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令和３年度  第 5回定例教育委員会  会議録 

 

１ と き   令和3年8月25日（水）14:00～15:30 

 

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、毛利保育課長、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４３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４４号  大垣市第２次教育振興基本計画 分野別振興計画 令和２年度実施状

況報告書ついて 

議第４５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４６号  公立幼稚園の廃園等について 

 

報告事項  

１ 「オール岐阜『生命の防衛』宣言」の決定を踏まえた学校運営に係る新型 

コロナウイルス感染防止対策ついて 

２ 「大垣城ホール・市民会館あり方検討プロジェクトチーム」の設置につい 

  て 

３ 大垣市墨俣さくら会館におけるイベントに係る映像配信に向けた連携協力 

に関する協定の締結について 

４ 先端技術を活用した教育・学習環境の充実に向けた連携協力に関する協定 

の締結について 

５ 寄附採納について 
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６ いじめ重大事態調査報告について 

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ついて 

８ 二学期に向けた小中学校における新型コロナウイルス感染症の感染防止拡 

大防止の取り組みについて 

９ まん延防止等重点措置区域の指定（8/20）を踏まえた学校運営について 

 

７ その他 

   議第46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、教育総

合研究所、保育課）のみ出席し、15時00分～15時30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5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43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43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＞ 

河合 委員 文化振興課分ですけれど、会社からの寄附ですか、それとも、個人か

らの寄附でですか。 

宮内  文化

振興課長 

会社からでございます。 

河合 委員 会社からでしたら株式会社も記載した方が良いと思います。 

山本  教育

長 

訂正をさせていただきます。 

それでは、議第43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43号議案は承認されました。 

 

それでは次に、議第44号「大垣市第２次教育振興基本計画 分野別振

興計画 令和２年度実施状況報告書ついて」説明をお願いいたします。 

山下  庶務

課長 

議第44号「大垣市第２次教育振興基本計画 分野別振興計画 令和２年度

実施状況報告書ついて」 

＜別紙資料にて説明＞ 

山本  教育

長 

昨年度のコロナ禍の影響で評価不能が非常に多くなっていますので、

その点がこれまでと大きく異なる点でございます。評価委員会でも、こ

うした評価はやむを得ないというご意見をいただいております。 

堀 委員 計画はコロナが流行する前に作られたと思うので、今回の評価不能は

仕方ないと思いますけれども、今後どのようにしていくのでしょうか。

例えばウェブを使った研修会など、やり方の問題だと思いますが、新た

な別の方法を検討されるのでしょうか。 
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発言者 発言内容 

寺嶋  事務

局長 

今回の評価委員からいただいた意見の中に、目標値や実績値を変える

べきではないという意見がございました。 

例えば45ページから始まる図書館活用で、46ページに指標と目標がご

ざいます。令和2年度の目標値が約660,000冊となっておりまして、1か

月あたりに換算しますと、月平均55,000冊になります。2か月休館してお

りましたので、11万冊分について、目標値を減らしたり、実績値を補正

して増やしたりすることは適当ではないとのことでしたので、目標値や

実績値に関しては修正しておりません。 

今回の分野別振興計画につきましては、5か年計画ですので、計画自体

はそのままいきたいと考えております。 

事業の進め方につきましては、施設の人数制限などもございますので、

オンラインを活用し、様々な工夫をしながら、事業の組み立てをしてい

きたいと考えております。 

堀 委員 今後もコロナに関しては続くと思います。新たな方向性は次の計画か

らになるかもしれませんが、検討していったほうが良いと感じました。 

山本  教育

長 

それでは、議第44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44号議案は承認されました。 

 

それでは次に、議第45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45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」 

＜別紙資料にて説明＞ 

河合 委員 この新しい西濃保健所の方は医師の方ですか。 

山川 委員 

 

そうです。 

河合 委員 給食センターですとノロウイルスだとか、そういったこともあります

ので、医師の方であれば良いなと思い質問させていただきました。 

山本  教育

長 

 

 

それでは、議第45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45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 

それでは次に、報告事項に移ります。 

順番を前後しまして、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つい

て」 

＜別紙資料にて説明＞ 

山本  教育

長 

これは、緊急事態宣言が出される前の状態なので、緊急事態宣言が正

式に決まると、この対応については若干の変更が出てくる可能性はあり

ますか。 

山下  庶務

課長 

可能性はあると思います。 

寺嶋  事務

局長 

この後に県のテレビ会議がございます。オール岐阜という考え方で進

んでおりますので、そこでまた話があるかと思います。会議の内容を踏

まえて、対応を考えたいと思います。 

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1「学校支援コーディネーターの委嘱について」、報告事項8

「二学期に向けた小中学校における新型コロナウイルス感染症の感染防

止拡大防止の取り組みについて」、報告事項9「まん延防止等重点措置区

域の指定（8/20）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1「学校支援コーディネーターの委嘱について」、報告事項8「二

学期に向けた小中学校における新型コロナウイルス感染症の感染防止拡

大防止の取り組みについて」、報告事項9「まん延防止等重点措置区域の

指定（8/20）を踏まえた学校運営について」 

＜別紙資料にて説明＞ 

堀 委員 

 

ここに出てくる健康チェックカードというのはどのようなものです

か。 

神谷  学校

教育課長 

申し訳ございません。手元に現物がございませんので、ご用意させて

いただきます。 

堀 委員 その健康チェックカードに日々の検温も入っているのか確認したかっ

たのですが、そういうことが資料に出てこなかったのでどうなのかなと
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発言者 発言内容 

思いました。 

山本  教育

長 

体温ですとか、咳、のどの痛みやくしゃみ等の風邪の症状、鼻水・鼻

づまり等の項目を家庭でチェックしております。 

堀 委員 毎日提出させるのですか。 

神谷  学校

教育課長 

毎日チェックいたします。 

山本  教育

長 

無症状で学校に登校してしまうということは、どうしてもあり得るの

だろうと思うのですが、少し位の症状があっても登校してしまうという

ようなことがあるかもしれませんので、そこを1番危惧しております。 

堀 委員 私の会社ですと、カメラの前に立って検温しないと中に入れませんし、

発症していても気づかず少し高めの検温結果が出てしまう人がいて、帰

らせるようにしています。学校だと全員がカメラの前で検温することは

難しいかもしれませんが、そういう事はあるのではないかと思いました。 

山川 委員 新型コロナのワクチン接種について、夏休み中に受けると良いと思っ

ていたのですが、なかなかワクチンが来ないのと、それから保護者の中

には、打たない権利もあると言われる方や、親が打って様子を見てから

子どもに打たせたいという方もいて、なかなか進んでいません。できる

だけ理解してもらって打てるような環境を作れたら良いと思います。 

それと第5波については、やはり子ども同士で感染して、子どもがかな

り陽性になるということなので、教育委員会からは言いにくいことかも

しれませんが、ワクチン接種を勧めていただけると良いと思います。 

山本  教育

長 

とりわけ大垣市は、10代のワクチン接種に優先的な配慮をしていただ

いたので、10代の若い人たちには、何とか打っていただきたいと思って

おります。しかし、なかなか接種率が伸びていかないので困っておりま

すが、打つ打たないも個人の自由だと言われると、それ以上はなかなか

言えません。とりわけ中三や高三の子どもたちは入試がありますので、

ぜひ打ってほしいと思っております。 

山川 委員 濃厚接触者というだけで、入学試験が受けられなかったケースが現実

にあったと聞いていますので、強制はできませんが、ぜひワクチン接種

を勧めていただきたいと思います。 

山本  教育

長 

学校でもワクチン接種について保護者への依頼というようなことも、

人権に支障のない範囲で出来ればと思っております。 

山川 委員 大垣市は10代を優先的に配慮しましたけれども、すぐ1週間後に30代、
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発言者 発言内容 

山川 委員 40代の人にもクーポンを配りました。 

ワクチンの枠というは、いつまでも取っておけません。そうすると、

10代の人のためにと思っていた枠でも、ワクチンを余らせることはでき

ませんので、その分を他の世代の人に使ってしまうということもありま

す。大垣市は優先的に10代に接種すると言いましたけれども、すぐ後に

30代、40代も打てることになったので、もはや優先的に配慮される状況

ではありません。ワクチンが十分あれば、とにかく確保しておくという

ことも出来るのですが、そういうことはできない状態です。かかりつけ

医に申し込んで打っていただきたいと思います。 

山本  教育

長 

岐阜市などは、2学期のスタートにあたって、授業を分散登校とオンラ

インで実施します。市町村によって対応が少し違ってきますけれども、

大垣市は先ほど説明があったように、感染防止を徹底しながら学びを止

めないという考え方でいきたいと考えております。非常に厳しい感染状

況の拡大があれば、その時は状況に応じて分散登校やオンラインで実施

せざるを得ないと考えております。 

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「「大垣城ホール・市民会館あり方検討プロジェクトチーム」

の設置について」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2「「大垣城ホール・市民会館あり方検討プロジェクトチーム」

の設置について」 

＜別紙資料にて説明＞ 

山川 委員 建て替えるという事しかないのですか。 

堀  社会教

育スポーツ

課長 

財源的なこともありますので、どうしていくのか一から考えてまいり

ます。大垣城ホールや市民会館については耐震性がすごく低いこともあ

りますので、早く方向性を決めなければいけないということで、このよ

うな形となりました。 

山川 委員 耐震工事の対象にはならないのですか。 

寺嶋  事務

局長 

平成24年と25年にＩｓ値の調査をしまして、その時に耐震可能調査も

一緒に実施しましたが、両方とも耐震工事ができないという結論に達し

ております。 
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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3「大垣市墨俣さくら会館におけるイベントに係る映像配信に

向けた連携協力に関する協定の締結について」説明をお願いいたします。 

宮内  文化

振興課長 

報告事項3「大垣市墨俣さくら会館におけるイベントに係る映像配信に向

けた連携協力に関する協定の締結について」 

＜別紙資料にて説明＞ 

河合 委員 映像配信はさくら会館の文化ホールだけですか。 

宮内  文化

振興課長 

今のところ文化ホールの方を予定しております。昨年度に日本昭和音

楽村の方でWi-Fi環境を整備し映像配信したところ、大変好評でありまし

たので、それを受けまして、今回急遽やらせていただいております。 

河合 委員 (株)大垣ケーブルテレビには、スポーツに関しても色々とご尽力いた

だいておりまして、先日の長野インターハイでも水球の試合にお越しい

ただきました。そういったこともあって、体育ホールや大会議室を使っ

たイベントにもこういったご協力をいただけると良いと思いました。 

寺嶋  事務

局長 

文化ホールを定点カメラで撮影するわけですけれども、文化ホールか

ら線を引っ張っていけば、体育ホールもつなげることができますので、

ご指摘のことも可能です。 

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「先端技術を活用した教育・学習環境の充実に向けた連携協

力に関する協定の締結について」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4「先端技術を活用した教育・学習環境の充実に向けた連携協力

に関する協定の締結について」 

＜別紙資料にて説明＞ 

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」 

＜別紙資料にて説明＞ 
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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、 

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 46 号 「公立

幼稚園の廃園等について」説明をお願いいたします。 

毛利  保育

課長 

議第46号「公立幼稚園の廃園等について」 

＜別紙資料にて説明＞ 

河合 委員 これは4歳児が0人だからという理由ですか。 

毛利  保育

課長 

4歳児が0人となりました幼稚園ですが、昨年度の申し込みが、1人ある

いは3人とかなり少ない状況でございました。そのような状況であること

を保護者に情報提供させていただきましたところ、他の園に移るという

ことで、現在4歳児がゼロという状況でございます。 

今年度募集しましても、極めて少ない募集しか想定されませんので、

保護者の方が一旦申し込んで、その後また他の園へ移っていただくこと

は、かえってご迷惑かということもございまして、募集せずに今の在園

児をもって廃園としたいということでございます。 

河合 委員 待機児童ゼロを大垣市は目指していますが、そういったことも大丈夫

なんでしょうか。 

山本  教育

長 

幼稚園はどちらかと言いますと、あまりニーズが高くありません。保

育園や幼保園など、長い時間子どもを預かってくれる所へどうしても募

集が集中していて、幼稚園は午前中が中心ですので、ニーズが少なくな

っている現状があると思います。 

毛利  保育

課長 

教育長のおっしゃる通りで、幼稚園は規定上、1クラス35人までは入れ

るわけですが、このような申し込み状況でございます。 

山本  教育

長 

東地区には三城幼保園が新しくできておりますし、私立幼稚園もあり

ます。宇留生地区にも民間保育園がございますので、そちらへ行かれる

方が多くなると思います。 

山本  教育

長 

 

山本  教育

それでは、議第46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46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。 
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長 報告事項6「いじめ重大事態調査報告について」説明をお願いいたしま

す。 

神谷  学校

教育課長 

報告事項6「いじめ重大事態調査報告について」 

＜別紙資料にて説明＞ 

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、これをもちまして第5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9月29日（水）13:30～ 

ところ 大垣市役所6階 教育委員会室 

閉会 15:30 


