
令和元年第５回瑞穂市教育委員会定例会 次第 

令和元年５月３０日 

 

開会 

日程第１ 平成３１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32号 瑞穂市給食センター運営委員の委嘱について 

日程第４ 議案第33号 瑞穂市学校運営協議会委員の委嘱について 

日程第５ 議案第34号 令和２年度瑞穂市立ほづみ幼稚園入園募集要項について 

日程第６ 議案第35号 瑞穂市次世代育成支援対策協議会委員の委嘱について 

日程第７ 意 見 聴 取 平成３１年度瑞穂市一般会計補正予算（第１号）につい

て 

日程第８ 教育長の報告 

日程第９ 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 

令和元年 月  日（ ）午  時  分から 

閉会 



議案第３２号 

瑞穂市給食センター運営委員の委嘱について 

瑞穂市給食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。 

令和元年５月３０日提出 

瑞穂市教育委員会教育長 加 納 博 明  

提案理由 

 瑞穂市給食センター条例（平成１９年瑞穂市条例第１４号）第８条の規定に

より、瑞穂市給食センター運営委員を委嘱するもの。 



　平成３１年度瑞穂市給食センター運営委員会委員名簿

氏　　名 職　　名 任　　期

第2号 小中学校長の代表 関谷　典久 中小学校校長 Ｈ３１．４．１　～　Ｒ２．３．３１

第3号 ほづみ幼稚園長 三田村　康宏 ほづみ幼稚園園長 Ｈ３１．４．１　～　Ｒ２．３．３１

第4号
小中学校の保護者を代
表する者

藤田　佳正
瑞穂市ＰＴＡ連合会会長
牛牧小学校ＰＴＡ会長

Ｈ３１．４．１　～　Ｒ２．３．３１

第4号
小中学校の保護者を代
表する者

中村　英生
瑞穂市ＰＴＡ連合会会計
生津小学校ＰＴＡ会長

Ｈ３１．４．１　～　Ｒ２．３．３１

第4号
小中学校の保護者を代
表する者

長洞　佳世
瑞穂市ＰＴＡ連合会
母親委員会委員長

Ｈ３１．４．１　～　Ｒ２．３．３１

第5号
幼稚園の保護者を代表
する者

加藤　沙織 幼稚園ＰＴＡ会長 Ｈ３１．４．１　～　Ｒ２．３．３１

第6号 識見を有する者 吉田　里美 中保育・教育センター所長 Ｈ３１．４．１　～　Ｒ２．３．３１

第6号 識見を有する者 吉田　佳央里 本田第二保育所保護者会長 Ｈ３１．４．１　～　Ｒ２．３．３１

第6号 識見を有する者 後藤　早穂 瑞穂市教育委員会幼児支援課 Ｈ３１．４．１　～　Ｒ２．３．３１

第6号 識見を有する者 問山　　光 瑞穂市健康福祉部健康推進課 Ｈ３１．４．１　～　Ｒ２．３．３１

第6号 識見を有する者 奥田　　幸 穂積北中学校給食主任 Ｈ３１．４．１　～　Ｒ２．３．３１

第6号 識見を有する者 村上　直江 巣南中学校学校栄養教諭 Ｈ３１．４．１　～　Ｒ２．３．３１

第6号 識見を有する者 小林　佳子 本田小学校学校栄養職員 Ｈ３１．４．１　～　Ｒ２．３．３１

第6号 識見を有する者 加納　和嘉子 穂積小学校学校栄養職員 Ｈ３１．４．１　～　Ｒ２．３．３１

該当条項



議案第３３号 

瑞穂市学校運営協議会委員の委嘱について 

瑞穂市学校運営協議会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。 

令和元年５月３０日提出 

瑞穂市教育委員会教育長 加 納 博 明  

提案理由 

 瑞穂市学校運営協議会規則（平成３０年教育委員会規則第９号）第５条第２

項の規定により、瑞穂市学校運営協議会委員を委嘱するもの。 



住所 任期 備考（該当条項）

1 小林　正徳 岐阜聖徳学園大学　就職課長 2019.4.1～2020.3.31 第５号学識経験を有する者

2 加藤　知之 中部学院大学　特任教授 2019.4.1～2020.3.31 第５号学識経験を有する者

3 松野　守男 会社経営者 2019.4.1～2020.3.31 第５号学識経験を有する者

4 井深　吉男 元校長 2019.4.1～2020.3.31 第５号学識経験を有する者

5 江間　安男 元会社役員 2019.4.1～2020.3.31 第５号学識経験を有する者

6 森下美喜男 自治会連合会役員 2019.4.1～2020.3.31 第２号地域住民の代表

7 森　清一 自治会連合会役員 2019.4.1～2020.3.31 第２号地域住民の代表

8 錦見　敦子 主任児童委員 2019.4.1～2020.3.31 第２号地域住民の代表

9 福本　勝代 主任児童委員 2019.4.1～2020.3.31 第２号地域住民の代表

10 藤橋　克郎 青少年育成推進員 2019.4.1～2020.3.31 第２号地域住民の代表

11 森　厚子 青少年育成推進員 2019.4.1～2020.3.31 第２号地域住民の代表

12 青木　崇泰 穂積小学校PTA会長 2019.4.1～2020.3.31 第１号保護者の代表

13 藤田　佳正 牛牧小学校PTA会長 2019.4.1～2020.3.31 第１号保護者の代表

14 纐纈　良司 穂積中学校PTA会長 2019.4.1～2020.3.31 第１号保護者の代表

15 吉田志保子 別府保育所長 2019.4.1～2020.3.31 第３号当該区域学校の校長

16 箕浦　智子 牛牧第２保育所長 2019.4.1～2020.3.31 第３号当該区域学校の校長

17 伊藤　雅生 穂積小学校長 2019.4.1～2020.3.31 第３号当該区域学校の校長

18 松野　正範 牛牧小学校長 2019.4.1～2020.3.31 第３号当該区域学校の校長

19 福地　淳宏 穂積中学校長 2019.4.1～2020.3.31 第３号当該区域学校の校長

令和元年度　学校運営協議会委員名簿　穂積中学校区

氏名



住所 任期 備考（該当条項）

1 東海　龍明 誠心寮長 2019.4.1～2020.3.31 第５号学識経験を有する者

2 渡邉　昭博 自治会連合会役員 2019.4.1～2020.3.31 第２号地域住民の代表

3 馬渕　一弘 自治会連合会役員 2019.4.1～2020.3.31 第２号地域住民の代表

4 菅野美智子 主任児童委員 2019.4.1～2020.3.31 第２号地域住民の代表

5 柴田　秀夫 主任児童委員 2019.4.1～2020.3.31 第５号学識経験を有する者

6 田村　和彦 青少年育成推進委員 2019.4.1～2020.3.31 第２号地域住民の代表

7 長屋　正治 青少年育成推進委員 2019.4.1～2020.3.31 第２号地域住民の代表

8 矢井　孝明 いきいき活動委員会長 2019.4.1～2020.3.31 第６号教育委員会が適当と認める者

9 梅田　裕司 元PTA会長 2019.4.1～2020.3.31 第５号学識経験を有する者

10 辻　正益 本田小学校PTA会長 2019.4.1～2020.3.31 第１号保護者の代表

11 中村　英生 生津小学校PTA会長 2019.4.1～2020.3.31 第１号保護者の代表

12 山之腰真生 穂積北中学校PTA会長 2019.4.1～2020.3.31 第１号保護者の代表

13 坂野　美恵 本田小学校長 2019.4.1～2020.3.31 第３号当該区域学校の校長

14 棚橋　剛 生津小学校長 2019.4.1～2020.3.31 第３号当該区域学校の校長

15 池田　卓也 穂積北中学校長 2019.4.1～2020.3.31 第３号当該区域学校の校長

16 上水流弘美 本田小学校教頭 2019.4.1～2020.3.31 第４号当該区域学校の教職員

17 尾崎　友美 生津小学校教頭 2019.4.1～2020.3.31 第４号当該区域学校の教職員

18 西村　守史 穂積北中学校教頭 2019.4.1～2020.3.31 第４号当該区域学校の教職員

令和元年度　学校運営協議会委員名簿　穂積北中学校区

氏名



住所 任期 備考（該当条項）

1 古川　文行 元校長 2019.4.1～2020.3.31 第５号学識経験を有する者

2 西野　陽一 巣南中学校ＰＴＡ会長 2019.4.1～2020.3.31 第１号保護者の代表

3 北川　静男 自治会連合会役員 2019.4.1～2020.3.31 第２号地域住民の代表

4 桂川　忠勝 自治会連合会役員 2019.4.1～2020.3.31 第２号地域住民の代表

5 市橋　靖二 民生委員・児童委員協議会長 2019.4.1～2020.3.31 第２号地域住民の代表

6 矢野　幸子 青少年育成推進員 2019.4.1～2020.3.31 第２号地域住民の代表

7 矢野　淳一 巣南中学校同窓会長 2019.4.1～2020.3.31 第２号地域住民の代表

8 大野　雅義 南小学校長 2019.4.1～2020.3.31 第３号当該区域学校の校長

9 臼井　晋一 西小学校長 2019.4.1～2020.3.31 第３号当該区域学校の校長

10 関谷　典久 中小学校長 2019.4.1～2020.3.31 第３号当該区域学校の校長

11 馬淵　郁子 元校長 2019.4.1～2020.3.31 第５号学識経験を有する者

12 加藤　惠眞 元教員 2019.4.1～2020.3.31 第５号学識経験を有する者

13 矢代　照彦 南小学校ＰＴＡ会長 2019.4.1～2020.3.31 第１号保護者の代表

14 水野真由美 民生委員・児童委員 2019.4.1～2020.3.31 第２号地域住民の代表

15 村井　正人 青少年育成推進員 2019.4.1～2020.3.31 第２号地域住民の代表

16 小森　保直 元校長 2019.4.1～2020.3.31 第５号学識経験を有する者

17 溝部　美幸 西小学校ＰＴＡ会長 2019.4.1～2020.3.31 第１号保護者の代表

18 棚橋　則夫 自治会連合会役員 2019.4.1～2020.3.31 第２号地域住民の代表

19 矢野　敏雄 老人ｸﾗﾌﾞ連合会 2019.4.1～2020.3.31 第２号地域住民の代表

20 増田　行義 人権擁護委員 2019.4.1～2020.3.31 第５号学識経験を有する者

21 山口　忠 中小学校ＰＴＡ会長 2019.4.1～2020.3.31 第１号保護者の代表

22 加藤　藤子 主任児童委員 2019.4.1～2020.3.31 第２号地域住民の代表

23 名和遊幾子 民生委員・児童委員 2019.4.1～2020.3.31 第２号地域住民の代表

24 古澤郁那子 子ども会育成会代表 2019.4.1～2020.3.31 第１号保護者の代表

25 馬淵　淳子 青少年育成推進員 2019.4.1～2020.3.31 第２号地域住民の代表

26 鹿野よし子 主任児童委員 2019.4.1～2020.3.31 第２号地域住民の代表

27 伊藤　清美 巣南中学校長 2019.4.1～2020.3.31 第３号当該区域学校の校長

令和元年度　学校運営協議会委員名簿　巣南中学校区

氏名



議案第３４号  

   令和２年度瑞穂市立ほづみ幼稚園入園募集要項について  

 令和２年度瑞穂市立ほづみ幼稚園入園募集要項（案）を別紙のとおり定める

ことについて瑞穂市立幼稚園管理規則（平成１５年瑞穂市教育委員会規則第１

３号）第３条の規定により瑞穂市教育委員会の議決を求める。  

  令和元年５月３０日提出  

瑞穂市教育委員会教育長 加 納 博 明  

   提案理由  

 瑞穂市立幼稚園管理規則（平成１５年瑞穂市教育委員会規則第１３号）第３

条の規定により、募集要項を定め瑞穂市教育委員会告示をするため。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



瑞穂市教育委員会告示第１４号  

 令和２年度瑞穂市立ほづみ幼稚園入園募集要項を次のとおり定める。  

  令和元年  月  日  

瑞穂市教育委員会教育長 加 納 博 明    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



令和２年度瑞穂市立ほづみ幼稚園入園募集要項（案）  

１ 募集園児数 ５歳児 １８名（定員１０５名－今年度年中在園児数）  

        ４歳児 ２９名（定員 ９９名－今年度年少在園児数）  

        ３歳児 ８８名  

２ 資  格  ５歳児 市内に在住する平成２６年４月２日から平成２７年

４月１日生まれの幼児  

        ４歳児 市内に在住する平成２７年４月２日から平成２８年

４月１日生まれの幼児  

３歳児 市内に在住する平成２８年４月２日から平成２９年

４月１日生まれの幼児  

３ 就園期間  ５歳児 令和２年４月１日から令和３年３月３１日までの１

年間  

        ４歳児 令和２年４月１日から令和４年３月３１日までの２

年間  

３歳児 令和２年４月１日から令和５年３月３１日までの３

年間  

４ 説明会日時 令和元年７月２３日（火）午前９時２０分から  

５ 説明会会場 ほづみ幼稚園  

６ 受付期間・場所 令和元年７月２３日（火）から令和元年７月３１日（水）ま

で ７月２７日（土）、２８日（日）、３０日（火）は除く  

        午前９時から午後４時３０分  

        ほづみ幼稚園  

７ 抽選会   各年次毎の募集園児数を超えた場合、令和元年８月２９日

（木）午前９時００分から抽選会を実施する。（前記１の募集

園児数を超えた場合は、後日、該当年次児の保護者の方全員

に文書にて発送させていただきます。）  

８ 保育料等  保育料      子ども・子育て支援法の改正内容を踏ま

え決定  

        給食費     月額 ３，７１０円（令和元年５月現在）  

        交通安全協力費 月額   ５６０円  



議案第３５号  

   瑞穂市次世代育成支援対策協議会委員の委嘱について  

 瑞穂市次世代育成支援対策協議会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号の規定により教育委員会の議決を求める。  

  令和元年５月３０日提出  

瑞穂市教育委員会教育長 加 納 博 明  

   提案理由  

 瑞穂市次世代育成支援対策協議会委員が欠けたことから、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

次世代育成支援対策協議会委員を委嘱するもの。  



氏　名 任　期

1 菊井　愛
令和元年６月２１日から
令和２年３月２５日まで

福祉関係者
岐阜県中央こども相談センター
　家庭支援課　家庭支援第二係長

2 大橋　香
令和元年６月２１日から
令和２年３月２５日まで

子ども子育て支援
に関する団体（労
使）

大垣共立銀行　人事部　人事企画課

3 大平　髙司
令和元年６月２１日から
令和２年３月２５日まで

地域活動団体 瑞穂市自治会連合会代表

4 吉田　佳央里
令和元年６月２１日から
令和２年３月２５日まで

子ども子育て支援
に関する団体

瑞穂市保育所保護者会代表

5 加藤　沙織
令和元年６月２１日から
令和２年３月２５日まで

子ども子育て支援
に関する団体

ほづみ幼稚園　ＰＴＡ代表

瑞穂市次世代育成支援対策協議会委員

備　考　（　委　員　構　成　区　分　）



意見聴取 

   平成３１年度瑞穂市一般会計補正予算（第１号）について 

 平成３１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。 

  令和元年５月３０日提出 

               瑞穂市教育委員会教育長 加 納 博 明  

   提案理由 

 令和元年第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。 



平成３１年度  

 

瑞 穂 市 補 正 予 算 書 
（ 教 育 委 員 会 分 抜 粋 ） 

 
平成３１年度瑞穂市一般会計補正予算書（第 1号） 










