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平成３０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３０年９月２６日（水）午後１時００分から午後３時１０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 藤田 美佳 

 

 

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）８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 

・台風が近付いている。給食の手配の検討が必要。 

・運動会へのご参加ありがとうございました。天候の都合で日にちが変

更になりましたが、当日は好天の下で行えた。 

・科学社会科作品展には素晴らしい研究が展示されていた。岸義人賞も

授与した。岸義人教授のノーベル賞受賞も期待したい。 

・９月２日、坪内逍遙大賞授賞式が行われ、北川悦吏子さんが受賞され

た。ご本人に来ていただけた。ドラマ「半分、青い。」は高視聴率が

続いている。坪内逍遙大賞は、早稲田大学と美濃加茂市とで交互に行

われている。歴代の受賞者が素晴らしい方々ばかりで、知名度が上が

っている。 

・ダボ市へ派遣された中高生による「コアラミーティング」が行われ、

報告を聞いた。ダボ市では一人１台タブレットパソコンを使用してい

るとのこと。美濃加茂市でも子どもたちのため進展させたい。 

・山之上小学校のアベマキの机がキッズデザイン特別賞を受賞した。絵

本も作製中である。 

  

 

（２）会議録署名委員の指名について 

 

日比野教育長  続いて、今回の定例会の会議録署名委員の指名ですが、高野委員に

お願いいたします。 

  

 

（３）８月定例会会議録の承認について 

 

日比野教育長 次に８月定例会の会議録ですが、もし何かご意見がありましたらお

願いします。特に無いようでしたら、事前に配布させていただいた会

議録案で承認とさせていただきますのでよろしくお願いします。 

  

 

（４）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  次に協議・報告事項です。 
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まず初めに教育委員視察研修について、担当から説明をお願いしま

す。 

  

小田島事務局長 ※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１４日（水）午後～１５日（木） 

・訪問先： 茨木市教育委員会、吹田市教育委員会、大阪府教育庁 

・視察テーマ： スクールロイヤー制度について 

  

日比野教育長  吹田市は、規模は違いますが、美濃加茂市と同じように児童生徒数が

増えているまちです。 

 委員の皆さんからの質問を予め訪問先に送っておきますので、１０月

の定例会のときにご質問を出していただければと思います。 

 それでは、視察につきましてはこのように進めさせていただきますの

でよろしくお願いします。 

  

 

 ② 教育委員会行事予定等について 

 

日比野教育長 続きまして、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１０月、１１月の行事予定を説明 

・１０月 ５日（金）： 教育委員訪問（下米田小学校） 

・１０月２７日（土）： 県ＰＴＡ研究大会 in可茂（アーラ） 

・１０月３０日（水）： 双葉中学校Ｆ－０公表会 

 ・１１月 ７日（水）： 小学校音楽会 

・１１月 ８日（木）： 双葉中学校５０周年記念 

・１１月１７日（土）： ＰＴＡ研究発表会、子どもをたくましく育て

るつどい 

・１１月３０日（金）： 子ども展（文化の森） 

  

手嶋委員  １０月と１１月の教育委員会はいつになりますか。 

  

小田島事務局長  では、先に教育委員会定例会の日程を決めさせていただきます。 

  

 ※日程調整 

  

小田島事務局長  １０月の定例会は２９日（月）の午後１時から、また、１１月の定例

会は１１月２８日（水）の午後１時からにさせていただきます。会場は

この場所となります。 

 １１月２８日は朝からＦ－０推進事業の中間報告会を予定しており

まして、各小中学校の校長から中間発表をしていただきますので、１日
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になってしまいますが、よろしくお願いします。 

  

日比野教育長  その他に行事はよろしかったですか。 

  

小田島事務局長  １１月９日（金）午前１０時から市町村教育委員会連合会研究総会が

あります。今年は美濃市文化会館で行われます。１０時から１５時３０

分の予定です。 

  

日比野教育長  委員の皆さんはそれぞれお忙しいことと思いますので、ご都合が悪い

場合は事務局の方へご連絡をお願いします。 

 １１月３日は、市長表彰があります。教育委員会からは学校医１名と

寄附功労者２名を推薦しました。 

  

 

 ③ 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 

・美濃加茂市・加茂郡合同夏季研修講座 参加人数報告 

・教育講演会報告 「笑う門には 福来たる」講師：林家染太氏 

・サイエンスツアーのアンケート結果 

・美濃加茂市の不登校の現状と教育相談について 

・「あじさい小中学生サミット２０１８」のまとめ 

・発達支援・特別支援関係： 「すくすく発達教室」、「夏季あじさい子

育て相談会」、「あじさい発達相談」報告 

・巡回発達相談（外部専門講師による訪問、相談） 

・公開保育 

  

日比野教育長  ご質問がありましたらお願いします。 

 確認ですが、不登校の要因として、「友だちとうまくやっていけない」

「周りの空気が読めない」ということが挙げられていますが、こういっ

た児童が小規模特認校制度を利用すると良いと思っています。保護者へ

小規模特認校制度について紹介してもらえていますか。 

  

山内教育センター次

長 

 保護者へは送り迎えの際にお話しすることはできますが、大勢が一堂

に会する場所での紹介はしていません。個別には資料をお渡ししていま

す。 

  

日比野教育長  大勢の方が集まられる機会に制度について紹介していただけると皆

さんに知っていただけると思います。全く関心のない方もみえるかも

しれませんが、そういう方からも他の人に伝えてもらえる場合もあ

ります。小規模特認校制度は、学校規模の適正化を目的としていま
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すが、何らかの理由で学校に通えなくなってしまった児童が学校を

替わることによって、通えるようになる可能性がある一つの方法で

もあります。小学校への進学時だけでなく、在学生でも制度は利用

できますから、そういったことも知ってもらえると良いと思います。 

  

山内教育センター次

長 

 教育長さんがおっしゃることはよく分かります。しかし、保護者によ

っては、受け止め方も様々で、難しく考えられる方もおられますので、

親の会などの全体の場で一度に説明が出来ない状況もあります。ですの

で、純粋に友達と上手くやっていけなかったり、人間関係を築くことを

苦手にしていたりするお子さんについては、個別に制度についてお話し

ていくことは大丈夫です。 

  

日比野教育長 人間関係で学校に行けないのであれば、他の学校へ通学することを選

択することで行けるようになれば有り難いなという思いがあります。そ

ういう理由で制度を利用する児童がいても良いと思います。 

その他にもお伝えしたいこととしまして、先日のあじさいサミットで

のスローガンを市役所の玄関や生涯学習センターに掲げてもらえてい

るのも教育センターのおかげと感謝しています。 

また、夏休み中、文化会館の和室で勉強を教えてもらったり、各小学

校で土木課による網を用いた魚採りの講座があったり、総合福祉会館で

の学習や子ども食堂などの活動など、教育委員会以外の場所で子どもた

ちの面倒を見てもらえていることは、本当に有り難いと思います。「楽

習ひろば」も大変人気があります。 

教育センターにお願いしています学力学習状況調査の結果の分析に

ついては、早めに集計できましたので、委員の皆さまに概要をお伝えし

ます。これは美濃加茂市長にも富加町長にもお話してあります。 

 

※配布資料に基づき説明。資料は説明後に回収。 

※内容については非公開。 

  

 

（５）その他 

 

日比野教育長  引き続き、その他へ移りますが、私からお話しさせていただきます。 

※市議会第３回定例会での主な質問について報告 

・今年の夏は猛暑であり、エアコン導入が完了していたことに感謝され

た。 

・小規模特認校へのタブレットパソコンの一人１台の導入と活用につ

いて 

・部活動と教職員の勤務時間について 

・児童生徒の貧困と給食費の無償化について 
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・市立学校のプールの老朽化、民営プールの活用について 

・食物アレルギー対応について 

・ランドセルの重量の問題について 

  

小田島事務局長 ※夢先生の今後の日程について紹介 

 ・１０月 山之上小学校、三和小学校 

・１１月 古井小学校 

  

手嶋委員  教職員の働き方改革の取組として夏休みに休校日を設けましたが、実

際にはどんな状況でしたか。 

  

日比野教育長  休校期間中にいろいろ問題が起こった場合の対処として事務局で電

話対応をする体制でしたが、実際にはほとんど何もありませんでした。 

 夏休み期間中の家出や水難事故、熱中症など心配していましたが、大

きな問題は起こりませんでしたので有り難い状況だったと感じていま

す。 

 学校の完全閉庁については、他市ではもう少し日にちが多い例もあり

ますので、参考にし、教員の研修の日程なども調整しながら実施したい

と思います。 

  

高野委員  小中学校の運動会・体育祭を見させていただきました。皆さん、良い

天気の中で開催できたことを喜んでおられましたが、学校によって

は、降り続いた雨により早朝から作業をされた所もありました。運

動場を改修した学校は良かったようですが、水捌けの問題で行事が

できなくなる場合もありますので、運動場の改良について市の方で

話が出るのかなと感じました。 

  

小田島事務局長 施設管理の担当としましてもグランドの土を入れ替えたいと思って

はおりますが、限られた予算の中で優先順位が後の方になってしまって

います。今度、学校施設の長寿命化計画を策定しますので、専門家にグ

ランドも含めて見ていただいて、緊急性の順位や施設改修について計画

を立てて対応していきたいと思っています。 

  

日比野教育長  山手小学校は現在運動場の改修を行っています。西中学校と山之上小

学校は終わっています。 

 これは、加茂川流域の洪水対策として行われているもので、学校の運

動場を改修して雨水を調整する機能をもたせようというものです。 

 工事期間中は運動場が使用できないので戸惑いがありましたが、改修

後は非常に良いグランドになりますので、良かったと思います。 

  

手嶋委員  相当な費用がかかるでしょう。 
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日比野教育長  かかります。運動場の他に、周辺の付随する施設も併せて改修するこ

とで大変良くなりますので、よくやってもらえていると感謝していま

す。 

 それと、プールに関して、水泳の授業をやっていない市町村がたくさ

んあります。各学校にプールが整備されているのはおそらく日本ぐらい

のことであって、ヨーロッパや他の国々の人々は驚きます。 

 プールの安全管理は徹底してやってもらっています。 

小学校では水泳の授業を行うことになっていますが、中学校では実技

指導は必須ではありません。全国的にも随分差がありますので、ご承知

おきいただけるとありがたいです。 

  

手嶋委員 なぜ学校にプールが必要か、その根本的な所に立ち返ってみますと、

理由として、水泳の競技力の向上、水難防止、防火水的な機能がよく挙

げられます。しかし、世界的には韓国やヨーロッパの国々にはありませ

ん。ヨーロッパはスポーツの考え方が全く違いますから。プールは基本

的には必要ないと思います。 

  

日比野教育長 造ったばかりの頃であれば心配は少ないのでしょうが、使用しない時

期が１１か月近くもあれば、壊れる箇所も出てきますし、年数が経って

老朽化してきています。 

全国でも民間と契約を結んで行っている例もありますし、合理的に考

えて、民間のスイミングスクールを活用すれば良いという考え方もある

かと思います。 

それでは、今日はこれで閉じたいと思います。ありがとうございまし

た。 

 

閉会 午後３時１０分 

  

 


