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平成２８年美濃加茂市教育委員会 ８月定例会 会議録 

 

１ 開会日時及び場所 

  平成２８年８月３０日（火）午後１時３０分から午後３時１５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）４月定例会の会議録の承認について 

 

 （４）議事 

     議第１号 平成２８年度美濃加茂市一般会計補正予算（第３号）について 

 

（５）協議・報告事項 

    ① 平成２８年度教育委員視察研修について 

 

    ② 平成２７年度美濃加茂市教育委員会事務の点検・評価について 

 

 （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 

・昨日は始業日であり、欠席者数を把握した。夏休み中に母国に帰って

いる外国籍の児童生徒もいる。 

・本日午前、加茂高等学校の文化祭を訪問した。学校の廊下に、加茂高

校卒業の池井戸潤さん、北川悦吏子さん、岸義人先生に関する掲示物

等が何もないのは残念。 

・中島灯希さん（西中学校卒）は、何度もアマ県代表になり、全国で１

位となった生徒で、日本を代表するような実績である。 

・若山耀人さん主演の映画会が催された。良い俳優になっていただきた

い。 

・坪内逍遥大賞は渡辺美佐子さん（女優）へ。戦艦武蔵や徹子の部屋に

も出演されている。 

・教育講演会の日は、全日本中学校陸上選手権大会の日と重なった。西

中から教員等も応援に行った。井戸さんが優勝。ここ数年のうちに大

きく成長した。オリンピックを目標にしている。安達さんも６位入賞

を果たした。 

・８月１２日、ダボ市派遣の中高生が帰国。コアラミーティングが８月

２７日に開催された。良い報告会であった。 

・ピースフォーラムの報告会。しっかりした生徒だった。 

・８月４日、少年の主張。西中学校３年生の生徒が高山市で行われた県

大会に出場。いじめについて精一杯発表してくれた。 

・あじさい小中学生サミット 2016には自治会からも参加いただいた。

いじめ防止をテーマに、子どもたち自身が考えている点に本市の特徴

がある。 

 

 

（３）４月定例会会議録の承認について 

 

可児事務局長 それでは、４月定例会会議録の承認ということで、事前に資料をお

送りしております。 
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渡邉委員長 会議録の承認ですが、安江委員さんから修正のご指摘をいただいて

おりますので、事務局から説明をお願いします。 

   

長谷川課長補佐 ※事前に指摘のあった修正箇所について説明。 

   

渡邉委員長  では、その他の所で訂正等いかがでしょうか。 

それでは、安江委員ご指摘の箇所を修正していただき、承認というこ

とでよろしくお願いします。 

  

 

（４）議事 

議第１号 平成２８年度美濃加茂市一般会計補正予算（第３号）について 

 

渡邉委員長 では議事へ入ります。 

議第１号、平成２８年度美濃加茂市一般会計補正予算（第３号）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年度美濃加茂市一般会計補正予算（第３号）について資料を

基に説明。 

・山之上小防球ネット設置工事に係る補正予算 

・災害時児童・生徒・教職員用非常食及び飲料水に係る補正予算 

   

渡邉委員長  ありがとうございました。質問やご意見がございましたらお願いしま

す。 

  

鹿野委員  この非常食カレーについては、４０袋入り１箱の単価が記載されてい

ますが、税込みですか、税抜きですか。 

  

可児事務局長  税別となっています。通常の給食と比較しますと高めの材料費になっ

てしまいますが、他のところでカバーしたいと思います。 

  

鹿野委員  資料の非常食は、全国学校栄養士協議会が開発されたというものです

が、他にも学校への非常食の売込みはありますか。 

  

可児事務局長  災害時の備蓄用食品は他にも業者が出しております。雑炊などもあり

ますが、学校給食センターの栄養士とも相談し、特にアレルギー対応も

してあるカレーですので良いのではないかと判断しました。 

  

高野委員  熊本地震などのことを考えますと、早急に対応ということで良いこと

と思いますが、大きな学校、小さな学校があって、備蓄する場所につい
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ては、例えばそこに出入りが出来てしまって、いたずらをしてしまうよ

うなことが無いか、その点はいかがですか。 

  

可児事務局長  箱単位で納品してもらいまして、箱を積み上げて保管していただきま

す。委員さんご指摘のように、食べ物ですので、他の人が入ってきて悪

さをするということが無いよう、学校にお願いしまして、一番安全が確

保出来る所ということで考えております。 

  

日比野教育長  確認ですが、場所については大丈夫ですね。 

  

可児事務局長  はい。学校へお願いをいたします。 

  

渡邉委員長  これは袋に入っていますが、そのまま食べられるのか、器に出して食

べるのか、器であれば箸かスプーンはどうなのですか。 

  

可児事務局長  スプーンが付いています。パックの底部を広げて置くことができ、そ

のまま食べられます。 

  

鹿野委員  今、こういう非常食が多いですね。常温でそのまま食べられます。お

粥などもあって、結構美味しい。 

  

渡邉委員長  今回は１食分を購入して、今後は毎年給食費の中から買い換えていく

という考え方ですか。 

  

可児事務局長  中学生には卒業する前に体験してもらいたいと思います。賞味期限は

製造から３年間ですが、来年中学校３年生の生徒にも１回は食べていた

だきたいと考えています。 

  

矢島委員  ビスケットや固形の保存食（栄養調整食品）が現在、備蓄されていた

と思いますが。 

  

可児事務局長  給食の非常用に備蓄してありますが、賞味期限が来年の６月に切れま

す。ビスケット類を更新するかどうかですが、検討の中で、栄養士が非

常用カレーも提案しており、学校給食の方では来年度、４月か５月くら

いに発注の予定です。 

  

矢島委員  今あるビスケット類は６月までに皆で食べるのですか。処分されるわ

けではないですか。捨てられるともったいない。 

  

可児事務局長  何かの機会にそれを食べる日を設けていただいたらと思います。 

 市の防災備蓄倉庫でも期限がぎりぎりのものは防災訓練の日に配布
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して皆で食べていただいたりしていますので、捨てるということはせず

に、無駄にならないようにと考えています。 

  

渡邉委員長 その他いかがですか。 

では、議第１号につきましては承認ということでお願いします。 

  

 

（５）協議・報告事項 

① 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・報告事項ということで、まず初めに、平成２８年

度教育委員視察研修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、７月定例会議で

の委員からの提案に関して状況を説明 

  

 ※海陽高校、トヨタ工業学園の見学、西保見小学校（保見団地内、外国

籍児童が多数）、則定小学校（小規模特認校）の見学などについて協

議。 

※見学先、日程については次回決定することとした。 

  

 

② 平成２７年度美濃加茂市教育委員会事務の点検・評価について 

  

渡邉委員長 では続きまして、平成２７年度美濃加茂市教育委員会事務の点検・評

価についてお願いします。 

  

可児事務局長 ※平成２７年度美濃加茂市教育委員会事務の点検・評価について資料を

基に説明。 

・今回は、評価項目の説明とし、各委員の評価を事前にしていただいた

うえで９月定例会議にて評価を決定する。 

・教育総務課の事業は次の１０項目 

１ 教育委員会運営事業 

２ 学校規模適正化事業 

３ 学校施設の適正な維持管理事業 

４ 学校施設の耐震補強事業及び空調設備整備事業 

５ 児童・生徒就学援助・奨励事業 

６ 放課後児童健全育成事業 

７ 放課後児童健全育成事業の民間委託事業 

８ 給食センター（異物混入の防止） 

９ 給食センター（給食費徴収） 
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１０ 給食センター（食育事業） 

  

古川学校教育課長 ・学校教育課の事業は次の１４項目 

１ 外国人児童生徒就学促進事業 

２ 外国人児童生徒日本語指導支援事業 

３ 情報教育推進事業 

４ ふれあい安全サポーター設置事業 

５ 学習活動支援事業 

６ 英語教育推進事業 

７ 学校運営事業 

８ 幼稚園就園奨励補助事業 

９ 小学校音楽会事業 

１０ フロム０歳プラン推進事業 

１１ 学外講師派遣推進事業 

１２ 不登校対策事業 

１３ 教職員研修事業 

１４ 教育研究事業 

  

日比野教育長  鹿野委員や高野委員におかれては就任いただいて日が浅いので、具体

的な内容について事務局から詳しく説明をしていただきたい。 

評価のし方などについてもご不明な点がありましたらお尋ねいただ

きたいです。 

  

可児事務局長  事業の詳細につきましては、個別にお問い合わせいただきましたらご

説明させていただきますし、達成状況や課題につきましても、次回の定

例会議にてもう一度説明をさせていただき、議論をしていただきながら

評価を決めていきたいと思います。 

各委員さんに事前評価をしていただきまして、９月９日までにご提出

をいただきたいと存じます。その際にご不明な事業に関して説明や資料

が必要なものがありましたら、その旨を評価表に記していただけました

ら、事務局にて資料等を用意いたします。 

  

日比野教育長 ※主な事業について、補足説明 

・のぞみ教室にフィリピン語の指導者が必要であること。 

・タブレット端末を大規模校へ追加配置したいこと。 

・ダボ市との英語交流について、小規模校にも参加させたいこと。 

・各学校の特色化予算に係る事業で学校間交流を図りたいこと。 

・不登校対策について文部科学省からの指定期間中に成果を出したい

こと。 

・小中学生の俳句作品や文化作品の展示会を行い、表彰したいこと。 
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（６）その他 

 

渡邉委員長 それでは、次のその他に移らせていただきます。 

教育センターからお願いします。 

  

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。 

・特別支援教育、学習障害（ＬＤ）に関する研修会を予定 

・不登校対応に関する研修会を予定 

・「あじさい教室だより」紹介･･あじさい農園での活動 

・あじさい小中学生サミット 2016でのいじめ防止に関する宣言文 

・発達支援係での専門家による講演会を予定 

  

渡邉委員長 続きまして、学校教育課の予定をお願いします。 

  

古川学校教育課長 ※９月、１０月の行事予定について説明。 

・ ９月 ３～４日 科学社会作品展 

各学校運動会 

・１０月 １５日 加茂地区中学校駅伝大会 

  

日比野教育長 １０月に双葉中学校にて、ＮＨＫ教育テレビでバリバラという番組の

チーフディレクターを招いた「命を語る講演会」を開催します。昨年度

は人工衛星「はやぶさⅡ」の担当職員を講師として招きました。委員さ

ん方もぜひともお越しください。 

  

渡邉委員長 それでは次回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  １０月の定例会は、１０月２９日（木）の午後１時からということで

よろしくお願いいたします。  

  

渡邉委員長 ではこれにて８月の定例会を終了いたします。ありがとうございまし

た。 

 

閉会 午後３時１５分 

  

 


