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平成３１年美濃加茂市教育委員会 ２月定例会 会議録 

 

１ 開会日時及び場所 

  平成３１年２月２２日（金）午前９時００分から午前１０時２０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 

  対策監 酒向 洋 

  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 説明のために出席した者 

   市民協働部文化振興課 課長 林 るり 

 

４ 開会 午前９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）１月定例会会議録の承認について 

 

 （４）議事 

     議第１号 平成３０年度美濃加茂市一般会計補正予算（第１０号）(案)に関する教育

委員会の意見について 

     議第２号 平成３１年度美濃加茂市一般会計予算(案)に関する教育委員会の意見につ

いて 

     議第３号 美濃加茂市附属機関の設置に関する条例の一部を改正する条例(案)に関す

る教育委員会の意見について 

     議第４号 美濃加茂市非常勤の特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を

改正する条例(案)に関する教育委員会の意見について 

     議第５号 平成３１年度美濃加茂市学校教育の方針と重点（案）について 

     議第６号 美濃加茂市学校施設長寿命化計画（案）について 

     議第７号 美濃加茂市指定文化財の解除について 

     議第８号 美濃加茂市指定文化財の指定について 
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 （５）協議・報告事項 

    ① 教育委員会行事予定等について 

    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 

・スクールロイヤーに係る予算を来年度計上した。学校内で起こる

様々なトラブルに対し弁護士の専門的な知識を活用したい。 

・地震への対応が課題となっている。山手小学校は防災に取り組んで

いる。日頃から訓練をしている学校としていない学校とでは、児童

の動きに大きな差が見られる。大人でも知らないことを訓練で学

ぶ。徹底した訓練が大切である。災害時に、市民が学校へ避難して

くる場合の対応についてマニュアル化しておく必要がある。 

  

 

（２）会議録署名委員の指名について 

 

日比野教育長  会議録署名委員の指名についてですが、高野委員にお願いいたし

ます。 

  

高野委員  分かりました。 

  

 

（３）１月定例会会議録の承認について  

日比野教育長 続きまして、１月定例会会議録の承認についてです。委員さん方か

らのご意見等がありましたらお願いします。 

  

 ※意見等なし 

  

日比野教育長  ご意見がありませんので、１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年度美濃加茂市一般会計補正予算（第１０号）(案)に関する教育委員

会の意見について 

 

日比野教育長 議第１号、平成３０年度美濃加茂市一般会計補正予算（第１０号）（案）

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案について説明。 
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 ・小学校管理費の小学校施設営繕工事について、３，７４１万円を増

額。財源に国庫補助金と市債を充て、山手小学校以外の８校の図書

室に空調を設置する。 

・特別支援教室への空調整備のため、２，６９３万円を増額。国の補

助金と市債を充てる。 

・太田小学校の特別支援教室の改修と多目的トイレの設置について

は、今年度、国の補助事業に採択されなかったため、事業を見送

る。１，６２０万円の減額。 

・蜂屋小学校の教育に役立ててほしいと市民から１０万円の寄附があ

った。蜂屋小学校教育振興費を増額し、図書を整備する。 

 

日比野教育長  ご意見やご質問がありましたらお願いします。 

太田小学校の多目的トイレ設置については、要らなくなったのでは

なく、今後も計画を継続していきます。 

  

小田島事務局長  はい、平成３１年度予算に計上してあります。 

  

日比野教育長  他にはよろしいでしょうか。。 

  

 ※意見等無し。 

  

日比野教育長  それでは、議第１号、補正予算案は原案のとおり承認します。 

  

 

 議第２号 平成３１年度美濃加茂市一般会計予算(案)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３１年度美濃加茂市一般会計予算（案）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、教育総務課の事業に関する予算について説明。 

※全４２事業（主な事業は次のとおり） 

・西中学校バリアフリー事業（新規）・・エレベーターの設置、各所の

段差解消工事や体育館の出入口にスロープを設置する。 

・小学校施設営繕工事・・トイレの洋式化（平成２９年度からの継続事

業。平成３１年度は、加茂野小学校、三和小学校、下米田小学校に

設置。）と屋上の防水工事（山之上小学校）。 

・中学校施設営繕工事・・西中学校北舎の防水工事と自動火災報知機受

信機の更新。 

・小学校教師用指導等購入事業・・平成３２年度から新学習指導要領に

よる学習が始まるため、３１年度中に教師用教科書と指導書を購入す

る。 
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・特別支援教室改修事業・・太田小学校多目的トイレ設置。平成３０年

度補正予算で減額したもの。財源として、公共施設等適正管理推進事

業債を借りる。 

・小学校水泳授業委託事業・・民間プールを活用し、山之上小学校の水

泳実技授業を行う。 

  

日比野教育長  では、まず教育総務課の事業について、何かご質問がありましたら

おっしゃってください。 

  

鹿野委員  民間のスイミングスクールに水泳授業を委託するのは、市内の業者

に限定するのですか。 

  

小田島事務局長  委託先はこれから決めていきますが、学校からの移動距離を考慮し

なければならないと思います。 

  

日比野教育長  全国で同じ時期に建設されたプールが老朽化してきておりまして、

どこも苦慮しています。民間のプールの活用は今後増えてくると思い

ます。 

 その他にご質問はよろしいですか。 

  

 ※質問等無し 

  

日比野教育長  それでは、教育総務課の事業については以上としまして、次に学校

教育課の予算について説明をお願いします。 

  

社本学校教育課長 ※資料を基に、学校教育課の事業に関する予算について説明。 

※全２６事業（主な事業は次のとおり） 

・小規模特認校制度推進事業・・小規模校の教育内容を充実させる。 

・科学のふしぎ解決学習推進事業（新規）・・これからの子ども達に必

要な力として、主体的に学んだり、解決の方法を考えたりすること

が着目されている。 

・清流の国ふるさと魅力体験事業・・県からの委託事業。 

・幼稚園就園奨励補助事業・・今年１０月から国の幼児教育無償化が施

行されることに伴い、１０月以降の担当課がこども課に移管される予

定。 

・スクールロイヤー設置事業・・相談１回につきいくらで算出。 

  

日比野教育長  以上のとおりです。ご質問がありましたらお願いします。 

  

手嶋委員  ふるさと納税が教育費にどれだけ充てられているのですか。納税す

る時に何に使ってもらいたいか選んでいただいている。結構な額にな
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ると思います。 

 また、どのような事業にふるさと納税が充てられているのですか。 

  

小田島事務局長  ふるさと納税が教育費にどれだけ充てられているかは積算しないと

分かりません。財源が確保できているものよりも財源が確保されてい

ない事業にふるさと納税が充てられています。 

  

手嶋委員  スクールロイヤーについてですが、顧問料というのは発生しなくて

いいのですか？昨年視察した大阪の例では、月額報酬に件数当りの報

酬が加算されていましたが、美濃加茂市の場合はそれが無いのです

か。 

  

社本学校教育課長  当市の場合は１回いくらでの報酬となります。これは、岐阜県教育

委員会と同様です。 

  

手嶋委員  顧問料としての基本給ではなく、件数による報酬額となるわけです

か。 

  

社本学校教育課長  はい。相談案件が無いような場合は報償をお支払いしない場合もあ

ります。 

  

手嶋委員  資料に目を通したところ、消費税が計算されて記載されている事業

と、記載されていない事業とがありますが、よろしいですか。 

  

社本学校教育課長  消費税増税分については計算をし、予算額に含まれております。 

  

日比野教育長  その他よろしいでしょうか。 

ご意見が無ければ、議第２号を承認といたします。 

  

 

 議第３号 美濃加茂市附属機関の設置に関する条例の一部を改正する条例(案)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３号、美濃加茂市附属機関の設置に関する条例の一部を改正

する条例(案)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。 

  

社本学校教育課長 ※資料に基づき説明。 

・教育委員会の附属機関として美濃加茂市教育振興基本計画策定委員

会を設置する。 

・教育基本法に規定されている国の教育振興基本計画を参酌して各市
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町村が教育振興基本計画を策定するためのもの。 

・岐阜県も新たな基本計画を４月に施行する予定で、当市においても第

６次総合計画と調整しながら１年間をかけて策定する。 

  

日比野教育長  委員構成で前回と変更があったことがあれば説明してください。 

  

社本学校教育課長  前回は、学識経験者ということで大学の先生。その他各種団体の代表

として青少年育成の方、小中高の校長、幼稚園・保育園の園長等に参加

していただいております。今回は、社会教育関係者と、外国人も今後増

えてくるという予測があるため、国際交流協会の方にも委員として参加

していただこうと考えています。 

  

日比野教育長  その他にご質問はよろしいでしょうか。 

 それでは、無いようなので議第３号については、承認いたします。 

  

 

 議第４号 美濃加茂市非常勤の特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正

する条例(案)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４号、美濃加茂市非常勤の特別職職員の報酬及び費用弁償に

関する条例の一部を改正する条例(案)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。 

  

社本学校教育課長 ※資料に基づき説明。 

・美濃加茂市教育振興基本計画策定委員会委員の報酬を新設する。 

・日額１１，０００円（２時間以上４時間未満の場合は、５，５００

円、２時間未満の場合は、３，０００円）。 

  

日比野教育長  ご意見等がありましたらお願いします。 

 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４号は承認といたします。 

  

 

 議第５号 平成３１年度美濃加茂市学校教育の方針と重点（案）について 

 

日比野教育長 次に議第５号、平成３１年度美濃加茂市学校教育の方針と重点（案）

について、お願いします。 
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社本学校教育課長 ※資料に基づき説明。 

・市の重点施策「Walkable City minokamo（ウォーカブル シティ 美

濃加茂）」と「健康」を受けた方向性を加えた。 

・「Walkable Learning minokamo（ウォーカブル ラーニング 美濃加

茂）」・・子どもたちが生涯学び続けるという意味を込めたもの。 

・「知」「徳」「体」の３本柱・・「知」は心の健康の中の学ぶ楽しさ

（学ぶ喜び 学びあう楽しさ）、「徳」は心の健康（自己有用感）、

「体」は体の健康（自ら創る健康）と位置付けた。 

・教職員の働き方について加えた。 

  

鹿野委員 ※語句の修正について提案。 

  

日比野教育長  それでは、議第５号については、ご指摘の箇所を修正し、承認とさ

せていただきます。 

  

 

 議第６号 美濃加茂市学校施設長寿命化計画（案）について 

 

日比野教育長 議第６号、美濃加茂市学校施設長寿命化計画（案）について、酒向対

策監から説明をお願いします。 

  

酒向対策監 ※資料に基づき、美濃加茂市学校施設長寿命化計画（案）について説明。 

・計画策定に至る経緯を説明。国が「インフラ長寿命化基本計画」を策

定し、各インフラの管理者に対し「インフラ長寿命化計画（行動計画）」

と「個別施設毎の長寿命化計画（個別施設計画）」の策定を要請。 

・市は平成３０・３１年度の２か年をかけて計画の策定に着手。 

・計画策定状況について説明。平成３０年４月現在、全国で７％、岐阜

県内では県と１自治体のみ。 

・国庫補助、起債の要件について説明。国庫補助は、平成３１年度以降

の事業採択にあたって、個別施設計画の策定状況を勘案する予定との

こと。起債は、平成３３年度まで、充当率９０％、交付税措置率３０％。

個別施設計画に位置づけられた事業が対象（計画策定が必須）。 

・平成３１年度事業の財源確保のため、平成３０年度中に個別施設計画

を前倒しで策定した。 

・計画の内容は、文部科学省から求められたとおりに項目が記載してあ

る。 

（１） 学校施設の長寿命化計画の背景・目的等 

（２） 学校施設の目指すべき姿 

（３） 学校施設の実態 

（４） 学校施設整備の基本的な方針等 

（５） 基本的な方針等を踏まえた施設整備の水準等 



9 

 

（６） 長寿命化の実施計画 

（７） 長寿命化計画の継続的運用方針 

  

日比野教育長  ご質問がありましたらお願いします。 

  

 ※質問等なし 

  

日比野教育長 それでは、議第６号、美濃加茂市学校施設長寿命化計画（案）は、

承認いただけたものといたします。 

  

 

 議第７号 美濃加茂市指定文化財の解除について 

 

日比野教育長 議第７号、美濃加茂市指定文化財の解除についてお願いします。 

  

林文化振興課長 ※資料に基づき、市指定文化財の解除について説明。 

 ・昨年９月８日、台風２１号により、市の指定天然記念物である「森

山の大クワ」が倒れ、個人所有者から指定解除の申請が出されてい

た。 

・市文化財保護審議会により天然記念物の指定解除に該当するものと

の意見で一致したため、教育委員会にて決定いただくもの。 

・現在は、幹の一部を取り出して、標本として保存してある。 

  

日比野教育長  大変立派な樹木でしたが、修復は困難という状況でした。 

 よろしいでしょうか。 

 それでは、天然記念物の指定を解除することで決定いたします。 

  

 

 議第８号 美濃加茂市指定文化財の指定について 

 

日比野教育長 議第８号、美濃加茂市指定文化財の指定について説明をお願いしま

す。 

  

林文化振興課長 ※資料に基づき、市指定文化財の指定について説明。 

・蜂屋町にある瑞林寺の弥勒堂を市の指定有形文化財に指定できない

か、申請が瑞林寺からあった。 

・本議題は、市文化財保護審議会に諮問することを教育委員会に決定

していただくもの。 

・愛知工業大学の教授により調査され、指定するに相当であるとの話

をいただいている。 

・今後の予定は、審議会で意見がまとめられ、市教育委員会にて指定
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について決定いただく。 

  

日比野教育長  市の指定に向けて準備を進めていくということです。 

 よろしいでしょうか。 

 それでは、議第８号については、承認いたします。 

  

 

（４）協議・報告事項 

① 教育委員会行事予定等について 

 

社本学校教育課長 ・３月の中学校、小学校卒業式は、ご出席をお願いします。 

・４月１日の宣誓式、８日の入学式へのご出席をお願いします。 

  

 

② 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。 

・不登校の現状を説明。全欠児童生徒は、中学生が多い。 

・あじさい教室通室者は、全員が学校にて期末テストを受けた。 

・教育実践論文表彰式（２／２８（木））について 

・第２回美濃加茂市教育センター運営委員会報告 

・平成３１年度の教育センター事業運営の方針について 

・平成３１年度の教育センター研修事業の方向について 

  

 

（６）その他 

 

日比野教育長  その他ですが、何かありましたらお願いします。 

  

小田島事務局長 ※平成３１年度岐阜県市町村教育委員会連合会事業計画（案）について

説明 

 ・１１月８日 市町村教育委員会連合会研究総会 

  

日比野教育長  研究総会には、委員の皆さんにご参加いただければと思います。 

 では、最後に３月の教育委員会の予定についてお願いします。 

  

小田島事務局長 ・３月臨時会： ３月 ５日（火）午前１１時（中学校卒業式後）から 

  

日比野教育長  ３月臨時会では、教職員の人事異動についてご協議いただきます。教

育委員の皆さんにお認めいただいた後、校長へ伝えていきます。大変重

要な議題ですのでよろしくお願いします。 
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小田島事務局長 ・３月定例会： ３月２５日（月）午前１１時（小学校卒業式後）から 

  

日比野教育長  以上で定例会を終わります。お疲れさまでした。 

  

 閉会 午前１０時２０分 

  

 


