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平成３０年度 第７回 教育委員会議事録 

 

１ 開催日及び場所 

  平成３１年１月８日（火） 午後１時３０分から午後２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１４号 山県市教育委員会表彰被表彰者の決定について 

日程第５  議第１５号  平成３１年度教職員人事異動方針について 

日程第６  議第１６号  平成３１年度山県市一般会計当初予算（教育予算）について 

日程第７ 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  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 

４ 欠席者 

委 員  江崎 由里香 
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５ 会議次第 

 （午後１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７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６回教育委員会を平成３０年１０月３１日、水曜日、

午前９時３０分から午前１０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３名、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、教育長の報告

として学校教育課長から市防災訓練への伊自良地区小中学生の参加の状況

についての報告がありました。 

        議事としまして、山県市教育委員会公印規則の一部を改正する規則につ

いてなど３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、千葉委

員を指名します。 

千葉委員    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２点ほど、報告やお願いをさせていただきます。 

        １点目は、昨日全ての小中学校で始業式が行われましたが、不登校の子

供の状況につきまして、新たに３学期から不登校となる子はいませんでし

たが、３学期を契機に今まで不登校となっていた子で登校できた子が２人

ほどおりました。特に心配なのは中学校３年生で不登校となっている子で
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すが、進路等につきましてまだ悩んでいて決まっていない子が１人おりま

すが、他の子は全員どうするかを決めているようで、学校と相談しながら

進路を決めていっている状況です。 

        ２点目は、先日ご案内いたしましたが、１月１３日の日曜日に成人式を

開催いたしますので、ご出席をお願いしたいと思います。例年ですと午前

中が成人式、午後からが市の出初め式と日にちが重なっていましたが、今

年は出初め式が既に先日の日曜日に終了しておりますので、成人式のみと

なります。成人式は午前中の式典等に引き続き、昼からは立食パーティー

を行っているのですが、今まで来賓の方は出初め式があるのでご案内して

おりませんでした。たまたま今年は午後からの出初め式がございませんの

で、来賓の方も参加することが可能です。もし時間が許せば立食パーティ

ーの方にもご参加いただければと思います。 

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。 

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。 

         日程第４、議第１４号、山県市教育委員会表彰被表彰者の決定につい

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１４号、山県市教育委員会表彰被表彰者の決定について。 

        山県市教育委員会表彰規則第５条の規定に基づき、別紙の被表彰候補者

について審査し、被表彰者を決定するものとする。 

        平成３１年１月８日提出、山県市教育委員会、教育長、伊藤正夫。 

次のページに被表彰者名簿の案がありますのでご覧ください。整理番

号の１番と２番の方は、表彰規則第２条の第３号、市内の小中学校に１５

年以上在職に該当する方でございます。３番と４番の方は、第２条第４号

の教育関係団体において多年職務に精励に該当する方で、それぞれ山県市

スポーツ少年団の本部長、理事長を永年にわたって務められております。

５番の方は、第２条第６号の多年の学校における保健管理の振興に該当す

る方で、耳鼻科の学校医として今年で１０年目となります。６番の前教育

委員会委員の方は、２期８年間、教育委員会委員として市の教育行政にご
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尽力いただきましたので、第２条第８号のうち表彰することが適当と認め

られる者に該当するとして候補者にあげさせていただきました。被表彰候

補者は以上の６名ですが、表彰式は、平成３１年２月２１日に山県市文化

里花咲きホールにおいて行いたいと考えております。 

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    １番と２番の教職員の方は、今年度が１５年目ということでよろしいで

しょうか。 

事務局（恩田） はい、その通りです。今までの教職員の方の表彰が１５年目の年度とな

っておりますので、今回も同じようにいたしました。 

大野委員    ３番の方の功績概要に山県市スポーツ少年団の本部長として３６年とな

っていて、高富町の時の年数も併せての年数だと思いますが、山県市スポ

ーツ少年団となってからは１５年なので、表記としておかしいのではない

でしょうか。 

事務局（恩田） はい、確かにおかしいですので、山県市スポーツ少年団となってからと

して３６年を１５年に訂正させていただきます。 

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１４号、山県市教育委員会表彰被表彰者の決定について、被表彰

候補者全員を被表彰者と決定することに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、山県市教育委員会表彰被表彰者の決定について、

被表彰候補者全員を被表彰者と決定します。 

続きまして、日程第５、議第１５号、平成３１年度教職員人事異動方

針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１５号、平成３１年度教職員人事異動方針について。 

        平成３１年度教職員人事異動方針について、別紙のとおり定めるものと

する。 

        平成３１年１月８日提出、山県市教育委員会、教育長、伊藤正夫。 
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        内容につきましては、学校教育課長の方からご説明させていただきます。 

学校教育課長  まず、異動の方針についてご説明する前に、来年度の教員の人数がどの

ようになりそうかということについてお話しさせていただきたいと思いま

す。来年度子供の数が減るということで、学級数が小中学校あわせて全体

で２減となります。それに伴って教員定数も２減となりますが、特別支援

学級、通級指導教室が各１ずつ増級される可能性が高いので、学級数の増

減なしとなって、教員定数も増減なしとなる見込みです。それで教職員定

期人事異動の方針につきましても、大幅な変更はございませんので、変更

した箇所についてのみ、ご説明させていただきます。１ページ目は変更が

なく、特色ある学校づくり、学校の活性化のために異動を進めていくとな

っております。２ページ目の下段の方に⑤として再任用とありますが、新

たに加えた文言として、再任用の期間は、退職後３年までを原則とすると

明記いたしました。その下の（４）市費負担職員につきましては、同一校

の勤務は原則５年までとしておりまして、施設管理員、調理員は７０歳、

その他の市費負担職員は６５歳を上限とするとしました。これは現在山県

市の教職員は５０歳代が一番多く、今後退職者も多くなりますので、上限

を設定することとしました。 

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。 

大野委員    再任用の方針につきましては、県も同じ方針ですか。 

学校教育課長  県は５年までとしております。 

教育長     再任用の方を多く採用しますとそれだけ新任の方を採用することが減っ

てきます。特に小学校では担任を持っていただく先生が必要なのですが、

再任用の方に担任を持っていただくのは難しいのではないかということも

あります。市費負担職員の人数枠も決まっておりまして今後増やすことも

難しい状況にあり、全体的なことを考えますとこのような方針とせざるを

得ないということになります。 

大野委員    この方針は外部に出す文書ではないということでよろしいでしょうか。 

学校教育課長  はい、内部資料となります。 

大野委員    再任用の部分については、今後時代のすう勢によって変わる可能性もあ

りますか。 
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学校教育課長  今後の状況を考えますとしばらくの間は、このまま続くと思われます。 

大野委員    現場の先生方はまだ知らないのですか。 

学校教育課長  概略などの話はしております。 

教育長     希望調査を実施しましたが、その時に校長の方からある程度の説明をし

て調査しております。今後山県市では再任用の候補者が多くなるとしても、

近隣の市町では逆に不足するということもあり得ますので、いろいろな状

況に応じて対応していくことになるかと思います。 

千葉委員    先ほど学級数が減るということでしたが、どこの学校で減となりますか。 

学校教育課長  まず大桑小学校は１増となります。それで伊自良北小学校は１減となり

まして完全複式となり３学級となり、いわ桜小学校が４学級から３学級に

１減となります。それから高富中学校の新２年生は学級編制基準が１年生

の３５人から２年生からは４０人となることにより１減となります。 

千葉委員    伊自良北小学校といわ桜小学校については、学校全体として子供が少な

いので、しばらくはこの状況が続くということでしょうか。 

学校教育課長  いわ桜小学校は来年度６年生がいませんので、完全複式ではないですが

３学級となります。来年度以降は状況により複式が解消されて増えること

もあり得ます。 

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１５号、平成３１年度教職員人事異動方針について、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年度教職員人事異動方針について、決

定します。 

        続きまして、日程第６、議第１６号、平成３１年度山県市一般会計当初

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１６号、平成３１年度山県市一般会計当初予算（教育予算）につい

て。 

        平成３１年度山県市一般会計当初予算（教育予算）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。 
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        平成３１年１月８日提出、山県市教育委員会、教育長、伊藤正夫。 

以前補正予算の時にもご説明いたしましたとおり、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、これから説明するものは現在事務局の方が市の財

政部局と協議している最中のものであります。そのため最終的な市の予算

案ではないことあらかじめご理解いただきたいと思います。 

それでは平成３１年度教育費予算要求調書をご覧ください。繰り返し

になりますが、現在も財政部局と協議中であり日々状況が変わっています

ので、昨年１２月末現在の状況でご説明いたします。こちらの見出しには

教育費となっておりますが、ここでは学校教育課と生涯学習課が実施する

事業等の予算のみをご説明いたします。最終的な市の予算書にはこれに加

えて正職員の人件費などを加えたものが教育費の項目となりますので、金

額的に大きな違いが出てきます。それではまず歳入ですが、要求額が７，

３５８万円ほどで前年度に比べまして６００万円ほどの増となっておりま

す。内訳としまして学校教育課所管は要求額が約４，４２７万円で対前年

度約４５６万円の減、生涯学習課所管は要求額が約２，９３０万円で対前

年度約１，０６０万円の増となっております。続いて歳出ですが、学校教

育課所管は要求額が約５億５，８６４万円で対前年度約５，８５６万円の

増、生涯学習課所管は要求額が約２億７，０６３万円で対前年度約２，７

７３万円の増となっており、併せて合計の要求額が約８億２，９２７万円

で対前年度約８，６２９万円の増となっております。続きまして次のペー

ジの主な歳入予算要求額一覧表をご覧ください。国庫支出金としまして学

校教育課の所管で幼稚園就園奨励費補助金を約７５１万円計上しています。

これは歳出の方にあります私立幼稚園就園奨励費補助金に対しての３分の

１の国庫補助金です。ただし、今年１０月から予定されております国の幼

児教育無償化により、国と地方の財政負担の割合が変わってきますので、

今後変更する可能性があります。続きまして県支出金ですが、学校教育課

所管の岐阜県スクールサポートスタッフ配置事業補助金、清流の国ぎふふ

るさと魅力体験事業委託金につきましては、今年度補正予算で対応いたし

まして１０分の１０補助で既に実施している事業への県からの補助金等で

すが、当初予算で比較しておりますので、それぞれ２７０万円、５０万円
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の皆増となっております。続いて生涯学習課所管ですが、来訪者受入環境

整備補助金が２５０万円で２分の１補助、土岐氏・大桑城関連絵巻物作成

業務委託補助金が約１１３万円で２分の１補助、ねんりんピック２０２０

リハ大会補助金が約６１万円で２分の１補助、日本スポーツマスターズ２

０１９補助金が１８万円で２分の１補助となっております。以上、全体の

概要と主な歳入についてご説明させていただきましたが、次ページ以降の

主な歳出予算要求額につきましては、それぞれ学校教育課長、生涯学習課

長の方からご説明させていただきます。 

学校教育課長  それでは学校教育課所管の歳出予算について、主に新規及び拡充のもの

をご説明させていただきます。まず教育振興基本計画が平成３１年度で１

０年間の計画期間が終了しますので、来年度新たに教育振興基本計画を作

成するための検討委員の報酬等を計上しております。続いてスクールサポ

ートスタッフを今年度に引き続き配置する予定でありますので、その賃金

を計上しております。先ほど説明しましたとおり県よりの１０分の１０の

補助で実施する予定でおります。続いて昨年度市が平和非核宣言を行いま

して、それに関わる事業として各学校の代表児童生徒が広島市で研修を行

うということを考えておりまして、そのための経費を計上しております。

続いて複式学級等の解消に向けて、現在の教育サポーターは支援のみです

ので、授業もでき、評価もできる特別教育サポーターを市費負担職員とし

て新規で設置したいとしてその賃金を計上しております。続きまして化学

薬品・水銀商品破棄処理業務委託、ＰＣＢ廃棄物処理委託ですが、以前か

ら専門の業者でなければ破棄・廃棄できない物品が残っており、特に高濃

度ＰＣＢは処理の順番待ちのような状態でありまして、今回処理できる目

途が立ちましたので計上するものです。続いてスクールバスのワゴン車購

入ですが、現在特別学級に校区を越えて通う子供をワゴン車で送迎してお

りますが、そのワゴン車がかなり古くなっておりますので、更新するため

に計上するものです。続いてプログラミング教材のペッパーのリース料で

すが、現在２台が各学校を巡回していますが、２台では各学校が年間の内

１か月程度しか利用できないので、４台に増やしてもう少し長い期間学校

でプログラミングのさわりの部分に触れることができるようにしたいとい

うことで計上しております。続いて清流の国ぎふふるさと魅力体験事業で

すが、知事の意向で県の博物館などをできるだけ多くの小中学に利用して
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もらいたいということで、今年度も既に実施しましたが１０分の１０の補

助金で実施するものです。続いて指導用教科書・教材等ですが、２０２０

年度から小学校が新しい教科書となりますので、２０２０年の３月には新

しい指導用教科書・教材等を購入しなければならないので計上しておりま

す。最後に中学校費で小学校費と同様に化学薬品・水銀商品破棄処理業務

委託につきまして計上しております。以上でございます。 

生涯学習課長  生涯学習課所管につきましては、新規又は拡充があまりございませんで、

大きな増減となっているものは全て臨時の経費でございます。最初は地区

公民館管理ですが、建物のトイレ改修、非常灯取替などの工事請負費が増

となります。続いて高富中央公民館管理も工事請負費ですが、こちらは減

となっていまして、美山中央公民館管理の工事請負費は舞台機構設備改修

工事などで大きく増となっております。続きまして花咲きホール管理です

が、委託料につきましては花咲きホールのイベント行事をかなり整理しま

したので減となっておりますが、施設改修工事などで工事請負費は増とな

っております。青少年育成対策につきましては、新たに地域未来塾という

ものを開設する予定でして、これは市内在住・在学の高校生を対象とした

学び直しの場を提供するというものですが、この新規事業のための経費が

増となっております。続いて文化財保護ですが、２０２０年１月からＮＨ

Ｋで「麒麟がくる」という明智光秀を主人公とした大河ドラマが放送予定

となっておりまして、この機に明智光秀ゆかりの地として、明智光秀と土

岐氏との関わり、土岐氏最後の居城である大桑城など、山県市の歴史、文

化を全国に発信していこうということで、史跡の調査、絵巻物作成業務の

委託料、土岐氏・大桑城関連の看板設置工事費を計上しております。これ

らは県からの２分の１の補助で実施いたします。続いて保健体育総務です

が、２０２０年にねんりんピック岐阜が開催されまして、６０歳以上を対

象としていますが、山県市ではソフトバレーの競技が行われます。それに

伴って来年度実行委員会を立ち上げますので、その負担金を計上しており

ます。こちらも県から２分の１の補助があります。続いてその他体育施設

管理ですが、谷合運動場に倒れる危険性の高い立木がありますので、それ

の伐採委託料と高富小学校の屋外トイレが昨年の台風で屋根が破損したた

め、その修繕工事費を計上しております。また、ここには掲載していませ

んが、来年度に日本マスターズ２０１９が開催されまして、男性４０歳以
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上、女性３５歳以上を対象とし、山県市ではバレーボール競技が行われま

すが、その関係経費を保健体育総務に計上しております。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    幼児教育の無償化は、初年度は国が全額負担するといわれていますが、

どのような状況でしょうか。 

事務局（恩田） まだ明確な通知とかが来ていないため、私どもも国の関係省庁のホーム

ページなどを見て調べている状況ですので、はっきりしたことはまだわか

っていません。確かに関係省庁のホームページなどには、今年の１０月か

ら来年３月までの半年分については、国が全額負担するという記載はあり

ますが、はっきりとはわかりません。ただ、国が２分の１、県が４分の１、

市が４分の１負担するというのが基本にあるようなので、今後はこの負担

割合となるのではないかと思われます。それで山県市は現在既にかなりの

部分を市費の負担で幼稚園、保育園も含めて無償化を実施していますので、

新しい制度になりますと実質的に市の財政負担は減ることになるかと思い

ます。 

千葉委員    文化財保護にカモシカ火葬処理委託とありますが、どのようなものです

か。 

生涯学習課長  カモシカは天然記念物ですので、死亡が発見された場合はしっかりと検

死をして、その後埋火葬処理する必要があります。そのための委託料とな

ります。 

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１６号、平成３１年度山県市一般会計当初予算（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３１年度山県市一般会計当初予算（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。 

事務局（恩田） 事務局の方から１点ですが、お手元に本年度の小中学校卒業式出席者に

ついての案をお配りしております。案のとおり委員の方には各小学校、中
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学校にご出席いただきたいと思いますが、ご都合の方はよろしいでしょう

か。 

はい、それではよろしくお願いいたします。ちなみに、中学校の卒業

式終了後、短い時間ですが教育委員会会議を開催する予定でおりますので、

よろしくお願いいたします。事務局からは以上です。 

川田職務代理者 その他について、ほかに何かございますか。 

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７回教育委員会を閉会いたします。 

（午後２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   伊藤 正夫       

 

委  員   千葉  純       

 

                      

 


