
 -1- 

 

平成２８年度 第６回 教育委員会議事録 

 

１ 開催日及び場所 

  平成２８年１１月７日（月） 午後４時から午後４時５５分 

  山県市役所２階 ２０１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 平成２８年度一般会計補正予算（第３号）について 

  日程第５ 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 

公民館長   堀  邦利 

        学校教育課  恩田 拓充  栃川 順  木田 好美 
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４ 会議次第 

（午後４時開会） 

大野職務代理者 ただいまより、平成２８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。 

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２８年度第５回教育委員会が平成２８年１０月１３日、山県高等学校ゼ

ミナール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４名でありました。 

 会議は、午後２時５０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、小学校の公表会について、学校スリム化に関するタイムマネジ

メント研修会について、教育の進化を求めてとする話し合いについての３点の

報告がありました。 

 議事としまして１議案が審議のうえ承認され、１件の報告案件がありました。 

 会議は午後４時に閉会しました。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、ご質問等がございま

したら、お願いいたします。 

 ご質問が無いようですので、前回議事録を承認します。 

 続きまして、日程第２、議事録署名者の指名について、今回は私となります

が、よろしいでしょうか。 

（「異議なし」の声あり） 

大野職務代理者 それでは、よろしくお願いします。 

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     今回、急遽会議を開催いたしましたのは、平成２９年度に予定しておりまし

た中学校の空調設備整備などに係る国庫補助金が、今年度の国の補正予算にて

前倒し採択となり内定をいただいたところです。その後の手続きで補助金交付
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決定の前に市議会で市の補正予算を審議しておかなければならないとのことで

臨時議会を開催する可能性もあり、市議会の前に教育委員会で審議していただ

く必要があるためです。今日現在の状況では、臨時議会は開催せず、定例会で

の審議とすることで調整しているとのことです。 

 それでは１点目の報告ですが、まず３校の公表会についてご参加いただき、

ありがとうございました。授業を見てうれしかったことは先生方が自分なりに

自信をもって指導されている姿がみえたことです。それと授業後の研究会が今

までのようなセレモニー的な部分を無くして、実質的に参加者と学校が討議す

る場となりまして、そのように変わってきたことが良かったのではないかと思

いました。 

 ２点目は、来年度からの取り組みとして、学校教育としては、まず小学校の

英語教育が平成３２年に学習指導要領が変わって全面実施になることに向けて、

来年度から準備に取りかかっていきたいと考えています。また、防災教育に関

しましては、学校の中だけでなく、地域や家庭と一体となった防災教育を進め

ていきたいと考えています。生涯学習関係では、現在社会科の副読本に郷土の

偉人が取り上げられていないので、市内の子どもに知ってもらうために、副読

本の中に記述することを検討しています。そのほか市内の社会教育施設が意外

と子どもたちに知られていないので、学校と連携をとって紹介し、活用してい

きたいと考えています。 

３点目は、モンゴルの民族楽器によるコンサートを１２月２０日に花咲きホ

ールで開催して、伊自良中学校の子どもたちと保護者の方に鑑賞してもらいま

すが、席に余裕はありますので、もしよろしければご鑑賞ください。非常に珍

しいモンゴルの楽器による演奏とのことです。以上です。 

大野職務代理者 ただいま教育長より報告をいただきました。何かご質問はございませんでし

ょうか。 

江崎委員    このモンゴルの楽団と山県市とは何かつながりがあるのですか。 

教育長     市内小学校の元校長の方が、現在、岐阜モンゴル文化協会の事務局に務めら

れておりまして、この方からこの楽団が別の用件で近くに来るので、もし良か

ったら山県市で演奏会を開くことも可能だとのお話をいただきまして、せっか

くの機会ですのでお願いしました。 
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大野職務代理者 そのほかに教育長の報告について、ご質問はございませんか。 

        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、平成２８年度一般会計補正予算（第３号）について

を議題といたします。 

 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、平成２８年度一般会計補正予算（第３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１１月７日提出。山県市教育委員会、教育長、伊

藤正夫。 

添付資料の資料２-１から資料２-４までが学校教育課関係の補正予算、資料

２-５が生涯学習課関係の補正予算になりますので、それぞれ別々に説明させて

いただきます。 

教育長     それでは学校教育課関係の補正予算について、私の方からご説明いたします。

資料２-１は災害時の避難所対応も含めて順次進めております体育館のトイレ

改修工事で、平成２９年度に予定しておりました伊自良北小学校といわ桜小学

校の体育館のトイレ改修工事費について、国の補正予算で補助金の内定があり

ましたので、前倒し実施するため市の予算を補正するものです。資料２-２は中

学校３校の普通教室等の空調整備についても同様に内定があり、市の予算を補

正するもので、内訳は設計料と工事費になります。資料２-３は平成２９年度に

実施を予定しております、小学校９校の空調整備と照明ＬＥＤ化工事の設計料

について、資料２-４は同じく平成２９年度に実施を予定しております、中学校

３校の照明ＬＥＤ化工事の設計料について、市の予算を補正するものです。空

調整備については、平成２９年度に中学校から始め、順次小学校を整備する予

定でおりましたが、国の補正予算で中学校の整備が前倒し可能となりましたの

で、平成２９年度に市費のみで小学校まで整備する予定です。併せてエコスク

ール化を目指して照明をＬＥＤに変えていきます。費用はかかりますが、ＬＥ

Ｄに変えることにより、今後の照明にかかる電気代が抑えられ、空調整備で増

える電気代に対応することができます。全体像としましては、今回の補正予算
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と来年度の当初予算で、中学校及び小学校の空調設備を整備し、照明をＬＥＤ

化するということと、災害時の避難所対応も含めて年次計画で改修してきた体

育館のトイレ改修について、残っていた２校の小学校体育館のトイレ改修を実

施するものです。 

        資料２-５は生涯学習課関係になりますので、生涯学習課長の方からご説明い

たします。 

生涯学習課長  それでは資料２-５をご覧ください。今回の補正予算は、教育センターの南側

にあります土のグラウンドを北部地域のヘリポート場として利用するために、

芝生化するものです。現在は消防署員がグラウンドに水を撒くなどをしてヘリ

コプターが降りられる状態にしてから利用できる状況ですので、これを改善し

て迅速に活動できるようにします。また、現在はグラウンドの利用者が少ない

ですが、芝生化によって地域住民のスポーツ活動の場として多目的に利用して

いただけるのではないかと思います。予算案では天然芝を予定しておりますが、

予算査定の中で天然芝はメンテナンスに費用がかかるので人工芝を検討しては

どうかという話もありまして、現在議論しております。人工芝ですと財源をス

ポーツ振興くじの助成金に求めることになるかもしれませんから、来年度当初

予算となるかもしれないなど、まだ確定していない部分もありますが、教育セ

ンターの南側のグラウンドを芝生化する方針であるということをご理解ただき

たいと思います。 

教育長     議会上程期限まで調整が続くと思いますので、もし変更になった場合は教育

長による専決とさせていただき、次回の教育委員会でご承認いただくというこ

とでご了承いただきたいと思います。 

大野職務代理者 ただいまの説明につきまして、ご意見ご質問などありましたらお願いします。 

大野職務代理者 一つお聞きしますが、避難所としての耐震化については完了していて、残さ

れていた誰もが使えるためのトイレの改修を行うということでよろしいでしょ

うか。 

事務局（栃川） 洋式化及び多目的トイレの整備として、障がい者や男女を問わず利用できる

トイレの整備を考えております。 

大野職務代理者 設置数が増えるということもありますか。 

事務局（栃川） 既存の面積の中で変更して多目的トイレをつくることになりますので、便器
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の数としては減ることになります。 

大野職務代理者 大人用と子ども用では、設計基準がかなり違うような気がするのですが、そ

のあたりは大丈夫ですか。 

事務局（栃川） 手すりをつけるなどして、小便器も大便器も大人でも子どもでも使用できる

ようにいたします。 

大野職務代理者 平成２９年度予定の伊自良北小学校といわ桜小学校を前倒しで行うというこ

とで、今後順次ほかの学校も行っていくということですか。 

学校教育課長  ほかの学校は既に終了しておりまして、この２校を実施することで市内１２

校全て終了することになります。 

大野職務代理者 小学校９校の空調整備は設計料だけですが、実際の工事は次年度以降となる

のですか。 

事務局（栃川） 工事費は平成２９年度の当初予算に計上する予定です。 

藤岡委員    設計料は工事代金に対して何％ということで決まっているのですか。 

事務局（栃川） 歩掛かりということで何％というのはでてきますが、実際には図面を描くの

にどれだけ人工費用がかかるかなどで算出します。 

大野職務代理者 中学校３校の空調整備で、方式が電気とかガスとかあると思いますが、それ

ぞれについて算出して検討されましたか。 

事務局（栃川） ランニングコストを含めて試算しまして、検討いたしました。 

大野職務代理者 今後は空調整備の維持管理費も予算に計上していかなければならないという

ことですね。 

事務局（栃川） 先ほど教育長から説明もありましたように、今回併せて照明のＬＥＤ化も行

うことで、空調整備によって増えるガス代や電気代を相殺することができると

いう試算により事業を実施することにいたしました。ちなみに高富中学校と高

富小学校はガス方式、残りは電気方式の空調整備とすることで検討を進めてお

ります。 

大野職務代理者 ＬＥＤ化も器具の交換などがありますから、かなりの費用がかかると思いま

すが。 

事務局（栃川） 管のみの交換という方法もありますが、今後のメンテナンスのことも考えて

器具等も交換する方法を検討しています。教室、廊下、トイレなど、よく利用

される場所を主として整備していき、倉庫などは除きたいと考えています。 
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藤岡委員    地球温暖化で暑さ対策は重要になってきていますから、教育の面でそこへの

設備投資というのは大変良いことだと思います。それに加えて熱中症や環境変

化に対して先生方の理解を深めるというソフト面も充実させていただきたいで

す。自分の子どもが熱中症になった時に私も知識が無くて大変な思いをしまし

た。熱中症への対応は非常に注意しなければなりませんので、先生や親がその

ことを勉強できるようなことを実施していただきたいと思います。ハードとソ

フトが繫がっていくことが大事だと思います。また、グラウンドの芝生化につ

いては、慌てて結論を出さず慎重に検討していただきたいと思います。３、４

年後に、またやり直すということにならないようにお願いします。 

江崎委員    空調設備は冷房だけのものですか。 

事務局（栃川） 空調の機械自体は冷房も暖房もできるものですが、暖房は既存のものがあり

ますのでそちらを使う予定で、既存のものが使用できなくなった時には、暖房

でも使うことを検討しています。 

江崎委員    スイッチは教室ごとではなくて、一括管理のものですか。 

事務局（栃川） 教室ごとにスイッチがあるものです。 

事務局（恩田） 機械的には個別に動かすことができるのですが、運用に関して規程のような

ものを定めて管理できるようにしたいと考えています。 

教育長     いわゆる一括管理のセントラル方式ですと設備費用が膨大になりますので、

コスト面を考えて個別方式としています。 

学校教育課長  個別方式のメリットとしては、予算を抑えられること以外に、今後の児童生

徒数の変化により現在の教室の利用形態が変わった時に、それに応じて空調設

備を移設できるという自由度もあります。 

江崎委員    学校の統廃合という問題がありますが、これだけの金額を投資するというこ

とは、しばらくは学校の統廃合は無いと考えてもよろしいのですか。 

学校教育課長  今もお話ししましたように移設できるというメリットがありますから、仮に

統廃合があったとしても、空調設備を新しい学校に持ってくることができます

から、決して無駄にはならないということになります。 

川田委員    学校の場合に電力契約は高圧業務用電力契約だと思いますが、この契約では

３０分ごとの最大需要電力量を計測していて、これを電力デマンドといいます

が、この電力デマンドの監視装置を学校は設置していますか。 
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事務局（栃川） 現在設置しているのが、高富小学校、富岡小学校、高富中学校の児童生徒数

が多い３校です。 

川田委員    この監視装置を設置すると設定電力を超えた場合に警報音が鳴りまして、鳴

ったら職員室などの手近なところのエアコンのスイッチを切り、３０分以内に

警報音が鳴り止めば基本料金を下げることができます。気づかないうちに上が

っていたピーク時の電力量が、１年間の基本料金になりますので、それを防ぐ

ことができます。レンタルで設置できまして、今全ての県立高校が導入してい

て電気料金を下げる効果が出てきています。この監視装置を全ての学校に設置

していただくと、これから空調設備を導入して使用電力量が上がると思います

から、経費の節減になるかと思います。私の経験では、工業高校に勤めていた

時に年間１００万円の削減ができました。 

教育長     その装置の設置にはどれくらいの費用がかかりますか。 

川田委員    レンタルですと月に３，５００円と消費税です。工事費もいりませんし、電

力デマンド監視装置のコードをコンセントに差し込むだけです。 

教育長     年間４万円程度の費用で１００万円の差は大きいですね。 

川田委員    工業高校の時はそうでしたが、普通高校の時は１２万円くらいでした。 

大野職務代理者 工業高校などの専門高校では差が出ますが、小中学校ではそれほどの差は出

ないと思います。しかし節電意識の指導という面では良いことではないでしょ

うか。 

教育長     以前、東日本大震災の時に生徒会が節電に取り組むといったようなこともあ

りましたので、子どもたちや先生方の節電意識の面からも一度導入を検討して

みます。 

大野職務代理者 それでは、いろいろご意見を伺いましたが、その他によろしいでしょうか。

それでは、ご意見が無いようですので、お諮りいたします。 

議第１４号、平成２８年度一般会計補正予算（第３号）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） 

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３号）について

決定いたします。 

 続きまして、日程第５、その他について何かございますでしょうか。 
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事務局（恩田） 事務局からは特にございません。 

大野職務代理者 その他よろしいでしょうか。 

それでは以上をもちまして、本日の議事日程を全て終了いたします。 

 これをもちまして、平成２８年度第６回教育委員会を閉会いたします。 

（午後４時５５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   大野 良輔        


