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令和２年度 第５回 教育委員会定例会議事録

１ 開催日及び場所

令和２年１１月２７日（金） 午後３時から午後４時５０分

山県市役所 ３階 ３０３会議室

２ 出席者

教育長 服部 和也 委 員 大野 良輔

委 員 千葉 純 委 員 川田 八重子

事務局 学校教育課長 日置 智夫 生涯学習課長 土井 義弘

学校教育課主幹 恩田 拓充

３ 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 議事

議第９号 令和２年度山県市一般会計補正予算（教育予算）について

日程第４ 諸般の報告

日程第５ その他

４ 会議の概要

別添のとおり
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午後３時 開会

日程第１ 前回の議事録の承認

令和２年度第４回教育委員会定例会議事録を承認。

日程第２ 議事録署名者の指名

議事録署名者に川田委員を指名。

日程第３ 議事

議第９号 令和２年度山県市一般会計補正予算（教育予算）について

教育長 予算案件のため、市議会開会まで非公開とすることについて承

認を求める。

教育長 全員異議なしにより、非公開とすることを承認し、事務局に説明

を求める。

学校教育課主幹

生涯学習課長

補正予算案の資料により説明する。

教育長 議第９号について各委員の意見を求める。

大野委員 学校給食の安定供給補助金について、逆にみれば本来４月、５月

に給食が実施されれば、これくらいの額の経費が必要となったとい

うことですか。

学校教育課長 今回支払う予定の額は、パン、麺、牛乳の業者に対しての加工に

かかる費用のみとなりますので、給食費全体からするとごく一部と

なります。

大野委員 職員室の電話工事で留守電や録音の機能を付けるということです

が、他市町の状況はどのようですか。

学校教育課長 県内全てを調べたわけではありませんが、近隣市町ですとほとん

ど付いているようです。現在新型コロナへの対応で子供たちが帰っ

た後、電話番１人を残して全員で一斉に校内の消毒作業をしていま

すが、そのような時に複数の電話があると出られないこともあるそ

うで、留守電が付いていれば、後から折り返し電話することもでき

るようになります。

教育長 数年前に学校にいたずら電話がよくあり、証拠を残すために録音

機能を付ける学校が増えました。最近は教員の働き方改革の関係

で、何時以降は留守番電話に切り替えるというところもあります。

私が必要と思います理由は、ＤＶや虐待などの水面下の見えにくい
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問題で、ＳＯＳを受信できるチャンネルは多くあった方がよくて、

学校もその一つとなることはできるということです。真夜中に親に

内緒で留守電にＳＯＳを残すことができます。学校というのはその

ようなチャンネルの中でもハードルが低く、気軽に電話がかけられ

るところではないかと思っています。

川田委員 ＧＩＧＡスクールの備品で、ルーターと遠隔学習機能の強化備品

との説明がありましたが、もう少し詳しい説明をお願いします。

学校教育課長 ルーターに関しましては、大きな学校でたくさんの子どもが同時

にＷｉ－Ｆｉを使うと通信速度が遅くなることがわかりまして、そ

れを解消するためのものです。遠隔学習機能の強化備品につきまし

ては、リモートでの学習などで、タブレット附属のカメラやマイク

では十分に伝わらない場合がありますので、そこを補完するための

備品として固定式のカメラなどを購入するものであります。

大野委員 せっかくタブレットを導入したのに、通信容量の関係で自由に使

えないというような状況にならないよう、慎重に進めていただきた

いと思います。

千葉委員 ねんりんピック実行委員会への負担金を減額するとのことです

が、来年度に持ち越すと考えればよいですか。

生涯学習課長 はい、予算的に今年度は減額として、来年度予算でまた計上する

ということとなります。

教育長 そのほか、議第９号について意見がないかを求める。

そのほかに意見なしとして、議第９号について、原案のとおりと

してよいか議決を求める。

教育長 全員異議なしにより、原案のとおり議決する。

非公開を解除する。

日程第４ 諸般の報告

学校教育課主幹 会計年度任用職員の退職、任命について報告。

川田委員 今回学習支援員が任命される、土曜日の学習相談会とはどのよう

なものですか。

学校教育課長 コロナ禍により学習に困り感を持っている子供たちが、土曜日に

学校に来て教えてもらうものです。今回任命した中で３名の方は岐

阜大学の学生で、リモートでの学習を行っています。

大野委員 教育相談員については、後任を補充されるのですか。
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学校教育課長 はい、現在後任の方を探している状況です。

学校教育課長 タブレットの現在の納入状況について説明。

１１月に一部を納入し、１月までには全て納入できる予定。現物

を委員の皆さんに見ていただき、実際の操作を試していただく。

大野委員 タブレットが導入されることにより、現在のパソコン教室は、今

後はどのようになりますか。

学校教育課長 将来パソコン教室は不要になるのではないかと考えています。中

学校はパソコンを使いますので、しばらくはそのままとなるかもし

れませんが、小学校では、現在のパソコンは使わなくなるので、教

育センターでの使用や校務用のパソコンと入替えすることを検討し

ていく必要があると思っています。

川田委員 文字の入力はどのようになるのですか。小学校１、２年生もロー

マ字入力をするのですか。

学校教育課長 細かな使用方法は今後検討していきますが、低学年では文字入力

をするのではなく、タブレットに直接文字を書いたり、ノートを写

真に撮ったりという使い方になるのではないかと思います。

大野委員 教員の反応はどのようですか。

学校教育課長 アンケートをとりまして、何割かの先生からは不安であるという

ような回答がありましたが、大半は楽しみにしているとか肯定的な

反応を示されています。

川田委員 落としたりして壊した場合は、保護者が負担するのですか。

学校教育課長 故意に壊した場合は負担してもらいますが、不注意の場合は、状

況によって考えていきたい思っています。

川田委員 ＰＴＡの賠償責任保険などもがありますので、それを利用すれば

よいのではないですか。

教育長 保険の加入はあくまでも任意ですので、加入されない方もみえま

す。

教育長 タブレットの自宅への持ち帰りについて、委員の意見を伺う。

持ち帰りを認めている他市では、個人への貸出しとして、壊れた

ら自分で直してもらうことを前提に持ち帰りを認めていますが、山

県市はそのようにはしていません。また、家庭の通信環境に違いが

あり、持ち帰ってもインターネットにつながらない家庭もあること

から、学習に格差が生じる場合もあります。私としては、緊急的に
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学校が休業となった場合は別として、将来的な持ち帰りは視野に入

れながらも、しばらくは学校での使用に限定したいとの思いがあり

ます。

大野委員 確かにＷｉ－Ｆｉ環境が全ての家庭で整っているとは限りませ

ん。

千葉委員 将来的にはどこでも使えた方がよいでしょうが、現段階で、まだ

十分に使いこなすまでにいってないのであれば、持ち帰りは考えな

くてもよいのではないでしょうか。

大野委員 保護者がしっかりと見守って、管理できるのかの問題もありま

す。しばらく様子を見て、保護者や学校現場などの意見も聞きなが

ら判断してはどうでしょうか。

川田委員 保護者も壊したら弁償しなければならないとなると不安だと思い

ます。賠償責任保険へ皆さんが加入されればよいのですが。

教育長 それでは、教育委員会の方向性としては、緊急的な事態は別とし

て、来年３月までは学校で活用するということを基本にして、持ち

帰りについての議論を続けていくということにしたいと思います。

教育長 続いて、中学校の制服について、現状コロナ禍で体操服の使用を

認めており、支障がないようなので、制服そのものが必要ないので

はないかとの意見があります。このことについて、委員皆さんの意

見を伺いたい。

千葉委員 制服を無くして私服にするのか、いわゆる制服の代わりに体操服

にするのかという２つの議論があるかと思いますが。

教育長 私服にするというのが、議論の中心になるかと思います。

千葉委員 コロナ禍に関係なく、社会全体として以前から制服の是非につい

ては議論があり、それぞれにメリット、デメリットがあり、どっち

がいいかという結論は出ていないように思うのですが。

教育長 制服、私服の議論は時間をかけなければならないと思いますが、

さしあたって来年４月の入学式の段階ではコロナ禍は収束していな

いと思われますので、入学式に制服を着なくてもよいかどうかを学

校の判断とするか、教育委員会として一定の方向性を示した方がよ

いのかというところです。

大野委員 学校現場の意見はどのようなのですか。

教育長 まだ学校に聞いたわけではありませんが、学校はどちらでもよい
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と考えていると思います。つまり体操服での入学式でもよいという

ことで、制服はコロナ禍が落ち着いてから必要であれば購入すると

いう考えです。ここで心配するのは、どちらでもよいとしたときに

大半の生徒は制服を着てきて、１人、２人が体操服を着てきたとき

に、中学校のスタートからその子たちにいやな思いをさせることに

ならないかということで、それならば体操服に統一するかというこ

とですが、校長先生にその判断を任せるのは大変だと思います。

大野委員 以前高校の修学旅行を私服にするという提案をしましたら、何を

着させるのか悩まなければならないとのことで、保護者から反対が

あったりしました。現状は体操服が中学校の制服のようになってい

まして、よく見かけるのですが、あの姿で入学式や卒業式に参加す

るということが想像できないです。保護者もそれでは喜ばないと思

います。まだ社会はある程度の格式を尊重する側にあるのではない

ですか。たしかに入学式と卒業式だけしか着ないのであれば、もっ

たいないというのは理解できますが。

教育長 コロナ禍で経済的に厳しくなる保護者も増えてくるので、その中

でかなり高額となる制服を購入しなければならないのは、いかがな

ものかという意見があります。リサイクルやリユースを探るという

方向性もあるかと思います。

学校教育課長 岐南町はＰＴＡが主体となってリサイクルやリユースを行ってい

るかと思います。

千葉委員 着なくなったものをもらうというのは、個人的に行われていたり

はしますが、どこかの団体などがとりまとめて行うというのは、山

県市ではないと思います。

教育長 クリーニング代などの実費が必要となりますから、全くのボラン

ティアでお願いするというのも難しいでしょう。

学校教育課長 現状で高富中学校ですと制服と体操服が半分ずつくらいです。体

操服は昔に比べてデザインもよくなったので、好んで着る子もいる

ようです。ただ入学式に体操服というのは、いかがなものかという

のもありますし、新型コロナへの対応というのもありますので、思

い切って入学式は無しとして、教室にいてリモートで校長先生の話

などを聞くというのも一つの方法かとは思います。

大野委員 高校は全校集会などは、全てリモートでやっています。
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午後４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 服部 和也

委 員 川田 八重子

教育長 それでは、制服については、リサイクルやリユースの方向性を探

る、入学式についてはリモートでの実施も含めて検討するというこ

とで、今後もご意見をいただきたいと思います。

学校教育課長 冬季休業日など年末年始の日程について報告。

履修の現況について報告。

美山中学校で時間数が足りていない状況ではありますが、３月ま

でには終える予定であります。

日程第５ その他

教育長 会議開催の時間帯について希望があるかどうか伺う。

委員からは、その時の都合によるので、決まった時間帯は無いと

の回答があり、今後も時間帯は固定せず、ご都合を調整して開催す

ることとする。

その他で何かあるかを伺い、何もないことを確認して、会議を閉

会する。


