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平成２８年美濃加茂市教育委員会 ４月定例会 会議録 

 

１ 開会日時及び場所 

  平成２８年４月２７日（水）午後１時３０分から午後３時２０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 可児 靖教 

  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）１月定例会会議録の承認について 

 

 （４）議題 

     議第１号 美濃加茂市の教育について 

 

     議第２号 小規模特認校制度の導入について 

 

     議第３号 美濃加茂市いじめ防止対策審議会の委員の任命について 

 

（５）協議・報告事項 

 

 （６）その他 
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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 

・先日の新聞に、西中学校と東中学校の陸上選手の記事が載っている。

美濃加茂市の宝であり、オリンピック金メダルを狙うと言っている。 

・入学式にご出席いただき、ありがとうございました。 

・春休み期間中、児童生徒に大きな事故等は無かった。 

・双葉中学校の交通安全指導を教育委員会事務局の職員が年度始めに１

週間行った。 

・岐阜県教育長会議に参加した。教師の多忙感を解消したいとのことだ

が、決定的な解決策が見出せない。美濃加茂市においては「８」が付

く日と毎週水曜日は早く帰宅するよう促したい。 

・東海北陸都市教育長会に参加した。事例の発表者として、学校規模の

適正化、小規模特認校制度の導入について１時間ほど話した。有意義

な情報交換ができた。文部科学省の担当者も出席していたので、美濃

加茂市の児童生徒増に対する様々な取組について説明し、理解を求め、

財政上の支援を依頼した。 

 

 

（３）１月定例会会議録の承認について 

 

渡邉委員長 それでは、１月定例会会議録の承認についてよろしくお願いします。

いかがでしょうか。私から事前にＦＡＸで送りましたが。 

   

長谷川課長補佐 ※渡邉委員長からの意見について説明し、表現等の一部を修正すること

とした。 

※矢島委員、安江委員から一部表現の修正の依頼あり、修正することと

した。 

   

渡邉委員長  いかがでしょうか。 

それでは、ご意見をいただいた箇所について修正していただいて承認

ということでよろしくお願いします。 
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（４）議事 

議第１号 美濃加茂市の教育について 

 
渡邉委員長 続きまして議題へ入ります。 

議第１号、美濃加茂市の教育について事務局から説明をお願いします。 

  

可児事務局長 ※平成２８年度版「美濃加茂市の教育」について説明。 

・美濃加茂市の経営理念 

・美濃加茂市教育委員会及び教育委員会事務局並びに関係部署組織 

・教育委員会の附属機関等 

・市の教育に関する予算の概要 

・美濃加茂市学校教育の方針と重点 

（１）ユニバーサルデザインの視点を取り入れた授業づくり 

（２）人間尊重の気風がみなぎる学校づくり 

（３）地域ぐるみの教育の環境づくり 

・教育委員会関係各課の概要（教育総務課（総務係、施設管理係）） 

（１）学校施設整備計画の推進 

（２）学校施設の適正な維持管理 

（３）放課後児童健全育成事業（放課後児童クラブ）の適正な運営 

（４）小規模特認校制度の導入 

・教育委員会関係各課の概要（教育総務課 学校給食センター（業務係）） 

（１）食中毒防止のために衛生管理の徹底を図る。 

（２）安心安全で美味しい給食の提供 

（３）食に関する指導 

 

古川学校教育課長 ・教育委員会関係各課の概要（学校教育課（教育指導係、生徒指導係、

就学指導係）） 

（１）FROM-0歳プランの推進 

（２）英語教育の推進 

（３）いじめ対策の推進 

（４）支援員、相談員、ふれあい安全サポーターの配置の推進 

（５）情報教育の推進 

（６）教職員研修の推進 

（７）学外講師派遣の推進 

（８）外国人児童生徒の就学指導の充実 

（９）地域学習の充実 

（10）活躍する生徒の支援 

  

中島センター次長 ・教育委員会関係各課の概要（学校教育課 教育センター（発達支援係、

研修指導係）） 

（１）教職員の資質向上 
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（２）不登校対策の推進 

（３）生徒指導対策の推進（生徒指導スーパーバイザーの設置） 

（４）発達の困り感をもつ児童生徒への相談支援の推進 

（５）子どもの学習支援 

（６）その他サポート事業 

  

可児事務局長 ※平成２８年度版「美濃加茂市の教育 資料編（市長部局）」について説

明。 

・地域振興課の重点施策 

（１）人権教育・啓発 

（２）国際交流事業 ほか 

・生涯学習課の重点施策 

（１）加茂野交流センター建設 

（２）地域教育推進事業 

（３）地域活性化スクール【もっと教育】 ほか 

・スポーツ振興課の重点施策 

（１）支えるスポーツの推進 第７０回全国レクリエーション大会（ユ

ニカール競技） ほか 

・文化振興課の重点施策 

（１）文化の森の運営 ほか 

・こども課の重点施策 

（１）潜在的な待機児童の解消 ＩＣＴを活用した保育環境の改善 ほ

か 

  

渡邉委員長  説明をいただきました。平成２８年度「美濃加茂市の教育」というこ

とで、教育の方針や具体的な事業について記載されています。ご質問、

ご意見等がありましたらお願いします。 

  

鹿野委員  教育総務課の重点施策で、学校トイレ改修整備事業についてですが、

この度の熊本の震災の時に報道されていましたが、子ども達が避難所の

和式トイレが使えない。それは、家庭でも外でも洋式の非常にきれいな

トイレしか利用していないので、震災のような非常事態になった時に対

応できないというようなことになってしまっている。勿論、洋式化すべ

きではないと言っているわけではありませんが、和式トイレでも使える

ような子ども達になるような配慮がどこかであるといいかなと思いまし

た。 

  

安江委員  今年の入学式は雨が降って寒い日でした。私が伺った下米田小学校で

は、新１年生のトイレの列が凄く、結局洋式トイレが１つくらいしかな

くて、児童が並ぶのです。保育園が既に洋式になっているところが多い

そうです。だから小学校の低学年が突然和式を使わなければいけなくな
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る。そういう点でも低学年のトイレを考えていただければと思います。

家庭も保育園でもどの程度洋式になっているんでしょう。殆ど洋式だと

お聞きしましたが。 

  

可児事務局長 保育園のほうも、小学校に和式が残っているということもあって、全

部は洋式にしないということで和式と洋式と両方あります。しかし、生

活様式の変化で自宅では洋式トイレが多くなっていると思いますので、

当方としましても洋式を増やしたいと思いますが、予算の関係や今のお

話のように旅行先や非常時にトイレが使えないというような状況になら

ないように、和式でも洋式でも使えるようにできる環境は残したいと思

います。どのぐらいが洋式でどのぐらいが和式が良いかということにつ

いてはまた検討が必要ではあります。 

  

鹿野委員 子ども達の足が踏ん張れなくなってきているということも聞きまし

た。足で踏ん張ってかがむということが出来なくなっていると。体力の

問題になっている。何か大きいですよね、こういう事って。 

パソコンも同様だと思います。色んな事を辞書を使って調べることを

知っている上でパソコンを使うのならいいですけど、始めから教科書が

パソコンやタブレットとなると、少し心配になります。 

  

渡邉委員長  １年生に上がる時に、保育園の先生から「和式トイレの使い方を教え

てから小学校へ入れて下さいね」と言われ、和式トイレのある所を探し

たという話を聞きました。また先ほどのお話のように、少年野球でキャ

ッチャーがしゃがめなくてひっくり返ってしまうというようなことも聞

きました。洋式トイレだけがその原因ではないと思いますが、やはり様々

な面で生活環境が変わってきて、先の非常事態時やいろいろな場面のこ

とを考える訳ですが、それら一つ一つを教育のテーマに取り上げて協議

すべきものでもないような気もしますし、しかし一方では逞しく生きて

くためにはそれも必要なのかなと思ったりもします。本当に難しいです。 

  

日比野教育長 昔は和式トイレを全員が毎日何分かは使用していたわけで、それで足

が鍛えられたという一面もある。山の中の自然公園などに限らず都会で

も和式が残っている所がある。和式を残しつつ、洋式化を進めていけば

良いのではないかと思います。 

  

可児事務局長  現状は、和式が多く洋式が少ない状況です。洋式が１割ぐらいだと思

います。今のお話しのように生活様式に合わせるならば短期間で半々ぐ

らいに改修していきたいとは思っているのですが、和式から洋式に改修

すると１箇所６０万円以上かかります。また、洋式と和式とでは必要な

スペースが異なりますので、今まで４つの和式があったのに３つの洋式

しか設置できないというようなことにもなり、大規模改修をせざるを得
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ないということもありますので、出来る範囲内でトイレの改修の洋式化

を進めていくということで、移行期という状況の中で早めに改修が進め

られれば良いと考えています。 

  

日比野教育長  以前、矢島委員から、洋式トイレは衛生的に気を付けないといけない

というお話を聞きましたが、よくよく考えると確かにそうだなと理解し

ました。 

  

矢島委員 衛生的にきちんと管理されていれば良いですが、子ども達は床を拭い

た布でそのまま便座も拭いてしまったりすると、雑菌がいっぱい付いて

しまう。そして婦人病の感染を心配するのです。 

  

安江委員 話は変わりますが、先ほどタブレットが全ての学校で整備されるとい

うことでしたが、早く導入された端末については、ソフトやプログラム

が古くなってしまっていると聞いています。ソフトの更新などに必要な

予算はどうなっていますか。 

  

古川学校教育課長 太田小学校が一番早くプログラム自体を換えていると思いますが、今

の傾向ですと４年ぐらいで古くなってくるような状況です。その更新を

いかにしていくかということも、予算とのバランスを考えながら更新の

ことを考えていきたいと思っています。そして、同時に１校当たりの数

を増やしていく必要もあると考えています。 

  

日比野教育長 児童生徒数が７００人の学校でも３００人の学校でも４０台ではとい

う指摘は、議会でも出ています。 

  

安江委員  タブレットを使ってくださいと言ってもその内容が古ければ使えない

ですし、早くに導入された学校でも始めの頃は上手に授業で活用されて

いました。新しく導入された学校は喜んで使っていただけると思うので

すが、やはり内容の更新のことも考えていただきたいと思います。 

  

鹿野委員  内容だけの更新はできないのですか。 

  

古川学校教育課長  更新は可能です。 

  

矢島委員 やはり、それだけのお金をかけて、それに見合うだけの活用がされて

いるのかどうかというのが問題だと思います。 

  

古川学校教育課長  安くないお金を費やしておりますので、それをいかに学校現場で活用

してるかという所を今後きちんと検証して次に進めていかなければいけ

ないということは確かに考えております。 
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安江委員 タブレットが入ったことにより山之上小学校がダボ市と交流したと伺

いました。これからの子ども達のために、タブレットの活用方法はいろ

いろあると思います。また、美濃加茂市はタブレットの導入によりパソ

コン室を普通教室に改修した例もあります。 

  

日比野教育長 パソコン室では大きなデスクトップが置いてあって、教室の後ろを向

いて授業を受けていた児童達もいました。また、パソコンを１５分使う

のに教室を移動していたわけで、タブレットなら教室で１５分使って横

に置いておけばいいわけです。若い先生方が増えてくるに従って自然に

慣れた人が増えてくるという気がしています。 

  

矢島委員 授業中に児童が一斉に使用するとなかなか繋がらない状況があるとき

きましたが、どの程度皆がちゃんと使えるものなのですか。 

  

古川学校教育課長 これは無線ＬＡＮが繋がってない状態が発生している訳でして、使用

する場所によって上手く作動しない場合があります。活用しやすい環境

作りも課題の一つです。 

  

渡邉委員長 準要保護についてですが、「認定者への就学補助金を市が 100％支出す

るため」のように、また、「事務量も比例して増加している」というよう

なふうに表現を修正してください。 

また、学校給食センターの取組の中で、ふるさと給食の実施について

は、今年度は加茂野小学校で１回だけの実施なのですか。ふるさと給食

はどういう感じで行われるのですか。 

  

可児事務局長  ふるさと給食は年に１校だけとなります。地産地消のようにその地域

に見合った学校給食を保護者と一緒に食べるというものです。 

  

渡邉委員長  出来るなら１回だけでなく２回、３回といろんな所で実施したら良い

と思います。内容や回数も考慮して、増やせるものであれば増やしてい

ただきたいと思います。 

 それから学校教育課の教職員研修の推進について、先進校の学校視察

を行う教職員に補助するということですが、教育委員も毎年研修として

先進地を研修視察で伺っているのですが、例えば一緒に同行して行った

ほうがいろんな先生の見方もあるでしょうし、私達委員の見方もあって、

何か良い結果が出そうな気がしますので、そういう事も考えていただき

たいという気がしました。 

もう一つ、美濃加茂市学校教育の方針と重点の中で、「全国学力・学習

状況調査」の過去５年間の結果から、小学校においては国語の「知識」、

算数の「活用」、中学校においては国語・数学とも「活用」にやや課題が
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見られるということなんですが、これは美濃加茂市においての課題なの

ですか。全国的な傾向ではなくて、美濃加茂市の課題ということなので

すね。 

  

古川学校教育課長  はい。当市の課題であります。 

  

日比野教育長 平成２８年度給食実施数が１日 6,556 食というのはもう限界だと思っ

ています。企業の工場閉鎖に伴って数十人単位で美濃加茂市に転入して

来ているという話を先日耳にしました。家族で移って来ると子どもの数

が増えれば給食の数にも影響する可能性があるので心配をしています。

給食の提供については八百津町や可児市の近隣市町に協力の相談をした

ほうが良いかとも思います。 

もう一つ、活躍する生徒についてですが、西中学校の井戸さんや東中

学校の安達さんの他にも西中学校の若山耀人（きらと）くんというＮＨ

Ｋドラマ軍師官兵衛の子役を演じた生徒ですが、ある映画の主人公で出

演して大活躍しています。 

  

渡邉委員長 その他いかがですか。 

去年までは、この資料編の市長部局の職員にも来ていただいて、説明

していただいたのですが、市長部局の資料編についても目を通していた

だいて、ご意見等がありましたら事務局へお伝えいただけたらと思いま

す。よろしいでしょうか。 

では、議第１号は承認ということでお願いします。 

  

 

議第２号 小規模特認校制度の導入について 

  

渡邉委員長 次に、議第２号、小規模特認校制度の導入について、事務局から説明

をお願いします。 

  

可児事務局長 ※資料に基づき、小規模特認校制度の導入について説明。 

 ・正式に平成２９年４月から制度を導入することについて、教育委員会

として決定をいただきたい。 

・導入に至った経緯、及び制度の内容について説明。 

・制度を使用するに当たっての条件について説明。 

・保護者等への説明会、保育園等への案内の経過報告。 

・制度利用申込、就学時健康診断等、今後の予定について説明。 

  

渡邉委員長 小規模特認校制度について説明をいただきました。一昨年度からずっ

と話題にしてきまして、今日この定例会で小規模特認校制度を導入する

ということを正式に決定して今後順次進めていくということです。ご質
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問、ご意見等いかがでしょうか。 

今迄行われてきた説明会等では、制度の利用を希望される方はどうで

すか。アンケートも取られた中で、１０人ぐらいは希望してみえるとか、

感触は。 

  

可児事務局長 人数的には１０人まではいっていないと思います。説明会への参加者

もそれほど多くなかったこともありまして。ただ、保育園や幼稚園へも

説明に回りましたので、考えていただける方もあるかと思います。現在

年中の園児で、制度を使って伊深小学校に行かせたいと考えてみえる方

も説明会へお越しになりました。 

保護者からの質問としまして、兄弟で別々の学校に通うことになる場

合はどうなるかとか、送り迎えの時間に自分が送り迎え出来ない時には

どうしたらいいかなど、そういう点で心配をされております。原則は従

来の説明のとおり１０項目ほど挙げさせていただいておりますが、今後

の課題として今後詰めていきまして、４月に向けてしっかりやっていき

たいと思います。 

  

渡邉委員長 １年生に上がる子しか利用できないということではなくて、４年生に

上がる時でも利用が可能でしたよね。途中で入るってことも。 

  

可児事務局長  年度始めからであれば利用していただけます。 

  

日比野教育長 ほくぶ保育園を選んで通園させてみえるご家庭が実際にありますの

で、自然環境の中で学ばせたいと考える親さんはみえると思います。 

また、説明会でも良い意見をいただきましたが、送迎の件で、一つは、

例えば５人利用する児童がいたときに、月曜日から金曜日まで５つの家

族の保護者が順番に当番を決めて、乗り合わせて送迎することができる

かもしれない。もう一つは、学校まで送っていくのではなく、伊深や三

和の子ども達の集合場所まで送って行って、地域の子たちと一緒に集団

登校するというご提案もありました。 

  

矢島委員 今ほくぶ保育園へは何人くらいの園児が伊深・三和地域以外から通っ

ているんですか。 

  

日比野教育長  ３人くらいいるそうです。そういう人たちが制度の利用を希望される

のではと聞いています。送り迎えは全く大丈夫の方々です。 

  

可児事務局長 その他にも、旧三和保育園だった「ほたるの広場」がありまして、多

くの保護者がお子さんを連れてわざわざ送って行って利用してくださっ

ていますので、そういった方々が伊深や三和の魅力にお気づきになって、

是非引き続き小学校に上がる時点でもずっとこちらの方へというように
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考えていただけたらと思います。 

  

日比野教育長 説明会では市がスクールバスを運行して欲しいという希望がありまし

た。しかし、市としては考えていません。つまり、親さん達がお子さん

をスクールバスに乗せてしまえばそれでもう伊深や三和の地域のこと、

学校のことにも興味や関心がないというようなことにならないように、

せめて送り迎えと言いますか、親が積極的に関わって欲しいと考えてい

るわけです。このことについては、先の東海北陸都市教育長会の時にも

質問が出ました。スクールバスを出せば利用者はもっと増えるとは思い

ますが、走らせない理由もあるわけです。 

  

渡邉委員長 その他いかがでしょうか。よろしいですか。 

では、小規模特認校制度の導入については、決定ということでお願い

します。 

  

 

議第３号 美濃加茂市いじめ防止対策審議会の委員の任命について 

  

渡邉委員長 続きまして、議第３号、美濃加茂市いじめ防止対策審議会の委員の任

命について事務局からお願いします。 

  

古川学校教育課長 ※配布資料に基づき、美濃加茂市いじめ防止対策審議会委員の任命につ

いて説明。 

・美濃加茂市いじめ防止対策推進条例第１１条に基づき、教育委員会の

附属機関として美濃加茂市いじめ対策防止審議会を置く。同条第３項

の規定により、審議会は５人以内の委員をもって組織し、教育委員会

が任命する。 

・審議会の委員として、熊崎幸生（ゆきお）氏、山田日吉（ひよし）氏、

菊池真也（しんや）氏、長尾安徳（やすのり）氏の４名を任命したい。 

 ・もう１名、法律関係の方を人選中である。 

  

渡邉委員長 ご意見等はいかがでしょうか。 

  

鹿野委員  女性で法律関係の方がどなたかみえないでしょうか。 

  

日比野教育長  法律関係で女性の方にお願いできないかと思っています。 

  

渡邉委員長 では、現時点では、お示しいただいた４人の方にお願いしたいという

ことでよろしいでしょうか。 

  

 ※特に異議なし 
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古川学校教育課長 ※美濃加茂市におけるいじめ防止等の基本的な方針について説明。 

・いじめの防止等のための対策及び方針について策定を進める。 

・第１回の審議会を５月２０日頃を目途に開催。いじめに関する情報を

共有し、基本的な方針について協議する。 

・第２回目の審議会では基本的な方針について策定を確定する。６月１

０日（金）頃を予定。 

・基本的な方針については６月下旬の市議会第２回定例会で報告してい

く。 

  

渡邉委員長  分かりました。ご質問はありませんか。 

 それでは、次に協議・報告事項をお願いします。 

  

 

（５）協議・報告事項 

 

中島センター次長 ※配布資料に基づき教育センターの活動について報告。 

・４月、５月、６月の研修講座の予定 

・発達相談・支援が始まりました（リーフレット配布） 

・幼保小中学校巡回発達相談 

  

渡邉委員長 続きまして、学校教育課からお願いします。 

  

古川学校教育課長 ※５月、６月の行事予定について説明。 

・５月 小規模特認校制度説明会、修学旅行 

・６月 少年の主張（美濃加茂大会）、中体連陸上競技大会、 

各学校への教育委員訪問（～７月） 

 

（６）その他 

渡邉委員長 それでは、その他ありましたらお願いします。 

  

可児事務局長 ※「美濃加茂市における女性職員の活躍の推進に関する特定事業主行動

計画」について資料を配布、説明。 

※「カミーノ －美濃加茂市まち・ひと・しごと創生総合戦略－」冊子

を配布。 

  

渡邉委員長 それでは５月定例会と６月定例会の日程をお願いします。 

  

 ※各委員の予定確認、日程調整 

  

可児事務局長 それでは、次回５月定例会は、５月２７日（金）午後１時３０分から
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お願いします。 

続きまして６月定例会ですが、６月１６日（金）午後３時からお願い

します。 

  

古川学校教育課長 教育委員長におかれましては、第１回目のいじめ防止対策審議会を、

先程５月２０日頃を目途にと申しましたが、５月１９日（木）の午後３

時３０分から開催したいと存じますのでよろしくお願いいたします。 

  

渡邉委員長 承知しました。 

  

可児事務局長 明日は午前１０時から総合教育会議が生涯学習センター２０３号室に

て行われますので、連日でございますがよろしくお願いいたします。 

  

渡邉委員長 それでは４月の定例会をこれで終わります。 

お疲れさまでした。 

 

閉会 午後３時２０分 

 


