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平成２８年度 第１回 教育委員会議事録 

 

 

１ 開催日及び場所 

  平成２８年５月１６日（月） 午前９時５５分から午前１０時５０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１号  山県市教育委員会教育長職務代理者の指定について 

日程第５ 議第２号  平成２８年度岐阜県教科用図書岐阜地区採択協議会の設置に

ついて 

日程第６ 議第３号  平成２８年度一般会計補正予算（第１号）について 

日程第７ その他 

 

３ 出席者 

  教育長   伊藤 正夫 

  教育委員  藤岡 功 

  教育委員  川田 八重子 

  教育委員  江崎 由里香 

  事務局   学校教育課長  早川  剛 

        生涯学習課長  梅田 義孝 

        公民館長    堀  邦利 

        学校教育課   恩田 拓充  木田好美 

 

４ 欠席者 

教育委員  大野 良輔 

 



 -2- 

５ 会議次第 

 （午前９時５５分開会） 

学校教育課長  本日、大野委員さんから欠席する旨のご連絡をいただいております。 

それではただ今から、平成２８年度第１回教育委員会を開催いたします。 

        本日の会議は、教育長職務代理者が任期満了により不在となっておりま

すので、日程第４、議第１号、教育長職務代理者が決定されるまでの間、

慣例として事務局が議事の進行を務めさせていただきます。 

 皆様よろしいでしょうか。 

 （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

学校教育課長  それでは日程第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。 

        要点のみ説明します。資料ナンバー１をご覧ください。 

        平成２７年度第９回教育委員会が平成２８年３月２４日、木曜日、山県

市役所３階３０３会議室において開催されました。 

        出席者は、教育委員４名、教育長、事務局５名でありました。 

        会議は午後１時３０分に開会され、前回の議事録の承認、議事録署名者

が指名されました。 

        教育長より、各小学校卒業式への委員出席のお礼、伊自良地域での小中

連携教育の試行、授業改善支援プロジェクトについて、３点の報告があり

ました。 

        議事としまして、１４議案を審議いただき決定され、承認案件１件を承

認されました。 

        会議は午後３時５０分閉会しました。 

 以上でございます。 

学校教育課長  ただいま事務局からの説明につきまして、何かご意見、ご質問等ござい

ましたらお願いいたします。 

川田委員    何もありません。 

学校教育課長  それでは、ご質問がないようですので、前回議事録を承認します。 
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 日程第２、議事録署名者の指名について。 

今回は、川田委員様を指名させていただきますが、よろしいでしょうか。 

川田委員    はい、わかりました。 

学校教育課長  よろしくお願いいたします。 

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     ３点報告させていただきます。 

１点目は、先日第１回の臨時議会が開会されまして、教育委員会関係で

は江崎委員の任命同意の承認がありました。また、厚生文教委員会委員長

には石神真議員が就任されました。厚生文教委員会委員長には、教育委員

会の点検評価などでお世話になることになります。 

２点目は、学校スリム化についてですが、山県市内の先生方が集まる会

議でもお話しさせていただき、今年度、学校スリム化プロジェクトのチー

ムが発足しました。チームは、教頭会、教務主任会、学校教育課、学校事

務職員の中からそれぞれ１名ずつの計４名で、パソコンが堪能な学校事務

職員が中心となって進めてまいりますが、事務処理やその他のいろいろな

業務について簡単に処理できるプログラムが開発できないかなど、全体を

見ながら検討していき、少しでも先生方が子どもと向き合える時間が増え

るようにしていきたいと考えています。 

３点目は、高富中学校生徒の緊急搬送の新聞報道についてですが、５月

９日の理科の実験時に生徒が体調不良を訴えたために緊急搬送された事案

が発生しましたので、教育委員会から各報道機関にプレスリリースを行い、

各社からの取材に対応しました。資料にもありますように実験は硫黄と鉄

の混合物を熱することで硫化鉄をつくるもので、その後物質の性質の違い

を調べるために希塩酸を加えたりしますが、このときに硫化水素が発生し

ます。体調不良を訴えた生徒は、硫化鉄をつくる段階で気分が悪くなり教

室を出ておりまして、硫化水素が発生する段階で体調不良を訴えた生徒は

おりませんでした。ただ、消防署は硫化水素発生に関係する場合は、特別

な対応となり、県などの関係機関へ連絡されることもあり、憶測により周

囲が騒がしくなることもありますので、教育委員会としては事実を正確に
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伝える必要があると考えプレスリリースを行いました。その後の新聞報道

を見ますと、ある程度事実は正確に伝わったと思っております。 

以上、報告します。 

ご質問があればどうぞ。 

川田委員    一般の者からすれば、硫化水素が発生するような実験が学校で行われて

いるのかと驚いたのですが、普通に行われているのですか。 

教育長     教科書に載っており、長年にわたって毎年行っている実験で、今回も教

科書の手順通り行っております。 

硫化水素を発生させる実験ではなく、性質を調べる手順の中でたまたま

硫化水素が発生するということです。 

江崎委員    ＮＨＫのニュースを見たのですけれども、その中ではいまの報告のよう

に実験と関係ないとは伝えていなかったので、事実を正確に伝えることは

難しいと感じるところです。実験は準備も大変で減っていく傾向にある中

で、このようなことがあるとさらに実験が減っていくことにつながらない

かと危惧しています。実験を通して学ぶことも多くありますので、マイナ

スの方向にならないようにしていただきたいと思います。 

藤岡委員    報道対応も含め、今後問われてくるのは対応力だと思います。何か起こ

ったときにどう対処するかをあらかじめ準備しておくことが大切です。同

じことがまた起きるということも想定していた方がよいと思います。 

学校教育課長  それでは、ほかに教育長の報告について質問等はございませんか。 

 質問等がないようですので、次にまいります。 

日程第４、議第１号、山県市教育委員会教育長職務代理者の指定につい

て議題とします。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１号、山県市教育委員会教育長職務代理者の指定について。 

        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１３条第２項の規定に基づき、山県市教育委員会教育長職務代理者の指

定を求める。 

        平成２８年５月１６日提出。山県市教育委員会、教育長、伊藤正夫。 

法の規定により、教育長に事故があるとき、又は教育長が欠けたときは、
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あらかじめ指名する委員がその職務を行うと定められていますので、ご協

議いただき、教育長職務代理者の指定をお願いいたします。 

学校教育課長  それでは、教育長職務代理者の指定方法についてご協議をお願いします。 

藤岡委員    推薦による決定はいかがでしょうか。 

学校教育課長  ただいま藤岡委員さんから推薦にて決定してはどうかとご意見をいただ

きましたが、ほかにご意見はございませんか。 

 （「意見なし」と呼ぶ者あり） 

学校教育課長  ほかに意見がないようですので、教育長職務代理者の指定は推薦にて決

定することといたします。 

藤岡委員    私は、大野委員を教育長職務代理者に推薦いたします。 

        大野委員は、教育行政の手腕も経験豊富であられますので教育長職務代

理者として適任だと思います。 

学校教育課長  ほかにご意見などはございませんか。 

ご意見等がないようですので、お諮りいたします。 

        議第１号、山県市教育委員会教育長職務代理者の指定については、大野

良輔委員を教育長職務代理者とすることにご異議ございませんか。 

 （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

学校教育課長  異議なしと認めます。 

大野良輔委員からは、事前に教育長職務代理者に指定された場合は就任

を受諾する旨の了承を得ていますので、大野良輔委員を教育長職務代理者

とすることに決定いたします。 

それでは、教育長職務代理者が決定され、本来であればここで議事進行

を教育長職務代理者と交代させていただくところですが、本日、大野委員

がご欠席ですので引き続き事務局が議事の進行を務めさせていただきま

す。皆様よろしいでしょうか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

学校教育課長  それでは、日程第５、議第２号、平成２８年度岐阜県教科用図書岐阜地

区採択協議会の設置について議題とします。 

        事務局に説明を求めます。 

事務局（恩田） ご説明いたします。資料ナンバー３をご覧ください。 
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 議第２号、平成２８年度岐阜県教科用図書岐阜地区採択協議会の設置に

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）及び教科用図書採択地区の設定（昭和４３年４月２６日岐阜

県教育委員会告示第４号）に基づき、平成２８年度岐阜県教科用図書岐阜

地区採択協議会を設置するものとする。 

        平成２８年５月１６日提出。山県市教育委員会、教育長、伊藤正夫。 

岐阜市を除く岐阜地域の市町教育委員会で組織されます協議会でござい

ます。平成２８年度の協議会設置について教育委員会の議決を求めるもの

であります。 

学校教育課長  ただいま、事務局からの説明につきまして、ご意見、ご質問等がござい

ましたら、ご発言をお願いいたします。 

藤岡委員    協議会委員には大野委員がなるのですか。 

教育長     今年度は採択替えのない年度ですので、教育長のみで構成されます。採

択替えのあるときは、各市町教育委員のほか専門的知識を持つ職員も入り、

かなりの大人数で構成されます。         

学校教育課長  ほかにご意見などございませんでしょうか。 

        ご意見等がないようですので、お諮りいたします。 

        議第２号、平成２８年度岐阜県教科用図書岐阜地区採択協議会の設置に

ついて、ご異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

学校教育課長  異議なしと認め、平成２８年度岐阜県教科用図書岐阜地区採択協議会の

設置について決定いたします。 

 日程第６、議第３号、平成２８年度一般会計補正予算（第１号）につい

て議題といたします。 

        事務局に説明を求めます。 

事務局（恩田） ご説明いたします。資料ナンバー４をご覧ください。 

        議第３号、平成２８年度一般会計補正予算（第１号）について。 

 平成２８年度一般会計予算（教育委員会）を補正したいので、山県市教

育委員会教育長事務委任規則第２条第１１号の規定に基づき、別紙のとお
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り市長に意見を申し出る。 

        平成２８年５月１６日提出。山県市教育委員会、教育長、伊藤正夫。 

  詳しい内容につきましては、生涯学習課長よりご説明いたします。 

生涯学習課長  総合運動場テニスコートは平成１０年３月から供用を開始し、１８年が

経過して経年劣化が著しく利用者から改修の要望が寄せられておりました

が、改修費用が高額となりますので市単独での改修が難しく補助金等を活

用しての改修となりますのでなかなか着手できませんでした。昨年１２月

頃にスポーツ振興くじ、いわゆるｔｏｔｏの助成募集がありましたので申

請をしまして、本年４月に交付内定がまいりました。事業費は３，８６０

万円ですが、補助対象額は３，０００万円で最大で３分の２の助成があり

２，０００万円となりますが、その中でも細かくランク分けがあり、１０

０パーセントの助成は全国大会規模の施設となり、今回本市は８０パーセ

ント助成の１，６００万円の交付内定を受けましたので、補正予算を上程

するものです。事業費の３，８６０万円が入札などにより３，０００万円

を下回った場合は、それに伴って補助金も減額されます。予算が議決され

ましたら、実際の工事の施工は冬期に行いたいと考えています。 

学校教育課長  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、ご発言をお願いいたします。 

藤岡委員    事務局には補助金取得にご苦労いただきありがとうございました。とこ

ろで現在の市内のグラウンド等の稼働率はどのような状況ですか。 

学校教育課長  いま手もとに詳しい資料がございませんが、各グラウンドでそれぞれ違

うと思います。総合運動場は、テニスコートのほかトレーニングルームも

よく利用されておりますが、他のグラウンドなどの稼働率はあまり高くな

いと思います。 

藤岡委員    市の総合体育館はバレーボールの大きな大会を実施するなどして非常に

有名になっている。テニスコートも有名な大会を誘致するなどしてＰＲに

努めてもらい、多くの人が利用されるようにしていただきたい。 

川田委員    たかとみスポーツクラブで小中学生の教室を行っていただき、体力も向

上していますし、本当にありがたいです。 

学校教育課長  ほかにご意見などございませんでしょうか。 
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 ご意見等がないようですので、お諮りいたします。 

        議第３号、平成２８年度一般会計補正予算（第１号）について、ご異議

ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

学校教育課長  異議なしと認め、平成２８年度一般会計補正予算（第１号）について決

定いたします。 

学校教育課長  日程第７、その他について何かご提案がありますか。 

教育長     教育委員の皆さんが市内にある施設をもっと知りたいというご要望があ

れば、教育委員会の会議をそのような施設で開催してもよいかなと思いま

すがいかがでしょうか。 

藤岡委員    美山地域の奥の方へは行く機会がないので、行ってみたいと思います。 

公民館長    北山地区公民館で施設見学も兼ねて開催されたらよいかもしれません。 

事務局（恩田） 今後、検討させていただきます。 

学校教育課長  その他よろしいでしょうか。 

それでは、以上をもちまして、本日の議事日程は全て終了させていただ

きます。 

        これをもちまして、平成２８年度第１回教育委員会を閉会いたします。 

 （午前１０時５０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       

 

                      教育委員  川田 八重子      


