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平成２８年美濃加茂市教育委員会 ２月定例会 会議録 

 

１ 開会日時及び場所 

  平成２８年２月２５日（木）午前９時００分から午前１０時３５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） 

   委員長 渡邉 須美樹 

   委 員 矢島 良子 

   委 員 加納 義章 

   委 員 安江 ちか子 

   委 員 鹿野 久美子 

   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 午前９時００分 

 

４ 議事日程等 

 （１）委員長あいさつ 

 

 （２）教育長報告 

 

 （３）１１月定例会会議録の承認について 

 

 （４）１２月定例会会議録の承認について 

 

 （５）議題 

     議第１４号 平成２８年度学校教育の方針と重点について 

     議第１５号 平成２８年度一般会計予算に関する教育委員会の意見について 

 

（６）協議・報告事項 

   １．美濃加茂市非常勤の特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条

例について 

   ２．事務の共同実施について 

 

 （７）その他 

   １．教育センター 

   ２．学校教育課の行事予定 
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会 議 録 

 

（１）委員長あいさつ 

 

渡邉委員長 ※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 

・Ｆ－０については、どこに出してもこれが美濃加茂市の特色であると

言えるものだと思う。 

・伊深小学校で、昨日、特色ある活動の一つとして取り組む「マンスリ

ー特別あいさつデー」という活動が行われた。 

・坪内逍遙大賞について、５月２３日に記者発表を行い、８月２７日（土）

が授賞式を予定している。 

・１月２９日、朝日賞の授賞式が東京で行われ、出席した。 

・小規模特認校制度について、説明会を生涯学習センターで行う。大規

模校に通学する児童、保護者を対象にした説明会。 

・英語教育に関する特例校について、東中校区で行ってきたものを平成

２８年度では西中校区にも拡大する。小学校高学年で専門性のある教

諭から教わることは良いことと思う。 

・不登校問題について、文部科学省から指定校の指定を受けて研究して

欲しいとのこと。受けることとした。 

 

 

（３）１１月定例会会議録の承認について 

 

渡邉委員長 では、会議録の承認について、本日は１１月と１２月の会議録があり

ます。まず、１１月定例会の会議録につきましてご意見等ありましたら

お願いします。 

   

安江委員  ６ページの私が発言した箇所ですが、インターネットの活用に関する

部分を簡潔にしていただきたいのと、７ページの一番下の行で「きょう

だい」と平仮名で記載されていますが、平仮名が良いのか漢字の方が良

いのでしょうか。 

   

長谷川課長補佐 「きょうだい」につきましては、「兄弟」「姉妹」「兄妹」「姉弟」と様々

な「きょうだい」に配慮して平仮名にしてあります。 
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安江委員 パソコンに「きょうだい」と入力すれば「兄弟」と出てきますが、表

現方法についてはお任せします。 

   

渡邉委員長 その他はいかがでしょうか。 

では、安江委員からの６ページの発言については簡潔にしていただく

ということと、７ページは平仮名のままでよろしいかと思います。 

それでは、１１月の会議録は承認といたします。 

 

（４）１２月定例会会議録の承認について 

 

渡邉委員長 続きまして、１２月定例会の会議録について、ご意見等はございませ

んか。 

   

長谷川課長補佐 ※横堀前委員からのご意見について及び誤字脱字等の修正について説

明。 

   

渡邉委員長  只今事務局の方から説明がありましたが、いかがでしょうか。説明が

あった箇所の他にはよろしいでしょうか。 

 

※委員からの意見なし。 

 

渡邉委員長 では、１２月定例会の会議録は承認いたします。 

 

（５）議題 

議第１４号 平成２８年度学校教育の方針と重点について 

  

渡邉委員長 続きまして議題へ入ります。 

議第１４号、平成２８年度学校教育の方針と重点について、事務局か

らお願いします。 

  

古川学校教育課長 ※資料に基づき、平成２８年度学校教育の方針と重点についての要点を

説明。 

・基本的には平成２７年度版と大きくは変らない。文言を分かりやすく

した。 

・めざす姿は昨年度と同じである。 

・市として何を大切にしたいかを明確に示すため、２点箇条書きとした。 

 ①学力を付けること 

 ②不登校を減らすこと 

・重点となる３つの柱。内容は同じだが、表現を変更した。 

  ①授業づくり 

  ②学校づくり 
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  ③環境づくり 

・教職員の資質に関する項目を変更した。 

  ①指導力 

  ②倫理観と規範意識 

  ③健康管理 

 

渡邉委員長  ありがとうございました。只今説明をいただきましたが、いかがでし

ょうか。 

では、一つよろしいでしょうか。 

「重点」となる柱の一つである「授業づくり」について、平成２７年

度版には入っていなかった「教職員研修の充実」というのがありますが、

一番下の「教職員の資質向上」の欄にも「指導力を上げる」と記載され

ている。「教科指導、生徒指導、学級経営」という視点があって、それが

「重点」の欄にも位置付けられたということになると思うのですが、そ

の辺りの関連はどうなのでしょうか。 

 

古川学校教育課長  今年度の「授業づくり」の項目の中に「授業力を高める研修の充実」

ということもありましたので、こうした項目を一度に無くしてしまうと

誤解を受けるかなという思いで入れさせていただきましたが、今委員長

さんからご指摘のありましたように、一番下の「教職員の資質向上」の

欄に「指導力」ということも入れておりますので、重複しているような

違和感を抱かれたかと存じます。一方だけに記載しておくということも

可能かと思います。 

  

安江委員  同じ内容が重複して書かれているとは思います。 

  

渡邉委員長  「重点」としては、「教職員研修の充実」ということを考えられて、「教

職員の資質向上」の中で指導力を上げていくという意味を、例えば「授

業力を高める研修の充実」というような文言で表現するなど、具体的に

は「教職員の資質向上」の欄で取組がされるという流れが分かるように

まとめられると良いのではという気がしますが。 

  

古川学校教育課長  教職員の研修に係る部分につきましては一度見直しを図ってみます。 

  

渡邉委員長  それから、重点項目の「環境づくり」についてですが、「歯と口の健康

づくり」は平成２７年度のものにも入っていますが、平成２７年度は歯

科医による県の大会が当市であったので分かりますが、来年度も歯と口

についての健康づくりということを重点として挙げていくべきことなの

か、例えば目や耳について特に取り組むという考えはいかがでしょうか。 

  

安江委員  歯と口の健康づくりについては、平成２４年に美濃加茂市民の歯と口
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腔の健康づくり条例が制定されています。美濃加茂市は太田小、古井小、

山手小が特に力を入れていますが、どの学校でも歯に関する取組は大切

なことだと思います。 

  

古川学校教育課長  安江委員さんのお話のように、美濃加茂市として学校教育の中でも歯

と口の健康づくりが大事だということで今迄進んできています。「学校教

育の方針と重点」に示すことによって各学校が拠り所として歯磨き等の

活動を展開しております。そうした意味もありまして、活動の拠り所と

して平成２８年度も引き続き示したいと考え、記載させていただいてお

ります。 

  

渡邉委員長  学校で子ども達に大切だと教えていくことは大事だと思いますが、項

目として「地域ぐるみの教育の環境づくり」の欄の中に記載されるとな

ると、地域ぐるみで、地域の歯科医とそういう取組をやるのかと。何か

少し違和感がありますので、ちょっと見直していただいたらと思います。 

  

古川学校教育課長  ご指摘いただきました「地域ぐるみの教育の環境づくり」の中で、学

校歯科医の先生方が可茂地区の歯科医師会と関係が深いため、そうした

連携も意図して活動していこうと思っております。 

  

日比野教育長  歯科医に限らずとも眼科医などもみえる。医者も専門分野が分かれて

いるので、中には専門外のことには消極的な方もみえる。市の計画など

に方針が策定されていれば良いが、一度確認をしておいてもらいたい。 

 また、「分かる・出来る・喜びのある授業づくり」と、ユニバーサルデ

ザインの視点を取り入れることについて、同じような内容のものが２箇

所あるので、一つにまとめられないかと思います。 

  

古川学校教育課長 おっしゃるとおり、一つにまとめた方がすっきりいたします。 

  

加納委員 去年もそうだったのですが、「学校づくり」という項目は、「授業づく

り」「環境づくり」と並列に書かれていますが、基本的に全体が学校教育

の方針である「学校づくり」だと思うので、他の２つよりもっと大きな

括りになるような気がします。「授業づくり」も「環境づくり」も含めて

「学校づくり」なのではないかと思います。 

  

日比野教育長  いじめの根絶や不登校の未然防止、多文化共生についても記載してい

ますから、新たに、安心・安全に学校生活を送れるようにという旨の意

味合いも色濃く出そうとすれば、そういう大きな括りの見出しとも考え

られますね。 
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古川学校教育課長 ご指摘いただいたこともごもっともでありますが、多方面に亘る大き

な変更になってしまいそうですので、何かもうちょっといい表現ができ

ないか、上手く改善できないか検討いたします。 

  

安江委員  平成２７年度の方針を作成する際に、それまで取り組んできた読書が

衰退してしまわないように「みのぼん」のイラストを入れた経緯があっ

たかと思いますので、ＰＴＡ活動を推進するためにも、Ｆ－０坊やと合

わせて２本柱で「みのぼん」のイラストもどこかに入れていただくとよ

ろしいかと思います。 

  

日比野教育長  「みのぼん」のぬいぐるみが各学校には置いてあって、子ども達の間

でも広く知れ渡っているのは嬉しいことです。 

  

古川学校教育課長  読書に関係のある「環境づくり」の項目の辺りに「みのぼん」のイラ

ストを挿し込んでみます。 

  

渡邉委員長  それでは、この件については、継続審議ということでよろしいでしょ

うか。 

  

日比野教育長  ３月７日に臨時の教育委員会を開催する予定ですので、その時に再度

見ていただいて決定していただければと思います。 

  

渡邉委員長  他にお気づきのことがありましたら、臨時の教育委員会までに事務局

へ直接お伝えください。 

  

議第１５号 平成２８年度一般会計予算に関する教育委員会の意見について 

  

渡邉委員長 続きまして議題へ入ります。 

議第１５号、平成２８年度一般会計予算に関する教育委員会の意見に

ついて、お願いします。 

  

小田島事務局長 ※資料を基に、教育総務課に関する予算について説明 

 ・全３９事業 

 ・新規事業として 

 ①学童保育待機者解消事業････本郷教員住宅を改修し、放課後児童ク

ラブを開設して学童保育の待機児童の解消を図る。 

 ②小学校増築事業････山手小学校は今まで特別教室を普通教室に転換

してきたが、増築することにより教室を移し、特別教室を設ける。 

 ③小学校地籍調査事業････加茂野小学校の敷地の地籍調査を行う。 

  

古川学校教育課長 ※資料を基に、学校教育課に関する予算について説明 
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 ・全２３事業 

・新規事業として 

 ①教職員研修事業････授業力の向上を図るため、県内先進校等を見学

訪問しスキルアップを図る。 

 ②発達支援事業････教育センター内に発達支援係を設置し、小中学校

の児童生徒の発達障害に関する相談・支援の強化を図る 

 ③活躍する生徒支援事業････部活動で東海大会・全国大会に出場する

生徒と引率教員の旅費の支援。 

・継続事業として、フロム０歳プラン推進事業、学外講師派遣推進事業、

英語教育推進事業、外国人児童生徒就学促進事業、教育センター運営

事業、中学校教育振興事業、幼稚園就園奨励補助事業、情報教育推進

事業、いじめ対策事業を実施する。 

 ・フロム０歳プラン推進事業････特色ある学校づくりに対する補助。 

・情報教育推進事業････伊深小学校、三和小学校、東中学校にタブレッ

トを導入。 

・いじめ対策事業････ハイパーＱＵテストの実施や美濃加茂市いじめ防

止対策審議会の運営。 

  

渡邉委員長  只今、教育総務課と学校教育課の概要説明をいただきました。先日も

某新聞に美濃加茂市が教育に大きく予算を増やしているという記事が載

っていました。事業や予算について、質問等がありましたらお願いしま

す。いかがでしょうか。 

小学校は２校、中学校は１校にタブレットを導入するとのことですが、

小学校費と中学校費の予算額がほぼ同額になる理由は何か。導入する台

数が同じくらいなのか。その理由は何ですか。 

  

古川学校教育課長  台数としては、小学校２校、中学校１校ということで、小学校の合計

台数と中学校の導入台数には若干の差があります。 

  

渡邉委員長  導入しようとする台数に対して予算額が高くないかと思います。コン

ピューター本体やソフトについては、極端に安いものですと定価の１割

ぐらいで購入できます。学校の生徒や先生が使う物は、将来の継続使用

も見込んで価格を安くしてくれるものと思います。 

  

古川学校教育課長  予算化を図る際に、パソコンにいくつかのソフトをインストールして

おくことも含めての予算計上ということもあり、価格が高くなってしま

うことも想定しております。しかし、複数の業者と折衝を進めていく中

で少しでも単価を下げ、より多くの台数を更新できるようにできればと

思っております。 

  

日比野教育長  タブレットの導入を始めて４年目になりますから、年数が経つにつれ
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て新しい機種を入れてきています。そうしますと、早くに導入した学校

のものが古くなり、将来必ず更新しなくてはならなくなります。 

 委員長のご意見もごもっともです。 

  

古川学校教育課長  限られた予算の中でできるだけ多く導入できればと思います。 

  

日比野教育長  別件になりますが、部活動の東海大会以上の生徒の支援について、活

躍する生徒が大勢出てきた場合に、予算が無くなってしまわないかとい

う意見があります。他の自治体では、年度末に精算しているような例が

あるそうですが、年度末に予算を流用して支払うようなことは考えられ

ませんから、予算の範囲内でということで、減額されることもあり得ま

すか。 

  

古川学校教育課長  予算の範囲内ということでありまして、予算額が限度額として考える

ことになります。 

  

日比野教育長  そうすると、少し注意が必要です。援助が出ることばかりを説明して

おいて、年度末近くになったら予算が無くなって、援助してもらえない

場合もある。こういうことも予め説明しておく必要がある。 

  

渡邉委員長  逆の場合もあって、予算が残ることも考えられる。 

  

古川学校教育課長  予算が足りなくなるほど子どもが活躍してくれれば嬉しいことです

が、公費でありますので、無理に予算を執行するということではなく、

残った場合はお返しします。 

  

安江委員  例えば吹奏楽部などが東海大会に行くことになった場合は、上限が決

まっていれば頭割りで良い訳ですから。 

  

渡邉委員長  その他はいかがでしょうか。 

それでは、議第１５号、平成２８年度一般会計予算に関する教育委員

会の意見については原案のとおり承認したいと思います。 

 

（６）協議・報告事項 

 

渡邉委員長 次に協議・報告事項に移ります。 

美濃加茂市非常勤の特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一

部を改正する条例についてですが、事務局から説明をお願いします。 

  

小田島事務局長 ※資料に基づいて概要を説明。 

・学校医及び薬剤師等の報酬について、診療報酬の改定に合わせて支給
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額を改定する。 

  

渡邉委員長 資料の表のところに下線が引いてある箇所ですね。分かりました。 

続きまして、事務の共同実施について、説明をお願いします。 

  

長谷川課長補佐 ※資料に基づいて目的及び概要を説明。 

・各学校の事務職員による事務の共同処理を行うことにより、事務の効

率化を図り、先生方の抱えている事務仕事を事務職員が引き受けるこ

とによって先生たちが児童生徒に関わる時間を少しでも多くし、教育

環境をより良くしていくことを目的とする。 

・要綱は３月の教育委員会で提示する予定。 

  

渡邉委員長 説明が終わりましたが、いかがでしょうか。 

  

矢島委員 双葉中学校は双葉中学校で独立してされるのですか。 

  

長谷川課長補佐 双葉中学校につきましては、美濃加茂市富加町中学校組合立というこ

ともありますが、始めからの共同実施への参加はされないという思いが

富加町のほうにあります。 

  

渡邉委員長 他はよろしいでしょうか。 

予定の時間となりましたが、その他よろしいでしょうか。 

 

（７）その他 

１．教育センター 

 

中島センター次長 資料「平成２７年度美濃加茂市教育センターの運営方針と重点」を配

布しておりますので、またお目通しください。 

 

２．学校教育課の行事予定 

 

渡邉委員長 続いて、学校教育課の行事予定をお願いします。 

  

古川学校教育課長 ※資料に基づいて３月の行事予定を説明 

・３月７日： 中学校卒業式 

・３月２４日： 小学校卒業式 

・３月２５日： 終業式 

 

その他 

 

渡邉委員長 次回の臨時会の開催は、平成２８年３月７日（月）午前１１時３０分
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から。中学校の卒業式終了後、この分庁舎４階第１会議室で行います。 

併せて３月定例会の予定ですが。 

  

 ※日程調整 

  

小田島事務局長  それでは、３月の定例会は、３月２８日（月）１３時から、同会場で

行いたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

  

渡邉委員長 それでは２月の定例会をこれで終わります。お疲れさまでした。 

 

閉会 午前１０時３５分 

 

 


