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平成２９年第７回瑞穂市教育委員会定例会会議録 

平成２９年７月２１日（金）午後２時００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６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33号 瑞穂市教育支援委員の委嘱について 

日程第４ 議案第34号 平成３０年度使用小学校及び中学校用教科用図書の岐 

阜地区採択について 

日程第５ 教育長の報告 

日程第６ 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 

森 下 伊三男 

加木屋 加緒里 

○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          山 本 康 義 

  教育総務課長        矢 野 隆 博 

  学校教育課長        村 山 邦 博 
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  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        林   美 穂 

幼児支援課総括課長補佐   今 木 浩 靖 

  生涯学習課長        佐 藤 彰 道 

  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 
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開会 午後２時００分 

開会及び開議の宣告 

○教育長 定刻となりましたので、只今より平成２９年第７回瑞穂市教育委員会

定例会を開会致します。新教育委員の加木屋委員より挨拶をお願い致します。 

○加木屋委員 教育に関してはＰＴＡ活動を通じてしか携わっていませんでし

たが、今後はより広い視野で瑞穂市教育の環境創りにご協力できたらと思って

いますので、よろしくお願い致します。 

日程第１ 平成２９年第６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６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６回瑞穂市教育委員会定例会会議録

の承認について、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 本日の会議録署名委員の指名について、議題と致します。 

 福野委員にお願い致します。 

日程第３ 議案第３３号 瑞穂市教育支援委員の委嘱について 

○教育長 日程第３ 議案第３３号 瑞穂市教育支援委員の委嘱について、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３ 議案第３３号 瑞穂市教育支援委員の委嘱につい

て、瑞穂市教育支援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７月２１日提出、瑞穂市

教育委員会教育長 加納博明。提案理由、瑞穂市附属機関設置条例（平成２０

年瑞穂市条例第３０号）第４条第２項の規定により、瑞穂市教育支援委員を委
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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。 

  異議なしと認めます。議案第３３号 瑞穂市教育支援委員の委嘱について、

可決することと致します。 

日程第４ 議案第３４号 平成３０年度使用小学校及び中学校用教科用

図書の岐阜地区採択について 

○教育長 日程第４ 議案第３４号 平成３０年度使用小学校及び中学校用教科

用図書の岐阜地区採択について、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３４号 平成３０年度使用小学校及び中学

校用教科用図書の岐阜地区採択について、平成３０年度使用小学校用「特別の

教科 道徳」教科用図書岐阜地区採択協議会選定結果、平成３０年度使用小学

校用教科用図書岐阜地区採択協議会選定結果及び平成３０年度使用中学校用教

科用図書岐阜地区採択協議会選定結果による教科用図書の採択に関する議決を

求める。平成２９年７月２１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第１３条に基づ

いて岐阜県教科用図書岐阜地区採択協議会を設置し、協議の上同一の教科用図

書を採択するものであるため。 

  ＜資料により説明＞ 

   ～ 質疑・討論 ～ 

○教育長 ご質疑ございませんか。 

  異議なしと認めます。日程第４ 議案第３４号 平成３０年度使用小学校及

び中学校用教科用図書の岐阜地区採択について、可決することと致します。 

日程第５ 教育長の報告 

○教育長 １点目として、幼稚園、小学校、中学校において、昨日無事に１学期

を修了致しました。しかし、子ども達の交通事故が目立ちましたので夏休みに
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入る前に再度注意喚起及び指導を行いました。今日までに精神的疾患の教職員

はいません。これは瑞穂市にとって大変有り難いことで、子ども達にとっても

大変良いことであると思います。２点目として、本年度の重点施策として「あ

いさつのまちみずほ」を掲げ進めていますが、どの組織もとても意識をしてい

ると感じます。学校、保育所だけではなく、色々な団体活動でも行っており、

大変良い状態であると感じていますが、一般の方々への侵透はまだ充分ではな

いため今後も継続していきたいと思います。３点目として、本年度より３年生

以上の担任を対象として、年間５回の英語指導力向上研修を行っています。英

語授業が必修化されますので、教員の英語授業の不安解消に繋げていきたいと

考えています。中学校１年生を対象として、食を大切にする意識を変える目的

として食育プロジェクトも始めています。実施根拠として、１週間に１回でも

朝食を食べてこなかった生徒の調査において、瑞穂市は県内で下から２番目で

あったことから、しっかりとした食を摂る子どもを育てる目的でスタートしま

した。４点目として、今後の学習指導要領改訂スケジュールについて、小学校

は平成３２年度に新学習指導要領に基づいた授業が始まります。それに伴う先

行実施として平成３０年度から道徳教科書を使用した授業が開始されるので、

今回教科書検定を行い来年度より使用することになります。先行実施を行うた

めに本年度は周知・徹底期間で学習指導要領の変更点と何を行わなければいけ

ないのかを理解しなければいけません。中学校においては平成３１年度検定を

受け平成３３年度から新学習指導要領に基づいた授業が始まります。小学校の

大きな変更点は、５・６年生に英語が教科として１５時間行うことになります

ので、この様な学習指導要領改訂に合わせ、教育委員会として先行した施策を

行っていく必要があると考えています。 

日程第６ その他 

○教育長 教育次長。

○教育次長 １点目として、平成２８年度決算監査について報告致します。給

食センターにおいて、平成２９年度への繰越金９１１万円ありましたが、繰越

金が無いよう運営計画を行うこと。教育総務課において、保育・教育施設と社

会教育施設で２つの維持管理計画を策定してあるが、教育委員会事務局として
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１つの施設管理計画としてまとめること。学校教育課において、平成２９年度

に未納が無いように努力することとほづみ幼稚園の特色ある運営に努めること。

幼児支援課において、保育料の収納率が上がったことに評価をいただきました

が、今年度においても引き続き努力すること。生涯学習課において、図書館及

び分館について方針決定を早期に行い実行することを指摘されました。２点目

として、６月議会において、教育の方針と重点や通学路整備、更に（仮）大月

多目的広場整備における一般質問がありました。 

○教育長 教育総務課長。

○教育総務課長 平成２９年度市町村教育委員研究協議会が開催されますので

お時間のある方はご参加いただきますようお願い致します。次回の教育委員会

定例会で本田小学校大規模改修工事の現地視察を行い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 １学期の総括を報告致します。不登校に関して６月は２３日

の授業日で７日間以上の欠席者は小学校１０名、中学校３５名でした。小学校

１０名の内３名はフリースクールへ通っている子ども達で法令上は欠席扱いと

なっています。中学校３５名の内あじさいスクールに４名在籍しており、内１

名はあじさいスクールに在籍していますが、頑張って学校へ通っています。問

題行動等について、児童生徒間暴力は小学校４件、中学校２件で、万引きは小

学校１件、喫煙は小学校１件、中学校１件、いじめは小学校１１件です。いじ

めポストへの投函は６件で内１件は問題とならない投函でしたが残りの５件に

おいては、学校より指導して経過を注視している状況です。交通事故において

昨年は８件であったものが１５件と増加しており、小学生が１０件で中学生が

５件となっています。１３件が自転車乗車中の事故で２件が登下校中の事故で

した。当初に予定の無い交通安全教室も実施しており、今後も指導を行ってい

きたいと考えています。職員の交通事故については、６件発生しておりますが

追突された事故や自損事故であり加害事故はありません。みずほ未来プロジェ

クトの平成２９年度テーマを「咲き誇れみずほの花」として瑞穂市を訪れた

人々がステキだなと思うような街づくりを生徒の豊かな発想で考えていきたい

と思っています。７月１０日にＩＣＴ教育の今後について、岐阜女子大学大学
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院の久世教授に助言をいただきました。７月１４日に教員の負担軽減を図るこ

とを目的として、文部科学省より学校業務改善アドバイザーの派遣を依頼し助

言をいただきました。岐阜県が行う小中学校教員採用試験参観案内があります

ので、委員の方で参観希望がありましたらご連絡下さい。 

○教育長 幼児支援課長。

○幼児支援課長 放課後児童クラブの夏季利用状況について、定員をオーバー

するため生津小校区、穂積小校区については駅西会館、本田小校区については

牛牧小校区にてお預かりをすることとなっています。公私連携保育法人の募集

において数社より質疑があり、先週金曜日で質疑締め切りとなりましたので回

答について決裁後ホームページに掲載を致します。本田緑町ミニストップ跡地

での小規模保育所開設について、先週の日曜日に地元自治会役員に説明を行い

ました。 

○教育長 生涯学習課長。

○生涯学習課長 瑞穂市うすずみ研修センターの指定管理契約満了に伴い、本

巣市によりＤＢＯ方式で業者選定が進められています。当市として協定書及び

土地無償貸付契約書により平成３８年３月３１日までは本巣市と歩調を合わせ

継続していくものであり、今後は本巣市側へ速やかな情報提供を求め、指定管

理契約等に動きがあった場合は逐次報告をさせていただきます。（仮）大月多

目的広場については、公園を整備方針としてイメージ図作成の協議に入りたい

と考えています。総合センター「スペース」の有効利用について、２階ホワイ

エを団体の打合せ等で活用できるよう開放します。総合センター外壁改修工事

について、８月中旬に足場設置、９月下旬より外壁補修に取りかかり、２月下

旬完成を目標に施工を行います。図書館空調機器改修工事について、９月１１

日から１５日の取付工事に伴い、９月１２日から１５日を臨時休館日とさせて

いただき、広報みずほやホームページ等で周知致します。十九条の土屋隆義様

より１００万円のご寄附をいただきました。寄附の趣旨を踏まえ、子ども図書

に関する大型絵本４０冊、絵本の複製版画１０点、お話用テーブル１台を購入

したいと考えています。 

○加藤委員 文部科学省の学校業務改善アドバイザーの研修対象は誰ですか。 

○学校教育課長 ＩＣＴ教育については学校教育課職員を対象で、学校業務改
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善アドバイザーについては、１回目は学校教育課職員を対象とし、２回目は学

校経営及び意識改革を含め学校長対象、３回目はいずれかの学校の様子を確認

していただき指導していただく予定です。 

○加藤委員 適切なアドバイスを受け、少しでも改善できるようにしていただ

きたいと思います。食育プロジェクトにおいて、子ども達に食を大切にする意

識を持たせることも大変重要ですが、保護者に対しても同様に意識を持たせる

必要があると思いますので検討していただきたいと思います。 

○教育長 図書館については、２館制を基本として子ども図書館の運営を進めて

いきたいと考えています。子ども達が本を読む癖を付け、癖から本を読む良さ

を知ることにより子ども達は成長すると思います。そのため今回いただいた寄

附についてはその様な整備を整えるために大変有り難いと思っています。 

○福野委員 図書館分館となっていますが、例えば「わらべ」等に施設名を変

更してはどうでしょうか。また、施設名を募集してはどうでしょか。

○教育長 施設名については、しっかりとしたコンセプトを持ち募集したいと思

います。 

○加木屋委員 中学生や若い人達がこの街を自分の街であると誇れることが大

切であると思いますので、色々な意見を取入れて進めていただきたいと思いま

す。総合センター外壁改修工事について、８月中旬より足場設置の予定ですが、

夏休みに入り来館者が増えることが予想されますので、安全には十分注意して

いただき進めていただきたいと思います。 

○森下委員 交通事故が多くなっているとのことですが、特に多い場所等はあ

りますか。 

○学校教育課長 特定の場所ではありませんが、自転車の飛び出しが原因とな

っていますので更に指導をしていきたいと思います。 

○教育長 次回の会議日程ですが、平成２９年８月１８日、金曜日、午後３時０

０分より平成２９年第８回瑞穂市教育委員会定例会ということでよろしくお願

い致します。 

閉会の宣告 

○教育長 本日はお忙しいところありがとうございました。これをもちまして、
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平成２９年第７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０５分 
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