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令和元年度 第４回 教育委員会議事録 

 

１ 開催日及び場所 

  令和元年８月２９日（木） 午前１０時から午後１時 

  山県市図書館 実習室 

 

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  議事 

            報第６号 山県市教育機関の職員の任命の専決処分の報告について 

            報第７号 山県市教育機関の職員の任命の専決処分の報告について 

            報第８号 県費負担教職員の任命の内申の専決処分の報告について 

       報第９号 平成３０年度山県市教育委員会決算の成果説明の報告について 

       議第４号 平成３０年度山県市教育委員会事務事業の点検及び評価につい

て 

       議第５号 令和元年度山県市一般会計補正予算（教育予算）について 

          議第６号 山県市文化の里花咲きホールの設置に関する条例施行規則の一

部を改正する規則について 

       議第７号 山県市私立幼稚園就園奨励費補助金交付要綱の一部を改正する

要綱について 

       議第８号 山県市幼稚園保育料等助成事業実施要綱の一部を改正する要綱

について 

日程第５ その他  

 

３ 出席者 

  教育長  服部 和也 

  教育長職務代理者  大野 良輔 

  委 員  水谷 早苗 

  委 員  千葉  純 

  委 員  川田 八重子 

  事務局  学校教育課長  鬼頭 立城 

       生涯学習課長  土井 義弘 
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       図書館・文化の里館長  山田 和哉 

中央公民館長  山田 智丈 

       学校教育課   恩田 拓充  衣笠 みつ美 

 

４ 会議次第 

 （午前１０時 開会） 

教育長     ただ今より、令和元年度第４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） それでは、資料１をご覧ください。前回の議事録の案となりますが、委

員の皆様には、前もって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。令和元年度、第３回教育委員会を令和元年７月２

４日、水曜日、午前１０時から午前１１時５０分まで、山県市役所３階、

大会議室において開催いたしました。出席者は、教育長、委員４名、及び

事務局６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、議事としまして、報告案件、１件を承認し、議案１件を議決いたしま

した。その後、教育長の報告と事務局よりの諸般の報告がありました。以

上でございます。 

教育長     ただ今の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。ご意見等も無いようですので、前回議事録を承認する

ことでよろしいでしょうか。 

（「異議なし」の声あり） 

教育長     異議なしと認めまして、前回議事録を承認いたします。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、大野委員を指名します。 

大野委員    はい。 

教育長     続きまして、日程第３、教育長の報告についてですが、日程第４の議事

の後に、事務局からの諸般の報告とあわせて行いたいと思いますので、よ

ろしくお願いいたします。続きまして、日程第４、議事に入りますが、報

第６号、山県市教育機関の職員の任命の専決処分の報告についてから報第

８号、県費負担教職員の任命の内申の専決処分の報告についてまでは、人

事案件のため、議第５号、令和元年度山県市一般会計補正予算（教育予算）

については、予算案件で議会開会前のため、先に秘密会として審議したい

と存じますが、ご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 
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教育長     異議なしと認めまして、４議案については先に秘密会での審議といたし

ます。議場を閉鎖してください。 

（議場の閉鎖） 

（非公開案件）報第６号、山県市教育機関の職員の任命の専決処分の報告について、報

第７号、山県市教育機関の職員の任命の専決処分の報告について、及び

報第８号、県費負担教職員の任命の内申の専決処分の報告について、承

認。議第５号、令和元年度山県市一般会計補正予算（教育予算）につい

て、原案のとおり議決。 

（議場の閉鎖 解除） 

教育長     続きまして、報第９号、平成３０年度山県市教育委員会決算の成果説明

の報告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５をご覧ください。報第９号、平成３０年度山県市教育

委員会決算の成果説明の報告について。平成３０年度山県市教育委員会の

主要な施策の成果説明及び実績について、別紙のとおり報告する。令和元

年８月２９日提出。山県市教育委員会、教育長、服部和也。それでは、別

紙資料といたしまして、事前に送付せていただいております、平成３０年

度、教育委員会決算の成果説明書をご覧ください。この成果説明書は、市

の決算の成果説明書から教育委員会が実施した事業を抜粋し、各事業の概

要と成果、事業費や財源内訳などを表した説明書になります。目次の頁の

下の方に教育費の歳出決算額前年度比較表があります。教育費の合計額で、

平成３０年度は約９億７，４５４万円となり、平成２９年度は約１２億４,

８４４万円したので、約２億７，３８９万円の減額となりました。これは、

平成２９年度に小中学校の空調整備工事、ＬＥＤ工事など大きな工事を実

施しましたが、平成３０年度はこのような大きな工事が無かったことが主

な要因です。それでは、まず学校教育課に係わる主な事業について、学校

教育課長より説明いたします。 

学校教育課長  それでは、学校教育課関係の事業につきましてご説明いたします。児童

生徒数の関係や実施回数による多少の変動はございますが、通常の業務に

つきましては、大きな増減はございません。ここでは、平成３０年度に行

った特色ある事業につきまして、抜粋してご説明いたします。１６４頁の

下段に、スクール・サポート・スタッフ賃金とありますが、これは教員の

事務負担軽減措置のため、県の補助金を活用して実施したもので、中規模

校３校に配置しました。続いて、１６５頁、下段の大学院教育学研究科履

修助成金ですが、現在高富中学校の教諭１名が、夜間の岐阜大学大学院特
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別支援教育コースに入学し、専門的な知識の修得に努めていますが、その

授業料の一部を助成しているものでございます。１６６頁、上段のコスモ

ス分室改修工事ですが、自宅の近くであれば利用したいという不登校の子

供のニーズに合わせて、適応指導教室「コスモス」の分室を高富中央公民

館内に開設しまして、その教室環境整備のためエアコン等の整備をしたも

のです。続いて、１６８頁、２段目のＪＴＥ学習支援員報酬・共済費です

が、新規に小学校英語の日本人指導助手として６名を配置しました。児童

がより英語に親しむことができるようになるなど成果が上がっています。

１７２頁、上段の小学校一般備品購入ですが、年次計画で行っている老朽

化した児童の机や椅子の更新、新規で通級指導教室の環境整備のための備

品購入などを行いました。１７２頁、３段目の清流の国ぎふふるさと魅力

体験事業は、県の事業として、３カ年計画で全ての学校が県内の施設を訪

れて体験するというもので、全額県の補助で実施するものです。平成３０

年度は１年目として、小学校７校で実施しました。同じ頁の４段目、プロ

グラミング学習推進事業は、ソフトバンク社の社会貢献型授業に人型ロボ

ット、Pepper のリース事業がありましたので、採用し、２台の Pepper を

小学校に巡回させて、プログラミングに触れる学びを進めています。１７

７頁、上段の教育ＩＣＴ関連備品購入ですが、推進校の桜尾小学校に電子

黒板とデジタル教科書を導入しました。また、小学校６校にタブレット型

パソコン１３６台を整備しました。１８１頁、下段の中学校各種工事です

が、平成３０年９月の台風で伊自良中学校のテニスコート防球ネットの支

柱が折れるなどの損壊がありましたので、その修繕を行いました。また、

プールのろ過装置に関わる修理工事を各中学校で行いました。１８２頁、

下段の伊自良中学校特別教室等空調整備工事ですが、前年度からの繰越事

業で、国庫補助や地方債を活用してランチルームや理科室などのエアコン

の整備を行いました。最後に１８３頁、下段の中学校スクールバス更新で

すが、６台あるスクールバスの内、老朽化した４号車を国庫補助や地方債

を活用して新規更新いたしました。以上、平成３０年度の学校教育課の特

色ある事業についてのご説明といたします。 

事務局（恩田） 続いて、生涯学習課に係わる主な事業について、生涯学習課長より説明

いたします。 

生涯学習課長 それでは、生涯学習課の主な事業についてご説明いたします。１９０頁、

中段の成人式実施事業ですが、これまでと同様に実行委員の企画、運営

により実施しております。ちなみに令和４年から成人者の年齢が１８歳
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となりますが、山県市としてはそれ以降も現在の年齢を対象として実施

していく予定でおります。続きまして、１９３頁、下段の地区公民館改

修事業等ですが、平成３０年９月の台風による災害の復旧工事として、

４公民館の屋根の修復工事を行いました。中央公民館改修事業等は、１，

５９０万円ほどの減額となっておりますが、これは平成２９年度に美山

中央公民館の音響設備整備という大きな工事がありました関係で減額と

なっております。１９７頁、下段の図書館改修事業につきましても、平

成２９年度にＬＥＤ化や自動ドアの改修などの工事がありました関係で

減額となっております。２０２頁の１段目と２段目は新たに項目を設け

たものですが、１段目の社会教育施設（廃校）図書等業務委託は、みや

まジョイフル倶楽部の運営、施設管理をＮＰＯ法人に委託したものです。

２段目の社会教育施設（廃校）改修事業は、みやまジョイフル倶楽部の

交流室にエアコンを整備したものです。２０３頁、中段の放課後子ども

プラン事業ですが、平成３０年度は新たにスタディハビット教室という

小学校３年生を対象にした放課後教室を始めまして、講師やコーディネ

ーターの報償費等が増えましたので、増額となっております。この事業

を県補助により実施しております。２０４頁、下段の人権教育啓発事業

ですが、人権教育講演会を学校教育関係の教員の研修会と併せて実施し

ました。一般の方を含めて６００人程の方に聴いていただきまして、非

常に盛況でございました。２０６頁、上段の市無形民俗文化財調査研究

等事業ですが、平成２７年度からの３年間で調査、報告、ＤＶＤ製作な

どを行い、平成２９年度で主な事業が終了したため減額となっておりま

す。同じ頁の下段、大桑城･明智伝説ガイド等作成業務委託事業は新たな

ものですが、先般会議の折にお渡ししましたガイドブックの作成を行い

ました。１０，０００部を作成いたしましたが、すでに残り少なくなっ

てきておりまして、大変好評でありがたいと思っております。２０７頁、

下段の市天然記念物おなみ桜樹勢回復環境整備事業ですが、葛原地区に

市天然記念物のおなみ桜がありまして、その樹勢回復の環境整備を行っ

たものです。効果がすぐに現れるものではありませんので、現在は様子

を観察している状況です。２０８頁からはスポーツ関係となりますが、

こちらは全体的に順調に実施できております。最後に２１２頁、下段の

体育施設管理用乗用芝刈り機購入事業ですが、教育センター前の富波運

動場に天然芝を張りましたので、その管理のために芝刈り機を購入した

ものです。生涯学習課関係については、以上でございます。 
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事務局（恩田） 事務局からの説明は、以上となります。 

教育長     ただ今の説明につきまして、ご質問等ございましたら、お願いします。 

大野委員    １６３頁の生活相談員報酬の事業実績、相談件数の表で、前年度に比べ

てかなり減少していますが、要因などは掴んでいますか。 

学校教育課長  はっきりとした要因は分かりませんが、不登校の子供が少なくなってき

ているというのはあります。年度で比較するとコスモスを利用する子供も

減りました。細かなことですが、平成２９年度は卒業して高校生となった

子からの相談がかなりあったというのもあります。 

教育長     今、電話相談などは、いろいろな所に窓口があって、分散しているとい

うのもあるかもしれません。 

大野委員    続いて１６４頁のスクール・サポート・スタッフですが、配置された小

学校はどこですか。 

学校教育課長  業務が多いであろうということで、高富中学校、高富小学校、富岡小学

校に配置しました。 

大野委員    教員を退職された方ですか。 

学校教育課長  教員免許を持ってみえる方もみえまして、育児退職された女性の方が多

いのですが、基本的には事務の補助ですので教員免許のほか資格は何も必

要ありません。１日５時間の週に５日程度の勤務となります。 

大野委員    １６５頁の教育系情報システム各種委託業務ですが、ライセンス更新は

何年ぐらいのサイクルで行っていますか。 

学校教育課長  ６年から７年くらいです。 

大野委員    １６９頁の新入生安全グッズ配布事業で１８０人に配布となっています

が、１６７頁の児童数一覧表で１年生は１９１人です。この差は何ですか。 

学校教育課長  次の年度の１年生に配布しております。一覧表に載っている１年生の下

の年齢の子供になりますので、その数が１８０人となります。 

大野委員    １７２頁の小学校一般備品購入で、職員室用はあえてモノクロプリンタ

ーとしているのですが。教材用にカラープリンターは必要ないのですか。 

学校教育課長  使用頻度が高いので安価なモノクロプリンターとしています。他にカラ

ープリンターもありますが、使用を抑えてもらうようお願いしています。

その他にも拡大コピー機の要望もあったりしますが、今後の理想としては、

電子黒板等を使用してプリンターを使わなくても済むように統一したいの

ですが、なかなか理想どおりに行かない状況です。 

大野委員    同じく１７２頁からの小学校学力ステップアップ推進事業で、学習プリ

ント配信サービスというものがありますが、どのようなものですか。 
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学校教育課長  教員がインターネットでいろいろなパターンの練習問題を取得できると

いうもので、その中から選んだものをプリントアウトして子供たちに配布

して使用します。 

大野委員    子供たちが直接アクセスするというものではないのですね。 

学校教育課長  そこまでの整備はできていません。 

大野委員    １７４頁の地域とともにある学校づくり事業の学校運営協議会の開催回

数ですが、学校によってかなり差があるようですが、教育委員会として指

導しているようなことはあるのですか。 

学校教育課長  こちらから何回開催するようにとの指導はしていませんが、当然事前に

年間の計画書や予算書は提出いただき、精査しております。 

大野委員    １７７頁の教育ＩＣＴ関連備品購入ですが、無線ＬＡＮはどこに設置し

ているのですか。 

学校教育課長  各教室でタブレットが利用できる環境となるように、必要な所に設置し

ています。セキュリティがかけてありますので、誰もが自由に利用できる

というものではありません。 

大野委員    １８３頁の中学校スクールバス更新ですが、このスクールバスは何人乗

りですか。 

学校教育課長  補助席も含めて２９人乗りですが、今のところこのバスの利用者は２２

人で、ほぼ正規の座席に座れるようになっています。 

大野委員    ２０４頁の人権教育啓発事業ですが、先日あった今年の講演会は、残念

ながら聴くことができませんでした。一般の方のことを考えると講演会を

平日の昼間以外に開催するというのは検討されませんか。 

生涯学習課長  昨年度から学校教育課の教員の研修と合同という形で実施していまして、

昨年度は夕方の時間で、今年度は昼間の時間となりましたが、時間帯など

は今後検討の余地があるかと思います。 

学校教育課長  昨年度以前は、同じ講師の方で昼間に教員の講演会、夜に一般の方の講

演会を実施していまして、２回も講演していただくとなると予算的にもあ

まり著名な方は呼べないというのがありまして、昨年度から合同で１回の

講演会としております。 

生涯学習課長  今年の講演会も多くの方にお越しいただき、会場は満員となりました。 

教育長     その他にございますか。 

水谷委員    １６５頁の大学院教育学研究科履修助成金ですが、市内の教員の方が対

象ですか。 
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学校教育課長  はい、市の特別支援教育の充実が喫緊の課題と考えておりまして、核と

なる、しかも今後も市内で活躍するリーダー的な教員を育てることが必要

であるということで、予算的な理解も得まして実施しています。県内でも

初めての試みです。大学院は入学料や授業料が２年間で１２０万円ほどか

かるのですが、その内の授業料の半額を助成します。昨年度に１名の方が

入学されました。 

水谷委員    特別支援教育を必要とする子供は増えていますが、対応できる先生が少

ないですから、大変良いことだと思います。子供たちへの接し方でも専門

家の先生は全然違いますから、そのようなことを教えてもらえるというの

は、ほかの先生も助かると思います。 

川田委員    １８９頁の学校コラボラーター事業ですが、コーディネーターの謝礼が

前年度より減っていますが、これは有償の方と無償の方がみえるからです

か。 

学校教育課長  コーディネーターは全員が有償ですが、４名から３名に減ったのが主な

要因と思われます。コーディネーターの会議等が多少減ったことも影響が

あるかと思います。 

川田委員    ２０１頁の花咲きホール公演事業のオリジナル演劇は、本年度から無く

なったようですが、理由は何ですか。 

文化の里館長  昨年度までで８回実施しましたが、参加される方が毎回同じ方で、来場

者も少ないということで見直しを行いまして、違う形での文化の発信をと

いうことで、本年度はこれに変わって落語会や映画会、コンサートなどを

開催することといたしました。今後については、元に戻して欲しいとかの

要望があれば検討させていただきますが、本年度の方が良かったとか、本

年度のものとは、また一つ違うものにして欲しいとか、いろいろな要望が

あるかと思いますので、それぞれのご意見をお聞きして検討していきたい

と思います。 

教育長     ほかにご質問などございませんか。それでは、ご質問が無いようですの

で、報第９号、平成３０年度山県市教育委員会決算の成果説明の報告につ

いては、これで終了いたします。続きまして、議第４号、平成３０年度山

県市教育委員会事務事業の点検及び評価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６をご覧ください。議第４号、平成３０度山県市教育委

員会事務事業の点検及び評価について。平成３０年度山県市教育委員会の

権限に属する事務の管理及び執行の状況について、地方教育行政の組織及
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び運営に関する法律の規定に基づき、別紙のとおり報告書を作成し、議会

に提出するものとする。令和元年８月２９日提出。山県市教育委員会、教

育長、服部和也。それでは、別紙資料といたしまして、事前に送付せてい

ただいております、平成３０年度事務事業の点検評価結果報告書をご用意

ください。これは日程の都合で、会議資料として事前に送付できるものが

第２回の点検評価委員会の開催前のものとなっており、例年、教育委員会

会議当日に、第２回の点検評価委員会の協議において変更となった部分の

みをお渡しして差し替えをお願いし、会議資料としております。ただし、

本年は事前に送付しましたものから変更した箇所がございませんので、そ

のまま会議資料といたしますが、一部誤りがありましたので、訂正をお願

いいたします。（訂正箇所を伝える。）それでは、まず私から事務事業の

点検及び評価の概要についてご説明いたします。あらためまして、平成３

０年度事務事業の点検評価結果報告書をご覧ください。１頁の「趣旨説明」

にありますとおり、この報告書は、法に基づき教育委員会の権限に属する

事務の管理及び執行の状況について点検評価を行い、その結果について、

議会に報告するものです。その法の規定は、２頁の上段にあります。法に

よる教育委員会の職務権限は１頁のとおりですが、この各号について点検

評価を行うというのは具体性に欠けるため、２頁の「点検評価の実施につ

いて」にありますように、山県市教育委員会点検評価実施要綱に基づいて

実施しております。その実施方法は、毎年、前年度に実施しました、事務

事業に対して、（１）の教育委員会の活動状況等及び（２）の事務の管理

及び執行の状況について、点検評価を行うこととしています。この内（２）

につきましては、山県市の教育基本方針、これは山県市教育振興基本計画

と同じとなりますが、これに示された、２１の主要施策、５１の事業に対

して点検評価を行います。評価については、まず、事務局職員がＡ、Ｂ、

Ｃ、Ｄの４段階の評価を行い、その後、１０名の委員で構成される点検評

価委員会に２回にわたって協議いただき、ご意見をいただきました。最終

的な評価は、３頁にありますように、教育委員会の活動状況については、

２項目とも評価はＡ、事務事業の執行状況では、５１項目中、Ａ評価の

「順調に達成しているもの」が４３項目で全体の８４％、Ｂ評価の「おお

むね順調に達しているもの」が５項目で全体の１０％、Ｃ評価、Ｄ評価は

無しで、「実施を中止したもの」が３項目あり、全体の６％となっていま

す。４頁から７頁は点検評価結果を一覧の表としたものになります。８頁

は教育委員会の活動状況、点検評価シートとなっておりまして、９頁以降
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は、事務事業の執行状況、点検評価シートとして各項目の詳細が記載して

ありますので、引き続き、学校教育課長、生涯学習課長より重要なポイン

トについてご説明いたします。なお、５３頁になりますが、点検評価委員

会で示された意見を要約したものを記載しております。それでは、まず学

校教育課長より学校教育の部分についてご説明いたします。 

学校教育課長  それでは、９頁からお願いいたします。学校教育課の事業につきまして

は、全てＡ評価としています。特に平成２９年度の課題を受けて、平成３

０年度に新たに取り組んだことを中心に、抜粋してご説明させていただき

ます。まず１０頁ですが、個別指導及び授業改善事業につきましては、オ

ール岐阜という取組がございまして、昨年度は伊自良南小学校が指定を受

けまして、前年度までの成果と課題に立った授業の進め方や研究会の持ち

方の改善が図られました。またそのことについて全教職員の研修会が行え

まして、市内全体に児童生徒に軸足を置いた授業改善が広がっていったの

が成果であると思われます。１１頁の学校管理訪問事業につきましては、

特に学校事務の効率化や教職員の勤務の適正化を図るために、山県市立小

中学校事務共同実施協議会が充実してきておりまして、市内共通の効率化

デジタルソフトの使用徹底を図ることができました。１２頁の教職員の人

事交流につきましては、教員が大学院の特別支援教育の夜間コースを受講

することを実現できました。また、市の教育の活性化のための人事交流や

助成の施策を実施することができました。１３頁の学校提案型教育活動推

進事業では、特に市の歴史民俗資料館を活用した歴史、民俗を学ぶ学習が

全小学校で新規に実施できたことが成果としてあげられます。１６頁の学

校コラボレーター事業では、活動件数は増えており、新規に学校コラボレ

ーター名簿を作成したことにより、学校支援事業の工夫と充実がみられる

ようになってきています。１７頁の下段、芸術・文化教育推進事業では、

特に市の美術館で開催した、子どもの市展への来場者がさらに増え、盛況

でございました。１９頁の教育センターの充実では、教育相談機能の充実

として、事情により美山の適応指導教室コスモスには通えないこのために、

高富分室を整備し、支援することができました。２０頁の学校整備の下段

にあります学校木質化推進事業につきましては、平成３０年度は木質化に

関わる計画がありませんでしたので、事業がありませんでした。よって評

価もできませんでしたので、評価無しとさせていただきました。２２頁の

統合推進事業では、計画や方針に基づき見直しを進めるとともに、過小規

模の学校の複式学級の状態を解消する人事配置などを工夫してきました。
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今後は、地域と学校の共有された願いを受け止めて、新たな学校像を模索

していく必要があると考えております。なお、５３頁にありますように、

点検評価委員会からは、児童生徒の多様な学びに対応できる環境づくりの

在り方も検討していく必要があるとの意見をいただきました。２３頁の学

習環境整備の推進ですが、伊自良中学校の特別教室等のエアコン改修工事

ができたことが主な成果でございます。２５頁の読書活動の充実と情報教

育の推進ですが、図書バーコード管理サービス「リブライズ」を導入しま

して、蔵書登録数が９万冊となり、市内の学校図書の共有化を図る取組が

進んでいます。２６頁の学習用ＩＣＴ整備ですが、電子黒板やデジタル教

科書などの新規導入を進めております。２７頁の学校保健ですが、平成３

０年度も、むし歯本数０．１２本で、全国からも注目される実績を上げて

います。２８頁の地産地消と食育推進事業では、学校給食の地場産物使用

割合が、平成３０年度は３０．３％で、数値目標の３０％をクリアしまし

た。３０頁の学校支援員等配置事業では、児童生徒１００人に１人の支援

員が目標ですが、英語活動支援員が新たに６名増えましたので、平成３０

年度は児童生徒１００人に対し１．３９人を配置することができ、目標を

大きくクリアすることができました。３１頁の教育・生活相談員配置事業

ですが、特に中学校の不登校の出現率が大きく減少いたしました。３３頁

の生徒指導連携強化では、問題行動の出現率が、平成２９年度と比較しま

すと平成３０年度は減少しております。３４頁のいじめ防止対策推進事業

ですが、いじめの出現率は全体としては減少しておりますが、発生したい

じめ事案の解消について、チームで対応する学校体制を進めていくことが

大事であるということで評価をしております。とびまして５１頁の学校人

権教育推進ですが、人権教育講演会の実施などで成果がありました。以上、

学校教育の施策の内容についてご説明させていただきましたが、５３頁の

点検評価委員会からの意見では、学校教育に関わるものとして４点のご意

見をいただきました。以上でございます。 

事務局（恩田） 続いて、生涯学習課長より説明いたします。 

生涯学習課長  はい、私の方からは３５頁から５２頁となりますが、９施策、２０項目

のポイントについて、ご説明させていただきます。生涯学習課関係では、

Ａ評価が１３、Ｂ評価が５で、事業中止が２となっています。それでは、

まず３６頁の放課後子ども総合プラン推進事業ですが、放課後子ども教室

を全小学校、１１教室で実施することができました。課題としましては、

コーディネーター等の人材確保があげられます。３８頁の成人式ですが、
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成人者の出席率が前年度に比べて若干下がっていますが、ここ数年７０％

～８０％で推移していますので、例年どおりと思われます。実行委員によ

る運営で、成人者もリラックスした雰囲気で参加できているのではないか

と思われますが、今後の課題としては、実行委員を確保できるかに不安を

かかえているということがあります。続いて４０頁の公民館活性化事業で

すが、講座等は例年どおり行われてはいますが、高齢化が進んで参加者が

微減の傾向で、新しい方が参加されることが少ない状況にあります。４９

頁の文化財保存事業の中で、新規で大桑城や明智伝説の冊子を作成しまし

て、市内外へのＰＲができたのではないかと思います。課題としましては、

先ほどの公民館事業と同じですが、舞台公演会への参加者が高齢化などで

減少傾向にあり、後継者が育っていかないということがあります。地域の

問題でもあり、なかなか解決方法が見つからない状況にあります。５０頁

の青少年の海外派遣と国際交流員の受入事業ですが、２８年度から中止と

なっておりまして、現在はフローレンス市との交流もございませんし、国

際交流員の受入も行っていませんので、評価は無しとしております。最後

に５２頁の人権教育の推進ですが、人権講演会については参加者も多く、

非常に良かったのではないかと思いますが、課題としましては、様々なラ

イフスタイルに応じた啓発を検討する必要があると考えます。簡単ですが、

以上でございます。 

事務局（恩田） 事務局からの説明は以上でございます。 

教育長     ただ今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    １１頁の中のＩＣＴを活用した校務のスリム化ですが、今まで手書きで

あった教材を、機器を使って作成するというくらいで、現実的にはＩＣＴ

を導入してもスリム化は難しいように思うのですが。 

学校教育課長  ここでいう校務のスリム化は、例えば今までそれぞれの学校ごとで作成

していた教育通信や児童生徒の名簿の様式を市内で統一してデジタル化す

ることによって、教員が異動してもすぐに使えるとか、小学校から中学校

へ移行がスムーズに行えるとかができるようになりましたが、そのような

システムを開発しているということです。市内でできる限り統一して共有

化する取組を事務共同実施協議会で進めておりますので、この面ではかな

りスリム化が図れていると思います。 

水谷委員    先生が子供たちに向き合う時間は増えていますか。 

学校教育課長  そのためにスリム化に取り組んでおります。 
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大野委員    １４頁の中の宿泊体験活動は、何年生が実施しているのですか。 

学校教育課長  主に５年生の宿泊体験学習の授業の一環として実施しています。 

大野委員    最近は宿泊が嫌だという児童もいるという話ですが、そのあたりの対応

はどうなっていますか。 

学校教育課長  今のところ市内ではいないかとは思いますが、そのような場合は、一旦

保護者に迎えに来てもらったりすることになるかと思います。 

大野委員    ２０頁の学校木質化は、平成３０年度はなかったということですが、今

後はどのようになりますか。 

学校教育課長  今までは例えば放課後児童クラブの開設など、施設改修の必要があった

場合に、できる限り木質化するよう取り組んできました。今後も施設改修

をするようなときは、できる限り木質化に取り組んでいきたいと思ってい

ます。 

大野委員    ２７頁の成果と課題の文章ですが、「～１人当たりのむし歯が全国トッ

プクラスとなっている。」というのは、表現がおかしいのではないですか。 

学校教育課長  ご指摘のとおりです。「～１人当たりのむし歯が全国トップクラスの少

なさとなっている。」に訂正させていただきます。 

大野委員    ２８頁の学校給食会計の公会計化を図るとは、具体的にはどのようなこ

とですか。 

学校教育課長  学校給食会計は、本来は学校の業務ではないので、公会計化をして市町

村が取り扱うようにするということです。現在は、教員や事務員が徴収や

支払の事務をしていますので、働き方改革の面からも公会計化を進めて、

教員が携わらなくてもよいようにしなければなりませんが、なかなか難し

い面があります。例えば、現在山県市は未納がほとんどありませんが、公

会計化をした市町では未納率が非常に上がっています。 

大野委員    ４０頁の公民館活動などで、参加者が同じような人になってしまうとい

うことですが、高齢化が原因であれば、どうすることもできない問題では

ないですか。 

中央公民館長  講座は講師代などを市が負担していますので、実質無料で受講できます

が、サークルとなると会費が発生するため、参加しなくなるというのがあ

り、新しい講座を開設すると、またそれを同じ方が受講するということが

繰り返されてきています。 

大野委員    別の話ですが、スポーツクラブについて、高富にはありますが、伊自良

や美山には無い状況がずっと続いていて、設立しようという話も聞こえて
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こないようです。そのために地域間に格差が生じているのではないかと個

人的には思っております。 

生涯学習課長  たかとみスポーツクラブは独立したＮＰＯ法人ですので、私どもの方か

ら強制することはできないのですが、今のようなお話があったということ

は、伝えていきたいと思います。 

教育長     今、山県市のスポーツを取り巻く環境について、どのようにしていくの

かというのは、検討し始めておりますので、また何かご意見等を頂ければ

と思います。 

水谷委員    ５０頁の青少年の海外派遣ですが、以前参加した子からは、良い評判を

聞いていたので、無くなったのは非常に残念です。無くなった原因はなん

ですか。 

生涯学習課長  この事業は国際交流員の受入事業も含めて、アメリカのフローレンス市

を相手に行っていたわけですが、フローレンス市側の窓口は民間の組織で、

その組織がなくなってしまい、その後を引き継ぐ組織などもなかったため、

こちらが交渉する窓口がなくなってしまいました。そのために事業を実施

することができなくなったものです。 

水谷委員    これからの子供たちのために国際交流というのは必要ですので、別の形

ででも、是非実施していただきたいと思います。 

生涯学習課長  この事業とは違いますが、ホストファミリーの会がリトアニアとの交流

で、少人数ですが互いに行き来をしていまして、それに中学生や高校生が

参加しています。また、県などが実施している海外派遣事業を広報紙など

で案内しています。 

川田委員    １０頁の実績の文章が、「～学校においてにおいて教科担任制」となっ

ていますので、誤りだと思います。 

学校教育課長  申し訳ございません、「～学校において教科担任制」に訂正願います。 

川田委員    １１頁のＩＣＴを活用した校務のスリム化で、時間外勤務の１時間２０

分の減は、週単位ですか、月単位ですか。 

学校教育課長  月単位です。この表記では分かりませんので「月時間外勤務 １時間２

０分の減」に修正いたします。 

川田委員    １２頁の研修校への派遣ですが、研修校とは、どのような学校ですか。 

学校教育課長  例えば岐阜市の教育実習校や何々研修校などに指定された学校です。 

川田委員    やはり研修校というのは、何か先進的な部分があるのでしょうか。 

学校教育課長  使命を持っている学校なので、研究に力をいれていたりする学校です。 
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川田委員    ４０頁の富岡公民館のトイレ改修工事は新規となっていますが、何か特

別な工事なのですか。 

中央公民館長  他の公民館でもありますが、トイレが男女兼用となっているので、男女

別の専用のトイレに改修する工事の実施設計となります。工事は今年度に

実施しています。他の公民館も順次検討していきたいと思っています。 

教育長     ほかにご意見などございませんか。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４号、平成３０度山県市教育委員会事務事業

の点検及び評価について、原案のとおり議決することに、ご異議ございま

せんか。 

（「異議なし」の声あり） 

教育長     異議なしと認めまして、平成３０度山県市教育委員会事務事業の点検及

び評価について、原案のとおり議決いたします。ここで１０分ほど休憩時

間を取りたいと思います。本日はせっかく山県市の図書館を含めた文化施

設にお越しいただいておりますので、この時間を使って施設内を見学して

いただき、この後のその他の時間でご感想などを頂けたらと思いますので、

よろしくお願いいたします。 

（休  憩） 

教育長     それでは、休憩に引き続きまして、議第６号、山県市文化の里花咲きホ

ールの設置に関する条例施行規則の一部を改正する規則についてを議題と

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８をご覧ください。議第６号、山県市文化の里花咲きホ

ールの設置に関する条例施行規則の一部を改正する規則について。山県市

文化の里花咲きホールの設置に関する条例施行規則の一部を改正する規則

を別紙のとおり定めるものとする。令和元年８月２９日提出。山県市教育

委員会、教育長、服部和也。次の頁に改正理由と改正文がございますが、 

消費税率等が引き上げられることに伴う料金改定、及び新たに市民等へ貸

出しを可能にした備品の追加と市民等にわかりやすく利用し易い料金区分

とするため、花咲きホール内の附属備品等の使用料を定めた別表について

追加、再編等規定の整備を行うものです。なお、附則で、この規則の施行

を本年１０月１日からと定めています。改正の箇所については、次の頁の

新旧対照表をご覧いただくと分かりやすいかと思います。 

教育長     ただ今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    小学校や中学校が使用するときも使用料をとるのですか。 
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学校教育課長  学校は免除となります。 

大野委員    他にも免除される団体はありますか。 

文化の里館長  社会教育団体などですが、減額、免除の規定がありまして、それに該当

する場合は、減額、免除となります。 

教育長     ほかにご意見などございませんか。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６号、山県市文化の里花咲きホールの設置に

関する条例施行規則の一部を改正する規則について、原案のとおり議決す

ることに、ご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

教育長     異議なしと認めまして、山県市文化の里花咲きホールの設置に関する条

例施行規則の一部を改正する規則について、原案のとおり議決いたします。

続きまして、関連がありますので、議第７号、山県市私立幼稚園就園奨励

費補助金交付要綱の一部を改正する要綱について及び議第８号、山県市幼

稚園保育料等助成事業実施要綱の一部を改正する要綱についてを一括で議

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、まず議案のみを読み上げます。資料９をご覧ください。議第

７号、山県市私立幼稚園就園奨励費補助金交付要綱の一部を改正する要綱

について。山県市私立幼稚園就園奨励費補助金交付要綱の一部を改正する

要綱を別紙のとおり定めるものとする。令和元年８月２９日提出。山県市

教育委員会、教育長、服部和也。続きまして、資料１０をご覧ください。

議第８号、山県市幼稚園保育料等助成事業実施要綱の一部を改正する要綱

について。山県市幼稚園保育料等助成事業実施要綱の一部を改正する要綱

を別紙のとおり定めるものとする。山県市教育委員会、教育長、服部和也。

それぞれの資料の次頁に改正理由と改正文がございますが、改正の理由に

つきましては、子ども・子育て支援法の一部が改正され、本年１０月から

全国的に幼児教育･保育の無償化が実施されることとなります。現在山県

市は独自に幼児教育の無償化を実施しておりますが、この無償化が国によ

る統一された制度となることに伴い、市の幼児教育の無償化に関係するこ

の２つの要綱について一部を改正するものです。今年度中は、市独自の無

償化制度に伴う事務が年度末まで発生いたしますので、今回は改正に留め

ておき、来年３月末をもって要綱を廃止する予定でおります。改正の箇所

については、新旧対照表をご覧ください。 

教育長     ただ今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。 
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（意見・質問なし） 

教育長     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、

山県市私立幼稚園就園奨励費補助金交付要綱の一部を改正する要綱につい

て及び議第８号、山県市幼稚園保育料等助成事業実施要綱の一部を改正す

る要綱について、原案のとおり議決することに、ご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

教育長     異議なしと認めまして、山県市私立幼稚園就園奨励費補助金交付要綱の

一部を改正する要綱について及び山県市幼稚園保育料等助成事業実施要綱

の一部を改正する要綱について、原案のとおり議決いたします。 

     続きまして、日程第３、教育長の報告についてですが、事務局からの

諸般の報告とあわせて行います。まず、学校教育課長からお願いします。 

学校教育課長  ２点報告させていただきます。まず、本日の２学期始業式の子供たちの

状況でございますが、欠席者が小学校は１２名、中学校が１１名でござい

ます。うち小学校は４名、中学校は８名が不登校の疑い若しくは不登校と

なっています。不登校の疑い若しくは不登校の児童生徒につきましては、

本日中に本人の状況を確認するよう学校の方で対応していただきます。２

点目は、山県市内児童生徒の活躍という資料をお手元にお配りしましたが、

中学生の中体連の結果報告でございます。県大会以上に出場した、個人、

団体を載せてあります。以上でございます。 

中央公民館長  本年度の各公民館の文化祭や学習発表会などの日程が決まりましたので、

お手元に配布いたしました資料にてご報告させていただきます。この日程

で開催する予定でおりますので、お時間があれば各公民館の発表会などを

ご覧頂けたらと思います。以上でございます。 

教育長     それでは私の方からですが、教育委員会の施策を実施するための予算と

いうのは、当然枠というものがありまして、その限られた予算の中で文化

施策も考えなければなりません。費用対効果も問われるわけですが、先ほ

どの時間で施設をご覧いただいたこともふまえて、市の文化施策について、

委員の皆様に感想でも結構ですので、ご意見を頂けたらと思います。 

水谷委員    以前に来させていただいたことはあるのですが、最近は岐阜市のメディ

アコスモスの方をよく使います。今日あらためて近くにこんな良いところ

があるのだと思いましたが、山県市はＰＲが不足しているのではないでし

ょうか。利用したくても、どうやって申込をしたらよいか、よく分からな

いところがあります。 
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千葉委員    私の子どもは、勉強をするために、よく図書館を利用させてもらってい

ます。設備的にも十分整っていると思いますので、いろいろなことに利用

していただけるよう、利用者の目線に立って、使いやすいようにしていた

だけるとよいと思います。 

川田委員    以前ベストセラーを借りに来たときに、貸し出し中で、予約をして何日

間か待つとのことで、借りるのをやめたことがあります。借りる人が多い

ベストセラーなどは、冊数を多く購入していただくようなことはできない

のでしょうか。 

文化の里館長  実は、図書の購入予算については、昨年度に比べて５０万円ほど減って

おります。昨年度の社会教育委員の会議でも話題となりましたが、財政部

局との予算折衝の後でしたので、予算は減額で決定しました。来年度の予

算に向けて、委員からこのような意見があるということも話して、できれ

ば昨年度並みには復活したいと思います。財政部局からは、例えば５０万

円が必要な理由の説明を求められるのですが、文化というのはお金に換算

できませんから、説明は非常に難しい面があります。 

川田委員    新しい本を買っていただいて、こちらにも新しい本があるということを

よくＰＲしていただければ、メディアコスモスへ行っている人も呼び込め

るのではないでしょうか。 

文化の里館長  ちなみに減額はされましたが、図書購入の予算は確保しておりますので、

皆さんのご要望に応えながら、毎年、新規に図書を購入しております。 

大野委員    町村合併前はこのあたり周辺が伊自良の中心でしたので、人がよく来て

いたのですが、合併によって人の流れが変わったというのはあります。私

もここより南に住んでいますが、なかなか北へ上ってくるということがな

いです。美山の方が伊自良の方へ曲がらないで、真っ直ぐ岐阜市へ行って

しまうというのも理解できます。とにかく人が来ないことには始まらない

ので、人に来てもらうような工夫が必要ではないでしょうか。美濃加茂市

に学校が終わった頃の時間は、いつも子供で一杯な図書館がありますが、

そこは図書を貸し出すだけでなく、子供を集めていろいろなイベントを開

催しています。 

千葉委員    基本的にここは車で来るという前提がありますから、わざわざ車で来て

でも、という催しでないと難しいのではないですか。 

教育長     それでは、もう一点として、民俗資料館などの常設展について、何かご

意見はございませんか。 
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大野委員    展示してあるものは貴重なものですが、それぞれが点での展示となって

いて、線というか一つの流れの中での展示になっていないように感じます。

美山の方にも民俗資料を展示しているところがあったのではないでか。 

文化の里館長  美山の方に分館がありますが、そちらは所蔵しているという状態で、観

るということはできないです。 

大野委員    ここの展示方法は、以前と変わっていませんか。 

文化の里館長  ここは変わっていないと思います。今公民館のサークルの方が、美山の

方で所蔵している物の中で、古文書を整理して、研究するという活動をさ

れています。 

教育長     それでは、時間もまいりましたので、教育長の報告及び諸般の報告につ

いて、これで終了とさせていただきます。貴重なご意見をいただきありが

とうございました。では、その他について、何かございますか。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、令和元年度第４回教育委員会を閉会いたします。 

（午後１時  閉会） 
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