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平成２９年美濃加茂市教育委員会 ２月定例会 会議録 

 

１ 開会日時及び場所 

  平成２９年２月２２日（水）午前９時００分から午前１０時３５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 

  学校教育課就学指導係長 清水 浩樹 

 

 

３ 開会 午前９時００分 

 

４ 議事日程等 

 （１）教育長あいさつ 

 

 （２）会議録署名委員の指名 

 

 （３）９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２９年度美濃加茂市一般会計予算に関する教育委員会の意見について 

     議第２号 美濃加茂市非常勤の特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を

改正する条例(案)に関する教育委員会の意見について 

     議第３号 美濃加茂市放課後児童健全育成事業の実施に関する条例等の一部を改正す

る条例(案)に関する教育委員会の意見について 

     議第４号 平成２９年度学校教育の方針と重点について 

 

（５）協議・報告事項 

    ① 学校給食費について 

 

    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 

・加茂野小学校で「郷土給食の日」が行なわれ、副市長、地域の方々

３０人程が参加された。子供達がキビキビ活動していた。 

・平成２９年度予算案が新聞で報道された。「もっと教育」が掲げられ

ており、重い責任を感じている。 

・のぞみ教室は、現在古井小学校体育館で２５人を受け入れている

が、定員を４０人に増やすため、古井小学校敷地内に建物を建設す

る計画。３か月から半年ほど、日本語や生活習慣や学校生活を学

ぶ。 

・２月はＰＴＡ新旧引継ぎ会や地域学校サポートチーム合同会議な

ど、会議が多くあった。 

・伊深小学校でのあいさつ運動に参加した。児童が地域の方々に見守

られている様子がよく分かった。 

・正眼短期大学の卒業式に出席した。「えげんさん」が伊深町にいらし

た話になって、「えげんさん」と村人との話を伊深小学校が絵本にし

て作成している。 

・県の教育長役員会にて、県の松川教育長が小規模校について話され

た。（一般的に）小規模校ではコミュニケーション能力の向上に弱み

があると言われることがあるが、全く関係が無いという研究発表が

あった。 

・こども課、生涯学習課、学校教育課、教育総務課の４課合同講演会

が開催された。学校教育に対して批判的なご意見もあったが、子ど

もを自然のままのびのびと育てるのは、一つの価値だと思う。いろ

いろな話を聴いて市の教育に役立てたい。 

  

 

（２）会議録署名委員の指名について 

 

日比野教育長  次に、会議録署名委員の指名についてです。私から、矢島委員に

お願いしたいと思います。 

 

 

（３）９月定例会議の会議録の承認について 

 

日比野教育長 次に、９月定例会会議録の承認についてです。資料は事前にお届け

してありましたが、いかがでしたでしょうか。 
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安江委員、鹿野委員 ※両氏から修正箇所について申し出あり。 

  

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  その他にご意見等はございませんか。よろしいでしょうか。 

それでは、ご指摘いただきました修正箇所について修正をしていただ

き承認といたします。 

  

（４）議事 

議第１号 平成２９年度美濃加茂市一般会計予算に関する教育委員会の意見について 

 

日比野教育長 次に、議事へ入ります。 

まず議第１号、平成２９年度美濃加茂市一般会計予算に関する教育委

員会の意見について、事務局から説明をお願いします。 

  

可児事務局長  議会に諮る議案については市長が提出することになっていますが、教

育委員会に関する予算案や条例案については、予め教育委員会の意

見を求めることになっております。今回、３月議会に上程されます

一般会計予算に関し、教育委員会に関する部分についてのご意見を

いただきたいということでございますのでお願いします。 

 

※資料を基に、教育総務課に関する予算について説明。 

※全４１事業（主な事業は次のとおり） 

・放課後児童健全育成事業 

・学童保育待機者解消事業･･高学年は地域で見守ってもらえる体制づ

くりを検討 

・のぞみ教室新築事業･･２９年度は設計。建設は３０年度を予定。 

・小学校地籍調査事業･･古井小学校にて。 

・小学校増改築事業･･山手小学校（継続） 

・小学校施設営繕工事･･緊急性の高いものを優先的に実施。 

・児童就学援助・奨励事業･･人数の増加に対応。 

・双葉中学校組合負担金･･美濃加茂市と富加町との生徒数にて按分。 

・中学校施設営繕工事 

・生徒就学援助・奨励事業･･人数増に対応。 

・学校給食センター維持管理事業 

・給食材料費･･２９年度からは可茂特別支援学校へは給食を提供しな

い。 

  

古川学校教育課長 ※資料を基に、学校教育課に関する予算について説明。 

※全２４事業（主な事業は次のとおり） 
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・ふれあい安全サポーター設置事業･･草刈り機の安全講習（継続）他。 

・教職員研修事業･･教科指導等、目的を持って参加。 

・活躍する生徒支援事業･･全国大会出場など、生徒と引率教員へ補助。 

・フロム０歳プラン推進事業･･継続 

・英語教育推進事業･･ＡＬＴ委託料。３人→４人へ増員。 

・情報教育推進事業･･タブレットの更新。２年計画で進める。各学校各

学年に電子黒板を設置。 

・英語拠点校区事業･･県補助事業。下米田小学校、東中学校を指定。 

２９年度、可茂地区にて発表会。 

   

鹿野委員  学習指導要領が変更になり、「アクティブラーニング」という言葉が

使われなくなりますが、どうなのですか。 

  

古川学校教育課長  「アクティブラーニング」を行うこと自体が目的となってしまわな

いように、子ども達の主体的で深い学びを引き出す授業構想をして

いかないといけないということで国も示してきています。 

  

日比野教育長  美濃加茂市は英語教育を率先して行なっていますが、日本語に訳

す能力が日本人は落ちてきていると感じます。「ユニバーサルデザ

イン」などカタカナが多くて何のことなのかが分からない。英語教

育については、母国語である日本語も大事にしていかなければいけ

ないと考えています。それを踏まえてのグローバルな社会、多文化

共生に備えた英語教育をと思っています。教育課程を変更して英語

教育に力を入れることができる「教育課程特例校」という指定を下

米田小学校が率先して受けていて、東中学校区に広がり、今では全

市に広がっています。母国語も英語も共にできるバイリンガルに育

てて行きたいと思います。 

 ご質問はよろしいですか。 

  

 ※質問、意見等なし。 

  

日比野教育長  それでは、議第１号につきましては、同意することといたします。 

  

 

議第２号 美濃加茂市非常勤の特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正す

る条例(案)に関する教育委員会の意見について 

 

日比野教育長  次に、議第２号、美濃加茂市非常勤の特別職職員の報酬及び費用弁

償に関する条例の一部を改正する条例(案)に関する教育委員会の意見

について、事務局からお願いします。 
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可児事務局長 ※資料に基づき、一部改正について概要を説明。 

・学校医等の報酬のうち、看護師・歯科衛生士の報酬を２，６００円

→２，７００円に、３００人以下の小中学校校医手当について１５

７，０００円→１５８，０００円に増額。 

  

日比野教育長  ご意見等はよろしいでしょうか。 

  

 ※異議なしの声 

  

日比野教育長  それでは、議第２号については、原案のとおりとします。 

  

 

議第３号 美濃加茂市放課後児童健全育成事業の実施に関する条例等の一部を改正する条例

(案)に関する教育委員会の意見について 

 

日比野教育長  次に、議第３号、美濃加茂市放課後児童健全育成事業の実施に関す

る条例等の一部を改正する条例(案)に関する教育委員会の意見につい

てお願いします。 

  

可児事務局長 ※資料に基づき、一部改正について概要を説明。 

・古井小学校区第２放課後児童クラブの開設 

・保育料の私債権への変更 

・督促及び遅延損害金の規定の追加 

・附則にて遅延損害金に係る割合の特例規定 

  

日比野教育長  ご質問等はございますか。 

  

 ※意見、質問等なし。 

  

日比野教育長  それでは、議第３号は、原案のとおりといたします。 

  

 

議第４号 平成２９年度学校教育の方針と重点について 

 

日比野教育長  次に、議第４号、平成２９年度学校教育の方針と重点について、学

校教育課長からお願いします。 

  

古川学校教育課長 ※資料に基づき、平成２９年度学校教育の方針と重点についての要点を

説明。 

 ・「ユニバーサルデザインの視点を取り入れた授業づくり」では、「②単
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元・授業構想の創意工夫」を明確化 

・「人間尊重の気風がみなぎる学校づくり」では、「２ 不登校の未然防

止」を重点化 

 

日比野教育長  先ほどのカタカナの話ではないですが、「ユニバーサルデザイン」に

ついて、適切な日本語で簡潔に説明してください。 

  

古川学校教育課長 一言で申しますと、どの子にも分かる授業、理解できる、分かり

やすい、どのような実態の子にも対応できる授業ということです。

そのためにいろいろ手段を考えていきたいと思っています。 

  

日比野教育長  障がいや困り感のある子への対応は、他の子に対してもより良い効果

が期待できます。 

 この学校教育の方針と重点に基づいて、各学校にて各学校の方針を決

めていくことになっています。 

 ご質問等はよろしいでしょうか。 

  

 ※質問等なし 

  

日比野教育長  それでは、議第４号については、この内容でよろしいということでお

願いします。 

 

 

（５）協議・報告事項 

 ① 学校給食費について 

 

可児事務局長 ※資料に基づき、給食費について説明。 

・美濃加茂市学校給食センター運営委員会（２月１４日開催）にて、

次の２点を協議。 

①平成２９年度の指名業者について決定。 

②給食費の状況（赤字）について説明、協議。給食費の値上げや

むなし。小学生１食２５０円→２６０円（１０円増）。中学生１

食２７５円→２９０円（１５円増）が妥当との意見。値上げの

時期は事務局に一任。 

・事務局としては、６月議会に諮り、２学期からの給食費について

値上げをしたいと考えている。 

  

日比野教育長 今年度赤字の見込みとなったのは、台風が北海道に上陸したり九

州に地震が起きたりして、野菜などの材料費が高騰したということ

が大きな理由です。また、消費税が５％から８％に引き上げられた

時に美濃加茂市は据え置いたということもあります。 
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ご質問等ございましたらお願いします。 

  

 ※質問等特になし。 

  

日比野教育長 それでは、ご質問も無いようですので、６月の市議会に諮ってい

きますので、その時にはご報告をいたします。 

  

 

 ② 教育委員会行事予定等 

 

日比野教育長  次に、教育委員会の行事予定をお願いします。 

  

古川学校教育課長  はい。行事予定の前に、ご報告したい件がいくつかございますので、

先にそちらを説明させていただきます。 

 

 

 ○ 廃棄パソコンからのハードディスクの流出について 

 

古川学校教育課長 ※ハードディスクの流出について、経過を報告。 

・事案の内容 

・本人、保護者等への説明会の開催（２月２５日（土）） 

  

 

 ○ 卒業式、入学式の予定について 

 

古川学校教育課長 ※卒業式、入学式の予定及び各学校へ出席いただく教育委員の割り振り

を説明。 

  

 

 ○ ３月、４月の行事予定について 

 

古川学校教育課長 ※資料に基づいて３月、４月の行事予定を説明 

・３月 ７日（火）： 中学校卒業式 

・３月１８日（土）： 美濃加茂中学校卒業式 

・３月２３日（木）： 小学校卒業式 

・３月２４日（金）： 市立小中学校修了式 

・４月 ７日（金）： 始業式、入学式 

  

日比野教育長  行事予定に関係しますので、次回の臨時教育委員会について、予定を

説明してください。 
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可児事務局長  ３月７日の中学校卒業式が終わりましたら、１１時頃から臨時の教育

委員会を開催したいと考えております。ご参集願います。 

 また、３月２８日（火）午前１０時から、定例の教育委員会を開催さ

せていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

  

日比野教育長  大変お忙しいところを、よろしくお願いいたします。 

 引き続き、報告をお願いします。 

  

 

 ○ あじさい賞の追加及び変更の承認について 

 

古川学校教育課長  あじさい賞につきまして、１月定例会にてご審議いただき、その後事

務局にて再度精査いたしましたので、担当から説明をさせていただきま

す。 

  

清水就学指導係長 ※あじさい賞について、追加及び変更が必要な候補者・団体について説

明。 

・個人表彰：小学生２７名、中学生１１名。計３８名。 

・団体賞：小学校３団体、中学校２団体。計５団体。 

・表彰式：平成２９年３月２日、午後４時から。 

  

日比野教育長  このことにつきまして、ご意見等はございませんでしょうか。 

  

 ※特に意見等なし。 

  

日比野教育長  それでは、あじさい賞につきましては、事務局からの説明のとおりに

決定とします。 

  

 

 ③ 教育センター事業報告 

 

中島センター次長  １年間の活動をまとめた資料をお配りしましたのでご覧くださ

い。 

また、３月２日は１５時から教育実践論文の表彰式を開催し、引

き続き１６時からあじさい賞の表彰式となります。委員さんのご出

席をいただきますよう、先日ご案内をいたしております。 

  

日比野教育長  子どもも頑張っていますし、先生方も本当によく頑張っています

ので、同じ日にそれぞれの表彰を行います。お時間がございました

らご覧いただけますと有り難いです。 

その他、よろしいでしょうか。 
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では、その他ということで、給食に関して報告があります。事務

局からお願いします。 

  

 

（６）その他 

 ○学校給食センターにおける異物混入について 

 

可児事務局長 ※学校給食における異物混入について報告。 

・２月１６日、ミートソースの材料である玉ねぎをスライスする機

械の刃が欠けているのを調理員が発見。長さ約１ｍｍ、幅約０．

５ｍｍのステンレス製の欠片。 

・急遽ミートソースは食べないよう通知。校長の判断で、ソフト麺

を食べることは可とした。 

・副食については影響無しのため食べてもらった。 

・主食として、非常時用の固形の保存食（栄養調整食品）を食べても

らった。 

・ミートソースは児童生徒が食べる前に回収できた。 

・既に検食を行っていた１０数人の先生方には体調が悪いと訴える

者はいなかった。 

  

日比野教育長  ごく小さな破片について調理員が気付いてくれましたので早急な対

応ができました。新聞社等マスコミにも報告がしてあります。 

 それでは、本日の定例教育委員会は終了いたします。お疲れさまでし

た。 

  

 閉会 午前１０時３５分 

  

 


