
 -1- 

令和元年第6回岐阜市教育委員会定例会会議録 

 

1 日  時 令和元年5月29日（水曜日）午後2時30分から午後4時30分まで 

 

2 場  所 岐阜聖徳学園大学附属小学校（岐阜県岐阜市柳津町高桑西一丁目1番地） 

 

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

 

4 説明のために出席した事務局の職員 

田中事務局長、原教育政策参与兼次長、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、深尾教育政策課長、 

吉村教育施設課長、中島学校保健課長、久保田幼児教育課長、 

川合図書館副館長、菅沼中央青少年会館長、和田岐阜商業高等学校事務長、 

近藤科学館長、大塚歴史博物館長、中島青少年教育課長、 

辻岐阜東幼稚園長、吉田教育政策課主幹、高橋社会教育課係長、 

 

5 職務のために出席した事務局の職員 

杉本教育政策課副主査、櫻井教育政策課主任、川那教育政策課主任主事、

山本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) こどもひろばの開催について（教育政策課） 

 
(2) 歴史博物館で開催されるイベントについて（歴史博物館） 

 
(3) 平成31年度教育指導の重点及び学校経営計画（高等学校版マニフェス

ト）について（商業高等学校） 

 (4) 第2回幼児教育セミナーの開催について（幼児教育課） 

※ 
(5) 徹明小学校跡地活用中期的活用に係る基本方針（案）について（教育政

策課） 

※ (6) 臨時代理の報告：岐阜市立学校の学校医の任免について（学校保健課） 
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※ (7) 臨時代理の報告：岐阜市教育委員会附属機関委員の任免について（歴史

博物館ほか） 

※ (8) 臨時代理の報告：岐阜市教育委員会事務局職員の人事について（図書館） 

第5 議事 

 (1) 第32号議案  岐阜市教育委員会事務局及び教育機関処務規則等の一部を

改正する規則について（教育政策課） 

 (2) 第33号議案  取り下げ 

※ (3) 第34号議案  岐阜市青少年会館条例の一部を改正する条例制定に関する

教育委員会の意見について（中央青少年会館） 

※ (4) 第35号議案  岐阜市立学校等体育施設夜間開放使用料徴収条例の一部を

改正する条例制定に関する教育委員会の意見について（市民

体育課） 

※ (5) 第36号議案  令和元年度岐阜市一般会計6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） 

※ (6) 第37号議案  岐阜市教育委員会附属機関委員の任免について（歴史博物館

ほか） 

※ (7) 第38号議案  岐阜市学校運営協議会委員の任免について（学校指導課） 

※ (8) 第39号議案  岐阜市教育委員会非常勤嘱託職員の任免について（図書館） 

※ (9) 第40号議案  岐阜市教育委員会事務局の人事異動について（教育政策課） 

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30分開会 

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6回教育委員会定例会を開会します。 

 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。 

 それでは、議事日程をご覧ください。本日は、報告が8件、議事が8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」と声あり） 

 

○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、諸般の報告の前に、先般報道されております事件、事故に関連して、

岐阜市の対応状況を各担当課より説明します。 

 昨日、川崎市で発生しました事件に係る岐阜市の対応について、学校指導課

及び学校保健課が報告します。 

 

○井上学校指導課長、中島学校保健課長（説明） 

 

○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。 

 

○川島委員 心配をしていたところですので、迅速な対応をとっていただきあ

りがとうございました。防護柵等の安全施設の設置が必要と思われる箇所の対

応に、どの程度の期間がかかりますか。 

 

○中島学校保健課長 9月末頃に合同点検を終える予定にしており、その後実

際に設置していきますが、設置を行うのは基盤整備部など国・県・市道の道路

管理者になります。予算の都合もあろうかとは思いますが、迅速に対応してい
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ただけるよう依頼してまいります。 

 

○川島委員 迅速な初動対応をしていただきましたが、実際に安全施設等が設

置され、状況が改善しなければ意味がありません。設置計画を立ててフォロー

をしていく等しっかりと継続的に取り組み、１箇所でも早く改善できるように

していただきたいと思います。 

 

○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、熱中

症について学校保健課からお願いします。 

 

○中島学校保健課長（説明） 

 

○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。 

 

○足立委員 注意喚起をしても、自宅で水分を十分取ってきたか、あるいは体

調がどうだったか等個人差がありますし、また体力差もありますので、とにか

く迅速に対応していただくしかないと思います。 

 

○早川教育長 皆が注意し、熱中症が発生しないよう努めていきたいと思いま

す。 

 

○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、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いたします。 

 

○深尾教育政策課長 （こどもひろばの開催について説明） 

 

○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。 

 

○武藤委員 さきほど熱中症の話が出ましたが、6月末であれば天候によって

暑くなることが予想されます。熱中症対策について準備されていることがあれ
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ば教えてください。 

 

○川那教育政策課主任主事 昨年同様ウォーターサーバーを持ち込み、随時水

分を取ることができる体制をとる予定です。それ以外にも、氷を当てて冷やす

ものや応急措置用の道具を準備します。また緊急時の通報体制も整えるなど、

熱中症対策を行います。 

 

○武藤委員 子どもたちは水分補給も忘れてのめりこんでしまうこともある

ので、こまめに注意喚起をするなど、万全を期していただきたいと思います。 

 

○横山委員 この事業は(一社)岐阜銀行協会の支援を受け、それで成り立って

いるということですか。 

 

○川那教育政策課主任主事  (一社)岐阜銀行協会から１００万円の支援を受

け、事業費４００万円の一部に充てさせていただいております。 

 

○横山委員 チラシに記載されている協力会社はこれからまだ増えますか。 

 

○川那教育政策課主任主事  ブースの内容が全て確定しているため、これ以

上増えることはありません。 

 

○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

(2)について説明をお願いいたします。 

 

○大塚歴史博物館長（歴史博物館で開催されるイベントについて説明） 

 

○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。 

 

○川島委員 （公財）ぎふしん記念財団から毎年助成をいただいているもので

しょうか。初めてであれば、（公財）ぎふしん記念財団の記念事業なのでしょう
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か。 

 

○大塚歴史博物館長 昨年度が初めてでした。記念事業ということではなく、

（公財）ぎふしん記念財団が行っている、一連の文化活動支援の一環だと認識

しています。 

 

○川島委員 公共施設への助成については、支援先を探している公益財団法人

もあるようです。公益財団法人は、公益事業を行っていないとその資格を維持

できないという面があるようです。様々な公益財団法人がありますので、企画

を持ち込むなどしてみてはいかがでしょか。 

 

○早川教育長 今後の事業展開によっては幼児教育課も活用できるかもしれ

ません。また、先日まで歴史博物館で開催されていた特別展では、中学生や高

校生が目の前で説明してくれることが大変好評だったようです。今後も継続を

お願いします。 

 

○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

(3)について説明をお願いいたします。 

 

○和田商業高等学校事務長 （平成31年度教育指導の重点及び学校経営計画

（高等学校版マニフェスト）について説明） 

 

○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。 

 

○横山委員 マニフェストは何に基づいて作成しているものですか。 

 

○和田商業高等学校事務長 平成19年度に学校教育法が改正され、学校評価が

新たに規定されました。その規定に基づきマニフェストを作成しています。自

己評価及び学校関係者による評価を実施し、それらを公開することで、学校に

通っている生徒や保護者、地域の方々に学校経営に関わっていただき、よりよ
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い学校づくりをしていこうというものです。 

 

○早川教育長 これは岐阜県の様式でしょうか。 

 

○和田商業高等学校事務長 そうです。 

 

○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。 

 

○久保田幼児教育課長 （第2回幼児教育セミナーの開催について説明） 

 

○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。 

 

○伊藤委員 先日開催された第1回幼児教育セミナーに参加させていただき、

ありがとうございました。子育てに手遅れはないということで、小学校、中学

校の保護者の方、先生方にもぜひ聞いていただきたい内容でした。第2回幼児教

育セミナーのチラシも、幼児にかかわる方のみが対象という印象を与えかねな

いので、幼児教育セミナーという名前に補足をしたり、名前自体を少し変える

などすると、より幅広い方に興味を持っていただけるのではないかと思います。

また、開始時間が15時半の場合、幼稚園のお迎えの時間とも重なるため、可能

であれば午前中に実施することも検討していただきたいと思います。 

 

○久保田幼児教育課長 午前中開催について検討します。 

 

○横山委員 参加者にアンケートをとっているのであれば、その内容を活かし

て改善し、よりよいものにしていってください。 

 

○早川教育長 幼児に関わる方だけが対象ではない、というメッセージをチラ

シに入れられるといいと思います。次回の定例会でアンケート結果の報告をお

願いします。 
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○武藤委員 チラシに「秘密をこっそりと説き明かします」とありますが、何

か意味があるのですか。オール岐阜市で取り組む幼児教育に「こっそりと」と

いうのは似つかわしくないと思います。 

 

○早川教育長 ご指摘ありがとうございます。 

 

○足立委員 先日開催された第1回幼児教育セミナーに参加させていただきあ

りがとうございました。職員の方が直接東京まで出向き、その熱意によって小

児科学会の会長という素晴らしい方を講師としてお呼びできたと伺っておりま

すが、私も同じ医師ですので、ぜひ頼っていただければと思います。職員の方

の出張費の節約にもなるはずです。また、医師として助言できることもあると

思いますので、医療関係者とコンタクトを取りたい場合はお声掛けください。 

 

○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、日程

第5議事の第32号議案について説明をお願いします。 

 

○吉田教育政策課主幹 （岐阜市教育委員会事務局及び教育機関処務規則等の

一部を改正する規則について説明） 

 

○早川教育長 それでは第32号議案について、質疑および討論を行います。 

 

○早川教育長 只今の説明について、ご質問や意見はよろしいでしょうか。そ

れでは、採決を行います。第32号議案について原案のとおり決することに、ご

異議ありませんか。 

 

（「異議なし」と声あり） 

 

○早川教育長 第32号議案は原案のとおり可決されました。 
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○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。 

 

（以後、秘密会） 

 

○早川教育長 それでは以上で、本日の議事は終了となります。最後に次回の

会議の日程を確認いたします。次回は、7月3日水曜日の午後1時30分から行う予

定です。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。 

 

午後4時30分 会議終了 


