
令和３年 第６回 多治見市教育委員会会議録 

（要点筆記） 

開催日時  令和３年５月 26日（水） 午後２時 00分 開議 

 

 

開催場所  多治見市役所駅北庁舎 ４階 災害対策本部室 

 

出席委員 

教育長        渡邉哲郎 

教育長職務代理者   中澤香代 

委  員       大嶽和好 

委  員       加藤智章 

委  員       木下貴子 

        

 

欠席委員  なし 

 

教育委員会事務局・その他の機関の長等出欠表 

あらかじめ出席要請した管理職員 

出

欠 
補職名 氏名 

欠席 

理由 
 

出

欠 
補職名 氏名 

欠席 

理由 

欠 副教育長 高橋光弘 
所用の

ため 
 出 教育推進課主幹 矢野隆彦  

出 教育次長 林 伸彦   出 
大畑調理場長 

兼共栄調理場長 
水野浩則  

出 教育指導監 丸山 近   欠 
課長（放課後児童健全

育成調整担当） 勝見祐子 
所用の

ため 

出 
教育総務課長兼文化

財保護センター所長 
河地孝彦       

出 教育研究所長 久野智治       

上表欠席職員の代理出席者：なし 

説明のため出席した者  ：教育推進課 総括主査 南谷美和 

 総括主査 田中 智 

            ：文化財保護センター 副所長 加藤昌平 

 主査 矢部由美子 

会議の傍聴人      ：なし 

会議を早退した者    ：なし 

会議の公開、非公開   ：一部非公開  
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付議番号 案  件  名 所管課 結果 

議第 24号 
多治見市就学等支援委員会委員の委嘱又は任命

について 
教育相談室 原案可決 

議第 25号 
多治見市大学奨学資金給付規則による奨学資金

の給付の継続について 
教育総務課 原案可決 

議第 26号 
北小木のホタルの保護に関する協定書の締結に

ついて 

文化財保護

センター 
原案可決 

議第 27号 
令和３年度教科用図書東濃採択地区協議会の設

置について 
教育研究所 原案可決 

報第５号 

令和３年度多治見市一般会計補正予算（第４

号）のうち教育に関する事務に 

係る部分について 

教育総務課 原案承認 

報第６号 学校運営協議会委員の報告について 教育推進課 原案承認 

報第７号 学校評議員の報告について 教育推進課 原案承認 

報第８号 
多治見市インクルーシブ教育推進委員会委員の

報告について 
教育相談室 原案承認 
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開  会  午後２時 00分 渡邉教育長が本日の委員会会議の開会を宣言 

議  事 

渡邉教育長 日程第１、本会議の公開又は非公開の決定について、事務局に説明を求め

る。 

事務局 本日の会議については、議第 24 号 多治見市就学等支援委員会委員の委嘱又

は任命について及び 議第 25 号 多治見市大学奨学資金給付規則による奨学

資金の給付の継続については、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第

14 条第７項の「人事・その他の事件」に該当するため、多治見市教育委員会

会議規則第 10条の規定により非公開と決定することについて、審議願う。 

渡邉教育長 事務局の説明のとおり、議第 24 号 多治見市就学等支援委員会委員の委嘱又

は任命について及び 議第 25 号 多治見市大学奨学資金給付規則による奨学

資金の給付の継続については、非公開と決定することについて、異議はない

か。 

各委員 異議なし。 

渡邉教育長 異議がないので、議第 24 号 多治見市就学等支援委員会委員の委嘱又は任命

について及び 議第 25 号 多治見市大学奨学資金給付規則による奨学資金の

給付の継続については、非公開と決定する。 

  

 議第 24号 非公開 

  

 議第 25号 非公開 

  

 議第 26号 公開 

渡邉教育長 それでは、北小木のホタルの保護に関する協定書の締結について、事務局に

説明を求める。 

河地教育総務課長

兼文化財保護セン

ター所長 

（議第 26 号 北小木のホタルの保護に関する協定書の締結について、資料に

より説明。） 

渡邉教育長 何か質問はないか。 

大嶽委員 学校教育への活用は、どのようにしているか。 

矢部主査 南姫中の生徒と、ホタルやカワニナの調査を行った。しかし、課外授業とし

て実施した結果、調査結果の精度等に課題が生じたため、中止した。 

大嶽委員 体験が難しそうであるならば、環境保護も含めて、動画等を活用して、紹介

して欲しい。 

渡邉教育長 他に質問はないか。 

中澤委員 企業で調査を行うということだが、多治見市でも調査を行っているか。 

矢部主査 多治見市でも行っているし、それぞれの企業でも行っている。 

渡邉教育長 他に質問はないか。 
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各委員 なし。 

渡邉教育長 質問がないので、「異議なし」として議第 26 号を原案どおり可決してよい

か。 

各委員 異議なし。 

渡邉教育長 では、議第 26 号 北小木のホタルの保護に関する協定書の締結について、原

案どおり可決することとする。 

  

 議第 27号 公開 

渡邉教育長 それでは、令和３年度教科用図書東濃採択地区協議会の設置について、事務

局に説明を求める。 

久野教育研究所

長 

（議第 27 号 令和３年度教科用図書東濃採択地区協議会の設置について、資

料により説明。） 

渡邉教育長 何か質問はないか。 

中澤委員 昨年度に、教科書を採択するとき、実際に使用する先生の意見が参考になっ

たが、今回は、どうなるのか。 

久野教育研究所

長 

今年は、調査研究は行わない。その代わりに、県の資料や、昨年の東濃地区

の資料を参考にする。 

渡邉教育長 他に質問はないか。 

各委員 なし。 

渡邉教育長 質問がないので、「異議なし」として議第 27 号を原案どおり可決してよい

か。 

各委員 異議なし。 

渡邉教育長 では、議第 27 号 令和３年度教科用図書東濃採択地区協議会の設置につい

て、原案どおり可決することとする。 

  

 報第５号 公開 

渡邉教育長 次に、日程第４、報第５号 令和３年度多治見市一般会計補正予算（第４

号）のうち教育に関する事務に係る部分について、事務局に説明を求める。 

河地教育総務課長 （報第５号 令和３年度多治見市一般会計補正予算（第４号）のうち教育に

関する事務に係る部分について、資料により説明。） 

渡邉教育長 何か質問はないか。 

加藤委員 2,500円は、実際の費用の何％か 

南谷総括主査 令和元年度に実施した時の金額の 10％である。 

渡邉教育長 他に質問はないか。 

各委員 なし。 

渡邉教育長 質問がないので、「異議なし」として報第５号を原案どおり承認してよいか。 

各委員 異議なし。 
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渡邉教育長 では、報第５号 令和３年度多治見市一般会計補正予算（第４号）のうち教

育に関する事務に係る部分について、原案どおり承認することとする。 

  

 報第６号 公開 

渡邉教育長 次に、日程第５、報第６号 学校運営協議会委員の報告について、事務局に

説明を求める。 

林教育次長 （報第６号 学校運営協議会委員の報告について、資料により説明。） 

渡邉教育長 何か質問はないか。 

加藤委員 養正小と北栄小は、ＰＴＡ会長がメンバーに入っていないが良いか。 

林教育次長 ＰＴＡ会長をメンバーに入れるのは、必ずしも必要ではない。 

加藤委員 意見を吸い上げるために、ＰＴＡ会長がメンバーに入っていた方が良いので

はないか。 

林教育次長 ＰＴＡのＯＢがメンバーに入っているところもある。 

中澤委員 学校運営協議会委員と学校評議員の違いは何か。 

林教育次長 学校運営協議会委員は、承認事項があるが、学校評議員は、承認事項はな

い。 

中澤委員 コミュニティスクール化が進んでいると思うが、どのような状況か。 

林教育次長 地域の学校運営の促進を考えると、コミュニティスクールが良いと考える。 

中澤委員 委員が減っていないか。また、コロナ禍で機能しているか。 

田中総括主査 コロナ禍で活動できないこともあった。工夫して活動を行ってもらってい

る。例えば、脇之島小学校でデジタルツールを使って、録画をしたものを紹

介したりしている。 

渡邉教育長 コミュニティスクールは学校の応援団として活動していただいている。 

渡邉教育長 他に質問はないか。 

各委員 なし。 

渡邉教育長 質問がないので、「異議なし」として報第６号を原案どおり承認してよいか。 

各委員 異議なし。 

渡邉教育長 では、報第６号 学校運営協議会委員の報告について、原案どおり承認する

こととする。 

  

 報第７号 公開 

渡邉教育長 次に、日程第６、報第７号 学校評議員の報告について、事務局に説明を求

める。 

林教育次長 （報第７号 学校評議員の報告について、資料により説明。） 

渡邉教育長 何か質問はないか。 
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各委員 なし。 

渡邉教育長 質問がないので、報第７号の報告を終わる。 

  

 報第８号 公開 

渡邉教育長 次に、日程第７、報第８号 多治見市インクルーシブ教育推進委員会委員の

報告について、事務局に説明を求める。 

林教育次長 （報第８号 多治見市インクルーシブ教育推進委員会委員の報告について、

資料により説明。） 

渡邉教育長 何か質問はないか。 

中澤委員 最近、特に話題になっていることや傾向は何か。委員会の回数は何回くらい

か。 

渡邉教育長 中学の通級の検討、各学校のインクルーシブ教育の取り組み、ドクターの講

話等である。回数は、年に３回である。 

渡邉教育長 他に質問はないか。 

各委員 なし。 

渡邉教育長 では、報第８号 多治見市インクルーシブ教育推進委員会委員の報告につい

て、原案どおり承認することとする。 

  

渡邉教育長 それでは、教育委員会会議の令和３年９月定例会の開催日程について調整す

る。 

渡邉教育長 令和３年９月２９日（水）とする。 

渡邉教育長 これにて令和３年第６回教育委員会会議を閉会とする。 

閉  会 午後２時 30分  

 


