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平成２８年１２月羽島市教育委員会定例会会議録 

 

○日  時 平成２８年１２月２２日（木曜日）午後１３時２６分から午後２時５５分まで 

 

○場  所 羽島市教育センター４階 教育委員会室 

 

○議事日程 

日程第１       会議録署名委員の指名  

日程第２ 報第２４号 平成２８年度準要保護児童生徒の追加認定の報告について 

日程第３ 報第２５号 羽島市教育委員会の後援等承認の報告について 

日程第４ 報第２６号 羽島市教育委員会の後援等承認の報告について 

日程第５ 承第 ８ 号 臨時代理の報告並びにその承認について（臨時代理第８号 羽

島市議会提出議案（羽島市個人番号の利用及び特定個人情報の

提供に関する条例の一部を改正する条例）に同意することにつ

いて） 

日程第６ 議第６０号 羽島市立図書館雑誌スポンサー制度実施要綱について 

日程第７       その他 

            １ 各課の事業進捗状況 

 

○出席者  教育長      伏 屋 敬 介 

      教育委員     今井田 眞千子 

      教育委員     黒 田   淳 

  教育委員     今 枝   甫 

  教育委員     向 井 ゆかり 

 

○説明のために出席した者 

      事務局長          黒 田 昭 夫 

      教育総務課長        不 破 勝 秀 

      学校教育課長        増 田 恭 司 

      生涯学習課長        豊 島   博 

      スポーツ推進課長      箕 浦 勝 博 

      北部学校給食センター所長  竹 内 弘 明 

      兼南部学校給食センター所長 

 

 

【午後１３時２６分 開会】 

△開会 

◎教育長 本日は、羽島市議会１２月定例会の最終日でございまして、教育委員会の関係で

は、議第７５号 羽島市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を改
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正する条例について、議第８０号 羽島市立小学校及び中学校設置条例の一部を改正する

条例について、議第１００号 平成２８年度羽島市一般会計補正予算（第５号）の議案が

いずれも可決成立いたしました。議第８０号の可決成立によりまして、平成２９年４月よ

り、桑原小学校及び桑原中学校が廃止されまして、義務教育学校の桑原学園が設置される

ことが決まりました。また、議第１００号の可決成立によりまして、桑原小学校及び桑原

中学校の義務教育学校桑原学園への移行に伴います職員室の工事請負費等が認められまし

た。今後、義務教育学校桑原学園への移行に伴います関係規則の改正につきましては、教

育委員会会議でご議論をいただくことになりますので、よろしくお願い申し上げます。 

  去る１２月１４日には、読売ジャイアンツに入団が決まりました、羽島市桑原町出身の

中京学院大学の吉川尚輝選手が桑原小・中学校を訪問されまして、児童生徒との交流会を

持っていただきました。児童生徒にとりましては、目標を持って頑張ることの大事さを学

ぶよい機会になりましたし、吉川選手に対しては、地元としての激励の場となりました。

今後の吉川選手のご活躍をお祈りするところでございます。 

  本日、お手許に、ＭＯＡ美術館羽島児童作品展奨励賞の受賞作品のコピーを用意させて

いただきました。絵画の部は、正木小学校１年の神谷美莉亜さん、書写の部は、正木小学

校４年の藤原舞咲さんが受賞しました。特に、正木小学校の藤原舞咲さんの書写は、ＭＯ

Ａ美術館全国児童作品展で４６万点の応募から文部科学大臣賞に選ばれた作品でございま

す。市内の児童生徒が、様々な場で活躍してくれることは、本当に嬉しいことでございま

す。 

 去る、１２月２１日には、ＭＯＡ美術館のアウトリーチとしまして、正木小学校で、歌

川広重や吉田博の版画を鑑賞する授業が実施されました。児童生徒にとりましては、本物

の版画に触れるという貴重な機会となりました。 

昨今、マスコミ等で、鳥インフルエンザやインフルエンザ、ノロウイルス等の流行が報

道されております。感染症の流行に対しましては、絶えず危機管理意識を持ち、具体的な

対策を講じていかねばならないと思っております。 

 

◎教育長 それでは、議事に入ります。本日の出席者は５名で、定足数に達しております。

本日の日程は、お手元にお配りした議事日程表のとおりです。 

 

△日程第１ 会議録署名委員の指名 

◎教育長 日程第１ 会議録署名委員の指名を行います。本日の会議録署名委員は今枝委員

さんにお願いいたします。 

 

△日程第２ 報第２４号 平成２８年度準要保護児童生徒の追加認定の報告について 

◎教育長 次に、日程第２ 報第２４号 平成２８年度準要保護児童生徒の追加認定の報告

についてを議題といたします。この案件につきましては、個人情報でありますことから、

秘密会で行いたいと思いますがご異議ありませんか。 

 

 （「異議なし」の声あり。） 
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◎教育長 それでは、秘密会といたします。 

 

（関係者以外退席） 

 

◎教育長 事務局から説明を願います。 

   

（内容等を説明報告する。） 

 

◎教育長 ここで秘密会を解きます。 

 

（関係者等入場） 

△日程第３ 報第２５号 羽島市教育委員会の後援等承認の報告について 

△日程第４ 報第２６号 羽島市教育委員会の後援等承認の報告について 

◎教育長 次に、日程第３ 報第２５号 羽島市教育委員会の後援等承認の報告について及

び日程第４ 報第２６号 羽島市教育委員会の後援等承認の報告について一括議題といた

します。事務局より説明を願います。 

 

◎生涯学習課長 以下の後援等事業の申請者、目的、事業開催内容等を説明報告する。 

（羽島市日本伝統芸能継承者育成の会第 4回演奏会） 

（第 23回ぎふ「太鼓」ふるさとまつり） 

（羽島の歴史講演会 尾張藩家老 駒塚の石河氏 III～四代正章の公儀御目見

と駒塚の町づくり～） 

（ユースホステル協会 2017年春休み体験教室） 

（岐阜工業高等専門学校第 50回定期演奏会） 

 

◎スポーツ推進課長 以下の後援等事業の申請者、目的、事業開催内容等を説明報告する。 

       （第 44回羽島市スポーツ少年団新春駅伝競走大会） 

（第 43回羽島市民新春マラソン大会） 

（第 28回羽島若獅子駅伝競走大会） 

 

△日程第５ 承第８号 臨時代理の報告並びにその承認について（臨時代理第８号 羽島市

議会提出議案（羽島市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の

一部を改正する条例）に同意することについて） 

◎教育長 次に、日程第５ 承第８号 臨時代理の報告並びにその承認について（臨時代理

第８号 羽島市議会提出議案（羽島市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条

例の一部を改正する条例）に同意することについて）を議題といたします。事務局より説

明願います。 
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◎学校教育課長 羽島市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を改正

する条例に同意することについて、羽島市教育長に対する事務委任規則第４条の規定によ

り、臨時に代理しましたので、同規則第５条の規定により報告し、その承認を求めるもの

でございます。 

  内容については、教育委員会がマイナンバーを使って、学校保健安全法による医療に要

する事務を進めるにあたって、特定個人情報を市長に求めるためのものと、逆に、市長か

ら教育委員会へ情報を求めることができるようにするための改正でございます。 

  学校保健安全法による医療費事務については、羽島市においては、医療費が無料のため、

この件に関する請求は一度もありませんが、本条例を整備することにより、請求があった

ときにも対応ができるようにするものでございます。以上でございます。 

 

◎教育長 ご意見等ございますか。 

 

【意見なし】 

 

◎教育長 それでは、承第８号について、原案のとおり承認することにご異議ありませんか。 

 

 （「異議なし」との声あり。） 

 

◎教育長 ご異議なしと認め、承第８号は原案のとおり承認することといたします。 

 

△日程第６ 議第６０号 羽島市立図書館雑誌スポンサー制度実施要綱について 

◎教育長 次に、日程第６ 議第６０号 羽島市立図書館雑誌スポンサー制度実施要綱につ

いてを議題といたします。事務局より説明を願います。 

 

◎生涯学習課長 この関係について、羽島市立図書館雑誌スポンサー制度を実行するにあた

り、要綱を定めさせていただきたいと考え、ご審議願うものでございます。 

  雑誌スポンサー制度とは、図書館で展示する雑誌を、スポンサーとなる企業等に１年間

購入していただく代わりに、企業等の広告をその雑誌のカバーに掲載する制度でございま

す。購入していただく雑誌の値段は概ね６千円から３万円の週刊誌や月刊誌等で、県内の

約半数の図書館がこの制度を実行しており、有名なのは岐南町の図書館がいち早く導入し

ております。雑誌スポンサーとなることができる者は、羽島市内に事業所を有し、又は事

業活動を行う企業、商工業者、団体等で、個人はできません。又、対象となる雑誌は図書

館長が別に定める雑誌のうちから選定するものとしております。契約期間は１年間で、解

約の意思表示がない場合、１年間更新するもので、基本的にスポンサーの方が本屋で雑誌

を購入していただき、その雑誌が図書館に届くかたちになっております。 

  お認め頂ければ、この要綱は平成２９年１月４日に施行し、この制度は平成２９年４月

１日からの実施を目指しております。以上でございます。 
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◎教育長 ご意見等ございますか。 

 

◎今枝委員 どの程度申し込みする企業がみえると見込んでいますか。 

 

◎生涯学習課長 初年度は３～５社を見込んでおり、将来的には１５～２０社程度まで拡大

することを目指しています。 

 

◎今枝委員 これは市立図書館だけで、学校の図書館は対象外ですか。 

 

◎生涯学習課長 はい、そうです。 

 

◎向井委員 １冊の雑誌に何社も申し込みができますか。 

 

◎生涯学習課長 いいえ。１雑誌、１企業でございます。 

 

◎黒田委員 図書館が指定した雑誌をということですか。 

 

◎生涯学習課長 はい。中立的な立場であることから、例えば政治色や宗教色が濃い雑誌に

ついては、設置できませんことから、指定とさせていただきます。ただし、他の雑誌を希

望する場合、内容を検討し、図書館長が認めた場合置くことができます。 

 

◎今枝委員 こういう制度を行うということは、潤沢に図書の予算が確保できなくなってい

るということですか。 

 

◎事務局長 いや、そういう訳ではありません。逆に今の市長になってから図書購入費は増

えています。 

 

◎今枝委員 今後雑誌だけでなく、書籍も考えていますか。 

 

◎生涯学習課長 書籍に関して例年多くの寄附をいただきますが、書籍自体にスポンサー名

をいれることは考えていません。 

 

◎事務局長 新書等、必要な書籍については、市の予算で購入します。雑誌については、週

刊誌や月刊誌等があり、その都度入れ替え、廃棄するものですから、その部分について、

市民の皆様に助けていただくことを考えています。 

 

◎今枝委員 流れとしては、市のほうも新たな財源を確保する策を、いろいろ考えなさいと

いうことですね。 

 



 6 

◎事務局長 はい、そうです。今新たな財源確保については、各課が知恵を絞って考えてい

るところです。 

 

◎教育長 その他、ご意見等ございますか。 

 

【意見なし】 

 

◎教育長 それでは、議第６０号について、原案のとおり可決することにご異議ありません

か。 

 

 （「異議なし」との声あり。） 

 

◎教育長 ご異議なしと認め、議第６０号は原案のとおり可決することといたします。 

 

△日程第７ その他１ 各課の事業進捗状況について 

◎教育長 次に、日程第８ 各課の事業進捗状況についてを議題といたします。事務局より

順次説明を願います。 

 

◎教育総務課長 まず、１１月２８日に開催しました羽島市教育委員会表彰式についてです

が、委員の皆様方におかれましては、ご多忙のところご出席いただき、ありがとうござい

ました。 

 次に、事業の進捗状況についてでございます。小中学校のエアコン整備の関係でありま

すが、今年度整備をする竹鼻小、竹鼻中、中央小、中央中、福寿小及び正木小について、

リース業者により設置工事が進められております。その工事は、来年２月末終了予定とな

っておりますので、各委員さん方、お問い合わせ等がありましたら、その旨、お話を頂け

たら幸いです。以上でございます。 

 

◎学校教育課長 学校教育課から報告させていただきます。いじめにつきましては、小学校

から４件報告がありました。心配される事例もございましたが、どのケースも保護者を交

えて、一定の解決を図ったとの報告を受けております。それでも見守りは必要ですので、

引き続き学校や家庭での見守りは続けています。 

次に、不登校につきましては、平成２７年度と比べると小学校は微増、中学校について

は減少傾向でございます。また１０月から１１月の変化は、小学校は新規が５名増加し、

中学校は５名改善と成果はでていますが、全体としては増加しています。各学校で早め早

めに対応していただき、長引かないような取り組みを行っています。 

次に、児童生徒の交通事故等について、１１月は２件報告がありました。例年この時期

は多くなる傾向にありますが、今回は２件ということで、少しでも大きな事故につながら

ないよう各学校で取り組んでいただいております。 

最後に、今年度のサイエンスセミナーが全て終了しました。昨年度と比較し、参加人数
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は増えていますが、中学生の参加が難しい状況です。来年度に向け、中学生が興味を持つ

講座を増やす必要があると考えます。以上です。 

 

◎今枝委員 平成２８年度は土曜授業を行い、中央小・中は年６回１８時間終了しましたが、

問題点や課題、先生の勤務体系など、うまくいきましたか。 

 

◎学校教育課長 全てうまくいっている訳ではありません。週休２日が定着し、様々な行事

が土曜日に行われておりますので、調整できないものも現実にはありました。 

 

◎今枝委員 調整が難しい場合は、欠席扱いになるのですか。 

 

◎学校教育課長 内容によって各学校で判断しています。 

 

◎生涯学習課長 生涯学習課から報告させていただきます。最初に、青少年育成の関係につ

いて、１１月は地域の様々な行事が行われ、それに青少年が参加するということで、文化

祭やウォークラリー等が各地域で行われました。足近町では地域の文化祭を学校の土曜授

業に位置づけ、学校と地域の交流が上手に図られていました。中央公民館講座では、婚活

戦略講座が開催され、８組の男女が参加し、３組のカップルができました。これが結婚に

結びついてくれれば良いなと思います。 

文化関係について、文芸祭の表彰式を行わせていただきました。俳句や短歌等々、良い

作品がたくさんあってこれが文化振興に役立てばと思います。また、イタセンパラの飼育

について、一昨日、正木小学校と木曽川高校とが交流しました。大変良い機会になったと

思います。 

次に、図書館の関係について、１１月末に蔵書整理を行いました。利用しやすいよう本

の並び替えを行いましたので、使いやすくなったかどうかご意見等があれば、よろしくお

願いいたします。 

最後に、１２月９日に成人式の最後の代表者会を行いました。あとは当日を待つばかり

です。新成人にとって一生に一度の式典ですので、意味のある会になるよう、最後まで努

力させていただきます。よろしくお願いいたします。以上です。 

 

◎スポーツ推進課長 スポーツ推進課関連の事業進捗状況をご報告いたします。冒頭で教育

長もお話されましたが、吉川尚輝選手が桑原小・中学校を訪問されまして、市長と対談を

しております。吉川選手につきましては、地元で自主トレを行う予定ですので、今後運動

公園等の施設を使用していただくことを調整しておりますので、よろしくお願いいたしま

す。 

 

◎北部学校給食センター所長 新北部学校給食センターの建設工事の工期の変更について、

報告させていただきます。現在の工事の進捗状況ですが、建物２階部分については、年内

には内装工事がほぼ完成し、１階部分については、来年１月から床を施工し、その後厨房
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機器の設置の予定で進めておりますが、工事資材が盗難被害に遭ったことにより、工程に

若干の影響が生じました。そのため適正な工程管理により、工事の安全性や建物や設備の

所定の品質の確保が必須であることから、平成２９年２月６日までの工期を２月２８日ま

でに延伸するものでございます。なお、変更契約については１２月１４日に締結し、金額

の変更はございません。以上でございます。 

 

◎向井委員 盗難に遭ったということですが、防犯カメラ等は設置しているのですか。 

 

◎教育総務課長 盗難被害後、４台設置しております。 

 

◎事務局長 私からは、懸案事項でありました、竹鼻中学校の武道場用地ですが、１２月１

日付で契約を交わさせていただきました。年度内には更地にして、所有権の移転を行いた

いと思います。 

次に、１２月１９日には、野田聖子代議士が視察のため、西部幼稚園を訪れました。支

援を要する子どもたちを積極的に受け入れ、一生懸命やっていますよということをお伝え

しました。 

  最後に、１２月議会については、５名の議員さんから６標題の質問をいただきました。

原議員さんからは、いじめ不登校対策と快適な図書館づくり、花村議員さんからは、羽島

市の教育についてということで、エアコン、学用品の入学前支給、義務教育学校について

質問されました。南谷議員からは、快適で思いやりのある安心安全なまちづくりというこ

とで、文化センターの予約について質問されました。後藤議員からは、情報化推進という

ことで、桑原のＩＣＴ教育の進捗状況について質問されました。安井議員からは、子育て

支援環境の充実ということで、子どもたちへの取り組みと子どもの防犯体制について質問

されました。以上です。 

 

◎教育長 私の方は冒頭でお話させていただきましたので、特にございません。その他、ご

意見等ございますか。 

 

【質問なし】 

 

△閉会 

◎教育長 以上をもちまして、平成２８年１２月定例教育委員会を閉会いたします。次回の

定例会は、平成２９年１月２６日（木）午後２時から教育センター４階教育委員会室で行

います。行事が立て込んでいまして、午後２時からということと、定例教育委員会終了後、

実践記録の表彰が、午後３時３０分からございます。これに間に合うよう終了する必要が

ございますので、よろしくお願いいたします。長時間に渡り、ありがとうございました。 

 

【午後２時５５分 閉会】 
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       会議の大要を記載して、相違ないことを証するためここに署名する。 

 

教育長   伏 屋 敬 介 

           

委 員   今 枝   甫 


