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平成２９年美濃加茂市教育委員会 ３月定例会 会議録 

 

１ 開会日時及び場所 

  平成２９年３月２９日（水）午後１時３０分から午後２時５８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 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 欠席者 

  （教育委員） 

   委 員 高野 光泰 

 

   

   

４ 開会 午後１時３０分 

 

５ 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）１０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年度事務局職員の人事異動について 

     議第２号 平成２９年度特色ある学校づくり補助金の決定について 

     議第３号 美濃加茂市学校給食費規則の一部を改正する規則について 

     議第４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施行規則の一部を

改正する規則について 

議第５号 美濃加茂市教職員住宅管理規則を廃止する規則について 

議第６号 美濃加茂市教育委員会事務局の組織等に関する規則の一部を改正する規則

について 

  

（５）協議・報告事項 

    ① 教育委員会行事予定等 
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② 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 

・小中学校の卒業式へご臨席いただきありがとうございました。 

・中学生の交通事故があり、小中学校の修了式の折、児童生徒に交通

安全について指導を行なった。 

・パソコンのハードディスク流出について、委託業者と下請け業者と

で協議をしているところである。名簿が悪用されたという情報は入

っていない。引き続き慎重に対処していく。 

・のぞみ教室に入っている児童生徒は学校に籍を置くこととする。待

機が出ている状況であり、今後古井小学校敷地内にのぞみ教室用の

校舎を建てる計画である。 

・太田小学校の教諭が実践論文で優秀賞を受賞された。 

  

 

（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。今回の定例会の会議

録署名委員は、渡邉委員にお願いいたします。 

 

渡邉委員  承知しました。 

  

 

（３）１０月定例会議の会議録の承認について 

 

日比野教育長 次に、１０月定例会議の会議録の承認についてです。資料は皆さま

のお手元に届いていると思いますが、訂正等がありましたらおっしゃ

ってください。 

  

鹿野委員 ※修正箇所について申し出あり。 

  

日比野教育長  会議録については要旨をまとめて作成していますが、話し言葉がその

まま記載されたりしている箇所もありますので、事務局として注意しな

がら作成してください。 

その他にご意見等はございませんか。 

それでは、ご意見も無いようですので、ご指摘いただきました箇所を

修正し承認とします。 
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（４）議事 

議第１号 平成２９年度事務局職員の人事異動について 

 

日比野教育長 次に、議事へ移ります。 

始めに議第１号、平成２９年度事務局職員の人事異動について、事務

局から説明をお願いします。 

  

可児事務局長 人事に関することにつきましては、恐れ入りますが、非公開というこ

とでお願いいたします。 

  

日比野教育長 分かりました。では非公開といたします。 

  

可児事務局長 ※資料を基に、学校教育課及び教育総務課に関する人事異動（内示）に

ついて説明 

  

日比野教育長 この２、３年で事務局の体制が大分整ってまいりましたので、大変あ

りがたいことと思います。 

それでは、よろしいでしょうか。ご意見等が無ければ、議題１号につ

いては決定といたします。 

  

 ※非公開を解く 

 

 

議第２号 平成２９年度特色ある学校づくり補助金の決定について 

 

日比野教育長 次に、議第２号、平成２９年度特色ある学校づくり補助金の決定につ

いて、事務局から資料に従って説明をお願いします。 

  

古川学校教育課長 ※資料に基づき、各学校に対する補助金査定額と審査のポイントとなっ

た取組について説明。 

  

日比野教育長  委員さん方に大変ご苦労をおかけし、審査をしていただいたものに基

づき額を配分させていただいたものです。ご質問がありましたらお願い

します。 

  

矢島委員  双葉中学校に対する補助については、この決定で良かったのでした

か。 

  

古川学校教育課長  双葉中学校につきましては、美濃加茂市・富加町中学校組合の教育委
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員会の予算ですので、組合の教育委員会のほうで協議いただくことにな

ります。今回の査定は、参考として組合のほうへ提案をさせていただく

ものとなります。 

  

矢島委員  分かりました。 

  

日比野教育長  この特色ある学校づくり補助事業は、特に小学校では、地域性を生か

して在校生に地域文化の継承を支えていく中心になってもらいたいと

いう思いで始まったということと、体験をしながら文化を学ぶというこ

とがあります。学校によっては学力テストなどを行いたいと言う学校も

ありますが、特色ある学校づくりでは、事業が始まった頃の本筋という

ものを大切にしていって欲しいと思っています。 

 講師に係る費用など人数や回数で算出されているものについては、単

に何％削るというやり方では実施が不可能となってしまう場合もあり

ますので、学校へ確認し、考慮しながらの配分をお願いします。 

事務局へもう一つ。年度途中に報告会がありますが、その前に進捗に

ついて各学校へ早めに確認をしてもらいたい。予算の執行状況も、予算

が残りそうだとか、要求したけれど削られてしまったので足りないと

か。学校間で融通してもらっても良いという考え方ですので、中間報告

会の前くらいには修正してもらいたいです。お願いします。 

  

古川学校教育課長  計画として挙げなかったことを勝手に行うことは認められない旨は

査定の会にて伝えてありますが、今ご指摘いただきましたことにつきま

しては今一度確認いたします。残った予算を消化するのではなく、他の

学校で必要なところがあればそちらで執行していくという形も考えて

いきたいと思います。 

  

日比野教育長  学校によっては、他の公的な又は私的な補助事業に応募して研究発表

をしているところもあります。そういった事業とこの特色ある学校づく

り事業とが重ならないように事務局側も注意をしておく必要がありま

す。 

 委員さん方、よろしかったでしょうか。 

  

 ※質問等なし 

  

日比野教育長  それでは、議第２号につきましては決定といたします。 

  

 

議第３号 美濃加茂市学校給食費規則の一部を改正する規則について 

 

日比野教育長 続いて、議第３号、美濃加茂市学校給食費規則の一部を改正する規則
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について、よろしくお願いします。 

  

可児事務局長 ※配布資料に基づき説明 

・可茂特別支援学校への給食提供に関する規定を削る。 

・平成２９年４月１日施行とする。 

  

日比野教育長 只今説明をいただきましたが、ご質問がありましたらお願いいたしま

す。 

可茂特別支援学校については、現在の学校給食センターが建築された

後で、途中から今まで給食を提供してきましたが、市内の小中学校と富

加小学校、双葉中学校の児童生徒が増加してきたことと、可茂特別支援

学校の児童生徒が大変増えたため、現行の施設では給食を賄いきれない

ということです。 

県へも相談に行きましたら、可茂特別支援学校の給食については他で

手配が可能となったとのこと。また、今まで給食を提供してもらえたこ

とに大変感謝しているとおっしゃっていただけました。 

特にご意見がないようでしたら、議第３号について決定とさせていた

だきますがよろしいですか。 

  

 ※意見等なし 

  

日比野教育長  それでは、議第３号は決定いたします。 

  

 

議第４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施行規則の一部を改正す

る規則について 

 

日比野教育長 次に、議第４号、美濃加茂市放課後児童健全育成事業の実施に関する

条例施行規則の一部を改正する規則について、事務局から説明をお願い

します。 

  

可児事務局長 ※配布資料に基づき説明 

・本郷教員住宅の１階部分を放課後児童クラブ用に改修したことに伴

い、古井小学校放課後児童クラブについて小学校の方を第１クラブ、

教員住宅の方を第２クラブとし、定員を４０人増やす。 

・平成２９年４月１日施行とする。 

  

日比野教育長  本郷教員住宅は３階建ての建物ですが、その１階部分を改修して放課

後児童クラブを開設するものです。２、３階部分についてはそのまま残

すということでしたか。 
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可児事務局長  後ほどの議第５号にてご説明をさせていただこうと思っております。 

  

日比野教育長  先日、文教民生常任委員会の市議の方々が視察に来られました。いろ

いろ質問をいただきましたが、認めていただきましたのでご報告申し上

げます。 

  よろしいでしょうか。 

 それでは、議第４号については決定といたします。 

  

 

議第５号 美濃加茂市教職員住宅管理規則を廃止する規則について 

 

日比野教育長 次の議第５号に移ります。美濃加茂市教職員住宅管理規則を廃止する

規則について、説明をお願いします。 

  

可児事務局長 ※配布資料に基づき説明 

・本郷教員住宅の１階部分を放課後児童クラブとして利用する。 

・２階、３階については教員住宅として賃貸する予定がないため、市の

一般財産として市（総務課）で管理する。 

・教職員住宅ではなくなるため、当該規則を廃止する。 

  

日比野教育長 ご質問等はありませんか。 

  

安江委員 建築年度と耐震強度は。 

  

長谷川課長補佐 昭和５９年度の建築で、耐震については現行の基準を満たしていま

す。 

  

日比野教育長 その他はよろしいですか。 

それでは、議第５号は承認ということで次に進みたいと思います。 

  

 

議第６号 美濃加茂市教育委員会事務局の組織等に関する規則の一部を改正する規則につい   

て 

 

日比野教育長 次に、議第６号、美濃加茂市教育委員会事務局の組織等に関する規則

の一部を改正する規則について、説明をお願いします。 

  

可児事務局長 ※配布資料に基づき説明 

・「学校給食センター業務係」を「業務係」に改める。 

・「特別支援係」を加える。 

・「課付係長」「教育機関付係長」を加える。 
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・平成２９年４月１日施行とする。 

  

日比野教育長  「学校給食センター」という文言が無くなってしまうがよろしいか。 

   

可児事務局長  もともと教育機関として学校給食センターは明記されていますの

で、名称が重複する形となっていたものを整理しようとするもので

す。 

  

日比野教育長  その他にご質問はよろしいでしょうか。 

  

 ※質問、意見等なし。 

  

日比野教育長  それでは、議第６号につきましては、承認といたします。 

  

 

（５）協議・報告事項 

 ① 教育委員会行事予定等 

 

日比野教育長  続きまして協議・報告事項に入りますが、まず教育委員会行事予定等

について説明をお願いします。 

  

古川学校教育課長 ※資料に基づいて４月、５月の行事予定を説明 

・４月 １日（土）： 市内小中学校職員会（出勤日） 

・４月 ３日（月）： 宣誓式 

・４月 ７日（金）： 入学式・始業式 

・４月１３日（木）： 校長会特別研修会、園長・校長交流会 

・４月１８日（火）： 全国学力学習状況調査 

・５月 １日（月）： 校長会 

  

日比野教育長  今年は４月１日が土曜日になっていますので、入学式や１学期を迎え

るための準備などもありますので、１日に出勤していただきます。その

振替休業日を４月３日又は４日に当てております。昔は、徹夜をしてで

もということもありましたが、今はそうはできません。 

  

古川学校教育課長  ４月１日の出勤につきましては美濃加茂市独自の動きでございます。

他市町では３日からという所もありますのでご承知おきください。 

  

 

 ② 教育センター事業報告 

 

中島センター次長 お手元の封筒に、センターのこの１年ということで冊子にしたものを
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お配りさせていただきましたのでご覧いただきまして、また来年度に向

けて色んなご指導やご支援を賜れればと思います。よろしくお願いいた

します。 

  

日比野教育長  教育センターは不登校の児童生徒の指導の他に教員の研修を実施す

る機関でもありますので、来年度も充実していってもらいたいと思いま

す。また、ハイパーＱＵも美濃加茂市は導入しておりますので、それぞ

れの教師がそのデータと日頃の子どもの様子をよく比較して、活用して

もらいたい。 

学力テストの分析もまた重要です。１年生からの学習で積み上げたも

のが５・６年生の学力として表れて来ますので、全ての教員が今受け持

っている学年では何をすべきであるか、自分のこととして考えて日頃の

授業に臨んでもらいたいです。 

その他にも教育センターでは子どもと野菜を育てたり、親と一緒

に料理を作ったりもしています。一度ご覧いただければ幸いです。 

その他、よろしいでしょうか。 

  

 

（６）その他 

 

日比野教育長 では、その他ということですが、特に無ければ次回定例会の日程

をお願いします。 

  

可児事務局長 その他といたしましては特にありませんので、次回の定例会の日程を

決めさせていただきたいと思います。 

 

※次回定例会 

・４月１７日（月）午後１時３０分から 

・市役所分庁舎４階 第１会議室にて 

  

日比野教育長  定例の教育委員会の他に年度末、年度始めには学校行事の関係で幾度

もご足労をお願いしなければなりませんが、どうかよろしくお願いいた

します。ご都合がお有りの時は遠慮なくおっしゃってください。 

それでは、以上をもちまして本日の定例教育委員会は終了いたしま

す。ありがとうございました。 

  

 閉会 午後２時５８分 

  

 

 

 


