
令和４年美濃加茂市教育委員会 ３月定例会 会議録 

１ 開会日時及び場所 

令和４年３月２４日（木）午後３時００分から午後４時００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 髙野 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 １月定例会会議録

   ② ３月臨時会会議録 

 （４）議事 

議第１号 令和４年度Ｆ－０プラン推進事業「特色ある学校づくり補助金」の決定に

ついて

議第２号 美濃加茂市立小中学校管理規則の一部を改正する規則について

議第３号 事務職員の標準的な職務の内容及びその例並びに事務職員の職務の遂行に

関する要綱について 

議第４号 美濃加茂市就学援助費支給要綱の一部を改正する告示について 

議第５号 美濃加茂市特別支援教育就学奨励費支給要綱の一部を改正する告示につい

て 

（５）協議・報告事項 

   ① 令和４年度事務局職員の人事異動について 

② 教育委員会行事予定等 



③ 教育センター事業報告 

 （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 

（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、渡邉委員

にお願いします。

渡邉委員 はい。 

（３）会議録の承認について 

① １月定例会会議録 

② ３月臨時会会議録 

日比野教育長 次に、会議録の承認についてです。１月定例会会議録と３月臨時会会

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。

特にないようですのでご承認いただいたという事でお願いします。

（４）議事

議第１号 令和４年度Ｆ－０プラン推進事業「特色ある学校づくり補助金」の決定について 

日比野教育長 では初めに「令和４年度Ｆ－０プラン推進事業「特色ある学校づくり

補助金」の決定について」をお願いします。 

渡辺学校教育課長 ※資料を基に、令和４年度Ｆ－０プラン推進事業「特色ある学校づく

り補助金」の決定について説明。 

・委員評価を基に基礎額を決定した。要望額を超えた学校は要望額を

決定額とした。これにより発生した差額については、児童数６割、評価

４割として分配した。 

・令和４年度は太田小学校が研修の発表校であるため、その財源とし

て２０万円配分した。 

・令和４年度と５年度の公表会の指定校である三和小学校・下米田小

学校・西中学校に１０万円配分した。 

・令和４年度に山手小学校の絵本が完成するため、その印刷代として

３５万円配分した。 



日比野教育長  Ｆ－０プラン推進事業が始まって数年経つが、学校の都合に合わせ

た適切な要求が定着してきた。必要額より多額な要求が出てきた年も

あった。 

他にご意見等ありませんか。質問等ありましたら言っていただけれ

ばと思います。 

特にご意見が無ければお認め頂いたという事で次へいきます。 

議第２号 美濃加茂市立小中学校管理規則の一部を改正する規則について 

議第３号 事務職員の標準的な職務の内容及びその例並びに事務職員の職務の遂行に関する

要綱について 

日比野教育長 では次に「議第２号 美濃加茂市立小中学校管理規則の一部を改正

する規則について」と「議第３号 事務職員の標準的な職務の内容及

びその例並びに事務職員の職務の遂行に関する要綱について」ですが、

関連がありますので一括で説明をお願いします。 

鷲見課長補佐 ※資料を基に、美濃加茂市立小中学校管理規則の一部を改正する規則

及び事務職員の標準的な職務の内容及びその例並びに事務職員の職務

の遂行に関する要綱について説明。 

＜美濃加茂市立小中学校管理規則の一部を改正する規則＞ 

・第１７条の２として、事務職員の標準的な職務内容を教育長が定め

る旨の規定を追加。 

・教員の働き方改革に伴い、事務職員の職務内容を見直す動きが国に

あったため。 

＜事務職員の標準的な職務の内容及びその例並びに事務職員の職務の

遂行に関する要綱＞ 

・規則の規定を受け、要綱を新規制定するもの。 

・岐阜県が出している事務職員の標準的な職務内容を参考に職務を定

めた。 

・この標準職務の例を参考に各校長が事務職員の事務分掌を定めるこ

ととなる。 

日比野教育長  事務職員については、大規模校で２人、小・中規模校では１人配備さ

れています。事務職員自体で連携を取りながら事務を進めていますが、

これからは教員が行っている会議にも参加するようになっていくと思

います。 

他にご意見等ありませんか。質問等ありましたら言っていただけれ

ばと思います。 

特にご意見が無ければお認め頂いたという事で次へいきます。 

議第４号 美濃加茂市就学援助費支給要綱の一部を改正する告示について



日比野教育長 では次に「議第４号 美濃加茂市就学援助費支給要綱の一部を改正

する告示について」の説明をお願いします。 

鷲見課長補佐 ※資料を基に、美濃加茂市就学援助費支給要綱の一部を改正する告示

について説明。 

・より効率的に事務が進められること及び分かりやすい要綱とするこ

とを念頭に見直しを行った。国・県の基準額の改正を基に一部の項目

について金額の変更を行ったが、基本的な部分での改正はなし。 

日比野教育長  低所得世帯に対する支援のための要綱です。低所得世帯については

給食費の無料化なども話題になります。給食費の未納者に対する対応

は教員が行っており大変な負担となっています。 

他にご意見等ありませんか。質問等ありましたら言っていただけれ

ばと思います。 

特にご意見が無ければお認め頂いたという事で次へいきます。 

議第５号 美濃加茂市特別支援教育就学奨励費支給要綱の一部を改正する告示について 

日比野教育長 では次に「議第５号 美濃加茂市特別支援教育就学奨励費支給要綱

の一部を改正する告示について」の説明をお願いします。 

鷲見課長補佐 ※資料を基に、美濃加茂市特別支援教育就学奨励費支給要綱の一部を

改正する告示について説明。 

・就学援助費同様、より効率的に事務が進められること及び分かりや

すい要綱とすることを念頭に見直しを行った。国・県の基準額の改正

を基に一部の項目について金額の変更を行ったが、基本的な部分での

改正はなし。 

・学校給食費については、上限額を設定していたが、実際に食した食数

では上限を超える給食費が発生することがないため、上限額を廃止し

た。給食費は満額支給するという考えに基づいている。 

日比野教育長  コロナによって休校や学級閉鎖が多く発生し、食数の管理が大変と

なっています。 

他にご意見等ありませんか。質問等ありましたら言っていただけれ

ばと思います。 

特にご意見が無ければお認め頂いたという事で次へいきます。 

（５）協議・報告事項

① 令和４年度事務局職員の人事異動について 



日比野教育長 では次に「令和４年度事務局職員の人事異動について」をお願いしま

す。 

渡邊事務局長 ※資料を基に、令和４年度事務局職員の人事異動について説明。 

・教育総務課にかかる人事異動について説明。 

渡辺学校教育課長 ※資料を基に、令和４年度事務局職員の人事異動について説明。 

・学校教育課にかかる人事異動について説明。 

日比野教育長  ４月３日から教育長になられる古川さんからご挨拶いただきます。

古川センター次長 ※新任の挨拶 

日比野教育長  古川さんは、学校教育課長を３年、太田小学校の校長を２年、教育セ

ンター次長を２年務めていただいた。教育事務所では教育担当の人事

課長を務められており、地域の人について非常によく知っている方で

す。 

 質問等ありましたら言っていただければと思います。 

特にご意見が無ければお認め頂いたという事で次へいきます。 

② 教育委員会行事予定等について 

日比野教育長 では次に「教育委員会行事予定等」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。 

・本日（3/24）小学校で卒業式を実施。６年生のうち２名が新型コロナ

陽性又は濃厚接触者となり欠席。欠席者については、校長が自宅訪問

により手交予定。 

・4/7 に入学式及び始業式を実施予定。感染予防の観点から教育委員か

らの告辞については控える。 

・まん延防止等重点措置期間が終了したため、学校行事については感

染予防を徹底しながら開催する方針。学校行事の報告があり次第お伝

えしていく。 

・５月前が家庭訪問の時期となるが、感染予防のため、令和３年度同

様、家に行ってポストに書類を入れる等家の場所を確認するのみとい

う形とする。 

日比野教育長  次回教育委員会の日程調整をお願いします。 

渡邊事務局長 第１候補日が４月の第４水曜日の２７日となります。令和３年度は

委員の皆さんに一度も給食を食べていただけなかったので、１１時か

らの開催として、給食を食べて解散とできないかと考えています。 



日比野教育長 給食はぜひ食べていただきたいと思います。作っているところも見

ていただき、苦労している点についてもご理解いただければと思いま

す。 

その日程でよろしいでしょうか。アレルギー等も大丈夫でしょうか。

ご都合が悪くなれば、またご連絡ください。 

総合教育会議についてはどうなりましたか。意見書について気が付

かれた点があればお願いします。 

渡邊事務局長  お手元の資料は、皆さんの意見を項目別にまとめたものです。 

この内容を市長にお渡しして、まず皆さんの考えてみえることも理

解してもらった上で新年度どういう形でやっていくかというディスカ

ッションをしていきたいと思います。 

会議の日程については、決まり次第ご連絡いたします。 

日比野教育長  他にご意見等ありませんか。質問等ありましたら言っていただけれ

ばと思います。 

特にご意見が無ければ次へいきます。 

③ 教育センター事業報告について 

日比野教育長 では次に「教育センター事業報告」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。 

・不登校対策関連事業：今年度は不登校という理由で長期欠席してい

る児童・生徒が増加している状況。子ども達の背景を分析し、学校と連

携をとりながら支援体制を進めていきたい。あじさい教室の登録者と

しては小学生６人、中学生９人。子ども達の実態に合わせて１日のプ

ログラムを組んで対応している。今年度の特徴として、小学生の増加

と人間関係による不登校よりも発達に特性の強い傾向の子が増加して

いることが挙げられる。 

・発達相談・特別支援関連事業：３月になり「うちの子は発達障害では

ないか」と心配した保護者からの相談が増えてきた。保護者の特性に

も注意して丁寧に対応している。学校とも連携を取りながら対応して

いる。 

・生徒指導（いじめ・問題行動）対策事業：学校の生徒指導に関わ

る自校評価について整理した。 

・令和４年度教育センター運営の方針と重点：基本的な部分は令和

３年度から変更はないが、さらに充実させていくことを考えてい

る。あじさい教室の体制の充実、職員の育成を大事にしていきたい

と考えている。



日比野教育長 あじさい教室については議会でも議論となるが、特異的な事例を

一般論のように挙げたり、学校と連携を取ってやっていることをた

らい回しと表現されることがあり困ることがあります。 

他にご意見等ありませんか。質問等ありましたら言っていただけれ

ばと思います。 

特にご意見が無ければ次へいきます。

（６）その他 

日比野教育長 その他ですが、案件はありますか。

鷲見課長補佐 ※資料に基づいて、２月定例会の書面議決について説明。 

・評決の結果、全議案可決となりました。 

日比野教育長 質問等ありましたら言っていただければと思います。 

ないようですので、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００分


