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平成２９年美濃加茂市教育委員会 ９月定例会 会議録 

 

１ 開会日時及び場所 

  平成２９年９月２５日（月）午後１時３０分から午後３時１５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１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）４月定例会会議録の承認について 

 

 （４）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 

 

 （５）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 

・８月２９日、２学期が始まった。自殺が多い時期で心配していたが、

大丈夫でした。欠席者数、欠席理由も学校から報告してもらった。 

・欠席者のうち外国籍の児童生徒で、欠席の理由が分からない子がい

た。母国へ帰っていた子もいた。親が帰国して子どもは日本に残り知

人の所で面倒見てもらっていた子もいた。 

・全国学力テスト（学力学習状況調査）の結果が戻ってきた。結果につ

いては教育委員の皆さまにも改めてお伝えする。市長へは概要を伝え

てある。 

・世間は点数が何点だとか順位はどうだということに関心があるが、結

果に一喜一憂はしない。当市にはテストの結果に影響を及ぼす特殊な

事情があり、例えば、児童生徒の出入りが多くあったり、日本語もた

どたどしい外国籍の児童生徒も同じように受けさせたりなど。 

・当市は、県の平均より良いし、伊深小学校や三和小学校も良い結果で

ある。複式学級では学力が落ちるのではないか、コミュニケーション

能力が劣るのではないかと心配する声も聞くが、実際は心配に及ばな

い。 

・結果をどう活かし、課題を克服していくかが問われる。 

・全国学力テストは学校での通常のテストとは異なる形式で出題され

る。 

・近々分析結果をご報告します。 

・市議会９月定例会が閉会した。質問は少なかったが、小規模特認校制

度やタブレットパソコンの導入の説明をした。成果を出さないといけ

ない。 

・小規模特認校制度については、送迎バスの話が出た。数人のためにス

クールバスを運行するより、あい愛バスの利用を認めていきたい。平

成３０年４月からは、伊深小学校も三和小学校も始業前までにあい愛

バスが到着するようなダイヤになるよう依頼してある。 

・小規模特認校制度を利用している児童は、元気に通学できている。先

日行った制度説明会にもその子達も参加した。コミュニケーション能

力が劣るなどということは全くない。県の教育長も同じことをおっし

ゃっている。小規模校では１日に何回も発表する機会があるし、係活

動でも何かの責任者に必ず当たるから責任を持ってやっている。多く

の個性との関わりは少ないが、それは他の行事で補えば良い。 

・教職員の過労、超過勤務の問題が大きく取り上げられている。岐阜県

内では、特別支援学校の講師が自殺された。教員免許を取得しても他
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の職を選ぶ若者も多くいる。 

・９月１６日の中学校体育大会は台風が心配されたが、無事実施でき

た。また、２３日、２４日の小学校運動会も予定どおり実施できた。 

・１０月から各学校への教育長訪問が始まる。 

  

 

（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、矢島委員にお願いいたします。 

 

矢島委員  はい、分かりました。 

  

 

（３）４月定例会議の会議録の承認について 

 

日比野教育長 では次の４月定例会の会議録ですが、事前に修正の意見が事務局に

提出されているようですので、説明をお願いします。 

   

長谷川課長補佐 ※安江委員からの意見について説明。 

  

安江委員  いくつか修正のお願いをしましたが、もう１箇所、再度修正をお願

いします。話し言葉と文章になるのとは違いますから。（※修正箇所 

略） 

  

日比野教育長  会議録は全てが文字になっているわけではありませんし、会話とし

て話したことを趣旨をまとめて文章にしますので、読まれる方が誤解

されないようにしておきたいです。 

  

安江委員  教育委員が何をしているか関心を持っている方もみえます。他県の

教育委員会の議事録は、委員の発言一つ一つを文章にしているところ

もあります。 

  

日比野教育長  皆さんにはそれぞれのお立場からのお考えを活発にいただいており

ます。ご自身のご発言だけでなく、他にもお気づきの点がありました

らおっしゃってください。 

  

鹿野委員  私、小学校卒業後に県外の中学校に通学する子もいるということに

ついて発言をしていますが、よろしいでしょうか。 

安江委員  ある程度は事務局の方で判断して掲載してもらえていると思いま

す。 
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日比野教育長  大丈夫です。大切なことですし、進学先はいろいろです。進学指導

もしなければなりませんし、中学校卒業後の進路や就職など、教員が

自身の進路指導が正しかったかどうか振り返る必要もあります。 

 それから、日本サッカー協会の手嶋さんの教育委員への就任につい

て、先般、市議会で承認がいただけました。 

 また、副市長も交代されます。海老副市長は１０月１日まで、１０

月２日からは伊藤誠一さんが副市長に就任されます。 

 それでは、会議録につきましては、よろしいでしょうか。安江委員

さんのご指摘の箇所も修正して、承認とします。 

  

 

（４）協議・報告事項 

 ① 教育委員視察研修について 

 

可児事務局長 ※教育委員視察研修の訪問先及び日程について、資料に基づいて説明 

・１１月９日（木）：富山市教育委員会 小規模特認校について、地域

ミニ放課後児童クラブ事業について視察 

・富山市も今年度から小規模特認校制度を始めたため、情報交換。 

・放課後児童クラブは子育て支援担当課から説明を受けた後、地域の

方々が地域の公民館で行っている活動を実際に見学。 

・１１月１０日（金）：岐阜県市町村教育委員会連合会研究総会（飛騨

市古川町）に出席 

  

日比野教育長  １０日午後の基調講演では、スーパーカミオカンデでの宇宙の重力波

発見にまつわる話です。暗黒物質の質量を捉えようとしています。 

  

 

 ② 教育委員会行事予定等について 

 

日比野教育長 では続いて、教育委員会行事予定等についてお願いします。 

  

古川学校教育課長 ※資料に基づいて１０月、１１月の行事予定を説明 

・１０月６日（金）、７日（土）： 伊深小学校防災キャンプ 

・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戦略事業 

（東中、下米田小） 

・１０月１９日（木）： 教育委員会定例会 

・１０月２８日（土）： 子育て学習会第４回ビブリオバトル 

 ・１１月１日（水）： 山手小学校Ｆ－０公表会 

・１１月８日（水）： 小学校音楽会 

・１１月９日～１０日： 教育委員会視察研修、市町村教育委員会連合
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会研究総会 

・１１月１７日（金）： 教育委員会定例会、Ｆ－０事業中間報告会 

・１１月１８日（土）： ＰＴＡ研究発表会、子どもをたくましく育て

る集い 

  

 

 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 

・各種研修報告 

・生徒指導スーパーバイザーの活動報告 

・「あじさい小中学生サミット２０１７」アンケート結果 

・学力学習状況調査には、いじめに関する設問もあり、子どもたちの「い

じめをしてはいけない」という意識が年々上がってきている。これは、

学校での取組やあじさいサミットの成果の表れ。 

・不登校の現状と教育相談。不登校傾向の児童生徒が増えている。あじ

さい教室の学習タイムでは、小中学生が同じ部屋で学習していたが、

勉強して学力を上げるため、今は小中を分けている。スタッフの人数

も課題に。自分で（不登校であるという）今の状況を認めることに抵

抗感があり、あじさい教室の申請に戸惑いを感じる子もいる。家族で

の送迎が必要。学校復帰の壁があり、学校の受け入れ態勢を整えてお

く必要ある。 

・発達支援、特別支援係から。公立・私立・幼稚園も対象に。大変だが

繋がりが出てきている。発達支援センターの背骨となる事業。 

  

日比野教育長  あじさいサミットへは、可茂特別支援学校の生徒も参加してもらえる

と良い。無理がないようであれば参加してもらいたい。 

  

鹿野委員  総合福祉会館で行われている学習支援はどこが所管ですか。 

  

可児事務局長  福祉課とこども課が委託事業で行っています。福祉課は生活困窮の

子どもを、こども課はひとり親家庭の子どもを対象として、常時１

０人から２０人の子が来ています。 

  

鹿野委員  夕食時間も総合福祉会館で過ごしていますね。 

  

可児事務局長 月に１回は夕食を提供する子ども食堂として行っています。また、子

ども食堂が新たに加茂野交流センターで加茂野地区の方を対象に始ま

りました。 

  

日比野教育長  あじさい相談やあじさい教室へ市外から来ているとのことですが、ど
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んな様子ですか。 

  

山内教育センター次

長 

 坂祝町からが多いです。昨年度は可児市や七宗町からもありました。

市外から文化の森へ通いたいというご希望もあります。 

  

日比野教育長  うまく連携をするようお願いします。市内外と問わず行っているのは

有り難いです。 

 保育園や就学児童には以前から発達支援を行ってきましたが、大人の

発達障がいや引きこもりに対する周りの人の対応の仕方が分かってき

ました。企業に就職しても引きこもってしまう場合もある。子どもの頃

から適切な対応ができるようにしてあげなければならないと思ってい

ます。 

 学力学習状況調査については、当市の結果は、過去に一時期良いとき

がありましたが、平成２６年度にガクンと下がったことがありました。 

  

矢島委員  平成２６年に下がったというのはどうしてでしょう。 

  

日比野教育長  はっきりした原因は分かりませんが、その時は、スマートホンが普及

してきた時期と重なっています。今は良くなってきています。 

 ４、５年前から不登校が増えてきたのもスマホの普及が関係している

のではないかと思います。お風呂にも入らず、食事も摂らないほど依存

してしまうようです。読書はかなり能動的に頭を働かせますが、ゲーム

は案外受動的だと言われています。 

  

山内教育センター次

長 

 学力学習状況調査では、家庭での過ごし方などの質問があるのです

が、小学生で、生活習慣や家庭状況が好ましくない子どもが多くいる。

ところが、中学校へ入り学年が上がってくると生活も良くなっていくよ

うです。先生方が中学卒業までに何とかしようと頑張っている。小中共

に読書はあまりしません。スマホや携帯のルールは決めているけれど守

っていないとか、将来のことについて相談するということが低いです。 

  

日比野教育長  可茂教育事務所でも家庭の力を伸ばそうと取り組んでいます。スクー

ルソーシャルワーカーを２名可茂地区に派遣してもらっています。その

２人とも美濃加茂市に来てもらっています。 

データがまとまりましたら、結果を（学校教育課の）ＰＴＡ担当に渡

して、各ＰＴＡ単位で取り組めるようにしたらどうでしょうか。家庭で

の親の考え方で大きく差が出てきます。 

 台風で給食が無くなったような日は、親さんが作ってくれた弁当の日

になっても良いくらいだと考えています。給食を捨てなくて済みます

し、子どもも喜びます。家庭によってはコンビニ弁当になってしまうと

ころがあるかもしれません。親によっては、子どもをどう育てたら良い



7 

 

か分からないと言われる方もみえますので、家庭の差が有るのも事実で

す。 

  

 

（５）その他 

 

日比野教育長  それでは、その他に移りますが１つお伝えしたいことがあります。 

 社会科学作品展では、岸義人賞も決まりましたが、いよいよノーベル

賞の発表が近くなってきました。岸先生はアメリカ国籍になってみえま

す。何とか受賞されると嬉しいです。 

  

可児事務局長 今後の定例会の予定について、お知らせいたします。 

・１０月定例会： １０月１９日（木）午後１時から 

・１１月定例会： １１月１７日（金）午前１０時３０分から 

         午後ＦＲＯＭ－０歳プラン推進事業中間報告会 

・１２月定例会： １２月１９日（火）午後３時から 

  

日比野教育長 以上で今日の日程は全て終了しました。お疲れさまでした。ありがと

うございました。 

 

閉会 午後３時１５分 

  

 

 


