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平成２９年度第３回定例教育委員会 会議録 

 

１ と き   平成29年6月28日（水）13:30～14:05 

 

２ ところ   大垣市静里小学校 1階 会議室 

 

３ 出席委員  山本譲教育長、河合保孝委員、堀哲也委員、山川隆司委員、 

平野晶子委員 

 

４ 事務局   安田事務局長、山下庶務課長、細江学校教育課長、 

稲川教育総合研究所長、藤社会教育スポーツ課長、 

中井文化振興課長兼守屋多々志美術館館長、鈴木文化財専門官、 

大谷上石津地域教育事務所長、加藤墨俣地域教育事務所長、 

中山南部北部学校給食センター所長、奥田図書館長、 

伊藤庶務課主幹、大橋庶務課主査 

 

５ 傍聴者   なし 

 

６ 議 題 

 

議第１９号  大垣市社会教育推進員の解嘱及び委嘱について 

議第２０号  大垣市若森会館運営協議会委員の委嘱について 

 

報告事項 

１ 平成29年第2回大垣市議会定例会の報告について 

２ 平成29年度大垣市教育振興基本方針評価委員会について 

３ 第88回都市対抗野球大会について 

４ 読書手帳の配布について 

５ 寄附採納について 
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開会 13:30 

発言者 発言内容 

山本  教育

長 

それでは、ただいまより、平成29年度第3回定例教育委員会を開催しま

す。はじめに、前回会議録の承認を求めます。会議録については、既に

原案を配付しておりますが、会議録に記載した内容についてご異議ござ

いませんか。 

＜異議なしの声＞ 

ないようですので、前回会議録について原案のとおり承認いたします。 

山本  教育

長 

本日の議事は、個人情報など非公開にする議案がないことから、公開と

します。それでは、これより議事に入ります。 

はじめに、議第19号「大垣市社会教育推進員の解嘱及び委嘱について」、

議第20号「大垣市若森会館運営協議会委員の委嘱について」説明をお願

いいたします。 

藤  社会教

育スポーツ

課長 

議第19号 大垣市社会教育推進員の解嘱及び委嘱について別紙のとお

り解職及び委嘱をするものとする。 

＜別添資料にて説明＞ 

解職及び委嘱する方を掲載しておりますのでご覧願います。興文地区の

木村煕様を解嘱し、杉山正明様を委嘱するものでございます。活動内容

といたしましては、地域内の社会教育関係団体の育成及び活動に対し

て、指導・助言することなどでございます。新たに委嘱する推進員の任

期は、本日から平成31年4月30日までの、前任者の残任期間でございま

す。 

 

議第20号 大垣市若森会館運営協議会委員の委嘱について別紙のとお

り委嘱をするものとする。 

＜別添資料にて説明＞ 

委嘱する方々を掲載しておりますのでご覧願います。ご覧の10人の方々

に委嘱させていただくもので、全員の方が再任でございます。活動内容

といたしましては、若森会館の運営に関する事項について審議をいただ

きます。任期は、平成29年7月1日から平成31年6月30日までの2年間でご

ざいます。 

山本  教育

長 

 

これについて、よろしいですか。 

＜異議なしの声＞ 

第19号、20号議案は承認されました。 
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発言者 発言内容 

山本  教育

長 

次に報告事項に移らせていただきます。 

はじめに報告事項1「平成29年第2回大垣市議会定例会の報告について」、

報告事項2「平成29年度大垣市教育振興基本方針評価委員会について」説

明をお願いします。 

山下  庶務

課長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

報告事項1 平成29年第2回大垣市議会定例会の報告について 

＜別添資料にて説明＞ 

今回は、議案についてはございませんでしたので、一般質問についてご

報告させていただきます。6人の議員より7つの質問がございました。 

まず初めに、自民クラブの空議員から「郭町東西街区の再開発と大垣城

について」の質問がございました。 

都市計画部が主体で答弁しておりますが、大垣城につきましては、本年4

月に公益財団法人日本城郭協会により「続日本100名城」に選定されたこ

とに触れ、今後とも歴史的文化遺産である大垣城の魅力を最大限に生か

しにぎわいの創出と都心居住の促進に努めることを答弁させていただき

ました。 

次に7ページをお願いいたします。自民クラブの近沢議員と、公明党の中

田議員より「準要保護者への新入学準備金早期支給について」のご質問

がございました。 

国が、本年3月に、要保護者に対する新入学児童生徒学用品費の早期支給

に対応できるよう要綱を改正したことなどを受け、本市においても、準

要保護者への新入学児童生徒学用品費を早期支給できるよう検討するこ

とを答弁させていただきました。 

8ページをお願いいたします。日本共産党の中田議員から「学校給食費無

償化について」ご質問がございました。 

給食費については、一部の自治体において無償化や一部補助等が行われ

ておりますが、一方で経済的な問題から、無償化を廃止した自治体もあ

るなど課題もあるため、引き続き国の動向を注視しながら研究していく

ことを答弁させていただきました。 

10ページをお願いいたします。公明党の中田議員から、「教育行政につい

て」質問がございました。具体的には、小中学校の適正規模・適正配置

についてと、アクティブラーニングの導入についてでございます。 
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発言者 発言内容 

山下  庶務

課長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

小中学校の適正規模、適正配置については、小中学校は地域のコミュニ

ティの場としての性格も併せ持つことから、統合や通学区域の変更は、

児童生徒数のみならず、地域の実情を考慮しながら進めていくこと。 

また、アクティブラーニングについては、主体的・対話的で深い学びの

ある授業として重視されているものであり、今年度から「主体的・対話

的で深い学びを生み出す授業改善プロジェクト」の実施校として川並小

学校と南中学校を指定し研修の場とするなど、生徒一人ひとりが充実し

た学校生活を送る中で、確かな学力を身につけていけるよう努めてまい

ることを答弁いたしました。 

11ページをお願いいたします。自民クラブの田中議員から、「スポーツ・

体育施設の改修改善について」ご質問がございました。 

本市には22の体育施設があり、毎年、改修改善、備品の更新などの整備

を行っております。今後とも安全安心を最優先に、施設の改修や修繕等

に努めるとともに、大規模な改修については、公共施設等総合管理計画

に基づいて計画的に整備していくことを答弁いたしました。 

13ページをお願いいたします。民主クラブの北野議員から、「通学路交通

安全プログラムについて」ご質問がございました。 

本市では、児童生徒の通学路における安全確保のため、通学路交通安全

プログラムを策定し、毎年、警察、道路管理者、教育委員会が連携し、

危険個所の合同点検を実施しております。この取り組みをより一層充実

させるために、保護者や地域からの危険個所に関する情報収集や、教職

員の危険を察知する能力の向上など、今後とも、より多くの目でより厳

しく危険個所を把握していくことが重要であると答弁いたしました。 

答弁の詳細につきましては、後ほどお目通しをいただければと存じます。 

以上が、平成29年第2回大垣市議会定例会一般質問についてのご報告でご

ざいます。 

 

続きまして、報告事項の2、平成28年度大垣市教育振興基本方針評価委員

会について、ご報告させていただきます。 

別添の報告事項2の資料の1、2ページをご覧いただきたいと存じます。 

7月6日、11日の両日に、昨年度の教育活動の評価を行う、大垣市教育振

興基本方針評価委員会を開催いたします。 
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発言者 発言内容 

山下  庶務

課長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料の3ページには、委員の方々の名簿を掲載させていただいており、こ

の委員の方々に評価や、ご意見をいただくものでございます。 

4ページをお願いいたします。はじめに、平成28年度大垣市教育振興基

本方針の評価についてでございます。 

本市では、平成22年3月に、今後10年先を見据えた本市の教育のあるべ

き姿と教育行政を進めるための「大垣市教育振興基本方針」を策定し、

第1次教育振興計画の終了に伴い、平成27年3月、6分野の第2次教育振興

計画を策定いたしました。 

この振興計画に基づき、着実に教育行政を推進するため、毎年、実施状

況を評価するとともに、計画の進行管理を行っております。 

また、地方教育行政の組織及び運営に関する法律に基づき、大垣市教育

委員会の権限に属する事務の管理及び執行の状況について、点検及び評

価をあわせて行うものでございます。 

2の評価方法といたしましては、はじめに、基本方針の重点6分野に対応

する、6つの分野別振興計画の27の施策ごとに指標及び目標値を設定し、

目標値に対する実績の達成度で自己評価を実施いたします。 

次に、外部評価といたしまして、大垣市教育振興基本方針評価委員会委

員の皆様のご意見を参考に、施策ごとの総合評価を決定し、評価委員会

での意見を今後の取り組みに活用するものでございます。 

あわせて、教育委員会の開催実績や教育委員の活動についてご報告し、

ご意見を求めるものでございます。 

次に、5ページにまいりまして、平成28年度大垣市教育委員会の活動状

況についてでございます。 

2の昨年度の開催概要といたしましては、毎月1回の定例会を開催し、⑵

の審議した議案は60件、報告事項は38件でございました。 

⑶の研修等につきましては、県内や西濃地区で開催された研修会等に5

回ご参加いただきました。 

6ページをご覧ください。⑷の教育施設の視察につきましては、一之瀬

小学校ほか2校におきまして、授業の見学を実施いたしました。 

4の課題でございますが、今後とも、議案につきましては、適正に審議、

議決を行っていただくとともに、新たな課題に対応するためにも、教育

施設の視察や、現場の教職員や児童生徒と直接意見交換をする機会を引

き続き設けてまいりたいと存じます。 
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発言者 発言内容 

山下  庶務

課長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5の開催経過といたしましては、11ページまで昨年度の教育委員会の開

催実績を掲載しておりますので、お目通しいただきたいと存じます。 

次に、13ページにまいりまして、平成28年度大垣市教育振興基本方針の

施策の実施状況についてでございます。 

はじめに、1の評価の単位でございますが、学校教育の振興をはじめ、基

本方針の重点6分野について、6つの分野別振興計画の27の施策を評価の

単位としております。 

14ページにまいりまして、2の施策の実施状況についてでございますが、

分野別振興計画の総合評価一覧を掲載しております。 

こちらの表をご覧いただきますと、全体では、Ａ評価が10施策、Ｂ評価

が15施策、Ｃ評価が2施策となっております。 

それぞれの分野別振興計画の施策ごとに、目標指標を設定し、目標を達

成しているものをＡ、達成率が80％以上のものをＢ、達成率が70％以上

のものをＣ、達成率70％未満のものをＤとして、達成度に応じて4段階

で自己評価を実施し、自己評価の結果や取り組み状況を含めて総合的な

評価を実施しております。 

15ページから20ページまでは、各計画、施策ごとの自己評価及び総合評

価の一覧でございます。 

これらの総合評価につきましては、事務局案として提示し、評価委員会

で決定いたします。 

21ページから28ページまでには、分野別振興計画の評価指標とするため

の、各種アンケート調査結果の概要を掲載しております。 

29ページから最後の84ページには、教育振興基本方針の基本施策ごとの

評価シートを掲載しておりますので、お目通しいただきたいと存じま

す。 

なお、これらにつきましては、評価委員会でご承認いただいたのち、最

終的にとりまとめ、8月の定例教育委員会、9月の市議会にご報告をさせ

ていただきます。 

以上、大変雑駁ではございますが、平成28年度大垣市教育振興基本方針 

評価委員会についての説明とさせていただきます。 

山本  教育

長 

これにつきまして、ご意見やご質問はありませんか。 
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発言者 発言内容 

河合 委員 学校教育の場で、先生方は非常に残業が多く大変な思いをされておりま

す。教員の指導力向上の項目で「子どもにゆとりをもって接する時間が

ある教員の割合」自己評価Ａですが、ゆとりをもって接しているように

は見えないです。学校の先生方が一生懸命やっていただいているのはよ

くわかりますので、ブラック企業にならないように、民間企業ですと、

残業をしないことを社員評価に反映しています。残業が多いと自分の仕

事の改革ができていないとみなされます。ぜひ、そういった視点からも

評価を取り入れていただけるといいと思います。 

細江  学校

教育課長 

教員の多忙化解消は大きな課題です。大垣市の学校は水曜日にリフレッ

シュデーを設けて早く帰る癖をつけています。残業をいかに減らしてい

くかは、教育委員会でも各学校でも努力工夫していく必要があると思い

ます。 

山本  教育

長 

どうやって仕事を進めていくかというマネジメントを自分でやるとい

うのは大事な能力ですから、そういうことも必要だと思います。 

堀 委員 部活動の顧問にＯＢの方や、自分でやってみえる方など、校外からの指

導員の活用は、大垣市はどのくらいありますか。 

細江  学校

教育課長 

 

登録している方は９９名いらっしゃいます。その方々には尐し報酬をお

出しして対応していただいております。 

すべての部活とはいかないので、地域の方にお願いしているところもあ

ります。 

堀 委員 それは直接的に先生方の負担軽減に繋がっていますか。 

細江  学校

教育課長 

それだけではなかなか足りていません。 

山本  教育

長 

中体連で試合があった時に、顧問がいないと試合に出られませんでした

が、現在では、顧問がいなくても地域のコーチの方がいれば試合に出ら

れるように尐しは軽減はされてきました。いろんなところで決まりがあ

って負担軽減になかなか繋がっていかないのが現状です。 

堀 委員 

 

通学路交通安全プログラムについてですが、スクールゾーンに指定され

ていたり、ゾーン30に指定されているようなところはありますか。 

安田  事務

局長 

スクールゾーンは赤坂小・綾里小にあります。ゾーン30は赤坂にありま

すし、今年度は宇留生小で計画中です。 
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発言者 発言内容 

山本  教育

長 

次に報告事項3「第88回都市対抗野球大会について」説明をお願いします。 

藤  社会教

育スポーツ

課長 

第88回都市対抗野球大会東海地区二次予選は、去る5月20日から、岡崎

市民球場において、16チームにより、本大会出場枠6チームを目指して

熱戦が繰り広げられ、西濃運輸硬式野球部が東海地区第6代表として、4

年連続36回目の出場を決めました。 

本大会出場に伴い、6月22日に都市対抗野球市民応援事業実行委員会が

設立され、市民の皆様と一緒に、市民応援事業を展開してまいります。 

「1の本大会の概要」でございますが、7月14日・金曜日から7月25日・

火曜日までの12日間にわたり、東京ドームにおいて開催されます。 

西濃運輸硬式野球部の１回戦は、7月19日・水曜日の18時から、北関東

地区第1代表、鹿嶋市の新日鐵住金鹿島と対戦いたします。2回戦以降の

日程につきましては、ご覧のとおりでございます。 

「2の市民壮行会」でございますが、すでに委員の皆様にもご案内させ

ていただいておりますが、7月5日・水曜日の11時から、大垣市民会館ホ

ールで開催いたします。 

「3の市民応援団・市民応援バス参加者の募集」につきましては、1回戦

の受付を、7月9日・日曜日と10日・月曜日の両日、それぞれ9時から17

時まで、浅中公園陸上競技場 管理棟 第1会議室で行います。 

参加費は、おひとり3,000円、募集人数はバス20台分の860人で、先着順

とさせていただきます。 

山本  教育

長 

次に報告事項4「読書手帳の配布について」説明をお願いします。 

奥田  図書

館長 

報告事項4 読書手帳の配布について 

＜別紙資料にて説明＞ 

「読書手帳」は、市民の皆さんが読書履歴を管理できるよう、読書活動

の推進と図書館利用の促進等を目的として、作成いたしました。 

仕様につきましては、大きさがＢ6サイズで、表紙をめくっていただくと、

100冊まで読んだ日やタイトル、著者名などが手書きで記録できます。ま

た、貸出しのレシートを張り付けて利用される方もあると思います。 

表紙絵は、芭蕉が奥の細道の紀行を終え船町港から旅立つ、守屋多々志

画伯の扇面芭蕉の1場面を用い大垣らしさを表現いたしました。 
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発言者 発言内容 

配布につきましては、7月1日（土）から、図書館3館で1,000部配布を予

定しております。 

なお、参考ではありますが、平成28年2月より児童向けの「読書ノート」

を職員が手作りで作成し図書館で配布しておりましたが、この4月からは

印刷することにより、保健センターの4か月健康診断の際に、参加された

すべての保護者へ「読書ノート」を配布し、子どもの読書活動を推進し

ております。 

今回の「読書手帳」の作成により、児童から大人までカバーできること

になります。 

図書館といたしましては、読書手帳、読書ノートを積極的に配布し、ま

た、利用者の方に活用していただくことにより、読書活動の推進を図っ

てまいりたいと考えておりますので、よろしくお願いいたします。 

河合 委員 読書ノートも読書手帳も100冊まで記入できますが、50冊までいったら

何かもらえるとか、得することがあるといいと思います。 

奥田 館長 そういう取り組みをしている市もあるみたいですが、まずは使っていた

だくことだと思っています。何かプレミアがあるといいですね。 

河合 委員 まだ市民の方に広まっていないと思いますので、得するようなことがあ

ると宣伝がしやすいですよね。そういうのがあると市民の方にわかりや

すいかなと思います。 

山本  教育

長 

検討をお願いします。 

奥田 館長 わかりました。 

山本  教育

長 

次に報告事項5「寄付採納について」説明をお願いします。 

山下  庶務

課長 

報告事項5 寄附採納について 

＜別紙資料にて説明＞ 

山本  教育

長 

その他よろしいですか。 

それでは第12回の定例教育委員会を、以上で終わります。 

山下  庶務

課長 

＜次回開催＞ 

と き 平成29年7月26日（水）14:00～ 

ところ 大垣市役所本庁 1-4会議室 

閉会 14:05 


