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令和３年度  第 2回定例教育委員会  会議録 

 

１ と き   令和3年5月26日（水）14:00～15:05 

 

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   1人 

 

６ 議 題 

 

議第２３号  令和3年度教育費補正予算に関する意見の提出について 

議第２４号  請負契約の締結について 

議第２５号  請負契約の締結について 

議第２６号  大垣市図書館規則の一部改正について 

議第２７号  大垣市立学校施設の開放に関する運営協議会委員の委嘱について 

議第２８号  大垣市スポーツ推進審議会委員の委嘱について 

議第２９号  大垣市輪中館運営委員会委員の解職及び委嘱について 

議第３０号  大垣市図書館協議会委員の委嘱について 

議第３１号  大垣市学校給食センター運営委員会委員の解職及び委嘱について 

議第３２号  弁明書（情報公開請求）について 

 

報第 １号  専決処分の報告について 

報第 ２号  専決処分の報告について 

報第 ３号  専決処分の報告について 

報第 ４号  専決処分の報告について 
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報告事項  

１ 繰越計算書の報告について 

２ 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 

３ まん延防止等重点措置区域の指定を踏まえた学校運営について 

４ 令和3年度大垣市学校評議員について 

５ 「史跡美濃国分寺跡整備基本計画」の概要について 

６ 先端技術を活用した図書館サービスの充実（電子書籍の充実）に向けた連 

携協力に関する協定について 

７ 先端技術を活用した図書館サービスの充実（図書館デジタル利用カードシ 

ステムの開発）に向けた連携協力に関する協定について 

８ 寄附採納について 

 

７ その他 

   議第32号については、事務局は担当課（庶務課、学校教育課）のみ出席し、14時55

分～15時05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2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23号「令和3年度教育費補正予算に関する意

見の提出について」、説明をお願いいたします。 

山下  庶務

課長 

議第23号「令和3年度教育費補正予算に関する意見の提出について」 

＜別紙資料にて説明＞ 

山本  教育

長 

 

それでは、議第23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23号議案は承認されました。 

 

それでは次に、議第24号「請負契約の締結について」説明をお願いい

たします。 

山下  庶務

課長 

議第24号「請負契約の締結について」 

＜別紙資料にて説明＞ 

山本  教育

長 

 

それでは、議第24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24号議案は承認されました。 

 

それでは次に、議第25号「請負契約の締結について」説明をお願いい

たします。 

宮内  文化

振興課長 

議第25号「請負契約の締結について」 

＜別紙資料にて説明＞ 

山本  教育

長 

 

それでは、議第25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25号議案は承認されました。 

 

それでは次に、議第26号「大垣市図書館規則の一部改正について」説

明をお願いいたします。 
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発言者 発言内容 

加代  図書

館長 

議第26号「大垣市図書館規則の一部改正について」 

＜別紙資料にて説明＞ 

河合 委員 岐阜市のメディアコスモスでは、岐阜市が独自の緊急事態宣言を出し

ているので、臨時休館しています。そうなると岐阜市の方が、大垣図書

館にお見えになる可能性は高いと思います。大垣市以外の方にもぜひご

利用いただければと思いますが、そうした時に、市外の方には、このバ

ーコードの周知はどのようにされますか。 

加代  図書

館長 

周知につきましては、ホームページと、広報に掲載予定です。岐阜市

の方に直接見ていただくのは、ホームページになるかと思いますが、図

書館内でもＰＲさせていただきますので、ご利用いただいた時に気づい

ていただけるかと思います。 

また、市外の方でも、利用カードを持っていらっしゃる方は、6月1日

以降は、マイページにバーコードが表示されるようになります。マイペ

ージをご覧になられた方は、バーコードに気がつかれると思います。 

寺嶋  事務

局長 

資料の86ページをご覧ください。後ほど説明させていただきますが、

携帯画面で図書館のホームページを見ていただきますと、マイページと

いう部分があり、そこにログインしますと、バーコードが表示されます。 

それをカウンターで提示していただくと、職員がそれを機械で読み取

って貸し出しができるという仕組みでございます。 

今回のサービスのＰＲは、広報おおがきや図書館のホームページなど

で行っていきます。 

山本  教育

長 

それでは、議第26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26号議案は承認されました。 

 

それでは次に、議第27号「大垣市立学校施設の開放に関する運営協議

会委員の委嘱について」、議第28号「大垣市スポーツ推進審議会委員の委

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27号「大垣市立学校施設の開放に関する運営協議会委員の委嘱につ

いて」、議第28号「大垣市スポーツ推進審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、27号、28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 

27号、28号議案は承認されました。 

 

それでは次に、議第29号「大垣市輪中館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。 

宮内  文化

振興課長 

議第29号「大垣市輪中館運営委員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、議第29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29号議案は承認されました。 

 

それでは次に、議第30号「大垣市図書館協議会委員の委嘱について」

説明をお願いいたします。 

加代  図書

館長 

議第30号「大垣市図書館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、議第30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30号議案は承認されました。 

 

それでは次に、議第31号「大垣市学校給食センター運営委員会委員の

解職及び委嘱について」説明をお願いいたします。 

説田  給食

センター所

長 

議第31号「大垣市学校給食センター運営委員会委員の解職及び委嘱につ

いて」 

＜別添資料にて説明＞ 

山本  教育

長 

それでは、議第31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31号議案は承認されました。 

 

それでは次に、専決処分の報告に移ります。 

報第1号、報第2号、報第3号、報第4号「専決処分の報告について」説

明をお願いいたします。 

山下  庶務

課長 

報第1号「専決処分の報告について」、報第2号「専決処分の報告について」、

報第3号「専決処分の報告について」、報第4号「専決処分の報告について」 

＜別添資料にて説明＞ 
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発言者 発言内容 

山本  教育

長 

 

依然としてコロナの感染拡大が続いておりますが、それが小中学校に

も及んできている現状でございます。 

これについて、よろしいですか。 

＜異議なしの声＞ 

 

それでは次に、報告事項に移ります。 

報告事項1「繰越計算書の報告について」説明をお願いいたします。 

山下  庶務

課長 

報告事項1「繰越計算書の報告について」 

＜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2「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。 

山下  庶務

課長 

報告事項2「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「まん延防止等重点措置区域の指定を踏まえた学校運営につ

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「まん延防止等重点措置区域の指定を踏まえた学校運営につい

て」 

＜別添資料にて説明＞ 

山川 委員 「⑶ 感染が疑われる場合は登校しないことの徹底」の項目の中に、

本人あるいは同居の家族など一定の接触者がある者が濃厚接触者となっ

た場合とありますが、濃厚接触者は家族からの申告で分かるのですか。 

神谷  学校

教育課長 

はい、家族からの申告です。 

山川 委員 

 

 

家族の中に濃厚接触者がいると、その児童生徒は自宅待機ということ

ですが、その家族の範囲について結構わからない部分があるのですが、

接触者の特定は、教育委員会の方からするのですか、それとも保健所で
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発言者 発言内容 

山川 委員 すか。 

神谷  学校

教育課長 

接触者は保健所が指定します。指定された人については、検査対象に

なりますので、自宅待機をお願いしております。 

山川 委員 時々お尋ねがあるのですが、例えば、同居していないおばあさんが濃

厚接触者になったけれど、ほとんど接触していない場合は、子どもの登

校については、家庭の判断ということになるのですか。 

神谷  学校

教育課長 

同居しているおばあさんが検査対象になれば、当然に、児童生徒の自

宅待機をお願いすることになります。 

しかし、同居していない場合となると、検査対象になった日の数日前

からそのおばあさんに接触していないということであれば、登校してい

ただいて構いません。ご家族の方から接触の機会がありましたと報告が

あった場合は、念のため、登校は控えていただいております。 

山川 委員 かかりつけ医として意見を求められることがあって、差し当たっては、

ＰＣＲ検査の結果が出るまで少し待つとか、濃厚接触者との接触の時期

などを聞いて判断することになります。一方で、そんなに休ませること

もできないので、濃厚接触者で陰性になった人は、10日以上休まないと

いけませんし、陽性になった人や、濃厚接触者と、その人の距離感によ

って、その子どもが、いつから登校したら良いのかというのは、なかな

か尋ねられても分からないので、どうしたらいいのかと思っています。 

寺嶋  事務

局長 

53ページの下の方にあります、表のＤ、Ｅ、Ｆというのは、同居の家

族が濃厚接触者になった場合、同居の家族に発熱等があった場合、それ

から、ＰＣＲ検査を受けた場合ということで、例えば子どもから見ます

と、お父さんの職場の人が陽性になり、そのため、お父さんが濃厚接触

者になった場合はＤのパターンになります。その場合、お父さんはＰＣ

Ｒ検査を受けますので、子どもは自宅待機となります。 

次に、お父さんがコロナで発熱があったと思われるＥの場合について

も、子どもは自宅待機となります。 

また、保健所の指導で、お父さんが濃厚接触者でなくても、ＰＣＲ検

査を受けるＦの場合も、子どもは自宅待機となります。 

たしかに、この「家族など」の「など」が、判断を難しくさせている

かもしれません。 

山川 委員 

 

1日だけ接触した人でも、クラスターになってしまうことがあるし、1

回だけ食事をして、その後、4、5日したら陽性になったということもあ
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発言者 発言内容 

山川 委員 るので、その辺のところ、少し大きく網をかけることが多いので、その

場合は、学校の方でも必要な対応をお願いしたいと思います。 

寺嶋  事務

局長 

Ｆのケースで、濃厚接触者ではなくても、一般接触者でＰＣＲ検査を

受ける場合もございますが、その場合も、家族は自宅待機をしていただ

いています。 

山本  教育

長 

これまでよりも比較的厳しい捉え方で、ご家族、保護者の方々も考え

ていただいていますし、学校もそのような対応をしております。 

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4「令和3年度大垣市学校評議員について」説明をお願いいた

します。 

神谷  学校

教育課長 

報告事項4「令和3年度大垣市学校評議員について」 

＜別添資料にて説明＞ 

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5「史跡美濃国分寺跡整備基本計画」の概要について」説明を

お願いいたします。 

宮内  文化

振興課長 

報告事項5「史跡美濃国分寺跡整備基本計画」の概要について」 

＜別添資料にて説明＞ 

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6「先端技術を活用した図書館サービスの充実（電子書籍の充

実）に向けた連携協力に関する協定について」、報告事項7「先端技術を

活用した図書館サービスの充実に向けた連携協力に関する協定につい

て」説明をお願いいたします。 

加代  図書

館長 

報告事項6「先端技術を活用した図書館サービスの充実（電子書籍の充実） 

に向けた連携協力に関する協定について」、報告事項7「先端技術を活用 

した図書館サービスの充実に向けた連携協力に関する協定について」 

＜別添資料にて説明＞ 
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発言者 発言内容 

山本  教育

長 

私も実際に絵本ひろばを見させてもらいましたが、大人が読んでも面

白い作品でしたので、是非一度ご覧いただきたいと思います。 

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8「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8「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

外の所属長及び傍聴者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 32 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32号 「弁明書（情報公開請求）について」 

＜別紙資料にて説明＞ 

 ＜非公開＞ 

山本  教育

長 

山本  教育

長 

 

それでは、議題32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32号議案は承認されました。 

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2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6月30日（水）14:00～ 

ところ 大垣市役所6階 教育委員会室 

閉会 15:05 

 


