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令和元年第１１回瑞穂市教育委員会定例会会議録 

令和元年１１月２７日（水）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 令和元年第１０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 承認第５号 瑞穂市社会教育推進員の委嘱についての専決処分につい

て 

日程第４ 意 見 聴 取 平成３１年度瑞穂市一般会計補正予算（第４号）につい

て 

日程第５ 意 見 聴 取 平成３１年度瑞穂市学校給食事業特別会計補正予算（第

２号）について 

日程第６ 教育長の報告 

日程第７ 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 

  森 下 伊三男 

加木屋 加緒里 

大 平 髙 司 

 

○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          児 玉   太 
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教育総務課長        松 島 孝 明 

  学校教育課長        小 川 瑞 樹 

  学校教育課主幹       曽我部 雄 志 

  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        児 玉   睦 

  生涯学習課主幹       辻   治 彦 

  生涯学習課総括課長補佐   野 津 浩 行 

 

○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   松 野 英 泰 

 

○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 只今から令和元年第１１回瑞穂市教育委員会定例会を開会致します。

それでは、日程に従って進めさせていただきます。 

                                     

日程第１ 令和元年第１０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 令和元年第１０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。既に、訂正箇所の申出

がありますが、その他ご異議ございませんか。 

異議がないようですので、訂正箇所を修正して、令和元年第１０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 承認第５号 瑞穂市社会教育推進員の委嘱についての専決処

分について 

○教育長  日程第３ 承認第５号 瑞穂市社会教育推進員の委嘱についての

専決処分について、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 承認第５号 瑞穂市社会教育推進員の委嘱についての専決処

分について、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３条第１項の規定により、瑞穂市社会教育推進員に別紙の者

を委嘱したので、同条第２項の規定により報告し、瑞穂市教育委員会の承認

を求める。令和元年１１月２７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３条の規定により、瑞穂市社会教育推進員を委嘱するもの。 
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 ＜資料により説明＞ 

   ～ 質疑・討論 ～ 

○教育長 ご質問は、ございませんか。 

○大平委員 人事異動による委嘱ですか。 

○生涯学習課長 はい。前任の方の異動により委嘱をします。参考に別添に社

会教育推進員の名簿がございますのでご確認ください。 

○教育長 自治会や校区の中で運動会や自治会事業において活動していただい

ています。 

○教育長 その他にご質疑ございませんか。 

異議なしと認めます。日程第３ 承認第５号 瑞穂市社会教育推進員の委嘱

についての専決処分について、承認することと致します。 

                                     

日程第４ 意見聴取 平成３１年度瑞穂市一般会計補正予算（第４号）

について 

○教育長 日程第４ 意見聴取 平成３１年度瑞穂市一般会計補正予算（第４

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 意見聴取 平成３１年度瑞穂市一般会計補正予算（第４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１

６２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１１月２７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４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。 

 ＜資料により説明＞ 

   ～ 質疑・討論 ～ 

○加藤委員 保健体育費のトップアスリート育成事業委託の減額について。給

食センター賃金の減額について。もう一度ご説明をお願いします。 

○生涯学習課長 契約の差金です。内容に変更はありません。     

○教育総務課長 当初予算で見込みました補助職員の方が４月より雇用をでき

なかった為に雇用ができた日までの期間について減額いたします。 
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○教育長 人数は大丈夫ですか。 

○教育総務課長 予算人数までの充足には、まだしていません。 

○加藤委員 子育て支援の組み替えについて再度説明をお願いします。 

○教育長 当初に計上いたしました、歳入の「地方特別交付金、子ども・子育て

支援臨時交付金」と「国庫支出金、国庫補助金、民生費国庫補助金、児童福

祉費補助金、子ども・子育て支援交付金」について、歳入先が変更とともに

名称が「同、民生費国庫補助金、児童福祉費補助金、子育てのための施設等

利用給付交付金」、「同、教育費国庫補助金、幼稚園費補助金、子育てのた

めの施設等利用給付交付金」と「県支出金、県負担金、民生費県負担金、児

童福祉費負担金、子育てのための施設等利用給付交付金県費負担金」、「同、

教育費県負担金、幼稚園費負担金、子育てのための施設等利用給付交付金県

費負担金」に変更されます。   

○幼児支援課長 合計額が変更となりますが、変更は、歳出の「民生費、児童

福祉費、児童福祉総務費、負担金補助金及び交付金、施設等利用給付費負担

金」が１，６３６千円増加することによります。理由は、市内の認可外に通

園している児童の増により、無償化により施設に増額して支払いが生じるこ

とによります。 

○加木屋委員 トップアスリート育成事業の内容についてお聞きします。 

○生涯学習課長 小学生を対象に岐阜瑞穂スポーツガーデンさんの地域型総合

スポーツクラブより講師を派遣していただいて、スポーツについて教えてい

ただいています。２種類の事業があります。スタートアップとして、未経験

の７種目のスポーツについて経験をしていただくコースと少年団や小学校の

クラブ活動に招き育成をしていただくコースがあります。募集は多く抽選と

なっています。 

○教育長 指導者の方は、レベルの高い方がみえます。オリンピック候補選手

も多くいます。瑞穂ならではの事業です。 

○大平委員 巣南中学校区の会議において、あいさつ運動などでののぼり旗な

ど用意されましたが、旗の数など足らないと話がされていました。生涯学習

振興費については、この事業費ですか。 

○生涯学習課長 今回の補正にて計上させていただいているものは、ご質問の
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補正予算ではありません。瑞穂市があいさつの街の宣言をしたことによる、

その周知のための横断幕によるものです。ご質問の件は、活動時ののぼり旗

の件と思いますが、新年度予算に計上を予定しています。 

○教育長 青少年育成会議の議案についてですね。 

○生涯学習課長 横断幕に関しては、各小学校や大きな交差点などに付けたい

と考えています。 

○加藤委員 学級増が３学級ぐらいあるとお聞きしましたが、その後の将来見

通しはどのようにお考えですか。 

○学校教育課長 今の時点ですので確定はしていませんが、３学級ほど増加す

るのではと見込まれます。今後については、穂積中学校区の学校は、生徒が

増えて行くことが見込まれます。特に牛牧小学校は学級の増加や南小学校も

増加が見込まれます。 

○加藤委員 備品だけでなく、教室は大丈夫ですか。 

○学校教育課長 牛牧小学校は、増築を行ったところです。 

○教育長 ほかの用途で使用している教室がありますので、その教室の変更など

で対応ができます。南小学校の推移に注意が必要です。全国的に学級増によ

り教室が不足している市は稀です。他市では統廃合を検討されております。

人が増えることありがたいことですが必要な対応も出てきます。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 意見聴取 平成３１年度瑞穂市一般会計補

正予算（第４号）について、承認することと致します。 

                                     

日程第５ 意見聴取 平成３１年度瑞穂市学校給食事業特別会計補正予

算（第２号）について 

○教育長 日程第５ 意見聴取 平成３１年度瑞穂市学校給食事業特別会計補正

予算（第２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５ 意見聴取 平成３１年度瑞穂市学校給食事業特別

会計補正予算（第２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
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見を求める。令和元年１１月２７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４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。 

 ＜資料により説明＞ 

   ～ 質疑・討論 ～ 

○教育長 １２月議会では、学校給食事業特別会計を一般会計に移行する議案を

提出いたします。ご質疑ございませんか。 

  異議なしと認めます。日程第５ 意見聴取 平成３１年度瑞穂市学校給食事

業特別会計補正予算（第２号）について、承認することと致します。 

                                     

日程第６ 教育長の報告 

○教育長 １１月１９日に、いじめ問題対策連絡協議会が開催されました。市長

が開催し、福祉部、教育委員会の担当も出席します。報告において、いじめの

件数が３倍ぐらい増加しているとありました。岐阜市の事故を踏まえて、毎月

のアンケート調査について見直しを行い、気になるものは全てもう一度聞き取

りをしました。きちんと捉えなおしをしたためです。学校では、捉え方をきち

んと行って対応している状況がみられると思っています。席上にて、最近は子

どもの様子に危険な感じがするところがあると話をさせていただきました。三

重県の事件や青森県の事件などです。この中で心の安定度に不安を考えて、市

でも子どもたちの様子をきちんと掴んでくださいと学校へ連絡を取りました。

心の健康調査などを実施して様子を見守ってくださいと警鐘をならしたところ

です。 

２点目は、１１月２５日の次世代育成対策協議会についてです。これからの

子育てについての施策をどうするのか、計画を立てるためのご意見をいただく

会議です。５万５千人を越え人口が増加の市です。教育委員会関係では保育所

の待機児童が多くいましたが待機児童も０と解消できてきました。小規模保育

所もでき、未満児の受け入れができる認可保育所もできたことが解消につなが

る１つの原因と考えています。ただ、今後は保育料の無償化による影響の見守

りが必要です。もう 1 つは放課後児童クラブで、こちらも待機児童がありまし

た。本田小校区や穂積小校区で多くいましたが、今年度、タクシーを使用して
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他の施設への送迎などで対応をさせていただきました。現在は、本田小学校や

穂積小学校の体育館を改装し来年度の受け入れ態勢を整備しました。指導員も

色々と働きかけをして増員をしています。今後、若干ですが南小校区で心配を

感じ考えていかなければと思います。 

３点目は、１１月２３日に企画展の講演がありました。文化財審議委員をさ

れています後藤さんより仏像に関わる講演でした。おもしろいお話で、もっと

身近で聞ければと思います。子どもたちにも聞いてもらえるといいなと思いま

した。来年度は修学旅行に行く前に専門的な話を聞いて行くと仏像を観る気持

ちも変わり、事前学習に来ていただくとありがたいと思っています。 

４点目は富有柿の発祥の地として、柿についての依頼も多く来ます。柿振興

会が作成した「柿くれよんの歌」があります。学校での放送について給食時間

に流せたらどうかと思っています。「瑞穂市民の歌」については、生涯学習課

から学校へ登校時間などの時間にでも流してもらうようにと配信をしたところ

です。成人式で歌えるようになればと思っています。 

最後に、校長会について来年度から新しい学習指導要領が小学校で始まりま

す。これに関わって教育大綱を策定していますが改定の年度にあたり、ＳＤＧ

ｓの視点を踏まえた教育の推進を盛り込んでいきたいと思います。誰一人取り

残すことが無いよう基本的な考えを示して行くわけで、不登校の児童や外国人

の児童など取り残してはいけません。それ以外の教育については、平和に関す

る学習、環境に関する学習、防災に関する学習、この３つを段階的に進めて行

きたいと考えています。 

                                     

日程第７ その他 

○教育長 日程第７ その他に入ります。 

  教育次長。 

○教育次長 議会委員会で先進地視察を１９日に行きました。広島の遊具会社

にて大型遊具の導入について各種の使用などの説明を受けました。２０日は

山口県でコミュニティースクールについて視察をしました。社会教育として、

地域の方が学校に来て一緒に活動をしたりとか、地域と連携を盛んにしてお

られます。学校だけでは難しいこともあり、地域の方と進めて行かなければ
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ならないと思います。 

○教育長 教育総務課長。 

○教育総務課長 特にありません。 

○教育長 学校教育課長。 

○学校教育課長 市内１０校の研究発表会や公表会についてご参観ありがとう

ございました。課題がありますが、教科書の基盤となる力を身に付けてきてい

る教員が増えてきている実感をしているところです。 

○教育長 幼児支援課長。 

○幼児支援課長 次世代育成支援対策協議会で子ども子育て支援事業計画とし

て来年度から５年間の計画の案を策定いたしました。１２月１６日よりパブリ

ックコメントを実施します。 

○教育長 生涯学習課長。 

○生涯学習課長 １点目は、大月について今回の議会に契約の成立の議案を提

出します。また、報告会を１２月２１日に開催をいたします。２点目は新聞

記事の写しですが、図書館分館では子ども図書館として子供向けや子育て支

援に関する本がたくさんあります。本に親しめると紹介がされています。裏

側ですが、ハリヨを守れとして、瑞穂市でも文化財の指定をしています。本

田地域ですが希少種であるハリヨについて地域で守っていくとして紹介をさ

れています。３点目はパンフレットをご用意させていたたぎましたので、み

ずほ演劇祭にお時間があればご覧をください。 

○大平委員 多目的広場のワークショップについてのご意見の反映をされたも

のはありますか。 

○生涯学習課長 まず、パブリックコメント実施しました。その後、市内中学

校から、どの様に活用したらよいかなどの意見を聞き、それをベースとして

庁舎職員のワークシップを経て、「いつでもだれで利用できる芝生を中心と

した広場」を基本コンセプトとして、それを基にしたワークショップを２回

開催し、検討会を２回開催しました。その共通した部分の多かった意見を抽

出して反映をさせていただきました。 

○大平委員 岐阜市では学校に行かなくてもいいシステムを作ると新聞に出て

いましたが。 
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○教育長 不登校についてでしょうか。 

○学校教育課長 具体的な数は、この場で持ち合わせていません。現状として

は、昨年はそれ以前までに比べ増えていました。今年度については、小学校

で月７日間以上の欠席数が気になるところです。中学校については、横ばい

と思います。 

○大平委員 子どもたちの将来を心配しています。 

○教育長 施設としては、瑞穂市では教育支援センターがあります。 

○学校教育課長 岐阜市では、教育課程特例校として考えられてみえます。 

○加木屋委員 あじさいスクールの送迎についてはどうですか。 

○学校教育課長 基本的には保護者の方になります。許可により自転車も可能

としています。 

○加木屋委員 通いたいという方は。 

○教育長 責任をもって保護者さんにお願いをしているところです。 

○加木屋委員 公表会と体育祭を参観させていただきました。穂積中体育祭で

は、子どもたちが自ら考えて動く姿がみえました。今年は特に先生に聞くな

どして自主的に動いていると思いました。また、公表会では電子黒板やパソ

コンを使って自分たちで考えて授業をされている姿を拝見しました。南小学

校の公表会では、「すごく楽しかった。すごくよく分かった。」との声を子

どもたちから聞き、先生たちの指導がすばらしいと思いました。また、「し

ましま作戦」がＰＴＡ連合会より運動中ですが、私も交差点で止まりました

が、子どもたちが渡った後にすごく深々と頭を下げお辞儀をして帰って行き

ました。学校でもあいさつをするようにと指導していると伺いましたが、気

持ちのいい思いをしました。このようなことが地域安全にも繋がっていくの

ではと思いました。 

○大平委員 高校では、プロジェクターを使用し授業をしています。瑞穂市で

は電子黒板が教室の横にあり使いやすいと感じました。プロジェクターなど

見やすいようにと教室の中心に配置することにより書く時などの映り込みや

配線などで使いづらい面もあります。小中学校では使い易いものを導入され、

上手に使っていると思いました。 

○森下委員 電子黒板の使い方を見てきたのですが、教室各所で座ったりもし
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て観てきました。場所によっては、生徒の席により光の反射で全然見れないと

ころが気になりました。また、教室により電子黒板を窓際に持って行っている

ところもありました。見やすいと思いました。工夫して使われていてよいので

はと思いました。授業では、特に画面に動きがあるものは分かりやすく感じま

した。 

○加藤委員 電子黒板はよく活用されていると思いました。理科ですが、見通

しをもって実験に取り組んでいるのかと思った所もありました。電子黒板の使

用や理科の実験準備などで多少忙しくなったのではないかと感じました。また、

講師の方も頑張ってみえますが、もう少しの援助がされると楽しい授業になる

のではとも感じました。 

○森下委員 教育の無償化で保育料を上げている所があると新聞記事で知りま

したが、瑞穂市はいいですか。 

○幼児支援課長 基本的に保育料は市で決めていますので上がることはないの

ですが、私立の場合は、保育料以外の料金がありますが、給食費以外について

は聞いてはいません。 

○加藤委員 １２月１４日に未来プロジェクトの発表があるとお聞きしました

が今年度はこれで終了ですか。 

○学校教育課長 はい。 

○教育長 次回の会議ですが、令和元年１２月２３日、月曜日、午後２時００分

から令和元年第１２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。１月は３０日、木曜日、午後２時００分から開催したいと思いますの

でよろしくお願いします。 

                                     

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、

令和元年第１１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３時３５分 


