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令和２年第４回恵那市教育委員会会議録 

開催日時  令和２年３月２７日（金） 午後１時３０分～ 

開催場所  恵那市役所 西庁舎４Ａ会議室 

出席委員  教 育 長         大 畑 雅 幸 

      教育長職務代理者      鎌 田 基予子 

      委   員         樋 田 千 史 

      委   員         西 尾 修 欣 

      委   員         村 松 訓 子 

       

説明のため出席した教育委員会事務局職員等 

      副教育長          安 藤 一 博 

      事務局長          加 藤 真 治 

      教育総務課長        西 尾 克 子 

      教育総務課総務係長     古 屋 恵 子 

 

議 題 

議案審議 

 議案第４号 恵那市教育委員会事務局組織規則の一部改正について 

 議案第５号 恵那市教育委員会の権限に属する事務の委任及び補助執行に関する規

則の一部改正について 

 議案第６号 恵那市招致外国青年就業規則の一部改正について 

 議案第７号 恵那市明智かえでホール管理規則の一部改正について 

 議案第８号 恵那市社会教育指導員非常勤嘱託職員設置要綱の廃止について 

 議案第９号 恵那市コミュニティセンター非常勤嘱託職員設置要綱の廃止について 

 

協議事項 

 協議第１号 社会教育委員会からの提言書について 

 

報告事項 

報第 １号 恵那市特定子ども・子育て支援施設等の実費徴収に係る補足給付事業補助

金交付要綱の制定について 

報第 ２号 令和元年度こども園評価結果について 

報第 ３号 恵那市地芝居小屋活性化事業補助金交付要綱の制定について 

報第 ４号 笠置峡ボート・カヌー場周辺整備について 

報第４－２号 恵那市「岐阜県クリスタルパーク恵那スケート場」管理規則の一部改正 

について 

報第 ５号 平成３１年度教育委員会重点目標の進捗状況について 

報第 ６号 恵那市の園小中学校のトピック（４月）について 

報第 ７号 恵那市中央図書館月別利用状況 
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報第 ８号 中山道広重美術館月別観覧者数 

報第 ９号 岐阜県クリスタルパーク恵那スケート場入場者数 

報第１０号 その他 

 

開 会（午後１時３０分） 

 

１ 会議録の承認 

令和２年恵那市教育委員会第２回定例会会議録、第３回臨時会会議録の承認が

されました。 

 

２ 教育長の報告 

教育長  ２月の定例会が終わり、３月４日に人事関係の臨時会を行った際には、３月２

日からの一斉休校が実施されていました。今後どう対応していくかという状況

の中、６日に中学校の卒業式を行いました。出席者は卒業生と、保護者は原則

１名、教職員、在校生は送辞を読む生徒が保護者の承諾を得た上での出席で、

来賓はＰＴＡ会長のみでした。あとは校長の裁量で合唱を行った学校もあれば、

音楽だけ流した学校もあり、さまざまでしたが、卒業式を終えることができま

した。 

     今回、校長の力量が発揮できる場面になったと思います。２５日に小学校も同

様に卒業式を行いましたが、ここでも校長の力量、校長の知恵が発揮されまし

た。例えば、岩邑中学校では、体育館でのセレモニーは儀式として形が崩れな

い程度に１時間で淡々と進め、終了後、外に出て、広がって保護者の方に合唱

を聞いていただく。そういう知恵を使って式を行った学校もあれば、お構いな

しに体育館の中で行った学校もありました。各校長の考えに任せていましたの

で、とやかく言ってはいませんが、はっきり言って危機管理意識はさまざまだ

ったという気はします。 

     この間、何度か開催した臨時校長会で確認しながら、小学校も同様に開催しま

したが、挨拶の中で、教育委員会の承諾を得たため、ご両親で来てもらいまし

たと話した校長もいました。何のために、どういう目的でこのような措置をと

っているのか、どういうことを目指しているのかということを、校長が理解し

ていないと、教職員に指導はできません。ましてや児童生徒へも話もできない

というところで、まだまだ私は甘さが残っていると思います。 

     学校教育再開に関する教育委員会からの文書を各学校に発信し、ホームページ

に掲載したり、保護者メールで流したり、周知するよう依頼しました。小学校

では給食を切っている学校もありましたが、各学校で詳細な部分、開始時刻な

どお知らしなくてはいけないこともありますので、学校側のお知らせも依頼文

書につけて周知していただけると思っています。いずれにしても、感染者は

徐々に増えていますので、急激に増えて、大変な状況になるとも限らない中で、

本当に気を引き締めて対応していかなくてはいけないところですが、まだまだ

甘さが残っていると感じています。 
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     ３月２日以降、学童がすぐに対応できないところも多かったため、各コミュニ

ティセンターで居場所を確保していただきました。コミュニティセンターがな

い長島小学校、大井小学校、それから、大井第二小学校については、教室を１

部屋あけて、市の職員がつき対応する中で、市から学校でも対応してほしいと

要望がありました。国からも、教員あるいは支援員が、学童を手伝うことは可

能で、特に臨時職員については、３月の収入がなくなるため、計画どおり補償

するかわりに学童等を手伝って働いてもよいと指示が出ましたので、各学校に

周知し、３月１６日からコミセンと並行して、学校でも居場所を開放しました。

利用者は市全体で、平均２０人から３０人でした。中学校も居場所を提供しま

したが、利用者はいませんでした。ただ中学校については中学生を受け入れる

ためではなく、より近い場所に小学生の居場所をつくるという意味での開放で

した。そのほか、生涯学習課やスポーツ課もマラソン大会などいろいろなイベ

ントが中止になりました。 

     この間、私たち教育委員会は、学校教育中心にものを考え、学校教育について

毎日対応をしてきましたが、大変難しかったです。また対応する中で、飲食店

や宿泊業者の方が厳しい状況になり、学童の子どもたちや、居場所に来ている

子どもたちにお昼を配ったらどうかなどの指示も受けました。その件について

はアレルギーの子についてどうするのか、受けていただく業者についてはなど

難しく、実施することはできませんでした。 終的にできたことは、小学校の

卒業式で、卒業生に市内の菓子店から 1,０００円相当のお祝いのお菓子を配り

ました。 

     きのうの修了式ではスクールバスでの過密を避けるため、間隔をあけて乗車で

きるよう、校長会で声を掛けて、必要な学校には貸し切りバスを手配しました。

実際には、恵那北中学校と恵那北小学校に貸し切りバスを用意しました。修了

式と学級指導合わせて１時間か１時間半の間、バスに待っていてもらい、６台

のバスをチャーターしただけで、約４０万円かかりました。これを４月からの

新学期に、毎日同じことはできません。国からの補助もないので、一番心配さ

れるバスについては、過密になる、密閉されるという意見も随分出ましたが、

辛抱していただいて、３つの要素、密閉、密集、密接をなるべく解消していく

ということで、バスは窓をあけて運行する、子どもたちにはマスクなりマスク

に代わるものをつけて乗車するなど、できることを行っていくことになります。 

     ４月からは、日程的には通常どおりですが、非常事態の体制、感染予防の手だ

てをしながら行っていきます。 

     どこまで保護者の方々にご協力いただけるかですが、私は、３月を振り返って

みると、本当に大勢の保護者の方々に辛抱していただくことが多かったと思い

ますが、とてもご協力をいただけたと感謝をしています。４月からもいつ終わ

るか分からない中、ご負担はお掛けしますが、学校を再開していく予定です。

また給食も予定どおり実施する予定です。 

     毎日、その日暮らしのような対応をしながら、ここまで来たというのが正直な

ところです。 
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３ 委員の報告 

委 員  恵那市には感染者はまだいませんか。 

教育長  今のところまだ発覚していません。 

委 員  検査してくださいと言えば、恵那市の病院は対応できますか。 

教育長  対応していません。全国同じですが、３７度５分以上の発熱が４日続いて、医

者に検査したほうがいいと言われた方以外、まだ検査していただけません。 

事務局長 恵那市では、恵那保健所に相談し、指示に従って診察する仕組みになっていま

す。肺炎のＣＴ検査をするとコロナウイルスの感染の可能性が高いかどうか分

かるそうです。その上で、コロナウイルスの可能性が高いとなったときにはＰ

ＣＲ検査を行うことになるそうです。保健所の指示で 初からＰＣＲ検査を受

けることもあります。今は直接、診察することはありません。 

委 員  いざというときは、恵那市はそのＰＣＲ検査ができる体制にありますか。 

事務局長 対応できると思っていますが、実際にＰＣＲ検査を受けた方がいるかは、公表

されません。 

委 員  コロナいじめではありませんが、そんなことが起こると嫌だと思います。 

     小学校の卒業式に行ってきました。先ほどの教育長さんの危機管理意識という

点でお話させていただくと、保護者原則１人というのは守られていました。ご

両親揃って参加するため休みを取られたであろうお父さんが５、６名、体育館

の外にみえました。式にはお母さんしか参加されていなかったため、保護者席

はすいていました。ずっとマスク着用の短縮版で進められましたが、一通り終

わった段階で、先生全員が前に横並びで立たれました。校長先生以外の教職員

の方、１０人以上が、１メートルの間隔も空けず、マスクもしていない状態で、

横一列に並ばれて、１人ずつ卒業生に言葉を掛けられました。長い方だと１分

以上話された方もいて、全員が声掛けをしたので、時間がかかりました。 

     子どもたちはマスクを着けており、保護者にも参加者一人と言って、外で待っ

ている保護者もいる中、先生の思いを伝える場面に長く時間を取っていたため、

参加された方が抵抗なく見てみえたのならいいのですが、何かそこで感じられ

たのなら残念だと思いました。徹底して行うのなら、徹底したほうがいいと思

いますし、先生方は子どもたちのためにという思いで行ったと思いますが、も

う少し違うやり方があったのではと思います。 

委 員  上矢作中学校の卒業式に参加しました。卒業生は１２名で、保護者は１人、席

も間隔を空けて座り、歌は場所を変えて歌いました。式が始まる前に校長先生

と話をした際、告辞をして下りてまた登壇し記念品授与を行うのか。やらなく

てもいいのではと伝えたところ、式次第に書いてあるため、やりますと言われ

ました。ＰＴＡも、副会長さんと２人で登壇して記念品を渡しました。時間は

多少かかりましたが、本当にいい姿でした。 

     小学校の卒業式は恵那北小学校へ行ってきました。北小の卒業生も１５名です

ので少なかったです。保護者が２０人以上みえましたので、多分夫婦で参加さ

れたと思います。校長先生と話をした際、開始が１時間遅れたとのことでした。

なぜかと尋ねたところ、卒業生が全然やり取りの練習をしていないため、式の
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前に体育館で練習をしたそうです。１カ月会っていなかったため大変だったそ

うです。卒業式の内容としては、在校生の代表者が６年生に一言ずつ言う呼び

掛けも全部印刷して、卒業生に配りました。また祝電披露も形式的には行いま

したが、冊子にして配られました。記念品授与については放送で行っており、

その辺はすごくよかったです。 

     ただ、少し心配したのは、記念品授与で日本語表記の冊子とお菓子と言ってい

ました。記念品として、教育委員会から冊子とお菓子をいただきましたと言っ

ていましたが、記念品と言うのかなと思いました。 

     子どもたちは本当に生き生きとした声で、式は短く、早く終わりましたので大

変良かったと思います。 

委 員  この１カ月、国の休校指示があり、恵那市内においても、各学校の先生方初め、

教育委員会事務局の皆さんも大変苦労をされたと思います。本当にご苦労さま

でした。特別なトラブルがあったという話も耳に入ってきていません。それだ

け、学校、そして、この事務局で一生懸命やられた結果だと思います。 

     その間、授業のかわりになるものとして、インターネットを通じて、各学校で

プリントを配布したり、県の教育関係のウエブを紹介したりと、大いに活用し

ていました。感心したのは、よくこの席でお話しますが、各学校のホームペー

ジの来訪者の数が、以前は大体数十件、多くても数１００件でしたが、今回、

毎日、３００から５００件のホームページへの訪問者がありました。 

     保護者の方に聞いたところ、子どもは何回もアクセスしているようです。また、

保護者がアクセスして、それを子どもに見せるという話も聞きましたので、確

かにこういった文明の利器というか、道具というのは、活用によっては、本当

にいいものだと思いました。 

     その中でも、普段からホームページの更新をしている学校は、細やかなページ

のつくり方というか、子どもに対してメッセージを毎日送っている校長先生も

みえました。あるいはプリントをＰＤＦにして掲載するだけという学校もある

など、普段からのネットへのかかわり具合によって、こういった緊急事態に道

具を有効に使えるのかどうかに表れてくるのだと思いました。 

     その結果がどうだったのかということはよく分かりませんが、普段の取り組み

方が、こういったときに表れるのだと改めて感じました。 

     明智中学校と大井小学校の卒業式に出席しました。事務局で非常に短い告辞を

用意してくれましたが、それだけではと思い、告辞を読み終わった後、一言、

二言祝辞を述べましたが、在校生のいない卒業式は寂しいということを感じま

した。 

     先ほども呼び掛けの話が出ましたが、明智中、大井小は、きちんとした卒業式

でした。子どもたちは練習ができず、ぶっつけ本番だと聞きました。ある程度、

説明があったとは思いますが、やはり、子どもの動きに多少の戸惑いはありま

した。その分、先生がステージ下で誘導している場面もありましたが、ぶっつ

け本番のような状態で、あれだけの卒業式ができたというのは、ほめてあげる

べきです。子どもももちろんのこと、先生方にもご苦労を掛けたのだと思いま
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した。 

各学校で休校中のホームページでいろいろ工夫を凝らしてみえました。その中

で一つ、給食レシピ掲載されており、面白いと思いました。本来学校で提供さ

れる給食のメニューがレシピとして子どもたちにも見えるようにアップされて

いた。給食センターの対応になると思いますが休校のときだけではなく、普段

からこういうものがあると面白いと思いました。 

     それから、子どもたちが家庭で学校から配信されるプリントや、ＷＥＢラーニ

ングを見ていたと思いますが、もしかしたら、親が持っているスマホで見てい

た子どももいるのでは。スマホでは使いづらいと思います。家にパソコンやプ

リンターがある家庭もあれば、親のスマホしかないという家庭もあると思いま

すので、学校での通信環境整備はどんどん進んでいます。そういう意味では、

例えば、家庭学習のための通信設備の補助ができると、面白いと思いました。

もし補助が難しいようでしたら、ケーブルテレビで授業の風景を流すこともで

きるのではないかと感じました。 

委 員  コロナ対策で、学習支援員はコミュニティセンターへ手伝いにいってきました。

明智のコミュニティセンターは２０人ぐらい児童が集まるということでした。

児童は全然危機感がなく、長机で隅と隅に分けてプリントをやらせても、知ら

ないうちに引っ付いていたり、換気をしなくてはいけないので、時々窓を開け

たり、扉を全開にしておいても、寒いといって自分で閉めてしまったりと、様

子を見ていると、もって半日という感じでした。 

     午後からは社会教育指導員が、紙芝居や工作を教えに来てくれたり、長い子は

４時ごろまでいますので、地域の方が読み聞かせに来てくださったり、ＤＶＤ

を観たり過ごしています。もちろん換気などいろいろ配慮しながらですが、ど

うしても、子どもたちに危機感がないため、なぜこのような状態で勉強しなく

てはいけないかを、時間がなかったにしても、家の方や先生方が、もっと説明

してくださるとよかったと感じました。 

     でも、いざというときに、学校と地域のつがながりがしっかりしているところ

は子どもが何人来ても、素早く振り分けをして、送り迎えをしっかり行うこと

ができていたので、普段からの地域とのつながりが大事だと感じました。 

     卒業式は、小学校も中学校も串原に出席しました。人数が少なく、ＰＴＡ会長

を兼ねてみえる保護者は、夫婦で参加している方もいました。卒業生は中学校

３人、小学校も３人だったので、前もって、教務の先生が、１時間かからない

ようスケジュールをしっかり組んで、そのとおりに運んでいたため、少し寂し

いと思いましたが、事がことなのでという感じでした。こじんまりとしていま

したけど、とてもアットホームな、本当に家族だけみたいないい式だったと思

います。 

     子どもたちの様子を見ていると、新学期が始まり、１時間が４５分の授業を集

中して５時間目まで過ごせるか、すぐに切り替えることができるのか心配して

います。今回、家で好きなように１か月を過ごしてきて、新学期を迎える。そ

ういう切り替えが、新年度始まってうまくいくのか、子どもたちの様子を見て
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いて思いました。その点に関しては、担任の先生方に頑張っていただきたいと

思います。 

 

４ 議案審議 

教育長  議案第４号 恵那市教育委員会事務局組織規則の一部改正について、説明をお

願いします。 

事務局長 議案第４号 恵那市教育委員会事務局組織規則の一部改正について、資料に基

づき説明。 

教育長  ご意見、ご質問はありませんか。 

委 員  なし。 

教育長  ご承認いただけますか。 

委 員  はい。 

教育長  議案第５号 恵那市教育委員会の権限に属する事務の委任及び補助執行に関す

る規則の一部改正について、説明をお願いします。 

事務局長 議案第５号 恵那市教育委員会の権限に属する事務の委任及び補助執行に関す

る規則の一部改正について、資料に基づき説明。 

教育長  ご質問等はいかがですか。 

委 員  なし。 

教育長  ご承認いただいたということでよろしいですか。 

委 員  はい。 

教育長  議案第６号 恵那市招致外国青年就業規則の一部改正について、説明をお願い

します。 

事務局長 議案第６号 恵那市招致外国青年就業規則の一部改正について、資料に基づき

説明。 

教育長  ご意見はありませんか。 

委 員  なし。 

教育長  承認でよろしいですか。 

委 員  はい。 

教育長  議案第７号 恵那市明智かえでホール管理規則の一部改正について、説明をお

願いします。 

事務局長 議案第７号 恵那市明智かえでホール管理規則の一部改正について、資料に基

づき説明。 

委 員  数か月前に公の施設の利用料金の改正があったと思いますが、なぜ今回かえで

ホールが議案として出てきたのですか。 

事務局長 １０月に改正したものは条例で定めるもので、議会の議決が必要となり、議会

に間に合うよう議案として審議していただきました。今回については規則です

ので、議会に諮る必要はなく、告示だけで済むため、今の時期になりました。 

委 員  規則で利用料が定められているものが明智かえでホールだけだったということ

ですか。 

事務局長 はい。教育委員会はこの規則のみでした。 
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教育長  そのほか意見はありませんか。 

委 員  なし。 

教育長  ご承認いただけたということでよろしいですか。 

委 員  はい。 

教育長  議案第８号 恵那市社会教育指導員非常勤嘱託職員設置要綱の廃止について、

と議案第９号 恵那市コミュニティセンター非常勤嘱託職員設置要綱の廃止に

ついて、説明をお願いします。 

事務局長 議案第８号 恵那市社会教育指導員非常勤嘱託職員設置要綱の廃止について、

と議案第９号 恵那市コミュニティセンター非常勤嘱託職員設置要綱の廃止に

ついて、資料に基づき説明。 

教育長  ご質問、ご意見いかがですか。 

委 員  なし。 

教育長  ご承認でよろしいですか。 

委 員  はい。 

 

７ 協議事項 

教育長  協議事項１号 社会教育委員会の提言書について資料に基づき説明。 

委 員  ３７ページの２番に９項目あります。その中の７番、地域協議会への協力とい

う文言があり、この９項目全てですが、具体的に何をするのですか。細かく指

示する必要はないとは思いますが、何か具体例を挙げたほうが動きやすいので

はないでしょうか。説明する際には、例えば、こういうことがありますなど、

具体的にお話ししたほうが動きやすいと思います。 

教育長  新年度、塾長会あるいは振興事務所長と塾長の合同会議に担当者と出席して説

明していきます。 

     ほかよろしいでしょうか。 

委 員  はい。 

教育長  ご了承いただきましたので、尊重しながら行っていこうと思っております。よ

ろしくお願いいたします。 

 

８ 報告事項 

教育長  報告第 1 号 恵那市特定子ども・子育て支援施設等の実費徴収に係る補足給付

事業補助金交付要綱の制定について、説明をお願いします。 

事務局長 報告第 1 号 恵那市特定子ども・子育て支援施設等の実費徴収に係る補足給付

事業補助金交付要綱の制定について、説明。 

教育長  ご質問はありませんか。 

委 員  なし。 

教育長  報告第２号 令和元年度こども園評価結果について、説明をお願いします。 

事務局長 報告第２号 令和元年度こども園評価結果について、資料に基づき説明。 

教育長  何か、ご意見、ご質問はありませんか。 

委 員  冊子４ページのアンケートです。アンケートを取ると１０％、約１割の方が反
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対されるのが普通です。１０％切るような評価は普通だと思い見てみると、３

の「地域等との連携について」のうち、「地域との連携」が２１．４％、小学

校等の連携が１６．７％の方があまり思わない、まったく思わないと回答して

います。地域や小学校との連携がうまくいっていない地域への対応は、これか

ら考えていかなくてはいけないと思います。３０年度のアンケートと比べると、

少し上昇しています。１０％を超えるところについては、園長もですが、教育

委員会としても、どこにテコ入れするかなど、何か具体的な案を持っていない

と、保護者の理解を得られなくなるのではないかと感じます。 

     また、６ページの一番下「全こども園で開いている時間が統一されるなど保育

環境や内容が充実している」でそう思わないと回答している方が約１２％みえ

ます。これも昨年と比べて増えています。これについても何が原因か分析しな

がら手を打っていかないと、アンケートを取っただけになってしまいます。そ

のあたりを留意して活用していくといいのではないかと思いました。 

事務局長 かつて、幼稚園のときは３時まで預かっていました。こども園になって幼児コ

ースは２時になったため、そこに対する不満は残っており、自由意見にも、そ

のような記述が出ています。 

     初の地域との連携、学校との連携については、職員等の自己評価ですので、

自由意見には出てきませんが、園長会などで話し合っていく必要があると思い

ます。 

教育長  保護者の要望と、園長さんを初め、職員との折り合いが一番つきにくいところ

です。かつて旧恵那市には３つの幼稚園と、保育園が幾つかありました。幼稚

園は国が示している要領でいうと１日の教育課程に係る教育時間は、４時間と

なっています。東野はもともと保育園だった園を幼稚園にしましたが、保育園

機能も維持してほしいということから、１時間サービス保育を行ってきた慣例

がありました。こども園になった際、幼児コースと幼保コースに切り替わった

ため、以前は３時までだったのに２時までになったという点で不満が出てくる。

これは、二葉も大井も同じです。ほかの自治体では、幼稚園はもとから２時ま

でですが、過去の経緯があるという点で状況が異なります。 

委 員  実際に、２時で帰る子、あるいは４時、５時に帰る子がいるわけですね。 

教育長  はい。保護者にはコースを選んでいただいています。幼児コースは、いわゆる

幼稚園機能ですから、給食費も含めて料金は月約１万円です。幼保コースにつ

いては、世帯の収入にもよりますが、給食費が含まれた形で何段階に分かれて

います。 

事務局長 はい。幼児コースは２時までですが、本当は３時まで預かってほしいと多くの

方が望んでみえます。ただ幼保コースに変更すると料金が高くなってしまうた

め、幼児コースを選んでいました。令和元年１０月の無償化により、幼児コー

スから６時まで預けられる幼保コース変更する方が増えています。 

教育長  そのほか、よろしいですか。 

委 員  はい。 

教育長  それでは、報告事項第３号 恵那市地芝居小屋活性化事業補助金交付要綱の制
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定について、説明をお願いします。 

事務局長 報告事項第３号 恵那市地芝居小屋活性化事業補助金交付要綱の制定について、

資料に基づき説明。 

委 員  三郷の宮盛座はどこにありますか。現在も使われていますか。 

事務局長 農協の旧三郷支店付近です。集会所として利用しています。ただし、もともと

芝居小屋でしたので、駐車場が狭いという難点があります。 

教育長  よろしいですか。 

委 員  はい。 

教育長  報告事項第４号 笠置峡ボート・カヌー場周辺整備について、説明をお願いし

ます。 

事務局長 報告事項第４号 笠置峡ボート・カヌー場周辺整備について、資料に基づき説

明。 

教育長  現在、関西電力が水を抜いていまして、ダムつくる前の川幅に水位が下がって

いると聞いていますので、一度、見にいきたいと思っています。もし機会があ

りましたら、見ていただければと思います。 

委 員  関連でオリンピックの件ですが、ポーランドはどうなりましたか。まだ結論出

ていませんか。 

事務局長 結論は出ていませんが、オリンピックが来年に延期になりましたので、ポーラ

ンドカヌー連盟との協議ということになると思います。 

教育長  きょう午前中に定例記者会見があり、記者の方からもその質問がありました。

この夏はオリンピックが延期になったため、事前合宿にはみえませんが、少し

耳に入ってきたことは、今後のコロナの状況にもよりますが、秋ごろ合宿をし

てみたいという話も聞こえているとのことでした。 

委 員  事前キャンプはオリンピックの直前ですよね。それとは別に合宿という形態で

来てくださればいいです。 

教育長  ほか、よろしいですか。 

委 員  はい。 

教育長  申し訳ありません。追加資料の報告事項第４－２号 恵那市「岐阜県クリスタ

ルパーク恵那スケート場」管理規則の一部改正について、説明をお願いします。 

事務局長 報告事項第４－２号 恵那市「岐阜県クリスタルパーク恵那スケート場」管理

規則の一部改正について、資料に基づき説明。 

委 員  県からの文書のタイトル中、障害者の「がい」は平仮名ですが、規則の条文は

漢字ですか。 

副教育長 法令的にいうと、障害の害は漢字で書きますが、岐阜県は全体的に平仮名で

「がい」と書くよう統一されています。国の法令では障害者は漢字を使用して

います。 

教育長  報告事項第５号 平成３１年度教育委員会重点目標の進捗について、説明をお

願いします。 

事務局長・副教育長  報告事項第５号 平成３１年度教育委員会重点目標の進捗につい

て、資料に基づき説明。 
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教育長  ご意見など、いかがですか。 

委 員  個人的な要望ですが、毎月、工事や改修の進捗状況を報告していただきますが、

例えば、年に１、２回、見学会というわけではありませんが、現場視察ができ

るといいと思います。どこかで予定を入れていただきたいです。 

委 員  恵那南高校ですが、ことしは何名入りましたか。 

教育長  ４８名で、２クラスになりました。 

委 員  ２クラスですか。将来的に見通しはいかがですか。 

教育長  将来的には分かりません。向こう５年や６年は大丈夫だと思いますが、まだ、

分かりません。少子化が進んでいますので、例えば、特定の高校を廃校にする

など、そういう形ではなく抜本的な改革、改正をされるということを伺ってい

ます。実際には、分散型で今の施設をそのまま使ってなのか、ある程度整理し

た上で、かつて中津高校の中に工業科や農業科があったように、以前のような

形に戻るのかどうなのかというとこはあります。 

     あわせてＩＣＴも進んできていますので、単位制などいろいろな形が増えてく

る可能性もあります。 

委 員  ６番コミュニティスクールの進捗状況で２月１８日、恵那南地区（２回）とあ

りますが、恵那南地区ということは、小中全部という意味ですか。 

副教育長 はい。 

委 員  まずはそれぞれの学校区で行って、その後恵那南地区全体で行っているという

ことですか。 

教育長  ここ３年間ぐらい同じような形で行っています。近隣の状況を知るために、全

体で行い、講師の先生を呼んで講演をしていただくなど行っています。 

委 員  ５番、２月の給食運営委員会に参加しました。運営委員会の前に食物アレルギ

ー対応検討委員会があり、引き続き運営委員会という流れでしたが、ほとんど

の方が同じメンバーで、あとで参加したのは私だけでした。委員長さんが不在

で、副委員長が司会をしてみえましたが、その校長先生も不思議そうに、なぜ

一緒に開催しないのかと後で言ってみえました。ほかの方はアレルギーの会議

で一通り話が終わっていて、私だけのために同じことを説明してもらうみたい

な感じでした。本来の運営委員会の形ではないと思いますが、運営委員会のあ

り方自体、もう少し活性化したほうがよいと感じました。 

教育長  そのとおりで、私も毎年参加していますが、ことしは特に無駄事に思いました

が、アレルギー対応検討委員会はやはりアレルギーに特化した会です。給食運

営協議会は、恵那市の学校給食全般について、そのときの一番の喫緊の課題を

取り入れていくものです。時に、報告事項の一つとして、あるいは協議事項の

一つとして、アレルギーの項目が入ってくれることがあるかもしれませんが、

この前の会議では、まるきり同じ内容だったため、令和２年度からは内容を変

えるようにします。 

委 員  ２３番の恵那三学塾の内容の充実ですが、コロナウイルスの関係で３月の市民

講座が中止となっています。いろいろなことが中止になっていると思いますが、

中止で終わらせてしまうのはすごく残念です。きっと準備もいろいろしてみえ
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たと思いますし、恐らく資料を配付して終わりになったかと想像しますが、お

年寄りの方は分かりませんが、ネット中継というか、それぞれの家にいながら、

市民講座が受けられるような仕組みがあるといいと思います。 

教育長  ありがとうございます。情報収集してみます。 

教育長  それでは、報告事項第６号 恵那市園小中学校のトピックについて説明をお願

いします。 

副教育長 報告事項第６号 恵那市園小中学校のトピックについて、資料に基づき説明。 

教育長  報告事項第７号から９号、各施設の状況について説明をお願いします。 

事務局長 報告事項第７号から９号、各施設の状況について、資料に基づき説明。 

教育長  ４月の行事予定について、説明をお願いします。 

事務局長、副教育長 ４月の行事予定について、資料に基づき説明。 

教育長  よろしいでしょうか。 

委 員  はい。 

教育長  ６７ページは、２月分の後援申請の一覧です。 

教育長  ありがとうございました。そのほかご意見はありませんか。 

委 員  はい。 

教育長  次回教育委員会の日程調整。 

     第４回教育委員会定例会を閉会します。 

     午後３時３８分閉会を宣言します。 

 

 

令和２年３月２７日 

 

  教育委員 鎌田 基予子 

 

 

                          教育委員 樋田 千史 

 

 


