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平成２９年第１０回瑞穂市教育委員会定例会会議録 

平成２９年１０月２４日（火）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９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38号 牛牧第２保育所駐車場用地取得の申出について

日程第４ 議案第39号 瑞穂市保育所等勤務者に対するインフルエンザ予防接

種費用補助金交付要綱の制定について 

日程第５ 議案第40号 瑞穂市立保育所運営規程の制定について

日程第６ 議案第41号 瑞穂市次世代育成支援対策協議会公募委員選考要領の

制定について

日程第７ 議案第42号 瑞穂市社会教育推進員の委嘱について

日程第８ 意 見 聴 取 瑞穂市附属機関設置条例の一部を改正する条例につい 

て

日程第９ 意 見 聴 取 平成２９年度瑞穂市一般会計補正予算（第５号）につ 

いて 

日程第10 教育長の報告

日程第11 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 
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○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 

  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 

  生涯学習課主幹       國 枝 孝 治 

○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１０回瑞穂市教育委員

会定例会を開会致します。本日は電子黒板導入による活用状況として、瑞穂市

立穂積北中学校の現場視察を予定していますので、よろしくお願い致します。

視察後こちらに戻って議案の審議を行いたいと思います。 

～瑞穂市立穂積北中学校現場視察～ 

○教育長 現場視察ご苦労様でした。只今より平成２９年第１０回瑞穂市教育委

員会定例会を再開致します。 

日程第１ 平成２９年第９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９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９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。 

 森下委員にお願い致します。 

日程第３ 議案第３８号 牛牧第２保育所駐車場用地取得の申出につい

て 

○教育長 日程第３ 議案第３８号 牛牧第２保育所駐車場用地取得の申出につ

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３ 議案第３８号 牛牧第２保育所駐車場用地取得の
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申出について、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３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１０月２４日提出、瑞穂市教育委員会教育長 加納博明。提案理由、 

瑞穂市立牛牧第２保育所駐車場を整備するにあたり、別紙の事業地である土地

を購入するもの。 

 ＜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 資料３８－２にある１８１番２及び１８２番２については、道路

敷地ですか。 

○教育総務課長 北側道路は６ｍに拡幅していますので道路敷地となっていま

す。 

○教育長 その他ご質疑ございませんか。 

  異議なしと認めます。日程第３ 議案第３８号 牛牧第２保育所駐車場用地

取得の申出について、可決することと致します。 

日程第４ 議案第３９号 瑞穂市保育所等勤務者に対するインフルエン

ザ予防接種費用補助金交付要綱の制定について 

○教育長 日程第４ 議案第３９号 瑞穂市保育所等勤務者に対するインフルエ

ンザ予防接種費用補助金交付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。 

○教育総務課長 日程第４ 議案第３９号 瑞穂市保育所等勤務者に対するイ

ンフルエンザ予防接種費用補助金交付要綱の制定について、瑞穂市保育所等勤

務者に対するインフルエンザ予防接種費用補助金交付要綱を別紙のとおり定め

ることについて、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１０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１０月２４日提出、瑞穂市教育委員会教育長 加納博明。提案

理由、インフルエンザの流行を予防するために必要な措置を講ずることにより、

市内の園児、児童生徒の健康の保持に寄与するとともに、予防接種による健康

被害の迅速な救済を図るため要綱の制定を行うもの。 
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  ＜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 小規模保育所等の職員は対象外ですか。 

○教育総務課長 瑞穂市が雇用している補助職員が対象となるため、小規模保

育所等の職員は対象外です。 

○加藤委員 補助金予算額はいくらですか。 

○教育総務課長 １９２名分の１９万２千円です。 

○森下委員 平成２９年１１月１日からの施行日となっていますが、それ以前

に接種された職員は対象外ですか。 

○教育総務課長 施行日以前の接種となりますので対象外です。 

○教育長 その他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３９号 瑞穂市保育所等勤務者に対

するインフルエンザ予防接種費用補助金交付要綱の制定について、可決するこ

とと致します。 

日程第５ 議案第４０号 瑞穂市立保育所運営規程の制定について  

○教育長 日程第５ 議案第４０号 瑞穂市立保育所運営規程の制定について、

議題と致します。 

事務局より説明を求めます。 

○幼児支援課長 日程第５ 議案第４０号 瑞穂市立保育所運営規程の制定に

ついて、瑞穂市立保育所運営規程を制定する訓令案を別紙のとおり提出する。  

平成２９年１０月２４日提出、瑞穂市教育委員会教育長 加納博明。提案理由、

瑞穂市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定め

る条例（平成２６年条例第２１号）第２０条の規定により、市立保育所の運営

規程を定めるもの。 

  ＜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 これまでは規程が文書化されていなかったのですか。 
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○幼児支援課長 内規文書等としての基準があり運営を行っていましたが、今

回規程として明確にするため上程をしました。 

○森下委員 第１条の趣旨でこの規程を定める根拠条例を明記しておく必要が

あると思います。 

○幼児支援課長 根拠法令を追記します。 

○加木屋委員 保育所において、毎月１回以上避難訓練又は消火訓練等を行っ

ているのですか。 

○幼児支援課長 実施しています。 

○教育長 その他ご質疑ございませんか。 

  異議なしと認めます。日程第５ 議案第４０号 瑞穂市立保育所運営規程の

制定について、可決することと致します。

日程第６ 議案第４１号 瑞穂市次世代育成支援対策協議会公募委員選

考要領の制定について  

○教育長 日程第６ 議案第４１号 瑞穂市次世代育成支援対策協議会公募委員

選考要領の制定について、議題と致します。 

事務局より説明を求めます。 

○幼児支援課長 日程第６ 議案第４１号 瑞穂市次世代育成支援対策協議会

公募委員選考要領の制定について、瑞穂市次世代育成支援対策協議会公募委員

選考要領を制定する訓令案を別紙のとおり提出する。平成２９年１０月２４日

提出、瑞穂市教育委員会教育長 加納博明。提案理由、瑞穂市審議会等の設置、

運営等に関する要綱（平成２６年告示第６５号）第８条の規定により市次世代

育成支援対策協議会の公募委員の選考に関し必要な事項について定めるもの。 

  ＜資料により説明＞ 

   ～ 質疑・討論 ～ 

○教育長 ご質疑ございませんか。 

  異議なしと認めます。日程第６ 議案第４１号 瑞穂市次世代育成支援対策

協議会公募委員選考要領の制定について、可決することと致します。

日程第７ 議案第４２号 瑞穂市社会教育推進員の委嘱について 
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○教育長 日程第７ 議案第４２号 瑞穂市社会教育推進員の委嘱について、議

題と致します。 

事務局より説明を求めます。 

○生涯学習課長  日程第７ 議案第４２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下記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。１氏名 奥村 

晃、２所属 瑞穂市社会教育推進員、３任期 平成２９年１０月１日から

平成３１年３月３１日まで、平成２９年１０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４条の規定により、瑞穂市社会教

育推進員が欠けたため新たに奥村晃氏を瑞穂市社会教育推進員として委嘱

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。 

  異議なしと認めます。日程第７ 議案第４２号 瑞穂市社会教育推進員の委

嘱について、可決することと致します。 

日程第８ 意見聴取 瑞穂市附属機関設置条例の一部を改正する条例に

ついて及び日程第９ 意見聴取 平成２９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８ 意見聴取 瑞穂市附属機関設置条例の一部を改正する条例

について及び日程第９ 意見聴取 平成２９年度瑞穂市一般会計補正予算（第

５号）について、関連事項でありますので併せて議題と致します。 

事務局より説明を求めます。 

○生涯学習課長 日程第８ 意見聴取 瑞穂市附属機関設置条例の一部を改正

する条例について、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１０月２４日提出、瑞穂市教育委員会教育長 加納博明。提案理由、市
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が発注する工事、委託、製造の請負等の事業者をプロポーザル方式により選定

する場合、事業者選定において附属機関として審査委員会を設置する必要があ

り、市条例の改正にあたり瑞穂市教育委員会の意見を求めるもの及び日程第９

意見聴取 平成２９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１０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

臨時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。 

＜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８ 意見聴取 瑞穂市附属機関設置条例の一部

を改正する条例について及び日程第９ 意見聴取 平成２９年度瑞穂市一般会

計補正予算（第５号）について、可決することと致します。 

日程第１０ 教育長の報告 

○教育長 １点目として、委員の皆様には保育所運動会にご参観いただきありが

とうございました。同じ種目でも保育所毎で工夫し取組んでいました。２点目

として、今回の台風２１号について進路や規模を鑑み、金曜日の夕方に月曜日

２３日の休業を決定し、各学校へ連絡をしました。保護者への連絡が休日にな

ることや、保護者全員が緊急メールに加入しているとは限らないことから、今

後連絡方法の検討が必要であると思います。また、今回の台風により市内で浸

水及び冠水をした箇所があり、通園・通学にも支障がある箇所もありましたの

で報告致しますと共に今後の対応について検討をする必要があると思います。

３点目として、１０月４日に香川県宇多津町より生津小学校６年生の英語教育

の視察のため、町議員視察団がお見えになりました。大変進んだ授業を行って

いるとの感想をいただきました。生津小学校の英語授業の様に、各学校の特色

を活かし授業を行うことで、教師・児童共に様々な力が身に付くのではないか

と改めて感じました。４点目として、各小中学校で公表会や研究発表会が行わ

れていますが、この様に毎年研究発表会を行うことにより教職員に負担を掛け
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ているのではないかとの意見があります。これについては年度当初に計画を立

て公表することにより、研究発表会の時期に慌てて準備をするのではなく、年

度当初から準備をしていくことにより教職員の負担軽減が出来ているのではな

いかと思っています。また、電子黒板やデジタル教科書の導入は、視覚から学

習することで理解力が向上すると共に、授業のスリム化が図られ教職員の負担

軽減にもつながると考えています。来年度は小学校への導入を予定し新年度の

予算要求を行っている状況です。５点目として、９月議会の一般質問において、

教職員の長時間労働についての質問があり、世間でも心配される声が高まって

いることは、大変有り難いことであると思います。また、２学期制の導入につ

いての質問があり、近隣市町では本巣市が２学期制を導入することになってい

ます。全国の小中学校の約２割が２学期制を導入していますが、現在２学期制

を導入する数は減少傾向にあります。新年度から京都市の全小中学校は２学期

制から３学期制へ戻すことになっています。瑞穂市は校長会での協議を行い３

学期制のデメリットをなくす方向性で検討を行っていますので、今後も３学期

制を続けていく考えでいます。ただし、今後２学期制を導入した方が望ましい

状況になった場合になれば、協議検討する体制を整えることとしています。小

学校の学習指導要領において、プログラミング教育の導入が盛り込まれました

が、実践事例はほぼタブレットを活用した教育となっています。しかし、直ぐ

にタブレットを導入し実施できるのかは難しいため、当面は論理的な思考力を

高める授業に今以上に重点をおいて実施していく予定です。また、朝日大学の

服部教授と連携を行い、教材開発等をお願いして対応していきたいと考えてい

ます。北朝鮮によるミサイル発射に伴う対応についての質問もありましたが、

保護者宛てに対応に関しての連絡文書を配付した旨の回答を致しました。

日程第１１ 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 次回の教育委員会定例会前に教育総合会議を開催致しますの

でよろしくお願い致します。第７回岐阜県の学校給食あゆみ展が１１月３日に
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モレラ岐阜にて開催されますのでご案内致します。 

○教育長 学校教育課長。

○学校教育課長 瑞穂市学校職員について、牛牧小学校及び南小学校の産休・

育休に伴う配属状況説明。外務省の事業で日韓文化交流基金の日本青少年訪韓

事業として、１０月２１日から１０月２８日までの１週間、市内３中学校の２

６名の生徒が参加し、韓国で体験学習を行っていますのでご報告致します。来

年度の入学者の就学前健診が１０月５日から１１月１７日まで行われています

ので、併せてご報告致します。 

○教育長 幼児支援課長。

○幼児支援課長 公私連携保育法人の選定について、穂積保育所にて行われた

プレゼンテーション審査等を経て、第１位候補者として社会福祉法人慈雲学舎

を決定しました。先日、今後の開園までのスケジュールと協定書の内容につい

て、第１回の打合せを行いました。今後打合せ回数を重ね、内容を詰めていき

たいと考えていますのでご報告致します。 

○教育長 生涯学習課長。

○生涯学習課長 瑞穂市図書館本館２階の郷土資料コーナーにおきまして、１

１月１日から１１月３０日まで、「先人の知恵と歴史に学び、新しい時代を切

り拓く」と題しまして企画展を開催しますのでご案内致します。また、１１月

２５日、土曜日、午後１時３０分から中部学院大学の友田教授による講演会を

開催しますので併せてご案内致します。 

○教育長 次回の会議日程ですが、平成２９年１１月２０日、月曜日、午後２時

００分より平成２９年第１１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、

平成２９年第１０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２９分 




