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平成２７年度 第７回 教育委員会議事録 

 

１ 開催日及び場所 

  平成２８年２月１８日（木） 午後１時３０分から午後３時００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 議題２２号 平成２７年度一般会計補正予算（第５号）について 

  日程第５ 議題２３号 平成２８年度一般会計当初予算について 

  日程第６ その他 

 

 

３ 出席者 

  教育長   伊藤 正夫 

  教育長職務代理者  藤根 美登里 

  教育委員  大野 良輔 

  教育委員  川田 八重子 

  事務局   学校教育課長  渡辺 千俊 

        生涯学習課長  梅田 義孝 

        公民館長    堀  邦利 

        学校教育課   江尾 浩行  山口 友子 

 

 

４ 欠席者 

  教育委員  藤岡 功 
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５ 会議次第 

 （午後１時３０分開会） 

事務局（江尾）  本日、藤岡委員さんが欠席する旨連絡をいただいております。 

  それでは、藤根職務代理さん、よろしくお願いします。 

藤根職務代理者  藤岡さんが欠席ということです。 

  ただいまより、平成２７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（江尾）  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６回教育委員会が平成２８年１月２８日、木曜日、古

田紹欽記念館和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時に開催され、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、各学校の３学期の様子、積雪による臨時休校について、

山県高校との懇話会について、３点報告がありました。 

  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３時に閉会しました。 

  引き続き、山県市図書館に移動しまして、今年度更新しました図書シ

ステムについて視察をしました。 

  以上でございます。 

藤根職務代理者  ありがとうございます。 

  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。 

川田委員     何もありません。 

藤根職務代理者  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、大野委員さんを指名させていただきます。 
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大野委員     わかりました。 

藤根職務代理者  日程第３、教育長の報告について。 

  伊藤教育長さん、お願いいたします。 

教育長      今、全国的にインフルエンザが蔓延しています。お配りしました地図

は、感染症（インフルエンザ）の発生状況を示した地図です。赤色の箇

所ほどインフルエンザが蔓延しています。山県市は現在この地図上では

オレンジ色です。先週までは赤色でした。学校の状況は最初１月２５日

に学級閉鎖の報告がありました。現在では４校が学級閉鎖です。 

  もう１枚の資料は、小中学校教員の配当基準表です。この時期に新年

度の各小中学校の教員数が学級数で決定されます。学級数は児童生徒数

で決まりますので、子供の転入や転校により教員数が増減いたします。 

もう１点は、小中一貫教育です。この４月１日から小中一貫教育学校

が「義務教育学校」という名称に変わり、学校教育法に位置づけられま

した。小学校と中学校で校長先生が１人、教育目標も１つ、教育課程が

９カ年で編成されることです。また、教育目標が１つで、校長先生が２

人の学校もあり、いろいろな形が認められるようです。 

 前回の教育委員会で審議しました、学校運営協議会を来年度から各学

校で進めて行きたいと考えています。 

きのう、伊自良北小学校の学校評議員会へ参加しました。伊自良地域

の小中学校が一体となって、ある意味での連携教育ができないか検討中

ですのでご承知ください。以上です。 

藤根職務代理者  ただいま教育長さんより報告いただきました。何か質問等ございまし

たらお願いします。 

  私から１点お願いします。今、流行しているインフルエンザは「Ａ」

か「Ｂ」どちらですか。 

学校教育課長   「Ｂ」が主流と聞いています。学級閉鎖については、校医の指示によ

り２日休み、又は３日休みになります。 

大野委員     学級閉鎖についての補充はあるのですか。 

学校教育課長   補充はありません。 

大野委員     高校だと学級閉鎖はほとんどありませんが、学級が閉鎖された場合、
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必ず補習があります。小中学校は余裕があるのですね。 

学校教育課長   小学校は大丈夫です。中学校の３年生になりますと、卒業式が３月初

旬のため、積雪や台風又はインフルエンザなどで休みになった場合など

足りない時間の補充は、７時間目を実施することもあります。 

大野委員     高校の家庭科の調理実習で食中毒の新聞報道がありました。十分承知

してみえると思いますが、今の食中毒は年中です。学校の給食の調理な

ど、きちんとした指導をお願いします。 

学校教育課長   調理員研修で指導していますが、再度、指導をします。 

藤根職務代理者  インフルエンザの予防注射は、子供たち全員受けているのですか。 

学校教育課長   そういうことはないです。 

大野委員     教員の配当基準で教員数というのは、校長、教頭さんは含まないので

すね。 

教育長      教頭は入っています。 

藤根職務代理者  そのほかよろしいでしょうか。 

  次に参ります。日程第４、議第２２号、平成２７年度一般会計補正予

算（第５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（江尾）  それでは、資料ナンバー２をご覧ください。 

  議第２２号、平成２７年度一般会計補正予算（第５号）について。 

  平成２７年度一般会計補正予算（教育予算）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２月１８日提出。山県市教育委員会、教育長、伊藤正夫。 

  １ページ目をご覧ください。伊自良支所のサーバーを今年度更新しま

した。その入札差金により１００万円を減額します。 

  ２ページ目は小学校費になります。学校施設清掃委託料及びスクール

バス業務委託につきまして、３０万円の減額と９０万円の減額となって

おります。これも入札差金による減額です。 

  英語指導助手委託料につきましては、今年度、株式会社オーエスピー

と契約をしています。予定していました１１月分が履行されなかったた
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め、減額の変更契約を締結したことにより４０万円の不用額が発生し、

今回の減額となっています。 

  ３ページ目は、中学校費です。先ほどの小学校費と同じで、学校施設

清掃委託料、スクールバス業務委託料の減額で、それぞれ２０万円の減

額で入札差金によるものです。 

  以上、学校教育課分を説明させていただきました。 

  ４ページ目は生涯学習課長より説明申し上げます。 

生涯学習課長   繰越明許費について説明します。 

  全国大会等出場者応援金事業でスポーツまたは文化事業などで、全国

大会などへ出場する者に対して応援金（山県市まちづくり振興券）を支

給する事業です。今年度４２０万円の予算のうち、来年度へ繰り越す額、

２１４万５，０００円を予定しています。以上です。 

藤根職務代理者  ありがとうございました。 

  ただいま事務局からの説明につきまして、何かご意見等がございまし

たらお願いいたします。 

大野委員     １ページ目の伊自良支所サーバーの更新内容について説明願います。 

事務局（江尾）  伊自良支所に教育委員会のサーバーが設置されております。今年度、

当初予算９００万円、入札により７８５万４,８４０円で契約しました。

更新内容は、センターサーバーのシステムの入替え、ソフトの更新、各

学校のパソコンを監視するソフトを更新しました。 

大野委員     わかりました。 

藤根職務代理者  そのほかご意見はございませんか。 

川田委員     英語指導助手の１１月分が履行されなかった事由は。 

事務局（江尾）  英語指導助手は委託契約した会社から派遣されます。その人の親族が

亡くなったため帰国され、代替えの派遣ができなかったことによります。

現在は、新しい英語指導助手が派遣されており問題はありません。 

川田委員     どこの学校ですか。 

学校教育課長   美山地域３校と大桑小です。 

藤根職務代理者  それでは、ご意見もないようですので、お諮りをいたします。 

  議第２２号、平成２７年度一般会計補正予算（第５号）について、ご
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異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

藤根職務代理者  異議なしと認めまして、平成２７年度一般会計補正予算（第５号）に

ついて決定させていただきます。 

  日程第５、議第２３号、平成２８年度一般会計当初予算について議題

といたします。 

  事務局に説明を求めます。 

事務局（江尾）  それでは、資料ナンバー３をご覧ください。 

  議第２３号、平成２８年度一般会計当初予算について。 

  平成２８年度一般会計当初予算（教育予算）を定めたいので、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２月１８日提出。山県市教育委員会、教育長、伊藤正夫。 

  １ページ目をご覧ください。当初予算の概要があります。平成２８年

度山県市の一般会計総予算は１２２億８,０００万円です。 

 ２ページ目は教育費にかかわる予算でございます。平成２８年度は９

億９,３０３万円、総予算に占める割合は８.１％です。この教育費につ

きましては、教育部局にかかわる職員人件費を含んだ金額になります。 

  ３ページ目は、課ごとの予算額になります。学校教育課４億７,９９９

万６,０００円、生涯学習課２億９,０７９万６,０００円です。 

  続きまして、４ページ目からは主な歳出予算一覧表です。事業名の左

に二重丸または一重丸がございます。二重丸は来年度から始まる新規事

業、一重丸は今年度より拡充された事業になります。 

  丸印がある事業名のみを説明させていただきます。 

  「まちづくり振興券配布業務委託料」これは幼稚園保育料等の助成を

まちづくり振興券で配布するため業者委託するための費用４９万９,０

００円で新規事業となります。 

  「幼稚園保育料助成金」これは保育園無料化に伴う事業で、平成２７

年９月から３月までの７ヶ月分の私立幼稚園の保育料を山県市まちづく

り振興券にて助成する費用としまして１,５７４万９,０００円で新規事
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業となります。 

  「学習支援員報酬」小学校の学習支援員、現在７名が８名に１名増と

なり２０６万４,０００円の拡充です。 

  「教育サポーター賃金」小学校の教育サポーター、来年１０名、これ

も１名増ということで１２９万５,０００円の拡充です。 

  「学校教育関連団体補助金等」これは前年度より１０万円増額してお

ります。来年度、岐阜県保健会の大会が山県市で開催されます。その費

用として増額となっています。 

  「小学校一般備品」主な内容は、机と椅子の更新で伊自良南小学校、

伊自良北小学校、いわ桜小学校、合計２０５セット予定しています。 

  ５ページ目に参ります。 

  「小学校教職員用パソコン更新」平成２１年度に教職員用パソコンを

購入しております。平成２８年度、平成２９年度の２カ年にわたって更

新する予定です。来年度は１０７台、高富小学校、富岡小学校、大桑小

学校、伊自良南小学校、伊自良北小学校を予定しております。 

「小学校スクールバス業務委託料」前年度より２３万円増額しており

ます。これは市内の施設を研修するためスクールバスを利用した校外研

修の費用で来年度は今年度より回数が増える予定です。 

  「地域と共にある学校づくり事業」来年度より、学校運営協議会に係

わる費用として、１校当たり７万５，０００円、合計６７万５，０００

円の新規事業です。 

「英語指導助手報酬」中学校費で英語指導助手１名を増員させていた

だきました。事業費としまして３７０万２,０００円で新規事業です。 

  「中学校各種工事」高富中学校体育館のコートラインの改修工事など

７４万２,０００円の拡充です。 

  「中学校教職員用パソコン更新」先ほど小学校で説明申し上げました

ように、来年度は伊自良中学校２２台を予定しております。 

  「中学校部活動事業補助金」来年度１２６万６,０００円、今年度より

３万２,０００円増額しております。来年度より外部指導員謝礼を予算化

しました。 
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  ６ページ目に参ります。 

  「地域と共にある学校づくり事業」小学校で説明させていただきまし

たように、中学校３校分で２２万５,０００円の新規事業です。 

  「中学校給食調理備品購入」来年度１０６万８,０００円、今年度より

４６万８,０００円増額しています。これは食器消毒保管庫の更新を予定

しています。 

 ７ページ目からは、生涯学習課より説明申し上げます。 

生涯学習課長   それでは、公民館関係につきましては館長よりご説明します。 

公民館長     「地区公民館管理費」を説明させていただきます。 

  地区公民館の活動振興補助金５３２万円、公民館活動に要する補助金

です。 

  「各公民館トイレ改修」トイレ改修につきましては、平成２６年度か

ら計画的に改修を進めています。来年度の事業費は５２０万円を予定し

ています。 

  「葛原公民館外壁改修工事」来年度の事業費は１００万円を予定して

います。 

  「高富中央公民館、グランド駐車場トイレ改修」来年度の事業費は８

０万円１，０００円を予定しています。 

  「伊自良中央公民館、トイレ改修工事」来年度の事業費は１７０万円

を予定しています。 

  「美山中央公民館、音響設備改修工事」来年度より２カ年計画にて改

修を進めて行きます。事業費としまして１,３００万円予定しています。

 以上でございます。 

生涯学習課長   それでは７ページの中段より説明申し上げます。 

「古田紹欽記念館管理費」水墨画展・特別講演を計画しています。 

  「図書館等管理費」図書館の空調機器の更新で２，０１４万２，００

円を予定しています。 

  ８ページ目に参ります。 

「花咲きホール運営事業」これはホールの改修工事で１００万円を予

定しています。 
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  「社会教育施設管理事業」ジョイフル倶楽部トイレ改修ということで、

３８０万円予定しています。 

 「無形民俗文化財調査研究等事業補助金」山県市の文化財の調査と資

料などのデジタル化を予定しています。前年度より２７５万１，０００

円の拡充です。 

 「市体育協会補助金」前年度より４０万円の拡充となります。これは

来年度、市民スポーツ大会を計画しています。 

  ９ページ目に参ります。 

「山県市レクリエーション大会事業」平成２８年度に全国スポーツレ

クリエーション大会が開催されます。レクリエーションの普及、推進の

事業費としまして６０万円計上しました。 

  「総合体育館ショーケース設置工事」現在、賞状など飾るスペースが

不足しています。それを設置する費用として７９万円計上しました。 

  「体育施設用備品」バレーの支柱と折りたたみテーブル等を購入する

費用を計上しました。以上でございます。 

藤根職務代理者  ありがとうございました。 

  ただいま事務局からの説明につきまして、ご意見ご質問がございまし

たらお願いいたします。 

大野委員     同じ事業名で小学校と中学校と分けてある事由は何故ですか。 

事務局（江尾）  予算科目により、それぞれ小学校費と中学校費に分かれています。 

川田委員     英語指導助手１人増員になるということですか。 

事務局（江尾）  来年度より１名増員します。 

川田委員     わかりました。 

大野委員     あと１点ですが７ページの地区公民館の管理費についてですが、これ

は工事に係わる費用で電気、ガス、水道などの費用はこの中に含まれて

いますか。 

公民館長     この４，２６７万９，０００円の中に含まれています。 

藤根職務代理者  地域と共にある学校づくり事業の予算額の内訳について、ご説明願い

ます。 

事務局（江尾）  １校当たり７万５,０００円を予定しています。内訳は会議などに要す
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る費用として食料費や会議資料の印刷費を予定しています。 

藤根職務代理者  その他よろしいですか。 

川田委員     まちづくり振興券配布委託料について、今年度はどのようになってい

ますか。 

事務局（江尾）  平成２７年度は６月の補正予算にて５０万円計上しました。 

川田委員     わかりました。 

藤根職務代理者  それでは、ご意見がないようですのでお諮りをいたします。 

  議第２３号、平成２８年度一般会計当初予算について、ご異議ござい

ませんでしょうか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

藤根職務代理者  異議なしと認めまして、平成２８年度一般会計当初予算について決定

させていただきます。 

  日程第６、その他についてお願いします。 

事務局（江尾）  それでは、お願いしたいと思います。 

  次回の教育委員会、３月４日、金曜日、午後１時３０分から、この場

所で開催させていただきます。以上です。 

藤根職務代理者  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させていた

だきます。 

  これをもちまして、平成２７年度第７回教育委員会を閉会いたします。 

 （午後３時００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   


