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平成２９年１２月羽島市教育委員会定例会会議録 

 

○日  時 平成２９年１２月２８日（木曜日）午後１時３０分から午後３時３５分まで 

 

○場  所 羽島市教育センター 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２８号 平成２９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２９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５０号 羽島市公民館条例施行規則の一部を改正する規則について 

日程第 ５  議第５１号 羽島市要保護及び準要保護児童生徒就学援助要綱の一部を改

正する告示について 

日程第 ６  承第 ５ 号 臨時代理の報告並びにその承認について（臨時代理第４号 

羽島市議会提出議案（平成２９年度羽島市一般会計補正予算

（第７号））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        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 

      事務局次長        山 内 勝 宣 

            専 門 官        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 平成２９年も、あっという間に後残すところ３日になってしまいました。 
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  本日、午後５時から仕事納め式が、本庁第１会議室で開催されることになっております。 

  本年、最後の定例教育委員会会議ということで、本当に押し詰まりましたこの時期にお

集まりをいただきまして、誠にありがとうございます。 

  行政や学校の教育計画といったものは、年度が区切りになっておりますので、平成２９

年度は、まだ３ヶ月残っているわけでございますが、平成２９年にしろ、平成２９年度に

しろ、この１年は、羽島市の教育行政にとりまして、大きな節目となる１年であったと思

っております。 

  平成２８年度から準備を進めまして、本年度から羽島市立の学校は、小中一貫教育の推

進とコミュニティ・スクールへの移行を実施いたしました。 

  その象徴が、義務教育学校としての桑原学園の開校であったと思っております。 

  すでに配布されております「広報はしま」１月号に掲載されておりますが、毎年実施さ

れます羽島市の市政１０大ニュースにおきまして、教育委員会関係は、今まであまり入ら

なかったわけでございますが、今年は１位の「市役所本庁舎 現敷地内に庁舎建設が最良

との答申」に続きまして、「義務教育学校桑原学園が開校」が２位となりました。 

  ご参考までに、教育委員会関係は、他にもございまして８位に「小・中学校、義務教育

学校に空調機器を整備」、９位に「新北部学校給食センターが稼働」と１０の内３つが教

育委員会関係でございました。 

  ４位の「東京オリ・パラにおけるスリランカのホストタウンに」は、企画部市民協働課

所管でございますが、教育委員会、特にスポーツ推進課は、大きく関わっているものでご

ざいます。 

  また、平成３０年度からのスタートを目指して現在取り組んでおります「小学校の２期

制への移行及び小・中・義務教育学校の夏季休業の短縮」も大きな改革でございます。 

  こうした大きな改革が、１０年後、２０年後に、どう評価されるかは、ここ数年の取組

にかかっております。 

  こうした改革には責任が伴うわけでありまして、そういう意味では大変厳しい毎日であ

りましたし、来年以降も厳しい毎日が続くと思っております。 

  改革は、国の方でもどんどん進んでおりまして、例えば、１２月８日には文化庁で、文

化審議会文化財分科会が開催されまして、そこで第一次答申がなされております。 

  答申の要旨としまして、自治体の教育委員会が担っている文化財保護事務を首長部局で

も可能とし、文化財を活用した地域振興につなげるといった内容がございまして、そのた

めに地方教育行政の組織及び運営に関する法律を改正するというものでございます。 

  平成２７年４月１日に地方教育行政の組織及び運営に関する法律が改正され、教育委員

会制度等が大きく変わったわけでございますが、これで終わったわけではなく、まだまだ

改革がなされていくようであります。 

  いずれにしましても、いつも申し上げることでございますが、子どもたちは小学校１年

生なら小学校１年生としての繰り返すことのない、かけがえのない１年１年、１日１日を

送っているわけでありますので、来年やり直せば良い、また今度やり直せば良いというこ

とは許されないわけであります。 

  こうした改革が続く時であるからこそ、それが最善であったのかどうかは、後日評価さ
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れることでありますが、少なくとも、今取り組んでいることは、最善であると言い切れる

毎日でありたいと願っているところであります。 

  なお、本年度第２回目の総合教育会議は、２月６日に実施させていただく予定でござい

ます。 

 内容としましては、本年度進めてまいりました小中一貫教育とコミュニティ・スクール

への取組状況と新学習指導要領で特別の教科となります道徳教育につきまして、報告させ

ていただき、意見交換をお願いしたいと考えております。 

  具体的な内容につきましては、次回の定例教育委員会でお示しをさせていただきたいと

思っております。 

  では、本日の１２月定例教育委員会、よろしくお願いいたします。 

それでは、議事に入りたいと思います。 

本日の会議は、追加議案を含め報告案件が２件、議案が２件、承認案件が１件です。 

できるだけ能率良く進めたいと思いますので、よろしくお願い申し上げます。 

 

◎教育長 本日は、５名の委員が出席しており、会議は成立いたします。 

本日の議題は、先程申し上げましたとおり報告案件が２件、議案が２件、承認案件が１

件です。 

 

△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向井委員

さんにお願いいたします。 

 

△日程第２ 報第２８号 平成２９年度準要保護児童の追加認定の報告について 

◎教育長 まず、日程第２ 報第２８号 平成２９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ので、よろしくお願いいたします。 

 

（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。 

 

（関係者以外入席） 

 

△日程第３ 報第２９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２９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。 

まず、生涯学習課関係分について説明願います。 

 

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

（和太鼓 Live2018 熱情のひびき） 

（スコーレ家庭教育振興協会 家庭教育セミナー） 

（第 24回ぎふ｢太鼓｣ふるさとまつり） 

（ユースホステル協会 2018年春休み体験教室） 

（平成 30年度家庭倫理講演会） 

（｢田楽座｣羽島講演） 

 

◎教育長 次に、スポーツ推進課関係分について説明願います。 

 

◎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 45回羽島市スポーツ少年団新春駅伝競走大会） 

 

◎教育長 この議題は、報告案件ですので、よろしくお願いいたします。 

 

△日程第４ 議第５０号 羽島市公民館条例施行規則の一部を改正する規則について 

◎教育長 次に、日程第４ 議第５０号 羽島市公民館条例施行規則の一部を改正する規則

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 この議案は、指定管理者に管理を行わせる場合における規定の適用で、読

み替えができていない部分があるため、羽島市公民館条例施行規則の一部を改正するもの

でございます。 

  ご審議お願いします。 

 

◎教育長 ご意見等ございますか。 

 

◎教育総務課長 補足ですが、この議案は、条例上、指定管理することができる。 

となっているため、指定管理の場合とそうでない場合を想定しなくてはいけないため、

修正を要するものです。 

   

◎今枝委員 今後、中央公民館は、公民館として、そのままですか。 

 

◎生涯学習課長 文化センター建設の際に、公民館を置くという約束だったので、無くすこ

とは考えていませんが、現状、文化センターとして一帯で使っているので、今後検討は必

要と考えます。 
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◎今枝委員 かつては、みんな公民館でしたが、平成１８年にコミュニュティーセンターが

できてから社会教育法の適用から地方自治法の適用になり、まちづくりの観点から幅広い

ものに変わりました。 

文化センターができて公民館の位置付けとして社会教育の役割を果たしていくのは難し

いですね。 

 

◎教育長 他に、ご意見ございますか。 

 

【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号は原案のとおり可決することといたします。 

 

△日程第５ 議第５１号 羽島市要保護及び準要保護児童生徒就学援助要綱の一部を改正す

る告示について 

◎教育長 次に、日程第５ 議第５１号 羽島市要保護及び準要保護児童生徒就学援助要綱

の一部を改正する告示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 この議案は、学校給食費にかかる就学援助費について、国から現物給付も

可能とすると通知があったため金銭給付ではなく学校給食そのものを現物支給できるよう

にするため要綱を改正するものです。 

  これまでは、対象の人も給食費を一度納めていただいたうえで、年３回補助を行ってい

たので、市も親も手間が省けます。 

  よろしくお願いします。 

 

◎教育長 ご意見等ございますか。 

 

◎向井委員 給食費の口座落しの手続の進捗状況はどうなっていますか。 

 

◎専門官 ほとんどの方が終わっています。 

 

◎今井田委員 援助しても払わない人もいるので、そのような人は無くなりますね。 

 

◎今枝委員 支払う意思がない人が手続をしないのは課題になりませんか。 
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◎専門官 公会計化すると市が払わない人に対し督促しないといけないので大変ですが、こ

れまでは未納が増えると資金が不足してしまう恐れがありました。 

  これからは、未納が増えても市が予算化するので食材が買えなくなることはなくなりま

す。 

  ただお金があっても支払わない人に対して、税金ではないので差し押さえを行うことは

できません。 

  未納の人が多くならないよう努めたいと思います。 

 

◎教育長 他に、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号は原案のとおり可決することといたします。 

 

△日程第６ 承第５号 臨時代理の報告並びにその承認について（臨時代理第４号 羽島市

議会提出議案（平成２９年度羽島市一般会計補正予算（第７号））に同意することについて） 

◎教育長 次に、日程第６ 承第５号 臨時代理の報告並びにその承認について（臨時代理

第４号 羽島市議会提出議案（平成２９年度羽島市一般会計補正予算（第７号））に同意す

ることについて）を議題といたします。事務局より説明願います。 

 

◎教育総務課長 この関係につきましては、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、下記の件について１２月２２日付で臨時代理させていただきましたので、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。 

  臨時代理いたしましたのは、羽島市議会提出議案（平成２９年度羽島市一般会計補正予

算（第７号））に同意することについてでございます。 

 この補正予算は、１２月２２日の１２月議会最終日において、追加議案として、議会に

提出しましたことから、教育委員会として同日付にて同意する旨、教育長が臨時代理させ

ていただいたものでございますのでよろしくお願いいたします。 

 内容としましては、平成２９年８月の人事院勧告を踏まえた職員の給与等の見直し及び

職員の人事異動に伴う人件費の補正をするものでございます。 

 それでは、歳出をご説明いたします。 

  １０款 １項 教育総務費 ２目の事務局費は、２１５万９千円の増額で、その内訳は、

教育長人件費では、職員手当等の増、共済費の減を合わせて７２万７千円の減、職員人件

費では、給料４８万４千円の減と職員手当等１５４万２千円の増、共済費の１８２万８千
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円の増を合わせて２８８万６千円の増額でございます。 

 次に、２項 小学校費 １目の学校管理費は、１０万４千円の増額で、職員人件費の共

済費を増額するものでございます。 

 次に、３項 中学校費 １目の学校管理費は、１７万６千円の減額で、職員人件費の職

員手当等１８万６千円の減、共済費１万円を増額するものでございます。 

 次に、５項 幼稚園費 １目 西部幼稚園費は、７４万５千円の増額で、職員人件費の

給料７万１千円、職員手当等２０万３千円、共済費４７万１千円をそれぞれ増額するもの

でございます。 

 次に、６項 社会教育費は、４３７万９千円の増額で、その内訳は、１目 社会教育総

務費で、職員人件費の給料２５１万５千円、職員手当等１０４万７千円、共済費１２２万

１千円の合わせて４７８万３千円の増額。 

７目 図書館費では、嘱託員報酬等の報酬３８万５千円、共済費４万円の合わせて４２

万５千円の増額と、職員人件費の給料２４万６千円の減、職員手当等９９万７千円の減と

共済費４１万４千円の増の合わせて８２万９千円の減。図書館費としては４０万４千円を

減額するものでございます。 

 次に、７項 保健体育費は、９９８万８千円の増額で、１目 保健体育総務費では、職

員人件費の給料２５５万円、職員手当等９８万２千円、共済費１０２万８千円を合わせて

４５６万円の増額でございます。。 

５目 給食センター費では、５４２万８千円の増額で、職員人件費の給料３７９万１千

円、職員手当等６３万７千円、共済費１００万円をそれぞれ増額するものでございます。 

 以上、１０款 教育費として、１，７１９万９千円を増額するものでありますので、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。 

 

【意見なし】 

 

◎教育長 それでは、承第５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５号は原案のとおり承認することといたします。 

 

△日程第７ その他 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 教育総務課からは、学校施設の長寿命化計画案のパブリックコメントの実

施について、ご報告申し上げます。 
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  この関係は、１１月定例会の折にも触れさせていただきましたが、本市の学校施設は、

昭和４０年代から昭和５０年代の児童・生徒の急増期に建築された施設が多く、その約３

割が築４０年以上を経過した施設となるなど、今後の老朽化対策が喫緊の課題となってお

ります。 

  文部科学省からは、全国の教育委員会に対し、平成３２年度までに公立学校施設に係る

個別施設計画を策定し、学校施設の改修等について計画的に取り組むように通知がなされ

ております。 

 そうした中、羽島市は、今年度中に学校施設の長寿命化計画を策定するため、来月１５日

から２月１４日までの間、パブリックコメントを実施し、計画案について市民の皆様から

ご意見を頂く予定をしておりますので、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。 

１１月１８日から１２月１８日までの期間に学校からあったいじめの報告は、小学校３

件、中学校１件でした。 

これまでの案件を含め、保護者も含め対策をしています。 

次に、１１月の不登校につきましては、７日以上欠席した児童生徒数は、前年と比べ、

小学校は減少傾向ですが、中学校は増加しています。 

体育祭等の大きな行事を終え、これまでの負担から新出の不登校に繫がっているものと

思われます。 

別室登校で登校できていますが、個別支援をして今後の教室復帰に向けた活動を行って

います。 

１１月末現在で、不登校を理由に累計３０日以上欠席した児童生徒数は、前年度と比べ

小学校は減少、中学校は増加しています。 

３学期は１年の成長を実感できるよう、褒めることを大切にできればと考えています。 

次に、児童生徒の交通事故については、１２月に入り２件ありました。 

今年度に入り、報告された交通事故のうち約８割が自転車等の運転中の事故のため、加

害者になるケースもあるので注意を促していきたいと考えています。 

学校事故については、１２月に入り１件ありました。 

教室で更衣中、同級生と足が絡んで転倒し、床に後頭部をぶつけて出血したため、病院

に救急搬送しましたが大事にいたらず、翌日は出席しました。 

インフルエンザの流行については、増加していく状態で２学期を終えました。 

不審者情報については、３件の情報がありました。 

学校教育課からは、以上でございます。 

 

◎生涯学習課長 生涯学習課から報告させていただきます。 

１２月３日に人権を考える会が文化センターで行われ、子どもの側に立つということが

とても大切というお話がありました。 

羽島市人権施策推進指針（案）については、１２月１日から１月４日までの期間で、パ
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ブリックコメントを募集していますが、３月議会の全員協議会での報告を考えております。 

１２月８日には新成人の代表者会があり、１月７日の成人式の準備、リハーサルを残し

着々と準備が進んでおります。 

今年は、決意の漢字を１字選んで成人としてスタートを切るという試みを考えておりま

す。 

子ども読書推進計画については、パブリックコメントを募集し、２月の定例教育委員会で

審議頂く予定になっています。 

最後に、竹鼻町屋ギャラリーですが、外装は１２月に完成予定で、４月のオープンに向け

て準備を進めているところです。 

生涯学習課からは、以上でございます。 

 

◎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。 

１２月３日に岐阜県立看護大学において南部スポーツ村の１０周年記念事業として元サ

ッカー日本代表、秋田 豊氏を講師に招いて講演が行われました。 

地域住民、小中学生約４００人が集まり、自身の体験や子どもたちに対してエールを語

って頂きました。 

トップアスリート育成支援事業の関係では、日本エコシステム男子ソフトボールチーム

によるソフトボール教室がＦＵＫＵＪＵスポーツパークで行われ、市内外の中学生や社会

人チームの方々が、トップレベルの選手たちと触れ合い指導を受けられました。 

  以上でございます。 

 

◎事務局次長 １月に第４回目のタウンミーティングが行われます、今回のテーマは、子ど

もとお年寄りの健康増進の取組についてです。 

  是非ご参加ください。 

  １２月１７日には、次期ごみ処理施設の説明会が、文化センターにて行われました。 

  平成３９年度までに工事を完了し、平成４０年度の稼動を目指すものですが、教育委員

会としては、７０台／日の搬入を予定しているトラックの搬入ルートと通学路の調整やゴ

ミの減量化等の環境教育の部分で検討が必要になることと思われます。 

  私からは以上です。 

 

◎教育長 委員の皆様、お疲れ様でした。 

子どもたちは、昨日、１２月２７日から１月８日まで冬季休業に入っておりまして、新

年の保育・授業の開始は、１月９日からということになります。 

  １月７日には、成人の日記念式典が開催されますので、委員の皆さま方のご出席をよろ

しくお願いいたします。 

  本年、１年間、大変お世話になりました。 

  来年もよろしくお願いいたします。 

  皆様、よいお年をお迎えください。 

   以上で、ございます。 
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◎教育長 何かご意見等ございますか。 

 

【意見なし】 

 

△閉会 

 

◎教育長 以上をもちまして、平成２９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、１月２５日（木）１３時３０分から、教育センター２階研修室で行い

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３５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   向 井 ゆかり 


