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平成２８年度 第３回 教育委員会議事録 

 

 

１ 開催日及び場所 

  平成２８年７月２２日（金） 午後４時５５分から午後５時４０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６号 平成２９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７号 山県市立小学校及び中学校の施設開放に関する規則の一部を改

正する規則について 

日程第６ 議第８号 平成２８年度一般会計補正予算（第２号）について 

日程第７ 議第９号 教育財産の取得の申し出について 

日程第８ その他 

 

３ 出席者 

  教育長   伊藤 正夫 

  教育長職務代理者  大野 良輔 

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 

        学校教育課   恩田 拓充  木田好美 
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４ 会議次第 

 （午後４時５５分開会） 

大野職務代理者 ただ今より、平成２８年度第３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。 

        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２８年度第２回教育委員会が平成２８年６月２８日、火曜日、北山公民

館３階集会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名でした。 

        会議は午後１時４０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、放課後子ども教室について、定例議会における一般質問につ

いて、高等学校の活性化に関わる意見交換会の開催について及び夏期休業期

間の学校閉庁日についての４点の報告がありました。 

        議事としまして、２議案を審議いただき決定されました。 

        会議は午後２時５０分に閉会しました。 

        以上でございます。 

大野職務代理者 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。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

大野職務代理者 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。 

 日程第２、議事録署名者の指名について。 

今回は藤岡委員を指名させていただきますので、お願いします。 

藤岡委員    わかりました。 

大野職務代理者 よろしくお願いいたします。 

それでは、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     ２点報告させていただきます。 



 -3- 

１点目は、学校スリム化についての取組で、資料にありますように 2学期か

ら山県市小中学校ＨｏｍｅＤａｙを実施することとし、保護者の方などにお知

らせをしました。それに関わって、新聞、テレビなどでも取り上げられました

が、山県市役所が自治体として県内で初めてイクボス宣言を行いまして、これ

に伴って市の校長会にはかってみたところ、校長会も是非やりたいとのことで

したので一緒に行いました。おそらく校長会がこれを行うのは全国でも初めて

だと思います。女性の校長先生は自分の経験をふまえて、今の教職員の仕事と

子育ての両立を図ることは、校長としてやらなければならないことだと話され

ていました。新聞やテレビなどで取り上げられたことで、保護者の方に学校が

このようなことに取り組んでいるということを知っていただけることができて

良かったと思います。 

２点目は、1 学期が終了して夏休みに入りました。学校訪問も全て終わりま

して、今年度は異動が多い年でしたが、校長先生を中心にどの学校も良い１学

期を過ごしているという印象を持ちました。２学期もまた、楽しみにしており

ます。 

以上、報告いたします。 

大野職務代理者 今教育長より報告いただきましたが、何かご質問等ございませんか。 

江崎委員    ＨｏｍｅＤａｙ、イクボス宣言とも大変素晴らしい取組だと思いますが、学

校の先生のご意見はどのようなものでしたか。 

教育長     ＨｏｍｅＤａｙについては、７月に校長会に検討をお願いし、各学校に持ち

帰ってもらって議論していただきました。当初教育委員会の案では水曜日に実

施としていましたが、先生方の議論の中で金曜日のこの時間であれば実施でき

るのではないかということで決定いたしました。 

江崎委員    週の最終日だと、その週のまとめとか次週の準備とかで大変ではないかと思

ったのですが、先生方の意見で金曜日となったのですね。 

教育長     そのとおりです。 

大野職務代理者 イクボス宣言のイクは育児だと思いますが、ボスは何ですか。 

教育長     いわゆる管理職を示すボスです。 

大野職務代理者 そのほかに教育長の報告について、質疑ございませんか。 

質疑がないようですので、次にまいります。 



 -4- 

        日程第４、議第６号、平成２９年度使用小学校及び中学校用教科用図書

の採択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。 

        平成２９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２９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２８年７月２２日提出、山県市教育委員会、教育長、伊藤正夫。 

        記、平成２９年度使用小学校及び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２８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。 

        本年度は採択替えの年にあたっておりませんので、平成２９年度は小学校

及び中学校とも現在使用している教科用図書を採択するよう岐阜地区採択

案が示されましたのでよろしくお願いいたします。 

大野職務代理者 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、ご発言をお願いします。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

大野職務代理者 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６号、平成２９年度使用小学校及び中学校用教科用図書の採択につ

いて、ご異議ございませんでしょうか。 

 （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

大野職務代理者 異議なしと認めまして、平成２９年度使用小学校及び中学校用教科用図

書の採択について、原案通り決定します。 

        つづきまして、日程第５、議第７号、山県市立小学校及び中学校の施設

の開放に関する規則の一部を改正する規則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） 資料ナンバー３をご覧ください。 



 -5- 

        山県市立小学校及び中学校の施設の開放に関する規則の一部を改正する

規則について。 

        山県市立小学校及び中学校の施設の開放に関する規則（平成１５年山県市

教育委員会規則第２５号）の一部を次のように改正する。 

        第７条第１項第１号を次のように改める。 

（１）スポーツ開放、市内を活動拠点とするおおむね１０人以上で構成さ

れた団体又はグループを対象とし、当該団体又はグループは、構成員の８割

以上が市内に在住、在勤、在学する者で占められ、かつ、責任者は市内在住

の２０歳以上の者であること。 

       第７条第１項に次の１号を加える。 

       （３）前２号に掲げるもののほか、教育委員会が適当であると認めること。 

        附則、この規則は、公布の日から施行する。 

        平成２８年７月２２日提出、山県市教育委員会、教育長、伊藤正夫。 

        詳細については、生涯学習課長よりご説明いたします。 

生涯学習課長  市内小中学校の体育館、グラウンドの開放に関する規則の改正でございま

す。市の学校施設ということで主に市民による利用を対象にすることを前提

としておりますので、利用者が市内の団体であると認められることを明確に

するための規定を設けるものであります。また、それとは別に市内で公式大

会等が開催される場合は、当然市外の団体が利用することになりますので、

第３号でそれに対応する例外規定を設けるものであります。 

大野職務代理者 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、ご発言をお願いします。 

藤岡委員    今回改正するのは、何かトラブルなどの事例があったからなのか。また、

市民であるかどうかの確認方法はどのようにするのですか。 

生涯学習課長  以前から市外の人の方が多い団体が利用しているとか、地元の人は自分た

ちの学校なので大切に使おうとする意識があるが、市外の人はその意識が低

いので利用マナーが悪いとかの話がありまして、市の公共施設ですので市民

の方に責任を持って利用していただくようにした方が良いのではないかと

いうことです。市民であるかどうかの確認は、自己申告を信頼いたします

が、虚偽であることが分かったときは相応の対応をいたします。 
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川田委員    新旧対照表の第７条に第２号がありませんが、省略してあるのですか。 

生涯学習課長  今回の改正で第２号は変更がありませんので省略してあります。 

大野職務代理者 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、山県市立小学校及び中学校の施設の開放に関する規則の一部

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」と呼ぶ者あり） 

大野職務代理者 異議なしと認めまして、山県市立小学校及び中学校の施設の開放に関す

る規則の一部を改正する規則について、決定します。 

         つづきまして、日程第６、議第８号、平成２８年度一般会計補正予算（第

２号）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） 資料ナンバー４をご覧ください。 

        平成２８年度一般会計補正予算（第２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、別紙のとおり市

長に意見を申し出る。 

        平成２８年７月２２日提出、山県市教育委員会、教育長、伊藤正夫。 

        こちらの方も生涯学習課長から詳細をご説明いたします。 

生涯学習課長  今回の補正の内容は、青少年の海外派遣事業の減額でございます。毎年、

姉妹都市提携を結んでおりますアメリカのフローレンス市に青少年を派遣

しており、本年も実施を予定しておりましたが、現地との調整の中で受入れ

先のホストファミリーが見つからないため本年は実施を断念することとし、

青少年海外派遣事業の補助金４３８万８千円と引率者の旅費４万６千円の

併せて４４３万４千円を減額補正するものです。 

大野職務代理者 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、ご発言をお願いします。 

藤岡委員    青少年は何人の派遣を予定していましたか。 

生涯学習課長  引率者を含めて派遣団員は１０名ほどですが、うち青少年は６名ほどを予

定しておりました。昨年もホストファミリーがなかなか見つからず、何とか
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青少年はホストファミリー宅に泊まることができましたが、引率者はホテル

に泊まるような状況でした。平成２４年に窓口となっていた現地の協会が解

散してから受入れ態勢が脆弱になってきていますので、来年度以降どのよう

に実施していくかということは、次回以降の教育委員会であらためてご説明

させていただきたいと思います。 

大野職務代理者 姉妹都市提携は今後も継続していくのですか。 

生涯学習課長  それは継続していきます。 

大野職務代理者 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２８年度一般会計補正予算（第２号）について、ご異議

ございませんでしょうか。 

 （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

大野職務代理者 異議なしと認めまして、平成２８年度一般会計補正予算（第２号）につ

いて、決定します。 

        つづきまして、日程第７、議第９号、教育財産の取得の申し出について

議題とします。 

        事務局に説明を求めます。 

事務局（恩田） 資料ナンバー５をご覧ください。 

        教育財産の取得の申し出について。 

        教育財産の取得について、山県市教育委員会教育長事務委任規則第２条第

３号の規定に基づき、次のとおり市長に意見を申し出る。 

        １、取得財産、校務用パソコン、１２９台。２、取得方法、指名競争入札。 

３、取得金額（予算額）、２，４３８万９千円。４、取得予定日、平成２８

年１２月。 

        平成２８年７月２２日提出、山県市教育委員会、教育長、伊藤正夫。 

        校務用パソコンの更新時期になりますので、本年度と来年度で市内小中学

校のパソコンを更新いたします。本年度は、高富小学校、富岡小学校、大桑

小学校、伊自良南小学校、伊自良北小学校及び伊自良中学校の併せて１２９

台の更新を行います。品目の内訳は資料のとおり本体、ソフト、付属部品等

であります。撤去するパソコンにつきまして、一部は再セットアップして故
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障時の予備機器や資料提示するための大型テレビへの接続などに利活用す

る方針です。 

大野職務代理者 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、ご発言をお願いします。 

川田委員    ワードやエクセルは入っているのですか。 

教育長     オフィスの中に入っています。 

江崎委員    今、一太郎はほぼ使われていないように思いますが、学校では必要なの

でしょうか。 

事務局（恩田） 以前に一太郎で作成された資料等もあり、それを活用する場合もあります

ので導入する予定でおります。ただし今、具体的に手続きを進める中で、予

算額は２，４４０万円ほどですが、実際には２，０００万円を下回る金額で

購入できないかを検討しており、状況によっては導入するソフトを変更する

場合もあります。 

教育長     学校とも相談しなければなりませが、一太郎については一人１台のパソ

コン全てではなく、学校ごとに数台のパソコンのみにすることもあるかも

しれません。 

藤岡委員    パワーポイントが入っていないオフィスもありますので、確認された方

がよいと思います。 

事務局（恩田） おそらくパワーポイントも入ったバージョンのオフィスだと思いますが、

担当に確認してみます。 

大野職務代理者 先生方の机上で使うものだと思いますが、なぜノートパソコンでなくデ

スクトップなのですか。 

教育長     担当者が先生方に意見を聞いたところ、デスクトップの方が良いという

意見が多かったとのことです。 

大野職務代理者 ハードディスクの容量が、今の時代にしては少ないように思いますが。 

学校教育課長  データーは主にサーバーに保存することになりますので、本体自体の容

量はそれほど無くても問題がありません。 

江崎委員    プリンターの設定費用なども含んだ金額ですか。 

学校教育課長  パソコンの設置、各種設定、不用になったパソコンの廃棄などを全て含

んだ契約を結ぶ予定であります。 
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大野職務代理者 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９号、教育財産の取得の申し出について、ご異議ございませんでし

ょうか。 

 （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

大野職務代理者 異議なしと認めまして、教育財産の取得の申し出について、決定します。 

       つづきまして、日程第８『その他』について、提案をいただきます。 

事務局（恩田） それでは事務局より次回の教育委員会開催日を調整したいと思います。皆

様のご都合の良い日として８月２５日、木曜日、午後からの開催予定とさせ

ていただきます。事務局からは以上です。 

大野職務代理者 それでは、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２８年度第３回教育委員会を閉会いたします。 

 （午後５時４０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   藤岡  功      


