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平成３０年度 第４回 教育委員会議事録 

 

１ 開催日及び場所 

  平成３０年７月２４日（火） 午前１１時１５分から午後０時１５分 

  山県市役所３階 ３０２会議室 

 

２ 議事日程 

  日程第１ 前回議事録の承認 

  日程第２ 議事録署名者の指名 

  日程第３ 教育長の報告 

  日程第４ 議第７号 平成３１年度使用小学校及び中学校用教科用図書採択について 

日程第５  議第８号 平成３０年度山県市一般会計補正予算（教育予算）について 

日程第６  その他 

 

３ 出席者 

  教育長  伊藤 正夫 

  教育長職務代理者  川田 八重子 

  委 員  江崎 由里香 

  委 員  大野 良輔 

  委 員  千葉  純 

  事務局  学校教育課長  鬼頭 立城 

       生涯学習課長  土井 義弘 

       図書館・文化の里館長  山田 和哉 

中央公民館長  堀  邦利 

       学校教育課  恩田 拓充  衣笠 みつ美 
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４ 会議次第 

 （午前１１時１５分 開会） 

川田職務代理者 ただ今より、平成３０年度第４回教育委員会を開催いたします。 

        日程第１、前回議事録の承認について。 

事務局に説明を求めます。 

事務局（恩田） 日程第１、前回の議事録の承認について。 

        委員の皆様には、前もって議事録を送付させていただいておりますので、

要点のみ説明させていただきます。 

        資料ナンバー１をご覧ください。 

        平成３０年度、第３回教育委員会を平成３０年６月２５日、月曜日、午

後２時３０分から午後３時１０分まで、山県市役所３階、３０２会議室に

おいて開催いたしました。 

        出席者は、委員４名、教育長及び事務局５名でした。 

        会議は、前回議事録の承認、議事録署名者の指名があり、教育長から山

県市少年の主張大会が開催されたことなど２点の報告がありました。 

 議事としまして、山県市立小学校及び中学校適正規模推進計画に基づく

適正規模の取組についてなど２議案を審議のうえ決定いたしました。 

        以上でございます。 

川田職務代理者 ただ今、事務局からの説明につきまして、ご意見ご質問等ございました

ら、お願いします。 

 ご質問が無いようですので、前回議事録の承認について、承認します。 

川田職務代理者 続きまして、日程第２、議事録署名者の指名について、今回は、江崎委

員を指名します。 

江崎委員    はい。 

川田職務代理者 続きまして、日程第３、教育長の報告について、伊藤教育長に報告を求

めます。 

教育長     それでは、５点お願いいたします。 

１点目は、前回も報告させていただきましたブロック塀についてです

が、前回は学校内にあるブロック塀についてご報告させていただきました

が、その後調査を続けていました通学路にあるブロック塀について、大ま

かな把握ができましたのでご報告させていただきます。通学路にあるブロ
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ック塀の箇所数は１９４箇所でした。そのほかにコンクリート壁や石灯籠

などの危険と思われる箇所が３９箇所あり、併せて通学路で危険と思われ

る箇所は２３３箇所となりました。この危険と思われる箇所については、

主に民間の方の所有物ですので、教育委員会の方がどうこうするという訳

にはいきませんから、対策としては、危険であるという認識を持ってもら

うよう、市の建設課などを通じて働きかけをしていくということになりま

す。また、今回の調査は教職員など専門家でない者が行っていますので、

今後は、専門家の目で見ていただくということも行いながら、周知の徹底

を進めていきたいと思います。 

２点目は、７月の初めにありました集中豪雨についてですが、７月４

日の水曜日に台風接近でかなり危険であるという情報があり、警報は発令

されていませんでしたが学校を休業としました。それで、７月５日の木曜

日と６日の金曜日は、警報が発令されておりましたので、学校を休業とし

ました。併せて３日間の臨時休業となりました。また、今回は台風通過後

も大雨が続きまして、６日の夕方に市の災害対策本部が設置されました。

その後、７日の土曜日の午前中に一旦警報が解除され、災害対策本部も解

散いたしましたが、すぐ後に急激に雨雲が発達して再度警報が発令され、

７日の午後に再び災害対策本部が設置され、８日の日曜日の午後まで対応

にあたりました。その間に、大雨特別警報、土砂災害警報も発令されまし

た。市内では北山地区の一部道路が通行止めになり、その先の住民の方が

孤立状態になるということで、市の避難所を開設し、避難を説得されたよ

うですが、徒歩での通行は可能であったため、実際に避難された方はいな

かったということです。なお、この豪雨により、学校への直接的な被害は

ありませんでした。今回、山県市に大雨特別警報が出たのは、関市の板取

で記録的な大雨があり、区割りメッシュの関係で一部が山県市に掛かって

いたためで、市全体が大雨の区域に入っていたという状況ではありません

でしたので、直接的な被害は少なかったということになりました。普段で

あれば雨雲が西から移動してくるのを見て予測ができるのですが、今回の

大雨は、突然そこで雨雲がわいてくるということが起こりまして、非常に

危険であるということを感じました。 
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それで３点目は、豪雨が終わったと思ったら、今度は危険な暑さが来

まして、熱中症の状況についてご報告します。小学校のプール授業の後、

更衣室で着替えている時に気分が悪くなった子が１人いました。今、夏休

み中のプールを行っていますが、学校へ行く途中に気分が悪くなり親に迎

えに来てもらった子がいたという報告も受けています。プールに関しては

プールそのものの水温がかなり高くなっていることや学校への行き帰りも

気をつけなければならないと思っていまして、生涯学習の子供向けの講座

などは、保護者に送り迎えしていただくなどの働きかけをしています。ま

た、中体連のソフトテニスの大会で２回ほど救急搬送がありました。とに

かく異常な暑さでして、笑い話ではないですが、私の近所のアフリカのコ

ンゴからの留学生が「日本は暑いですね」と驚いていましたが、外での活

動に対しては、十分に気をつけたいと思います。 

４点目は、お手元に資料をお配りしましたが、市の歴史民俗資料館と

校長会が一緒になって企画しまして、国立民俗学博物館が行っております、

外国の子供たちのくらしをまとめた資料を貸し出す事業を利用して、今回

は３つの国と地域の外国のくらしを紹介する展示を行っています。夏休み

の始まった７月２１日から開催していますが、毎日２０人以上の来場者が

あるそうです。歴史民俗資料館などは、伊自良地区以外の子供が訪れる機

会がなかなか無いので、今後もいろいろなことを企画していき、歴史民俗

資料館を含めて生涯学習施設に子供たちがふれ合えるようにしていきたい

と思います。７月２９日まで開催していますので、もし、お時間がありま

したらご来場いただきたいと思います。 

５点目は、今年９月に全国レクリエーション大会が高知県で開催され

ますが、そこで全国１０団体の一つとして、山県市レクリエーション協会

が発表をされます。市レクリエーション協会が独自に作った「パックイン

２５」というオリジナルの遊びがありまして、その用具を市内全ての特別

支援学級に寄贈いただき、一緒に活動などを行っていますが、今回はその

取組について発表されます。一般的には福祉施設などを対象とされること

が多いので、非常に珍しい活動だということで応募があった中で選ばれて

の発表となります。協会の方から大会後に報告がありましたら、また、お

知らせしたいと思います。 
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以上でございます。 

川田職務代理者 教育長の報告について、ご質問等ございましたらお願いします。 

江崎委員    外国のくらしの展示ですが、特にイスラム教の世界というのはなじみが

なかったりしますが、個人的にイスラム教の方と話す機会がありまして、

慎ましいところとか日本人に近い部分もあると感じまして、イメージが変

わりました。身近なところから少しずつでも子供の時から触れていくとい

うのも大切ではないかと思いました。また、熱中症対策ですが、いま高校

野球でも応援の吹奏楽を中止にするなどをしていますが、部活動について、

練習はしたいけれど、生徒の健康面も考えなければならないので、難しい

状況にあるのではないですか。 

学校教育課長  確かに問い合わせはあります。基本的には、各中学校で部活動方針の熱

中症対策版を作っていただき、それぞれの顧問に周知徹底して行くという

ことになります。例えば、活動時間を早めたり短くしたりとか、休憩を十

分取るとかの対応を実施していますが、ただ、既に全国大会や東海大会へ

の出場が決まっている子供たちもいまして、練習を全て無しにするという

訳にもいかないので、十分に配慮して活動するよう学校にお願いしていま

すし、学校も対応をしております。それで指導者１人では対応が難しいこ

ともありますから、外部指導者の方を含めて、できる限り複数の方で指導

にあたるようにとしています。 

江崎委員    活動はさせたいけれど、責任が先生にきてしまうというのが難しいとこ

ろではないでしょうか。 

学校教育課長  あとは保護者会による話し合いになるかと思います。 

千葉委員    私の子供がテニス部に所属していますので、先日の中体連のテニスの大

会をみたりしたのですが、１４日は準決勝までで決勝は延期とされて、２

日後の１６日の団体戦は時間を早めて実施されました。それでも何人かが

倒れて救急車で運ばれたということがありました。状況に応じて現場で対

応していただいてはいますが、このような暑さが今年に限ったことではな

く、今後も続いていくというようなことであれば、根本的に大会の開催時

期を考えるという取り組みもしていかなければいけないのではないかと思

いました。それと夏休みのプール開放ですが、大桑小学校では急遽午前中
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に行うことに変更され、９時頃に出かけて１１時半には帰ってくるのであ

りがたいですが、ほかの小学校の状況はどのようですか。 

学校教育課長  できる限り午前中とした学校がかなりありますが、夏休みのプール開放

は保護者の協力がないとできないので、高富小はプール開放自体を無しと

しました。 

川田職務代理者 富岡小学校は環境省の指標に基づいて判断され、基準を超える時は中止

とのメールが届きます。プール開放も午前９時から１０時までです。 

大野委員    休業となった３日間は補充をしなくても十分に時間数があるということ

でよろしいでしょうか。 

学校教育課長  基本的には余裕がありますが、今後のこともありますので、各学校で例

えば７時間授業をしたり、終業式の日に授業を行ったりして補填をしてい

ます。一学期で全て補填することは難しいので、今後、始業式の日に授業

を行ったりして補填していきます。 

教育長     休業となった１日をまるごと対応するのではなく、部分的に補填してい

きながらということになります。これから台風などでの休業もあり得ます

から、できるだけ早くに補填を終えたいと思います。 

大野委員    先日の大雨でも、愛知県の犬山市では警報に関係なく授業をしていたそ

うです。 

教育長     岐阜県では数年前に下校途中に子供が亡くなるということがあって、県

立学校は全て警報が出たら休業とすることとなって、小中学校もそれに準

ずることになっています。 

大野委員    山県市では、警報が出ていても意外と大丈夫な時が多くないですか。 

千葉委員    警報が出て学校が休みになった時に、結果的にはこれなら学校に行けた

という時もありますが、もしものことがありますから、現在のような対応

がよいのではないかと思います。 

教育長     高校では警報が出てからの対応だと、帰りの交通機関がストップしたり

して家に帰れない場合があるので、何とか早めの対応ができないかという

議論もあるそうです。子供を帰す場合のタイミングの判断というのは、非

常に難しいです。 

川田職務代理者 そのほかに教育長の報告について、ご質問等ございませんか。 

ご質問が無いようですので、次にまいります。 
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        日程第４、議第７号、平成３１年度使用小学校及び中学校用教科用図書

採択についてを議題とします。 

この議案は、岐阜県教科用図書岐阜地区採択協議会の採択にあたって

公平な審議を確保するため、山県市教育委員会会議規則第１３条の規定に

基づき、秘密会として審議したいと思います。 

また、議案の結果については、岐阜地区の他市町の審議に影響を与え

ることを防ぐため、他市町の審議が終了する８月３１日まで非公開とした

いと思います。   

審議及び結果を非公開とすることに、ご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

川田職務代理者 異議なしと認めまして、本議案の審議は秘密会とし、審議結果につきま

しては、８月３１日まで非公開とします。 

議場を閉鎖してください。 

（議場の閉鎖） 

川田職務代理者 改めまして、議第７号、平成３１年度使用小学校及び中学校用教科用図

書採択についてを議題とします。 

 事務局に説明を求めます。 

事務局（恩田） それでは、資料ナンバー２をご覧ください。 

        議第７号、平成３１年度使用小学校及び中学校用教科用図書採択につい

て。 

 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１８２号）に基づき、平成３１年度使用小学校及び中学校用教科用図書

の採択を下記のとおりとする。 

        平成３０年７月２４日提出、山県市教育委員会、教育長、伊藤正夫。 

記。 

１、平成３１年度使用小学校用教科用図書については、平成３０年度

岐阜県教科用図書岐阜地区採択協議会の選定結果と同一の教科用図書を採

択する。 

２、平成３１年度使用中学校用「特別の教科 道徳」教科用図書につ

いては、平成３０年度岐阜県教科用図書岐阜地区採択協議会の選定結果と

同一の教科用図書を採択する。 
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３、平成３１年度使用小学校用「特別の教科 道徳」教科用図書につ

いては、義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律施行令第１

５条第２項及び第３項の規定に基づいて、平成２９年度に採択された教科

用図書を採択する。  

４、平成３１年度使用中学校用教科用図書については、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１４条並びに同法施行令第１５

条の定めるところにより、学校教育法附則第９条に規定する教科用図書を

除き、平成２９年度において使用している教科用図書と同一の教科用図書

を採択する。 

        としまして、次の頁以降に４枚の資料がありますが、岐阜地区採択協議

会の選定結果でありまして、１枚目が小学校の道徳を除いた教科について

現在使用しているものと同じものを選定したという結果、２枚目が中学校

の道徳について選定した結果、３枚目が小学校の道徳について昨年選定し

たものと同じものを選定したという結果、４枚目が中学校について現在使

用しているものと同じものを選定したという結果であります。山県市教育

委員会として、岐阜地区採択協議会の選定結果と同一のものを採択すると

いう議決文の案となります。 

        以上でございます。 

川田職務代理者 ただ今、事務局からの説明につきまして、ご意見ご質問等ございました

ら、お願いします。 

大野委員    道徳について、例えば小学校は平成２９年度に採択された教科書を平成

３１年度も使用するとしていますが、他の教科の次の採択替えの時に、一

緒に採択替えをするということになるのですか。 

教育長     おそらく他の教科の次の採択替えのその次の時に、一緒に採択替えをす

ることになるのではないかと思われます。ですから現在のものは６年間使

用することになるかもしれません。 

学校教育課長  そのことについては通知も何も出ていないので、全くの未定となってお

ります。 

大野委員    一緒となるまで、毎年採択するということになるのですか。 

教育長     基本的には、採択は毎年行うことになっており、その中で４年間は同一

のものを使うとなっています。ですから４年間は採択替えができないけれ
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ど、毎年採択を行うということになります。それで道徳は４年間の最終年

が他の教科とズレていますが、その時に新しい教科書をどうするかという

ことが、まだ決まっていません。６年間使って他の教科と合わせるのが一

般的な考えではないかと思います。 

大野委員    将来的には他の教科と一緒にするという方向性ではあるのですか。 

教育長     そうなっていかないと大変だと思います。採択替えの時の調査研究とい

うのが大変な作業で、そのための調査員を選ばなければなりませんから。 

川田職務代理者 ほかにご意見などございませんでしょうか。 

 それでは、ご意見がないようですので、お諮りいたします。 

議第７号、平成３１年度使用小学校及び中学校用教科用図書採択につ

いて、ご異議ございませんでしょうか。 

（「異議なし」の声あり） 

川田職務代理者 異議なしと認めまして、平成３１年度使用小学校及び中学校用教科用図

書採択について、原案のとおり決定します。 

これをもちまして秘密会を解き、議場の閉鎖を解除します。 

（議場の閉鎖 解除） 

川田職務代理者 続きまして、日程第５、議第８号、平成３０年度山県市一般会計補正予

算（教育予算）についてを議題とします。 

事務局に説明を求めます。 

事務局（恩田） それでは、資料ナンバー３をご覧ください。 

        議第８号、平成３０年度山県市一般会計補正予算（教育予算）について。 

        平成３０年度山県市一般会計予算（教育予算）の補正について、別紙の

とおり市長に意見を申し出るものとする。 

        平成３０年７月２４日提出、山県市教育委員会、教育長、伊藤正夫。 

        次の頁に補正予算の案がありますが、県の事業で「清流の国ぎふ ふる

さと魅力体験」事業というものがありまして、県から委託料をいただいて

市が事業を実施するというものですが、その事業についての補正予算とな

ります。それで歳入に県からの委託金としまして４１４千円を計上し、歳

出としまして、小学校費の教育振興費に同額の４１４千円を計上しており

ます。歳出の内訳は、消耗品費が１千円、事業参加者の保険加入のための

保険料が１１千円、バスの借り上げ料や施設の入館料などの各種使用料と
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して４０２千円となっております。事業の内容は、小学校ごとにいろいろ

な施設に行きまして、各種の体験を行うものとなっています。 

        以上でございます。 

川田職務代理者 ただ今、事務局からの説明につきまして、ご意見ご質問等ございました

ら、お願いします。 

千葉委員    この事業は市内全ての小学校が行われるのですか。 

事務局（恩田） 全ての小学校ではなくて、現在の計画では、梅原小、大桑小、桜尾小の

５年生、伊自良南小、伊自良北小の５年生、美山小の４年生、いわ桜小の

全学年で実施する予定です。 

江崎委員    体験をする施設はどこですか。 

事務局（恩田） 計画では、梅原小、大桑小、桜尾小は合同で、ぎふ清流里山公園とトヨ

タ自動車工場、伊自良南小、伊自良北小も合同で、かかみがはら航空宇宙

科学博物館と三菱パジェロ工場、美山小は、美濃和紙の里会館、あかりア

ート館とフェザーミュージアム、いわ桜小が、かかみがはら航空宇宙科学

博物館と美濃和紙の里会館となっております。 

学校教育課長  この事業は、知事が県の施設をできるだけ多くの小・中学生に知って欲

しいとして特別に予算をつけられたものでして、かかみがはら航空宇宙科

学博物館などを見学することが条件となっています。そのため、例年実施

している社会見学とうまく組み合わせてできるという学校にお願いして実

施するものです。バスの借り上げは、梅原小、大桑小、桜尾小で１台、伊

自良南小、伊自良北小で１台、美山小、いわ桜小が各１台の計４台となり

ます。 

千葉委員    いま１つの学校では、人数の関係でバスを貸し切っての社会見学ができ

にくい状況にありますので、このようなことで経験ができるのはよいこと

だと思います。 

川田職務代理者 ほかにご意見などございませんでしょうか。 

 それでは、ご意見がないようですので、お諮りいたします。 

        議第８号、平成３０年度山県市一般会計補正予算（教育予算）について、

ご異議ございませんでしょうか。 

（「異議なし」の声あり） 
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川田職務代理者 異議なしと認めまして、平成３０年度山県市一般会計補正予算（教育予

算）について、決定します。 

 続きまして、日程第６、その他について、何かございますか。 

事務局（恩田） 私の方からですが、次回の教育委員会会議の開催日の調整をおこないた

いと思いますが、８月２３日から２７日までで皆様のご都合はいかがでし

ょうか。 

（日程を調整） 

それでは、次回の教育委員会会議を８月２７日、月曜日の午後１時３

０分から開催したと思いますので、よろしくお願いいたします。 

生涯学習課長  １つご案内させていただきますが、８月２２日の水曜日、１８時から美

山中央公民館で山県市人権講演会を開催いたします。講師は北朝鮮拉致被

害者の蓮池薫さんです。また、あらためてチラシ等ができましたらご案内

させていただきますので、よろしくお願いいたします。 

川田職務代理者 それでは、そのほかに、何かございますか。 

何も無いようですので、以上をもちまして、本日の議事日程は全て終

了いたします。 

        これをもちまして、平成３０年度第４回教育委員会を閉会いたします。 

（午後０時１５分閉会） 

 

上記議事録は正当であることを認め署名します。 

 

山県市教育委員会   教 育 長   伊藤 正夫       

 

委  員   江崎 由里香      

 

                      

 


