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平成２９年第２回恵那市教育委員会会議録 

開催日時  平成２９年２月２１日（火） 午前９時００分～ 

開催場所  恵那市役所 ４Ａ会議室 

出席委員  教 育 長         大 畑 雅 幸 

      教育長職務代理者      井 口 道 雄 

      委   員         西 尾 修 欣 

      委   員         村 松 訓 子 

      委   員         鎌 田 基予子 

 

説明のため出席した教育委員会事務局職員等 

      副教育長          岡 田 庄 二 

      事務局長兼教育総務課長   門 野 幸次朗 

      政策推進監兼教育推進課長  松 村 和 佳 

      調整監           加 藤 真 治 

      まちづくり推進部長     服 部 紀 史 

      教育総務課課長補佐     西 尾 克 子 

 

議 題 

   議案 １号 恵那市こども園設置条例の一部改正について 

   議案 ２号 恵那市こども園管理規則の一部改正について 

   議案 ３号 恵那市学校給食センター設置条例施行規則及び恵那市教育委員会文書

管理規則の一部改正について 

   議案 ４号 恵那市中山道広重美術館条例等の一部改正について 

   議案 ５号 恵那市大正村明智の森キャンプ場の設置及び管理に関する条例の廃止

について 

   議案 ６号 平成２８年度３月補正予算（案）に関する意見について 

   議案 ７号 平成２９年度恵那市予算（案）に関する意見について 

   協議 １号 平成２９年度「恵那市の教育」について 

   報第 １号 平成２８年度教育委員会重点目標の進捗状況について 

   報第 ２号 恵那市の園小中学校のトピック（３月）について 

   報第 ３号 恵那市中央図書館月別利用状況 

   報第 ４号 中山道広重美術館月別観覧者数 

   報第 ５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 ６号 その他 

        ・３月の行事予定について 

        ・１月分の後援申請について 

        ・こども園・小・中学校の様子について 

        ・平成２８年度恵那市立小・中学校卒業証書授与式について 

        ・次回教育委員会開催日 
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開 会（午前９時００分） 

 

１ 会議録の承認 

     平成２９年恵那市教育委員会第１回定例会会議録を承認いたしました。 

 

２ 教育長の報告 

教育長  学校と市教委との懇談会を実施して、確かなビジョンを持った校長がふえてき

たと感じました。     

     ２月２日に明智中学校へ松川県教育長が来校されました。これから予測困難な

社会になったときに、乗り越えていける人を育てなければならない。厳しく、

あるいは鍛えるという観点で学校教育をやってほしいと挨拶されました。      

     中間まとめの会は、山岡中と飯地小と第二小と行い、学校には若年の教員や臨

時講師にもよくわかる研究推進をしてほしいと伝えました。 

     教員人事をおよそやり終えましたが、教員不足で年々厳しくなっています。恵

那市を本拠地にしている教員の高齢化が進み、それに見合う若者が少ないとい

う状況にあります。 

     ３月議会に新こども園の建設に向けての予算を計上しました。 

      

３ 教育委員の報告 

教育委員 飯地小の中間まとめの会では、もう少し児童を前面に出して、活躍する授業を

期待していましたが、先生主導で児童が答える授業で、主体性のある子どもづ

くり、人間づくりへつながるのかと思いました。 

教育委員 図書館で行われたブックカフェは、初の試みでにぎわっていました。年齢層は

ご高齢の方が多かったのですが、表情が生き生きとして、本を通して一つの空

間ができていて、いい試みだと思いました 

教育委員 中間まとめで学校を訪問した際にマスクをしている先生方が多くみられました。

健康的な雰囲気ではないなと感じましたが、先生方が自分の健康管理をしっか

りしていただくことが何より大切だと思いました。 

教育委員 中間まとめの会と学校との市教委の懇談会に参加して、生徒指導にかかわらな

い職員、用務員、事務員、スクールバスの運転手さんにも敬意をあらわせるよ

うな指導をしてみえる学校は、学校経営がうまくいっていると感じました。 

     英語の授業を拝見しましたが、英語は対話なので生徒が楽しく、飛びつけるよ

うな活気のある、盛り上がる授業であるといいと感じました。 

 

４ 議案審議 

教育長  議案審議に入ります。 

  議案第１号恵那市こども園設置条例の一部改正について、議案第２号恵那市こども

園管理規則の一部改正について、議案第３号恵那市学校給食センター設置条例施行

規則及び恵那市教育委員会文書管理規則の一部改正について、説明をお願いします。 



 3

政策推進監兼教育推進課長 

     議案第１号恵那市こども園設置条例の一部改正について、議案第２号恵那市こ

ども園管理規則の一部改正について、議案第３号恵那市学校給食センター設置

条例施行規則及び恵那市教育委員会文書管理規則の一部改正について、資料に

基づき説明。 

教育長  ご質疑等はございませんか。 

教育委員 なし 

教育長  議案第１号恵那市こども園設置条例の一部改正について、議案第２号恵那市こ

ども園管理規則の一部改正について、議案第３号恵那市学校給食センター設置

条例施行規則及び恵那市教育委員会文書管理規則の一部改正については承認い

たします。 

     次に議案第４号恵那市中山道広重美術館条例等の一部改正について、説明をお

願いします。 

まちづくり推進部長 

     議案第４号恵那市中山道広重美術館条例等の一部改正について、資料に基づき

説明。 

教育長  ご質疑等はございませんか。 

教育委員 なし 

教育長  議案第４号恵那市中山道広重美術館条例等の一部改正については承認いたしま

す。 

     次に議案第５号恵那市大正村明智の森キャンプ場の設置及び管理に関する条例

の廃止について、説明をお願いします。 

まちづくり推進部長 

     議案第５号恵那市大正村明智の森キャンプ場の設置及び管理に関する条例の廃

止について、資料に基づき説明。 

教育長  ご質疑等はございませんか。 

教育委員 炊事場などを修理する場合はどうなるのか。キャンプ場の管理はどこがするの

ですか。 

まちづくり推進部長 

明智の総合型スポーツクラブで管理していただき、施設が壊れたら、その段階

で使用はやめます。 

教育長  そのほか、ご質疑等はございませんか。 

教育委員 なし 

教育長  議案第５号恵那市大正村明智の森キャンプ場の設置及び管理に関する条例の廃

止については承認いたします。 

     次に議案第６号平成２８年度３月補正予算（案）に関する意見について、説明

をお願いします。 

事務局長兼教育総務課長、政策推進監兼教育推進課長、まちづくり推進部長 

     議案第６号平成２８年度３月補正予算（案）に関する意見について、資料に基

づき説明。 
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教育長  ご質疑等はございませんか。 

教育委員 なし 

教育長  議案第６号平成２８年度３月補正予算（案）に関する意見については承認いた

します。 

     次に議案第７号平成２９年度恵那市予算（案）に関する意見について、説明を

お願いします。 

事務局長兼教育総務課長、政策推進監兼教育推進課長、まちづくり推進部長 

     議案第７号平成２９年度恵那市予算（案）に関する意見について、資料に基づ

き説明。 

教育委員 各学校の教育振興費や管理運営費の金額の差の根拠は何ですか。これは校長の

采配、裁量で使ってもいいものですか。 

政策推進監兼教育推進課長 

     金額の差は各学校の規模がありますし、今までの実績で特殊要因が発生したら、

新たに予算を配分するようにしております。執行権限は校長先生がしています。 

教育委員 恵那市学校給食センター維持運営費で、市内の小中学校と表記されていますが、

これは旧恵那市内というような表現だとわかりやすいですが、何か改善される

といいかと思います。 

事務局長兼教育総務課長 

 恵那のセンターについては、旧市内の小学校・中学校などの表記に修正します。 

教育委員 中央図書館の開館１０周年記念事業の予算はどのくらい計上していますか。 

まちづくり推進部長 

     図書館開館１０周年記念事業費は全体で２４０万円ほど計上しています。その

うち講師謝礼は１３０万円を見込んでいます。  

 

５ 協議事項 

教育長  協議事項に入ります。 

     協議事項第１号平成２９年度恵那市の教育について、説明をお願いします。 

副教育長 協議事項第１号平成２９年度恵那市の教育について、資料に基づき説明。 

教育長  ご質疑等はございませんか。 

教育委員 学校経営の欄を上へ上げるという説明でした。こども園経営も上げるというこ

とですか。 

副教育長 そういうことです。こども園の経営も上の欄へ上げます。 

教育委員 学校課題委員会は、年に何回ぐらい開催されていますか。 

副教育長 年に２回から３回ですが、ことしは２回開催しました。 

教育長  そのほかにご質疑等はございませんか。 

教育委員 なし 

 

６ 報告事項 

教育長  報告事項に入ります。 

     報告資料第１号平成２８年度教育委員会重点目標の進捗状況について、説明を
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お願いします。 

事務局長兼教育総務課長、副教育長、政策推進監兼教育推進課長、まちづくり推進部長 

     報告資料第１号平成２８年度教育委員会重点目標の進捗状況について、資料に

基づき説明。 

教育長  ご質疑等はございませんか。 

教育委員 岩村コミュニティセンターを恵那市資料館にして、長屋門をそちらに移転する

という計画がありましたが、全て廃案ですか。 

まちづくり推進部長 

 現状は白紙に近い状態で、まだ再検討をしている状況です。 

教育委員 資料館化も廃案ということですか。 

まちづくり推進部長 

 資料館化も一から考え直すということで、公共施設の再配置も含めて、内部的

に調整をしています。先行して資料館化するというのは、２７年の段階で出て

いましたが、内部調整している状況です。 

教育委員 主要事業に調整会議と経営会議とありますが、この２つの会議はどのように違

うのですか。 

まちづくり推進部長 

 経営会議は市長をはじめ、部長を含めた最終の意思決定会議です。経営会議に

あげる前に、関係部局で調整、協議する会議が調整会議になります。 

教育委員 経営会議は月に何回ぐらいありますか。 

まちづくり推進部長 

     月に２回あります。 

教育委員 教育長はどちらも出席しますか。 

まちづくり推進部長 

どちらも出ます。 

教育長  そのほか、ご質疑等はございませんか。 

教育委員 なし 

教育長  報告資料２号恵那市の園小中学校のトピック（３月）について、説明をお願い

します。 

副教育長 報告資料２号恵那市の園小中学校のトピック（３月）について、資料に基づき

説明。 

教育長  質疑はございませんか。 

教育委員 なし 

教育長  報告資料３号恵那市中央図書館月別利用状況、報告資料４号中山道広重美術館

月別観覧者数、報告資料５号岐阜県クリスタルパーク恵那スケート場入場者数

について、説明をお願いします。 

まちづくり推進部長 

    報告資料３号恵那市中央図書館月別利用状況、報告資料４号中山道広重美術館

月別観覧者数、報告資料５号岐阜県クリスタルパーク恵那スケート場入場者数

について、資料に基づき説明。 



 6

教育長  質疑はございませんか。 

教育委員 なし。 

教育長  報告資料６号その他３月の行事予定、１月分の後援申請について、説明をお願

いします。 

事務局長兼教育総務課長、副教育長、まちづくり推進部長 

     報告資料６号その他３月の行事予定、１月分の後援申請について、資料に基づ

き説明。 

教育長  質疑はございませんか。 

教育委員 なし。 

教育長  報告資料のこども園・小・中学校の様子、平成２８年度恵那市立小・中学校卒

業証書授与式については、資料で割愛させていただきますのでよろしくお願い

します。 

 次回教育委員会日程の確認 

     第２回教育委員会定例会を閉会いたします。 

     午前１０時５０分閉会を宣します。 

 

 

平成２９年２月２１日 

 

教育委員  鎌 田 基予子 

 

教育委員  井 口 道 雄  

 

 

 


