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平成２８年７月羽島市教育委員会定例会会議録 

 

○日  時 平成２８年７月２１日（木曜日）午後１時２５分から午後２時３０分まで 

 

○場  所 ＦＵＫＵＪＵスポーツパーク（旧羽島市運動公園）会議室 

 

○議事日程  

日程第１       会議録署名委員の指名 

日程第２ 報第１４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３ 報第１５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４７号 羽島市学校医の委嘱について 

日程第５ 議第４８号 平成２９年度使用小・中学校用教科用図書の岐阜地区採択につ 

いて 

日程第６       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 

  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２５分 開会】 

△開会 

◎教育長 皆様こんにちは。本日は７月の２１日でございまして、幼稚園、小・中学校の子

どもたちは、本日から夏季休業に入っております。 

  本日の行事予定を見てみますと、図工のワークショップが市民会館におきまして、９時

３０分からの午前の部と、１３時３０分からの午後の部に分けて、専門家の講師を招いて

開催されております。午前中に少し見てまいりましたが、子どもたちは夏休みの宿題も兼
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ねてポスターの制作に取り組んでおりました。 

  また、サイエンスセミナー「不思議！発見入門コース 放射能を調べよう」という講座

が、福祉ふれあい会館におきまして、１０時から岐阜大学教育学部准教授の中村琢先生を

講師として招いて開催されております。 

  また、大人の方を対象としましては、中央公民館講座としまして「毎日できるリフレッ

シュ体操」が、不二羽島文化センターで１３時３０分から、ピラティスコーチの馬渕静香

先生を講師として招いて開催されております。ちょうど１週間前の７月１４日の１回目を

見てまいりましたが、中高年の一部男性も交えた２０人近い方々が、楽しそうに体操をし

ておられました。 

  私が小中学生であったころの夏休みと比べますと、子どもの生活も大人の生活も本当に

変わったと痛感しております。その気にさえなれば、いくらでも学習する場は用意されて

いるということでございます。いかに一人でも多くの子どもたち、市民の皆様方にこうし

た場があることを周知し、いかに一人でも多くの子どもたち、市民の皆様方に参加してい

ただけるようにするかということでございます。 

  本日の定例会は、報告案件が２件、議案３件、そして、各課の事業進捗状況ということ

でございますので、よろしくお願い申し上げます 

 

◎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井田委

員さんにお願いいたします。 

 

△日程第２ 報第１４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３ 報第１５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２ 報第１４号 羽島市教育委員会の後援等承認の報告についてと、

日程第３ 報第１５号 羽島市教育委員会の後援等承認の報告についてを一括議題といた

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。 

（火災予防ポスター作品展） 

 

◎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。 

（ユースホステル協会 2016年夏休み体験教室） 

（夏休み子ども映画会「ミニオンズ」） 

（子育て･教育のつどい inぎふ） 

（映画上映会） 

（第 54回全日本吹奏楽コンクール岐阜西濃地区大会・第 54回全日本吹奏楽コ
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ンクール岐阜県大会・第 59回中部日本吹奏楽コンクール岐阜県大会） 

（岐阜わかもの会議 in羽島） 

 

◎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。 

      （ラモス清流の国づくり夢プロジェクトラモス瑠偉ふれあいサッカー教室） 

 

△日程第４ 議第４７号 羽島市学校医の委嘱について 

◎教育長 次に、日程第４ 議第４７号 羽島市学校医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。 

 

◎学校教育課長 羽島市学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の委嘱に関する規則第２条の規

定により、羽島市学校医を資料の３４ページのとおり委嘱するものでございます。提案理

由としましては、任期中の学校医の死去に伴い、残任期間について羽島市学校医を委嘱す

る必要があるためでございます。 

 

◎教育長 ご意見等ございますか。 

 

【意見なし】 

 

◎教育長 それでは、議第４７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４７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４８号 平成２９年度使用小・中学校用教科用図書の岐阜地区採択につ 

いて 

◎教育長 次に、日程第５ 議第４８号 平成２９年度使用小・中学校用教科用図書の岐阜

地区採択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。 

 

◎学校教育課長 平成２９年度使用小学校及び中学校用教科用図書の岐阜地区採択について

でございます。去る６月２７日に開催されました平成２９年度使用小・中学校用教科用図

書岐阜地区採択協議会の選定結果について協議し、採択協議会の選定結果と同一の教科用

図書を採択するものでございます。 

提案の理由としまして、３９ページから４１ページの岐阜地区教科用図書採択協議会規

約、４２ページから４３ページの平成２９年度使用小・中学校用教科用図書採択方針に基

づき、平成２９年度使用教科用図書岐阜地区採択協議会選定結果を協議し、採択の議決が

必要であるためでございます。 
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議案書の３６ページには、平成２９年度使用小学校用教科書採択案が、議案書３７ペー

ジには、中学校用教科書採択案が掲載してございます。 

  平成２９年度の教科書については、法律により、今年度使用の教科書の発行が行われな

くなった場合を除き、前年度と同じ教科書を採択することになっています。これらの教科

書は、小学校においては一昨年度、中学校においては昨年度、調査研究結果をもとにここ

で議決していただいた教科書と同じものです。案のとおり議決いただきましたら、議案書

３８ページの議決書を８月５日までに岐阜地区採択協議会長宛に送る予定です。 

  なお、採択案作成に当たり、６月２７日に岐阜地区教科用図書採択協議会が開催され、

各地区の教科書展示会でいただいた意見書のご意見も踏まえた上での採択案でございます。

意見書の中には、中学校の理科、小学校の音楽、中学校の数学、中学校の家庭科にかかわ

る意見が寄せられておりますが、比較的マイナス面の意見ではなく、比較的プラス面での

意見をいただいておりましたので、改めて改善する内容はございませんでした。この内容

について審議していただき、議決をお願いいたします。 

 

◎教育長 法律により、平成２９年度の教科書は現在使用している教科書を使用することに

なっていますが、そのことをこの場で、教育委員会として議決をしていただきたいという

ことでございます。ご意見等ございますか。 

 

【意見なし】 

 

◎教育長 それでは、議第４８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４８号は原案のとおり決することといたします。 

 

△日程第６ 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６ 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 特に報告ではございませんが、「羽島市教育委員会点検・評価報告書」に

ついてでございます。この関係につきましては、今年度も、昨年度の平成２７年度分につ

いて、教育委員会の権限に属する事務事業の管理及び執行状況について、点検及び評価を

行い、その結果に関する報告書を作成いたします。次回の８月の定例教育委員会において、

各委員さん方のご意見をいただき、最終的な報告書を作成したいと思いますので、よろし

くお願いいたします。教育総務課からは、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
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１件、中学校１件の報告がありました。大きなことには至りませんでしたが、学校から２

件報告がありました。 

次に、不登校につきましては、５月と６月を比較した場合、７日以上欠席の子で改善し

た人数が６人、新規に７日間以上休んだ子が６人でした。 

引き続き学校とともに保護者や子どもに関わっていきたいと思います。 

次に、児童生徒の交通事故等について、３件報告ありました。交通事故については、非

常に多い状況で、今現在１７件で、昨年度７月と比較し７件増加しております。校長会で

も再度交通安全について指導していただくよう依頼しましたが、さらに指導の徹底を図っ

ていきたいと思います。 

次に、学校事故について、６月後半になり、急に暑くなり体調不良を訴える児童生徒が

増えていますので、これまで以上に体調管理に注意を払うよう各学校に指導をお願いした

ところです。以上です。 

 

◎今枝委員 交通事故についてですが、登下校も学校管理下になると思いますが、事前にど

のような指導をされていますか。 

 

◎学校教育課長 学校によっては全校集会等を行って、わかりやすく説明しています。中学

校については、以前は交通安全教室があったのですが、今は学校で行われていませんので、

必要に応じて、集会の場や、学級指導ということで行っています。 

 

◎今枝委員 もう１点は夏休みに入り、熱中症とか心配ですが、部活動で何か特別な留意事

項等があるのですか。 

 

◎学校教育課長 熱中症に関する通知はいろいろでています。例えば、中体連の大会では、

以前は各々で給水しなさいという指導をしてきましたが、今は大会の日程で、給水時間を

つくり、強制的に水分補給をするように、組織として熱中症対策を行っています。学校の

部活動もこまめに水分補給するよう以前よりも注意して指導をしております。 

 

◎黒田委員 確か日本体育協会で基準みたいなものがありました。ただそれをそのまま当て

はめると運動なんか何もできない話しになるので、今は水分をこまめにとって、あまり長

時間行わないということですね。 

 

◎学校教育課長 本来熱中症警報がでると、屋外での運動はできないのですが、そうすると

いろいろな活動ができなくなるので、そういうことに充分配慮しながら、指導していただ

くことを学校にはお願いしています。 

 

◎生涯学習課長 生涯学習課から報告させていただきます。まずは文化振興について、市美

展と文芸祭の募集をはじめているところです。またイタセンパラ塾の募集をかけています。

割と好調です。また、７月４日の新聞で掲載されましたが、竹鼻まつりの山車幕の修理を
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行っています。 

  次に、社会教育について、今年と来年で羽島市人権施策推進指針を作成します。今年は

アンケート調査を９月に予定しておりその準備を行っています。また、放課後指導子ども

教室の１学期分が終了しました。今年初めて行った竹鼻小学校は心配でしたが、特に大き

なトラブルもなく無事終了しました。 

  次に、生涯学習について、先日青少年健全育成大会があり、出席していただきありがと

うございます。また、７月３日には街頭啓発を行いました。また、８月１７日に成人式に

向けた取り組みが始まります。 

  最後に図書館について、夏休みに入りますので、開館を１時間早めて９時から開館して

います。できるだけ子どもたちに利用してもらい市民の図書館をアピールしていきたいと

思います。 

 

◎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。羽島市トッ

プアスリート強化指定事業強化選手等の強化指定団体認定式を本日市長公室において行い

ます。本年度、強化指定団体として認定しましたのは、ソフトボール競技の「岐阜エコデ

ンＳＣ」とフェンシング競技の「はしまモアフェンシングクラブ」の２団体でございます。

当日の認定式には、岐阜エコデンＳＣ監督・選手１名と、はしまモアフェンシングクラブ

の関係者が参加し、市長より各団体に認定書交付と強化費の目録を贈呈する予定でござい

ます。 

次に７月３日（日）に体育施設利用団体による河川一斉清掃を行いました。参加者数は

約２５０人でございます。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、現地

では基礎工事が行われており、工程的には順調に進んでいます。基礎工事が終わり次第、

１０月から鉄骨の建方に入る予定でございます。現場の状況としては以上です。 

 

◎今枝委員 西からの道の入り口は狭いですが、道を拡幅する予定はないのですか。 

 

◎教育総務課長 給食の配送には、西の道路は使わずに、東の道路を優先的に使う予定です。 

 

◎事務局長 私からは課長級職員の不祥事に関しまして、市職員の信用失墜ということで、

これから仕事で信用を回復していくしかございませんが、ご報告しお詫び申し上げます。

以上です。 

 

◎教育長 前回、６月２３日以降の行事等につきまして、各課からの報告に重ならないよう

に報告をさせていただきます。 

「私の主張２０１６」の羽島市大会での２名の最優秀賞受賞者が地区大会に進んだわけ

でございますが、その内１名、桑原中学校の横井美衛さんが、地区大会でも最優秀賞に選

ばれ、８月４日に高山市で開催されます県大会に出場することになりました。 
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  ６月２５日の土曜日に、歴史民俗・映画資料館の創立２０周年記念上映会が開催されま

して、活動写真「雄呂血」が弁士付きで上映されました。盛況でございました。 

 ７月２日からの土曜日、日曜日、祝日は、中体連の羽島ブロック大会が開催されまして、

７月２日には、清流スタジアムで、軟式野球競技が開催されました。桑原中学校と笠松中

学校の対戦で、桑原中学校は、選手の半分が女子という状況の中で大敗しましたが、爽や

かな戦いぶりでございました。 

 ７月１２日の火曜日には、県立羽島特別支援学校で、カフェが開店しまして、地域の皆

様方に来店していただいておりました。今後も定期的に開店するということでございます。 

 今後の予定でございますが、来週の月曜日、７月２５日には、不二羽島文化センター等

を会場としまして、岐阜地区の教育課程研究協議会が開催されます。各市町が持ち回りで、

毎年この時期に開催されます協議会でございまして、岐阜地区の教員のほぼ３分の１が参

加します。 

最後に、平成２８年度第１回羽島市総合教育会議について、お手元にご案内させていた

だきましたように、本年度第１回目の羽島市総合教育会議を、７月２８日、木曜日の、午

後７時から羽島市教育センター２階の研修室で開催させていただきます。 

 今回は、傍聴の方においでいただきやすいようにということで、夜の時間に開催するこ

とにいたしました。 委員の皆様方にはお世話をおかけいたしますが、何とぞよろしくお

願い申し上げます。 

  当日配付される予定の会議次第と資料をお手元に準備させていただきました。「３ 議

事」のところにございますように、まず、(１)羽島市の取組としまして、①小中一貫教育

のグランドデザイン、②コミュニティ・スクールへの移行、③国立教育政策研究所指定「魅

力ある学校づくり調査研究事業」岐阜県教育委員会指定「いじめ・不登校未然防止事業～

勇気と自信育成プロジェクト～」についてご報告申し上げ、続きまして、(２)国の動向と

しまして、①「次世代の学校・地域」創生プラン、②今後の社会において求められる能力、

③学習指導要領改訂の視点につきまして、国の資料を基に説明をさせていただき、特に(２)

の国の動向を踏まえての今後の羽島市の教育についてご議論をいただきたいと思っており

ます。 

  よろしくお願い申し上げます。 

 

【総合教育会議に関し、意見交換】 

 

◎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７月定例教育委員会を閉会いたします。次回の定

例会は、８月２５日（木）午後１時３０分から教育センター４階教育委員会室で行います

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。 
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【午後２時３０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   今井田 眞千子 


