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平成２９年美濃加茂市教育委員会 ８月定例会 会議録 

１ 開会日時及び場所 

  平成２９年８月２４日（木）午後２時３０分から午後４時２０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 山内 章 

  教育総務課課長補佐 長谷川 壮重 

   

 

 

３ 開会 午後２時３０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）３月定例会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補正予算（第５号）に関する教育委員会 

の意見について 

議第２号 美濃加茂市立小学校及び中学校通学区域審議会の委員の委嘱について 

議第３号 美濃加茂市立小学校及び中学校通学区域審議会に対する諮問について 

 

（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 

・美濃加茂市在住の高校生が地元（市外）の川で亡くなったとの痛ま

しい報道があった。 

・２学期が始まる頃の自殺者が全国で多い。始業日の欠席者全員につ

いて、その理由を把握することとしている。本日、各学校へ指示

し、報告してもらう。 

・夏休み期間中は、教員を対象とした研修会が多くあり、大勢の参加

があった。 

・青年の主張の県大会（中津川市）は素晴らしい発表であったとの報

告を受けた。 

  

安江委員  今年の青年の主張県大会では本当に点差が無くて、どの子も素晴ら

しかったです。難聴の子の作文もありました。美濃加茂市からの武田

さんも本当に素晴らしかったです。２位ということで全国には行けま

せんでしたけれど。 

 台風で延期になるところでしたが予定どおり実施されました。 

 

日比野教育長 ・ダボ市派遣生が帰国してきた。明後日（８月２６日）に帰国報告会

「コアラミーティング」が開催される。 

・長崎ピースフォーラムへ中学生が８名参加した。中部７県中、派遣

しているのは美濃加茂市だけとなった。各自治体がどう取り組んで

いるか。美濃加茂市では平和教育を行っている。 

・明日（８月２５日）は、あじさいサミットが開催される。 

・台風は大事に至らずに済み、安堵している。 

・楽習ひろばが３会場で行われている。特に三和で川遊びの会を行っ

た際は、三和小学校の子どもと他校の子どもが元気良く交流が図れ

た。 

・先日、ＮＨＫの「心の時代」という番組で、科学からの世界観と宗

教者から見た世界観とが全く異なっていて、そのやり取りが面白かっ

た。科学者は私の教え子でした。 

  

 

（２）会議録署名委員の指名について 

 

日比野教育長  今回の定例会の会議録署名委員は、安江委員にお願いいたします。 
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安江委員  はい、分かりました。 

  

 

（３）３月定例会会議録の承認について 

 

日比野教育長 次に、３月定例会会議録の承認についてです。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。 

  

 ※特に意見等なし 

  

日比野教育長  特に意見がないようですので、承認とします。 

  

（４）議事 

議第１号 平成２９年度美濃加茂市一般会計補正予算（第５号）に関する教育委員会の意見

について 

 

日比野教育長 次に、議事に入ります。 

議第１号、平成２９年度美濃加茂市一般会計補正予算（第５号）に関

する教育委員会の意見について、まず事務局から説明をお願いします。 

  

古川学校教育課長 ※資料に基づき説明 

・「清流の国 ふるさと魅力体験事業」を岐阜県から美濃加茂市教育委

員会が受託し、外国人初期適応指導教室（のぞみ教室）で、ふるさと

魅力探検を実施する。 

・ささゆりクリーンパーク（可児市）、杉原千畝記念館（八百津町）、太

田宿中山道会館・脇本陣（美濃加茂市）を見学する。 

・歳入、歳出ともに１３４千円。全額を県から委託料として支払われる。 

・市議会にて９月の補正予算を要求し、１０月に県と委託契約を交わ

し、事業を実施する。１０月２４日（火）に実施の予定。 

  

日比野教育長 市教育委員会が主に行うものですか。 

  

古川学校教育課長 美濃加茂市教育委員会が主で行います。事務局職員が随行し、の

ぞみ教室の職員も同行します。 

  

日比野教育長  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１号については承認いただきました。 
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議第２号 美濃加茂市立小学校及び中学校通学区域審議会の委員の委嘱について 

 

日比野教育長 次に、議第２号、美濃加茂市立小学校及び中学校通学区域審議会の委

員の委嘱について、説明をお願いします。 

  

可児事務局長 ※資料に基づき説明 

・東中学校の通学区域について審議していただくもの。 

・現在の通学区域は、平成２４年度に審議会を開催し、平成２５年度か

ら区域が変更されたものである。 

・５年間が経過することから、今年度（平成２９年度）に見直し、平成

３０年度から施行したい。 

・規定により、審議会委員は１９人以内を委嘱する。小中学校長３名、

市連合ＰＴＡ役員、市議会文教民生常任委員会委員、自治会長、名古

屋市立大学大学院の原田教授にもお願いしたい。 

  

日比野教育長  最大の１９人に委嘱するのですか。 

  

可児事務局長  より多くのＰＴＡの方々に参加をいただくため、平成２４年度の時と

同様に１９人に委嘱したいと思います。 

  

日比野教育長  来年度（平成３０年度）には、平成３１年度から施行するための双葉

中学校区に関する審議も予定しています。 

  

可児事務局長  ＰＴＡ役員は毎年替わられますので、来年度は改めて委員を委嘱しま

す。来年は新しい委員構成で協議をいただくこととなります。 

  

日比野教育長  確かに。自治会長さんも替わられますね。委嘱する委員の選考基準は、

前回と同様ということでありますので、皆さん、よろしいでしょうか。 

  

 ※意見等なし 

  

日比野教育長  それでは、議第２号につきましては、認めていただきました。 

  

 

議第３号 美濃加茂市立小学校及び中学校通学区域審議会に対する諮問について 

 

日比野教育長 続いて、議第３号、美濃加茂市立小学校及び中学校通学区域審議会に

対する諮問についてです。事務局から説明をお願いします。 
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可児事務局長 ※資料に基づき説明 

・東中学校の通学区域について審議していただくもの。 

・平成２４年度に審議会を開催した際、山手小学校区は全て東中学校と

なった。ただし、経過措置を設け、条件によって西中学校へも通学で

きることとした。 

・諮問内容は、経過措置を今までどおりとし、当分の間継続するかどう

かの判断をお願いするもの。 

・住宅地や商業店舗等の開発の見通しが流動的であるなど、社会情勢が

分からない。 

・西中学校２８クラス（平成３２年度）、東中学校２９クラス（平成３

５年度）まで、現在の校舎で対応できる。これら以上に生徒数が増加

した場合は校舎の増築や通学区域の変更などが必要となる。 

・９月２６日に審議会を開催する予定。 

  

日比野教育長  経過措置を無くして、通学区域を明確に決めてしまう方法もあります

が、宅地等の開発や市庁舎のことなどもあり、社会情勢の見通しが分か

らない。明確に分けてしまった後ですぐに変更しなければならないこと

にもなりかねないということで、経過措置を継続するものです。 

 通学区域については、変更に全く関係のない地域もありますが、地区

によっては、何度も説明会を行った経緯があります。 

 今住んでいる０歳からの子どもについては人数が把握できますが、今

後何人の子どもが出入りするのか、何人が増加するのかは分からないで

すし、特別支援学級については、１クラスに８人までとしていますが、

在籍する児童生徒の数は不安定ではっきりと見込めません。 

 太田地区では、すぐ近くに西中学校があるので、西中学校へ通わせた

いと思うご家庭もあります。先回の見直しで通学距離が遠くなり、交通

事故が心配されましたが、幸い通学区域の変更が理由での事故は発生し

ていませんので、ありがたいです。 

 諮問内容については良かったでしょうか。 

   

 ※意見等なし 

  

日比野教育長  それでは、事務局案のとおり決定し、審議会へ諮問することといた

しますのでよろしくお願いします。 

  

 

（５）協議・報告事項 

 ① 教育委員視察研修について 

 

日比野教育長  それでは次に、協議・報告事項に入ります。 

まずは教育委員視察研修について説明をお願いします。 
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可児事務局長 ※資料に基づき説明。 

 ・１１月９日（木）～１０日（金）。 

・１１月９日（木）は、富山市にて小規模特認校視察、地域ミニ放課後

児童クラブ事業視察 

・１１月１０日（金）は、飛騨市にて岐阜県市町村教育委員会連合会研

究総会へ出席 

  

日比野教育長  当市が先進地から教わりたい喫緊の課題について目的を持って視察

をさせていただくものです。訪問先へは質問事項等を事前に送っておい

て、質問に答えていただくよう意義ある視察にしたいと思います。ご要

望がありましたらおっしゃってください。 

  

 

 ② 教育委員会行事予定等について 

 

日比野教育長 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 ※資料に基づいて９月、１０月の行事予定を説明 

・９月２日（土）、３日（日）： 科学社会科作品展（文化の森） 

・９月１６日（土）： 中学校体育大会（各中学校） 

・９月２３日（土）、２４日（日）： 小学校運動会（各小学校） 

・１０月６日（金）、７日（土）： 伊深小学校防災キャンプ 

・１０月１０日（火）：可茂地区研修協力校公表会（可茂特別支援学校） 

・１０月１４日（土）： 地区中体連陸上競技大会（駅伝大会） 

・１０月１７日（火）： 岐阜県英語イノベーション研修会 

・１０月１８日（水）： 岐阜県中学校保健体育研究大会可茂大会 

・１０月２８日（土）： 子育て学習会、第４回ビブリオバトル 

  

日比野教育長  １０月２９日（日）には、市の総合防災訓練が予定されています。学

校のグランドで行われる地区がありますので、ご承知ください。 

  

 

 ② 教育センター事業報告 

 

山内教育センター次

長 

※教育センターの活動報告 

・７月１１日： ユニバーサルデザイン研修 

・７月１２日： ヤング研修は台風のため中止に 

・７月２３日、８月５日： 森の学習会 

・７月２８日： わくわくドキドキサイエンスツアー（瑞浪市） 

・８月２５日： あじさい小学生サミット 2017（文化の森） 

・９月２日、３日： 科学作品展、社会科作品展（文化の森） 
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・不登校の現状と教育相談。昼夜逆転している生徒がいる。夏休みの宿

題ができない子がいる。親の生活リズムの崩れが子どもに影響するこ

ともあり、困り感は人それぞれ、理由もそれぞれである。 

・あじさい教室での活動。夏休み期間オープンデイを１０日間開催し、

平均８名ほど参加。 

・親の会による「おしゃべりの会」を開催。親同士の交流の機会に。 

・美濃加茂市加茂郡合同夏季研修講座（７／２６、７／３１、８／１）

へ１１９４人の教員が参加。 

・美濃加茂市・加茂郡教育講演会（８／２３）へ２８９人の教員が参加。 

  

日比野教育長 夏休み中の研修については、教職員の多忙化という課題もありま

すので、役に立つ評判の良い講座は残していきたいです。 

親の会での意見交流は継続して実施できると良いと思います。 

心配なのは、不登校について小学生がなぜこれほど増えたのかと

いうこと。 

  

山内教育センター次

長 

 特別支援学級対象の児童が顕著に多くなりました。本来であれば特別

支援学級で少人数で個別に対応をしていくのですが、特別支援学級にも

馴染めなくて、あじさい教室へ来られる子もいます。 

  

日比野教育長  本来あじさい教室に来なくてもいい子が来るようになったというこ

とですか。 

 中学校については、増えることは承知していましたし、気がかりでは

あったんですが、２８年度と比べると２９年度は少し減っています。 

子どもの昼夜逆転については、スマホ（スマートホン）依存も原因の

一つと考えられます。親も子どもを指導できないでいる。生活が乱れ

ていても、なかなか家庭の中までは入れないのが実情ですから。夏

休みなどに先生が家庭を訪問して欲しいと思っていますが、限界も

ありますし、親御さんの自覚も必要です。 

  

山内教育センター次

長 

 平成２８年１０月ごろから小学生が増えてきていて、なかなか解決さ

れない。新たに不登校に陥った子もいます。親御さんからの愛情不足で

あったり、放っておかれたり、担任の先生が家庭訪問しても親御さんが

子どもに会わせなかったり。  

  

日比野教育長  民生委員と協力して改善に向かったという内容の新聞記事もありま

した。なかなか学校だけでは切り込んでいけないことも課題です。 

 スマートホンは学年が上になるほど多くなるのではないですか。 

  

山内教育センター次

長 

 高学年ですと本当に多くなってきます。 
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日比野教育長  親が子どもにスマートホンを与えると、学校に行きたがらなくなる子

がいます。親はスマホに子守をさせているようなものです。新聞記事に

もありましたが、確実に学力に影響がありますし、生活習慣にも影響し

ます。 

只今は、教育センターからはそういう実態を報告してもらいました。 

 委員さん方が様々な機会に出向かれた際、人からそのようなお話を耳

にされましたら、電話でも何でも結構ですのでご連絡をいただけますと

ありがたいです。 

  

 

（６）その他 

 

日比野教育長 では、その他ですが、何かありましたらお願いします。委員さん

方からも何かありましたらどうぞ。 

  

可児事務局長 特にありませんようでしたら、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。 

  

 ※各委員の予定確認、日程調整 

  

可児事務局長  ９月の定例会は、９月２５日（月）の午後１時３０分からということ

でよろしくお願いいたします。  

  

日比野教育長  それでは、本日の定例教育委員会を終了します。長時間にわたりご審

議ありがとうございました。 

  

 閉会 午後４時２０分 

 

 

 


