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令和元年第14回岐阜市教育委員会定例会会議録 

 

1 日  時 令和元年11月20日（水曜日）午後2時10分から午後5時30分まで 

 

2 場  所 岐阜小学校 

 

3 出 席 者 早川教育長、川島委員、足立委員、横山委員、伊藤委員、武藤委員 

 

4 説明のために出席した事務局の職員 

原教育政策参与兼次長、野田次長 

清水次長兼市民体育課長、井上学校教育審議監兼学校指導課長、 

内堀歴史遺産活用推進審議監兼社会教育課長、深尾教育政策課長、 

塩田教育施設課長、中島学校保健課長、中島青少年教育課長 

久保田幼児教育課長、近藤科学館長、大塚歴史博物館長、 

和田岐阜商業高等学校事務長、菅沼中央青少年会館長、吉成図書館長、 

杉山加納幼稚園長、辻岐阜東幼稚園長、吉田教育政策課主幹 

菅原教育政策課係長、田村教育政策課主任、梅村教育施設課係長、 

波賀野幼児教育課主任 

 

5 職務のために出席した事務局の職員 

櫻井教育政策課主任、山本教育政策課主任主事、川那教育政策課主任主事 

 

6 議事日程 

第1 開会 

第2 前回会議録の報告、修正及び承認 

第3 会議録署名者の指名 

第4 諸般の報告 

 (1) 歴史博物館企画展「ちょっと昔の道具たち」の開催について（歴史博物館） 

 (2) 図書館の臨時休館のお知らせ（図書館） 

 (3) 「図書館の連携・協力に関する同盟」締結について（図書館） 
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 (4) 学校創立50周年記念事業の実施について（岐阜商業高等学校） 

 (5) 幼児教育課が開催した主な事業等について（幼児教育課） 

 (6) 令和元年度全国学力学習状況調査結果の分析について（学校指導課） 

 (7) 土曜日等の教育活動の見直しについて（学校指導課） 

 (8) 令和元年度岐阜市の教育公表会について（学校指導課） 

 (9) 境川中学校の学校歯科医の逮捕について(学校保健課) 

※ (10) 「岐阜市幼児教育推進プラン（案）」に関する中間報告について（幼児教育課） 

※ (11) 併設型小中一貫校の設置について（学校指導課） 

※ (12) 不登校特例校の校名選定について（教育政策課） 

※ (13) 公立幼稚園の今後の在り方について（幼児教育課） 

※ (14) 岐阜市立中学校３年生死亡事案及び対応の概要について（学校指導課） 

第5 議事 

※ (1) 第64号議案  令和元年度岐阜市一般会計11月補正予算に関する教育委員会の意見について

（教育政策課） 

※ (2) 第65号議案  岐阜市教育委員会臨時的任用職員および非常勤嘱託職員の任免について（図書

館） 

第6 その他 

※ (1) 令和2年度組織再編について（教育政策課） 

※ (2) 令和2年度岐阜市一般会計予算について（教育政策課ほか） 

第7 閉会 

 

7 会議に付した事件 

「6 議事日程」のとおり。なお※の報告、議案及びその他は、秘密会形式で

審議した 
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午後2時10分開会 

 

〇早川教育長 定刻となりました。本日の出席者数が定数に達し、会議が成

立いたしますので、只今から、令和元年第１４回教育委員会定例会を開会しま

す。 

 

〇早川教育長 前回の会議録は、前回の出席者により承認されました。 

本日の会議録の署名者には、本日の出席者を指名します。 

傍聴者に申し上げます。傍聴の際は、傍聴券の裏面に記載した事項を遵守して

ください。会議の撮影、録音などは、岐阜市教育委員会傍聴規則の規定により

禁止しておりますのでご注意ください。会議の円滑な運営にご協力をお願いし

ます。 

それでは、議事日程をごらんください。本日は、報告が１４件、議事が２件、

その他が２件となっております。議事日程に秘密会で審議すべき案件が記載さ

れていますが、このとおり扱うことにご異議ありませんか。 

 

（「異議なし」の声あり） 

 

〇早川教育長 秘密会については、このとおり扱うものとします。それでは、

日程第４、諸般の報告にまいります。報告（１）について説明をお願いします。 

 

〇大塚歴史博物館長（歴史博物館企画展「ちょっと昔の道具たち」の開催に

ついて説明） 

 

〇早川教育長 只今の説明について、ご質問や意見はございませんか。それ

では次に、報告（２）について説明をお願いいたします。 

 

〇吉成図書館長 （図書館の臨時休館のお知らせ説明） 

 

〇早川教育長 只今の説明について、ご質問や意見はございませんか。それ
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では次に、報告（３）について説明をお願いいたします。 

 

〇吉成図書館長 （「図書館の連携・協力に関する同盟」締結について説

明） 

 

〇早川教育長 只今の説明について、ご質問や意見はございませんか。 

 

〇武藤委員 今回、3市で同盟を締結するに至った経緯について教えてくださ

い。 

 

〇吉成図書館長 大和市が中心となり、岐阜市長と塩尻市長にそれぞれ連携

の打診があったようです。 

 

〇横山委員 全国の図書館が集まる会はあるのでしょうか。 

 

〇吉成図書館長 公立図書館協議会というものがございます。 

 

〇早川教育長 他にご質問や意見はよろしいでしょうか。それでは次に、報

告（４）について説明をお願いいたします。 

 

〇和田岐阜商業高等学校事務長（学校創立50周年記念事業の実施について説

明） 

 

〇早川教育長 只今の説明について、ご質問や意見はございませんか。それ

では次に、報告（５）について説明をお願いいたします。 

 

〇久保田幼児教育課長（幼児教育課が開催した主な事業等について説明） 

 

〇早川教育長 只今の説明について、ご質問や意見はございませんか。 
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〇川島委員 まず今回、パネリストとしてお招きをいただきましたことに対

し御礼申し上げます。非認知能力をどう育てるかというテーマでしたので、企

業において非認知分野を測定して人事考課、採用に生かしている実践をご説明

しました。貴重な機会をいただいてありがとうございました。 

 

〇伊藤委員 黒野こども園さんにお邪魔させていただき、すばらしい幼稚園

であることを実感いたしました。パネルディスカッションの中で、川島委員が

おっしゃられたように、今後は１年先がわからないような時代になっていくと

いうことで非認知能力の重要性を先生方も認識されていると思いますし、子ど

もだけでなく、大人になっても非認知能力は高められるものであると改めて感

じ、私自身従業員にも、非認知能力をもっとつけられるような研修等を実施し

ていきたいと思います。ありがとうございました。 

 

〇武藤委員 今後研修会はどの程度の頻度で開催される予定でしょうか。開

催場所なども含めた今後の展開について教えていただけますでしょうか。 

 

〇久保田幼児教育課長 来年度は、小学校を会場に1回、私立幼稚園を会場に

1回開催を計画しております。 

 

〇武藤委員 このような研究会は非常に有意義だと思います。是非継続して

いくことを期待しております。 

 

〇早川教育長 参加して感心したのは、幼稚園や保育園の先生たちがすごく

メモを取っていたことです。このような機会がもともと少ないということが原

因の一つでしょうが、貴重な機会になったのではないでしょうか。 

他にご質問や意見はよろしいでしょうか。それでは次に、報告（６）について

説明をお願いいたします。 

 

〇井上学校教育審議監兼学校指導課長（令和元年度全国学力学習状況調査結

果の分析について説明） 
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〇早川教育長 只今の説明について、ご質問や意見はございませんか。 

 

〇川島委員 小中学校ともに岐阜市のレベルが高いという印象を持っていま

す。同規模の都市間で比較した時にも、岐阜市の位置づけが高く、特に中学校

はすこぶる高いということを承知をいたしました。 

 相関関係の結果から意欲、熱意というものが最も学力や得点に影響を与える

と知ることができました。児童生徒の学力について、モチベーションアップが

とても重要だということを発信してもらいたいと思います。 

  

〇伊藤委員 授業の振り返り時間を１０分としている根拠はあるのでしょう

か。 

 

〇井上学校教育審議監兼学校指導課長 口頭での確認だけでなく、実際に問

題等を解くなどの見届けのために１０分程度は必要であると考えております。 

 

〇伊藤委員 実際に１０分とるのが難しいと思われる先生もいらっしゃると

思いますが、どのようにアドバイスされる予定ですか。 

 

〇井上学校教育審議監兼学校指導課長 課題化までをできるだけシンプルに

することがポイントだと思います。端的に課題を出して後半に時間を割けるよ

うに指導していきたいと思っています。 

 

〇武藤委員 時間の観点から教科横断的な学習が非常に重要かと思います。

それぞれの教科だけで何かを教えるという形式では時間がどうしても足りない

と思います。 

 私どもの業界でも司法試験終了後に司法修習という期間がありますが、昔は

２年あったものが現在は１年弱程度に短くなっています。量はそのままに民事

を一まとめの授業とするなど、カリキュラムを見直して時間を圧縮しています。

具体的には難しい部分も多いと思いますが、そのような取り組みが、ひいては
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働き方改革につながったり、子どもたちにとっても教科間でのつながりが深く

理解出来たりするなどの効果につながると思います。 

 

〇足立委員 振り返り１０分は医学的にも記憶の定着に効果的ですので是非

実施していただけるとよいと思います。 

 

〇早川教育長 他にご質問や意見はよろしいでしょうか。それでは次に、報

告（７）について説明をお願いいたします。 

 

〇井上学校教育審議監兼学校指導課長（土曜日等の教育活動の見直しについ

て説明） 

 

〇早川教育長 只今の説明について、ご質問や意見はございませんか。 

 

〇横山委員 地域に開かれたカリキュラムという言葉に逆行しているような

違和感があります。私は１０回なら１０回、やるべきだと思います。 

 

〇川島委員 ＰＴＡの回答で１０回継続が突出して多い背景について、どう

思われますか。 

 

〇井上学校教育審議監兼学校指導課長 保護者として、土曜授業は価値があ

るため現行どおりやってもらいたいというご意見だと考えております。 

 

〇川島委員 教員の方も意味があることはわかっていると思います。 

 今のカリキュラム上、本当に必要かどうかを考えるべきだと思います。教員

の負担軽減が理由であれば、違う方法でもできるのではないかと思います。 

 

〇横山委員 私は、土曜日授業は創意工夫によって非常に価値のある時間に

なると思います。実施が過度の負担になるなら地域の人に任せるなど工夫をし

てほしいと思います。土曜授業における出欠の扱いについて教えていただけま
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すか。 

 

〇井上学校教育審議監兼学校指導課長 教育課程内での活動と、教育課程外

の活動があります。教育課程外のときには、出席にも欠席にもならないという

扱いです。教育課程内であっても、外部の活動等の理由がある場合は欠席届を

提出して校長が教育的意義があると認めた場合は出席として扱うこととしてい

ます。欠席が多いのは事実で、中学校で欠席率が１割を超えることもありまし

た。 

 

〇早川教育長 導入時にスポーツ少年団や塾等からかなりの反発があったの

で滑らかな導入のために、それらの活動も出席扱いにすることとしました。 

 

〇伊藤委員 土曜日だと平日仕事をしている父親が見に来られる確率が高い

ので、そういう点では土曜日の授業参観というのは是非やっていただきたいと

思います。岐阜小は、先ほど校長先生がおっしゃられたように、コミュニテ

ィ・スクールを前面に出していまして、地元の方を常に巻き込んで、教育や子

育てをつくり上げています。今日の２年生の子のお話を聞いていただいたよう

に、題材が大変身近なものなので、土曜日に行くことに子どもたちは抵抗がな

いと思います。授業内容を工夫することで子どもの負担感に配慮していただき

たいと思います。 

 

〇武藤委員 土曜授業があることによって家族で過ごす休日が減ったり学校

外の活動が制限されたりする面は無視できない部分もありますので、少し減ら

して様子を見るという考え方はあり得ると思います。もちろん、せっかく実施

する以上、子どもたちのため、地域のためになるように内容をきっちり見直す

ことが前提だと考えています。 

 

〇足立委員 先生方にとっては単に土曜日の実施だけでなく、地域の方との

折衝や企画の立案を含めてご負担だと想像します。その上で、コミュニティ・

スクールなど授業以外にも学んでほしいことが多くあることを考えると、個人
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的には、むしろ増やしていただきたいと考えています。地域の方や非認知能力

の向上などを考えると、できれば減らす方向にはしたくないと思います。 

 

〇武藤委員 本当に減らして大丈夫なのか、内容をしっかりと検証いただい

た上で具体的な案を出していただくのがよいと思います。 

 

〇川島委員 １０回を８回にしたことで一生懸命実施していた学校が１０回

分の内容を無理やり８回で実施しようとすれば、より負荷がかかってしまうの

ではないかと危惧しています。学校の状態に応じて選択できるようにする必要

があると思います。 

 

〇早川教育長 次回、もう一度、総意として決めていきたいと思います。他

にご質問や意見はよろしいでしょうか。それでは次に、報告（８）について説

明をお願いいたします。 

 

〇井上学校教育審議監兼学校指導課長（令和元年度岐阜市の教育公表会につ

いて説明） 

 

〇早川教育長 只今の説明について、ご質問や意見はございませんか。それ

では次に、報告（９）について説明をお願いします。 

 

〇中島学校保健課長（境川中学校の学校歯科医の逮捕について説明） 

 

〇早川教育長 只今の説明について、ご質問や意見はございませんか。 

 

〇武藤委員 後任が決まるまでの間、サポート体制はどのようになっていま

すか。 

 

〇中島学校保健課長 境川中学校は２人体制でしたので、現在もう１人の方

でカバーしております。大きな健診等の予定はありませんので、現時点では問
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題ないかと思います。 

 

〇早川教育長 他にご質問や意見はよろしいでしょうか。それでは、以降の

報告及び議事は、秘密会で進行いたします。 

 

（以降 秘密会） 

 

〇早川教育長 以上で本日の議事は終了です。 

 最後に、次回の会議の日程を確認いたします。次回の会議は、１２月２３日

月曜日、午後１時３０分、場所は現在調整中です。詳細は、後日事務局よりご

連絡します。 

 それでは、以上をもちまして本日の会議を閉会といたします。ありがとうご

ざいました。 

 

午後5時30分閉会 


