
平成 26年度 第６回下呂市教育委員会会議録要旨 

 

 

１．招 集 日   平成 26年８月 29日（金） 

２．会   場   星雲会館 東雲の間 

３．開会・閉会   午後４時 18分 ～ 午後５時 22分 

４．出 席 者   細江大嗣委員長・富永京子委員・河尻明子委員・川上正樹委員・ 

大屋哲治教育長 

５．委員の他出席者 中川教育部長・青木教育総務課長・細田学校教育課長・ 

諏訪生涯学習課長・舩坂教育総務課課長補佐 

 

６．付議案件 

 日程第１ 

 日程第２ 

 日程第３ 

 日程第４ 

 日程第５ 

 

 

 

 

 

 

７．会議次第 

・日程第１ 会議録署名委員の指名について 

   会議録署名者に川上正樹委員を指名した。 

・日程第２ 会期について 

  会期を本日１日とする。 

・日程第３ 前回会議録の承認について 

（事務局の朗読通り承認された） 

・日程第４ 教育長報告 

   岐阜県教育ビションに関する県教委訪問について 

   子ども会キャンプについて 

   中学生議会の様子について 

   岐阜県都市教育長会夏期研修会について    

・日程第５ 協議・報告事項 

育英資金の増資について 

    第３回下呂市子ども･子育て会議について（委員長） 

    各課業務報告について 

会議録署名者の指名について 

会期について 

前回会議録の承認について 

教育長報告について 

協議、報告事項 

・育英資金基金の増資について 

・第３回下呂市子ども･子育て会議について（委員長） 

・各課業務報告 

・９月期行事予定について 

・その他  



   ９月行事予定について 

   その他 

 

 

次回の委員会を９月 29日（月）に開催することとし、第６回下呂市教育委員会を閉会とす

る。 

 

 

  以上、本日の会議の顛末を記載し、相違ないことを証明するため署名する。 

 

 

 

     平成 26年８月 29日 

 

 

                      教 育 委 員 長   細 江 大 嗣 

                      会議録署名委員   川 上 正 樹 



平成 26年度 第７回下呂市教育委員会会議録要旨 

 

 

１．招 集 日   平成 26年９月 29日（金） 

２．会   場   星雲会館 東雲の間 

３．開会・閉会   午後４時 03分 ～ 午後５時 12分 

４．出 席 者   細江大嗣委員長・富永京子委員・川上正樹委員・大屋哲治教育長 

          （河尻明子委員は欠席） 

５．委員の他出席者 中川教育部長・青木教育総務課長・細田学校教育課長・ 

舩坂教育総務課課長補佐（諏訪生涯学習課長は欠席） 

 

６．付議案件 

 日程第１ 

 日程第２ 

 日程第３ 

 日程第４ 

 日程第５ 

 日程第６ 

 日程第７ 

 

 

 

 

 

 

７．会議次第 

・日程第１ 会議録署名委員の指名について 

   会議録署名者に富永京子委員を指名した。 

・日程第２ 会期について 

  会期を本日１日とする。 

・日程第３ 前回会議録の承認について 

（事務局の朗読通り承認された） 

・日程第４ 教育長報告 

   御嶽山噴火に伴う学校行事の変更等について 

   運動会の開催状況について 

   寝屋川市立第４中学校修学旅行の様子について 

   教職員の病休について    

 

 ・日程第５ 承第１号「専決処分の承認（平成 26年度教育施設整備に係る工事計画の策定

会議録署名者の指名について 

会期について 

前回会議録の承認について 

教育長報告について 

専決処分の承認について 

議第 16号 下呂市小中学校管理規則の一部を改正する規則について 

協議、報告事項 

・下呂市特別支援教育奨励費支給実施要綱の一部を改正する要綱について 

・平成２７年度合理化計画の改定について 

・各課業務報告 

・１０月期行事予定について 

・その他 



について）」 

     （委員全員 異議なし） 

 ・日程第６ 議第 16号「下呂市小中学校管理規則の一部を改正する規則」について 

     （委員全員 異議なし） 

 ・日程第７ 協議・報告事項 

下呂市特別支援教育奨励費支給実施要綱の一部を改正する要綱 

について 

教育委員会制度改正に関する参考資料について 

平成２７年度合理化計画の改定について 

       各課業務報告について 

       １０月行事予定について 

 

 

次回の委員会を 10月 31日（金）に開催することとし、第７下呂市教育委員会を閉会 

とする。 

 

 

  以上、本日の会議の顛末を記載し、相違ないことを証明するため署名する。 

 

 

 

     平成 26年９月 29日 

 

 

                      教 育 委 員 長   細 江 大 嗣 

                      会議録署名委員   富 永 京 子 



平成 26年度 第８回下呂市教育委員会会議録要旨 

 

１．招 集 日   平成 26年 10月 31日（金） 

２．会   場   星雲会館 悠悠ホール 

３．開会・閉会   午後４時 10分 ～ 午後５時 25分 

４．出 席 者   細江大嗣委員長・富永京子委員・河尻明子委員・川上正樹委員・ 

大屋哲治教育長 

５．委員の他出席者 中川教育部長・青木教育総務課長・細田学校教育課長・ 

舩坂教育総務課課長補佐・熊崎生涯学習課課長補佐 

 

６．付議案件 

 日程第１ 

 日程第２ 

 日程第３ 

 日程第４ 

 日程第５ 

 

 日程第６ 

 

 日程第７ 

 

 日程第８ 

 

 日程第９ 

 

 日程第 10 

 

 日程第 11 

 

 

 

 

 

 

７．会議次第 

・日程第１ 会議録署名委員の指名について 

   会議録署名者に河尻明子委員を指名した。 

・日程第２ 会期について 

  会期を本日１日とする。 

会議録署名者の指名について 

会期について 

前回会議録の承認について 

教育長報告について 

議第 17号 下呂市育英資金給貸与に関する規則の一部を改正する規則 

について 

議第 18号 下呂市学齢児童・生徒の就学すべき学校の区域を定める規則 

の一部を改正する規則について 

議第 19号 下呂市学校給食センター条例の一部を改正する条例に係る意 

見について 

議第 20号 下呂市非常勤の特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例 

の一部を改正する条例に係る意見について 

議第 21号 下呂市附属機関設置条例の一部を改正する条例に係る意見に 

ついて 

議第 22号 下呂市障がい児就学指導委員会規則の一部を改正する規則の 

一部を改正する規則について 

協議、報告事項 

・下呂市社会教育施設等施設使用料減免規程（内規）の見直しについて 

・第 1回児童館運営委員会の報告（委員長） 

・各課業務報告 

・11月期行事予定について 

・その他 

 



・日程第３ 前回会議録の承認について 

事務局の朗読通り承認された 

・日程第４ 教育長報告 

   岐阜県社会教育推進大会について 

   10月５から６日の暴風警報への対応について 

   金山中学校公表会について 

   東海北陸ＰＴＡ岐阜大会イン下呂について 

   教職員の病休情報について    

 

・日程第５ 議第 17号「下呂市育英資金給貸与に関する規則の一部を改正する規則につい 

て」 

（委員全員 異議なし） 

 ・日程第６ 議第 18号「下呂市学齢児童・生徒の就学すべき学校の区域を定める規則の一部

を改正する規則について」 

（委員全員 異議なし） 

・日程第７ 議第 19 号「下呂市学校給食センター条例の一部を改正する条例に係る意見に

ついて」 

（委員全員 異議なし） 

・日程第８ 議第 20号「下呂市非常勤の特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部

を改正する条例に係る意見について 

     （委員全員 異議なし） 

・日程第９ 議第 21号「下呂市附属機関設置条例の一部を改正する条例に係る意見につい 

て」 

         （委員全員 異議なし） 

・日程第 10 議第 22 号「下呂市障がい児就学指導委員会規則の一部を改正する規則の一部

を改正する規則について」 

     （委員全員 異議なし） 

 

 ・日程第 11 協議・報告事項 

下呂市社会教育施設等施設使用料減免規程（内規）の見直しについて 

第 1回児童館運営委員会の報告（委員長） 

各課業務報告 

11月期行事予定について 

その他 

 

次回の委員会を 11月 11日（火）に開催することとし、第８下呂市教育委員会を閉会 

とする。 

 

 



  以上、本日の会議の顛末を記載し、相違ないことを証明するため署名する。 

 

 

 

     平成 26年 10月 31日 

 

 

                      教 育 委 員 長   細 江 大 嗣 

                      会議録署名委員   河 尻 明 子 



平成 26年度 第９回下呂市教育委員会会議録要旨 

 

１．招 集 日   平成 26年 11月 11日（火） 

２．会   場   金山振興事務所 ２-１会議室 

３．開会・閉会   午後３時 18分 ～ 午後５時 11分 

４．出 席 者   細江大嗣委員長・富永京子委員・河尻明子委員・川上正樹委員・ 

大屋哲治教育長 

５．委員の他出席者 中川教育部長・青木教育総務課長・細田学校教育課長・諏訪生涯 

          学習課長・舩坂教育総務課課長補佐 

 

６．付議案件 

 日程第１ 

 日程第２ 

 日程第３ 

 日程第４ 

 日程第５ 

 日程第６ 

  

 

 

 

 

 

７．会議次第 

・日程第１ 会議録署名委員の指名について 

   会議録署名者に川上正樹委員を指名した。 

・日程第２ 会期について 

  会期を本日１日とする。 

・日程第３ 前回会議録の承認について 

事務局の朗読通り承認された 

・日程第４ 教育長報告 

   「今後の馬瀬を考える会」のようすについて 

   飛騨地区社会教育推進大会について 

   下呂市障がい児教育支援委員会について 

・日程第５ 議第 23号「下呂市準要保護児童生徒の認定について」 

（委員全員 異議なし） 

 ・日程第６ 協議・報告事項 

平成 25年度下呂市教育委員会点検・評価報告書について 

市長との懇談会のテーマについて 

会議録署名者の指名について 

会期について 

前回会議録の承認について 

教育長報告について 

議第 23号 下呂市準要保護児童生徒の認定について 

協議、報告事項 

・平成 25年度下呂市教育委員会点検・評価報告書について 

・市長との懇談会のテーマについて 

・各課業務報告 

・12月期行事予定について 

・その他 

 



各課業務報告 

12月期行事予定について 

その他 

 

 

次回の委員会を 12月 19日（金）に開催することとし、第９下呂市教育委員会を閉会 

とする。 

 

 

 

  以上、本日の会議の顛末を記載し、相違ないことを証明するため署名する。 

 

 

     平成 26年 11月 11日 

 

 

                      教 育 委 員 長   細 江 大 嗣 

                      会議録署名委員   川 上 正 樹 



平成 26年度 第 10回下呂市教育委員会会議録要旨 

 

１．招 集 日   平成 26年 12月 19日（金） 

２．会   場   ふれあいセンター ３階会議室 

３．開会・閉会   午後４時 16分 ～ 午後５時 12分 

４．出 席 者   細江大嗣委員長・富永京子委員・河尻明子委員・川上正樹委員・ 

大屋哲治教育長 

５．委員の他出席者 中川教育部長・青木教育総務課長・細田学校教育課長・諏訪生涯 

          学習課長・舩坂教育総務課課長補佐 

 

６．付議案件 

 日程第１ 

 日程第２ 

 日程第３ 

 日程第４ 

 日程第５ 

 日程第６ 

 日程第７ 

 

 

 

 

７．会議次第 

・日程第１ 会議録署名委員の指名について 

   会議録署名者に富永京子委員を指名した。 

・日程第２ 会期について 

  会期を本日１日とする。 

・日程第３ 前回会議録の承認について 

事務局の朗読通り承認された 

・日程第４ 教育長報告 

   学校訪問の終了について 

   市議会 12月定例会について 

   第１回下呂市学校給食センター検討委員会について 

   「馬瀬の中学校を考える会」アンケート結果について 

 

 ・日程第５ 承第２号「専決処分の承認について（専第２号 金山小学校及び下原小学校学

校耳鼻科医の委嘱について）」 

（委員全員 異議なし） 

・日程第６ 議第 24号「下呂市準要保護児童生徒の認定について」 

会議録署名者の指名について 

会期について 

前回会議録の承認について 

教育長及び事務局報告について 

承第２号   専決処分の承認について 

議第 24号 下呂市準要保護児童生徒の認定について 

協議、報告事項 

・各課業務報告 

・１月期行事予定について 

・その他 

 



（委員全員 異議なし） 

 ・日程第７ 協議・報告事項 

各課業務報告 

１月期行事予定について 

その他 

 

 

次回の委員会を１月 30日（金）に開催することとし、第９下呂市教育委員会を閉会 

とする。 

 

 

 

  以上、本日の会議の顛末を記載し、相違ないことを証明するため署名する。 

 

 

     平成 26年 12月 19日 

 

 

                      教 育 委 員 長   細 江 大 嗣 

                      会議録署名委員   富 永 京 子 



平成 26年度 第 11回下呂市教育委員会会議録要旨 

 

１．招 集 日   平成 27年１月 30日（金） 

２．会   場   星雲会館 東雲の間 

３．開会・閉会   午後４時 14分 ～ 午後５時 46分 

４．出 席 者   細江大嗣委員長・富永京子委員・河尻明子委員・川上正樹委員・ 

大屋哲治教育長 

５．委員の他出席者 中川教育部長・青木教育総務課長・細田学校教育課長・諏訪生涯 

          学習課長・舩坂教育総務課課長補佐 

 

６．付議案件 

 日程第１ 

 日程第２ 

 日程第３ 

 日程第４ 

 日程第５ 

 日程第６ 

 

 日程第７ 

 

  日程第８ 

 

 日程第９ 

 

 日程第 10 

 

 日程第 11 

 日程第 12 

 日程第 13 

 日程第 14 

 

 日程第 15 

 

 日程第 16 

 

 

 

 

 

会議録署名者の指名について 

会期について 

前回会議録の承認について 

教育長及び事務局報告について 

議第 25号 下呂市教育委員会委員定数条例の制定に係る意見について 

議第 26号 下呂市教育長の職務に専念する義務の特例に関する条例の制定に

係る意見について 

議第 27号 下呂市非常勤の特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一

部を改正する条例の制定に係る意見について 

議第 28号 下呂市常勤の特別職職員の給与に関する条例の一部を改正する条

例に係る意見について 

議第 29号 下呂市長等の給与の特例に関する条例の一部を改正する条例に係

る意見について 

議第 30号 下呂市職員等の旅費に関する条例の一部を改正する条例に係る意

見について 

議第 31号 下呂市学校給食費に関する規則について 

議第 32号 下呂市育英資金の給貸与の決定に関する要綱について 

議第 33号 平成 27年度下呂市教育委員会予算に対する意見について 

議第 34号 平成 27年度教育施設整備に係る工事計画の策定について 

     （金山中学校屋内運動場改修工事） 

議第 35号 平成 27年度教育施設整備に係る工事計画の策定について 

     （あさぎり体育館耐震補強工事） 

協議、報告事項 

・平成 25年度児童生徒の問題行動等生徒指導上の諸問題に関する調査結

果について 

・各課業務報告 

・２月期行事予定について 

・その他 

 



 

７．会議次第 

・日程第１ 会議録署名委員の指名について 

   会議録署名者に河尻明子委員を指名した。 

・日程第２ 会期について 

  会期を本日１日とする。 

・日程第３ 前回会議録の承認について 

事務局の朗読通り承認された 

・日程第４ 教育長報告 

   学校給食の異物混入について 

   成人式について 

   優秀教員表彰について 

   インフルエンザによる学級閉鎖の状況について 

   美濃市教育長の訃報について 

 

 ・日程第５ 議第 25号「下呂市教育委員会委員定数条例の制定に係る意見について」 

（委員全員 異議なし） 

・日程第６ 議第 26号「下呂市教育長の職務に専念する義務の特例に関する条例の制定に係

る意見について」 

（委員全員 異議なし） 

・日程第７ 議第 27 号「下呂市非常勤の特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一

部を改正する条例の制定に係る意見について」 

     （委員全員 異議なし） 

・日程第８ 議第 28 号「下呂市常勤の特別職職員の給与に関する条例の一部を改正する条

例に係る意見について 」 

      （委員全員 異議なし） 

 ・日程第９ 議第 29 号「下呂市長等の給与の特例に関する条例の一部を改正する条例に係

る意見について」 

（委員全員 異議なし） 

・日程第 10 議第 30 号「下呂市職員等の旅費に関する条例の一部を改正する条例に係る意

見について」 

（委員全員 異議なし） 

・日程第 11 議第 31号「下呂市学校給食費に関する規則について」 

      （委員全員 異議なし） 

・日程第 12 議第 32号「下呂市育英資金の給貸与の決定に関する要綱について」 

      （委員全員 異議なし） 

 ・日程第 13 議第 33号「平成 27年度下呂市教育委員会予算に対する意見について」 

（委員全員 異議なし） 

・日程第 14 議第 34号「平成 27年度教育施設整備に係る工事計画の策定について 



         （金山中学校屋内運動場改修工事）」 

（委員全員 異議なし） 

・日程第 15 議第 35号「平成 27年度教育施設整備に係る工事計画の策定について 

          （あさぎり体育館耐震補強工事）」 

      （委員全員 異議なし） 

 

・日程第 16 協議・報告事項 

・平成 25年度児童生徒の問題行動等生徒指導上の諸問題に関する調査結果に

ついて 

・各課業務報告 

・２月期行事予定について 

・その他 

 

次回の委員会を２月 27日（金）に開催することとし、第 11下呂市教育委員会を閉会 

とする。 

 

 

 

  以上、本日の会議の顛末を記載し、相違ないことを証明するため署名する。 

 

 

     平成 27年１月 30日 

 

 

                      教 育 委 員 長   細 江 大 嗣 

                      会議録署名委員   河 尻 明 子 



平成 26年度 第 12回下呂市教育委員会会議録要旨 

 

 

１．招 集 日   平成 27年２月 27日（金） 

２．会   場   星雲会館 東雲の間 

３．開会・閉会   午後３時 30分 ～ 午後５時 33分 

４．出 席 者   細江大嗣委員長・富永京子委員・河尻明子委員・川上正樹委員・ 

大屋哲治教育長 

５．委員の他出席者 中川教育部長・青木教育総務課長・細田学校教育課長・諏訪生涯 

          学習課長・舩坂教育総務課課長補佐 

 

６．付議案件 

 日程第１ 

 日程第２ 

 日程第３ 

 （休憩） 

 日程第４ 

 日程第５ 

 日程第６ 

 

 日程第７ 

 

  日程第８ 

 日程第９ 

 

 日程第 10 

 日程第 11 

  

 

 

 

 

 

 

 

７．会議次第 

・日程第１ 会議録署名委員の指名について 

   会議録署名者に川上正樹委員を指名した。 

・日程第２ 会期について 

会議録署名者の指名について 

会期について 

議第 36号 平成 26年度下呂市教職員人事異動について 

 

前回会議録の承認について 

教育長及び事務局報告について 

議第 37号 下呂市教育長の職務に専念する義務の特例に関する条例の制定に

係る意見について 

議第 38号 下呂市教育長の職務を代理する職員の順序を定める規則を廃止す

る規則について 

議第 39号 下呂市教育委員会会議規則の一部を改正する規則について 

議第 40号 下呂市教育委員会教育長事務委任規則の一部を改正する規則につ

いて 

議第 41号 平成 27年度下呂市小・中学校教育指導の方針と重点について 

協議、報告事項 

・下呂市総合教育会議設置要綱について 

・各課業務報告 

・３月期行事予定について 

・平成 27年度行事予定について 

・第３回男女共同参画推進懇話会のようすについて 

・第５回子ども子育て会議のようすについて 

・その他 



  会期を本日１日とする。 

・日程第３ 議第 36号 平成 26年度下呂市教職員人事異動について 

 （委員全員異議なし） 

 （午後４時まで休憩とする） 

 （午後４時再開） 

・日程第４ 前回会議録の承認について 

事務局の朗読通り承認された 

・日程第５ 教育長報告 

   馬瀬の中学校を考える会の検討経過について 

   下呂中学校長の病気休職について 

   飛騨地区学校図書館教育表彰について 

   不祥事を受けた岐阜県教委からの緊急メッセージについて 

 

・日程第６ 議第 37号 下呂市教育長の職務に専念する義務の特例に関する条例の制定に係

る意見について 

（委員全員 異議なし） 

・日程第７ 議第 38号 下呂市教育長の職務を代理する職員の順序を定める規則を廃止する

規則について 

（委員全員 異議なし） 

・日程第８ 議第 39号 下呂市教育委員会会議規則の一部を改正する規則について 

（委員全員 異議なし） 

・日程第９ 議第 40号 下呂市教育委員会教育長事務委任規則の一部を改正する規則につい

て 

（委員全員 異議なし） 

・日程第 10 議第 41号 平成 27年度下呂市小・中学校教育指導の方針と重点について 

（委員全員 異議なし） 

 

・日程第 11 協議・報告事項 

・下呂市総合教育会議設置要綱について 

・各課業務報告 

・３月期行事予定について 

・平成 27年度行事予定について 

・第３回男女共同参画推進懇話会のようすについて 

・第５回子ども子育て会議のようすについて 

・その他 

 

 

次回の委員会を２月 27日（金）に開催することとし、第 12下呂市教育委員会を閉会 

とする。 



 

 

 

  以上、本日の会議の顛末を記載し、相違ないことを証明するため署名する。 

 

 

     平成 27年２月 27日 

 

 

                      教 育 委 員 長   細 江 大 嗣 

                      会議録署名委員   川 上 正 樹 

 


