
平成２９年第５回瑞穂市教育委員会定例会 次第 

平成２９年５月２３日 

開会 

日程第１ 平成２９年第４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27号 平成２９年度岐阜県教科用図書岐阜地区採択協議会の 

設置について 

日程第４ 議案第28号 瑞穂市教育支援センター運営委員の委嘱について 

日程第５ 議案第29号 瑞穂市社会教育推進員の委嘱について 

日程第６ 意 見 聴 取 平成２９年度瑞穂市一般会計補正予算（第１号）につ 

いて 

日程第７ 教育長の報告 

日程第８ そ の 他 教育次長 

教育総務課長 

学校教育課長 

幼児支援課長 

生涯学習課長 

次回教育委員会会議の開催について 

平成２９年６月２８日（水）午後３時３０分から 

閉会 



議案第２７号 

平成２９年度岐阜県教科用図書岐阜地区採択協議会の設置について 

岐阜県教科用図書岐阜地区採択協議会規約を承認し、平成２９年度岐阜県教

科用図書岐阜地区採択協議会を設置することについての議決を求める。 

平成２９年５月２３日提出 

瑞穂市教育委員会教育長 加 納 博 明  

提案理由 

 義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律（昭和３８年法律第１

８２号）及び教科用図書採択地区の設定（昭和４３年岐阜県教育委員会告示第

４号）に基づき、瑞穂市教育委員会の議決を求めるもの。 



岐阜県教科用図書岐阜地区採択協議会規約 

（名称）  

第１条  本協議会は、岐阜県教科用図書岐阜地区採択協議会と称する。  

（協議会を設ける市町の教育委員会）  

第２条  本協議会は次に掲げる市町の教育委員会（以下「関係市町教

育委員会」という。）が、これを設ける。  

(1) 羽島市教育委員会  

(2) 各務原市教育委員会  

(3) 山県市教育委員会  

(4) 瑞穂市教育委員会  

(5) 本巣市教育委員会  

(6) 羽島郡二町教育委員会  

(7) 北方町教育委員会  

（目的）  

第３条  本協議会は、関係市町教育委員会が協議して、種目ごとに同

一の教科用図書を採択するための調査研究、協議を行うことを目的

とする。  

第４条  関係市町教育委員会は、本協議会の結果を尊重するものとす

る。  

（委員）  

第５条  本協議会は、次に掲げる者の中から市町教育委員会の推薦を

受け選出した２５名の委員をもって構成する。ただし次の（１）に

掲げる関係市町教育委員会とは、採択地区内での全市町の教育委員

会をさす。また、教育長又は教育委員は必ず含むものとする。  

(1) 関係市町教育委員会の教育長及び教育委員  

(2) 関係市町教育委員会事務局に勤務する職員で、学校教育に専

門的知識を有する職員  

(3) 採択地区内の小・中学校及び義務教育学校の校長及び教員  

(4) 採択地区内の学識経験者及び保護者  

２  教科用図書の採択に直接の利害関係を有するものは、委員とな

ることができない。  

３  委員は非常勤とし、任期はその年度の教科用図書採択期間とす

る。  

４  採択替えがない年度については、第１項（１）に掲げる委員を

もって本協議会を構成することも可とする。  
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 （会長等）  

第６条  本協議会には、会長及び副会長をおく。  

２  会長及び副会長は委員のうちから互選する。  

 （会務）  

第７条  会長は、本協議会の会務を総理する。  

２  副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代

理する。  

 （庶務）  

第８条  本協議会の庶務は、本協議会で定める所において処理する。  

（招集）  

第９条  本協議会は、会長がこれを招集する。ただし第１回の本協議

会は、前年度事務局が置かれた教育委員会教育長がこれを招集する。  

 （会議）  

第１０条  本協議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開く

ことができない。  

２  採択についての協議が調わない場合においては、会長の要請に

基づき、再度協議会を開くことができる。  

 （教科用図書の選定の方法）  

第１１条  教科用図書の選定は、第１２条第４項の報告及び岐阜県教

育委員会が作成した調査研究資料を参酌し、協議会の会議において

協議し、委員全員の一致によって決する。  

２  前項の協議が調わない種目があるときは、委員は、当該種目に

ついてそれぞれ選定すべきと考える教科用図書に投票を行い、過

半数の投票を得た教科用図書を選定する。  

３  前項の場合において、過半数の投票を得た教科用図書がないと

きは、最多数の投票を得た２種類の教科用図書について投票を行

い、多数を得た教科用図書を選定する。  

４  前項の場合において、投票を行うべき２種類の教科用図書及び

選定する教科用図書を定めるに当たり得票数が同じときは、協議

の経過を勘案し、会長がこれを決する。  

（研究員）  

第１２条  第３条の目的を達するため、本協議会には必要に応じて研

究員をおく。  

２  研究員は、学校教育に関して豊かな経験を有する者のうちから

会長が委嘱する。  

３  教科用図書の採択に直接の利害関係を有する者は、研究員とな



ることができない。  

４  研究員は、発行者から送付される全種類の教科用図書を調査研

究し、採択に必要な資料を作成するとともに、調査結果を協議会

に報告する。  

 （出席要求）  

第１３条  会長は、調査研究・協議の会議を開催するに当たって、教

育事務所に勤務する職員の出席を求めることができる。  

（経費）  

第１４条  本協議会に要する経費は、採択地区内の市町が分担するも

のとする。  

 （その他）  

第１５条  この規約に定めるもののほか必要な事項は、協議会にはか

って定める。  

附則  

（施行期日）  

１  この規約は、平成２９年４月１日から施行する。  

（経過措置）  

２  地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律

（平成２６年法律第７６号）附則第２条第１項の規定により、なお

従前の例により教育長が在職する間の第５条の規定の適用について

は、同条中「教育委員」とあるのは「教育委員長」とする。   



（様式１）

文書番号

平成２９年 月 日

羽島市教育委員会教育長 様

       教育委員会名

印

平成２９年度岐阜県教科用図書岐阜地区採択協議会の設置についての議決書 

「義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律」（昭和３８

年１２月２１日法律第１８２号）及び「教科用図書採択地区の設定」

（昭和４３年４月２６日岐阜県教育委員会告示第４号）に基づき、

岐阜地区採択協議会を設置することを、平成２９年  月  日議

決しました。



議案第２８号 

瑞穂市教育支援センター運営委員の委嘱について 

瑞穂市教育支援センター運営委員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５月２３日提出 

瑞穂市教育委員会教育長 加 納 博 明  

提案理由 

 瑞穂市教育支援センター条例（平成２１年瑞穂市条例第１６号）第５条第２

項の規定により、瑞穂市教育支援センター運営委員を委嘱するもの。 



氏　　　名 住　　　所 任期 備考（該当条項）
小中学校長会長
古川　文行

ほづみ幼稚園長
三田村　康宏

瑞穂市ＰＴＡ連合会長
林　孝美

前総合初等教育研究所顧問
奥村　怜

元　生津小学校　校長
大沼　智幸

岐阜大学教育学研究科教授
益子　典文

岐阜大学教職大学院　講師
後藤　信義
教頭会代表
上水流　弘美
教務主任会代表
園部　喬

研究推進委員　小学校代表
山田　康子

研究推進委員　中学校代表
井嶋　潤

平成29年度　瑞穂市教育支援センター運営委員名簿

1 　中小学校 H29.4.1～H30.3.31 第１号　瑞穂市立小中学校長を代表する者

2 　ほづみ幼稚園 H29.4.1～H30.3.31 第２号　瑞穂市立ほづみ幼稚園長

3 　瑞穂市十八条730番地 H29.4.1～H30.3.31 第３号　瑞穂市立小中学校の保護者を代表する者

4 　養老郡養老町宇田1105番地1 H29.4.1～H30.3.31 第５号　識見を有する者

5 　岐阜市下鵜飼1765番地5 H29.4.1～H30.3.31 第５号　識見を有する者

6 　岐阜市長良1255-1　C-西 H29.4.1～H30.3.31 第５号　識見を有する者

7 　岐阜市尻毛2番地4 H29.4.1～H30.3.31 第５号　識見を有する者

8 　本田小学校 H29.4.1～H30.3.31 第６号　教育委員会が適当と認める者

9 　穂積小学校 H29.4.1～H30.3.31 第６号　教育委員会が適当と認める者

10 　生津小学校 H29.4.1～H30.3.31 第６号　教育委員会が適当と認める者

11 　穂積中学校 H29.4.1～H30.3.31 第６号　教育委員会が適当と認める者



議案第２９号

瑞穂市社会教育推進員の委嘱について

瑞穂市社会教育推進員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５月２３日提出

               瑞穂市教育委員会教育長 加 納 博 明 

提案理由

 委員が欠けたため、瑞穂市社会教育推進員設置要綱（平成１５年瑞穂市教育

委員会告示第３号）第５条の規定により、瑞穂市社会教育推進員を委嘱するも

の。



瑞穂市社会教育推進員

地　区 自治会名 氏　名 住　所 任　期 備　考

巣南西 西宿舎 三宅　真樹
瑞穂市森４４５
雇用促進住宅西宿舎１号棟４０４号室

Ｈ２９．５．１～Ｈ３１．３．３１ 前：川瀬　由紀子



意見聴取 

   平成２９年度瑞穂市一般会計補正予算（第１号）について 

 平成２９年度瑞穂市一般会計補正予算（第１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５月２３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２回瑞穂市議会定例会への議案提出につき、瑞穂市教育委員会

の意見を求めるもの。 




































