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令和３年度  第 1回定例教育委員会  会議録 

 

１ と き   令和3年4月28日（水）14:00～15:25 

 

２ ところ   大垣市役所6階 教育委員会室 

 

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   寺嶋事務局長、山下庶務課長、神谷学校教育課長、 

堀内教育総合研究所長、堀社会教育スポーツ課長、 

宮内文化振興課長、説田南部北部上石津学校給食センター所長、 

加代図書館長、吉安庶務課主幹、天野庶務課主査 

 

５ 傍聴者   なし 

 

６ 議 題 

 

議第 １号  大垣市教育委員会運営規則の一部改正について 

議第 ２号  大垣市公民館条例施行規則の一部改正について 

議第 ３号  大垣市教育振興基本計画評価委員会委員の委嘱について 

議第 ４号  上石津地域小中学校のあり方検討委員会委員の解職及び委嘱について 

議第 ５号  大垣市教育支援委員会委員の委嘱について 

議第 ６号  大垣市特別支援教育推進協議会委員の委嘱について 

議第 ７号  令和3年度岐阜県教科用図書西濃地区採択協議会の規約について 

議第 ８号  令和3年度岐阜県教科用図書西濃地区採択協議会の設置について 

議第 ９号  大垣市社会教育委員の解職及び委嘱について 

議第１０号  大垣市公民館運営審議会委員の解職及び委嘱について 

議第１１号  大垣市若森会館運営協議会委員の解職及び委嘱について 

議第１２号  大垣市留守家庭児童教室運営委員会委員の解職及び委嘱について 

議第１３号  大垣市社会教育推進員の委嘱について 

議第１４号  大垣市スポーツ推進委員の委嘱について 

議第１５号  大垣市歴史民俗資料館運営委員の解職及び委嘱について 

議第１６号  大垣市郷土館運営委員の解職及び委嘱について 
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議第１７号  大垣市上石津郷土資料館運営委員の解職及び委嘱について 

議第１８号  墨俣一夜城（大垣市墨俣歴史資料館）運営委員会委員の解職及び委嘱につ

いて 

議第１９号  大垣市教育総合研究所運営委員会委員の委嘱について 

議第２０号  弁明書（情報公開請求）について 

議第２１号  裁決書（情報公開請求）について 

議第２２号  裁決書（個人情報開示請求）について 

 

 

報告事項  

１ 令和3年度 校長・教頭・教務主任等の一覧について 

２ 「第4波」非常事態対策の実施期間における学校教育活動について 

３ 改訂版 中学校部活動ガイドラインについて 

４ 学校支援コーディネーターの委嘱について 

５ 寄附採納について 

６ 令和2年度不登校児童生徒の状況について 

７ 新型コロナウイルス感染症に関する教育委員会の対応について 

 

 

７ その他 

   議第20号、議第21号、議第22号、報告事項6については、事務局は担当課（庶務課、

学校教育課、社会教育スポーツ課、教育総合研究所、図書館）のみ出席し、15時00分

～15時25分に非公開にて開催した。 
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開会 14:00 

発言者 発言内容 

山本  教育

長 

それでは、ただいまより、令和3年度第1回定例教育委員会を開催しま

す。本日の議事日程をご覧ください。議事日程に非公開で審議すべき案

件が記載されておりますが、このとおり扱うことにご異議ありません

か。 

＜異議なしの声＞ 

非公開については、このとおり扱うものといたします。 

それでははじめに、議第1号「大垣市教育委員会運営規則の一部改正

について」、説明をお願いいたします。 

山下  庶務

課長 

議第1号「大垣市教育委員会運営規則の一部改正について」 

＜別紙資料にて説明＞ 

山本  教育

長 

 

それでは、議第1号議案について、承認してよろしいですか。 

＜異議なしの声＞ 

議題1号議案は承認されました。 

 

それでは次に、議第2号「大垣市公民館条例施行規則の一部改正につい

て」説明をお願いいたします。 

堀  社会教

育スポーツ

課長 

議第2号「大垣市公民館条例施行規則の一部改正について」 

＜別紙資料にて説明＞ 

山本  教育

長 

 

それでは、議第2号議案について、承認してよろしいですか。 

＜異議なしの声＞ 

議第2号議案は承認されました。 

 

それでは次に、議第3号「大垣市教育振興基本計画評価委員会委員の委

嘱について」、議第4号「上石津地域小中学校のあり方検討委員会委員の

解職及び委嘱について」説明をお願いいたします。 

山下  庶務

課長 

議第3号「大垣市教育振興基本計画評価委員会委員の委嘱について」、

議第4号「上石津地域小中学校のあり方検討委員会委員の解職及び委嘱に

ついて」 

＜別紙資料にて説明＞ 

山本  教育

長 

それでは、3号、4号議案について、承認してよろしいですか。 

＜異議なしの声＞ 
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発言者 発言内容 

山本  教育

長 

3号、4号議案は承認されました。 

 

それでは次に、議第5号「大垣市教育支援委員会の委嘱について」、議

第6号「大垣市特別支援教育推進協議会委員の委嘱について」説明をお願

いいたします。 

神谷  学校

教育課長 

議第5号「大垣市教育支援委員会委員の委嘱について」、議第6号「大垣市

特別支援教育推進協議会委員の委嘱について」 

＜別紙資料にて説明＞ 

山本  教育

長 

それでは、5号、6号議案について、承認してよろしいですか。 

＜異議なしの声＞ 

5号、6号議案は承認されました。 

 

それでは次に、議第7号「令和3年度岐阜県教科用図書西濃地区採択協

議会の規約について」、議第8号「令和3年度岐阜県教科用図書西濃地区採

択協議会の設置について」説明をお願いいたします。 

神谷  学校

教育課長 

議第7号「令和3年度岐阜県教科用図書西濃地区採択協議会の規約につい

て」、議第8号「令和3年度岐阜県教科用図書西濃地区採択協議会の設置に

ついて」 

＜別紙資料にて説明＞ 

山本  教育

長 

それでは、7号、8号議案について、承認してよろしいですか。 

＜異議なしの声＞ 

7号、8号議案は承認されました。 

 

それでは次に、議第9号「大垣市社会教育委員の解職及び委嘱について」

から議第14号「大垣市スポーツ推進委員の委嘱について」説明をお願い

いたします。 

堀  社会教

育スポーツ

課長 

議第9号「大垣市社会教育委員の解職及び委嘱について」、議第10号「大

垣市公民館運営審議会委員の解職及び委嘱について」、議第11号「大垣市

若森会館運営協議会委員の解職及び委嘱について」、議第12号「大垣市留

守家庭児童教室運営委員会委員の解職及び委嘱について」、議第13号「大

垣市社会教育推進員の委嘱について」、議第14号「大垣市スポーツ推進委

員の委嘱について」 

＜別紙資料にて説明＞ 
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発言者 発言内容 

山本  教育

長 

 

それでは、9号から14号議案について、承認してよろしいですか。 

＜異議なしの声＞ 

9号から14号議案は承認されました。 

 

それでは次に、議第15号「大垣市歴史民俗資料館運営委員の解職及び

委嘱について」から議第18号「墨俣一夜城（大垣市墨俣歴史資料館）運

営委員会委員の解職及び委嘱について」説明をお願いいたします。 

宮内  文化

振興課長 

議第15号「大垣市歴史民俗資料館運営委員の解職及び委嘱について」、議

第16号「大垣市郷土館運営委員の解職及び委嘱について」、議第17号「大

垣市上石津郷土資料館運営委員の解職及び委嘱について」、議第18号「墨

俣一夜城（大垣市墨俣歴史資料館）運営委員会委員の解職及び委嘱につ

いて」 

＜別紙資料にて説明＞ 

山本  教育

長 

それでは、15号から18号議案について、承認してよろしいですか。 

＜異議なしの声＞ 

15号から18号議案は承認されました。 

 

それでは次に、議第19号「大垣市教育総合研究所運営委員会委員の委

嘱について」説明をお願いいたします。 

堀内  教育

総合研究所

長 

議第19号「大垣市教育総合研究所運営委員会委員の委嘱について」 

＜別添資料にて説明＞ 

山本  教育

長 

それでは、議第19号議案について、承認してよろしいですか。 

＜異議なしの声＞ 

議第19号議案は承認されました。 

 

それでは次に、報告事項に移ります。 

報告事項1「令和3年度 校長・教頭・教務主任等の一覧について」説

明をお願いいたします。 

神谷  学校

教育課長 

報告事項1「令和3年度 校長・教頭・教務主任等の一覧について」 

＜別添資料にて説明＞ 

山本  教育

長 

ご意見、ご質問はよろしいでしょうか。それではないようですので、

次に移ります。 
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発言者 発言内容 

山本  教育

長 

報告事項2「「第4波」非常事態対策の実施期間における学校教育活動に

ついて」説明をお願いいたします。 

神谷  学校

教育課長 

報告事項2「「第4波」非常事態対策の実施期間における学校教育活動につ

いて」 

＜別添資料にて説明＞ 

山本  教育

長 

今後のコロナの状況というと、なかなか難しい部分もあると思うので

すが、山川委員いかがでしょうか。 

山川 委員 第4波は大きな波になる可能性があります。ご承知のように、変異株は

前より早いスピードで感染が広がっています。 

子どもは、口の中や粘膜にあるレセプターが大人に比べて少ないと言

われていますが、感染力が強いウイルスなので、感染者が若い世代にシ

フトしています。また、現実に大垣のデイサービスでのクラスターが30

人前後出ていますので、その家族が濃厚接触者になって、その子どもも

また学校を欠席するということになります。 

クラスターを抑えていかないといけないのですが、現実にはワクチン

が回ってこないと難しいと思います。感染拡大のスピードが速いので、

児童生徒たちには非常に申し訳ないですが、宿泊を伴う旅行などはクラ

スターの発生が考えられるので、学校でも十分な検討が必要だと思いま

す。また、濃厚接触者の家族として学校を欠席する子どもたちへの差別

が広がっていかないか非常に危惧しています。 

ウイルスというのは、自ら飛んで感染するわけではなく、人を介して

うつりますので、それを断ち切れば感染者はゼロになるわけです。けれ

ども、家族であったり、会社であったり、車の中であったり、会食であ

ったりと人が集まる場所を通して広がっているので、インフルエンザの

ように、学校においてコロナが広がっていくという事態もあるのではな

いかと思っています。 

コロナが収まる気配が見えず、国も考えていると思いますけれども、

きちんと対応しないと今後広がる可能性は大きいと思います。 

山本  教育

長 

差別等についても学校は配慮していく必要があるというご指摘をいた

だきました。逆に事務局の方から何か質問はありますか。 

神谷  学校

教育課長 

当面収まる気配がないということですが、やはり感染拡大を抑えるの

は難しいのでしょうか。 

山川 委員 いかに人から人への感染を止めるかということで、みんながじっとし
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発言者 発言内容 

山川 委員 ているしかないと思いますが、どの程度我慢するかということです。少

なくとも、学校はクラスターの元になってはいけないので、海外では寮

生活やクラブなどの空間でクラスターが起きているので、学校ではそう

いう空間に注意が必要だと思いますし、マスクや手洗いなど今までやっ

てきたことを続けることが重要だと思います。 

山本  教育

長 

今のところ小中学生のワクチン接種は無いわけですが、実際のところ、

製薬会社も治験等を進めている状況です。将来的には児童生徒も接種す

ることになるのでしょうか。 

山川 委員 今は16歳で区切っていますけれども、治験が既にされていまして、そ

の治験の結果によっては、児童生徒も接種することになると思います。

変異ウイルスがないときは、子どもは発病しても、重症化しないという

軽い考えもありましたが、アメリカなどにおいて、変異ウイルスはそれ

ではいけないということになり、16歳未満の子どもに対する治験が行わ

れてますので、治験がうまくいけば接種することになると思います。 

撲滅するためには、子どもも接種しないといけないのですが、残念な

がら日本ではまだ高齢者の方も十分接種出来ていない状況でありますの

で、何とも言えない状況です。 

山本  教育

長 

その他ご意見、ご質問はよろしいでしょうか。それではないようです

ので、次に移ります。 

 

報告事項7「新型コロナウイルス感染症に関する教育委員会の対応につ

いて」説明をお願いいたします。 

山下  庶務

課長 

報告事項7「新型コロナウイルス感染症に関する教育委員会の対応につい

て」 

＜別添資料にて説明＞ 

山本  教育

長 

ご意見、ご質問はよろしいでしょうか。それではないようですので、

次に移ります。 

 

報告事項3「改訂版 中学校部活動ガイドラインについて」説明をお願

いいたします。 

神谷  学校

教育課長 

報告事項3「改訂版 中学校部活動ガイドラインについて」 

＜別添資料にて説明＞ 
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発言者 発言内容 

山本  教育

長 

ご意見、ご質問はよろしいでしょうか。それではないようですので、

次に移ります。 

 

報告事項4「学校支援コーディネーターの委嘱について」説明をお願い

いたします。 

堀  社会教

育スポーツ

課長 

報告事項4「学校支援コーディネーターの委嘱について」 

＜別添資料にて説明＞ 

山本  教育

長 

ご意見、ご質問はよろしいでしょうか。それではないようですので、

次に移ります。 

 

報告事項5「寄附採納について」説明をお願いいたします。 

山下  庶務

課長 

報告事項5「寄附採納について」 

＜別添資料にて説明＞ 

山本  教育

長 

ご意見、ご質問はよろしいでしょうか。それではないようですので、 

本日の公開案件はこれで終了させていただきます。 

 

ただいまから、非公開の案件に入りたいと思いますので、関係所属以

外の所属長はここでご退席ください。 

それでは、非公開の議案に入ります。まず初めに、議第 20 号 「弁明

書（情報公開請求）について」説明をお願いいたします。 

山下  庶務

課長 

議第20号 「弁明書（情報公開請求）について」 

＜別紙資料にて説明＞ 

山本  教育

長 

それでは、議題20号議案について、承認してよろしいですか。 

＜異議なしの声＞ 

議題20号議案は承認されました。 

 

それでは次に、議第21号「裁決書（情報公開請求）について」説明を

お願いいたします。 

山下  庶務

課長 

議第21号 「裁決書（情報公開請求）について」 

＜別紙資料にて説明＞ 

山本  教育

長 

それでは、議題21号議案について、承認してよろしいですか。 

＜異議なしの声＞ 



9 

発言者 発言内容 

山本  教育

長 

議題21号議案は承認されました。 

 

それでは次に、議第22号「裁決書（個人情報開示請求）について」説

明をお願いいたします。 

山下  庶務

課長 

議第22号 「裁決書（個人情報開示請求）について」 

＜別紙資料にて説明＞ 

山本  教育

長 

それでは、議題22号議案について、承認してよろしいですか。 

＜異議なしの声＞ 

議題22号議案は承認されました。 

 

それでは次に、報告事項に移ります。 

報告事項 6「令和 2 年度不登校児童生徒の状況について」説明をお願

いいたします。 

堀内  教育

総合研究所

長 

報告事項6「令和2年度不登校児童生徒の状況について」 

＜別添資料にて説明＞ 

 ＜非公開＞ 

山本  教育

長 

その他ご意見、ご質問はよろしいでしょうか。それではないようです

ので、これをもちまして第1回定例教育委員会を終わります。 

山下  庶務

課長 

＜次回開催＞ 

と き 令和3年5月26日（水）14:00～ 

ところ 大垣市役所6階 教育委員会室 

閉会 15:25 


