＡスクール構想に関してはモデル校とし

て市内の先生方の研修もできます。 

 それではご意見、ご質問はありますでしょうか。 

 ないようですので、ご承認いただけたということでお願いします。 

（５）協議・報告事項 

①  小規模特認校制度利用希望者（令和３年度入学等）の募集について 

長谷川事務局長 

日比野教育長 

髙野委員 

・小規模特認校の説明会を３回開催（会場：分庁舎４階第１会議室） 

  ９月１７日（木） 午後７時から 

  ９月２０日（日） 午前１０時から 

           午後２時から 

・希望者に三和小、伊深小の校長先生が直接ＰＲを行う。 

・今年度卒業を迎える児童がいる。進学に際し双葉中を希望することも

ある。 

 双葉中へ行くということは通学距離が相当長くなる場合があります。

 中学校になる際に、本来の校区と違うことは大丈夫ということです

か。 

長谷川事務局長 

日比野教育長 

 基本的なルールとしてはお住まいの校区になります。小規模特認校制

度を使って卒業する児童は、まずご相談をしましょうと。通学距離が長

くなる場合もあるので通学手段の問題もあります。送迎の対応ができる

か等そういった相談をしながら指定校の変更をして双葉中に通うとい

う形になります。 

 ６年間を一緒に過ごした子達と同じ学校に行きたい場合も、卒業して

本来の校区でもいいという場合もあります。 

 では、行事予定をお願いします。 
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②  教育委員会行事予定 

堀部学校教育課長 ※資料に基づいて９月、１０月の行事予定を説明。 

・運動会が中止となっています。各学校で工夫をこらして感染症対策を

行いながら学年ごと等で開催する。 

 １点ご相談がございます。年度毎に教育委員訪問をしておりますが、

コロナ禍において学校におきましても、保護者も授業参観を一度も行っ

ていません。教育委員訪問をどのようにするかをご検討いただきたいと

思います。例年通り訪問するのか、なしとするのか。あるいは様子を見

ることも意義のあることですので１校くらいを見てみようかというこ

ともありますが。訪問先での感染のリスクもありますので、それを含め

て実施のご検討いただければと思います。 

日比野教育長 

鹿野委員 

渡邉委員 

髙野委員 

矢島委員 

日比野教育長 

堀部学校教育課長 

日比野教育長 

堀部学校教育課長 

６、７月頃に例年ご足労いただいてますが、コロナの事情で延期

となっています。状況が変わったとは言えないですが、学校側の準

備もありますので、２校ぐらいでどうでしょうか。例えばタブレッ

トで先行している伊深小を短時間見るなど。コロナ禍で学校がどう

動いているか、様子もご覧いただけるといいと思いますが、事務局

はどうですか。 

学校の負担になりませんか。準備もありますし。 

分担をして人数を少なくし、給食もなしにしてはどうでしょうか。

コロナ禍で学校がどうしているのかには確かに興味はわくことも

ありますので、学校に負担をかけない形で視察しては。 

あまり準備をされないように。 

 廊下から見学をし、校長から説明を受けるなどしてもいいですね。

 そのようなご意向があれば調整いたします。 

 ９月の教育委員会で日程を決めましょう。今、ご配慮いただいた

ように現場に負担のないように。この特殊な状況で学校はどうかと

いうのを見ていただく計画で。 

 では、次回もう少し詳しい内容についてご提案させていただきま

すのでお願いします。 
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日比野教育長 

古川教育センター次

長 

日比野教育長 

古川教育センター次

長 

日比野教育長 

古川教育センター次

長 

 ありがとうございます。 

行事について、社会科作品展についてはどうなっていますか。 

 審査はありますが展示会はございません。表彰は予定しています

が、どのような形式で行うかは未定です。該当となる作品がなけれ

ば開催しません。 

 審査はどのように行いますか。 

 審査は通常どおり行います。どのくらい作品が集まるかはわかり

ません。 

 チャレンジ課題の中によいものがあればそれを出してもいいです

か。 

 社会科作品、科学作品の趣旨にあうものであれば応募できます。 

 前回も少しお話をさせていただきましたが、例年表彰式に教育委

員の皆さまにもご案内をいたしまして、子ども達の頑張りを見届け

ていただく形をとっておりましたが、今年度につきましては密を避

ける形をとりますので大変不本意ではありますが、ご案内は控えさ

せていただきます。 

③ 教育センター事業報告 

古川教育センター次

長 

※資料に基づき事業報告 

・美濃加茂市と加茂郡共同の教育研究会について、春に引き続き秋も中

止となった。 

・作品展の展示は中止とする。積極的にがんばる子ども達もいるので、

窓口は閉じず、審査・表彰は行う。 

・不登校対策は大きな懸案事項。小学校は長期欠席が改善している反

面、新規の案件も出ている。漠然とした不安によるものが多い。 

・中学校はコロナ対応に起因する長期欠席が複数ある。小学校からの継

続、ゲーム依存の兆候も見られる。 

・あじさい教室では学習意欲が高まっており、学校との連携も強くなっ

ている。進学を目指し意欲的に学習する姿が見られる。 

・いじめについては解決に向けて、継続して見届ける必要がある。 

日比野教育長 ご質問、ご意見がありましたらお願いします。 

いじめについては、無理をして学校に行く必要はないと思います。

また、コロナ禍で親もストレスがたまり、家庭で虐待等、深刻な
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事態になる場合もあります。内外教育という冊子に「毒親」という

言葉があった。親であるからと言って高圧的に、子どもを思い通り

にして大変な虐待をするような親です。子どもは健気ですから、自

分が悪いから叱られると思うことが多いと聞いています。学校の力、

教師の力でどこまで家庭に踏み込めるか。すでに資料にあるように

中濃子ども相談センター、家庭相談室、加茂警察署など関係機関と

連携しながら対応をしています。死に至るようなことがあってはな

らない。 

では、教科書採択について報告をお願いします。

（７）その他 

堀部学校教育課長 

日比野教育長 

長谷川事務局長 

日比野教育長 

ご報告させていただきます。各市町村、組合の教育委員会から議決書

が提出され来年度からの中学校での教科書の使用が決定しました。過程

の透明性を示すことを含めホームページに議論の内容等を掲載します。

ありがとうございます。９月１日からオープンになります。 

その他にありますか。 

１１月６日に予定されていました岐阜県市町村教育委員会連合会研

究総会について、中止と連絡がありましたのでご報告いたします。 

それでは、本日の教育委員会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 

・９月２５日（金）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５時００分

 上記会議録は、正当であることを認め署名します。 

  令和２年 月  日 

              教育長 

              教育委員 

              書 記 


