
令和３年美濃加茂市教育委員会 ４月定例会 会議録 

１ 開会日時及び場所 

  令和３年４月２６日（水）午後３時００分から午後４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 武田 由美 

（事務局） 

  事務局長 渡邊 克義 

  学校教育課長 渡辺 出 

  教育センター次長 古川 一男 

  教育総務課課長補佐 鷲見 省吾 

３ 欠席者 

   なし 

４ 開会 午後３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）会議録の承認について 

   ① ３月定例会会議録 

 （４）議事 

議第１号 令和３年度岐阜県教科用図書可茂地区採択協議会の設置について 

（５）協議・報告事項 

    ① 専決処分の報告について 

       ・令和３年度美濃加茂市教育支援委員会委員の任命について 

       ・令和３年度美濃加茂市給食センター運営委員会委員の任命について 

② 令和３年度の児童・生徒数について 

③ 教育委員会行事予定等 

④ 教育センター事業報告  

⑤ 令和２年度学校関係者評価について 

 （６）その他 



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 

・新型コロナに関して、県内でも変異型が多くなっている。 

・学校で陽性者が出た場合は、保健所からの検査日程等の連絡があっ

た後に保護者に連絡することになるが、連絡がつかない等夜遅くま

でかかることもあるが、漏れがないように注意している。 

・市コロナ対策会議の開催も７０回以上開催されている。 

・１０万人当たりの死者数は、県内で美濃加茂市が１位となっている。 

・予防接種の案内は、本日（4/28）発送される。 

・学校では、各家庭で記入された健康チェックノートで児童の状態を

確認して注意をしている。 

（２）会議録署名委員の指名 

日比野教育長 会議録署名委員の指名についてです。今日の定例会は、矢島委員

にお願いします。

矢島委員 はい。 

（３）会議録の承認について 

① ３月定例会会議録 

日比野教育長 次に、会議録の承認についてです。３月定例会会議録を事前にお送り

しておりますが、訂正等はよろしいでしょうか。それでは特にないよ

うですので次に進みます。 

（４）議事

議第１号 令和３年度岐阜県教科用図書可茂地区採択協議会の設置について 

日比野教育長 それでは、議事へ入ります。議第１号 令和３年度岐阜県教科用図書

可茂地区採択協議会の設置について、事務局から説明をお願いします。 

渡邊事務局長 ※資料を基に、令和３年度岐阜県教科用図書可茂地区採択協議会の設

置について説明。 

・令和４年度使用の小・中学校教科用図書の採択に際して、義務教育諸

学校の教科用図書の無償措置に関する法律に基づき、「令和３年度岐阜

県教科用図書可茂地区採択協議会」を設置することについて議決を求

められているもの。 



日比野教育長 昨年は中学校の大きな採択の年で美濃加茂市が担当しました。今年

については問題がなければ小中ともに昨年と同じ教科書を使うことに

なります。 

それでは、議第１号については決定といたします。 

予定議案は全て終了しました。 

（５）協議・報告事項

① 専決処分の報告について 

日比野教育長 協議・報告事項に入ります。まずは「令和３年度美濃加茂市教育支援

委員会委員の任命について」の説明をお願いします。 

渡辺学校教育課長 ※資料を基に、令和３年度美濃加茂市教育支援委員会委員の任命につ

いて説明。 

・美濃加茂市教育支援委員会の委員については、任期が令和３年４月

１日から４年３月３１日までという事で専決とした。 

・６名の方を新規に任命した。 

日比野教育長  何か意見がありましたらお願いします。 

 意見がないようですので、お認めいただいたということでお願いし

ます。 

 次に「令和３年度美濃加茂市給食センター運営委員会委員の任命に

ついて」の説明をお願いします。 

渡邊事務局長 ※資料を基に、令和３年度美濃加茂市給食センター運営委員会委員の

任命について説明。 

・美濃加茂市給食センター運営委員会の委員については、異動等によ

り令和３年４月１日に任命する必要があったため専決とした。 

・１号委員から５号委員までの任命区分について説明。 

日比野教育長  何か意見がありましたらお願いします。 

 意見がないようですので、お認めいただいたということでお願いし

ます。 

② 令和３年度の児童・生徒数について 

日比野教育長 「令和３年度の児童・生徒数について」の説明をお願いします。 

１年生から６年生までの在籍者数の表となっています。この「チ・

ジ・シ・ナ」についても説明してください。 



渡辺学校教育課長 ※資料を基に、令和３年度の児童・生徒数について説明。 

・チは知的の特別支援学級、ジは自閉情緒学級、シは肢体不自由の学

級、ナは難聴という区分となる。 

・小学校は昨年度３６４５名から３６５１名となり６名の増。 

・中学校（双葉中含む。）は昨年度１８４５名から１８７０名となり２

５名の増。東中が大幅に増加している。 

日比野教育長 古井小で増えた子が東中へ上がったため増えたという事ですね。 

渡辺学校教育課長 ３年前に大幅に増えた子たちの増え幅がそのままというわけではない

が、そのように考えます。 

日比野教育長 ・地区での増減はあるが、ここ５～６年で１００人以上増えています。

山之上小１校分増えているんです。これによって教室数が不足する事

に加えて、国は３５人学級と言っているのでこれに対応しないといけ

ない。学童についても同じように増えるということで同様に対応が必

要。 

・美濃加茂市はいつも県内で学童の待機が多いと上がってきますけど

も、子どもの増え方は予測不可能。外国籍児童についても学校へ行き

たいという希望があれば私たちは本当にウェルカムで受けてやってい

きたいという思いがあるため、外国籍の影響が一番人口増、児童増加

に大きく影響していますね。 

・子どもたちの増加に合わせて、ＧＩＧＡスクール構想でタブレット

を 1 人１台で保護者に貸し出しますが、貸し出してすぐに授業が出来

るようなものではないですからね。長期に学校を休んでいる子たちに

対しても使えるといいなと思ってますが、家庭のＷｉ－Ｆｉ環境等を

チェックして授業が届くかどうか１件ずつ回る必要があり、簡単では

ない。少しずつ進めていって充分使いこなせるように早くなってもら

いたいなと思います。 

・美濃加茂市はタブレットパソコンを７～８年前に導入しているんで

すね。そのタブレット入れたのは県下で１番早いです。入れ終わった

のは岐阜市と一緒でしたけども。三和と伊深は１人１台を４年前から

やってますので。伊深の小学生たちがウォーキングアプリを開発して

くれました。伊深地域のお寺さんを回るウォーキングアプリです。入

れて頂くとそれで楽しむことが出来ると。そんな事を子供たちを中心

に地域との関わりの中で活用してますのでこれも大変注目された所で

す。 

・加茂野小１年生は現在４クラスですが、一時小規模特認校へ行く子

が出て３クラスとなった。小規模特認校で１つ効果があったと喜んで

いたら、また児童が増えて現状の４クラスとなった。こういったこと

が毎年あるんです。ですから小規模特認校もう少し活用して教室に関

する悩みが解消できるとありがたいなと思っております。 



・平成２５年頃の市長のマスコミ向けのグラフでは児童・生徒数が平

成３０年がピークになって令和元年、２年と下がっているという予測

でした。未だにそのピークはみえませんから非常に不安なところがあ

ります。年間で２３０人ぐらい出入りがあるが、学校が開いているの

が２００日ちょっとしかないですから２２０～２３０人という事は単

純に毎日出入りしていることになる。それに対応しながら日々動いて

いる町です。 

 何か質問ありましたらお願いします。ないようですが、また何かあ

りましたらご質問下さい。 

③ 教育委員会行事予定等について 

日比野教育長 では次「教育委員会行事予定等」の説明をお願いします。 

渡辺学校教育課長 ※資料を基に、教育委員会行事予定等について説明。 

・学校の方は出来るだけ一昨年通常に合わせて色んな事をやっていき

たいという事で計画を立てていますが、またその時その時のコロナの

状況によって大きく変わってくることになります。 

日比野教育長 行事は昨年に続いて書面で終わったり中止になったりというのが続

いています。教育長会に関しましても東海北陸の会が書面になりまし

たし、５月に予定されていた全国の教育長会が去年延期になり、それ

が今年は１０月へ移動になりました。本当に１０月に出来るかどうか

分かりません。 

④ 教育センター事業報告について 

日比野教育長 では次「教育センター事業報告」の説明をお願いします。 

古川センター次長 ※資料を基に、教育センター事業報告について説明。 

・方針と重点につきましては３月の定例教育委員会の方で概要をお渡

しさせて頂いたので大きく変えた所はありませんが。市内の小中学校

の学校運営を支援していくそういう教育センターでありたいという事

で、資料に上げました５つを核として教育センターは進めてまいりま

す。 

・①研修・研究事業。②不登校対策関連事業。③生徒指導対策事業。④

発達相談・特別支援関連事業。⑤資料提供等サービス関連事業につい

て、概要を説明。 



日比野教育長  今のところでご質問ありましたらお願いします。最後の視聴覚教材

もそうですが、教科書にＱＲコードが入ってきてＧＩＧＡスクール構

想が入ってきますので、その辺りの支援と言いますか指導方法の講座

なんかにやって下さるとありがたいと思います。 

⑤ 令和２年度学校関係者評価について 

日比野教育長  では次「令和２年度学校関係者評価」の説明をお願いします。 

渡辺学校教育課長 ※資料を基に、教令和２年度学校関係者評価について説明。 

・全体を通して言いますと去年の場合はどこででもそうですがコロナ

によって子供たちが沢山活動が出来なかったと。やはり学校関係者の

方々からご心配を頂く。その中で学校は様々な工夫をして子供たちが

活動できる場を作ってきたという事でご評価を頂いております。 

・おおよそのところでは大変いい評価を頂いておりまして、今年から

の学校経営にどの学校も生かしていくという事で書いて頂いておりま

すので３年度以降の学校経営に生かしていきたいと思います。 

日比野教育長 ・ＧＩＧＡスクール構想で、親さんが学校に来なくても学校の授業が

観られるようになります。授業だけでなくＰＴＡの会議等もスマホや

家庭のＰＣを使ってできるようになる。伊深小で実際やりました。 

・ただ私たちが気を付けなければいけないのは、そのＡＩであるとか

ＳＮＳそういうものが生身の教育のようにはうまくいかないというこ

とがあるのは分かりますね。便利な物は道具としては習得していかな

いかんと思います。だけども学校が抱えているのはそれだけではすま

ない事があって。いじめも含めて。またそこから生ずる課題っていう

のも当然出て参りますので、そちらも残さないようにやっていく必要

があります。 

⑥ その他 

日比野教育長 その他に入りますが良かったでしょうか。 

渡邊事務局長 ・事務局から各位委員への連絡方法について確認。 

日比野教育長 その他はもういいですか。 

高野委員 プールの指導の対応というか方向性。前は民間利用されたり、今年は

コロナ禍変化とかあるんですけども。 



渡辺学校教育課長 ・本年度文科省の方からは、昨年度から出来るだけやれる環境でやら

せていきたいという事は言われています。教科書・学習指導要領が変

わりまして体育は２年間でそのカリキュラムをやればいいという事に

今なっております。 

・今のところ学校の状況にもよるんですが、マスクをとっての子供た

ちの交わりというのがとても厳しい状況です。 

・県の方に問い合わせましたら、文科省の方からも内々にこの今年の

コロナにおいては２年間のうちに出来なくても仕方がないという事は

言われました。ただ、水難防止の観点からいくと、水泳を全くやらない

というのはとても危ないというご意見もいただいて、水難防止につい

ては保健の授業等で対応をするという事を検討しています。 

・山之上と伊深が今年からスイミングスクールをやるという事ですが、

市内で２校だけがプールが出来るという状況については各校の状況に

おいて判断していくべきなんですけども、市としてできるだけそろえ

ていきたいと考えている。 

高野委員  ありがとうございました。 

日比野教育長 ・プールの水そのものは殺菌してありますが、やはり息継ぎで、人の傍

で思わずばーっと息を吐いたりしますからね。それから今の着替えも

密室で行います。そういう所が心配の材料ですね。 

・水難事故防止という点で対応が迫られるんですけども。今は新型コ

ロナウイルス対応という事でいきたいと思います。可茂の教育長会で

は中止を決めている所もあります。 

渡辺学校教育課長 現時点では水着の購入を子供たちがする可能性があるという事で、

各校からはプールの実施について今まだ不確定なところがあるので買

わないようにという事に指示は出してもらってます。 

日比野教育長  あとはいいですか。 

 予定の議題を終わります。皆さんありがとうございました。 

 閉会 午後４時１０分 


