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平成２８年８月羽島市教育委員会定例会会議録 

 

○日  時 平成２８年８月２５日（木曜日）午後１時２５分から午後３時１０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１６号 平成２８年度準要保護児童の追加認定の報告について 

日程第３ 報第１７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４９号 平成２８年度羽島市教育委員会点検・評価報告書（平成２７年度実

績）について 

日程第５ 議第５０号 羽島市議会提出議案（平成２８年度羽島市一般会計補正予算（第３

号））に同意することについて 

日程第６ 議第５１号 羽島市議会提出議案（平成２７年度羽島市一般会計決算の認定（教

育委員会関係分））に同意することについて 

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 

  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 

 

 

【午後１時２５分 開会】 

△開会 

◎教育長 夏季休業も本日を入れて残り１週間となりました。７月の定例教育委員会でも申

し上げましたが、夏季休業中と言えども、子どもたちや教職員は、様々な取組をしており

まして、昨日から本日にかけましては、「イングリッシュ・キャンプ in 羽島」と銘打ちま

して、ホテルコーヨーで、１６名の小学５年生から中学１年生の子どもたちが、４名のＡ



 2 

ＬＴとともに英語に浸った生活をしております。 

また、本日は、中央公民館の調理室では、学校給食関係の職員の皆様方が、調理実習や

学校給食の衛生管理等についての研修をしていただいております。 

  ８月２２日には、みのぎくホールで、羽島市学校教育研究会教育講演会が開催されまし

て、以前、桑原小中学校の小中一貫教育での指導者、名古屋大学名誉教授で現在、神奈川

大学特別招聘教授安彦忠彦先生を講師としてお招きをしております。私にも、３０分の時

間をいただきまして、市内の全教職員に話せる年１回の貴重な機会であるということで、

平成２８年度の重点施策であります「土曜授業の実施」「小中一貫教育の推進」「コミュニ

ティ・スクールの推進」について話をさせていただきました。 

  その話の中で、８月３日の中日新聞に「『ゆとり』再考」という見出しで掲載されており

ました、京都市立芸術大学の鷲田清一学長の記事を紹介させていただきました。その内容

は、「ゆとり教育」との決別を、との文部科学省の発言に「ゆとり世代」の一人が、ツイッ

ターで次のように応じていたというのです。「結構なことだと思いますが。あたしらは何な

のでしょう。そうですか、失敗作ですか。」私は、この記事を大変重く受け止めさせていた

だきました。そうではいけないということで、ＰＤＣＡのサイクルもどんどん短くなって

きているわけでございますが、後になって、あの年代の子どもたちには、改正、改革の時

代であったので、十分な教育ができなかったというような言い訳をしなくてもよいように、

日々、少なくとも自分なりに最善と思える取り組みをしなければならないと思っておりま

す。改めて、義務教育制度における中立性・安定性・継続性の大事さを痛感したところで

ございます。 

  このことだけは肝に銘じて、本年度の３つの重点施策、「土曜授業の実施」、「小中一貫教

育の推進」、「コミュニティ・スクールの推進」も進めていかねばならないと思っておりま

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黒田委員

さんにお願いいたします。 

 

△日程第２ 報第１６号 平成２８年度準要保護児童の追加認定の報告について 

◎教育長 次に、日程第２ 報第１６号 平成２８年度準要保護児童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１７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１７号 羽島市教育委員会の後援等承認の報告についてを

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 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 41回羽島市民茶会） 

（第 71回東海吹奏楽コンクール 職場一般・大学の部） 

（「大仏寺能楽教室および発表会」事業） 

（第 17回なんじゃもんじゃまつり） 

（第 24回市民観月会） 

（家事家計講習会） 

 

◎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。 

      （テニスの日イベント「テニス祭り」） 

（第 40回羽島市民体育大会） 

（第 10回全日本学生テコンドー選手権） 

 

△日程第４ 議第４９号 平成２８年度羽島市教育委員会点検・評価報告書（平成２７年度

実績）について 

◎教育長 次に、日程第４ 議第４９号 平成２８年度羽島市教育委員会点検・評価報告書

（平成２７年度実績）についてを議題といたします。事務局より説明願います。 

 

◎教育総務課長  それでは、私からご説明を申し上げます。 

  この関係につきましては、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第２６条の規定に

より、教育委員会の権限に属する事務の管理及び執行の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する必要から、追加議案にてお願いするものでございます。 
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  それでは、別冊の平成２８年度羽島市教育委員会点検・評価報告書（平成２７年度実績）

をお願いいたします。 

  まず、２ページ目をお願いします。教育委員会の方針と重点で、中段の方針１『子ども

たちに「生きる力」を確実に育む施策を推進する』の中には、下段の重点のうち「（１）安

全で安心して学ぶことができる学校づくり、（２）の生きる力を育む学校づくり、（３）の

豊かな心を育む家庭・地域社会の教育力の向上の３つございます。 

  また、中段の方針２として「市民一人一人が生涯にわたり充実した学びができる施策を

推進する」の中には、下段の重点（４）から（６）までの３つがあり、計６つの重点目標

がございます。その重点目標の中に、２３の重点施策を掲げ、更に重点施策の中の１３３

にわたる項目それぞれについて点検・評価を行っております。 

評価方法は３ページにございますが、Ａ～Ｄまでの４段階で、Ａが十分達成、Ｂが概ね

達成、Ｃがある程度達成、Ｄは達成できなかった、となっております。それぞれに、下の

欄に評価した理由を記載しております。 

 次に、重点目標に対する評価の概要について、Ａ～Ｄまでの評価個数及びその割合を示

しておりますので、よろしくお願いいたします。 

 それでは、３ページから説明させていただきます。 

 施策の基本方向１の「子供たちに「生きる力」を確実に育む施策の推進」の重点目標１

の「安全で安心して学ぶことができる学校づくりを進める」では、３ページの重点施策「設

整備の充実」、４ページの「教育備品の充実」、そして５ページ「安心して学ぶことができ

る環境の確保」の３つの重点施策がございます。３ページにお戻り頂きまして、重点目標

１に対する点検・評価項目が計１６項目ございますが、評価の概要は、Ａが７項目の４３．

８％、Ｂが６項目の３７．５％、Ｃが３項目の１８．７％でございました。Ｄは０項目、

０％でございます。 

 次に、７ページをお願いいたします。 

  重点目標２の「生きる力を育む学校づくりを進める」では、重点施策「確かな学力の育

成」、９ページの「道徳教育の充実」、１０ページの「健康・体力づくりの推進」、１１ペー

ジの「食育の推進」、１２ページ「特別支援教育の充実」、１３ページの「幼児教育の充実」、

１５ページ「今日的課題への対応」の７つの重点施策がございます。７ページにお戻りい

ただきまして、重点目標２に対する点検・評価項目が５６項目ありますが、評価の概要は、

Ａが２２項目、３９．３％、Ｂが３４項目、６０．７％、ＣとＤは、ともに０項目、０％

となっております。 

 次に、１８ページをお願いいたします。 

  重点目標３の「豊かな心を育む家庭・地域社会の教育力を高める」では、１８ページの

「家庭教育の支援」、１９ページの「青少年育成活動の充実」、２０ページの「青少年団体

の支援」の３つの重点施策がございます。１８ページにお戻り頂きまして、重点目標３に

対する点検・評価項目が１５項目ございますが、評価の概要は、Ａが２項目、１３．３％、

Ｂが１２項目、８０．０％、Ｃが１項目、６．７％でございました。Ｄは０項目、０％で

ございます。 

 次に、２１ページをお願いいたします。 
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  施策の基本方向２「市民一人一人が生涯にわたり充実した学びができる施策の推進」の

重点目標４の「誰もが心豊かに生きることのできる生涯学習の推進」では、重点施策「生

涯学習推進基盤の整備」、２２ページの「市民の学習活動の支援」、２３ページの「学習成

果の活用の推進」、「男女共同参画の推進」の４つの重点施策がございます。２１ページに

お戻り頂き、重点目標４に対する点検・評価項目が１３項目あり、評価の概要は、Ａが０

項目、０％、Ｂが７項目、５３．８％、Ｃが５項目、３８．５％、Ｄが１項目、７．７％

でございました。 

 次に、２４ページをお願いいたします。 

  重点目標５の「芸術・文化活動の振興及び活用を通し、誰もが誇りを持って語れる「ふ

るさと羽島」をめざす」では、重点施策「芸術・文化活動の振興」、２５ページの「伝統文

化並びに文化財の保存・活用・継承の推進」の２つの重点施策がございます。２４ページ

にお戻り頂き、重点目標５に対する点検評価項目が１４項目ございますが、評価の概要は、

Ａが３項目、２１．４％、Ｂが８項目、５７．２％で、Ｃが３項目、２１．４％、Ｄが０

項目、０％でございます。 

 次に、２７ページをお願いいたします。 

  重点目標６の「誰もが健康で活力ある生活を送ることのできる生涯スポーツ社会の実現

をめざす」では、重点施策「総合型地域スポーツクラブへの加入促進」、２８ページ「スポ

ーツ団体の活動支援・指導者の育成」、２９ページ「スポーツ教室や大会開催などの推進」、

３０ページの「施設・整備の充実と適切な維持管理」の４つの重点施策がございます。２

７ページにお戻り頂き、重点目標６に対する点検・評価項目が１９項目ございますが、評

価の概要は、Ａが２項目、１０．５％、Ｂが１３項目、６８．４％、Ｃが４項目、２１．

１％、Ｄは０項目、０％でございます。 

 ３１ページ以降は、８月１７日開催の社会教育推進審議会において、委員から頂きまし

た意見となっておりますので、後程お目通しをお願いいたします。 

  なお、この点検・評価報告書につきましては、本日のご審議によりご承認いただければ、

議会に提出するとともに、市ホームページにて市民の方にも公表してまいります。 

以上、簡単ではありますが、点検・評価についての説明とさせていただきます。よろし

くお願いいたします。 

 

◎教育長 ご意見等ございますか。 

 

◎今枝委員 団塊の世代の活用のところがＤ評価ですが、今後の改善策は何か考えられてい

ますか。 

 

◎生涯学習課長 現在は、放課後子ども教室の講師やサポーターとして活用させていただい

ております。本年度市民教授の登録の見直しを行っていますので、人材を発掘し、活用を

図っていきたいと思います。団塊世代の方は、いろいろな講座には参加していただいてお

りますが、それが地域まで広まっていかないためＤ評価となっているので、講座を通じて、

広めていただくことをお願いすることも１つの方法だと考えています。 
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◎教育長 コミュニティセンターの館長として、コミセンの実態や館長会等での議論ほうは

どうですか。 

 

◎今枝委員 地域の人材育成は簡単ではなくて、現実的には、６０過ぎても何らかの仕事を

していて、忙しいです。団塊の方は、様々な経験や知恵や技術を持っているので、ボラン

ティアで地域に貢献していただくことを、コミセンとタイアップしながら生涯学習のほう

から音頭をとっていただかないと、ちょっと難しいなあと思っています。 

 

◎今井田 コミセンでは、講座を３年から５年やればサークルになるというのがありますが、

中心的な人物がいればいいですが、参加するのはいいが、サークルになると負担が大きく

なるのでいやだという方が多いです。 

 

◎教育長 このあたりは、コミュニティ・スクールにも関わっていまして、負担感だけだと

難しいところがあります。やはり充実感があると次へ行けますが。 

 

◎大橋委員 私たちもサークルを作ると、必ずリーダーとなる方がいます。リーダーを育て

るのは、６０代になる前から育てていかないと。そういう流れを早めにつくることが大事

かなと思います。 

 

◎黒田委員 こういうのは、大体、秀でた方をお願いして、その方を中心にしてやられるの

ですが、その方がやめると続かなくなるのがほとんどです。これを継続するには、行政が

頑張っていただいて、継続して発展していけばありがたいなと思います。 

  団塊の世代の皆さんが地域で活躍できる場がたくさんあればいいのでしょうけど、でも、

団塊の世代の皆さん、ある程度活躍していますよね。 

 

◎今枝委員 そうですね。でもたくさんみえますから。 

 

◎今井田 でも、わかっていない人もいます。できるけど、どうやってでていっていいかわ

からない人もいるみたいです。 

 

◎黒田委員 逆に言うと、ＰＴＡの方たちは、年をとって、その時のつながりで声をかける

ことも多いようで、そういうことも大切かなあと思います。 

 

◎教育長 一歩踏み出すきっかけをどのようにつくるのかが大事。団塊の世代の方たちは戦

後生まれのエネルギッシュな世代ですので、いざというときは頑張ってもらえると思いま

すので、その活用は今後も考えていきたいと思っております。 

  その他、ご意見等ございますか。 

 



 7 

【意見なし】 

 

◎教育長 それでは、議第４９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４９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５０号 羽島市議会提出議案（平成２８年度羽島市一般会計補正予算（第

３号））に同意することについて 

◎教育長 次に、日程第５ 議第５０号 羽島市議会提出議案（平成２８年度羽島市一般会

計補正予算（第３号））に同意することについてを議題といたします。事務局より説明を願

います。 

 

◎教育総務課長 この関係につきましては、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第２

９条の規定により、議会の議決を経るべき事件の議案について、市長から意見を求められ

たことによるものでございます。 

最初に歳出から説明申し上げます。追加議案書４ページをお願いします。 

１０款２項１目小学校施設改修事業について、７２９万円を補正いたします。内容は小

熊小学校屋内運動場女子トイレ新設工事でございます。今現在、小熊小学校屋内運動場の

トイレは男女兼用になっておりまして、避難所としても使用することから、女子トイレを

新設するものでございます。 

次に、１０款５項９目歴史民俗資料館施設管理費について、２，１４１万４千円を補正

いたします。この内容は、歴史民俗資料館空調設備機器入替工事を行うものです。このこ

とについては、７月下旬にエアコンが止まりまして、業者に見積りをとりましたら、大き

な金額になりましたので、補正で対応いたします。 

次に歳入について、説明申し上げます。２０款１項６目小学校債７２０万円で、小熊小

学校屋内運動場女子トイレ新設工事の市債でございます。 

次に５ページをお願いします。 

債務負担行為の補正についても同時にお願いするもので、北部学校給食センター給食調

理・配送等業務委託料について、平成２９年度から平成３４年度までの５年間について債

務負担を設定しまして、その限度額は４億８，５０４万４千円でございます。以上議案の

説明とさせていただきます。 

 

◎教育長 今現在の歴史民俗資料館の空調の状況はどうですか。 

 

◎生涯学習課長 １階、２階の空調の調子が悪いので、３階の空調を止め、その部品を１階、

２階に分けて動かしていますが、いつ止まってもおかしくない状態です。２０年経ってい
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ますので、部品自体が東海地方にはなく、全国的にも動いているのが珍しいとのことです。

夏はのりきれそうですが、冬に向け早めに交換願いたいと思います。 

 

◎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５０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５０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５１号 羽島市議会提出議案（平成２７年度羽島市一般会計決算の認定（教

育委員会関係分））に同意することについて 

◎教育長 次に、日程第６ 議第５１号 羽島市議会提出議案（平成２７年度羽島市一般会

計決算の認定（教育委員会関係分））に同意することについてを議題といたします。事務局

より説明を願います。 

 

◎教育総務課長 それでは、私からご説明を申し上げます。追加議案書の６ページをお願い

いたします。 

  この関係につきましては、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第２９条の規定に

より、平成２７年度羽島市一般会計決算の認定（教育委員会関係分）について市長から意

見を求められたことによるものでございます。７ページをお願いいたします。 

まず、教育委員会関係分の歳入につきまして、１２款１項６目教育使用料の収入済額は、

５７５万３８３円でございます。次に１３款２項７目教育費国庫補助金の収入済額は、９,

４９８万６,０００円でございます。１４款２項７目教育費県補助金の収入済額は、１，５

３９万８,６４０円でございます。１４款３項５目教育費委託金の収入済額は、３７万２,

０００円でございます。１５款１項１目財産貸付収入の収入済額は、４７万４,２０９円で

ございます。１６款１項７目教育費寄附金の収入済額は、３,７９１万６，０００円でござ

います。１７款２項１目基金繰入金の収入済額は、３０８万９,０００円でございます。１

９款６項２目雑入の収入済額は、３４６万５,５５５円でございます。２０款１項６目教育

債の収入済額は、１億７,６６０万円でございます。平成２７年度の歳入決算額における教

育委員会関係分の収入済額の総合計は、３億３,８０５万１,７８７円でございます。 

  続いて歳出を説明させていただきます。 

教育費は１０款になり、歳出決算額における教育委員会関係分の支出済額の総合計は、

２０億６,８７９万８,３３４円でございます。 

まず、１０款１項教育総務費の支出済額は、３億３,９９６万１,８５０円でございます。
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２目事務局費で５９３万２，５４３円の不用額がでておりますが、これは電話工事等の工

事請負差金等でございます。次に１０款２項小学校費の支出済額は、４億７,８４９万９,

５４８円でございます。翌年度繰越額が９，９３３万６千円で、不用額が７，８６７万８，

４５２円です。翌年度繰越額は堀津小学校プール改築事業費でございます。不用額は小学

校施設非構造部材耐震化事業の工事請負差金等になります。次に１０款３項中学校費の支

出済額は、４億１,６３４万６,３８１円で、不用額は４，２９９万２，６１９円でござい

ます。１目で不用額３，９００万円ほどでていますが、小学校費同様、中学校施設非構造

部材耐震化事業の工事請負差金等になります。次に１０款４項幼稚園費の支出済額は、４,

７０７万６,９９７円で、不用額は１１１万０００３円でございます。次に１０款５項社会

教育費の支出済額は４億４,８２６万７,０３６円で、翌年度繰越額は８１６万５千円、不

用額は、３，４３８万２，９６４円でございます。翌年度繰越額は４節文化振興費で、旧

菱田邸整備に関わる委託料でございます。また１２節文化センター費で、２，４００万円

ほど不用額がでておりますが、吊り物改修工事等の工事請負差金等でございます。次に１

０款６項保健体育費の支出済額は３億３,８６４万６,５２２円で、翌年度繰越額は１５億

６，３４１万３千円でございます。これについては、北部学校給食センター建設事業費で

ございます。不用額は、２，７７１万２，４７８円でございます。３節屋外運動場費で不

用額が１，１００万円ほどでていますが、工事請負差金と委託金でございます。 

９ページは一般会計歳出決算・教育費歳出決算額の５カ年の推移で、下段は項別５カ年

の推移でございます。また、別冊に平成２７年度行政報告書がありますが、こちらも後程

お目通しをお願いいたしますが、資料として議会に提出させていただきますので、よろし

くお願いいたします。 

 

◎教育長 ご意見等ございますか。不用額は入札差金が多く占めていますが、もう少し上手

に使えたらと思いますが。 

 

◎事務局長 今は事業別予算ですので、余ったから追加で行うということは、財政はなかな

かいい顔しません。 

 

◎大橋委員 不用額はどうなるのですか。 

 

◎事務局長 翌年度の繰越金になります。 

 

◎大橋委員 次年度、不用額は使わせていただけるのですか。 

 

◎事務局長 市全体で使います。 

 

◎教育総務課長 今回、市全体の繰越金が５億円ぐらいで、そのうち約２億円が教育委員会

が占めていまして、財政からみると教育委員会の見積りは甘くないかということになりま

す。 
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◎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５１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５１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７ 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 それでは、教育総務課の事業進捗状況でございます。まず、１点目であり

ますが、堀津小学校プールについてでございます。本来ですと、５月末に完成し、６月の

プール開きに間に合わせる予定でしたが、隣地の方との問題があり工期が８月３１日まで

となっております。請負業者から８月３０日に完成すると聞き及んでおり、新学期に少し

でも新プールを使用させたいとの判断から、８月３１日に工事検査を実施し、９月１日の

２学期始業式の日に竣工式を開催したいと考えております。 

 次に、本日は、給食センター所長が欠席のため、私から新北部学校給食センターの進捗

状況についてお話しさせて頂きます。新センターは、地中梁の鉄筋工事も終わり、去る２

３日の火曜日に基礎コンクリートの打設が終了したところでございます。今夏は非常に暑

く、また雷雨等、天候の状況も厳しい中ではありますが、現在まで、予定通りに工事が進

捗しております。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

０件、中学校４件の報告がありました。 

次に、不登校につきましては、登校日が少ないこともありますが、前年に比べ減少して

います。特に小学校については、新規が０人だったことが大きな成果だと思っております。 

次に、児童生徒の交通事故等について、７月まで非常に多かったため、学校教育研究会

の折に教育長から全教職員に伝えていただいたことと、校長会でも引き続き指導をお願い

したいということを伝えました。 

次に、学校事故について、２件ありました。熱中症と疑われるもので、救急搬送されま

したが、今後運動会等がございますので、今まで以上に注意を払っていただくようお願い

しております。 

次に、その他について、２０１６はしまサマーフェスティバルに、フレッシュ教員チー
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ムとして、初任者の先生を中心に、地域の行事にも積極的に参加します。また、８月２９

日に、生徒会サミットを開催し、「安全で安心して学ぶことができる学校づくり」というテ

ーマで行う予定です。 

  最後に、後半の市教委訪問ですが、９月に竹鼻小学校から始まりますので、各委員さん

にはご指導願います。 

 

◎生涯学習課長 生涯学習課から報告させていただきます。まずは生涯学習関係について、

中央公民館等々の各種講座が行われています。８月２１日に「学び事始」を行いまして、

今年は防災がテーマで、２５名の参加をいただきました。今後９月３日に気象台の方、９

月１１日に自衛隊の方から講演をしていただけます。８月１７日に新成人の代表者会があ

り、成人式に向けた取り組みがスタートしました。また、教育力向上研修大会では、放課

後子ども教室の取り組みについて発表させていただきました。学校のためではなく、地域

も教育力をつける取り組みでないと生き残っていけないということで、今後コミュニテ

ィ・スクールにもつながる取り組みだと考えています。 

  青少年育成について、夏祭り、盆踊り、ボウリング大会等々、各地区で意欲的な取り組

みが行われ、中学生等も活躍しています。 

  文化振興について、９月２４日に観月会が行われ、多数の参加をお願いしております。

また、夏休みは文化財の確認等を多く行い、より良い文化財の保全について取り組んでい

ます。 

最後に、羽島市人権施策推進指針の策定について、今年度はアンケートをとり、来年度

指針を策定する予定でございます。９月下旬よりアンケート調査をする予定ですので、ア

ンケート項目等が確定しましたら、各委員さんにお配りさせていただきますので、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。平成２８年

８月８日（月）に、岐阜県主催による「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」をＦＵＫＵＪＵスポーツパークはしま清流スタジアムにおいて開催され

ました。このイベントには、市内のスポーツ少年団や一般児童９９名の子ども達が参加し、

ラモス瑠偉さんとの撮影会やミニゲームを行い、午後４時から２時間の間、サッカーを通

じて交流を深めました。以上です。 

 

◎事務局長 私からは資料を配りましたが、この資料は部長会に出している資料です。文化

センター等で行う行事について記載してありますので、時間があるときにお出かけ願いま

す。 

 

◎教育長 ９月に入りますと、幼稚園、中学校、そして、１学期に実施しなかった小学校の

運動会、体育祭が実施されます。熱中症や例年９月上旬に発生します目のかゆみの症状等

に十分気を付けて取り組んでまいりたいと考えております。 

  また、本年度実施されました全国学力・学習状況調査の結果につきましては、当初、８
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月２５日に公表される予定でございましたが、テレビ、新聞等で報道されておりますよう

に、国における集計に漏れがあったようでございまして、公表日が延びております。正式

な公表がございましたら、ご報告申し上げます。 

 

◎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８月定例教育委員会を閉会いたします。次回の定

例会は、９月２９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。 

 

【午後３時１０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   黒 田   淳 


