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平成３０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３０年６月２７日（水）午後１時００分から午後２時４０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 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 小田島 史佳 

  学校教育課長 社本 勝義 

  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）５月定例会会議録の承認について 

 

 （４）議題 

     議第１号 平成３０年度学校給食センター運営委員会委員の委嘱について（継続審議） 

     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 

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 

・市議会第２回定例会が昨日閉会した。今定例会は副市長にとって初め

ての議会であったが、初めての議会となった新しい部長も多かった。 

・市議会では教育委員会の事業に関する質問が多かった。地震での事故

や通学路の安全に関する対策などについて。 

・大阪府を震源とする地震によるブロック塀倒壊事故を受け、全ての学

校でブロック塀の確認を行った。現在の基準に適合していないものが

見つかった。 

・大阪府での事故の場合、校長の責任のこと、資格の無い職員が点検し

ていたことなどが指摘された。 

・市内の学校には記念碑や記念樹、二宮金次郎の像など様々な物が残っ

ている。これらを撤去するのか移設するのか検討が必要。 

・通学路に防犯カメラの設置と街路灯を増設することが市議会で答弁さ

れた。加茂警察署も力を入れている。昨日は、加茂警察署で３Ｓ作戦

（Safety School-road Support （通学路安全確保対策）作戦）の開

始式が行われた。  

・スマートホンの弊害が心配される。寝不足で学校に行けないなど。 

※『スマホ１８の約束』を紹介。 

・歯の健康に係る取組について、お褒めいただいた。 

・夢先生事業は大変良い評価をいただいている。聴講された議員もいる。

保護者にも聴いていただきたいが、駐車場の問題など、学校との連携

が必要となる。 

・給食費の無料化について、今議会でも質問があった。子ども一人であ

っても困窮している家庭もあれば、多子でも困窮していない家庭もあ

る。一律に無料化は考えていないが、支援が必要な家庭には支援をし

ていくという考えである。 

・三和小学校では、慶応義塾大学の特認準教授との連携により自己肯定

感を高める研究が始まる。小規模特認校の特色として、タブレットパ

ソコンを活用する。 

・各学校への教育委員訪問が始まりました。よろしくお願いします。 

 

 

（２）会議録署名委員の指名について 

 

小田島事務局長  それでは、本日の定例会の会議録署名委員の指名をお願いします。 
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日比野教育長  会議録署名委員は、手嶋委員にお願いします。 

 

手嶋委員  はい。 

  

 

（３）５月定例会議の会議録の承認について 

 

日比野教育長 次に、５月定例会会議録の承認についてです。皆さまのお手元に届い

ていたと思いますが、いかがでしょうか。 

事務局に事前にいただいたご意見はありませんか。 

  

 ※委員からの意見等無し。 

  

日比野教育長  それではご意見も無いようですので、５月定例会の会議録は承認とし

ます。 

  

（４）議事 

議第１号 平成３０年度学校給食センター運営委員会委員の委嘱について（継続審議） 

 

日比野教育長 次に議事に入ります。 

議第１号、平成３０年度学校給食センター運営委員会委員の委嘱につ

いて、事務局から説明をお願いします。 

  

小田島事務局長 ※資料を基に、平成３０年度学校給食センター運営委員会委員（案）に

ついて説明。 

・前回（５月）の定例会で、美濃加茂市の教育委員を１名委嘱できない

かとの意見があったため、継続審議となっていたもの。 

・学校給食センター運営委員会は教育委員会の附属機関であるため、教

育委員は運営委員に委嘱できない。 

  

日比野教育長  前回の定例会で審議していただきましたが、当初の提案のとおりの委

員構成となります。ご意見はよろしいでしょうか。 

  

矢島委員  通学区域審議会の委員はよろしいのでしょうか。 

  

小田島事務局長  通学区域審議会では、委員さんは事務局側となりますので、大丈夫で

す。 

  

矢島委員  教育長職務代理者でなければいけないのではないですか。 

  

日比野教育長  職務代理者でなければいけないということではありません。 
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矢島委員  いろいろな方にやっていただいた方が良いかと思いまして。 

  

日比野教育長  出来るだけ分担していただければと思いますが、他にも役が回ってき

ますので、ご理解いただきたい。 

  

矢島委員  それならばよろしいですが、職務代理者でないといけないかと思いま

して。 

  

日比野教育長  どうしてもいくつか役が回って来てしまうことがありますが、よろし

くお願いします。 

それでは、第１号議案につきましては、提案のとおり決定とします。 

 

 

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に対する諮問について 

 

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に対

する諮問について、説明をお願いします。 

  

小田島事務局長 ※資料に基づき、美濃加茂市立小学校及び中学校通学区域審議会に対す

る諮問について説明。 

・西中学校と双葉中学校の通学区域の経過措置について、審議会へ

諮問する。次の①、②、③の経過措置を、継続するか廃止するか。 

 ①兄姉が西中学校を卒業又は在学の場合、双葉中を西中へ変更で

きる経過措置････継続（案） 

 ②加茂野町市橋地区の旧国道２４８号線から北側の区域につい

て、通学距離のことで希望があれば西中を双葉中へ変更できる

経過措置････継続（案） 

 ③西中にしかない部活動に入るため、双葉中を西中へ変更できる

経過措置････廃止（案） 

・審議会からの答申は、平成３１年度からの通学区域に適用する。 

  

日比野教育長 ※５年前に現通学区域を決定した際の経緯を補足説明。 

・西中学校が教室不足になる見込みの頃、富加町にある双葉中学校（美

濃加茂市と富加町との組合立）へ通えなかった地域の生徒も通学でき

るようにした。 

・先立って、西中学校と東中学校との通学区域について、山手小学校の

児童全てを東中学校の区域とした。 

・双葉中学校と西中学校とは生徒数に差があったが、生徒数が増えた結

果、教諭の人数も増え、専科で教えられるようになった。クラス編制

もしやすくなった。部活動もサッカー部と美術部を新設した。 
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・今では１３５人生徒が増えたため、更に部活動を増やすことができる。 

・兄姉が通った又は通っているとの理由については、いつかは無くした

いと思っている。実際に兄姉と弟妹とが双葉と西と別々の中学校へ通

っている家庭もある。どうするかは審議会でよく検討していただけれ

ばと思う。 

・市橋地区の旧国道２４８号線より北側の地域については、かつて自治

会からの要望があって双葉中学校への通学を認めた経緯があり、希望

があれば当分の間は双葉中学校への通学を認めることも諮問に含め

ている。 

・５年前は休日や平日の夜を合わせてそれぞれ３０回ほど説明会を開催

し、いろいろな意見をいただいた。校区が変わることを心配された保

護者もいた。 

・双葉中学校へ進学する富加小学校の児童数は減っていく見込みであっ

たが、現状は横ばいとなっている。 

・「当分の間」が付してあるが、当市では開発がまだ続く見込みであり、

社会的な要因による人口増が見込まれる。 

・昨年度は、西中学校と東中学校との通学区域について審議会に諮問を

したが、今年度は早めに開催したい。 

  

小田島事務局長  審議会の会議は７月末頃には開催したいと考えています。 

  

日比野教育長 ９月には通学区域を明確に示していく必要があります。学校を見

学していただく期間も設けなければなりませんし。 

いかがでしょうか、ご意見等は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号につきましては決定とします。 

次に、協議・報告事項に入ります。 

  

 

（５）協議・報告事項 

 ① 教育委員視察研修について 

 

小田島事務局長 ※レジュメに記載の日程案について説明。 

・１１月９日（金）岐阜県市町村教育委員会連合会総会が美濃市に

て開催される。この時に合わせて視察研修を行う案と、１０月中

下旬に、地域と連携した学校運営について、又は下校時の安全対

策などをテーマに先進自治体を訪問する案。 

・１１月８日（木）は、午後から双葉中学校創立５０周年記念式典

が予定されている。式典には教育委員も参加いただきたい。 
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日比野教育長  双葉中学校の記念式典に出席した後からでは視察の時間が無いです

し、１１月９日の連合会総会の翌日は土曜日で学校が休みです。連合会

総会が美濃市であれば日帰りとなります。 

  

小田島事務局長  ９日は朝１０時頃から連合会総会が開催されます。委員の皆様には、

ぜひ出席いただきたいと存じます。 

  

日比野教育長  総会とは別日程で調整してもらうというのはどうでしょうか。１０月

下旬は日程が詰まってきますので、中旬頃が良いかと思います。 

  

小田島事務局長  視察の目的テーマも別のものがありましたらおっしゃっていただけ

れば。 

  

日比野教育長 事務局で調べてもらって、７月の定例会で提案してもらいます。 

では、教育委員会行事予定をお願いします。 

 

 

 ○ 教育委員会行事予定等 

 

社本学校教育課長 ※７月、８月予定表に基づき説明。 

・主に教育委員訪問があります。よろしくお願いします。 

  

手嶋委員  夢先生と教育委員とお会いいただく機会は、２学期の１１月にさせて

いただければと思います。 

  

 

 ○ 教育センター事業報告 

 

山内教育センター次

長 

※資料に基づき報告。 

・４月、５月の研修事業報告、６月の研修講座予定。 

・市初任者研修が昨日（６月２６日）行われた。 

・加茂郡との合同研修講座は、働き方改革も考慮し、郡と協議の上、３

日間とした。来年度以降は２日間に減らすことも考えられる。 

・８月２３日の美濃加茂市・加茂郡教育講演会は、上方落語の林家染太

講師による人権講話（ご自身のいじめの経験談）と落語を予定。 

・科学作品展・社会科作品展を９月８日（土）、９日（日）に予定。 

・不登校について、中学校で増加しているのは、小６の児童がそのまま

中学校へ上がってきたため。復帰できている子もいるが、一度不登校

になってしまうと改善することが難しい。保健室登校の子もいるが、

全体として人数が増えている。 
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・あじさい教室は、保護者の送迎か徒歩による通室としているが、あい

愛バスで通う子もいる。 

・「あじさい小中学生サミット２０１８」を８月２２日（水）に予定。

ぜひご出席ください。 

  

日比野教育長 不登校の生徒の増え方が気になります。 

  

社本学校教育課長 小学校から中学校へ進学してきた子がいますので、「新規」に増えて

いるということではありません。「新規」の子は少ないですが、一度不

登校になった子で、学校に通えるようになってもまた不登校にもどって

しまう子もいます。 

  

日比野教育長 小学校の時に不登校でも、中学校への進学をきっかけに通学できるよ

うになると良いと思います。 

センターでは他の自治体の子も面倒をみていますし、修学旅行や定期

試験に出られるようになったというのは大変な進歩です。個々をよく見

ていただいて、指導をいただきたいと思います。 

  

山内教育センター次

長 

修学旅行に行けたからといって、そのまま完全復帰につながるかとい

うとそうでもありません。 

  

日比野教育長 そう簡単ではないですね。昔は不登校が「登校拒否」と言われた頃が

ありましたが、そういう子は集団活動に参加したがらない傾向だったと

思います。今は、その逆で、集団活動には参加しても学校に来られない。

不登校の質が変わったと感じます。 

また、スマートホンが普及した時期と不登校児童生徒の増加の時期が

重なっているように思われます。 

  

山内教育センター次

長 

スマホやネット依存により、昼夜逆転したり、自律神経系がおかしく

なって来たりして、学校に向かえなくなる。その結果、人間関係が出来

て来ないから他人と関わり合っていくことが出来ないのです。 

  

日比野教育長 ゲームやスマホで夜更かしして、朝起きられない、朝食を摂らない、

学校に行っても眠たくなるという悪循環の原因がそこにあるように思

えます。不登校の原因が昔と変わってきています。 

  

山内教育センター次

長 

確かにあじさい教室が始まった頃と違ってきています。 

  

 

（６）その他 
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社本学校教育課長 ※教職員の勤務状況の改善について、資料に基づき説明。 

・校内の会議や学校行事等の見直し 

・早期退勤日（ノー残業デイ）の設定 

・日直を置かない日の設定 

 

※教員採用試験について案内。 

・教育委員におかれては、ご希望により参観していただける。 

 

※教科書採択の業者に関係が無いことを申告する書類の提出を依頼。 

  

小田島事務局長 ※各学校敷地内のブロック塀の点検結果について、資料に基づき報告。 

 ・基準を満たしていないブロック塀が、伊深小学校のプール北側と西中

学校のプール西側駐輪場にある。 

・構造物としては、西中学校の屋外トイレと東中学校の駐輪場。 

  

日比野教育長  ご質問等はよろしいですか。 

  

 ※質問等なし。 

  

日比野教育長  では、次回７月定例会の開催について。 

  

小田島事務局長 ※７月定例会の日程を調整。 

・７月２６日（木）午後１時から 

 

※併せて８月定例会の日程を調整。 

 ・８月２２日（水）あじさいサミットと同日に開催。午後１時から。 

  

日比野教育長  ８月は、午前のあじさいサミットにご参加いただき、午後から定例会

でお願いします。 

それでは、本日の定例会を終わります。お疲れさまでした。 

  

  

 閉会 午後２時４０分 

  

 

 

 


