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平成２９年３月羽島市教育委員会定例会会議録 

 

○日  時 平成２９年３月３０日（木曜日）午後２時２３分から午後４時５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 ５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 ６号 平成２９年度要保護・準要保護児童生徒の継続認定の報告につ

いて 

日程第４ 報第 ７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 議第１０号 羽島市要保護及び準要保護児童生徒援助費支給要綱の一部を改

正する告示について 

日程第６  議第１１号  羽島市教育委員会事務局組織規則の一部を改正する規則に  

ついて 

日程第７ 議第１２号 羽島市教育委員会事務局等職員の人事異動について 

日程第８        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２時２３分 開会】 

△開会 

◎教育長 皆様、こんにちは。本日は、北部学校給食センターの内覧会に、ご参加いただき
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ましてありがとうございました。また小中学校の卒業式に、お忙しい中、お寒い中、ご出

席いただきまして、ありがとうございました。 

  こうして平成２８年度も、明日一日残すのみとなりました。人事異動につきましては、

既に県も市も新聞発表済みでございます。一昨日、昨日は、新旧職員が引継ぎのため部屋

を出入りして慌しい状況でございました。また、県費負担教職員の人事異動の内申書の決

裁をいただきまして、ありがとうございました。この教育委員会会議の出席者の中の異動

でございますが、まず黒田理事兼教育委員会事務局長が定年退職を迎えられます。ただ、

４月からは、再任用で、教育総務課専門官として引き続きお世話になることになりました。

後任は、市民部の山内保険年金課長が教育委員会事務局次長として就任することになりま

した。市の人事の都合上、今までの教育委員会事務局長というポストは空席ということに

なります。ただ後任の山内教育委員会事務局次長は、他の課長を兼務しているわけではご

ざいませんので、私の思いとしては、今まで黒田理事にやっていただていた仕事は、新し

い次長にやっていただきたいと思っております。あとの課長・所長につきましては、留任

ということでございますが、定例会会議の事務・進行を務めていた教育総務課の安田課長

補佐が産業振興部農政課に異動になりました。後任は、その産業振興部農政課の山田課長

補佐が教育総務課へ異動になりましたので、４月の定例教育委員会から進行をお願いする

ことになります。この中で異動になられるのは、安田課長補佐だけになります。お世話に

なりましたが、最後の会議ですので、しっかりやっていただけたらと思います。 

  今申し上げたとおり、本日本年度最後の定例教育委員会会議となります。振り返ってみ

ますと、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部改正を受けまして、新しい教育

委員会組織でスタートした平成２８年度でございましたが、ハード面では、堀津小学校の

プール、竹鼻中学校の武道場用地、各小中学校のエアコン、今日ご覧いただいた北部学校

給食センター、それから本日の資料にもあります旧菱田邸等々、本当にたくさんの事業が

ございました。ソフト面においても、教育振興基本計画の後期、小中一貫教育、コミュニ

ュティスクール、全国レクレーション大会、文化財等々、これまた結構な予算を使っての

事業がございました。教育委員会は、大所帯ではありますが、本当にたくさんの仕事を抱

えてのこの１年であったと思います。今、申し上げた事業のかなりの部分は、平成２９年

度に継続する事業でございます。来年度も大変な年度になるかと思いますが、そういう意

味での黒田専門官の配置なのではと受け止めているところでございます。 

  本日の会議は、報告案件が３件と議案が３件です。できるだけ能率良く進めたいと思い

ますので、よろしくお願いいたします。 

 

では、本日、羽島市教育委員会３月定例会、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の

で、会議は成立しております。本日の議題は、先程申し上げましたとおり、追加議案も含

めて報告案件が３件と議案が３件です。 
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△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５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５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。） 

 

◎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。 

 

△日程第３ 報第６号  平成２９年度要保護・準要保護児童生徒の継続認定の報告について 

◎教育長 次に、報第６号  平成２９年度要保護・準要保護児童生徒の継続認定の報告につ

いてを議題といたします。この案件も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。 
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△日程第４ 報第 ７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４ 報第 ７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。まず学校教育課関係分について説明願います。 

 

◎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。 

       （一般社団法人羽島青年会議所首長討論会） 

（2017年 TOSS教え方セミナー） 

 

◎教育長 何かご質問はございますか。 

 

◎向井委員 教え方セミナーについてお尋ねします。小中学校の教員向けで１６０人参加予

定とのことですが、毎年行われているものですか。内容は資料を見る限り、しっかりして

いそうですが、開催場所が岐阜市なので、羽島市の方がどのくらい参加しているんでしょ

うか。 

 

◎学校教育課長 平成２５年２月２５日と平成２６年３月２７日に同じものの後援承認を行

なっております。羽島市の教員がどれだけ参加しているかは把握しておりません。 

 

◎教育長 次に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回中日本ワープロ練成大会） 

（羽島市文化センター合唱団定期演奏会） 

（第 45回市民いけ花芸術展） 

（第 32回定期演奏会（母の日コンサート）） 

（ぎふ児童合唱団第 46回定期演奏会） 

（第 54回教育者研究会（羽島会場）） 

 

◎教育長 次にスポーツ課関係分について説明願います。 

 

◎スポーツ推進室長 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。 

       （宇津木妙子ソフトボールフォーラム in岐阜） 

（第 46回羽島市グラウンド・ゴルフ大会） 

 

◎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５ 議第１０号 羽島市要保護及び準要保護児童生徒援助費支給要綱の一部を改正

する告示について 
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◎教育長 次に、日程第５ 議第１０号 羽島市要保護及び準要保護児童生徒援助費支給要

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 羽島市要保護及び準要保護児童生徒援助費支給要綱の一部を改正する告示

についてですが、提案理由といたしましては、羽島市立桑原小学校及び羽島市立桑原中学

校に代えて、羽島市立桑原学園を設立することに伴い、羽島市要保護及び準要保護児童生

徒援助費支給要綱の一部を改正するものですが、学校の名称変更に伴い、従来の要綱だと

不都合が生じるため変更するものです。具体的には要綱第２条中「小学校若しくは中学校」

を「小学校（義務教育学校の前期課程を含む。以下「小学校等」という。）若しくは中学校

（義務教育学校の後期課程を含む。以下「中学校等」という。）」に、「他の市町村立の児童

生徒の保護者」を「他の市町村立の小学校等及び中学校等の児童生徒の保護者」に改め、

同条第２号中「次の各号」を「次の各号に掲げる要件」に改め、第３条第２項中「小学校

又は中学校」を「小学校等又は中学校等」に改めるものでございます。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。 

 

【意見なし】 

 

◎教育長 それでは、議第１０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１０号は原案のとおり可決することといたします。 

 

△日程第６ 議第１１号  羽島市教育委員会事務局組織規則の一部を改正する規則について 

◎教育長 次に、日程第６ 議第１１号  羽島市教育委員会事務局組織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。 

 

◎教育総務課長 後程の議案の人事異動にもかかわりますが、羽島市教育委員会事務局長の

職務を事務局次長が代理する場合があることから、今回、組織規則の一部を改正するもの

でございます。 

  第４条の第４項に「事務局次長は、事務局長が置かれていないとき 又は欠けたときは、

事務局長の職務を代理する。」という１項を追加するものでございます。 

  第４条第３項では、「事務局次長は、事務局長を補佐し、事務局の事務を調整し、所属職

員を指揮監督する。」となっており、事務局長が置かれない事態を想定したものではござい

ませんでした。 

  今回の定期人事異動では、事務局長が置かれず、事務局次長のみが置かれることになっ
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たことから、事務局次長が事務局長の職務を代理することの一文を加えるものでございま

すので、ご理解の程、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、議第１１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１１号は原案のとおり可決することといたします。 

 

△日程第７ 議第１２号 羽島市教育委員会事務局等職員の人事異動について 

◎教育長 次に、日程第７ 議第１２号 羽島市教育委員会事務局等職員の人事異動につい

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、私から簡単にご説明申し上げます。 

  今回の人事異動で１２名の方が教育委員会事務局等の勤務から、別の部署、あるいはご

退職をされます。 

  まずは、退職者ですが、黒田昭夫事務局長及び古川利恵 学校教育課主幹（兼）学務担当

課長補佐（兼）学務係長が３月末をもって定年退職されます。 

  また、北川 生涯学習課主任については、依願退職をされます。 

 次に、３月３１日付けで教育委員会事務局等の勤務を解く者として、服部雅彦スポーツ

推進課主幹（兼）課長補佐の他、計９名が学校あるいは、別の部署へ異動となります。 

４月１日付けで新たに教育委員会事務局等にお迎えする方々につきましては、事務局次

長には、現在、市民部保険年金課長の山内勝宣さんをお迎えすることになりました。また、

その他計１２名の方々をお迎えすることとなりました。 

  次に、教育委員会内での異動も昇格者を含め８名ございます。 

  併せて、再任用ということで、定年退職を迎えられる黒田事務局長、古川学校教育課主

幹の２人と、過去に定年退職を迎えて、毎年再任用でお願いしております、富田さん、嶋

口さんの２人の計４名が教育委員会内での再任用となっております。 

教育委員会事務局としては、新体制でも頑張っていきたいと思いますので、よろしくお

願いいたします。 

  以上、簡単ではありますが、説明とさせていただきます。 

 

◎教育長 ご意見等ございますか。 
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【意見なし】 

 

◎教育長 それでは、議第１２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１２号は原案のとおり可決することといたします。 

 

△日程第８ その他 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 特に教育総務課からは、報告事項はございませんが、今年度も１年にわた

り、お世話になりありがとうございました。来る平成２９年度は、引き続き学校のエアコ

ンの整備について、竹鼻中学校武道場の実施設計、それから学校トイレ改修の実施設計を

行うこととなっておりますので、全力を挙げて取り組みたいと思います。 

それから、先ほど視察をしていただきました北部学校給食センターも９月からの本格稼

動が滞りなく進められますよう給食センター所長とともに鋭意努力してまいります。 

また、今晩教育委員会幹部会の送別会がございますので、よろしくお願いいたします。

教育委員会の送別会も４月６日に開催されますので、年度初めのお忙しい時期に大変恐縮

ですが、ご臨席賜りますようお願いいたします。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、中学校

で２件報告がありました。いずれも解決の方向でございます。 

次に、不登校につきましては、前年度比で、小学校は増加、中学校については減少傾向

でございます。１・２月の傾向は、小学校の新規の事例が多く、家庭等の養育が難しいケ

ースや集団になかなか適応できないケース、兄弟関係のケースがございました。中学校に

ついては新規が０という成果が出ております。 

不登校により３０日以上欠席した児童生徒数は、２月末時点で小学校がかなり増加傾向

ですが、中学校はやや減少傾向です。不登校といえなくとも、その要素を持ったお子さん

や家庭にもアプローチをしながら取り組んでおりますが、平成２７年度から平成２８年度

にかけて全体の数字としては、減少傾向でございます。数字だけで分からない部分もござ

いますが取り組みが成果として表れていると感じております。 

次に、児童生徒の交通事故等について、３件報告がありました。日頃から学校で指導し

て頂いておりますが、事故後に「大丈夫です。」と言ってしまって相手が去ってしまうとい

うケースがまだ見受けられます。事故に遭わない指導も大切ですが、事故に遭った時の対

応も指導する必要があると思います。全般的には、当初見られたような事故が多発すると

いう状況にはありませんが、平成２９年度も引き続き指導を継続していきたいと思います。 
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あと平成２９年度は、小学校の道徳の教科書の採択の年度になります。どの教科書を採

択するのか協議会を開いて、決定して頂くことになりますので、ご承知おきください。学

校教育課からは、以上でございます。 

 

◎生涯学習課長 １年間本当にお世話になりました。生涯学習課から報告させていただきま

す。行われました主な行事といたしましては、２月２５日に歴史検証委員会の講演会が行

われ２５０人の人が集まりました、３月５日に羽島市教育委員会主催ではありませんが、

羽島太鼓ＬＩＶＥ２０１７が、８００人ほどの人が集まり盛大に行われました。 

  文化の関係では、竹鼻の街中に菱田邸という建物があり、市が所有しております。街中

にぎわいプロジェクトの中で、これを活用することができないか検討した結果、文化的な

価値はそれほど無く、耐震性も無いので、文化財として残すのではなく、一度解体して、

街の雰囲気を壊さず、多くの人が利用できる建物に改修することになりました。１階に寄

附を頂いた絵画を展示すような施設を作り、２階は文化的な行事等で利用できるような研

修室としての活用を現在、考えております。６月から工事に入り、２月までに完成し、４

月のオープンを目指して建物を建てさせていただく予定です。２月２３日に地元説明会を

開催し、地元の方にその旨を説明しました。近隣住民のみならず羽島市の皆さんにかわい

がってもらえるような施設になるよう、研修等のソフト面も含め来年度検討していきたい

と思います。 

  最後に図書館ですが、今年度から春休みも９時に前倒しして開館しておりますが、好評

をいただいております。来年度５月からは春・冬・夏の３つの休み期間中は、９時から開

館することを考えております。図書館は、休日の次の日が休みなので、祝日が金曜日です

と土曜日がお休みになってしまいますが、来年度は規則を改正して土日は、必ず営業する

ような形をとって利用者の方々の利便性を確保して、より一層市民の文化振興に寄与した

いと考えております。生涯学習課からは、以上でございます。 

 

◎スポーツ推進課長 今年度より、防災ステーションにてトレーニングジムを火・木・土・

日曜日の週４日開設しております、土曜日はスタジオレッスンも行いました。４月～２月

までの利用者は、のべ６，０８２人で１日平均約３３人の利用がありました。平成２９年

度もトレーングジムを引き続いて開設し、市民の健康増進やコミュニケーションを取れる

場として活用していきたいと考えております。スポーツ推進課からは、以上でございます。 

 

◎北部学校給食センター所長兼南部学校給食センター所長  

  先ほどは、お忙しい中、新北部学校給食センターの内覧会にご参加いただきありがとう

ございました。まだ工事継続中ではございますが、２学期からの本格稼動に向け、円滑に

進められるよう、業務に当たりたいと思っております。また、今年度の給食については、

大きな事故もございませんでしたが、食の安全を再認識し、今まで以上に気を引き締めて

業務を行いたいと思っております。給食センターからは、以上でございます。以上です。 

 

◎事務局長 私からは、３月議会につきまして、ご報告申し上げます。 
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教育委員会の提出案件といたしましては、「平成２９年度一般会計予算」、「羽島市基

金条例の一部を改正する条例」、「平成２８年度一般会計補正予算」を提出いたしました。

一般質問については、８人の方から、ご質問を受けました。 

生涯学習課の説明の補足ですが、文化庁からの補助金を活用した山車の修理を今年度に

引き続き、来年度も行いますので、ご承知おき願います。私からは以上です。 

 

◎教育長 まず、小中学校卒業式へのご臨席ありがとうございました。西部幼稚園の卒園式

は、３月２２日にございました。羽島特別支援学校の第１回目の卒業証書授与式が、高等

部が３月３日、小中学部が３月１７日にございました。小学部が１名、中学部が８名、高

等部が１２名の卒業生がみえましたが、高等部の１２名は全員就労されるという話があり

ました。来年度に向けて、今後の予定といたしまして、４月３日に転入教職員研修会、４

月７日に小中学校入学式始業式、桑原学園の開校式、４月１０日に西部幼稚園の入園式が

あります。平成２９年度は、コミュニティスクールと小中一貫教育を市を挙げてやってい

かなければと思っておりますので、よろしくお願いいたします。私からは以上です。他に

何かございますか。 

 

【質問なし】 

 

△閉会 

 

◎教育長 以上をもちまして、平成２９年３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４月２７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。ありがとうございました。 

 

【午後４時５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 


