
令和４年美濃加茂市教育委員会 ５月定例会 会議録 

１ 開会日時及び場所 

令和４年５月２４日（火）午後３時００分から午後４時０５分まで 

  美濃加茂市生涯学習センター４階 ４０４会議室 

２ 出席者 

  （教育委員） 

   教育長 古川 一男 

   委 員 鹿野 久美子 

   委 員 髙野 光泰 

   委 員 武田 由美 

（事務局） 

  事務局長 山田 智也 

  学校教育課長 渡辺 出 

  教育センター次長 佐藤 明弘 

  教育総務課課長補佐 鷲見 省吾 

３ 欠席者 

   委 員 矢島 良子 

   委 員 渡邉 博栄 

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 ４月定例会会議録 

 （４）議事 

○ 議第１号 令和４年度美濃加茂市一般会計補正予算（第３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

○ 議第２号 令和４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 

（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 



会 議 録 
（１）教育長あいさつ 

古川教育長 ※教育長から開会のあいさつ 

 ・全国都市教育長会の報告。文科省の担当からの説明については、大き

く次の３点。 

 (1) 教員免許更新制度の発展的解消について 

 (2) 夜間中学の設置について 

 (3) 不登校について 

・新型コロナウイルス感染症について、陽性者数が高止まりしており、

低年齢化している。１０代の感染が多いため、小中学校ではどう対応

しているのかというご指摘を受けることがあるが、家庭内感染が増え

ている状況であり、各学校ではこれまで同様子どもの健康管理には十

分注意している。 

・熱中症予防におけるマスクのあり方について国から指針が出たため、

当市でも対応していく。また、今年度については感染予防のため水泳

授業は中止とした。 

・部活動のあり方について、土曜日日曜日の部活動を地域に委ねてい

く方向で進めていきます。令和５年度から順次各中学校での部活動を

地域に移行していきます。現在担当が各中学校の部活動の保護者会に

出向いて周知、協力依頼等を行っている。令和５年度からは先生が全

く土日の部活に出ないという認識の方もみえるが、決してそうではな

く、令和５年度から地域で受けていけるような体制づくりを３年間の

見通しで順次進めいきたいと考えている。 

・鹿野委員が可茂地区の教育委員連合会の会長に就任された。 

・春の叙勲について、教育功労ということで美濃加茂市に関係のある

方が受章された。西中学校の校長を務められ、八百津町の教育長を務

められた堀部義郎さん、西中学校の校長を務められ、川辺町の教育長

を務められた長谷川哲さんの２名。 

（２）会議録署名委員の指名 

古川教育長 会議録署名委員の指名についてです。今日の定例会は、鹿野委員

にお願いします。

鹿野委員 はい。 

（３）会議録の承認について 

① ４月定例会会議録 



古川教育長 次に、会議録の承認についてです。４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。 

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年度美濃加茂市一般会計補正予算（第３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 

古川教育長 では初めに「議第１号 令和４年度美濃加茂市一般会計補正予算（第

３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」をお

願いします。 

山田事務局長 ※資料を基に、令和４年度美濃加茂市一般会計補正予算（第３号）（教

育委員会所管分）ついて説明。 

・不登校児童生徒の対策として、ほほえみ相談員４名増員、コミュニケ

ーションツールとしてタブレット２０台の購入費用、登校再開等に向

けたカウンセリングを手厚く実施するためにスクールカウンセラー報

償の増額分を計上しています。 

・新型コロナウイルス感染症対策として、各教室の換気効率を向上さ

せるサーキュレーターの購入費用、体調不良者が一時的に休むために

使用する消毒が容易なソファーベッドの購入費用を計上しています。 

古川教育長  ほほえみ相談員４名の配置はどのようになっていますか。 

渡辺学校教育課長  現在４名配置していることに加えて、月給の方を１名と時間給の方

を 3 名お願いしています。学校職員が授業等で家庭訪問ができない現

状があるため、不登校児童生徒の数や学校規模を考慮して配置を検討

していきたいと考えています。 

古川教育長  人的体制が整うこととサーキュレーターの配置については学校も心

待ちにしていると思います。 

他にご意見等ありませんか。 

（委員：意見等なし） 

それでは議第１号についてはご承認いただいたということでよろし

くお願いいたします。 

議第２号 令和４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 

古川教育長 次に「議第２号 令和４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」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。 

・可茂地区の小中学校については同じ教科書を採択していくというこ

とで可茂地区の教科書の採択協議会の設置について承認をいただくも

の。 

古川教育長  全面改定の年ではないので、教科書の確認をしていくような形で進

められます。 

他にご意見等ありませんか。 

（委員：意見等なし） 

それでは議第２号についてはご承認いただいたということでよろし

くお願いいたします。 

（５）協議・報告事項

① 教育委員会行事予定等について 

古川教育長 では次に「教育委員会行事予定等について」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。 

・可茂教育事務所学校職員課の学校訪問が始まった。 

・各行事については、できるだけ日常に戻そうという方針で、できるだ

け多くの行事を実施している。修学旅行等についても現在のところは

計画どおり実施する予定。 

・６月１１日に少年の主張美濃加茂大会が、６月２５日夏の中体連が

開催される。 

・１学期の終業式は７月２０日に実施予定。 

・水泳授業については、マスクを取ることにより飛沫による感染の危

険性があるため中止とした。 

古川教育長  質問等ありましたらお願いします。 

 （委員：意見等なし） 

では次へいきます。 

② 教育センター事業報告について 

古川教育長 では次に「教育センター事業報告」をお願いします。 

佐藤センター次長 ※資料を基に、教育センター事業報告について説明。 

・研修研究事業：感染対策に十分気を付けた上で、教育相談員研修会、

性教育推進委員会等を開催した。７月２８日に夏季特別講座として

中濃子供相談センターの福井先生を講師とした虐待防止の対応に



関する研修を実施予定。コロナ禍前は加茂郡と美濃加茂市との合同

開催で行っていたが、人数が多くなることから今年も合同ではなく

美濃加茂市単独での実施とします。 

・教育実践研究論文：５月末に募集案内、1月教育実践論文の提出、

最終審査会、２月２４日に文化の森緑のホールでの表彰式を予定。

・生徒指導関連事業：６月２日に美濃加茂市いじめ防止対策審議会

を開催予定。二つの新規事業を実施予定。一つ目は、いじめ撲滅未

然防止を中心とした生徒指導に関わる教職員を対象とした研修会・

児童生徒を対象にした学習会・保護者を対象にした講習会を各校の

実態課題に応じて学校独自で実施をし、それを講師が補助をすると

いう事業。二つ目は、児童生徒相互の人間関係の構築や教師との信

頼関係を築いていくということを目的とした児童会生徒会の自主

活動を推進する一つのきっかけとした児童会生徒会新聞作り事業。

・不登校対策関連事業：４月の不登校の状況について説明。 

・発達相談特別支援関連事業：相談件数・相談内容について説明。 

古川教育長 質問等ありましたらお願いします。

鹿野委員 不登校の児童生徒のうち、どこにも通所していない児童生徒につい

ては、オンラインで参加する等しているか。

佐藤センター次長  各学校の実態によって異なりますが、こちらでは全てを把握できて

はいない状態です。オンラインで学習を進めていて、それが効果的で

あれば校長判断で出席扱い等にはできると思います。この資料にそれ

が加わっていないことから、十分にはなされていない状況であると思

います。 

渡辺学校教育課長  今回補正予算に計上しているタブレットについては、ほほえみ相談

員が使用する予定です。不登校で家にいる児童生徒のタブレットは学

校に置いてある状態ですが、それを児童生徒に渡し、ほほえみ相談員

と児童生徒の両方がタブレットを持った状態とします。そこでオンラ

インで顔を合わせるところから始めようと考えています。 

 引きこもってしまっている子どもたちをどう外に出していくかは非

常に難しいところです。今回のタブレットの購入から動き出そうとし

ているところです。 

鹿野委員 親御さんでも対応できないのに、ましてや外からというのはなか

なかご苦労が多いと思います。ありがとうございます。 

髙野委員 タブレットについては 1人 1台ということで進んでいますが、こ

の使い方・あり方については、校長先生をはじめ先生方の裁量に任

せているのか、教育委員会として使い方の要望を出しているのか教

えてください。 



渡辺学校教育課長  タブレットは学校で色々な道具の一つとして使うために導入されま

した。しかし、学級閉鎖が増えたことにより、学級閉鎖時のオンライン

学習や授業については教育委員会から学校にやってくださいとお願い

しています。 

 授業中での使い方については学校で自由度があります。根本的な部

分は教育委員会からお願いをし、それを学校内である程度統一的な整

理をして先生方がそれぞれ使うという形になっています。 

髙野委員 マスクの使い方について確認です。登下校時や体育の授業中のマ

スクについてニュース等で色々出ているが、美濃加茂市としての方

向性を教えてください。 

渡辺学校教育課長  マスクについては熱中症予防という観点があり、５月８日付けで市

内の保護者向けに通知を出しました。登下校で人との距離が取れると

き・体育の授業のときについてマスクを取るよう勧めています。 

 今回政府が出したものと同じ内容であると考えています。 

 保護者の方からもご意見等いただいておりませんので、おおよその

部分はご理解いただいていると思っています。 

髙野委員 登下校中にマスクをしている子がいたら「取っていいよ」と声を

掛けても良いのか。 

渡辺学校教育課長  ２ｍ距離が取れるか・会話が少ないかということが条件となる。傘

をさして登下校しているときは取っても良いです。児童生徒自身が取

りたくないと言うときは無理に取らせることはできないので、取るよ

う勧めていますとしか言えないのが現状です。 

 熱中症予防の観点になるため、声掛けをするに留まることにはなり

ます。 

地域での声掛けももちろん大丈夫です。 

髙野委員 市の職員に対して市から通知等は出ていないか。 

山田事務局長 現時点でマスクを取っても良いという連絡はありません。今後国・県

が出す方針に合わせていく形になると思います。 

今年はおん祭もあり、屋外で作業する職員も出てきますので、今後人

事課から通知があるとは思います。 

髙野委員 コロナ禍ということでプール中止ということだが、民間委託につ

いてはどのような状況か。 



渡辺学校教育課長 山之上小と伊深小学校については、プール授業が実施される場合は

民間委託をするよう計画しています。それ以外の学校については来年

度の実施に向け、掃除、補修等を実施するよう伝えてあります。 

髙野委員 プール授業を無しにするという議論はまだ出ていないというこ

とですね。 

他の自治体や中学校の状況はどうですか。 

渡辺学校教育課長 令和 5 年度・令和 6 年度については授業を無しにするという話はな

いです。 

今年度については、可児市・御嵩町もプール授業を中止しています

が、授業自体をなくすような話ではありません。 

中学校については、ずっとやれていない状況です。 

武田委員 不登校の児童生徒の中に外国籍児童は多いですか。 

佐藤センター次長 不登校の外国籍児童については、コロナを避けるために長期欠席し

ている子がいます。そのため割合として高くなっていますが、外国籍

児童だから不安や悩みがあるというような特徴は特にありません。 

古川教育長  質問等ありましたらお願いします。 

 （委員：意見等なし） 

では次へいきます。 

（６）その他 

古川教育長 その他ですが、案件はありますか。

山田事務局長 ※６月定例会の日程調整について説明 

  （委員日程調整） 

 ６月２２日（水）１５時から、場所は後日案内させていただきま

す。 

古川教育長 その他よろしいですか。 

それでは以上で令和４年度５月定例会を閉会いたします。皆さんあ

りがとうございました。 

 閉会 午後４時０５分 


