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平成２８年美濃加茂市教育委員会 １２月定例会 会議録 

１ 開会日時及び場所 

  平成２８年１２月２２日（木）午前９時３０分から午前１１時００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） 

   教育長 日比野 安平 

   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 

   委 員 渡邉 博栄 

（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 午前９時３０分 

 

４ 議事日程等 

 （１）教育長あいさつ 

 

 （２）新教育員紹介 

 

 （３）会議録署名委員の指名 

 

 （４）８月定例会議の会議録の承認について 

 

（５）協議・報告事項 

    ① 美濃加茂市教育長職務代理者の指名について 

 

    ② 教育委員会行事予定等 

 

    ③ 教育センター事業報告 

 

 （６）その他 
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会 議 録 

 

（１）教育長あいさつ 

 

日比野教育長 ※教育長から開会のあいさつ 

・平成２８年１１月２８日から新教育委員会制度へと移行した。教育

委員長の職は無くなり、教育長が教育委員会の代表者となった。 

・いじめ防止対策に取り組んでいる。当市では、ハイパーＱＵを導入

し、活用している。今後も情報を分析し、いじめ防止に努める。 

・市議会第４回定例会が終了した。小中学校のトイレの洋式化や特色

ある学校づくりについて質問があった。 

・学力学習状況調査の結果、西中学校、東中学校、双葉中学校ともに

良い水準を保つ又は少しずつ向上している。結果を振り返り、次に

活かしていかなければならない。 

・某新聞によると、非認知能力が今後は大事である。いろんな失敗を

した人のほうが対応能力が高いとの意見もある。 

・国際成人力調査（２５歳から６０歳を対象）では、日本は断トツに

優秀である。 

・小規模特認校制度について、伊深小学校、三和小学校、それぞれ１

人ずつ入学希望アリ。いずれも新 1年生である。現小学生からの希

望はないが、現小学生でも利用ができる制度。今後は周知に努め

る。口づてに広がると良い。 

・特色ある学校づくりの事業の中で、各小学校が絵本作りに取り組ん

でいる。今年度は４校。学校ごとに文化を後世に伝えていく。 

  

 

（２）新教育委員紹介 

 

可児事務局長 ※新教育委員 渡邉博栄氏 を紹介 

・平成２８年１１月２８日に就任 

  

渡邉委員 ※渡邉博栄委員から就任あいさつ 

  

 

（３）会議録署名委員の指名について 

 

可児事務局長  新制度になりましたので、教育長の他に出席をいただいた委員お一人

にも署名をしていただくことになります。教育長から指名をさせていた

だきます。 



3 

 

  

日比野教育長  只今事務局長から説明がありましたように、会議録の署名委員を指名

することとなっていますので、私のほうから安江委員を指名します。 

  

安江委員  旧制度の時には委員長が署名をしていたのですね。 

  

可児事務局長  旧制度の時は委員長と、全てに出席されるということで教育長が署名

をしていましたが、新制度では、その会議に出席された委員さんの中か

らどなたかが署名者になっていただくということです。 

  

日比野教育長  市議会と同じように、ご署名をお願いします。 

  

安江委員  分かりました。 

  

可児事務局長  １２月定例会議の会議録への署名となりますのでよろしくお願いい

たします。 

  

 

（４）８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、８月の定例会議の会議録の承認についてよろしくお願い

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。 

   

日比野教育長  事前にお届けした資料であります。よろしいでしょうか。 

  

長谷川課長補佐  委員さんのご発言の中で、保存食の具体的な商品名が出ております

が、これを会議録にそのまま載せて良いものか迷っておりまして、商

品名ではなく、「固形の非常食」というような表現にさせていただけれ

ばと思いますがいかがでしょうか。 

  

日比野教育長  いかがでしょうか。そのような表現でよろしいでしょうか。 

  

 ※委員より承認の声あり。 

  

日比野教育長  それでは、修正をお願いします。 

 ちょっと報告をさせていただきますが、今年は台風が多く、給食を作

るかどうかを二日も三日も前に決定しなければいけなかった。保護者も

弁当の準備の都合があるので、給食を中止することを前日に決定するわ
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けにもいかないのです。台風の予測をする難しさ。６，３００食を捨て

ることになります。作った給食を捨てることは忍びないので、早めに決

定して、弁当での対応にご理解をいただいています。台風が接近してい

るにもかかわらず注意報も出ていなかったので給食を食べさせたこと

がありました。給食を食べて６時間目の授業まで行いました。後から聞

きますと、近隣の市町村では給食を食べた後、帰宅させたとのことで、

美濃加茂市だけが最後まで授業をしていたと。判断が分かれたわけです

が、その時の状況に応じて柔軟に対応すれば良いかと思います。 

  

矢島委員  台風時のお弁当での対応については、以前給食センターを見学に行っ

たときに１日でどれくらいの食べ物を捨てることになるか説明を聞い

たことがあります。そのような場合にはきちんと理由を説明してくださ

れば苦情は少ないのではないかというふうに見学に参加された親さん

が思われたと伺いました。 

  

日比野教育長  私は教育長になってから一度炊き立てのご飯を６，３００食分捨てた

ことがあります。本当にもったいない。捨てなくても次回に回せる食材

もありますが、炊いたご飯は捨てないといけなかった。避難所に来られ

る方に炊き出しとして配ったらと考えましたが、衛生上の問題でそれは

できませんでした。 

  

高野委員  私は今回の決断は本当に良い判断だと思いました。いろんなご意見や

家庭の事情があるとは思いますが、そういう時に、親が作ってくれた弁

当を喜んで食べる子どもいたと思うのです。また、子ども達の安全安心

を考えるとやはり前もって手立てをしておくというのは大変重要なこ

とだと思います。６，３００通りの考え方があるわけですが、良い決断

をされたと思います。 

  

日比野教育長  ありがとうございます。弁当での対応もご家庭によっていろいろのよ

うで。ご飯は家庭で炊いておかずはコンビニの惣菜を持たせるとか、子

どもと一緒に作るとか、いろんなことを思ってみえる方からのご意見も

いただきました。 

 それと今給食センターはパンク状態となっています。もうこれ以上は

生産する食数を増やせない状況です。可茂特別支援学校が当初は１８０

人程度の定員でスタートしましたが、今ではその倍近くになっている。

機械の傷みが予想よりも早くなっていました。そこで岐阜県と相談をし

て来年４月からは可茂特別支援学校全食が抜けることになりました。１

０年ちょっと遡りますと美濃加茂市の児童生徒数が下米田小学校１校

分ぐらい増えています。議員さん方も驚かれましたが、何とかやりくり

をして乗り切ってきたわけです。 

 その他にご意見はよろしいですか。 
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 それでは事前にご指摘の箇所の修正と商品名の箇所の修正をお願い

して、会議録は承認といたします。 

  

 

（５）協議・報告事項 

 ① 美濃加茂市教育長職務代理者の指名について 

 

日比野教育長  では次は、協議・報告事項です。初めに美濃加茂市教育長職務代理者

の指名についてですが、職務代理者に矢島委員を指名します。指名です

ので、決定ということでお願いします。 

任期については１１月２８日付けとなります。 

 

※教育長が辞令を読み上げる。 

  

日比野教育長 よろしくお願いします。 

  

矢島委員  戸惑っておりますが、心を引き締めましてお受けいたします。 

  

可児事務局長 ※新教育委員会制度に伴う教育長の任命と職務代理者の指名等につい

て説明 

・教育長は市長が任命 

・教育長職務代理者は教育長が指名 

・教育長及び教育長職務代理者が欠けた場合の職務代理者は、先任の委

員からの順となる。 

  

日比野教育長  教育委員会の実務は事務局が行なっていきますが、職務代理者の責任

が伴って来ますので、どうかよろしくお願いします。 

  

可児事務局長  根拠となる法律等はお手元にお配りした資料のとおりです。教育長か

ら委任を受けた職務については事務局が行ってまいりますが、教育委員

会を代表するという職責は職務代理者にございます。 

  

矢島委員  よろしくお願いします。 

  

日比野教育長  もう一つだけ説明しますと、新教育委員会制度は平成２８年４月１日

から始まっていまして、市長からも相談がありました。私としましては、

教育専門の方ではなく、いろんな方々の目で美濃加茂市の教育を見ても

らってそれぞれのお立場からご意見をいただきたいと考えております

ので、私の任期が切れるまでは引き続き委員長を置いたままにしていた

だきたいと申し上げました。そして私の任期が切れましたので、１１月

２８日からは新制度に移行したということです。他の自治体では任期の
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途中で辞職して４月１日から新制度でスタートしたところもあります

が、私の場合は辞職して新たにということは敢えていたしませんでし

た。 

  

 

 ② 教育委員会行事予定等 

 

日比野教育長  それでは、次の教育委員会行事予定等をお願いします。 

  

古川学校教育課長 ※１月の行事予定について説明 

・１月 ４日（水） 仕事始め、校長会 

・１月１０日（火） ３学期始業式 

・１月１５日（日） わが家わが町家庭の日発表会 

  

安江委員  わが家わが町家庭の日発表会は良い事業なので是非お越しください。 

  

古川学校教育課長  １３時３０分から美濃加茂市文化会館で行われます。 

  

※２月の行事予定について説明 

・２月 ６日（月） 校長会、園長・校長交流会 

 

※「美濃加茂市におけるいじめの防止等のための基本的な方針」等につ

いて説明 

・いじめ防止対策推進条例（平成２８年４月１日施行）を受け、いじめ

防止等の基本的な方針が１１月１日付けで策定された。 

・市内事業所に対し、いじめ防止協力事業所の募集をする。いじめ防止

協力事業所へはステッカー及びいじめを見つけた際の連絡先一覧表

を配布する。 

 

日比野教育長  いじめでは、当事者がなかなか相談してくれないことがありますか

ら、見かけたらとにかく連絡をしていただきたいです。その子を孤立さ

せないようにしたいと思います。連絡があれば、こちらからフォローが

できます。今やＳＮＳなどで人の目につかないところでもいじめが起こ

ることだってありますし、そういうことが分かった時に手を差し伸べら

れる人が身近に居て、また先生や親に相談していただければと思ってお

ります。 

  

 

 ③ 教育センター事業報告 

 

日比野教育長  では次に、教育センター事業の報告をお願いします。 
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中島教育センター次

長 

※配布資料に基づき教育センターの活動について報告。 

・美濃加茂市の教育の方針と重点について再確認 

・平成２８年度研修計画と実績 

・教育センターの活動・研修報告 

・不登校対策支援（教育相談、あじさい教室等）報告 

・いじめ対応について 

・発達支援（あじさい発達相談、巡回発達相談）について 

  

日比野教育長  教育センターからの報告でしたが、ご質問等はございませんか。 

 全欠不登校生徒数についても報告の記載がありますが、例えば１年生

の時に全欠であった子が２年生になったら学校に行けるようになった

というような場合もある。 

  

中島教育センター次

長 

 改善されたということです。 

  

日比野教育長  不登校気味の児童らは小規模特認校制度のことを知らせてあげても

らいたい。特認校で不登校が必ず解消されるとは限らないですが、無欠

席・無遅刻・無早退になったという例もありますので、ちょっと見極め

てもらいたいです。 

 それから、発達支援の取組の展望について少し説明をお願いします。 

  

中島教育センター次

長 

 乳幼児期から成人期まで、発達に困り感のあるお子さんを継続的に支

援しながら自立できるようにしていきたいということで、学校教育だけ

ではなく、こども課、福祉課、健康課といった発達に関わる全ての部署

が連携していこうということで始まった事業です。まずは幼保小中の子

どもたちをしっかりと見届け、早期発見、早期支援をしながら、全体的

な市の大きな施策へ結び付けていきたいと思いながら行っております。 

  

日比野教育長  発達支援の事業を立ち上げるについては、先ほどの市長部局の課と意

見を交わしていたのですが、どこが担当になるかがはっきりしなかった

ので教育委員会で受けてスタートしました。ただ、大人になってからの

引きこもりだとかそういう相談があったりするので、やはり市で総合的

に考えていかなければならない問題だと思います。全国的には福祉課が

担当しているところが多いようです。学校の子ども達については教育セ

ンターが担当して絶えず見守っていますが、成人になるとそうはいきま

せんので、市の担当課のほうでも職員を増やすなどしてもらいたい。 

 その他にご質問等はよろしいでしょうか。 
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（６）その他 

 

日比野教育長  それでは、その他について、何かありましたらお願いします。 

  

可児事務局長 ※学校給食センター職員の人事異動について説明 

  

日比野教育長  それでは次回の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 

  

日比野教育長  それでは、次回の定例会は１月１７日（火）午前１０時３０分から開

催します。 

  

可児事務局長  ２月の定例会も決めていただければと思います。来年度のＦ－０事業

の決定を教育委員会定例会の日に合せて行いたいと思います。 

  

 ※各委員の予定確認、日程調整 

  

古川学校教育課長  それでは、２月２２日（水）にお願いいたします。終日となります。 

  

日比野教育長 これで１２月の定例会を終了いたします。お疲れさまでした。 

 

 

 

閉会 午前１１時００分 

 

 


