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平成２７年美濃加茂市教育委員会 ９月定例会 会議録 

 

１ 開会日時及び場所 

  平成２７年９月２４日（木）午後１時３０分から午後３時１５分まで 

  市役所分庁舎４階 第１会議室 

 

２ 出席者 

  （教育委員） 

   委員長 安江 ちか子 

   委 員 渡邉 須美樹 

   委 員 横堀 優子 

   委 員 加納 義章 

   委 員 矢島 良子 

   教育長 日比野 安平 

（事務局） 

  事務局長 小田島 史佳 

  学校教育課長 古川 一男 

  教育センター次長 中島 永至 

  教育総務課課長補佐 長谷川 壮重 

 

３ 開会 午後１時３０分 

 

４ 議事日程等 

 （１）教育委員長あいさつ 

 

 （２）教育長報告 

 

 （３）５月定例会会議録の承認について 

 

 （４）議題 

   １．議第８号 美濃加茂市立小学校、中学校通学区域に関する規則の一部を改正する規則

について 

   ２．議第９号 平成２７年度 一般会計補正予算について 

 

（５）協議・報告事項 

 

 （６）その他 

   １．教育センター 

   ２．学校教育課の行事予定 

   ３．第１回 総合教育会議議事録について 
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会 議 録 

 

（１）委員長あいさつ 

 

安江委員長 ※委員長から開会のあいさつ 

  

 

（２）教育長報告 

 

日比野教育長 ※教育長からの報告 

・各学校の運動会は、雨のために練習時間は少なかったが、当日は良い

天気で実施することができている。 

・山手小学校の工事は、教室の改修工事も夏休み中に終わり、子どもた

ちが喜んでいる。廊下を設置し、トイレも新しくなった。良い新学期

が迎えられた。来年は増築を計画している。特別教室を普通教室に改

修して使ってきたが、増築により特別教室に戻すことができる。 

・月刊誌「アエラ」の特集で、当市は移住したいまち全国７位に選ばれ

た。住みよいまちづくりの成果が表れた１つであろう。 

・始業日（9/1）の子どもの自殺問題が全国的にあり、当市では 8/31、9/1

に学校に確認した。 

・市議会にて、部活動顧問教諭に対する旅費や手当について質問があっ

た。当市では、部活動への補助を各中学校に対し１０万円ずつ給付し

ている。教員については、平日であれば手当が付くが、週末の場合は

付かない。 

・給食費の無料化についても議会で質問があった。払える人には払って

もらい、支援すべき人にはしっかり支援していくというのが原則と考

えている。 

・各学校にエアコンが設置されたから夏休みを無くしたらどうかという

意見があるが、夏休みを利用して自らの力で学習しようとする時間も

必要であると思う。 

・文部科学省が行ったいじめ調査（再調査）について、当市では、当初

調査も再調査も差はなかった。いじめはあるが、減ってきている。 

・全国学力テストについて、学習状況調査よりも学力テストの結果のほ

うが注目されてしまっている。各学校の経年変化を調査してみた。１

年生から４年生までは、基礎学力向上に力を入れていきたい。 

 

（３）５月定例会会議録の承認について 

 

安江委員長 それでは、５月定例会会議録の承認について、何かございましたらお

願いします。 
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よろしいですか。 

では、５月定例会会議録は承認といたします。 

 

（４）議事 

議第８号 美濃加茂市立小学校、中学校通学区域に関する規則の一部を改正する規則につい 

  て 

 
安江委員長 それでは議事に入ります。 

議第８号美濃加茂市立小学校・中学校通学区域に関する規則の一部を

改正する規則について、よろしくお願いいたします。 

  

長谷川課長補佐 ※規則の一部改正について資料に基づき説明 

・中蜂屋土地区画整理事業区域にて本換地が完了し、平成２７年４月４

日から新たに町名が付いた。 

・新たにできた町名、あじさいヶ丘１丁目、あじさいヶ丘２丁目、あじ

さいヶ丘３丁目及び山崎町を蜂屋小学校区と定めるもの。 

  

安江委員長 何かご質問はありますか。 

  

渡邉委員 今現在、小学生が住んでいる地区はありますか。 

  

長谷川課長補佐  現在この区域の中には１人も児童生徒はみえません。工業用地のほか

に住宅用地がありますので、新たに住宅が建築されますと児童生徒が住

むことになります。不動産屋からも問い合わせが来ています。 

  

渡邉委員  分かりました。 

  

安江委員長 他にはよろしいでしょうか。 

では、議第８号は原案の通り承認されたとします。 

 

議第９号 平成２７年度 一般会計補正予算について 

 

安江委員長 続きまして、議第９号平成２７年度一般会計補正予算について、よろ

しくお願いします。 

  

古川学校教育課長 ※タンドール製菓株式会社からの寄附に伴う一般会計補正予算について

資料に基づいて説明 

・タンドール製菓（株）から市に対し１，６７５千円の寄附があり、教

育に役立てて欲しいとのこと。 

・各学校に対し有効に活用できる使途を調査し、まとめたので、市議会

にて補正予算案を上程したい。 
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安江委員長  これについてご意見等がありましたらお願いします。 

  

矢島委員  以前、古井小学校からカメラが足らないということを聞きました。活

動の記録を撮影する際に、不都合が生じたことがありましたが、それは

入っていませんが。 

  

古川学校教育課長  今回の調査で、各学校からの要望を聞きましたが、古井小学校からカ

メラについての要望はありませんでした。 

  

矢島委員  記録写真を撮るのに先生個人のカメラも使ってしまったということが

ありました。カメラの台数が足らないから自分の物を使用せざるを得な

いということです。一眼レフなどの高機能のものもありますが、台数が

足らないから個人の物を使ってしまうのは問題かと思います。 

 今回は、学校側から要望されたものということで、承知しました。 

  

渡邉委員  寄附をいただいて、各小学校から約２０万円以内のところで出してく

ださいというようなことだと思うんですが、カメラとか大型プリンター

とか、本当に今すぐ必要なのか。デジタル製品などは 1 年も経てば古く

なりますので、そういう物を買うということが長い目で見た時に本当に

役に立つかということが非常に気になります。 

そうではなくて、例えばデータの漏えい防止のために市としてどうや

って取り組むのかとか、市としてどういうふうに運用、活用するのかと

か、教育委員会事務局側として学校に話とか指導が出来ると良いのでは

という気がします。 

今回についてはよろしいかとは思いますが、今後はもう少し踏み込ん

だ話をしたほうが良いと思います。 

  

古川学校教育課長  おっしゃられたことは十分に今後考慮していきたいと思います。今回

は小学校９校ですが、こうしたまとまったお金もなかなかありませんの

で、どんなものでも良いということではありませんが、この機会に学校

で今子ども達に活用できる物ということで話をしました。例えば古井小

からは今年度特に読書に力を入れていきたいという話があり、この機会

に本を購入していきたいということでした。今回は学校の意向というの

も活かさせていただきたいと思っております。 

  

渡邉委員  太田小のアウトドアタイマーとカルピタ水書板セットというのは具体

的にどんな物なのですか。 

  

古川学校教育課長  アウトドアタイマーというのは、屋外で長距離走のときなどにタイム

を意識しながら行うものです。加茂野小学校はデジタイマーの購入を希
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望していますが、加茂野小学校のデジタイマーは基本的に室内用のもの

で、太田小学校は外でも使えるものです。特に体育の授業を中心に学校

行事等でも使いたいということです。 

カルピタ水書板セットというのは、書写の毛筆の指導のときに黒板に

水で書きますとそれが字の様に見えるという教材用具です。主に教師が

お手本や筆の運びを全体に指導する教材として使用します。大きさは緑

色の黒板の半分ぐらいです。 

  

加納委員 矢島委員が言われたように、困っているという話に関して要望が出て

くるのなら良いですが、古井小の読書についても、寄附が無くても頑張

ろうと思っていたはずなのに、寄附があったから使いたいということに

なったのではと思えてしまう。寄附が無かったらどうするつもりだった

んだろうと。壊れた遊具を直したいという話は以前から聞いていて、そ

ちらに使うのならば「いいね」と思いますが、突然寄附を貰ったから使

い方を決めたのかなと勘ぐってしまうところがある。別にだめだと言っ

てるのではないですが、何となくそんな気がするわけです。 

  

日比野教育長 個々のことで恐縮ですが、古井小学校の校長は、以前白川小学校の頃

に読書で全国表彰を受けておられて、読書のことについては、同じ作者

の作品を何冊か一緒に読む平行読書というものに取り組んでみたいと言

っておられました。この寄附を有効に活用できるのではと考えておりま

す。 

  

矢島委員  私はあれで良いかなと思っておりまして。どの学校にも大体同じ分の

お金を配分したんだろうなと思いまして。 

  

古川学校教育課長  この点については様々なご意見をいただくところですが、今回は各学

校ほぼ均等というふうに判断しました。特色ある学校づくりの事業につ

きましては学校規模で分けておりますが、どうしても小規模の学校は大

きなものが欲しいと思っても予算的に買えないということもありますの

で、今回この寄附につきましては、学校の規模を問わず均等にという判

断をいたしました。 

  

安江委員長  どのように使ったかについては、タンドール製菓さんに後で報告され

るのですか。 

  

古川学校教育課長  特に報告をするということではありませんが、１０月の市議会臨時会

にお諮りするということです。 

  

横堀委員  各学校へ今必要な物を提示するよう事務局から要請されて、各学校か

らはそれが必要な理由を添えて提出してもらったわけですが、先生方か
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らそうした理由や考えを聞き出すような機会は持たれているのでしょう

か。 

  

古川学校教育課長  どういう目的で、どうして必要なのかということは口頭ですが確認し

ました。例えば、古井小は読書の充実を図りたい、加茂野は運動能力が

体力テストでなかなか良い結果が出ないので体力づくりに力を入れた

い、山之上小は地域に根差した太鼓を子ども達に指導しながら地域と一

体化していきたい、そういうことを考えているということであります。 

  

横堀委員  市議会への資料のように掲載してあるということは、各学校で先生の

思いを踏まえて提出され、それを教育委員会事務局のほうでも納得して

挙げられたというふうに受け止めさせていただきますが、よろしいでし

ょうか。 

  

日比野教育長  有効に使われているかどうか、機会を見付けてチェックをしておかな

ければいけないと思います。また、タンドール製菓の方に会う場合は、

必ず御礼を言いたい。各学校からのお礼も必要と思います。 

  

安江委員長 よろしいでしょうか。 

それでは、議第９号平成２７年度一般会計補正予算については、原案

のとおり承認されたとします。 

 

（５）協議・報告事項 

 

（６）その他 

１．教育センター 

 

安江委員長 本日は、協議・報告事項はございませんので、その他に入らせていた

だきます。 

教育センター中島次長、よろしくお願いします。 

  

中島センター次長 ※資料に基づいて教育センターの取組について説明 

 ・教職員向け研修・講座の実施状況及び参加状況について報告 

・美濃加茂市・加茂郡合同教育講演会の感想 

・科学作品展、社会科作品展について報告 

・あじさい小中学生サミット２０１５について報告 

 

日比野教育長 あじさい小中学生サミットでの携帯電話に関する親からのアンケート

結果について、小学５・６年生の所持率が増えてきていて、保護者の関

わりが重要になって来ている。このことについてはＰＴＡに知らせる必

要がある。 
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２．学校教育課の行事予定 

 

安江委員長 学校教育課の行事予定と全国学力テストの結果についてお願いしま

す。 

  

古川学校教育課長 ※資料に基づいて説明。 

・全国学力テストの結果について説明････非公開 

・１０月、１１月の行事予定を説明 

 

３．第１回 総合教育会議議事録について 

 

安江委員長 総合教育会議議事録について、何か意見はございますか。 

  

 ※各委員からは特に意見なし 

  

安江委員長 もし何かありましたら、個別に事務局へ意見を伝えてください。 

最後に、次回定例会について、事務局からお願いします。 

  

小田島事務局長 １０月につきましては、既に日程を決めさせていただいておりますと

おり、１０月２９日（木）午前１０時から、同会場で開催いたします。 

  

安江教育委員長 これで９月の定例会を終了いたします。 

 

閉会 午後３時１５分 

 

 


