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平成２８年６月羽島市教育委員会定例会会議録 

 

○日  時 平成２８年６月２３日（木曜日）午後１時３０分から午後３時１５分まで 

 

○場  所 羽島市立図書館２階 研修室 

 

○議事日程  

日程第 １        会議録署名委員の指名 

日程第 ２  報第１２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１３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  議第４４号 羽島市文化財審議会委員の委嘱について 

日程第 ５  議第４５号 羽島市スポーツ推進計画について 

日程第 ６  議第４６号 教育財産の取得の申出について 

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     大 橋 洋 子 

      教育委員     今井田 眞千子 

      教育委員     黒 田   淳 

 

○欠席者  教育委員     今 枝   甫 

 

○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１時３０分 開会】 

△開会 

◎教育長 皆様こんにちは。６月の下旬を迎えておりまして、梅雨のまっ最中で日が長く、

お互い、疲れの溜まる時季でございます。学校も同様でございまして、夏季休業前のこれ

からの１カ月が子どもにとりましても、教職員にとりましても、正念場ということになり

ます。ちょうど、そうした時季に、教育委員会の学校訪問が続くわけでございますが、何
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とぞよろしくお願い申し上げます。 

  また、委員の皆様方には６月１８日の「わたしの主張２０１６」では、ご多用のところ、

ありがとうございました。子どもたちの鋭い感性から、学ぶところが多いと感じた半日で

ございました。もっと、多くの子どもたちや市民の皆様方に、聞いていただけるといいと、

改めて思ったところでございます。 

  市としましては、現在、羽島市議会６月定例会の最中でございまして、本日は午前中に

民生文教委員会がございまして、この後、６月２９日の最終日を迎えることになります。 

よろしくお願いいたします。 

 

◎教育長 それでは、議事に入ります。本日今枝委員さんはコミュニティセンター館長会に

出席するため、欠席との連絡をいただいており、本日の出席者は４名で、定足数に達して

おります。本日は、報告案件が２件、追加議案を含め議案３件となっております。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大橋委員

さんにお願いいたします。 

 

△日程第２ 報第１２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１２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。） 

 

◎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１３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１３号 羽島市教育委員会の後援等承認の報告についてを
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議題といたします。事務局より説明を願います。 

 

◎学校教育課長 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 8回立志教育支援フォーラム in岐阜） 

（2016羽島市発明くふう展） 

 

◎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。 

（第 15回定期演奏会） 

（ユリダンスセンター公演「KODOMO発表会 Vol.7」） 

（平成 28年度 岐阜県高等学校文化連盟総合文化祭 総合開会式） 

（岐阜吹奏楽団第 44回定期演奏会） 

（2016年岐阜県発明くふう展） 

（和太鼓夏まつり「夏打!DON!」） 

 

◎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。 

       （テコンドーリオ五輪壮行会等） 

 

△日程第４ 議第４４号 羽島市文化財審議会委員の委嘱について 

◎教育長 次に、日程第４ 議第４４号 羽島市文化財審議会委員の委嘱についてを議題と

いたします。事務局より説明願います。 

 

◎生涯学習課長 この関係については、羽島市の文化財の保護に関する条例第１６条第３項

の規定により、羽島市文化財審議会委員を別紙のとおり委嘱するものです。４月の定例教

育委員会において、５名の方を委嘱する旨ご了解いただきましたが、新しく昨年度まで羽

島中学校の校長先生であった社会科の今井田康雄先生に委員として委嘱させていただきた

いと思います。任期は２年間でございます。よろしくお願いいたします。 

 

◎教育長 現在の文化財審議会委員は、古美術で不破洋さん、無形有形民俗文化財で虫賀勇

一さん、絵画で南谷啓子さん、建造物で山田宏一さん、古文書・民俗文化財で野田邦夫さ

んの現在５名でございます。そこに今井田康雄さんに加わっていただきます。 

何かご意見等ありますか。 

 

【意見なし】 

 

◎教育長 それでは、議第４４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。） 

 



 4 

◎教育長 ご異議なしと認め、議第４４号は原案のとおり可決することといたします。 

 

△日程第５ 議第４５号 羽島市スポーツ推進計画について 

◎教育長 次に、日程第５ 議第４５号 羽島市スポーツ推進計画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。 

 

◎スポーツ推進課長 それでは、羽島市スポーツ推進計画についてご説明いたします。これ

は、スポーツ基本法第１０条の規定により、本市のスポーツ推進計画を定める必要により

ます。本計画は、国のスポーツ基本計画を参酌して、その地方の実情に即したスポーツの

推進に関する計画を定めるよう努めるものと規定された地方スポーツ推進計画であります。

平成２８年５月３１日に平成２８年度第１回羽島市スポーツ推進審議会の答申を受け、羽

島市スポーツ推進計画を策定しています。 

 

◎教育長 お手元に資料を準備してありますので、お目通し願います。 

 

◎事務局長 内容としては、３ページには市の現況、１１ページからは意識調査の結果を掲

載しています。それを踏まえ２６ページに計画の体系として、６つの基本目標を掲げまし

た。県は基本目標４の「競技スポーツの推進」を第一にもってきていますが、羽島市とし

ては、第一は「地域スポーツの推進」とし、３つある総合型スポーツクラブを育成し、軽

スポーツ等を普及させることを第一としました。第二として「学校体育の推進」、第三とし

て「障がい者スポーツの推進」と続きます。２７ページからは、施策の展開として、それ

ぞれの基本目標を達成するための方向性や市民の取り組み等を記載するといった編成にな

っており、平成２８年度から１０年間の計画で、５年後に見直しを行います。 

 

◎教育長 パブリックコメント等は何かありましたか。 

 

◎事務局長 パブリックコメントでは施設の充実等を要望する意見が多かったです。総合体

育館建設には、空調や観客席等も必要になり、一般的な普通の総合体育館で、約５～６０

億円ぐらい建設費用がかかるで、なまなか難しいです。 

 

◎教育長 今、羽島で世界レベルまでいける人はいますか。 

 

◎学校教育課長 中体連では、柔道等の一部の競技が全国大会の常連となっております。 

 

◎事務局長 スポーツクラブで、モアのフェンシングが全国レベルであります。しかしレギ

ュラーで羽島の子はいません。 

 

◎スポーツ推進課長 大学生ですが、この前桑原町出身の吉川選手が、全日本学生野球にお

いて、中部学院大学で優勝し、さらに７月の日米野球に出場する日本代表にも選出された
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ということで、今話題の注目選手として、羽島市出身者としておみえになります。 

 

◎教育長 地元からテレビにでる選手がいると励みになりますし、盛り上がりますが、かと

いって、総合型地域スポーツクラブで１人でも多くの市民の方にスポーツをということで、

両面推進していく必要があると思いますし、障がい者スポーツを含め、幅広く市民を巻き

込んでいくスポーツ推進計画であると思います。大変良いものが出来ましたので、ただ出

来上がって終わりではなく、これを使って施策を進めていきたいと思います。 

  他にご意見等はございませんが。 

 

 【意見なし】 

 

◎教育長 それでは、議第４５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４５号は原案のとおり決することといたします。 

 

△日程第６ 議第４６号 教育財産の取得の申出について 

◎教育長 次に、日程第６ 議第４６号 教育財産の取得の申出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。 

 

◎教育総務課長 追加議案書１ページをお願いします。この関係につきましては、竹鼻中学

校武道場整備に伴い、同事業用地の取得が必要なことから、地方教育行政の組織及び運営

に関する法律第２８条第２項に基づき市長に対して申出するものでございます。申出する

財産は、竹鼻町字下堤外３１８２番４他１筆で、現況地目は宅地で、面積は１，０６９．

２４平方メートルでございます。取得場所は３ページに地図がございますが、屋内運動場

のすぐ北側でございます。取得価格は記載のとおりで、取得時期は７月ごろに契約ができ

たらと思っております。なお当該地権者とは今現在交渉中でございますので、よろしくお

願いいたします。 

 

◎事務局長 他の中学校には武道場は建設済みですが、竹鼻中学校だけありませんので、早

く武道場を建設したいということで、今、鋭意交渉中でございます。 

 

◎黒田委員 竹鼻中学校は、今は体育館に畳をひいて授業を行っているのですか。 

 

◎教育総務課長 はい、そうです。あと柔道部は南舎の空き教室を利用して練習しています。 

 

◎教育長 竹鼻中学校の武道場もようやく見通しがついてきた状況ということでございます。
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よろしいですか。 

 

【意見なし】 

 

◎教育長 それでは、議第４６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４６号は原案のとおり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１３ 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 教育総務課から報告させていただきます。１点目、学校のエアコンの関係

ですが、実施設計の業務委託の入札を経まして、今現在各学校との打ち合わせ及び現地調

査に入ったところです。今後早期に設計業務を完成させて、次の業務のリース契約ができ

るよう努めてまいりたいと考えています。 

  ２点目、お手元に羽島市北部学校給食センター給食調理・配送等業務委託計画を配布さ

せていただいております。簡潔に申し上げますと、新しい北部給食センターを建設してお

りますが、建設が終了した暁には、給食調理、配送は民間委託をする計画を持っておりま

す。その関係の概要でございます。 

（資料に基づき、説明） 

  この関係は、来月学校給食運営委員会がございますので、そこで説明し、進めてまいり

たいと考えております。以上です。 

 

◎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

３件、中学校２件の報告がありました。報告のあったものについては、全て結果がどうな

ったかまで確認しながら、場合によってはカウンセラーの派遣などを行い、ケアしていき

ます。 

次に、不登校につきましては、６月１７日現在の数字上は改善していますが、６日欠席

が小学校１名、中学校で４名ございますので、新規の不登校が今後増える可能性がありま

す。 

次に、児童生徒の交通事故等について、２件報告ありました。救急搬送はされておりま

せんが、学校には継続して交通安全の指導の徹底を行っているところです。 

次に、学校事故について、中学校で生徒が突然意識を失い、全身痙攣するという事例が

ございました。養護教諭がＡＥＤを使用して解析した結果、ＡＥＤは必要ないとのことで

したので、そのような状況で救急の方に引き渡したとのことでした。 
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次に、学校保健について、６月３０日に学校保健会がありますので、各委員さんにも出

席していただきたいと思います。 

「力量アップ講座」や「夏休みチャレンジ教室」については、別紙のとおり開催します

ので、お知らせします。以上です。 

 

◎生涯学習課長 生涯学習課から報告させていただきます。まずは社会教育について、６月

４日の羽島レクフェスティバル兼生涯学習推進都市市民大会に参加いただきありがとうご

ざいます。延べ５５０名の参加がありました。来年度以降につきましては、一般の方が参

加していただけるようなワークショップや研修形式を増やす方向で準備していきたいと考

えております。 

  次に６月６日から放課後子ども教室が始まりました。体験活動を活き活きと行っている

姿があり、貴重な体験の場としていきたいと思います。今後の予定について、７月１日は

社会人権教育推進協議会、２日はＰＴＡの子育てシンポジウム、３日は子ども会フェステ

ィバルが予定されております。 

  次に青少年育成について、６月１８日にわたしの主張２０１６が行われました。一般の

方が多く参加したにも関わらず、聞く態度が大変良かったと感じました。今後の予定につ

いては、７月１６日に青少年健全育成大会が行われますので、ご出席願います。 

  次に文化振興について、文化センターの吊り物工事が終了しました。６月からスカイホ

ールと美濃菊ホールが使用できます。また、旧菱田邸の活用については、後程事務局長よ

り説明があると思いますが、施設の活用を進めていきたいと考えております。以上です。 

 

◎スポーツ推進課長 スポーツ推進課からご報告いたします。６月１２日・１９日（日）に

スポーツ推進課に事務局がございます羽島市スポーツ少年団本部の事業として、市スポー

ツリーダー養成講習会兼スポーツ少年団認定員養成講習会を柔剣道道場にて開催しました。

本年度は、スポーツ少年団指導者２８名が受講されました。６月２６日（日）には、同じ

くスポーツ少年団本部事業として、リーダー研修会を岐阜市少年自然の家にて開催する予

定です。この研修会は、集団活動の中で規律を学び、スポーツ少年団の中心リーダーとな

る団員の養成と資質の向上を図ることを目的として、小学校５年生のスポーツ少年団員５

３名と、指導者・育成者１９名の計７２名が参加する予定です。以上でございます。 

 

◎北部学校給食センター所長 北部学校給食センター建設工事の状況でございますが、現場

事務所も立ち上がり、現地では杭施工をしており、杭施工は７月４日ごろまで行う予定で

進められております。その後順次基礎工事に入る予定でございます。現場の状況としては

以上です。 

 

◎事務局長 ６月から開催されています羽島市議会定例会について、教育委員会から提出案

件は１件で、一般会計補正予算（第２号）でございます。 

  一般質問は７人から質問をいただきました。原議員からはゲートキーパー養成について、

花村議員からは、エアコン整備の進捗状況について、豊島議員からは、スポーツ推進計画
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について、障がい者スポーツの推進について、全国レクへの取り組みについて、堀議員か

らは、指定文化財の保護管理について、南谷議員からは、竹鼻中学校武道場の進捗につい

て、安井議員からは、小中一貫教育について、コミュニティスクールについて、問題行動

の実態について、後藤議員からは、ＩＣＴ機器の現状と機器導入について、糟谷議員から

は、旧菱田邸の活用について、質問をいただき、答弁いたしました。旧菱田邸の活用につ

いては、「羽島市まち・ひと・仕事創生総合戦略」の交付金を８００万円いただいており

ます。竹鼻のまちに点在するものを使いながら、にぎわいをつくるために、近接する「は

しま観光交流センター」「竹鼻別院」「歴史民俗資料館・映画資料館」と「菱田邸」の相

乗効果を期待し、京町風情を残した、佇まいのなかで、不二精工から寄附された美術品を

展示するギャラリーを主とする文化振興施設整備を進めるということで、基本調査ができ

た段階で、庁内内部の政策会議に諮り、進めていこうと考えています。以上です。 

 

◎教育長 冒頭の挨拶に付け加えまして、報告をさせていただきます。小学校の運動会は、

９校の内５校が５月に実施いたしました。 

また、この５月、６月には、各学校の宿泊研修、野外学習等が実施されましたが、大き

な事故もなく、各行事の目的を達成して終了してくれております。 

昨日、６月２２日には、本年度第１回目の「いじめ防止専門委員会」が開催されました。

全体としましては、いじめの件数は減少傾向にございますが、解決したはずだ、ないはず

だ、ではなく、常に鋭いアンテナを張りまして、いじめで苦しむ児童生徒が一人もないよ

う、今後も緊張感を持って対応してまいります。 

  ６月２５日には、「羽島市歴史民俗資料館・映画資料館創立２０周年記念上映会」が開

催されます。活動大写真「雄呂血」が活動写真弁士付きで上映されます。以上でございま

す。 

 

◎教育長 その他、ご意見等ございますか。 

 

◎大橋委員 菱田邸について、美術品等が飾られるのですか。 

 

◎事務局長 はい。観光交流センターができまして、同じようなものを作ってもということ

で、現在不二精工から８０数点の美術品もございますので、まだ決定ではございませんが、

業者が調査に入り、精査し、市役所の各課でもどのように活用していくかをまとめ、最終

的な方針を決めていく予定でございます。 

 

◎教育長 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６月定例教育委員会を閉会いたします。 
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  次回の定例会は、７月２１日（木）午後１時３０分から、ＦＵＫＵＪＵスポーツパーク

の会議室で行いますので、よろしくお願いいたします。ありがとうございました。 

 

【午後３時１５分 閉会】 

 

 

 

       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   大 橋 洋 子 


