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平成３０年第１回恵那市教育委員会会議録 

開催日時  平成３０年１月２６日（木） 午後３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      西 尾 修 欣 

      委   員         村 松 訓 子 

      委   員         鎌 田 基予子 

      委   員         樋 田 千 史 

       

説明のため出席した教育委員会事務局職員等 

      副教育長          児 玉 光 弘 

      事務局長          加 藤 真 治 

      調整監兼生涯学習課長    伊 藤 英 晃 

      教育総務課長        西 尾 克 子 

      教育総務課総務係長     近 藤 昌 也 

 

議 題 

 議第 １号 恵那市学校給食食物アレルギー対応検討委員会設置要綱の制定につい

て 

   議第 ２号 恵那市社会教育指導員非常勤嘱託職員設置要綱の一部改正について 

   議第 ３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一部改正につ

いて 

 報第 １号 平成２９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（２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 

        ・２月の行事予定について 

        ・１２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 

        ・次回教育委員会開催日 

 

開 会（午後１時３０分） 

１ 会議録の承認 

  平成２９年度恵那市教育委員会第１３回臨時会、第１４回定例会会議録を承認

いたしました。 
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２ 教育長の報告 

教育長  資料に基づき市内の小中学校の様子を説明。 

     年末に先輩の先生とお話しした中で印象に残っていることをお話します。「と

かく自由と平等は一緒に扱われるが、それは違う。平等を真に追求すると、自

由は無くなる。自由の中には競争があり、それにより世の中は発展し、今のよ

うに豊かになってきた。けれども、自由を放置していると格差ができて、心が

貧しい人ができてくる。それに気をつけるようにしないといけない。学校教育

には、適度な自由競争が必要であり、リーダーはそれを加減しながらやってい

かないといけない。」とアドバイスをいただきました。１か月の近況報告と情

報提供をさせていただきました。 

 

５ 教育委員の報告 

教育委員 ２点お話をさせていただきます。 

     １点目は、成人式です。私語や雑音が全くなかったと言ってもいいくらい静か

で非常にいい成人式でした。声を上げるタイミングでは、元気のいい声が出て

おりましたけれども、セレモニーは静寂に包まれた式典だったと感心をいたし

ました。ただ、２０年後には新成人が現在の半分になってしまう状況です。恵

那市の総合計画で出生数４５０名を目標に掲げていますが、それが絵に描いた

餅にならぬように、何なりかの施策が当然必要になってきます。教育委員会と

しても取り組んでいくことも何かあるだろうと思っています。 

     ２点目は、新聞で、東濃地区学校図書館教育賞の総合優秀賞に山岡小学校が選

ばれ、恵那西中学校と大井第二小学校も賞をいただいた記事が載っておりまし

た。日常の授業から若干離れたところかもしれませんけれども、学校内のこう

いった活動が讃えられることは、非常に喜ばしいことです。これまで長らく携

わってこられた先生方の成果、結果だと思います。引き続き、ご健闘いただけ

ればと思います。 

教育委員 教育長のお話の中で、中学校で互いに競い合い、鍛え合うことに、少子化の中

で弱さがあるのではないかということについては、私も日ごろいろいろ思うこ

とがあります。ライバルの存在です。下級生が上級生に憧れるという話は出る

のですが、同級生の中でも憧れの存在がいるといったことは、ある程度人数が

いないと、絶対味わえないことだと改めて思いました。 

     学校と市教委の委懇談会に出席しました。事前に学校に指示を出していただい

ているそうですが、どうしても資料を読み上げるだけになりがちです。せっか

く来ていただいて１年間の総括をする場なので、教育委員に対してという意味

ではなく、その場が本当に有意義になるように、まずは教頭先生や校長先生が

そういう思いで臨んでいただきたいと思いました。 

教育委員 成人式に出席しました。あの雰囲気の中には、責任感や判断力もあり、活発さ

も明るさもありました。子供たちが二十歳になっていくときには、やはり家庭

教育も地域も大事で、学校教育も大事です。そういう結晶があの場に出たので

はないかと思います。笑うときは笑う。拍手するときはする。真面目に歌うと
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きは歌う。そういうけじめがしっかりついていました。根底の力もあるでしょ

うし、支えていた周りの人たちの力もあったと思います。去年のことは分から

ないですが、よくなっているような気がします。それをぜひ学校現場にも伝え

て、自信を持たせてもらいたいと思いました。 

     次に学校と市教委の懇談会です。学校評価は、評価が評価で終わっているよう

な気がします。課題は見つかっているかもしれませんが、具体的にそれをかみ

砕いて達成するか、どうやって解決するかという辺りが少し弱いと感じます。

具体性がなく、言葉が先行してしまっています。昨年と比べて子供の評価、地

域の評価、教員の評価がよくなっている部分、よくなっていない部分、それは

数字として絶対出てきます。そこで読み取ったことを次のときは上げていくた

めにどうやって手を打つかということを、教頭先生や校長先生方が具体的に示

してほしいと思います。 

教育委員 教育長さんの資料を見て、互いに競い合い、鍛え合い、粘り強く取り組む姿勢

が弱いと、つくづく感じています。学力調査の時に５、６年生と、特別支援教

室を見ていたのですが、算数は問題数がかなり多くて、余る時間なんかないは

ずなのに、早くから諦めてしまっている状態の児童がいました。とにかく今、

自分ができる全てを使って何とか１問でも多く解いてやるという姿勢が見られ

ませんでした。先ほど委員がおっしゃったように、学習も運動も競い合ってい

く、いい意味での競争心を持ったライバルというのが、人数が少ないと生まれ

にくいのかと思いながら、見ていました。今後の課題だと思います。 

     学校と市教委の懇談会のときも、いい子なんだけど、挑戦していく力が乏しい

とおっしゃっていた校長先生もみえました。恵那市の子どもたちは、次に挑ん

でいく、いい意味での負けない気持ちというか、競争心が欠けているなと、先

生の資料を見たり、子供たちの様子を見たりして感じました。 

 

４ 議案審議 

教育長  議案審議に入ります。 

     議案第１号恵那市学校給食食物アレルギー対応検討委員会設置要綱の制定につ

いて説明をお願いします。 

事務局長 議案第１号恵那市学校給食食物アレルギー対応検討委員会設置要綱の制定につ

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 告示の日から施行とありますが、告示はいつになりますか。 

事務局長 議決を受けて告示しますので、１月中になります。 

教育委員 そうすると、このアレルギー対応検討委員会というのは、４月から発足という

ことですか。 

事務局長 告示は１月ですけれども、今、申請書に医師の意見書を添付して提出すること

になっております。既に学校で面談して調査しているところです。申請書は２

月２０日までに給食センターに集まってきます。それをもって、全体の審査会

を行います。実際には、この検討委員会は、２月には立ち上がっています。 



 4

教育委員 今年度中ということですね。 

事務局長 はい。平成３０年度に給食を提供する分から、全ての書類が統一されます。 

教育長  色々な立場の方にご尽力いただいて、２年ほどかかりましたが、ようやくでき

あがりました。これに基づいて、本格実施するのが来年度の４月からになりま

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１号恵那市学校給食食物アレルギー対応検討委員会設置要綱の制定につ

いては承認いたします。 

教育長  議案第２号恵那市社会教育指導員非常勤嘱託職員設置要綱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２号恵那市社会教育指導員非常勤嘱託職員設置要綱の一部改正について、

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 社会教育指導員は市子連の活動に関わっていますか。 

調整監兼生涯学習課長 

 市子連については、今は職員が直接事務局を担当しておりますので社会教育指

導員は直接には関わっていません。 

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２号恵那市社会教育指導員非常勤嘱託職員設置要綱の一部改正について

は承認いたします。 

教育長  議案第３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一部改正に

ついて説明をお願いします。 

事務局長 議案第３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一部改正に

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  議案第３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一部改正に

ついては承認いたします。 

 

７ 報告事項 

教育長  報告事項へ入ります。 

教育長  報告資料第１号平成２９年度教育委員会重点目標の進捗状況について、説明を

お願いします。 

副教育長、事務局長 

報告資料第１号平成２９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  質疑はございませんか。 

教育委員 恵那南高校の生徒を栗園に送迎するのはどういう手段で行っていますか。 
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事務局長 市のスクールバスを目的外使用することで支援をしています。恵那南高校が民

間のバスを借り上げている時もあります。 

教育長  恵那南高校の活性化に関しては、恵那川上屋さんへの講師料を含めた委託料な

ど、市からも支援をしております。 

教育委員 学力向上で恵那西中学校区が研究成果を公表するとありますが、これは公表し

て終了ですか。 

副教育長 今年度に公表して、来年度はその成果を検証します。市内の中学校で成果を共

有し、この２年間やってきた成果が他校にどれぐらい広まったかというのを検

証する事業に引き継いでいきます。 

教育委員 研究発表を行うと、発表のための発表で終わってしまうことがあり、なかなか

共有できません。せっかく行う以上は、共有していかないといけませんので、

検証する場があるのは、大変いいと思います。 

     小中学校の閉庁日については、岐阜市が夏休みを１週間ほど閉校にしているの

と同様ですか。 

副教育長 恵那市も、去年は夏休み中の８月１１日の海の日から１５日までは、プールも

休止にして学校の活動は行いませんでした。その間の平日は日直を置かず、そ

こで年休を取得しやすくしました。１２月２８日と１月４日も同じように位置

づけて、代休や年休を取得するようにしています。 

教育委員 ぜひそれを続けていただくようにお願いします。 

こども園で保育教諭という言葉が出てきますが、この職名はあるのですか。 

教育長  こども園の職員は、保育教諭になります。 

教育委員 いつから教諭という名前になったのですか。 

教育長  幼稚園の機能も中に入っていますので、こども園になったときからです。 

教育委員 ＲＵＮ伴プラスとはどういうものですか。 

事務局長 認知症の人と一緒にオレンジ色のＴシャツを着てタスキをつなぐリレー形式の

イベントです。例年は各地域から順番にタスキをつないで、市役所でゴールし

ていましたが、今年度はスケート場をゴールにしました。 

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  報告資料第２号恵那市の園小中学校のトピック（２月）について、説明をお願

いします。 

副教育長 報告資料第２号恵那市の園小中学校のトピック（２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  報告資料第３号恵那市中央図書館月別利用状況、報告資料第４号中山道広重美

術館月別観覧者数、報告資料第５号岐阜県クリスタルパーク恵那スケート場入

場者数について、説明をお願いします。 

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

術館月別観覧者数、報告資料第５号岐阜県クリスタルパーク恵那スケート場入
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場者数について、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 広重美術館は、外国の方の入場が増えていますが、外国の人にお勧めの内容が

わかるようなＳＮＳ等で何か発信していますか。 

事務局長 ツアー客が多く入場して来場者数が増加しています。館内には英語を話せる人

をおいて、ガイド等はできるようにしていますが、ＳＮＳ上で発信はしていな

いと思います。 

教育委員 もし実現できれば、外国の方のアンケートを見てみたいと思います。 

教育長  ほかに質疑はございませんか。 

教育委員 なし 

教育長  報告資料第６号２月の行事予定について、１２月分の後援申請について、説明

をお願いします。 

副教育長、事務局長 

 報告資料第６号２月の行事予定について、１２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  次回教育委員会日程の確認 

     第１回教育委員会定例会を閉会いたします。 

     午後４時３５分閉会を宣します。 

 

 

 

平成３０年１月２６日 

 

教育委員  樋 田 千 史 

 

教育委員  西 尾 修 欣 

 


