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平成２９年第２回瑞穂市教育委員会定例会会議録 

平成２９年２月２４日（金）午後１時３０分開議

議 事 日 程 

開会及び開議の宣告 

日程第１ 平成２９年第１回瑞穂市教育委員会定例会会議録の承認について 

日程第２ 会議録署名委員の指名について 

日程第３ 議案第８号 瑞穂市小中学校校外研修推進事業実施要綱の制定につ 

いて 

日程第４ 議案第９号 瑞穂市学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の委嘱につ 

いて 

日程第５ 議案第10号 瑞穂市保育所嘱託医の委嘱について 

日程第６ 議案第11号 瑞穂市指定史跡の指定について 

日程第７ 意 見 聴 取 平成２８年度瑞穂市一般会計補正予算（第５号）につ 

いて 

日程第８ 意 見 聴 取 平成２９年度瑞穂市一般会計予算について 

日程第９ 意 見 聴 取 平成２９年度瑞穂市学校給食事業特別会計予算につい 

て 

日程第10 議案第12号 第二次瑞穂市子どもの読書活動推進計画について 

日程第11 教育長の報告 

日程第12 そ の 他 

閉会の宣言 

○本日の会議に付した事件 

  議事日程に同じ 

○本日の会議に出席した委員 

  加 納 博 明 

  加 藤   悟 

  福 野 佐代子 

麓   英 里 
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森 下 伊三男 

○本日の会議に欠席した委員 

  なし 

○本日の会議に説明のため出席した者の職・氏名 

  教育次長          髙 田 敏 朗 

  教育総務課長        久 野 秋 広 

  学校教育課長        村 山 邦 博 

  学校教育課主幹       郷   通 芳 

  学校教育課総括課長補佐   泉   大 作 

  幼児支援課長        山 本 康 義 

幼児支援課総括課長補佐   今 木 浩 靖 

  生涯学習課長        伊 藤   巧 

  生涯学習課主幹       山 本 邦 宏 

生涯学習課総括課長補佐   広 瀬 常 司 

○本日の会議に職務のため出席した者の職・氏名 

  教育総務課総括課長補佐   小 倉 孝 一 

○傍聴者 

  なし 



3 

開会 午後１時３０分   

開会及び開議の宣告 

○教育長 それでは定刻になりましたので只今より、平成２９年第２回瑞穂市教

育委員会定例会を開会致します。 

日程第１ 平成２９年第１回瑞穂市教育委員会定例会会議録の承認につ

いて 

○教育長 日程第１ 平成２９年第１回瑞穂市教育委員会定例会会議録の承認に

ついて、議題と致します。事務局より過日郵送にてお配りいただいております

がご異議ございませんか。 

異議がないようですので、平成２９年第１回瑞穂市教育委員会定例会会議録

の承認については、承認することと致します。 

日程第２ 会議録署名委員の指名について 

○教育長 日程第２ 会議録署名委員の指名について、議題と致します。 

 麓委員にお願い致します。 

日程第３ 議案第８号 瑞穂市小中学校校外研修推進事業実施要綱の制

定について 

○教育長 日程第３ 議案第８号 瑞穂市小中学校校外研修推進事業実施要綱の

制定について、議題と致します。 

事務局より説明を求めます。 

○学校教育課長 日程第３ 議案第８号 瑞穂市立小中学校校外研修推進事業

実施要綱の制定案を別紙のとおり提出する。平成２９年２月２４日提出、瑞穂

市教育委員会教育長 加納博明。提案理由、教職員の児童生徒理解に基づいた

教科指導力等の向上及び今日的な教育課題に対しての教科教育、各種教育の資

質向上を図ることを目的とした要綱を新たに制定するもの。

 ＜資料により説明＞ 

   ～ 質疑・討論 ～ 

○教育長 ご質疑ございませんか。 
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○加藤委員 第２条の研究部会において、以前より理科の教員が少ない状況で

あると思いますが、３中学校区内で部会が実施できるか心配ですがいかがでし

ょうか。 

○学校教育課長 理科の教員が１名もいない学校もありますが、今回の研究部

会の構成については、免許教科に関わらずそれぞれの学校から必ず１名は参

加をすることとしています。事前に各学校に参加人数の割り振りを行い、免

許教科以外の部会にも参加してもらうこととしています。 

○教育長 その他ご質疑ございませんか。 

○加藤委員 各小中学校で公表会や発表会が多くありますが、この研究部会と

兼ねて行う等の調整はあるのでしょうか。 

○学校教育課長 日程の調整がありますので来年度に向けて考えていきたいと

思います。極端に教員の負担が増えてはいけませんので、公表会や発表会より

も柔軟な会として勉強する場を設けることが出来れば良いと考えています。 

○教育長 その他ご質疑ございませんか。 

  ご異議ございませんか。 

  異議なしと認めます。日程第３ 議案第８号 瑞穂市小中学校校外研修推進

事業実施要綱の制定について、可決することと致します。 

日程第４ 議案第９号 瑞穂市学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の委

嘱について 

○教育長 日程第４ 議案第９号 瑞穂市学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の

委嘱について、議題と致します。 

事務局より説明を求めます。 

○学校教育課長 日程第４ 議案第９号 瑞穂市学校医、学校歯科医及び学校

薬剤師に別紙の者を委嘱したいので、瑞穂市教育委員会事務委任規則（平成１

５年瑞穂市教育委員会規則第６号）第１条第１１号の規定により、瑞穂市教育

委員会の議決を求める。平成２９年２月２４日提出、瑞穂市教育委員会教育長 

加納博明。提案理由、学校保健安全法（昭和３３年法律第５６号）第２３条の

規定により、学校医、学校歯科医及び学校薬剤師を委嘱するもの。 

  ＜資料により説明＞ 
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   ～ 質疑・討論 ～ 

○教育長 ご質疑ございませんか。 

  ご異議ございませんか。 

  異議なしと認めます。日程第４ 議案第９号 瑞穂市学校医、学校歯科医及

び学校薬剤師の委嘱について、可決することと致します。 

日程第５ 議案第１０号 瑞穂市保育所嘱託医の委嘱について 

○教育長 日程第５ 議案第１０号 瑞穂市保育所嘱託医の委嘱について、議題

と致します。 

事務局より説明を求めます。 

○幼児支援課長 日程第５ 議案第１０号 瑞穂市保育所嘱託医に別紙の者を

委嘱したいので、瑞穂市教育委員会事務委任規則（平成１５年瑞穂市教育委員

会規則第６号）第１条第１１号の規定により瑞穂市教育委員会の議決を求める。  

平成２９年２月２４日提出、瑞穂市教育委員会教育長 加納博明。提案理由、

児童福祉施設の設備及び運営に関する基準（昭和２３年厚生省令第６３号）第

３３条の規定により、保育所嘱託医を委嘱するもの。 

 ＜資料により説明＞ 

   ～ 質疑・討論 ～ 

○教育長 ご質疑ございませんか。 

  ご異議ございませんか。 

  異議なしと認めます。日程第５ 議案第１０号 瑞穂市保育所嘱託医の委嘱

について、可決することと致します。 

日程第６ 議案第１１号 瑞穂市指定史跡の指定について 

○教育長  日程第６ 議案第１１号 瑞穂市指定史跡の指定について、議題

と致します。 

事務局より説明を求めます。 

○生涯学習課長 日程第６ 議案第１１号 瑞穂市指定史跡の指定について、

瑞穂市教育委員会事務委任規則（平成１５年瑞穂市教育委員会規則第６号）第

１条第１４号の規定により、瑞穂市教育委員会の議決を求める。平成２９年２
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月２４日提出、瑞穂市教育委員会教育長 加納博明。提案理由、瑞穂市指定史

跡の指定につき、所有者より申請がなされ、瑞穂市文化財保護審議会に諮問し

た結果、指定相当との答申を受けたため、瑞穂市文化財保護条例（平成１５年

瑞穂市条例第６６号）第２２条第１項の規定により指定するもの。 

 ＜資料により説明＞ 

   ～ 質疑・討論 ～ 

○教育長 ご質疑ございませんか。 

○森下委員 指定史跡がある土地の所有者は誰ですか。 

○生涯学習課長 西堀丈純氏の個人所有です。 

○教育長 建立場所は苗代田橋北の堤防道路を東に１００ｍ程行ったところです。 

○教育長 その他ご質疑ございませんか。 

  ご異議ございませんか。 

  異議なしと認めます。日程第６ 議案第１１号 瑞穂市指定史跡の指定につ

いて、可決することと致します。 

日程第７ 意見聴取 平成２８年度瑞穂市一般会計補正予算（第５号）

について 

○教育長 日程第７ 意見聴取 平成２８年度瑞穂市一般会計補正予算（第５

号）について、議題と致します。 

事務局より説明を求めます。 

○教育総務課長 日程第７ 意見聴取 平成２８年度瑞穂市一般会計補正予算

（第５号）について、地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和３１

年法律第１６２号）第２９条の規定により、瑞穂市教育委員会の意見を求め

る。平成２９年２月２４日提出、瑞穂市教育委員会教育長 加納博明。提案

理由、平成２９年第１回瑞穂市議会定例会への議案提出について、瑞穂市教

育委員会の意見を求めるもの。 

 ＜資料により説明＞ 

   ～ 質疑・討論 ～ 

○教育長 ご質疑ございませんか。 

○加藤委員 ３５ページの保育士派遣委託料で当初２０名の派遣予定が１９名
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であったことによる減額との説明ですが、１名分として１，８２２万５千円の

減額は多過ぎではないでしょうか。 

○教育総務課長 当初予算としてフルタイムの派遣保育士が２０名必要である

ため時間外手当も含め予算計上していましたが、４月当初から必要人員が確保

出来ず１８名でスタートし、平成２９年１月１０日で１９名になったことと、

フルタイムではなく短時間の保育士も数人いる関係で１，８２２万５千円が不

要となったため減額としています。 

○教育長 その他ご質疑ございませんか。 

  ご異議ございませんか。 

  異議なしと認めます。日程第７ 意見聴取 平成２８年度瑞穂市一般会計補

正予算（第５号）について、承認することと致します。 

日程第８・９ 意見聴取 平成２９年度瑞穂市一般会計予算について及

び平成２９年度瑞穂市学校給食事業特別会計予算について 

○教育長 日程第８・９ 意見聴取 平成２９年度瑞穂市一般会計予算について

及び平成２９年度瑞穂市学校給食事業特別会計予算について、議題と致します。 

事務局より説明を求めます。

○教育総務課長 日程第８・９ 意見聴取 平成２９年度瑞穂市一般会計予算

について及び平成２９年度瑞穂市学校給食事業特別会計予算について、地方教

育行政の組織及び運営に関する法律（昭和３１年法律第１６２号）第２９条の

規定により、瑞穂市教育委員会の意見を求める。平成２９年２月２４日提出、

瑞穂市教育委員会教育長 加納博明。提案理由、平成２９年第１回瑞穂市議会

定例会への議案提出について、瑞穂市教育委員会の意見を求めるもの。

 ＜資料により説明＞ 

   ～ 質疑・討論 ～ 

○教育長 ご質疑ございませんか。 

○森下委員 本日の議案第８号についての予算計上はされていますか。 

○学校教育課長 各学校の配当予算で消耗品等は賄う予定ですので、小中学校

校外研修推進事業としての予算計上はありません。 

○加藤委員 小学校ＩＣＴ教育推進事業として、牛牧小学校の４年生から６年



8 

生対象として各学年に２台の整備となっていますが、３年生については必要あ

りませんか。 

○学校教育課長 財政的な関係上、まずは中学校に整備予定でありましたので

そちらを優先し、牛牧小学校には最低限として６台の整備としています。今後

平成３０年度以降に順次整備を行う予定です。 

○加藤委員 電子機器の入札では多額な入札差金がでることが予想されるので、

それらを利用して早期に整備を行う様検討をしていただきたい。 

○森下委委員 整備予定の電子黒板機能付プロジェクターとは、ホワイトボー

ドの上にプロジェクターを設置するものですか。 

○学校教育課長 そのとおりです。 

○加藤委員 すこやか児童育成費の放課後児童クラブ運営委託料について、誰

に委託するものですか。 

○幼児支援課長 放課後児童クラブがより良く運営できるように、保護者会に

委託する費用です。保護者会による懇親会やおやつの手配、玩具購入などの費

用です。 

○教育長 その他ご質疑ございませんか。 

ご異議ございませんか。 

異議なしと認めます。日程第８・９ 意見聴取 平成２９年度瑞穂市一般会

計予算について及び平成２９年度瑞穂市学校給食事業特別会計予算について、

承認することと致します。 

日程第１０ 議案第１２号 第二次瑞穂市子どもの読書活動推進計画に

ついて（追加上程） 

○教育長 日程第１０ 議案第１２号 第二次瑞穂市子どもの読書活動推進計画

について、議題と致します。 

事務局より説明を求めます。

○生涯学習課長 日程第１０ 議案第１２号 第二次瑞穂市子どもの読書活動

推進計画について、瑞穂市教育委員会事務委任規則（平成１５年瑞穂市教育委

員会規則第６号）第１条第１号の規定により、瑞穂市教育委員会の議決を求め

る。平成２９年２月２４日提出、瑞穂市教育委員会教育長 加納博明。提案理
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由、瑞穂市社会教育の方針と重点の具現化に向け、瑞穂市の子どもたちが、本

と親しみ、本を楽しみ、本から学ぶことができるような環境づくりを推進する

ため策定するもの。

 ＜資料により説明＞ 

   ～ 質疑・討論 ～ 

○教育長 ご質疑ございませんか。 

  ご異議ございませんか。 

異議なしと認めます。日程第１０ 議案第１２号 第二次瑞穂市子どもの読

書活動推進計画について、可決することと致します。

日程第１１ 教育長の報告 

○教育長 来年度の瑞穂市教育委員会重点活動・施策全体構想（案）としてご説

明致します。重点活動については①あいさつの町みずほ、②読書の町みずほ

を目指して、各分野・各団体で取り組んでいくようお願いをしています。①

あいさつの町みずほでは、単にあいさつ運動をするのではなく、あいさつの

持つ価値やすばらしさを理解した上で、色々な場面で徹底した指導、支援を

していきたいと考えています。自然にあいさつができる子ども達が瑞穂に育

つと良いと考えています。②読書の町みずほでは、来年度ＩＣＴ教育として

電子黒板やタブレットの整備を行う予定でいますが、本を読むことの大切さ

を忘れてはいけませんし、読書を通して表現力のある子ども達を育てていき

たいと考えています。先日岐阜新聞に子ども図書館についての掲載がありま

した。そのことについては色々なご指摘も受けましたが、同じ様な図書館を

２館は必要ないのではないかとの意見もある中で、調査研究を行い今後進め

ていきたいと考えています。子ども読書推進会議との連携を図りながら読書

の町みずほを目指していきたいと考えています。来年度より穂積北中学校に

おいては「朝読書」を実施する予定でいますし、穂積小学校においても、毎

月１回図書館で本を借り読書を行う「月一読書」を予定しています。重点施

策として、来年度は３中学校の１年生を対象として、１回５００円で時間が

４５分で出来る英検ＩＢＡ検定を行う予定をしており、３年を掛け全中学生

が受けることができるよう考えています。また、外国語指導研修の民間会社
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講師による講座開設により英語教師のスキルアップを図りたいと考えていま

す。資料には掲載されていませんが、各学校におけるホームページについて、

同じ形で整えました。どの学校においても同じように更新が出来ますので負

担なく、最新の情報が簡単に更新可能となりましたので、一度ご覧いただけ

たらと思います。 

○教育長 総合教育会議の開催時間ですので、定例会については一時中断とさせ

ていただきます。総合教育会議終了後に再開をしたいと思いますのでよろしく

お願い致します。 

一時休会 午後３時００分  

～総合教育会議～ 

再開 午後４時１０分 

○教育長 第２回瑞穂市教育委員会定例会を再開致します。 

日程第１２ その他 

○教育長 教育次長。

○教育次長 特にありません。

○教育長 教育総務課長。 

○教育総務課長 瑞穂市立本田小学校（校舎・屋内運動場）大規模改修工事及

び瑞穂市立南小学校大規模改修工事の入札結果についてご説明致します。本

田小学校について、平成２９年２月１６日に１０社の応札があり梅田建設株

式会社が税抜１億６，０００万円で落札しましたので締結することとなりま

す。但し、電気設備と機械設備については予定価格の７５パーセント以下で

あったため、瑞穂市公共工事低入札価格調査委員会を設置し、適正な工事の

施工可否について審査を行う予定をしています。また、同日に南小学校につ

いて８社の応札があり岐建株式会社が税抜２億４，６００万円で落札しまし

たので締結することとなります。１億５，０００万円以上の工事については、

議会の議決が必要となりますので３月２２日の議会最終日に追加上程を行う
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予定です。議会への提案前の３月７日第１回瑞穂市教育委員会臨時会に意見

聴取をさせていただきますのでよろしくお願い致します。 

○教育長 学校教育課長。 

○学校教育課長 インフルエンザに伴う学級閉鎖について、１１月から本日ま

でで延べ２７学級が学級閉鎖を行っていますが、今日現在はありませんので報

告致します。 

○教育長 幼児支援課長。 

○幼児支援課長 瑞穂市保育所整備計画（案）について、２月２２日の文教厚

生委員会協議会にて説明を致しました。先般、教育委員会で説明した資料と変

更した部分がありますので報告を致します。瑞穂市公私連携保育法人募集要項

（案）についてお配りしましたので、ご一読いただき３月７日の臨時会にご意

見をいただければと思います。２月１８日に穂積保育所の保護者の方に保育所

整備について説明を行いました。質疑応答についてはホームページにより公表

させていただきますのでよろしくお願い致します。本日岐阜県が待機児童数に

ついて発表を行っており、県内で５８名となっており瑞穂市は１月１日現在で

２９名と６名増となっていますので報告致します。 

○教育長 生涯学習課長。 

○生涯学習課長 瑞穂市図書館本館開館時間延長（試行）について、現在午前

１０時から午後６時までとしていますが、平成２９年７月４日（火）から平成

２９年８月３１日（木）までの４９日間において、午前９時から午後７時まで

に延長を考えています。時間延長の効果として、仕事帰りなどでも来館が可能

となり利用者増が見込まれることや、来館者が平日の夕方に移行することによ

り土・日・祝日の業務の負担軽減が図れるのではないかを調査・分析しながら、

次年度以降の運営に活かしていきたいと考えています。 

○教育長 次回の会議ですが、平成２９年３月７日、火曜日、午前１１時３０分

から平成２９年第１回瑞穂市教育委員会臨時会ということでよろしくお願い致

します。 

閉会の宣告 
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○教育長 これをもちまして、平成２９年第２回瑞穂市教育委員会定例会を閉

じさせていただきます。 

閉会 午後４時２２分 




