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平成３０年度 第６回 教育委員会議事録 

 

１ 開催日及び場所 

  平成３０年１０月３１日（水） 午前９時３０分から午前１０時３０分 

  山県市役所３階 ３０３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１１号 山県市教育委員会公印規則の一部を改正する規則について 

日程第５  議第１２号 山県市立西武芸・富波・乾小学校統合委員会設置要綱を廃止

する要綱について 

日程第６  議第１３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７ その他 

 

３ 出席者 

  教育長職務代理者  川田 八重子 

  委 員  大野 良輔 

  委 員  千葉  純 

  事務局  学校教育課長  鬼頭 立城 

       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 

４ 欠席者 

教育長  伊藤 正夫 

委 員  江崎 由里香 
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５ 会議次第 

 （午前９時３０分 開会） 

川田職務代理者 それではただ今より、平成３０年度第６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５回教育委員会を平成３０年８月２７日、月曜日、午

後１時３０分から午後３時３０分まで、山県市役所３階、３０３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６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、教育長から夏

休みの子供たちの状況など３点の報告がありました。 

        議事としまして、平成２９年度山県市教育委員会事務事業の点検及び評

価についてなど２議案を審議のうえ決定し、平成２９年度山県市教育委員

会決算の成果説明について報告を受けました。 

        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、大野委

員を指名します。 

大野委員    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、教育長の代理として学

校教育課長に報告を求めます。 

学校教育課長  それでは１点報告させていただきます。１０月２８日に山県市の防災訓

練が伊自良地区で行われましたが、今回初めて伊自良地区の小中学生が参

加いたしました。この日は授業日といたしまして、午前中は防災訓練の参

加といたしました。当日は、ボランティアセンターの開設訓練、応急給食

訓練、土のう作成訓練などを実際に行い、煙体験や防災ヘリによる訓練な
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どを見学いたしました。自助、共助の視点で防災教育を伊自良地区の学校

運営協議会としても進めておりますので、大変良い体験ができたのではな

いかと思います。午後からも授業として伊自良中学校の体育館で小学生は

防災グッズ作り、地震災害のＤＶＤの視聴、心肺蘇生法や止血方法の学習

を行い、中学生は岐阜県防災センターの防災士の方の講演を聞きました。

１日をかけて防災を学ぶという有意義な日が過ごせたということで、大変

良かったと思います。学校運営協議会の方もサポーターとして参加いただ

きまして、伊自良地区全体で地域と学校が一緒になって行えたということ

で意義があったと思います。 

以上でございます。 

川田職務代理者 ただ今の報告について、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、次にまいります。 

        日程第４、議第１１号、山県市教育委員会公印規則の一部を改正する規

則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１１号、山県市教育委員会公印規則の一部を改正する規則について。 

        山県市教育委員会公印規則の一部を改正する規則を別紙のとおり定める

ものとする。 

        平成３０年１０月３１日提出、山県市教育委員会、教育長、伊藤正夫。 

次のページ改正理由と改正文がございますが、山県市教育委員会公印

規則により、公印を使用する場合は、公印保管責任者の承認を受けなけれ

ばならないとされていますが、公印保管責任者が不在のときは、順次次の

役職の者が承認するなど柔軟な運用を行っているのが実情です。 

        この実情にあわせて、公印を使用する場合の承認について柔軟な運用を

可能とするため、新たに、公印取扱者の規定を定めるものです。 

次のページの新旧対照表をご覧いただきたいと思いますが、第３条に

第２項を設けて公印取扱者の規定を定め、第４条を一部改正して公印保管

責任者又は公印取扱者の承認を受けなければならないとするものでござい

ます。 

以上でございます。 
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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    実際の事務の現場の状況に対応するための改正と理解すればよろしいか。 

事務局（恩田） その通りでございます。 

千葉委員    公印保管責任者は１名ですが、公印取扱者も１名となるのですか。 

事務局（恩田） 公印ごとに学校教育課長との協議が必要で、その協議の中で公印取扱者

を誰にするかということを決めますので、公印によっては公印取扱者が複

数名になることもあり得ます。どこまでの役職を公印取扱者とするかは、

それぞれの公印ごとの協議の中での決定となります。 

千葉委員    公印保管責任は、氏名を定めるのですか、それとも役職名となるのです

か。 

事務局（恩田） それも協議の中で決めることですので、それぞれによって違ってくるか

もしれませんが、氏名で定めると職員の異動などがありましたら再度協議

する必要がありますので、役職名の方が良いのかもしれません。 

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１１号、山県市教育委員会公印規則の一部を改正する規則につい

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、山県市教育委員会公印規則の一部を改正する規

則について、決定します。 

続きまして、日程第５、議第１２号、山県市立西武芸・富波・乾小学

校統合委員会設置要綱を廃止する要綱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１２号、山県市立西武芸・富波・乾小学校統合委員会設置要綱を廃

止する要綱について 

        山県市立西武芸・富波・乾小学校統合委員会設置要綱を廃止する要綱を

別紙のとおり定めるものとする。 

        平成３０年１０月３１日提出、山県市教育委員会、教育長、伊藤正夫。 

        次のページに廃止理由と廃止要綱がございますが、既に西武芸小学校、

富波小学校、乾小学校は平成２２年４月に統合されて美山小学校となって
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おりまして、本要綱により設置された西武芸・富波・乾小学校統合委員会

はその役割を終えています。本来であれば美山小学校に統合された時点で

本要綱を廃止すべきでしたが、廃止の手続きがなされていなかったため、

今回廃止するものです。 

        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    平成２２年に美山小学校に統合されて以降、この委員会の活動は全くな

かったのですか。 

事務局（恩田） はい、ございません。 

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１２号、山県市立西武芸・富波・乾小学校統合委員会設置要綱を廃

止する要綱について、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、山県市立西武芸・富波・乾小学校統合委員会設

置要綱を廃止する要綱について、決定します。 

        続きまして、日程第６、議第１３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４をご覧ください。 

        議第１３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１０月３１日提出、山県市教育委員会、教育長、伊藤正夫。 

        予算に関わることにつきましては、市長へ意見を申し出ることを教育委

員会で決定していただかなければなりませんので今回上程するものですが、

あくまでも市長へ申し出る意見ですので、最終的な予算案ではないことあ

らかじめご理解ください。それでは今回の補正予算についてご説明させて

いただきます。最初が教育総務費、事務局費の私立幼稚園就園奨励費補助

金と幼稚園保育料助成金の増額補正です。幼稚園就園奨励費補助金につき
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ましては国庫補助がありますので、歳入も増額補正とします。私立幼稚園

就園奨励費補助金につきましては、年度の途中で補助限度額の増額改正が

ありましたことと対象者が当初見込みよりも増えたことによるもので、幼

稚園保育料助成金につきましては、私立幼稚園就園奨励費補助金と連動し

ておりまして、対象者が当初見込みよりも増えたことによるものです。次

が小学校費の学校管理費ですが、小学校施設の修繕料と工事費の増額補正

となります。年度当初に予定していなかった緊急の修繕がありまして予算

が不足しましたことと梅原小学校の屋内運動場の天井が著しく損傷してお

り、緊急な対応が必要と思われるために予算を要求するものです。続いて

小学校費の教育振興費ですが、就学援助費、特別支援教育就学奨励費に関

わる増額補正です。こちらも対象者が当初見込みよりも増えたことによる

もので、国庫補助がありますので、歳入も増額補正とします。続いて中学

校費の学校管理費ですが、中学校施設の修繕料の増額補正となります。小

学校費と同様に年度当初に予定していなかった緊急の修繕がありまして予

算が不足しましたことによるものです。次の中学校費の教育振興費ですが、

就学援助費、特別支援教育就学奨励費に関わる増額補正です。こちらも対

象者が当初見込みよりも増えたことによるものです。対象者の見込みを精

査しますと全体は増えておりますが補助対象となる方は反対に当初見込み

に比べて減となりますので、歳入については減額補正となります。続いて、

社会教育費の社会教育総務費ですが、学校コラボレーター事業につきまし

て、県の補助対象となりまして一部補助金が交付されることになりました

ので、金額の増減はなく、財源の内訳が変わるという補正となります。最

後に予算額の補正ではありませんが、英語指導助手業務の委託につきまし

て、本年度が３年契約の最後の年ですので、来年度より新たに３年契約を

結びたいと思いますが、契約の方法については通常の入札方式でなくプロ

ポーザル方式で行いたいと思っておりまして、そのためには今年度中に契

約の手続を行う必要があり、当該年度以降の予算について債務負担行為を

行う必要があるため、今回計上するものです。 

学校教育課に関するところは以上でございます。 

中央公民館長  続いて公民館費ですが、一部の地区公民館で先日の台風により屋根のア

スファルトシングル葺きが剥がれる被害がありましたので、地区公民館管

理で災害復旧工事として屋根復旧工事費を計上します。財源は地方債ほか
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建物保険も適用できないか検討しております。実施しますのは４館で、富

岡公民館は屋根全面、北山公民館は西・東側の２面、梅原公民館は集会室

の東面、桜尾公民館は部分的な補修となります。 

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    歳入について、幼稚園就園奨励費補助金は国からの補助金ですか。 

事務局（恩田） はい、その通りです。 

大野委員    就学援助費補助金の中学校の歳入が減額になっているのは、細かな積算

をした結果ということでよろしいですか。 

事務局（恩田） はい、非常に細かな計算となりますのでご説明は省略いたしますが、歳

出に関しては多くの項目に分かれており、それごとに見込みの人数を掛け

合わせて積算しておりますが、項目も補助対象となるものとならないもの

がありまして、現段階で確定分を含めた積算をしまして、補助対象となる

ものが見込みより少なくなり、補助対象とならないものが見込みより増と

なったため、結果として歳出は増額となり、歳入は減額になりました。 

大野委員    中学校の修繕工事を行ったのはどこの中学校ですか。 

学校教育課長  高富中学校の調理室給水バルブの修繕と伊自良中学校の下水及び排水の

修繕です。 

大野委員    公民館屋根復旧工事ですが、金額が大きいかとも思いますが。 

中央公民館長  全面復旧の公民館については、アスファルトシングル葺きをやめて防水

シートなどに変更する予定でおりますことと、梅原公民館はかなりの被害

がありましたのでそのことにより経費が増えております。 

大野委員    英語指導助手の委託ですが、予定している額は決して多い額とは思えま

せんが、契約が結べるでしょうか。 

事務局（恩田） 現在の契約が４６０万円ほどなので、５００万円以内で契約できるので

ないかと思います。 

大野委員    近い将来日本人が東南アジアなどに出稼ぎに行く時代になるかもしれな

いといわれていて、年収５００万で外国から英語指導助手として来るとい

うことは非常に難しくなってくるかもしれません。まず近々は問題ないか

とは思いますが。 
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千葉委員    小学校費の工事請負費ですが、当初予算より多い額の補正となっていま

すが、どのような経緯でしょうか。 

事務局（恩田） そもそも工事請負費は修繕料のように一定額を毎年度当初予算に計上す

るものと違い、工事の施工が必要なときに計上するものですので、年度に

よってかなりの変動があり、今年度予定の工事費として当初の額を計上し

ました。しかし当初予定していなかった梅原小学校屋内運動場の天井の損

傷が激しくなり、緊急に改修する必要があると判断いたしまして、少しで

も早く工事に取りかかれるようにと今回補正に計上させていただきました。 

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１３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） 

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７、その他について、何かございますか。 

それでは、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６回教育委員会を閉会いたします。 

（午前１０時３０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   教育長職務代理者  川田 八重子   

 

委 員  大野 良輔         

 

                      

 


