
平成26年度 第１回下呂市教育委員会会議録要旨 

 

 

１．招 集 日   平成 26年４月１日（火） 

２．会   場   下呂ふれあいセンター ３階会議室 

３．開会・閉会   午前８時42分 ～ 午後９時02分 

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

委員 

５．委員の他出席者 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 議第１号 下呂市教育委員長の選挙について 

（細江大嗣委員長が再選された） 

・日程第４ 議第２号 下呂市教育委員長職務代理者の指定について 

（富永京子委員が委員長職務代理者に指定された） 

・日程第５ 議第３号 下呂市教育長の任命について 

（大屋哲治委員が教育長に任命された） 

 

次回の委員会を４月21日（月）に開催することとし、第１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４月１日 

 

                      教 育 委 員 長   細 江 大 嗣 

                      会議録署名委員   富 永 京 子 

会議録署名者の指名について 

会期について 

議第１号 下呂市教育委員長の選挙について 

議第２号 下呂市教育委員長職務代理者の指定について 

議第３号 下呂市教育長の任命について 



平成26年度 第２回下呂市教育委員会会議録要旨 

 

 

１．招 集 日   平成 26年４月 21日（月） 

２．会   場   星雲会館 エイジレスルーム 

３．開会・閉会   午後４時01分 ～ 午後５時15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．協議、報告事項 

・各課業務報告 

・５月期行事予定について 

 

８．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 

   各校の入学式について 

   中学生海外派遣事業について 

   下原小学校の文部科学大臣賞（図書館教育）受賞について 

   教員の懲戒処分について 

・日程第５ 議第４号 平成 26 年度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） 

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４号 平成 26 年度下呂市準要保護児童生徒の認定について 

議第５号 平成26年度下呂市育英資金給貸与申請に係る審査について 

議第６号 平成26年度岐阜県教科用図書飛騨地区採択協議会の設置等に 

ついて 



・日程第６ 議第５号 平成26年度下呂市育英資金給貸与申請に係る審査について 

（委員全員 異議なし） 

・日程第７ 議第６号 平成26年度岐阜県教科用図書飛騨地区採択協議会の設置等に 

ついて 

（委員全員 異議なし） 

 

・協議・報告事項 

・各課業務報告 

・５月期行事予定について 

 

 

次回の委員会を５月23日（金）に開催することとし、第２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４月 21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３回下呂市教育委員会会議録要旨 

 

 

１．招 集 日   平成 26年５月 23日（金） 

２．会   場   星雲会館 東雲の間 

３．開会・閉会   午後４時02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・ 

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 

 

 

７．協議、報告事項 

  ・学校施設整備計画の事後評価について 

  ・下呂中学校生徒の水路転落事故と対応について 

  ・各課業務報告 

  ・６月期行事予定について 

 

８．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 

   下呂中学校生徒の事故について 

   生涯学習諸活動について 

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７号  平成 26年度下呂市準要保護児童生徒の認定について 

議第８号  平成 26年度下呂市生涯学習の方針に関する諮問について 

議第９号  平成 26年度下呂市生涯スポーツの方針に関する諮問について 

議第10号  下呂市社会教育施設の見直し方針に関する諮問について 

議第11号  下呂市社会体育施設及び学校夜間開放施設の見直し方針に関す 

る諮問について 



   市町村教育委員会連合会総会の報告 

   ペンサコーラ大水害について 

・日程第５ 議第７号 平成 26 年度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 議第８号 平成26年度下呂市生涯学習の方針に関する諮問について 

（委員全員 異議なし） 

・日程第７ 議第９号 平成26年度下呂市生涯スポーツの方針に関する諮問について 

（委員全員 異議なし） 

・日程第８ 議第10号 下呂市社会教育施設の見直し方針に関する諮問について 

（委員全員 異議なし） 

・日程第９ 議第11号 下呂市社会体育施設及び学校夜間開放施設の見直し方針に関す 

る諮問について 

（委員全員 異議なし） 

 

 

・協議・報告事項 

学校施設整備計画の事後評価について 

     下呂中学校生徒の水路転落事故と対応について 

     各課業務報告 

 ６月期行事予定について 

 

 

次回の委員会を６月27日（金）に開催することとし、第３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５月 23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４回下呂市教育委員会会議録要旨 

 

 

１．招 集 日   平成 26年６月 27日（金） 

２．会   場   星雲会館 東雲の間 

３．開会・閉会   午後４時04分 ～ 午後５時16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  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について 

       ・各課業務報告 

       ・第１回下呂市子ども・子育て会議について 

       ・６月期行事予定について 

 

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 

   下呂市議会６月定例会について 

   青少年育成市民会議について 

   海外派遣団の受け入れについて 

   学校医への感謝状授与について 

   長期入院中の南中学校生徒の経過について 

 

・日程第５ 議第12号 平成 26 年度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） 

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12号 平成 26年度下呂市準要保護児童生徒の認定について 



 

・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について 

      各課業務報告 

      第１回下呂市子ども・子育て会議について 

７月期行事予定について 

 

次回の委員会を７月25日（金）に開催することとし、第４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６月 27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５回下呂市教育委員会会議録要旨 

 

 

１．招 集 日   平成 26年７月 25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３時44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・田代下呂市総合政 

策課長・渡辺下呂市総合政策課主任主査 

 

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  協議、報告事項 

       ・下呂市人権施策推進指針について（総合政策課） 

・教育委員会制度改革の概要について 

       ・各課業務報告 

       ・８月期行事予定について 

       ・第２回下呂市子ども･子育て会議について（委員長） 

       ・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 

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13号 平成 26年度下呂市準要保護児童生徒の認定について 

議第 14 号  下呂市立小・中学校で平成 27年度において使用する教科用 

図書の採択について 

議第 15 号  下呂市要保護及び準要保護児童生徒認定規則の一部を改正 

する規則について 

 



   飛騨教育事務所の学校訪問について 

   ペンサコーラ市との交流事業について 

   中学校体育連盟体育大会（市大会、飛騨地区大会）の結果について 

   市外教職員の激励訪問について 

   第２回社会教育委員の会について 

スマートフォン利用に関するあり方について 

 

・日程第５ 議第13号 平成 26 年度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 議第14号 下呂市立小・中学校で平成 27年度において使用する教科用 

図書の採択について 

  （委員全員 異議なし） 

・日程第７ 議第15号 下呂市要保護及び準要保護児童生徒認定規則の一部を改正 

する規則について 

  （委員全員 異議なし） 

 

・協議・報告事項 

下呂市人権施策推進指針について（総合政策課） 

教育委員会制度改革の概要について 

    各課業務報告 

    ８月期行事予定について 

    第２回下呂市子ども･子育て会議について（委員長） 

    その他 

 

 

次回の委員会を８月29日（金）に開催することとし、第５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７月 25日 

 

 

                      教 育 委 員 長   細 江 大 嗣 

                      会議録署名委員   河 尻 明 子 

 


