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平成２８年美濃加茂市教育委員会 １１月定例会 会議録 

１ 開会日時及び場所 

  平成２８年１１月１４日（月）午前１０時３０分から午後０時２５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 

   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 

  教育センター研修指導係長 木村加お利   

 

３ 欠席者 

  （教育委員） 

   委 員 高野 光泰 

 

   

   

４ 開会 午前１０時３０分 

 

５ 議事日程等 

 （１）委員長あいさつ 

 

 （２）教育長報告 

 

 （３）７月定例会議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６号）について 

 

（５）協議・報告事項 

    ① 給食材料費の状況について 

 

② 全国学力状況調査の結果の分析について 

 

 （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 

・双葉中学校で、ＮＨＫの「バリバラ」という番組のチーフディレクタ

ーを講師に招き講演会を開催した。「中学生日記」「天才テレビくん」

にも携わった方で、今は障がい者が出演する番組を手がけてみえる。 

・ＮＨＫで、宮崎駿監督の特集番組があった。人々の本当の苦しみや悲

しみを知らない若者の作品に対して酷評してみえたが、世界で評価さ

れた宮崎氏はやはり一流であると感じた。 

・青少年健全育成の街頭啓発をみのかも祭りにて行った。高校生も参加

しての活動であった。 

・可茂総合庁舎にて発達障がいを考える中濃圏域の研修会が開かれ、出

席した。また、総合福祉会館では就学指導に係る委員会が開催された。

障がいのあるお子さんの保護者から、学校に対する厳しいご意見をい

ただいたが、先生に対する労いのお言葉もいただき、胸が熱くなった。 

・美濃加茂芸能祭には、フラワーアレンジメントやお茶会に小学生も参

加している。 

・軟式野球連盟の会合に参加。スポーツ少年団など本当に多くの方々に

よって子どもたちが支えられている。 

・加茂野まちづくり協議会による写生大会が開催され、前教育委員の堀

江先生による指導が行われた。 

・たくみアカデミーで中学生の技術科の大会が開かれ、木工工作に女生

徒が参加していた。男子が裁縫に取り組む姿も過去に見られた。 

 

 

（３）７月定例会議の会議録の承認について 

 

可児事務局長 それでは、７月の定例会議の会議録の承認につきまして、事前に委

員さんからご意見を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 ※事前に提出いただいた修正箇所について説明。 
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渡邉委員長  その他の所ではいかがでしょうか。 

では、ご指摘の箇所を修正して承認とさせていただきます。 

  

 

（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６号）について 

 

渡邉委員長 それでは、議第１号、平成２８年度美濃加茂市一般会計補正予算（第

６号）について、よろしくお願いします。 

  

可児事務局長 ※資料に基づき説明 

・西中学校のトイレ改修について 

  和式→洋式へ改修する。 

  トイレ改修に伴い、職員更衣室も改修 

  工事費計約１億５千万円 

  平成２８年度に設計、平成２９年度に工事 

・小学校のトイレの洋式化について 

  １つのトイレ室に１つは洋式トイレを設置 

  小学校９校で６４か所、中学校は東中で４か所（体育館ほか） 

  当市の洋式化率４３．３％→６３％に 

平成２８年度に設計、平成２９・３０年度に工事 

  

矢島委員  中学校では廊下とトイレ室とがカーテンで仕切ってあるだけです

が、扉が取り付けられますか。 

  

可児事務局長  トイレ室内の安全確保の観点から、入口は開いたままになっていま

す。今はカーテンがしてあるだけですが、改修後は入口から中の個室

が見えないような形になります。 

  

矢島委員 分かりました。それと、やはり掃除の仕方を先生方から児童生徒に最

初にきちんと教えていただきたい。衛生面を考えて、床を拭いた雑巾な

どで便座を拭いたりしないような指導をお願いしたいと思います。 

  

渡邉委員長 その他にご質問はありますか。 

  

日比野教育長 防災の点から考えますと、避難場所となることが考えられる体育館

にも洋式トイレが求められる時代です。確かに避難場所の体育館にも

洋式トイレが必要だと一般的には考えますが、私は学校の立場から考

えて、体育館よりも１日のうちで利用頻度が高い校舎のほうに洋式ト

イレの設置を優先して欲しいと言っています。ただし全てを洋式にす
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るのではなく、洋式も和式も両方使えるようにして欲しいという旨を

伝えています。しかし、防災対策の視点もあり、体育館のほうが優先

される感があります。 

  

渡邉委員長  他によろしいでしょうか。 

 では、議題１号につきましては承認ということでよろしくお願いし

ます。 

  

 

（５）協議・報告事項 

  

渡邉委員長  次に、協議・報告事項ということですが、順にお願いいたします。 

  

 

① 給食材料費の状況について 

 

可児事務局長 ※給食材料費高騰による収支状況の報告と対応策について、資料を基に

説明。 

・三重県鈴鹿市にて、給食材料費高騰に伴い、給食を数日提供しないと

教育委員会が決定したことに対し、市長が後に撤回されるということ

が起きた。 

・美濃加茂市においても、北海道の台風被害、熊本の地震と火山噴火等

により野菜の値段が高騰しており、食材費として保護者からいただく

給食費（小学校１食２５０円、中学校１食２７５円）では、１１月の

段階で赤字となる見通し。 

・昨年度のアンケートで、デザートの実施回数を増やして欲しいとのこ

とであったが、デザートの回数を減らすなどの調整で対処する方法に

より栄養面を優先していこうと考えている。 

  

渡邉委員長  原則的に栄養価を保ちつつ、色々と工夫をしていただいて、大変厳し

いところだと思いますがよろしくお願いします。 

  

日比野教育長 今年は台風が何回も来たものですから、給食をどうするか、２日前の

正午ぐらいに判断しなければなりませんので大変苦労しました。それと

同時に、全国的にもお弁当の日の取組があるものですから、年に２～３

回は親さんがご家庭で作られたお弁当を子どもが持ってくる日があっ

てもいいんじゃないかという思いもありましたが、そうすると反発もあ

るのです。 

台風が来て給食を急に食べさせないと、６千何百食を捨てることにな

って、これももったいないということが１つと、親さんが弁当を作るこ

とが手間になるとの意見に対しましては、弁当の作り方も３通りあると
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考えています。ご飯だけを炊いて惣菜はコンビニのものを入れる方法も

あるし、逆にご家庭で惣菜は作られてご飯はコンビニだとか。両方とも

コンビニというのはやむを得ない時は仕方がないですけれど、それが１

つ。 

もう１つ台風の関係で、先日の台風の時は、給食を食べて帰そうとし

ましたが、その時にはまだ注意報も出ていない訳です。今では、台風の

進路や予想雨量などが３時間後ぐらいまでは予測できますから大体注

意報の検討がつきます。古川学校教育課長が近隣の市町村と調整をして

いましたが、私の判断で、注意報も出ていないのに帰宅させるのもいか

がなものかということで６時間目まで授業を行って帰しました。結果的

に１時間半後に注意報が出ましたが、台風の進路も逸れて警報には至ら

なかったわけです。私としては、加茂郡の町村と美濃加茂市とでは地形

や雨量も違いますから、状況判断でやらなきゃいけないところもあっ

て、一律にはいかないと思うわけです。警報が出てから帰すのも難しい

わけですが、注意報も出ていないのに帰すという判断も難しい。基本的

には少しでも早く先取りして判断することが大事だろうと思いますが、

早く帰したら帰したで、保護者が不在という家もあるのですから、逆に

学校で預かっていて欲しいという親さんもいるわけで、非常に判断に困

りました。 

給食の件と、帰宅させるか否かについては私の責任の下で判断をせざ

るを得ない状況でしたので、ご報告といたします。 

  

古川学校教育課長  全国学力状況調査の分析の前に、先に行事予定についてお伝えいたし

ます。 

 

※１２月の行事予定について説明 

・ ２日～４日 子ども展（文化の森） 

・ ３日 わくわくドキドキ科学の広場（文化の森） 

・２６日 ２学期終業式 

・２８日 仕事納め 

 

※１月の行事予定について説明 

・ ４日 仕事始め 

・１０日 始業式 

 

※中学校音楽祭の日程について 

・１１月３０日（水） 双葉中学校（タウンホールとみか） 

・１２月１５日（木） 西中学校（可児市文化創造センター・アーラ） 

・１２月１６日（金） 東中学校（可児市文化創造センター・アーラ） 

  

中島センター次長  続きまして、教育センターの活動報告を先にさせていただき、その後
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で全国学力状況調査の分析を報告いたします。 

 

※教育センターの活動報告 

・１０月期における不登校児童生徒数。増加傾向にある。 

・特別支援学級に在籍している子どもで不登校の子がいる。保護者とし

ては担任の関わり方に不信感を抱いている方もみえる。子ども一人ひ

とりの特性に合わせた対応ができるよう研修していく。 

・不登校からの改善事例もある。 

  

日比野教育長  私立中学校で不登校になって公立中学校へ転入してきている生徒が

いますが、現在、何名ほどいるのですか。 

  

中島センター次長  現在は１名のみです。 

  

日比野教育長  わかりました。  

２点報告です。 

・西中学校と東中学校の吹奏楽部に対し、楽器整備を推進してきました

が、今年は２校とも県の大会で金賞を獲得できた。すばらしい成果を

上げることができた。 

・西中学校の井戸アビゲイル風果さんは、中体連の全国中学生体育大会

で１００ｍと２００ｍ、国体とジュニアオリンピックでそれぞれ１０

０ｍと２００ｍでの４冠を狙ったと言っていたが、１つを逃してしま

ったところ、秋の記録会では４００ｍで日本新記録を出して、結果的

に４冠を達成。 

  

 

② 全国学力状況調査の結果の分析について  ※非公開につき、概要のみ記載 

 

木村係長 ※プレゼンテーションによる説明 

  

鹿野委員 ・この分析結果はどのように活用していくのか。 

  

古川学校教育課長 ・校長会にて発表し伝えていく。 

・各学校でも分析し、指導に役立てる。 

  

鹿野委員 ・それぞれの学校ごとで分析するということか。 

  

古川学校教育課長 ・１年生から４年生までの積み上げの結果であることを認識し、５、６

年生に限らず学校全体で分析し活用していく。 

  

矢島委員 ・「授業を受けることが面白い」と感じてもらいたい。 
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安江委員 ・国語は高学年になるにつれて理解しにくくなり、面白くなくなってく

る。子どもたち自身がそれを感じているのかも知れない。 

・新聞を読まずにインターネットでニュースを見たり。それが今の子ど

もたちの現状。 

  

古川学校教育課長 ・当市だけでなく全国的な傾向のようである。 

・画一的な指導が広がっているのではないか。教科の学びとしても楽し

さを味わってもらえるようにしていきたい。 

  

日比野教育長 ・国語では漢字の読みができていない。例えば、学級のスローガンで当

て字を使うことが増えてきており、正しい漢字や読みを知らないこと

がある。 

 ・先進国ほど学ぶ内容のレベルが高くなり、学習が面白くないと感じて

いるようである。 

  

安江委員 ・ローマ字学習が始まるのは何年生の頃か。 

  

中島センター次長 ・３年生から始まるが、時間数的にはあまり多くない。 

  

矢島委員 ・ローマ字の読み方と英語の発音とが異なるので注意が必要です。 

 

 

（６）その他 

 

渡邉委員長 では、その他をお願いします。 

  

可児事務局長 ※次回の定例会について日程調整 

  

渡邉委員長 では、次回の定例会は、１２月２２日（木）午前９時３０から開催い

たします。 

  

可児事務局長 それではここで、渡邉須美樹委員長さんが１１月２７日をもって任期

満了ということで退任されますので、最後にご挨拶をよろしくお願いし

ます。 

  

渡邉委員長 教育委員として、６年間本当に勉強させていただきました。全く教育

とは関係ないところから来させていただいて、いつの間にか言いたいこ

とをポンポン言うようになってしまって、本当に色々とご迷惑やご心配

をおかけしたと思います。最初は教育委員とは何かというところから始

まって、加納委員から話を聞いたりしたところから始まったんですが、
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本当に勉強させていただきました。 

今年の４月の服務宣誓式の時にも申し上げたように、次に生まれ変わ

ったら、本当に先生になりたいと思っております。 

今まで勉強させていただいたことを少しでも子ども達や地域の学校

にお返し出来ればと思っております。また気軽にお声をかけていただい

て、美濃加茂市の子ども達が心豊かに逞しく育っていけるように努力し

たいと思っておりますので今後ともよろしくお願いいたします。 

  

委員他 ありがとうございました。 

  

可児事務局長 渡邉委員長におかれましては、６年間にわたり教育委員としてご尽力

いただきありがとうございました。 

  

渡邉委員長 それでは１１月の定例会をこれで終了いたします。 

ありがとうございました。 

 

 

閉会 午後０時２５分 

 


