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平成３０年美濃加茂市教育委員会 １月定例会 会議録 

 

１ 開会日時及び場所 

  平成３０年１月２６日（金）午後０時５５分から午後２時２０分まで 

  山之上交流センター 

 

２ 出席者 

  （教育委員） 

   教育長 日比野 安平 

   委 員 鹿野 久美子 

   委 員 矢島 良子 

   委 員 高野 光泰 

   委 員 渡邉 博栄 

   委 員 手嶋 秀人 

（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０時５５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）定例会会議録の承認について（８月～１２月分） 

 

 （４）議事 

     議第１号 平成３０年度学校教育の方針と重点について 

 

 （５）協議・報告事項 

    ① 平成２９年度卒業式及び平成３０年度入学式の出席者（案）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 

・本日午前中は、美濃加茂中学高等学校を見学していただいた。大変

すばらしい学校で、我々公立の教育も頑張らなければならないと思

う。私立の学校は、公立とは管轄が異なるが、教育内容も良い取組

みをされている。 

・私立の小学校では、近隣の帝京大学可児小学校も見学させていただ

くことは可能だと思う。 

・成人式へご出席いただきありがとうございました。当日午前中には

日本昭和村マラソンも開催された。 

・美濃加茂青年会議所の新年会に出席した。２月に、宇宙開発企業カ

ムイスペースワークの植松氏の講演を予定しているとのこと。池井

戸潤氏の「下町ロケット」のモデルになった会社で、ＮＨＫ番組

「凄わざ！」にも出演された。国内で無重力の実験ができるのは今

では北海道にある植松氏の施設の１箇所だけ。植松氏と何度も交渉

してようやく実現したとのこと。 

・柔道の修心塾の鏡開きに出席した。 

・瑞林寺での柿茶会には、小さい子どもも一生懸命お点前を披露して

いた。地元で子どもの面倒を見てもらえることは大変ありがたい。 

・１月２０日（土）は、市の４課合同研修会を文化会館で開催した。

上映された映画「彼らが本気で編むときは、」はＬＧＢＴについて人

権に関するものであった。夕方には御嵩町にてハンセン病をテーマ

とした映画「あん」が上映された。 

・１月２２日（月）は、早稲田大学にて坪内逍遙大賞選考会があっ

た。平成３０年度は美濃加茂市で坪内逍遙大賞を行う。受賞者を発

表できる時期が来たらお伝えする。 

・１月２４日（水）は、東中学校にてふるさと給食が行われた。 

・１月２８日（日）は、市長選挙が行われる。 

・１月３１日（水）は、山手小学校で読み聞かせに参加する予定。 

・教員と市職員の人事に関する調整がたけなわになってきた。 

  

 

（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、次に会議録署名委員の指名についてですが、渡邉委員に

お願いいたします。 
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渡邉委員  わかりました。 

  

 

（３）定例会会議録の承認について（８月～１２月分） 

 

日比野教育長 次に、定例会会議録の承認についてですが、前回、手嶋委員からご

指摘をいただきまして、今回は８月から１２月分まで５か月分という

ことで、委員さん方にはお時間を取らせました。皆さんのご意見や訂

正箇所がありましたらおっしゃってください。 

  

手嶋委員 ７月分まではホームページにも上がっていましたね。 

  

日比野教育長 会議録が遅れていましたことは申し訳ありませんでした。今回ご承

認いただきますと１２月分まで全てとなります。 

まず、８月分についてはいかがでしょうか。 

事務局へご意見が届いていれば、お願いします。 

  

長谷川課長補佐 ※事前に指摘のあった箇所について説明。 

  

手嶋委員 ※文言修正の提案。 

・「親さん」を「親御さん」に。 

  

日比野教育長 その他はよろしいでしょうか。 

それでは次に９月定例会の会議録についてお願いします。 

  

長谷川課長補佐 ※事前に指摘のあった箇所について説明。 

  

日比野教育長 ９月分についてはよろしいでしょうか。 

次に１０月定例会の会議録についてお願いします。 

  

長谷川課長補佐 ※会議録（案）の差替を依頼。 

  

矢島委員 ※自身発言箇所の文言修正。 

  

日比野教育長 ※自身発言箇所の文言修正。 

 

その他はよろしいですか。 

では、１１月定例会の会議録についてお願いします。 

  

長谷川課長補佐 ※事前に指摘のあった箇所について説明。 
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日比野教育長 よろしいでしょうか。 

１２月定例会の会議録についてお願いします。 

  

長谷川課長補佐 ※事前に指摘のあった箇所について説明。 

  

日比野教育長 やはり、話している言葉が文章になると、言葉足らずがあったりし

て読んだ人が分からない場合がありますので、修正することも出てき

ます。 

委員さんからのご意見等はよろしいですか。 

ありがとうございました。では、それぞれの会議録について、ご指

摘いただいた箇所を修正して、承認といたします。 

今後は翌月の定例会で報告できるよう、事務局には努めてもらうよ

うお願いします。 

  

 

（４）議事 

 議第１号 平成３０年度学校教育の方針と重点について 

 

日比野教育長 議事は１つあります。議第１号、平成３０年度学校教育の方針と重

点について、先に資料が配布されています。学校教育長から説明をお

願いします。 

  

古川学校教育課長 ※資料に基づき説明 

・「学校教育の方針と重点」は、県の小中学校教育指導の方針と重点、

市の第５次総合計画及び今年度の教育評価を基にしている。 

・平成２８年度に大きく見直ししたものを基本として、平成３０年度

は３年目という考え方で進めたい。大きな方向転換は無く、今まで

実践してきた取組をより深化させる年と考えている。 

・めざす姿＝「自己にきびしく 人にやさしい 心身ともにたくまし

い児童生徒」で、フロム０歳プランにも掲げてある理念。 

・方針＝「一人一人に確かな学力を付ける」「一人一人が安心して学ぶ

教育環境を整える」 

・重点＝「ユニバーサルデザインの視点を取り入れた授業づくり」「人

間尊重の気風がみなぎる学校づくり」「地域ぐるみの教育の環境づく

り」 

・「授業づくり」では、指導過程の工夫。 

・「学校づくり」では、道徳科の授業の充実、不登校の未然防止（保護

者・関係機関との連携、児童生徒の実態把握）、多文化共生（初期適

応教室と国際教室との連携） 

・「環境づくり」では、教職員の資質向上 
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日比野教育長 学校教育の方針と重点は、平成２８年度に大きく見直ししましたの

で、平成３０年度はそれを国や社会の情勢に応じた修正を加えたとい

うことです。美濃加茂市の方針と重点として、１年間の取組の基礎と

なる大変大切なものとなります。 

ご質問やもう少し詳しい説明が必要でしたら、どうぞおっしゃって

ください。 

ここ３、４年程で不登校の児童生徒が増えてきています。 

いじめもあります。先日の新聞には、美濃加茂市の生徒の投稿でい

じめについて掲載されていました。その内容は、いじめられて困って

いたが、学校でアンケートを取ったときにそのことを答えたら先生が

しっかり受け止めてくれて、学校で話題にしてくれたおかげで今は友

達も増え、いじめが解決したのでとてもありがたいという旨のもので

した。 

なかなかいじめを０にできません。教員が学校で一生懸命見ている

つもりでも目が行き届かなくて。 

ハイパーＱＵや学力学習状況調査を活用したりして取り組んでいる

わけですが、いつも申しますように、どんな調査を行っても、先生が

日頃から生徒の様子を見ていることが大切です。調査の結果と日頃の

様子を見たときに、アッと気付く教師が多くいて欲しい。思いもよら

ぬところでいじめがあったりしますので、いじめが大事に至らないよ

うに努めなければいけないと思っています。今回のように真摯に受け

止めて手立てを早期に打てば解決につなげられます。 

不登校の子どもの数が増えていることについては、やはり家庭の事

情ということも要因としてあります。教育に理解いただけていないと

か、ひどい場合は虐待があるとか。県がスクールカウンセラーを派遣

してくれていますので、積極的に関わってもらっていますが、やはり

家庭での教育力が低下してきているとの話を聞きます。保護者や関係

機関との連携の重要性を改めて感じます。 

平成３０年度から、小学校で道徳が教科化されますので、道徳教育

については新たに載せております。 

伊深小学校と三和小学校では、全児童にタブレットを配布し、外部

講師に入ってもらって指導する予定です。自己肯定感を育てていく取

組を進めます。国際社会に出たときに自信を持って活躍してくれる人

材を育てたいと思います。 

その他に何かお気づきのことはありませんか。 

  

各委員 ※特に意見等なし。 

  

日比野教育長 それでは、平成３０年度美濃加茂市学校教育の方針と重点につきま

しては、これで承認といたします。 
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古川学校教育課長 ありがとうございました。平成３０年度の学校教育の方針と重点と

して、今年度中に各学校へ周知し、示していきたいと思います。 

  

 

（５）協議・報告事項 

 ① 平成２９年度卒業式及び平成３０年度入学式の出席者（案）について 

 

日比野教育長 協議・報告事項に入ります。 

まず、平成２９年度卒業式及び平成３０年度入学式の出席者（案）に

ついて説明をお願いします。 

  

古川学校教育課長 ※配布資料に基づき、卒業式及び入学式の日程と出席者（案）について

説明 

・中学校卒業式：３月６日、小学校卒業式：３月２３日 

・小中学校入学式：４月９日 

・いろいろな学校を見ていただきたく、基本的には昨年とは別の学校で

との思いである。 

  

日比野教育長 卒業式は、小学校と中学校とで日にちが異なります。 

中学校の卒業式では、委員さんから告辞を読んでいただきますが、告

辞は事務局にて準備して事前にお渡しします。 

皆さん、ご都合の方をよろしくお願いいたします。 

  

古川学校教育課長  告辞は２月の定例会の際にお渡しできるよう進めております。 

また、開式時間等の詳細は、各学校から案内状を送らせていただきま

す。特に中学校については、２月末までには案内を郵送させていただき

ますのでよろしくお願いいたします。 

  

日比野教育長  もしご都合がお有りでしたらおっしゃってください。事務局の方で調

整していきます。 

  

 

② 教育委員会行事予定等について 

 

日比野教育長  次に、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 ※資料に基づいて２月、３月の行事予定を説明。 

・２月５日（月）： 校長会（保育園、小中高 校長） 

・２月９日（金）： 定例教育委員会、Ｆ－０最終報告会・査定の会 

・  同日   ： 市連合ＰＴＡ理事会（新旧役員引継ぎ） 
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・２月１０日（土）： のぞみ教室プレスクール 

・２月１９日（月）： いじめ対策審議会 １５：００  

・３月２日（金）： 教育実践論文表彰式 １５：００ 文化の森 

          あじさい賞表彰式 

・３月６日（火）： 中学校卒業式 

・３月２３日（金）： 小学校卒業式 

・３月２６日（月）： 小中学校修了式 

  

日比野教育長  ２月９日は、定例教育委員会に引き続き、Ｆ－０最終報告会・査定の

会があります。査定につきましては、平成３０年度の計画について校長

がプレゼンを行います。内容を知っておいていただくため、その資料は

事前に委員さんへお届けいたします。 

 また、３月６日は中学校卒業式の後、教育委員会臨時会を開催します。

教員の人事について協議いただきます。 

  

可児事務局長 ※今後の定例会等の開催について説明 

・２月定例会 ２月９日（金）午前８時４０分～１０時２０分 

       分庁舎４階第１会議室 

・ＦＲＯＭ－０歳プラン推進事業最終報告会・次年度補助金査定会議 

       同日 午前１０時３０分～午後４時５０分 

・３月臨時会 ３月６日（火）午前１１時（中学校卒業式終了後） 

・３月定例会 ３月２３日（金）午後１時から（午前は小学校卒業式） 

  

 

③ 教育センター事業報告 

 

山内教育センター次

長 

※２月７日の教育センター運営委員会にて各学校の代表者、大学の先生

等から教育センターの事業について指導を受けるため、それらをまと

めて２月定例会にて報告することとする。 

・３月２日（金）教育実践論文表彰式とあじさい賞表彰式には、教育委

員のご出席をいただけるとありがたいです。 

・１月１２日にあじさい教室新学期の初めの会を行った。１４名の小中

学生が参加。中学生３名が新規で来所。通って来てくれる子が増えて

いる。 

・１月２５日、親御さんのおしゃべりをする会（第３回）を開催。講師

による「おもしろ理科実験講座」は大勢の参加があり、大変好評で、

児童生徒たちも積極的に実験を行っていた。 

  

日比野教育長  「あじさい」と付く事業がいくつかあるので解説します。「紫陽花」

は市のシンボルの花で、「あじさい教室」や「あじさい賞」など、いろ

いろな名称によく使われます。 
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あじさい賞は、各種大会や発表会などで岐阜県のトップクラスに入賞

し、東海大会や全国大会へ県を代表して出場するような子どもへの表彰

です。個人表彰と団体表彰があります。 

先だって行われる教育実践論文表彰は、教員への賞です。応募された

教員の論文を審査して表彰するもので、昨年度は美濃加茂市の最優秀教

諭が岐阜県の最優秀に選ばれました。 

また、優秀教諭が文部科学省から表彰されるのですが、可茂地区の小

学校で１人、中学校で１人、ここのところは美濃加茂市から連続して選

ばれていて、昨年は太田小学校、今年は東中学校の教諭が選ばれました。

東京大学にて文部科学大臣の表彰を受けました。美濃加茂市から優秀な

先生が育ってくれています。大変ありがたいですし、誇りに思って良い

ことだと思います。 

  

 

（６）その他 

 

日比野教育長 次にその他です。 

  

古川学校教育課長 ※教員の働き方改革について概要（案）を説明。 

・教員の働き方改革について国や県が動いており、当市でも働き方の改

革プランを策定し、徹底を図っていきたい。詳細は目下精選中。 

・プランは２月の定例会にてお諮りする。 

・ひと月に時間外勤務が１００時間を超える教員もいる状況で、週に１

日は午後６時には退校する日を設けるなどの取組を進めていく。 

・放課後、保護者から学校への電話は極力控えていただく。各校に緊急

連絡用の携帯電話を配布して、緊急の場合はそちらに電話をしていた

だく。 

・中学校における部活動のあり方、特に土・日曜日での指導のあり方に

ついて検討している。 

  

日比野教育長  緊急連絡用の専用携帯電話の予算要求はしてあります。 

新聞などでご存じと思いますが、岐阜市は夏休み１６日間休校すると

発表しました。土曜日授業の代休を充てるなどの方法のようです。他の

自治体でもいくつかあるようですが、小学校に英語の授業が増えるなど

土曜日授業をせざるを得ないと判断したところもあるということなの

でしょう。 

可茂地区ではそのような学校は無いですが、理由があります。学校も

週５日制にしたときに、子どもたちの受け皿としての体制づくりに地元

に大変ご苦労をかけました。それは土曜日は子どもがやりたいことをや

って育てるという目的、例えばスポーツがやりたい子、音楽をやりたい

子、絵を描きたい子など、それぞれの興味を伸ばしていこうと考えてい
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ます。一方、週５日になったことで、成績がどうなったか国が調査をし

たところ、学力がある子は更に上がり、学習しない子の成績は下がった

との結果でした。つまり、児童や生徒全員を対象に土曜日の授業を行わ

なくても学習する子はしますので、学習に援助をしてあげなければなら

ない子を対象に土曜日に面倒を見てあげれば良いと思います。 

そういう訳で美濃加茂市では「楽習ひろば」という土曜日の学習支援

を行っていて、市内３か所で年間５３回開設しています。指導者の多く

は教員のＯＢが務めています。良い指導者が集まって来ていて、非常に

良い活動となっています。評判が良くて、当初は６年生までを対象とし

ていましたが、あまりにも希望が多いため、今では１年生から３年生ま

でを対象としています。 

土曜日の授業を行うと、教員も勤務することになりますので、夏休み

に代休を消化させたりしなければならないことになるわけです。 

「楽習ひろば」は、所管の生涯学習課も大変よくやってくれているお

かげで発展しています。また、先生ＯＢもよくやってくださっています。 

教員の働き方改革では、お盆の週などは学校を完全に閉庁日としたい

と思っていますので、事務局で対応となります。現場が楽になる分、事

務局には無理をお願いすることがあるということを申し添えます。 

  

手嶋委員  その間は学校の先生は休んでもらって、教育委員会の事務局がそこの

対応をするということでしょうか。 

  

日比野教育長  事務局の方では交代制で対応しようと思っています。事務局の職員に

も休暇を取ってもらわないといけませんから。 

  

古川学校教育課長  順番を決めて交代で電話を受ける体制でと考えています。その期間、

基本的に学校の職員室には教員がいない状況です。 

  

手嶋委員  何かあったら電話を受けるというくらいでしょうか。教職員の働き方

改革と同じように事務局の働き方改革も合わせて１つのセットで考え

ることが課題だと思います。 

  

日比野教育長 やはり現場最優先で考えますと、事務局に無理を言うことになってし

まいます。何よりも事務局が現場の仕事を増やさないということが大事

です。大学などから学生の論文の資料作成を頼まれたり、いろいろな機

関から調べ物などが来たりしますが、事務局の方で取捨選択していま

す。事務局も早く退庁できるようにするため、可茂地区や県内で歩調を

合わせたいと思っています。 

教育委員さんからご心配をしていただけるのは大変ありがたいです。 

その他に、何かございませんか。 
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手嶋委員  卒業式での服装は、どんなものがよろしいですか。モーニングとかで

なくても。 

  

古川学校教育課長  略礼服ということで、黒のスーツに白いネクタイで結構です。 

  小学校の卒業式では、最近、袴を着てくる児童もいまして、そういう

様子も見ていただければと思います。 

  

日比野教育長  成人式では、今ではほとんど皆が振袖です。また、今年は一人、赤ち

ゃんを抱いて参加していました。男性の袴姿の青年も何人かいました。

もう少し煌びやかでなくても良いかとも思いますが。 

  

手嶋委員  個人的には、成人式は無くても良いと思いますが。 

  

日比野教育長  成人式は、今は教育委員会ではなく市長部局の生涯学習課が所管して

おりまして、式は新成人による実行委員会が行っています。新成人の出

席率は高いと思います。模擬の選挙投票も行われ、今年は、新成人が子

どもだった頃の給食の人気投票のようでした。 

それでは、以上で本日の定例会を終了いたします。お疲れさまでした。 

  

  

 閉会 午後２時２０分 

  

 

 


