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令和３年度第１回 山県市教育委員会定例会議事録 

 

１ 日時 

令和３年４月３０日（金） 午前９時～午前１０時５０分 

２ 場所 

山県市役所３階 会議室３０４ 

３ 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   委 員  堀 惠子 

事務局 学校教育課長     日置 智夫 

生涯学習課長     藤根 勝 

学校教育課課長補佐  渡瀬 和則 

４ 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 

報第１号  山県市体育施設の設置及び管理に関する条例施行規則の一部を改

正する規則の専決処分の報告について 

報第２号  山県市教育委員会の権限に属する事務の一部の委任及び補助執行

に関する規則の一部を改正する規則の専決処分の報告について 

報第３号  山県市歴史民俗資料館の設置に関する条例施行規則の一部を改正

する規則の専決処分の報告について 

報第４号  山県市教育委員会の事務組織等に関する規則の一部を改正する規

則の専決処分の報告について 

報第５号  山県市公民館条例施行規則の一部を改正する規則の専決処分の報

告について 

報第６号  山県市教育委員会点検評価委員会設置要綱の一部を改正する要綱

の専決処分の報告について 

報第７号  山県市教育委員会点検評価実施要綱の一部を改正する要綱の専決

処分の報告について 

報第８号  令和３年度山県市教育委員会事務局及び教育機関の職員の任免の

専決処分の報告について 

報第９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 
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議第１号  令和３年度岐阜県教科用図書岐阜地区採択協議会の設置について 

日程第４ 諸般の報告 

日程第５ その他 

５ 会議の概要 

別添のとおり 
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午前９時 開会 

 

日程第１ 前回の議事録の承認 

令和２年度第７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 

議事録署名者に千葉委員を指名。 

日程第３ 議事 

報第１号  山県市体育施設の設置及び管理に関する条例施行規則の一部を改正する

規則の専決処分の報告について 

報第２号  山県市教育委員会の権限に属する事務の一部の委任及び補助執行に関す

る規則の一部を改正する規則の専決処分の報告について 

報第３号  山県市歴史民俗資料館の設置に関する条例施行規則の一部を改正する規

則の専決処分の報告について 

報第４号  山県市教育委員会の事務組織等に関する規則の一部を改正する規則の専

決処分の報告について 

報第５号  山県市公民館条例施行規則の一部を改正する規則の専決処分の報告につ

いて 

報第６号  山県市教育委員会点検評価委員会設置要綱の一部を改正する要綱の専決

処分の報告について 

報第７号  山県市教育委員会点検評価実施要綱の一部を改正する要綱の専決処分の

報告について 

報第８号  令和３年度山県市教育委員会事務局及び教育機関の職員の任免の専決処

分の報告について 

報第９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 

学 校 教 育 課 課 長

補佐 

＜報第１号から報第９号までについて、一括で説明する。＞ 

教育長 ＜報第１号から報第９号までについて、各委員の意見を求める。＞ 

川田委員 （報第９号について）岐阜大学医学部が最終学歴とあるが、医者

なのですか。 

学校教育課長 医者ではありません。養護教諭の免許を取得し、６月から他の学

校で勤務することになっています。 

千葉委員 「終了確認期限」とは、免許が令和１３年まで有効ということで

すか。 
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教育長 そのとおりです。１０年間有効ということです。 

大野委員 採用期間はとりあえずの期間ですか。 

学校教育課長 ６月から他の学校で勤務することが決まっているため、ここまで

の期間となっています。この後は、昨年、退職された方にアポをと

っています。 

川田委員 （報第２号について）みやまジョイフル倶楽部はうまく稼働して

いますね。先日、民俗資料を見せていただいたのですが、掃除が行

き届いてとてもきれいにしてありますね。子どもたちも授業で見学

するので、とてもいいと思います。 

教育長 今後、こういった民俗資料は残していったほうがいいでしょう

か。 

川田委員 孫が「昔の物を調べる」という授業があり、見学したことがあり

ます。今はとてもきれいに管理されていますが、ほこりまみれにな

るような状態にはしてほしくないと思います。 

教育長 確かにいい物もありますが、みやまジョイフル倶楽部以外の場所

にもいっぱいあるので、教育に使える物を最低限残してそれ以外は

処分するという計画で図書館が整理しています。 

教育長 ＜ほかに委員からの意見がないため、報第１号から報第９号までに

ついて承認を求める。＞ 

教育長 ＜全員異議なしにより、承認する。＞ 

議第１号 令和３年度岐阜県教科用図書岐阜地区採択協議会の設置について 

学 校 教 育 課 課 長

補佐 

令和４年度に使用する小・中学校用教科用図書の採択について

は、採択地区内の市町教育委員会が、令和３年度岐阜県教科用図書

岐阜地区採択協議会を設置し、種目ごとに同一教科用図書を採択す

るための調査研究、協議行うこととなっており、その設置に当たり

協議会規約の承認及び協議会設置の議決をお願いするものです。 

教育長 ＜議第１号について各委員の意見を求める。＞ 

教育長 ＜全員異議なしにより、原案のとおり議決する。＞ 

日程第４ 諸般の報告 

学校教育課長 資料「令和３年度 児童生徒数」について説明します。小学校児

童数合計が１，１５５人で、昨年度より３６人減っています。中学

校生徒数合計は６４０人で、昨年度より９人減っています。富岡小

が５人増、美山中は増減なし、あとはすべての学校で減少していま
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す。今年度、新たに、大桑小の知的、桜尾小の自情、美山中の自情

の特別支援学級を開設しました。通級学級は、梅原小はなくなりま

したが、高富中と伊自良中に開設しました。 

次に、資料「令和３年度 児童生徒・教職員数」について説明し

ます。市費負担職員は、教育サポーターや教育相談員を配置してい

ます。（）内の数字は、加配の欠員となっています。 

生涯学習課長 資料「大桑城跡の調査報告（概要）について」を御覧ください。

国史跡の指定に向けて、昨年度から大桑城跡の調査を行っていま

す。調査発掘は令和２年度から４年度までの３か年の予定です。５

年度に調査報告書をまとめ、６年度に文化庁に意見具申をするとい

うスケジュールです。資料には、令和２年度の調査成果とそのＰ

Ｒ、大桑城跡来訪者数、今年度の調査の予定をまとめてあります。 

次に、資料「ハリヨ公園のリニューアルオープン記念 ハリヨ観

察会」を御覧ください。伊自良のハリヨ公園をリニューアルした記

念に観察会を行うという案内です。 

堀委員 大桑城跡のホームページを拝見したら、動画もあって、きれいで

わかりやすいと思いました。 

川田委員 パンフレットも印刷できるからいいですね。 

堀委員 来訪者数はどうやって把握しているのですか。 

生涯学習課長 現地に設置してあるカウンターを来訪者が自ら押すというかたち

ですので、ある程度の目安です。 

教育長 国史跡の指定に向けての文化庁とのやりとりについて、委員の皆

さんにお伝えすることはありますか。 

生涯学習課長 土地の所有者の同意という課題があります。最終的な国史跡の指

定について同意を得られたわけではありませんが、調査発掘につい

ては同意を得られていますので、今後も国史跡の制度について説明

していきたいと思います。ただし、文化庁との協議の中では、一

部、同意を得られていない区域があったとしても、広い範囲で大桑

城跡として国史跡の指定を受けることはできるという説明を受けて

います。 

大野委員 個人の所有者の方が同意に対してこだわっている点は何ですか。 

生涯学習課長 自分の土地を何かしようと思ったときに、指定を受けたことが何

らかの弊害になるのではないかという御意見です。 
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教育長 歴史を後世にきちんと残していくことは必要ですが、指定の範囲

を広ければ広げるほどお金と時間がかかります。５年計画としてい

ますが、もう少し考えないといけないという感触をもっています。 

教育長 資料「子どもの「絶対安全」の確保に伴う「学習保障」につい

て」を御覧ください。 

学校で複数の子どもや先生が感染するということが全国の至る所

で起こっています。岐阜県や山県でもいずれ考えられることですの

で、大人ががんばってやりましょう、きちんと家族で話し合っても

らい乗り越えていきましょう、という趣旨の文書を出しました。 

現在、ＰＣＲ検査で陽性となれば、濃厚接触者の検査が行われ、

学校については、念のため数十人単位で検査が行われます。そうな

ると、やむを得ず最低限の範囲の閉鎖は出てきます。学級閉鎖や学

校閉鎖は、校長からの報告を受け、市教育委員会が行います。 

閉鎖の際の学習保障については、昨年度整備したタブレットを活

用してオンライン授業を行わなければならないときがあるだろうと

思います。保護者が家庭にいなければいけないという問題はありま

すが、子どもの「絶対安全」の考え方を変えたくはないので、オン

ライン授業も必要だという前提に立ちたいと思います。その際の家

庭のＷｉ－Ｆｉ環境については、これから検討しなければなりませ

んので、委員の皆様の考えをお聞かせいただきたいと思います。 

学校教育課長 現在、家庭のＷｉ－Ｆｉ環境に関するアンケート調査を行ってい

ます。昨年度のこの時期に調べた結果は、約３５％の家庭がＷｉ－

Ｆｉ環境がない、容量制限がある等の回答が出ています。全家庭が

整備済みという学校には、試しに家庭に持ち帰らせるよう依頼して

います。昨年度、美山中学校の一年生が実際に持ち帰りましたが、

一部、つながらないということがあったようです。 

大野委員 オンライン授業は、学校がしっかりと時間割を編成するなど体制

を確立させてから、家庭のＷｉ－Ｆｉ環境を課題とするべきではな

いでしょうか。 

学校教育課長 確かに、子どもたちが４５分、５０分の授業をオンラインで耐え

られるか、不具合が起きたときにどうするかなど、オンライン授業

の問題は山積みです。ただ、授業以外に、子どもたちの健康状態を
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確認するということはできるので、まずは家庭のＷｉ－Ｆｉ環境の

調査が必要だと思っています。 

大野委員 Ｗｉ－Ｆｉ環境のない家庭には授業を録画したＤＶＤを配布する

など、いろいろな対応を考えないといけないと思います。 

堀委員 Ｗｉ－Ｆｉ環境を市が負担する家庭としない家庭が出るというこ

とはよくないと思います。 

千葉委員 全ての家庭を市で負担するのが理想だと思いますが、現状無理な

ので、Ｗｉ－Ｆｉ環境のない家庭に平等な教育が行き届くように考

えることが最優先だと思います。 

教育長 義務教育の機会平等の観点から、千葉委員のおっしゃるとおりＷ

ｉ－Ｆｉ環境のない家庭については、市で対応しなければならない

と思っています。 

教育長 あとは、保護者がタブレットの賠償保険に加入してもらえるかど

うかということがあります。 

堀委員 自己負担ということですか。 

教育長 そうです。 

学校教育課長 保険業者と金額について話をしましたが、タブレットの破損を賠

償するだけでも月額１，０００円以上かかるということです。本来

はすべて保険に加入していただくことが理想ですが、強制はできま

せんし、市が約１，８００台を負担するとかなりの高額になりま

す。昨年度、タブレットを整備した段階で、各学校１、２台の予備

機があります。児童生徒数が昨年度より４５人減っていますので、

その台数分予備機があります。もし、破損した場合は、予備機と交

換するということもできます。 

千葉委員 ＰＴＡの保険の加入率はどれぐらいですか。 

学校教育課長 ５０％もないかと思います。 

川田委員 ＰＴＡの二種類の賠償保険のパンフレットを見ましたが、世帯全

員をカバーしてもらえるので、子どもが多いから負担になるという

ことにはなりません。 

千葉委員 ＰＴＡの保険に加入している場合はそれでいいし、加入していな

い場合はタブレット用の保険への加入を勧め、それでも加入されな

い場合の破損については全額自己負担ということは困難でしょう

か。 
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午前１０時５０分 閉会 

学校教育課長 昨年度、それに近い内容の案内はしましたが、自宅に持ち帰るこ

とを想定していませんでした。 

川田委員 自宅に持ち帰って、床に置いて充電していたら踏んで壊してしま

った、ということはあると思います。保険のパンフレットに、タブ

レットの破損も補償すると、はっきり書いてあったので、学校から

しっかり案内を出せば、加入するのではないでしょうか。 

千葉委員 そういう破損のリスクがあるので、ぜひ保険に加入してくださ

い、ということが言えると思います。それでもどうしても加入しな

い場合は、こういうリスクがありますのでご承知おきください、と

いうことになるのでしょうか。 

教育長 それでは、タブレットについては、できるだけ保険に加入しても

らうような案内を教育委員会から出すことを考えたいと思います。 

日程第５ その他 教育長職務代理者の指名について 

平成２７年度第２回教育委員会会議での申合せ事項により、教育委員任期最終年の千

葉委員を教育長職務代理者に指名。 


