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平成３０年美濃加茂市教育委員会 １１月定例会 会議録 

 

１ 開会日時及び場所 

  平成３０年１１月２８日（水）午後１時１５分から午後２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 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１５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）１０月定例会会議録の承認について 

 

 （４）議事 

     議第１号 美濃加茂市のぞみ教室の設置及び管理に関する条例に関する教育委員会の

意見について 

     議第２号 平成３０年度美濃加茂市一般会計補正予算（第８号）（教育委員会所管分）

に関する教育委員会の意見について 

 

（５）協議・報告事項 

    ① 教育委員会行事予定等 

② 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 

・双葉中学校にてフロム０歳プランの公表会が行われた。大変立派な公

表会だった。 

・教育長訪問を２か月かけて行い、学校を回らせていただいた。出席者

も多く、たくさん質問をいただいた。伝えたかったことは、すぐに教

師を辞めないで欲しいこと。また、いろんな学校に赴任することがあ

るが、赴任先で出会う人たちとの出会いをどういうものにできるかは

先生方次第だということ。教員からは感想をいただいた。 

・文化の日は、美濃加茂市表彰があり、寄附で英語学習のための黒板な

どを購入させていただいた肉のかた山さんが寄附功労で、また東中学

校の学校医である安田先生が保健衛生功労で表彰された。 

・小学校の音楽祭があった。来年度は、文化会館が工事のため文化会館

での音楽祭は行えない。 

・双葉中学校の５０周年記念式典はありがとうございました。大きな節

目の年であり、厳粛に行われた。 

・県の市町村教育委員会連合会の研修総会が美濃市で行われた。子ども

たちによる「仁輪加（にわか）」が良かった。経済産業省の方の講演

内容も興味深かった。 

・スポーツ少年団の剣道大会で挨拶をさせてもらった。 

・大阪視察研修はお疲れさまでした。大変勉強になったので、ぜひ活か

していきたい。スクールロイヤーの導入は避けられない。教育行政に

精通した弁護士が望まれる。 

・みのかもの子どもをたくましく育てるつどいは美濃加茂市青少年育成

市民会議とＰＴＡ連合会の研究発表会との合同で行われているが、互

いの活動を知ることができ、大変良かった。 

・山之上と下米田でふるさと祭りが行われた。山之上は小学校で行われ

た。 

 

 

（２）会議録署名委員の指名について 

 

日比野教育長  次に、今回の署名委員は手嶋委員にお願いします。 

 

手嶋委員  はい。 
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（３）１０月定例会会議録の承認について 

 

日比野教育長 続いて１０月定例会会議録についてです。これは事前にご覧いただい

ているものですが、ご意見がありましたらお伺いします。事務局へご意

見はありましたか。 

  

長谷川課長補佐 ご意見は伺っておりません。 

  

日比野教育長  よろしいでしょうか。 

では、ご意見なしということで、承認とします。 

  

 

（４）議事 

議第１号 美濃加茂市のぞみ教室の設置及び管理に関する条例に関する教育委員会の意見に

ついて 

 

日比野教育長 議事に入ります。 

議第１号、美濃加茂市のぞみ教室の設置及び管理に関する条例に関す

る教育委員会の意見について、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、のぞみ教室の設置及び管理に関する条例（案）について

説明。 

・のぞみ教室が古井小学校敷地内に新設されることに伴い、設置及び管

理に関する条例を制定する。 

・設置場所、分室、事業内容、職員、休業日、開室時間、定員、対象児

童生徒、入退室の決定、利用の制限などを規定。 

・平成３１年１月１日施行。 

・のぞみ教室が３学期から使用できるよう工事を進めている。 

  

日比野教育長  ご質問がありましたらお願いします。 

  

手嶋委員  第３条だけが第２項がある。 

  

小田島事務局長  はい。第３条と附則に第２項が規定されています。 

  

日比野教育長  第３条の第２項で、「のぞみ教室に分室を置くことができる」との規

定がありますが、分室の予定場所はどこを想定していますか。 

  

小田島事務局長  定員がいっぱいになってしまった時には、今ののぞみ教室の場所を使

わせていただくことになることが考えられます。 

  



4 

 

日比野教育長  やはり学校現場と教育全体を見た時に、他の学校という訳にはいかな

いでしょうけれど、一番は古井小学校がどう思っているかということ

と、学童保育の教室との関係もありますので、慎重に管理をお願いしま

す。 

その他にはよろしいですか。 

  

 ※意見等なし。 

  

日比野教育長 では、ご意見も無いようですので、議第１号についてはご承認いただ

いたということでお願いします。 

  

 

議第２号 平成３０年度美濃加茂市一般会計補正予算（第８号）（教育委員会所管分）に関

する教育委員会の意見について 

 

日比野教育長  次に、議第２号、平成３０年度美濃加茂市一般会計補正予算（第８号）

（教育委員会所管分）に関する教育委員会の意見について、説明をお願

いします。 

  

小田島事務局長 ※資料に基づき、補正予算の内容について説明。 

・教育総務費の事務局費、学校施設長寿命化計画事業について、委

託料を１７，９９５千円減額。入札により額が確定したため。 

・小学校管理費の委託料について、５，８９０千円を増額。山手小

学校以外の学校の図書室と、特別支援教室（太田小学校、蜂屋小

学校、加茂野小学校、伊深小学校）に空調を設置する設計に係る

補正予算（山手小学校の図書室は既に設置してある。）。 

・学校給食センター費の燃料費が不足しているため５，５００千円

増額補正。うち４５６千円は富加町から負担金をいただく。 

・学校施設長寿命化の計画の策定は、継続費として今年度分６，２４０

千円、来年度９，６３０千円とに分ける。 

  

日比野教育長 ご質問はありませんか。 

  

手嶋委員  山手小学校はパソコン教室を転用したので空調の工事は必要ないと

のことでしたが、パソコン教室はどうなったのですか。 

  

小田島事務局長  以前はデスクトップパソコンを置いて学習していましたが、今はタブ

レットを使用していますので、パソコン室自体を使わなくなっていま

す。タブレットを導入することで、教室が足りない学校では、パソコン

室を普通教室に改修しています。順に各学校のパソコン室が変わってき

ていまして、山手小学校は図書室として利用しているということです。 
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手嶋委員  ということは、美濃加茂市ではパソコン室はだんだん無くなってきて

いる。 

  

日比野教育長  補足しますと、当市の場合、子どもの数が増えてきているため、教室

が不足しています。４、５年後には子どもが減る見通しということです

が、予測が不確かなところがあります。パソコン室を転用することで普

通教室が２つ確保できています。タブレットの導入で、子どもが移動し

なくても授業が受けられる合理性もあります。タブレットは１学年に４

０台配置していますが、もっと増やしていきたいと考えています。導入

して５年が経過し、更新もしていかなければなりません。 

私からも質問ですが、国からの補助は特別支援教室も対象になってい

ますか。 

  

小田島事務局長  工事費用に対して国から交付金が出ますので、申請はいたしますが、

まだ決定ではありません。全額が支給される訳ではありませんが、工事

費について交付金をいただこうと思っています。設計の部分については

単費で賄います。工事費については来年の３月議会に挙げていきます。 

  

日比野教育長  当市では、耐震工事の際に全ての普通教室にエアコンを設置しておい

たところ、今年の夏は猛暑で、大変感謝されました。 

  

山内教育センター次

長 

 教育センター費にも補正が組まれていますが、何の補正予算でしょう

か。 

  

小田島事務局長  人件費です。人事院勧告を受けて人件費が増額されました。本日の資

料には教育委員会関係分だけを抽出していますが、どの課についても給

料、職員手当等の補正予算が挙がってます。 

  

日比野教育長  他にご質問はよろしいでしょうか。 

  

 ※質問等なし。 

  

日比野教育長 それではご質問も無いようですので議第２号につきましては承認い

ただいたということでお願いします。 

続きまして協議・報告事項ですが、始めに教育委員会行事予定をお願

いします。 

  

 

（５）協議・報告事項 

 ○ 教育委員会行事予定等 



6 

 

 

社本学校教育課長 ※１２月、１月予定表に基づき説明。 

・１２月２６日 ２学期終業式 

・１月７日 始業式、のぞみ教室始業式。 

・断水や台風の影響で臨時休業日があったので、冬季休業日を減らさな

ければならないかと心配したが、予定どおりとなった。 

  

手嶋委員  １２月の定例会は決まっていますか。 

  

日比野教育長  次回の定例会を先に決めましょう。 

  

 ※高野委員から（仕事の都合により）定例会の開催時刻をできる範囲で

２時３０分又は３時以降にしていただけないかとの希望あり。 

※日程調整 

  

小田島事務局長  それでは、次回１２月の定例会は、２５日（火）午後３時からでお願

いいたします。 

 また、１２月９日（土）は午前１１時３０分から、市内商業施設にて

三和小学校の一輪車の発表があります。ぜひご覧ください。 

  

 

 ○ 教育センター事業報告 

 

山内教育センター次

長 

・科学作品・社会科作品のアンケート、来場者数 

・社会科作品が県の作品展でも優秀賞をいただいた。 

・子ども展実施要項（１１月３０日～１２月２日開催） 

・「わくわくドキドキ科学の広場」実施要項（１２月１日開催） 

・わくわくドキドキサイエンスショー実施要項（１２月７日開催） 

・第３４回「教育実践論文」の募集 

・不登校の現状について。中学生が増えている。 

・あじさい教室の通室者について。小学生は減り、ほとんどが中学生に。 

・発達支援、特別支援、あじさい発達相談について 

・就学時健診の結果について。目・歯が顕著に悪くなっている。歯が悪

いのは家庭での歯みがき習慣が確立されていないから。就寝時刻や起

床時間の乱れ、朝食を摂らないなど生活習慣全体が心配される傾向に

ある。 

  

矢島委員 顕著に目が悪くなっているのですが、何か原因は分かっていますか。 

  

山内教育センター次

長 

具体的データはありませんが、推測される主な原因は、ネットをずっ

と見ていたり、スマートホンをおもちゃのように与えられていたりする
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ことが考えられます。 

  

矢島委員 そうしますと、赤ちゃんのうちから気を付けておかないと、こういう

ことになるということですね。すごく心配なことです。 

  

日比野教育長 視力の結果が急に悪くなったので、測定方法や基準が変わったのでは

ないかと思うほどです。今のスマートホンやゲームなどを見ていると想

像がつきます。国全体の問題だと思います。日本はこういうことに非常

に甘いと思います。家庭もそうですが、こういうことに対して野放しに

なっているのが非常に多いと思います。国も承知していて、発表もして

います。 

  

矢島委員 赤ん坊にも与えているのを見ます。 

  

日比野教育長 赤ん坊でも遊べますからね。 

  

矢島委員 本当に怖いと思います。 

  

小田島事務局長 ボールをお母さんがコロコロと転がしてそれを赤ちゃんが目で追っ

てそこまでハイハイして行くとかそういった本当に何気ないことで視

力を使ってその距離を測ったりして目が育っていくことがあるそうで

す。そういう単純な遊びなのですけれど、そういうことももしかしたら

親が触れ合ったり向き合ったりする時間がないのかなと思いました。 

  

日比野教育長 私が申し上げたいのは、子どもだけの問題ではなくて、親が子どもを

ほったらかしてスマホをやっている状況だということです。授乳の時で

も子どもではなくスマホを見ているという話も聞きます。 

  

矢島委員 中学生ぐらいから家庭科や保健体育で親になる前に学んでおく必要

があります。 

  

社本学校教育課長 カリキュラムにはあります。ありますが、学んだことを大人になった

時に大事だと思って実践してもらえるか、目の前の楽しいことに流され

るかという問題です。また、ある教育雑誌に載っていたことですが、子

どもが友だちと喧嘩をしたときに、ゲームで相手を消す動作をしたそう

です。現実の世界とゲームの世界とが区別できないように育っている子

が結構いるのではないかと心配されます。 

教育センターでは、就学時健診の知的な検査の結果と目の見え方との

相関を今学校に問い合わせて調べているところです。 

  

高野委員 とあるデータですけれど、聞くと言えば耳ですが、実は殆どが目で聴
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いているのだというデータがありました。ですからやはり授乳時に赤ち

ゃんの目を見るのは大切なことで、赤ちゃんはきっと母親を見ているの

だと思います。 

  

日比野教育長 学校での教育は少しは増やせるとしても、社会全体、家庭を含めての

問題です。けれどもこういった事実を把握できたことが大事。分析をし

て、知的なこととの関連性が出てくると一大事です。 

私からお尋ねしたいのは、あじさい教室の通室数について、小学生が

少なくなったということですが、あじさい教室にも来られず、学校にも

行けないということではないですね。その子たちは学校へ通っていると

いうことで不登校が減ったと考えれば良いですか。 

  

山内教育センター次

長 

そうですね。保健室までは行けても完全に教室に入れない子はいます

が。 

  

日比野教育長 保健室でも学校へ行ってくれれば良いです。他の児童や生徒がいます

から、そういう中で生活していくと戻っていけるようになりますから。 

ありがとうございました。 

では、その他ですが、何かありましたらお願いします。 

  

 

（６）その他 

 

小田島事務局長 お手元に平成２９年度美濃加茂市教育委員会事務局の点検・評価報告

書を配布しております。 

  

社本学校教育課長 本日はＦ－０推進事業の中間報告について、ありがとうございまし

た。何かお気づきの点がありましたらお聞かせください。 

  

矢島委員  書式を統一していただけると分かりやすいと感じました。 

  

日比野教育長  ぜひお願いします。校長は他の学校のものを見ていませんので、これ

で良いと思い込んでいることがありますので、書式が整った方が見やす

いですし、書く方も書きやすいと思います。 

その他にはよろしいでしょうか。 

それではこれで本日の定例会を終わります。今日は長時間にわたりあ

りがとうございました。 

  

  

 閉会 午後２時１５分 

 


