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令和３年美濃加茂市教育委員会 ３月定例会 会議録 

１ 開会日時及び場所 

  令和３年３月２４日（水）午後３時００分から午後４時２５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 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 

  学校教育課就学指導係長 犹守 秀一 

３ 欠席者 

  （教育委員） 

   委 員 武田 由美 

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 ２月定例会会議録 

   ② ３月臨時会会議録 

 （４）議事 

議第１号 令和３年度事務局職員の人事異動について 

     議第２号 令和３年度Ｆ－０プラン推進事業「特色ある学校づくり補助金」の決定に

ついて 

     議第３号 独立行政法人日本スポーツ振興センター共済掛金の徴収に関する規則につ

いて 

     議第４号 美濃加茂市特別支援就学奨励費支給要綱の一部を改正する告示について 

     議第５号 美濃加茂市立小中学校学習者用タブレット端末貸与規定について 

     議第６号 美濃加茂市オンライン授業等通信費助成事業実施要綱について 

     議第７号 美濃加茂市地域学校協働活動推進員に関する要綱について 

     議第８号 美濃加茂市教育委員会事務局の組織等に関する規則の一部を改正する規則
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について 

（５）協議・報告事項 

    ① 教育委員会行事予定等 

② 教育センター事業報告 

 （６）その他 
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会 議 録

（１）教育長あいさつ 

日比野教育長 ※教育長から開会のあいさつ 

・社会科副読本を配布した。全面改訂となる。 

・３月議会ではＧＩＧＡスクール構想とコロナ対策が中心であった。 

・今年度最後の定例会となる。コロナに始まり、コロナで終わった。 

（２）会議録署名委員の指名

日比野教育長 会議録署名委員の指名についてです。今日の定例会は、鹿野委員

にお願いします。 

鹿野委員  はい。 

（３）会議録の承認について 

① ２月定例会会議録 

② ３月臨時会会議録 

日比野教育長 次に、会議録の承認についてです。２月定例会会議録と３月臨時会会

議録の２つを事前にお送りしておりますが、訂正等はよろしいでしょう

か。それでは特にないようですので次に進みます。 

（４）議事 

議第１号 令和３年度事務局職員の人事異動について 

日比野教育長 それでは、議事へ入ります。議第１号は人事案件ということで非公開

といたします。 

始めに議第１号、令和３年度事務局職員の人事異動について、事務局

から説明をお願いします。 

長谷川事務局長 

堀部学校教育課長 

※資料を基に、教育総務課に関する人事異動（内示）について説明。 

※資料を基に、学校教育課に関する人事異動（内示）について説明。 

日比野教育長 それでは、議第１号については決定といたします。 
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議第２号 令和３年度Ｆ－０プラン推進事業「特色ある学校づくり補助金」の決定について 

日比野教育長 ここからは公開といたします。 

議第２号、令和３年度Ｆ－０プラン推進事業「特色ある学校づくり補

助金」の決定について、事務局から説明をお願いします。 

堀部学校教育課長 ※資料に基づき、各学校に対する補助金査定額と算出方法について説

明。 

・「学校が楽しい」に繋がる事業を進める。 

日比野教育長  委員の皆さんに査定していただいた結果となります。 

何かご質問ありましたらお願いします。 

では、議第２号につきましてはお認めいただいたということでお願い

します。 

議第３号 独立行政法人日本スポーツ振興センター共済掛金の徴収に関する規則について 

日比野教育長 続いて、議第３号、独立行政法人日本スポーツ振興センター共済掛金

の徴収に関する規則について説明をお願いします。 

長谷川事務局長 ※資料に基づき説明 

・独立行政法人日本スポーツ振興センターの保護者が負担する掛金に

ついて規則を制定するもの。 

日比野教育長 何かご質問がありましたらお願いします。 

この保険は登下校の事故も補償されますね。 

長谷川事務局長 はい。そうです。 

日比野教育長 保障の面でも通学路を使うことが重要ということですね。 

ではご意見がないようですので、ご承認いただけたということでお願

いします。 

議第４号 美濃加茂市特別支援就学奨励費支給要綱の一部を改正する告示について 

日比野教育長 続いて、議第４号 美濃加茂市特別支援就学奨励費支給要綱の一部を

改正する告示について説明をお願いします。 

長谷川事務局長 ※資料に基づき説明 

・国の改正に基づき市の要綱を一部改正するもの。 
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日比野教育長 何かご質問がありましたらお願いします。 

それでは質問がないようですので、お認めいただいたということでお

願いします。 

議第５号 美濃加茂市立小中学校学習者用タブレット端末貸与規定について 

日比野教育長 続いて、議第５号 美濃加茂市立小中学校学習者用タブレット端末貸

与規定について説明をお願いします。 

犹守係長 ※資料に基づき説明 

・タブレット端末を貸与するにあたり規定を制定するもの。 

・活用のルールを守ることを同意した上で貸与を申し込む。 

・令和３年４月１日から施行したい。 

日比野教育長 

鹿野委員 

犹守係長 

日比野教育長 

矢島委員 

犹守係長 

矢島委員 

犹守係長 

矢島委員 

すでに配布されていますね。事前作業として契約を締結する。４月す

ぐに家庭に持ち帰らず夏休み明けくらいから使用する予定。コロナでの

休校も想定しています。今後、不登校児童、生徒にも活用できないかと

思います。 

※資料について確認 

 子どもが読む文章にしては難しいのではないですか。 

 保護者に読んでいただき、子どもに説明してもらう意図で作成しまし

た。 

 いずれにしてもわかりやすいほうがいい。 

 Ａ４用紙一枚の約束について学校でもらってきました。 

 来年度の使用について保護者に周知するためのものです。今回配布す

るものは守ってもらいたいルールが記載されたものです。 

 タブレットを使うことができなくなった場合はどうなりますか。あっ

てはならないことだと思いますが、どのように対処されますか。 

 保護者との話し合いになります。悪意のある使い方はできません。指

導をしていきますが、タブレットを取り上げることはなかなか難しいこ

とです。 

 こういうものを与えると起こり得ることですが、なくては円滑な授業

ができなくなる。 
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犹守係長 

矢島委員 

日比野教育長 

渡邉委員 

犹守係長 

日比野教育長 

犹守係長 

日比野教育長 

 どの学習教材でも同じですが、トラブルがある可能性を承知した上で

の指導となります。規定を厳しくすることで警告の意味もあります。 

 わかりました。想定外が色々出てくる。 

 全国一斉に始まった事業ですが、４月からスタートできない自治体も

ありますが、美濃加茂市は４月から使用できます。 

 申込書は子どもが持ち帰って、親が記入するのでしょうか。説明会や

保護者向けの説明がないと「読んでおいてください。」では心配はあり

ます。 

 この用紙はＡ３見開きにし、説明文と申込書及び同意書とします。切

り取って提出としますので読んだうえでの提出となります。 

 外国籍児童については配慮が必要ですね。 

 翻訳版を配布いたします。 

 やってみないとわからないところもありますね。家庭でも活かすこと

ができるか。 

 それでは他にご意見ないようですので、お認めいただいたということ

でお願いします。 

議第６号 美濃加茂市オンライン授業等通信費助成事業実施要綱について 

日比野教育長 続いて、議第６号 美濃加茂市オンライン授業等通信費助成事業実施

要綱についいて説明をお願いします。 

犹守係長 ※資料に基づき説明 

・コロナや大規模災害によって長期の休校を余儀なくされた際にタブ

レットを持ち帰る授業をするためのもの。 

・オンライン授業実施期間に貸与されたルーターで使用するＳＩＭカ

ード購入に係る費用を助成。 

日比野教育長 

犹守係長 

何かご質問がありましたらお願いします。 

ＳＩＭカードは 

ルーターがあり、家庭ですとコードで繋がり通信料を払っています。

ＳＩＭをさすことで通信料が発生して支払うことになります。ルーター
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日比野教育長 

矢島委員 

犹守係長 

矢島委員 

犹守係長 

矢島委員 

犹守係長 

日比野教育長 

を使用すると保護者等のスマホもつなげることができてしまいます。 

Wi-Fi 環境が整っていない家庭は５％でした。意外に充実していま

す。 

ルーターはいくらくらいですか。 

 ９千円くらいですが、全額補助金の対象となります。 

 ＳＩＭカードを入れることで子どもが使用する分が記録されるので

すか。 

 ギガ数で発生する費用が変わりますので、使用しなくても費用は発生

します。 

 親が使った場合はどうなりますか。 

 親が使ったかどうかはわかりません。 

 そういう問題も出てきますね。ではよろしいということで。 

議第７号 美濃加茂市地域学校協働活動推進員に関する要綱について 

日比野教育長 続いて、議第７号 美濃加茂市地域学校協働活動推進員に関する要綱

について説明をお願いします。 

堀部学校教育課長 ※資料に基づき説明 

・令和３年度に山之上小学校、加茂野小学校の２校をコミュニティスク

ールに移行し、令和４年度には全小学校が移行する。 

・コミュニティスクールを推進する地域学校協働活動推進員を置くた

めのもの。 

日比野教育長 この１年準備を進めていただいた。質問ありませんか。 

ないようですのでお認めいただいたということでお願いします。 

議第８号 美濃加茂市教育委員会事務局の組織等に関する規則の一部を改正する規則につい 

  て 

日比野教育長 続いて、議第８号 美濃加茂市教育委員会事務局の組織等に関する規

則の一部を改正する規則について説明をお願いします。 
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長谷川事務局長 ※資料に基づき説明 

・令和３年度の人事異動に関わるもの。 

日比野教育長 給食センターは老朽化が進んでいます。地下の配管についても古くな

っています。 

ご質問ありましたらお願いします。ないようですのでお認めいただい

たということでお願いします。 

では予定議案は全て終了いたしました。 

（５）協議・報告事項 

 ① 教育委員会行事予定等 

堀部学校教育課長 ※資料に基づいて４月、月の行事予定を説明。 

・４月１日（木）：服務宣誓式 

・４月７日（水）：入学式、始業式 

 ※４月定例会の日程調整 

・４月２６日（月）午後３時から（分庁舎４F第１会議室） 

 ② 教育センター事業報告 

古川センター次長 ・本年度事業のまとめ資料を配布 

・不登校数が増加傾向にある。 

・昨日、あじさい教室の卒室式を開催した。心にしみる良い会であった。

・本年度は社会科副読本を作成した。来年度からは性教育副読本を作成

する。 

（６）その他 

日比野教育長  その他はよろしいですか。 

それでは、本日の定例会を終わります。 

お疲れさまでございました。 

閉会 午後４時２５分


