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平成３０年美濃加茂市教育委員会 ７月定例会 会議録 

 

１ 開会日時及び場所 

  平成３０年７月２６日（木）午後１時００分から午後２時０５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 渡邉 博栄 

   委 員 手嶋 秀人 

（事務局） 

  事務局長 小田島 史佳 （途中退席） 

  学校教育課長 社本 勝義 

  教育総務課課長補佐 長谷川 壮重 

   

 

３ 欠席者 

  （教育委員） 

   委 員 高野 光泰 

（事務局） 

  教育センター次長 山内 章 

  

４ 開会 午後１時００分 

 

５ 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）６月定例会会議録の承認について 

 

 （４）議事 

     議第１号 平成３１年度使用する教科書の採択について 

 

（５）協議・報告事項 

    ① 教育委員視察研修について 

 

    ② 通学区域審議会の経過について 

 

③ 教育委員会行事予定等 

 

（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 

本日は、事務局職員が会議が重なってしまいましたので、先に事務

局長から給食について報告をしてもらいます。 

 

 

事務局長から給食について報告 

 

小田島事務局長 ※給食中止に伴う給食献立の対応について、配布資料を基に説明。 

※７月２日（月）美濃加茂市の断水による臨時休業に伴う学校給食の

対応について 

・食材のキャンセルにより対応 

※７月４日（水）大雨警報が発表される可能性が高まったことによる

臨時休業に伴う学校給食の対応について 

 ・食材のキャンセル及び翌日（７／５）の献立変更により対応 

※７月５日（木）大雨警報が発表される可能性が高まったことによる

給食食材キャンセルに伴う学校給食の対応について 

 ・給食用非常食により対応 

・廃棄処分した食材有り。 

※７月６日（金）大雨警報発表による自宅待機に伴う学校給食の対応

について 

 ・富加町は警報が解除されたため、富加小学校分を提供。 

・富加小学校分以外の食材は廃棄処分。 

 

・献立変更に伴う業者対応、アレルギー児童生徒への対応 

・止むを得ず廃止処分したものもある。 

・台風は２日前までには保護者に連絡しているが、今回の豪雨は判断

が難しかった。 

 

※小田島事務局長退席 

 

 

教育長あいさつ（続き） 

 

日比野教育長 ・この度の断水では、訓練ではなく実践の中で、子どもたちが水の大

切さを学ぶ機会となった。 

・教育委員訪問にご参加いただきありがとうございます。 
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・今夏の暑さは酷暑となっている。教室にクーラーを設置してある

が、県内では美濃加茂市が最初に取り組んだ。子どもたちが授業中

にイライラしなくなったり、給食の残食量が少なくなったりした。 

・総務省の職員によるのぞみ教室の見学があった。 

・今週火曜日（７／２４）、教育課程研究集会があった。英語、プログ

ラミング、道徳が始まり、小学校の先生はとても大変だが、先生方

には頑張っていただきたい。 

・西中学校と双葉中学校との通学区域について、昨晩、通学区域審議

会が開催された。 

  

 

（２）会議録署名委員の指名 

 

日比野教育長  では次に進みまして、会議録署名委員は鹿野委員にお願いいたし

ます。 

  

鹿野委員  はい。 

  

 

（３）６月定例会会議録の承認について 

 

日比野教育長 次に、６月定例会会議録の承認について、事前に資料は配布してあ

りますが、お気づきのことがありましたらお願いします。 

  

 ※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、６月定例会の会議録は承認

とします。 

   

 

（４）議事 

議第１号 平成３１年度使用する教科書の採択について 

 

日比野教育長 では議事へ入ります。 

議第１号、平成３１年度使用する教科書の採択について、この議題は

非公開にします。本日は傍聴人が居ませんので、このまま進めます。 

事務局から説明をお願いします。 

  

社本学校教育課長 ※平成３１年度使用する教科書の採択について説明。 

・岐阜県教科用図書可茂地区採択協議会にて、平成３１年度から実施さ

れる中学校での「道徳科」の教科用図書について、可茂地区としての
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採択案が示された。 

・中学校での「道徳科」の教科用図書について、各教科書の特徴を説明。 

・美濃加茂市としては、平成３１年度に使用する中学校での「道徳科」

の教科用図書を可茂地区採択協議会からの原案のとおり採択したい

と考えている。 

   

日比野教育長  今回の新規採択は中学校での「道徳科」だけです。 

 ご意見はどうでしょうか。 

  

 ※意見等なし 

  

社本学校教育課長  それでは、美濃加茂市は、可茂地区採択協議会の採択案とさせていた

だきます。 

※引き続き、その他の教科で使用する教科用図書について説明。 

・小学校の教科書については平成２７年度に、また中学校の教科書につ

いては平成２８年度に採択している。可茂地区採択協議会からは、次

の教科用図書の検定までは引き続き同じものを使っていくという案

が示されている。 

  

手嶋委員 ○○○○（教科書会社名）の教科書が多く採択されている気がします。 

  

日比野教育長  他の自治体からも同様の指摘がありました。地域性がありますので、

市町で別々になっても良いと思いますが、地域ごとで同じものを使用す

ることとなっています。 

 来年度は小学校の教科書採択の年となっています。 

 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、美濃加茂市教育委員会としましては、他の教科用図書につ

きましても、可茂地区採択協議会の案のとおりということで決定しま

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  続きまして協議・報告事項に入ります。 

まず、教育委員視察研修について、事務局から説明をお願いします。 
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社本学校教育課長 ※事務局で考えている研修テーマを提案。 

※（案１）民営のプールを活用して水泳の授業を行っている自治体を視

察する。 

 ・プールの修繕費用、水道料金の問題 

 ・水質管理の問題 

 ※（案２）スクールロイヤーを設置している教育委員会を視察する。 

  ・法律的な判断が迫られる場面が増加している。スクールロイヤーの

運用について学ぶ。 

  

日比野教育長 現在、当市の教育委員会が抱えている問題について提案してもらいま

したが、その他に何かお考えがありましたらそれも含めて視察先を決め

ていきたいと思います。次年度以降の視察のテーマにしても良いものも

あるかもしれませんし。 

  

手嶋委員  視察先は、県内に限られるものでなく、県外でも良いですか。 

  

社本学校教育課長  県外でも結構です。 

  

日比野教育長  訪問先の教育委員会や学校を訪問しようとすると、平日になります

し、遠距離の場合は、泊を伴うことも必要かと思います。 

  

社本学校教育課長  それでは、相手先のこともありますので、訪問先についてはこちらで

預からせていただきまして、案をお示しするということでご了承いただ

けばと思います。 

  

 

② 通学区域審議会の経過について 

 

日比野教育長 続きまして、先ほどあいさつの時にも触れました、通学区域審議会の

経過について、事務局から報告をお願いします。 

  

長谷川課長補佐 ※通学区域審議会の経過について資料を基に説明 

・昨日（７／２５）、美濃加茂市生涯学習センターにて、美濃加茂市立

小学校及び中学校通学区域審議会を開催し、当教育委員会から諮問し

た西中学校及び双葉中学校の通学区域に係る経過措置の取扱につい

て審議していただいた。 

・今後は、審議結果を審議会会長が取りまとめ、当教育委員会へ答申し

ていただく。 

  

日比野教育長  教育委員会からの諮問の内容が全てそのまま認めていただいたわけ

ではなく、経過措置の期限が明確にされました。これも多くの意見が交
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わされた中で落ち着いたところです。 

 現在の通学区域を決定した５年前は、平日の夜と休日に公民館などで

合わせて３０回ほど説明会を開催して住民や保護者にお伝えしました

が、なかなか正しく伝わっていませんでした。年が経つにつれて、その

地域ごとで思いが広がり、解釈が変わってきてしまいます。 

 今回の審議会での答申は、しっかりと伝えていかないといけません。

まず、関係の校長が理解して保護者に正しく伝えることや、教育委員会

のホームページなどいろいろな形で伝えていかないといけないと思い

ます。 

 次回の教育委員会定例会にて答申をお示しできたらと思います。 

  

 

③ 教育委員会行事予定等について 

 

日比野教育長  それでは、教育委員会行事予定等についてお願いします。 

  

社本学校教育課長 ※資料に基づいて８月、９月の行事予定を説明 

・８月１３日（月）から１６日（木）まで、学校に日直を置かない日 

・８月２２日（水）： あじさい小中学生サミット、定例教育委員会 

・８月２３日（木）： 教育講演会（市郡合同） 

・８月２９日（水）： ２学期始業式 

・９月７日（金）、８日（土）、１６日（日）： 小規模特認校説明会 

・９月１５日（土）： 中学校体育大会（西・東・双葉中学校） 

・９月２２、２３日、３０日： 小学校運動会（全小学校） 

  

日比野教育長  小学校の運動会で、山之上、伊深、三和については、地域の市民運動

会と日程を合わせて行うため、日にちを学校の都合だけで決められない

事情があります。 

  

 

（５）その他 

 

日比野教育長 それでは、その他何かありますか。 

  

社本学校教育課長 ※大雨警報などで延期になっていた教育委員訪問について、変更日程を

連絡。 

※猛暑による夏休みのプール開放について報告。 

・小学校長会で確認し、高温注意情報が発表されたらプールを中止する

ということで申し合わせた。プールまでの往復も心配である。 

・山手小学校は夏休みのプールは中止とした。加茂野小学校はプールの

装置の問題で、プールを中止した。 
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日比野教育長 小学校の運動会や中学校の体育大会は、秋分の日の頃までまだ残暑が

厳しいですし、台風も来ます。暑い中で練習をしていますから、効率も

悪いし熱中症の心配もあります。ですから、昔の体育の日の１０月１０

日ぐらいに行うことができれば、暑さの心配もしなくて済むのではと以

前から思っています。ただし、地域の運動会との兼ね合いで場所の確保

が難しいということもあります。 

あとは良かったですか。 

では、次回定例会の確認をお願いします。 

  

社本学校教育課長 次回の教育委員会定例会は８月２２日（水）午後１時から、文化の森

で行いますのでよろしくお願いいたします。会場が文化の森ですのでご

注意ください。 

  

日比野教育長 午前のあじさいサミットの後での開催となります。 

それでは、本日の予定は全て終わりました。その他によろしかったで

しょうか。 

 

矢島委員 それでは、１つ。 

やはり図書室にクーラーが無いというのは、ちょっと本を読むことが

出来ないですね。汗だくで、調べものをしたり、学習したりするのもと

ても出来ない状況だなと思いました。現在のところ、西中、東中、山手

小ですか、３校にはエアコンが付いていると聞きました。 

  

日比野教育長 市民の方から学校のクーラーの設置について尋ねられたことがあり

ましたが、岐阜県内では一番早く設置に取り組んでいること、普通教室

を優先的に設置していること、他の自治体では扇風機しか付いていない

学校があることを話させてもらいました。しかし、市内でも特別支援学

級でエアコンが設置されていない学校もありますし、あとは図書室や音

楽室、図工室などが残っています。 

  

矢島委員 ぜひお願いしたいと思います。 

  

日比野教育長 それでは７月の定例会をこれで終了いたします。お疲れさまでした。 

 

 

閉会 午後２時０５分 

 

 

 

 


