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平成２９年美濃加茂市教育委員会 ６月定例会 会議録 

 

１ 開会日時及び場所 

  平成２９年６月２９日（木）午後１時００分から午後２時４５分まで 

  美濃加茂市学校給食センター２階 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 山内 章 

  教育総務課課長補佐 長谷川 壮重 

   

 

 

３ 開会 午後１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）１月定例会会議録の承認について 

 

 （４）議事 

     議第１号 美濃加茂市学校給食費規則の一部改正について 

     議第２号 美濃加茂市就学援助費支給要綱の一部改正について 

     議第３号 美濃加茂市特別支援教育就学奨励費支給要綱の一部改正について 

 

（５）協議・報告事項 

    ① 教育委員視察研修について 

    ② 教育委員会行事予定等について 

    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 

・教職員が足りなくなってきている。 

・通学区域の見直しの時期に入っている。古井小学校は児童が増加し

ている。太田小学校は駅北の地域について西中学校に近いが東中学

校が指定通学区域となっている。 

・小規模特認校制度がスタートし、募集２年目となる。長野県へ視察

に行ってきたが、東京から子どもを募っていて、募集定員を大幅に

超える希望がある。面接などを経て入学する児童を選抜している。 

・中体連が始まった。大会前ともなると部活動顧問の先生方は残業が

多くなる。 

・当市に所縁のある若者の活躍。陸上では井戸アビゲイル風果さんや

安達楓恋さん、俳優の若山耀人さん、ゴルフの岡崎錬さん、将棋の

中島灯希さん。 

・将棋と言えば、只今中学生棋士藤井聡太四段が大躍進中である。 

・大相撲の名古屋場所が始まる。一生懸命稽古をしている姿を同世代

に近い中学生たちに見せられたらとも思っている。 

  

 

（２）会議録署名委員の指名について 

 

日比野教育長  それでは、初めに会議録署名委員の指名についてですが、私から、

高野委員を指名させていただきますのでお願いします。 

 

 

（３）１月定例会会議録の承認について 

 

日比野教育長 次に、１月定例会会議録の承認についてです。事務局へは事前にご

意見は届いていませんか。 

  

長谷川課長補佐  特に皆様からご意見はいただいておりません。 

  

日比野教育長  事前にご覧いただいておりますので、お気づきの点がありましたら

おっしゃっていただきたいと思います。 

  よろしいでしょうか。 

それでは、１月定例会会議録は承認とします。 
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（４）議事 

議第１号 美濃加茂市学校給食費規則の一部改正について 

 

日比野教育長 それでは議事に移ります。 

まず議第１号、美濃加茂市学校給食費規則の一部改正について、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 

・改正の理由。原材料の値段の高騰。このままでは給食の水準を維持で

きない。 

・市議会第２回定例会にて説明する。 

・２学期から、１食当たり小学生２５０円→２６０円、中学生２７５円

→２９０円。月額、小学生４，４００円→４，６００円、中学生４，

９００円→５，１００円 

・平成２９年８月２９日施行とする。 

  

日比野教育長 小学生は１食当たり１０円、中学生は１食当たり１５円の増額です

が、月額にすると小学生も中学生も２００円の増額となっています。こ

の訳は何ですか。 

  

可児事務局長 年度末に精算をします。中学校は３年生が１、２年生より日数が少な

いため、５，２００円にするともらい過ぎになることが予想されます。

還付が必要とならないよう、抑えておきたいのです。 

  

安江委員  一般の方が新聞などで見られるとそこまでの理由をご存じないから、

疑問に思われるかも。 

  

可児事務局長  新聞発表では１食いくら値上がりするかが注目されると思います。ひ

と月およそ２０日間給食が供給されますが、夏休みも考慮すると実際に

は１７．何日となり、インフルエンザなどで学級閉鎖があったりすると

更に日数が少なくなります。概算で給食費をいただいておりますので、

年度末の精算を極力少なくしたいという思いがあります。 

  

日比野教育長  値上げの額について、新聞を見られた保護者から事務局へ問い合わせ

が来るかもしれませんので説明をきちんとお願いします。 

 前回消費税が引き上げられた際に、当市は給食費を上げませんでし

た。当時は消費税がすぐに１０％に上がる雰囲気でしたから据え置いた

わけですが、消費税アップが見送られ、そこに来て台風や地震の影響で

野菜などが高騰した。デザートを削ったりパン食をご飯に替えたりして

努力はしてきましたが、限界が来ました。年度途中ではありますが、２

学期からの値上げをお願いするというものです。 
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 この件についてご意見等はございませんか。 

  

 ※意見等なし 

  

日比野教育長  ご意見も無いようですので、議第１号、美濃加茂市学校給食費規則の

一部改正については原案どおりに決します。 

  

 

議第２号 美濃加茂市就学援助費支給要綱の一部改正について 

 

日比野教育長  次に、議第２号、美濃加茂市就学援助費支給要綱の一部改正につい

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 

・給食費の値上げに伴い、準要保護世帯に対する就学援助費のうち学校

給食費について助成額を増額する。 

・年額、小学生３７，５００円→４１，２５０円、中学生３９，０００

円→４３，５５０円。ただし、平成２９年度については２学期の給食

から適用するため、平成２９年度に限り小学生３８，８３０円、中学

１・２年生４３，２４５円、中学３年生４３，０６５円を限度額とす

る。 

・平成２９年８月２９日施行とする。 

  

日比野教育長  只今説明をいたしましたが、ご質問などはありませんか。 

  

 ※意見、質問なし 

  

日比野教育長  それではご質問もないようですので、議第２号につきましては決定

といたします。 

  

 

議第３号 美濃加茂市特別支援教育就学奨励費支給要綱の一部改正について 

 

日比野教育長  次に、議第３号、特別支援教育就学奨励費支給要綱の一部改正につ

いて、お願いします。 

  

可児事務局長 ※配布資料に基づき説明 

・給食費の値上げに伴い、特別支援学級に在籍する児童生徒に対する特

別支援教育就学奨励費のうち学校給食費について助成額を増額する。 

・年額、小学生１８，７５０円→２０，６２５円、中学生１９，５００

円→２１，７５０円。ただし、平成２９年度については２学期の給食
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から適用するため、平成２９年度に限り小学生１９，４１５円、中学

１・２年生２１，６２２円、中学３年生２１，５３２円を限度額とす

る。 

・平成２９年８月２９日施行とする。 

  

日比野教育長  今の説明のとおり、就学援助費と同様に特別支援教育の就学奨励費

についても給食費について助成額を増額するものです。 

 ご質問はよろしいでしょうか。 

 それでは、議第３号については原案どおり決定しました。ありがと

うございました。 

  議事は終わりましたが、給食費の議題が出ましたので、給食費の無

料化や第二子・第三子の無料化又は減額について県内の市町村の状況

についてお話をさせていただきます。 

  

・市での完全無料化は無し。裕福な家庭に対してまでも無料化する必

要はないと考える市は多い。 

・町村では２町が無料化済み 

・当市では、給食センターの設備費や燃料費などを市が負担し、食材

費は保護者に負担（全体で年３億円）してもらっている。生活困窮

の世帯への援助は手厚くしたい。 

・保護者からの３億円分、他の教育施策に予算が回せている。 

・多子家庭に対する援助について、多子家庭が必ずしも生活困窮とは

限らない。多子で生活困窮世帯には援助を広げていくことは必要。 

 

 今後も議論が必要になると思います。 

  

可児事務局長  テレビなどでも子どもの貧困問題が大きくクローズアップされてき

ている中、美濃加茂市としてどうしていくかを全体的な対策をもう一

度見直していきたいと考えておりまして、来年度に向けて就学援助の

基準の見直しについても検討しています。 

 今回は２学期以降の給食費の値上げ関する事案について決定をいた

だいたわけですが、貧困問題に対して美濃加茂市に合った施策につい

てご意見をいただくことがあると思いますのでよろしくお願いしま

す。 

  

日比野教育長  本日は給食費に関する３つの議題について決定していただきました

が、本来配慮すべきものについてはきちっと準備していきたいと考えて

おりますので、皆さまのご理解をお願いしたいと思います。 

 

 

（５）協議・報告事項 
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 ① 教育委員視察研修について 

 

  

日比野教育長 それでは、次の協議・報告事項ということで、教育委員視察研修につ

いてお願いします。 

  

可児事務局長 ※１１月９日（木）、１０日（金）、岐阜県市町村教育委員会連合会総会

（飛騨市古川町）に合わせて実施の案を説明。 

・９日に先進地を視察、１０日に総会に出席 

  

日比野教育長  視察訪問先について具体的にご希望がありましたらおっしゃってい

ただければと思います。飛騨方面であれば、スーパーカミオカンデもあ

ります。 

  

 

② 教育委員会行事予定等について 

 

日比野教育長  続きまして、教育委員会行事予定についてお願いします。 

  

古川学校教育課長 ※行事予定の前に１点、依頼事項について説明。 

・本年度は小学校の道徳の教科書の採択をしていただく。教育委員の中

で教科用図書の採択に直接利害関係を有する方がいる場合、採択に加

わっていただけない。親族三親等までが制限される。確認書に署名を

いただきたい。 

  

古川学校教育課長 ※資料に基づいて７月、８月の行事予定を説明 

・７月 １日、２日： 中体連市郡大会 

・７月１０日（木）： １学期終業式 

・７月２４日（月）： 地区学校図書館サミット 

・７月２８日（金）： わくわくドキドキサイエンスツアー 

・８月２９日（火）： ２学期始業式 

・８月２５日（金）： あじさい小中学生サミット 

  

日比野教育長  併せて、次回７月の教育委員会定例会の日程調整もしましょう。 

 

※日程調整 

  

可児事務局長  それでは、次回７月定例会は、７月２８日（金）午後３時３０分から、

美濃加茂市役所分庁舎４階第１会議室で開催したいと思います。 

  

矢島委員  わくわくドキドキサイエンスツアーへの参加者は、希望者を募るので
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すか。 

  

日比野教育長  希望する子どもたち用のバスを２台用意して、サイエンスワールドへ

行きます。岐阜大学の学生らが講師になったりして、大変評判が良く、

抽選になることが多いです。 

  

山内教育センター次

長 

 現在申込みが来ておりますけれど、少し定員を超しそうな感じです。 

  

日比野教育長  報告し忘れていましたが、小規模特認校制度の宣伝ポスターを次長に

描いてもらいました。このポスターを配布して制度の周知に使わせてい

ただくものです。 

  

可児事務局長  保育園、小学校、連絡所へ掲示したいと考えています。伊深小学校、

三和小学校の特色を描いていただきました。１年間、人目に付く所にポ

スターを掲示していきたいと思います。 

  

日比野教育長  それでは、教育センターの事業報告をお願いします。 

  

 

③ 教育センター事業報告 

 

山内教育センター次

長 

※配布資料に基づき報告。 

・タイアップ研修のスケジュール 

・平成２９年度教育実践論文応募者一覧 

・不登校の現状と教育相談（５月分） 

・美濃加茂市加茂郡合同研修 

・教育講演会予定 

  

日比野教育長  不登校の児童については、小規模特認校制度にも関係してきます。無

理にというわけではないけれど、三和小学校や伊深小学校に通学できそ

うな児童がいたら、制度について話してみてください。通学する学校が

違えばまた学校に通えるようになる子もいるかもしれない。小規模特認

校制度が使える子たちがいる可能性は十分あると思っています。 

  

鹿野委員  研修の申込み先は。 

  

山内教育センター次

長 

 美濃加茂市でのものについては教育センターです。 

  

鹿野委員  美濃加茂市ではＬＧＢＴの問題は無いですか。それに関係する家庭の
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問題や相談は無いですか。最近よく話題になっていますが、先生方も研

修を受けられるのかなと。 

  

山内教育センター次

長 

 私の把握している限りでは無いです。 

  

古川学校教育課長  正確に把握は出来ていないですが、いないとも言い切れないです。 

  

鹿野委員  学校内でインシュリンの注射を自分で打っている子はいますか。 

  

古川学校教育課長  持ってきている子はいます。正確な人数は分かりませんが、保健室で

打っていると聞いています。 

  

鹿野委員  自分で教室ででも出来るんでしょうが、注射は教室で打たないでと言

われるようなことがあるという話をちょっと聞きましたので、問題は無

いかなと思いまして。 

  

古川学校教育課長  そのことについては非常に難しいです。教室の中で打つことも何か少

し心配なこともあります。 

  

鹿野委員  現在は注射器を手にすることなく、ボタンを押すだけで済むというや

り方もあるそうですね。美濃加茂市の実状は、どうだろうかと思いまし

て。 

  

古川学校教育課長  このことにつきましては、保護者と連携を取り合いながら、学校だけ

の判断や子どもだけの判断ではなく、保護者も交えて話をしています。

食物アレルギーについてもどういう児童生徒がいるかは事務局の方で

も把握をしております。 

  

安江委員  報道では特集などがされています。アレルギーに関しても、花粉症や

フルーツアレルギーの子どもが増えてきたと聞きます。複数のアレルギ

ー症状が重なって呼吸困難やアナフィラキシーを起こしたりするとい

う話も最近よく言われています。 

  

古川学校教育課長  十分に配慮しなければいけませんし、食物アレルギーがあるような子

どもたちには支援員を配置して慎重に対応するような体制を取るよう

にしております。 

  

  

 

（６）その他 
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日比野教育長 次にその他ですが、よろしいですか。 

  

安江委員  今、「う○○ドリル」という漢字ドリルがすごく流行っていて、１冊

の値段は高いですが、内容は良いと思います。子どもが欲しがるのが分

かる気がします。分かりやすいし、覚えやすいと思います。開発された

方は、凄く考えられたと聞いています。 

  

渡邉委員  何か昔から面白い人で、変わったことばかりやっていましたが、同級

生同士で会社を作ってドリルを出版しました。 

  

安江委員  先日行われた青少年育成アドバイザー全国大会でスマホに関する講

演会がありました。最近、分かりやすい講演会になってきていると思い

ます。 

  

日比野教育長  大学生でスマホにはまってしまったところから抜け出した人の話を

聞かせるというのもあります。のめり込んでしまった学生がボランティ

アで体験談を話す。スマホが出回ってほんの数年しかたっていません

が、影響が数字にも表れています。不登校につながる危険性が十分にあ

ります。 

  

安江委員  やはり大人の目の届かないところで、子どもたちがスマホを手放せな

くなっていると聞きます。全国の大会などで講演が開かれていますが、

良かったです。 

  

日比野教育長  ありがとうございました。 

それでは本日の定例会議はこれで終わります。長時間、ありがとうご

ざいました。 

  

 閉会 午後２時４５分 

  

 

 


