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平成２８年美濃加茂市教育委員会 ７月定例会 会議録 

 

１ 開会日時及び場所 

  平成２８年７月２９日（金）午後１時３０分から午後３時０５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 安江 ちか子 

   委 員 鹿野 久美子 

   委 員 高野 光泰 

   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）３月定例会会議録の承認について 

 

 （４）議事 

     議第１号 平成２９年度使用する教科書の採択について 

 

（５）協議事項 

    ① 平成２８年度教育委員視察研修について 

 

    ② 小規模特認校制度の申請受付について 

 

 （６）報告事項 

 

（７）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 

・中学生の体育大会が開催された。安達楓恋さん（東中学校）、井戸ア

ビゲイルさん（西中学校）は、日本一のレベルである。 

・１学期が終わり、各校長から報告を受けた。大きな問題はないとのこ

とであった。 

・７月の３連休中に西中学校の生徒１人が行方不明となったがすぐに

見つかって良かった。 

・先日、学校教員を対象に理科の講座を行った。 

・小学校教諭を対象とした教育課程研修会が開催された。 

・７月２２日にポケモンＧＯが配信された。児童生徒が遊び始めると心

配なことも出てくるかと思う。植物や昆虫採集など実体験をしてもら

えると良いのだが。 

・ダボ市派遣生が明日（７月３０日）の早朝出発し、８月１０日の深夜

に帰国する。 

・８月にはピースフォーラム（長崎市）が８日から１０日まで開催され、

参加する生徒からの報告会が１２日に予定されている。 

 

 

（３）３月定例会会議録の承認について 

 

可児事務局長 それでは、３月定例会会議録の承認ということで、資料を事前にお

届けいたしましたが、修正のご指摘もいただいておりますので、事務

局から説明をいたします。 

   

長谷川課長補佐 ※事前に指摘のあった修正個所について説明。 

※委員長の発言箇所の表現について一部を修正する。 

※教育長の発言箇所の表現について一部を修正する。 

   

渡邉委員長  ただ今説明がありましたが、その他の所で訂正等ございましたらお願

いします。よろしいでしょうか。 
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それでは、先ほどの修正箇所について修正をしていただき承認という

ことでよろしくお願いします。 

 

可児事務局長  ありがとうございました。 

 ではここからは議事ということで、委員長さんお願いします。 

  

 

（４）議事 

議第１号 平成２９年度使用する教科書の採択について 

 

渡邉委員長 では議事へ入ります。 

議第１号、平成２９年度使用する教科書の採択について、事務局から

説明をお願いします。 

  

古川学校教育課長 ※平成２９年度使用する教科書の採択について説明。 

・岐阜県教科用図書可茂地区採択協議会が６月１３日に開催され、平成

２９年度に使用する教科用図書について協議し、本年度使用している

教科用図書と同一のものが選定された。 

・来年度（平成２９年度）の教科用図書の採択について、美濃加茂市教

育委員会として議決をする必要がある。 

・事務局としては、可茂地区採択協議会の選定結果を踏まえ、美濃加茂

市教育委員会は本年度と同一の教科書を採択したいと考えている。 

   

渡邉委員長  ありがとうございました。美濃加茂市としてこの教科書で良いという

ことを議決するということですね。 

  

古川学校教育課長  美濃加茂市教育委員会としましては、選定を可茂地区採択協議会に委

ねるということでご了解をいただいておりますが、最終的には各市町村

教育委員会が議決をするということでございます。 

  

渡邉委員長  ５月の定例会議では、可茂地区採択協議会に選定を一任することを承

認していますが、今日は、選定された結果がこの資料の一覧のとおりと

いうことなのですね。そしてそれらについて、美濃加茂市教育委員会が

承認をして、また採択協議会の方へ報告するということですね。 

  

古川学校教育課長  はい。美濃加茂市教育委員会としての議決書を提出するということで

す。 

  

渡邉委員長 分かりました。いかがでしょうか。これらの教科書は文化の森に展示

がしてあるのでしたか。 
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古川学校教育課長 ６月に文化の森にて展示させていただいております。 

  

日比野教育長 ※教育長から補足説明。 

・教科書は４年に一度改定される。小学校は平成２６年度に、中学校は

平成２７年度に改定された。非常に慎重に審議されて選ばれている。 

・地域で同じものを使用することとされている。 

・今年度は改定の年ではないが、翌年度に使用する教科書について決定

する必要がある。 

・情報教育や道徳教育など、新たに教科化される場合は採択が必要とな

る。 

  

渡邉委員長 いかがでしょうか。何かご意見やご質問等がございましたらお願いし

ます。 

 

※特に質問等なし。 

 

渡邉委員長 それでは、承認ということでよろしくお願いします。 

 

古川学校教育課長  ありがとうございました。 

美濃加茂市教育委員会として可茂地区の採択協議会の会長宛に議決

書を提出させていただきます。 

なお、ご参考までに、次の改定につきましては、小学校は平成３１年

度、中学校は平成３２年度の予定とされています。また道徳につきまし

ては教科化をされるということで、道徳の教科書の採択が小学校は平成

２９年度、中学校は平成３０年度に予定されています。 

  

日比野教育長  県下では、教科書採択に関係して出版社からの接待などが大きな問題

となりました。可茂地区では該当者はいませんでした。 

  

渡邉委員長  では、本日の議事は以上で終了いたします。 

  

 

（５）協議事項 

平成２８年度教育委員視察研修について 

 

渡邉委員長 続きまして、協議事項に移ります。 

まず、平成２８年度教育委員視察研修会についてお願いします。 

  

可児事務局長 ※平成２８年度教育委員視察研修会の視察先について説明 

・案①： 青少年健全育成市民会議の県大会に併せて、高山市での先進

事例を視察研修する。 
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・案②： 教職員採用試験を見学し、併せて岐阜市における先進的な取

組を視察研修する。 

・案③： ２年前に伺った豊田市へ、小規模特認校制度のその後と外国

籍の児童生徒の教育について視察研修する。 

・案④： その他、教育委員からの提案。 

   

渡邉委員長  案③の豊田市を視察した後、蒲郡市にある私立の全寮制の学校、海陽

高校を見学するのはどうでしょうか。 

 

日比野教育長  海陽高校の見学は、２５人以下しか受け付けてくれませんので、この

人数であればちょうど良いと思います。 

  

渡邉委員長  その他いかがでしょうか。この視察研修は、毎年、教育委員の資質向

上を目的として、様々なテーマを取り上げておりますので、今年以外に

もまた気づいたところで来年に持ち越していけるかと思います。 

では、今回は、案①、②、③の中から決めていただくということで、

委員さん方はよろしいでしょうか。 

  

安江委員  案③でよろしいです。 

  

渡邉委員長  案①は、安江委員が実行組織側として当日は夜まで携わられることと

なっているそうです。また、案②は、３人の委員さん方が出席されるこ

とになっており、安江委員さんも一昨年参加されたことがあるというこ

とですので、案③の小規模特認校制度や外国籍の児童の話を伺い、学校

も見学させてもらえると良いかと思います。 

 あとは早めに日程調整をしていただければと思います。 

  

安江委員  この研修は、平日に行われる予定ですか。 

  

可児事務局長  はい。相手方が行なってみえるところを視察させていただきます。海

陽高校を行程に入れますと、１１月にまでずれ込むことも考えられます

が、案③で進めさせていただきたいと思います。 

  

渡邉委員長  基本的には案③でお願いします。相手方の都合もありますので、調整

をお願いします。 

  

可児事務局長  ありがとうございました。 

  

 

小規模特認校制度の申請受付について 
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渡邉委員長  続きまして、小規模特認校制度の申請受付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申請受付について説明 

・５月に説明会を開催した。また、伊深小学校１世帯、三和小学校４世

帯による学校への見学訪問あった。 

・今後の日程：平成２８年９月１５日から１０月３１日まで受付し、そ

の後面談を予定。 

・諸条件に変更なし。 

・スクールバス運行の希望があったが、運行はしない予定。 

  

渡邉委員長 いかがでしょうか。ただ今ご説明をいただきました。 

いよいよ実際に動き出すということで、受付が２学期から始まりま

す。内容的には今までずっと詰めてきた内容に大きな変更はなく、その

ままでいくということになっております。 

告知のことですが、広報に載せるというお話でしたが広報だけです

か。 

  

可児事務局長 広報と、ホームページの方で小規模特認校に限ったコンテンツを作っ

て具体的な説明を掲載します。また説明会の案内のときは各保育園や小

学校にチラシを配らせていただきましたので、今回も同じように受付開

始について校長会あるいは園長会を通じてお話しをさせていただきた

いと思います。 

  

渡邉委員長 広報をどれだけの方が読まれているかとか、ホームページでは本当に

皆が見ているかという話にもなります。対象となるのが学校ということ

ですので、子ども達に１枚ずつチラシを配布して保護者に周知したり、

保育園の園児の保護者にも届くようなものがあると非常に良いと思い

ます。 

その他いかがでしょうか。 

  

日比野教育長 諸条件の中で、長距離の通学にも耐えうることが挙がっていますが、

障がいのある児童に対する配慮が必要です。 

このことは本当によく話合っていかないと、その子にとって良くない

ですから。特別支援学校はそのためにありますし、専門の教員が少人数

の子に対して指導しています。最後は親が判断することになるのです

が、やはり専門家のアドバイスや就学前の判定会でお医者さんが入って

おられますから、適切なご指導はいただいていると思います。よりその

子にとっていい方向というのをきちっと選べるようでありたいです。 
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渡邉委員長 その他いかがでしょうか。 

では進めていただきたいと思います。 

  

日比野教育長  制度がスタートしてからが大切です。利用して良かったと思ってもら

えるようにしていかなければなりません。学校も一生懸命受け入れて欲

しいですし、親さんにもしかるべきところではきちっと協力してもらい

たいと思います。送り迎えだけではなくて、行事の参加なども含めてで

す。 

  

 

（６）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。 

・あじさい小中学生サミット２０１６について案内 

・美濃加茂市加茂郡合同夏季研修講座を８月上旬に実施 

・不登校児童生徒、教育相談の現状について（報告） 

・あじさい発達相談、巡回発達相談、夏季あじさい子育て相談会につい

て（報告） 

  

渡邉委員長 資料の中に「川」という文字が記してあるのは何ですか。 

  

中島センター次長 川辺町のお子さんの相談もありましたので。 

  

渡邉委員長 分かりました。 

もう１点、夏季あじさい子育て相談会で、小規模特認校の相談が５件

ありますが、特別支援については、保護者の方々のお気持ちもあるので

すけれど、ただそういう意味（特別支援に係る手厚さ）での小規模特認

校という話ではないとは思いますので、その点も保護者と相談やお話を

して、可茂特別支援への入学も含めてその児童の良い方へ導いてあげて

いただきたいと思います。 

  

中島センター次長 夏季あじさい子育て相談会には、学校教育課長と総務係長が同席しま

した。大事なことですので、今後も相談していきたいと思います。 

  

渡邉委員長 支援の必要な児童生徒全てが可茂特別支援学校へ行くというのでは

なく、やはりみんなと一緒に勉強できるのが一番だと思っていますの

で、親さんとも相談していただきながら進めていただければと思いま

す。 

  

日比野教育長 ハイパーＱＵについて、その結果が出てくるわけですが、最後は先生

が子どもたちをどれだけ見てくれているかが大切なのですから、教育セ
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ンターから学校へ指示をしてください。 

  

矢島委員 ハイパーＱＵの質問事項を見させていただきました。それらの質問に

対して児童生徒が答えを書いていくわけですが、どれだけ信頼性のある

答えをするのか、体裁の良い答えをしてしまわないかと疑問に思いまし

た。 

  

中島センター次長 そのことについては指摘がありました。子どもの回答と実際とが違っ

ているようなことがやはりありまして、逆に自分を低く評価する子もい

ます。その辺りが教師の気づきであり、教師がその子をどういうふうに

見ているかという所なのです。ただ、信憑性も日本のこういう諸検査の

中では一番高いと言われております。 

  

安江委員 アンケート用紙自体を見ていただいた方が抽象的にならなくて良い

かと思いますが、ハイパーＱＵは何年目ですか。 

 

中島センター次長 ４年目です。 

  

安江委員 実物を見ていただいた方が良いですね。 

  

 

（６）その他 

 

渡邉委員長 では、学校教育課から予定をお願いします。 

  

古川学校教育課長 ※８月、９月の行事予定について説明。 

・８月 ２３日あじさい小中学生サミット、２４日教育講演会、２９日

２学期始業式 

・９月 ３～４日科学社会作品展、１０日中学校体育大会、１７日から

小学校運動会（２５日まで） 

  

日比野教育長 俳句会の表彰はどうなっていますか。 

  

中島センター次長 １１月の子ども展にて行います。 

  

古川学校教育課長 教育委員訪問では、６月２７日の伊深小学校から始まり、全１２校の

小中学校の様子を見ていただきました。ありがとうございました。教育

委員の皆さまからは、学校においてお感じになられたことをお話しして

いただき、各学校も本当に有り難いとことと言っております。 

本日は、全体的な視点から何か学校訪問でお感じになられたことがあ

りましたらお聞かせいただきたいと思っております。今後の美濃加茂の
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教育の充実を図っていく視点にしたいと思います。 

  

安江委員 ユニバーサルデザインの取り組みで、教室の前面に何も掲示されてい

なかったのが蜂屋、伊深、三和小学校、そして双葉中学校。昨年公表会

で伺わせていただいた可児市の蘇南中学校では、落ち着いて授業ができ

るような環境ではなかったです。美濃加茂市は本当にすっきりしていま

す。 

今回学校訪問をして、どこも生徒たちは落ち着いているのですが、東

中学校は学校の建物が新しい割には、教室がどうかなというのは少し感

じました。 

統一化が？と言うわけではありませんが、その学級の１年間の目標く

らいは前に掲示しても良いのではと思います。教室の前の戸棚にして

も、カーテンがしてある教室、裏から紙が貼ってある教室、扉が開いて

いて中が結構乱れている教室がありました。どの子にも便利な支援とい

う環境面でもユニバーサルデザインが推進されたと思うのです。極端に

前の掲示物を無くす学校と、まだゴチャゴチャしている学級があるなと

思いながら見ていました。 

  

矢島委員 学校訪問で見ただけでどれだけ日頃の子どもの姿が分かったかとい

うのはちょっと私としては十分ではない気がしますが、全体的には、す

ごく子ども達が、良く言えば落ち着いている、ちょっと悪く言えば元気

がないという印象がしました。 

ただ加茂野小学校がちょっと授業に入れない児童が多いような気が

しました。先生方もすごく頑張っていらっしゃるのですが、あの子達が

学校に行って楽しいと感じられるようにするにはどうしたらいいのか

なと思います。やはり親さんの了解が無いと特別支援教室の方にも入れ

ないと思いますが、ちょっと他の学校と比較してみた時に加茂野小学校

がとても突出していたなと感じました。 

  

鹿野委員 今年初めて訪問をさせていただきましたが、先生方は休み時間とか給

食の時間までも本当に忙しいし、その中で色々細かい気配りをしてみえ

るなというのが印象的でした。 

機会があれば、職員会議の様子も見せていただきたいなと思いまし

た。先生方それぞれの個性があって当然ですし、それぞれの特長や学校

の方針などもありますから、そういうのを皆でどう共通理解し、確認し

ておられるのか、どんな話し合いをしてみえるのか、本音の部分が知り

たいなと。それぞれの先生の経験により指導力も異なるでしょうが、皆

さん精一杯やってみえるなというのは本当に感じました。 

この夏休みにほっと一息ついて、力を付けることが出来るような時間

があればいいなと思います。忙しくて学校現場がバタバタしているなっ

てことをすごく感じました。 



10 

 

  

高野委員 私も７月からお世話になっていますので、昨年との比較はできないで

すが、先ほどの可児市の蘇南中学校については、超マンモス校で１学年

１０クラスぐらいあると聞いています。外国人の生徒も何割かを占めて

いる。その一方で、可児市でも地方の方の学校では、学校運営自体もま

まならず、学年間もそのうち統合しなければいけないという様な状況に

あるとも聞きます。 

美濃加茂市の東中学校もマンモス校になっています。特に中部台辺り

は地域割でいけば西中学校区に入ってもいいのではと思うほどですが、

加茂野小学校辺りの人口増加もあって東中学校にということになりま

す。東中学校も西中学校もどちらもマンモス校であって、私が感じたの

は、生徒たちが非常に優秀な生徒が多いのですが、どちらかというと事

なかれで、他人事にしがちなところが感じられることがあるのです。 

今日よく言われるアクティブラーニングにつきましては、自主性を持

って美濃加茂市から岐阜県に、全国に、そして海外と渡り合えるたくま

しい人間を育て上げるということを考えた時に、本当にたくましく自分

自身の意思で考えて行くということをしていかないと、小学校・中学校

教育の土台として大事な時期だなとつくづく思います。先生方が生きが

いを持って教職に就いておられる方ばかりだと思いますので、ご苦労さ

まの部分もありますがここは一つご自分の職に対して全うしていただ

きたいと思います。 

そして小規模特認校につきましても、大変な課題だなと思います。一

極集中している世の中でいかに外部に浸透性や公平性を持たせていく

ことが本当に難しい世の中になってきているなと。 

今日こうして初めてお伺いをして非常に活発に協議をしておられる

ことを知り、自分自身が非常に勉強になりましたし、美濃加茂市がこれ

から育っていく子ども達が「美濃加茂市の○○学校を卒業して良かった

なあ」、「美濃加茂市で産まれてこうして生活できて本当に良かったわ」

と思うような基礎作りができたら本当に素晴らしい市になるなと、ちょ

っと身震いするぐらい嬉しく思いました。課題は山積しておりますが、

ささやかな力になれたらという思いと、皆さまの心強いご尽力を有り難

く思いました。 

  

渡邉委員長 本当に先生方が一生懸命やっていただいているなというのが第一印

象です。やはり、日々毎日刻々と状況が変わっていって子ども達の気持

ちも変わっていきますし、時間も流れていますので、上手くいかない部

分があると思うのですが、それは大きな深みにならないうちにちゃんと

手当をしていただいていての今があるのかなということを思っており

ますので、本当にありがたいと思います。 

学校訪問の日は学校も子どもも特別だったというお話もありますが、

私はいつもの様子がうかがえたのかなと思います。子ども達がその日に
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限って突然変わるわけがないですから、日々あのように授業が行われて

いるということは、本当に先生方が頑張って努力されて子ども達や親さ

んともコミュニケーションを取りながら一生懸命されている結果なの

だなという気がします。 

これからも本当によろしくお願いしますとお伝えください。 

  

古川学校教育課長  皆さまからのこういうご意見も貴重なことでございますのでまた精

査をして次へ活かしていきたいと思います。ありがとうございました。 

  

可児事務局長  お手元に、ジュニアオリンピックと中体連の全国大会の要項について

資料をお配りしました。ご都合がつきましたら、ぜひご覧いただきたい

と存じます。 

 次回の定例会につきましては、８月３０日（火）の午後１時３０分か

ら、同会場にて開催しまして、引き続き総合教育会議を開催いたします

ので、ご予定くださいますようよろしくお願いいたします。  

  

渡邉委員長 それでは７月の定例会をこれで終了いたします。 

 

閉会 午後３時０５分 

 

 


