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平成３１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３１年１月２５日（金）午後３時００分から午後４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 

  学校教育課就学指導係長 河路 大輔 

 

 

３ 開会 午後３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）１２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施行規則について 

     議第２号 美濃加茂市のぞみ教室バス運行管理規則について 

     議第３号 美濃加茂市教育委員会公印規則の一部を改正する規則について 

     議第４号 美濃加茂市教育委員会事務局の組織等に関する規則の一部を改正する規則

について 

     議第５号 美濃加茂市教育委員会事務決裁規程の一部を改正する規程について 

     議第６号 平成３０年度美濃加茂市教育委員会表彰の決定について 

 

 （５）協議・報告事項 

    ① 卒業式及び入学式の出席者（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 

 

小田島事務局長  只今から美濃加茂市教育員会１月定例会を始めさせていただきます。 

 本日の議事のうち、議第６号、平成３０年度美濃加茂市教育委員会表

彰の決定については、児童生徒名及び大会成績の経歴等個人情報が含ま

れておりますので、非公開とさせていただきたいと存じますのでお認め

くださるようお願いいたします。 

 

 

（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 

・インフルエンザによる学級閉鎖の学校があり、また、豚コレラについ

ては県のバックアップとしてこの冬休み中も市職員が対応した。鳥イ

ンフルエンザの発生、はしかの流行も心配である。 

・平成３１年度予算編成は大詰めに来ている。市長は「健康」をキーワ

ードに掲げ、「Walkable City（ウォーカブル・シティー）」という言

葉を使って「歩く」ことによる健康なまちづくりを考えており、理念

を念頭に置いた予算となる。 

・成人式の案内状が教育委員に届かなかった。主催者側によると、今年

から当時の校長や他の団体へも送っていないとのこと。より多くの保

護者等に入場してもらうため、招待者数を減らしたとのこと。 

・３学期がスタートした。順調な始まりとなっている。 

・１月２１日の日本教育新聞に私の記事が掲載された。「人づくり、国

づくり」というコラムで、教職員の多忙化の問題と免許更新制度の見

直しについて述べた。これらの問題により、教職希望者の激減、離職

率に大きく影響が出ており、懸念している。 

・「数字が語る日本の教育」という記事があった。日本の教師が授業以

外のことにいかに多くの時間を割いているか、１週間の平均勤務時間

に対する授業時間の割合が他国と比較してある。教員は、超過勤務の

手当てが教職員調整額４％（実質１日２０分弱）しか出ないことを多

くの方はご存じない。多くの方にこういった状況を知っていただき、

学校運営にご理解ご協力をいただけるとありがたい。 

  

手嶋委員  週５日の勤務として、日本の教員が週に１７．７時間しか授業に従事

していないというのは少なくないですか。７割が授業以外のことに費や

されているということですか。 

  

日比野教育長  私も少し疑問に思いましたが、国際比較基準は同じなので紹介しまし

た。平均勤務時間が週５３．９時間というのは週５日で計算すると１日

当たり約１１時間となりますので分かりますが、授業に１７．７時間と
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いうのは計算上の理由がありそうです。例えば１日の勤務時間内に授業

ではないと思われる時間帯が計算に含まれていないとか。 

  

社本学校教育課長  朝の会や給食、掃除、休み時間も子どもに関わる時間としてカウント

されているかどうかということだと思います。また、統計の対象が教員

のどこまでの範囲（教壇に立つ教員のみ、又は管理職も含める等）で調

査されたのかというのもあります。 

  

日比野教育長  小学校はほとんどの時間を児童と過ごしますし、中学校では授業の無

い時間は職員室で勤務しています。高校では、教務主任や生徒指導は担

任から抜いてあるなどの事情があります。 

 こういった状況があるということを委員さん方に知っていただける

とありがたいと思いお伝えしました。 

  

 

（２）会議録署名委員の指名について 

 

日比野教育長  次に会議録署名委員の指名についてですが、今日の会議録は矢島

委員さんにお願いします。 

  

矢島委員  はい、承知しました。 

  

 

（３）１２月定例会会議録の承認について  

日比野教育長 １２月の定例会会議録はいかがでしょうか。訂正などありましたらお

聞きします。よろしいですか？ 

  

 ※意見等なし 

  

日比野教育長  それでは１２月定例会の会議録は承認とします。 

  

 

（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施行規則について 

 

日比野教育長 議事へ入ります。 

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施行規

則について、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のぞみ教室の設置及び管理に関する条例施
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行規則について説明。 

 ・美濃加茂市のぞみ教室の設置及び管理に関する条例の規定により規則

で定める事項について定めるもの。 

・各条文について説明 

 

日比野教育長 只今の説明のとおりですが、ご意見ご質問がありましたらお願いしま

す。 

のぞみ教室は、新年１月７日にオープンしました。大変綺麗な素晴ら

しい建物になったので、子どもたちの様子を見に行きましたが、本当に

喜んでいました。また先日は、鹿児島県さつま町から視察に来られまし

た。たまたま下校時間と重なったので、児童が通学班ごとに下校する様

子を見られて、その中に外国籍の児童がリーダーの旗を持って行く班が

ありました。私にはそれが当たり前だと思っていますから不思議に思い

ませんでしたが、さつま町の方々は驚いていました。本当にわきあいあ

いと何の違和感もなくやっている子どもたちの姿に感動して帰られま

した。これも一朝一夕でなったわけではなく、以前はなかなか打ち解け

ないような姿もあったと聞いていますが、今は見られません。 

教育委員会の管轄でこのような初期の言語指導教室を行っている自

治体は県下でも非常に珍しい。学校に入った後で必要に応じて週何回

か別に指導するというところは多くあります。 

のぞみ教室で集中的に３か月から６か月ほど日本語や学校生活のこ

とを勉強することで、子どもたちは早く覚えます。そして、学校へ編

入していくと学校の教師も指導しやすいですし、その子にとっても良

いことですから、大変有効な事業だと思っています。しかし、中には

どうしても学校に入れて欲しいと望まれる保護者もみえますので、直

接学校に入学する子もいます。学校にも日本語指導をする国際教室が

ありますので、別に指導するということもやっております。 

去年は文部科学省だけでなく総務省や他県からも視察に来ました。

のぞみ教室で厳しく指導が行われていることに驚かれます。指導が厳

しい理由は、学校への編入後にその子に引け目を感じさせないように

してあげたいという思いがあるからです。のぞみ教室の先生ご自身が

外国から来日して苦労されたからだそうです。生活面のことや給食、

食文化についても厳しく指導してもらって３か月から半年で対応でき

るようになってのぞみ教室を卒業していきます。 

このような事業ですが、委員さん方からのご質問がありましらおっし

ゃってください。 

よろしいでしょうか。 

  

 ※意見等なし。 

  

日比野教育長  ご意見も無いようですので、議第１号、美濃加茂市のぞみ教室の設置
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及び管理に関する条例施行規則については原案のとおり決定といたし

ます。 

  

 

 議第２号 美濃加茂市のぞみ教室バス運行管理規則について 

 

日比野教育長 次に議第２号、美濃加茂市のぞみ教室バス運行管理規則について、説

明をお願いします。 

  

小田島事務局長 ※資料を基に、美濃加茂市のぞみ教室バス運行管理規則について説明。 

・通室に利用するのぞみ教室バスの運行管理について規定する。 

・各条文について説明 

  

手嶋委員 運転手の健康管理について、運転中の事故が多いですので、例えばて

んかんや高血圧などの持病に関する診断書の提出であるとか、何か条文

を設けた方が良いのではないかという気がします。 

  

社本学校教育課長 運転手は臨時職員ですので、面接と併せて毎年健康診断の結果を提出

してもらっております。臨時職員の採用を担当している人事のほうの規

則の中で規定されてあればよろしいでしょうか。 

  

手嶋委員 臨時職員の採用に当たって健康状態についての項目がどういうもの

かは分かりませんが、事務職とは異なり運転手の場合は生命を預かって

いるわけですので、運転手の健康管理は基準が違うと思います。 

  

社本学校教育課長  通常子どもと接する職員には結核検診は必ず求めています。 

確認させていただければと思います。 

  

日比野教育長  市長部局へも確認して連携をお願いします。 

 その他にご意見はよろしいでしょうか。 

  

 ※その他に特に意見等なし 

  

日比野教育長  ご意見も無いようですので、次に進みたいと思います。 

  

 

 議第３号 美濃加茂市教育委員会公印規則の一部を改正する規則について 

 議題４号 美濃加茂市教育委員会事務局の組織等に関する規則の一部を改正する規則につ

いて 

 議第５号 美濃加茂市教育委員会事務決裁規程の一部を改正する規程について 
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日比野教育長 次に、議第３号、美濃加茂市教育委員会公印規則の一部を改正する規

則について、説明をお願いします。 

  

小田島事務局長 ※資料に基づき、美濃加茂市教育委員会公印規則の一部を改正する規則

について説明。 

・美濃加茂市教育委員会公印規則に「美濃加茂市のぞみ教室長之印」を

加える。 

  

日比野教育長  続けて議第４号、議第５号もお願いします。 

  

小田島事務局長 ※資料に基づき、議第４号、美濃加茂市教育委員会事務局の組織等に関

する規則の一部を改正する規則について説明。 

・学校教育課に「のぞみ教室」を置く。 

 

 ※引き続き、議第５号、美濃加茂市教育委員会事務決裁規程の一部を改

正する規程について資料に基づき説明。 

・「のぞみ教室長」の専決事項等について規定する。 

  

日比野教育長  のぞみ教室の設置に当たり、付随するこれらの例規を改正するという

ものです。市の法令係にも確認をしてもらいながら進めております。 

委員さん方からのご意見やご質問はありませんか。 

それでは、議第３号、議第４号、議第５号については、原案のとおり

決定とします。 

  続いて議第６号の平成３０年度美濃加茂市教育委員会表彰の決定に

ついてですが、説明する担当職員が来客の応対をしておりますので、先

に協議・報告事項をお願いします。 

  

 

（５）協議・報告事項 

① 卒業式及び入学式の出席者（案）について 

 

社本学校教育課長 ※資料に基づいて「平成３０年度卒業式」及び「平成３１年度入学式」

の出席者について説明。 

・各小中学校へ出席する教育委員、事務局職員を確認。 

 

 

 議第６号 平成３０年度美濃加茂市教育委員会表彰の決定について 

 

 ※担当者の入室 

  

日比野教育長 それでは、議第６号、平成３０年度美濃加茂市教育委員会表彰の決定
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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 恐れ入りますが、議第６号は、冒頭に申し上げましたとおり非公開と

させていただきますのでお願いします。 

  

河路係長 ※美濃加茂市教育委員会表彰要綱に基づき、選考基準について説明。 

※資料に基づき、美濃加茂市教育委員会表彰「あじさい賞」の被表彰候

補者及び選考理由について説明。 

  

各委員 ※被表彰候補者について審査し、協議の上、被表彰者を決定。 

・県大会等で同じ種目であっても学年が上がるにつれて難度が高くなる

ことに配慮しても良いのではとの意見有り。 

  

日比野教育長  要綱の改正は、次年度に行うこととします。 

  

 

（５）協議・報告事項 つづき 

② 教育委員会行事予定等について 

 

日比野教育長  それでは、協議・報告事項の２つ目、教育委員会行事予定をお願いし

ます。 

  

社本学校教育課長 ※資料に基づいて２月、３月の行事予定を説明 

・２月 ２日（土）： ４課合同子育て学習会 

・２月２２日（金）： 定例教育委員会、Ｆ－０報告会 

・２月２８日（木）： 教育実践論文表彰式、あじさい賞表彰式 

・３月 ５日（火）： 中学校卒業式 

・３月２５日（月）： 小学校卒業式 

・３月２６日（火）： 修了式 

  

 

③ 教育センター事業報告 

 

山内教育センター次

長 

※配布資料に基づき報告。 

・２月２８日の教育実践論文表彰式への教育委員諸氏の出席を依頼。 

○現在の美濃加茂市の不登校の現状について 

・小学校児童はほぼ横ばい、中学校生徒は増加している。 

・不登校の要因は様々で複雑に絡み合っている。一人でいくつもの要因

を併せ持つ子もいる。 

・無気力、不安が多い。勉強や人間関係が不安に。 

○あじさい教室について 
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・通室者数を月別、学年別に集計 

  

日比野教育長 不登校生徒が多いまま定着しているので、関係部署と連携を取り合っ

て対応をお願いします。スマートホンとの関係があるように思います。 

  

 

（６）その他 

 

日比野教育長  それでは、その他をお願いします。 

  

社本学校教育課長 ・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の

案内 

・美濃加茂市教育振興基本計画の策定について 

  

長谷川課長補佐 ・蜂屋小学校へ市民から１０万円の寄附 

  

手嶋委員 ・美濃加茂市体育協会創立６０周年記念講演会 講師：川淵三郎氏（２

／２４）について案内 

  

小田島事務局長 ・双葉中学校を卒業した美濃加茂市の新成人１３人が、富加町の成人式

に参加 

  

手嶋委員  来年の成人式は１８歳でとなるのでしょうか。 

  

日比野教育長  まだはっきりしていません。話題には挙がっていますが、担当者も悩

んでいるようです。 

それでは、次回の定例会は２月２２日です。ＦＲＯＭ－０歳プラン推

進事業の報告会がありますので１日となりますので、よろしくお願いし

ます。 

本日はお疲れさまでした。 

  

 閉会 午後４時４０分 

  

 


