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平成２９年４月羽島市教育委員会定例会会議録 

 

○日  時 平成２９年４月２７日（木曜日）午後１時２３分から午後３時３０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 ８ 号 平成２９年度準要保護児童生徒の継続認定の報告について 

日程第 ３  報第 ９ 号 平成２９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 ４  報第１０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１３号 羽島市教育支援センター運営委員会委員の委嘱について 

日程第 ６  議第１４号 羽島市特別支援教育連携協議会委員の委嘱について 

日程第 ７  議第１５号 羽島市教育支援委員会委員の委嘱について 

日程第 ８  議第１６号 羽島市学校給食センター運営委員会委員の委嘱について 

日程第 ９  議第１７号 羽島市学校医の委嘱について 

日程第１０ 議第１８号 羽島市学校結核対策委員会委員の委嘱について 

日程第１１ 議第１９号 羽島市社会教育委員の委嘱について 

日程第１２ 議第２０号 羽島市立図書館条例施行規則の一部を改正する規則について 

日程第１３ 議第２１号 平成２９年度岐阜県教科用図書岐阜地区採択協議会の設置 

について 

日程第１４ 議第２２号 羽島市立学校における学校運営協議会委員の任命について 

日程第１５       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 

      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 
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【午後１時２３分 開会】 

△開会 

◎教育長 年度始めのご多用のところお集まりいただきまして、ありがとうございます。 

 本日は、平成２９年度、最初の定例教育委員会会議ということになります。 

 メンバーも新しくなっているわけでございますが、本会議に出席しております事務局 

職員の人事異動は、例年に比べまして、少なく、黒田前事務局長に専門官として残って 

いただきまして、その後任に、本日、都合により欠席しておりますが、市民部保険年金 

課から山内事務局次長、産業振興部農政課へ転出しました安田前教育総務課長補佐兼教 

育総務係長の後任に、産業振興部農政課から山田課長補佐兼係長が就任いたしました。 

 よろしくお願い申し上げます。 

 法律改正に基づきます羽島市の新しい教育委員会組織は、昨年度、平成２８年度から、 

スタートしております。 

 また、それ以前からも、慣例的に行われてきておりました教育委員会会議の進め方や 

資料の準備の仕方等につきましても、ここ数年、いくつかの改革をしてきたところでご 

ざいます。 

 本日の会場は、昨年度までの会場とは違っておりますが、教育委員会会議の会場も、 

議決をしていただく教育委員さん方と報告・議案提出をさせていただきます教育委員会 

事務局職員とを区別する方が適切であるということで、今回よりこうした会場にさせて 

いただいたところでございます。 

 さて、平成２９年度も、スタートいたしましてすでに１ヶ月が過ぎようとしておりま 

す。 

 市内の幼稚園、小中学校、義務教育学校におきましては、入園式、開校式、入学式、 

始業式以来、大きな問題もなく、順調に新年度のスタートを切っていただいております。 

 義務教育学校であります桑原学園の４月７日の開校式の様子につきましては、「広報 

はしま」の５月号に掲載される予定でございます。 

 ４月３日の本年度最初の校長会では、１つ目に、新しい年度への期待ということで、 

年度変わりは、小学１年生のみならず、大人を含め誰もが新しい年度への決意と期待を 

持つので、この新たな決意を大事にしてほしいということ、２つ目に、児童生徒、教職 

員の安全・安心の確保ということで、危機管理体制の見直し、危機管理意識の向上、普 

段の点検活動や繰り返しての指導、児童生徒や保護者との信頼関係の確立、教職員相互 

の信頼関係や支援体制の確立に全力で取り組みたいということ、３つ目に、児童生徒に 

とっては繰り返すことのない学年、そして一日一日であるので、教職員は、自分なりに 

その時点での最善を尽くす毎日でありたいということ、４つ目に、次代を担う人材の育 

成に携わっているということに自信と誇りを持ち、児童生徒とともに夢をもって、個々 

の目標に向かって今の努力のできる日々にしてもらいたいといった４点のことをお願い 

しました。 

 ２つ目の、児童生徒の安全・安心の確保ということにつきましては、すでに、４月の 

うちに、各学校長あてに、「児童生徒の交通事故防止の徹底について」の依頼文書と、他 
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市で中学１年生の女子生徒が、学校の屋上から転落し、重傷を負ったという事案 

を受けまして、「学校校舎等屋上への出入口の施錠確認並びに児童生徒への指導につい 

て」の依頼文書を発出したところでございます。 

 平成２９年度は、教育総務課に関しましては、学校施設の長寿命化整備計画、空調機 

器の整備、トイレの改修、竹鼻中学校の武道場の整備、桑原学園の改修等、学校教育課 

に関しましては、小中一貫教育の推進、コミュニティ・スクールへの移行、いじめ・不 

登校等未然防止事業、夢へのアプローチ事業等、学校給食センターは、新しい北部学校 

給食センターの稼働、給食会計の公会計化等、生涯学習課は、旧菱田邸の整備事業、人 

権施策推進方針の策定、各種文化行事の実施等、スポーツ推進課は、トップアスリート 

育成事業、スポーツ関係施設の整備や各種スポーツ大会の実施等、さらに、市全体とし 

ましては、全コミュニティセンターの地元移管、タウンミーティングや仕分け作業の実 

施等、本当に多くの事業や懸案事項、課題等を抱えております。 

 教育委員様方のご指導をいただきながら、市民の皆様方の期待に応えることができる 

ような教育行政を進めてまいりたいと考えております。 

 本年度もよろしくお願い申し上げます。 

 

  本日の会議は、報告案件が３件と議案が１０件です。できるだけ能率良く進めたいと思

います。では、本日、羽島市教育委員会４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１０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今枝委員

さんにお願いいたします。 

 

△日程第２ 報第８号 平成２９年度準要保護児童生徒の継続認定の報告について  

◎教育長 まず、日程第２ 報第８号  平成２９年度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。この案件と次の報第９号につきましては、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。） 
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△日程第３ 報第９号 平成２９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、報第９号  平成２９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。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４ 報第１０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１０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。 

       （KTC中央高等学院アドラー心理学カウンセラー講演会） 

 

◎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。 

（和太鼓夏まつり「夏打！ＤＯＮ！」） 

（羽島市邦楽連盟第 14回春の祭典） 

（家庭教育×介護チャレンジスクール） 

（家庭教育講座） 

（岐阜県交響楽団第 87回定期演奏会） 

（第 14回はしまサマーフェスティバル 2017） 

（岐阜県立羽島高等学校第 14回定期演奏会） 

（伝統文化羽島こども囲碁教室） 

（2017子ども夏の自然体験活動(17ふくい夏のさとやまキャンプ)） 

（ユースホステル協会 2017年夏休み体験教室） 

（第 26回美濃竹鼻まつり・ふじまつり） 

（｢原爆と人間｣展） 

 

◎教育長 何かご質問はございますか。 

 

◎向井委員 ｢原爆と人間｣展についてお尋ねします。写真等が展示されるとのことで、子ど

もに見せても良いかなと考えています。自由に見られるようになっていると思いますが、

その展示される写真等は、怖さというか子どもに見せても大丈夫そうなものか、分かりま

すか。 
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◎生涯学習課長 自由に見られるようになっているのは聞いていますが、展示する写真等に

ついては、把握しておりません。 

 

◎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。 

       （2017 世界テコンドー選手権大会兼第 29 回ユニバーシアード競技大会日本

代表選手選考会） 

（第 12回春季羽島市民ボウリング大会） 

（羽島市チャレンジデー2017） 

 

◎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１３号 羽島市教育支援センター運営委員会委員の委嘱について 

◎教育長 次に、日程第５ 議第１３号 羽島市教育支援センター運営委員会委員の委嘱に

ついてを議題といたします。事務局より説明願います。 

 

◎学校教育課長 羽島市教育支援センター運営委員会委員の委嘱についてです。任期満了に

伴う、新たな委嘱でございます、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１３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１３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１４号  議第１４号 羽島市特別支援教育連携協議会委員の委嘱について 

◎教育長 次に、日程第６ 議第１４号 羽島市特別支援教育連携協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。 

 

◎学校教育課長 羽島市特別支援教育連携協議会委員の委嘱についてです。こちらにつきま

しても任期満了に伴う、新たな委嘱でございます、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。 



 6 

 

【意見なし】 

 

◎教育長 それでは、議第１４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１４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１５号 羽島市教育支援委員会委員の委嘱について 

◎教育長 次に、日程第７ 議第１５号 羽島市教育支援委員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。 

 

◎学校教育課長 羽島市教育支援委員会委員の委嘱についてです。こちらにつきましても任

期満了に伴う、新たな委嘱でございます、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１５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１５号は原案のとおり可決することといたします。 

 

△日程第８ 議第１６号 羽島市学校給食センター運営委員会委員の委嘱について 

◎教育長 次に、議第１６号 羽島市学校給食センター運営委員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。 

 

◎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  

  羽島市学校給食センター運営委員会委員の委嘱につきましては、任期中の委員の変更に

伴い、残任期間について新たな委員を委嘱するものです。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】 
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◎教育長 それでは、議第１６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１６号は原案のとおり可決することといたします。 

 

△日程第９ 議第１７号 羽島市学校医の委嘱についての委嘱について 

◎教育長 次に、日程第９ 議第１７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 羽島市学校医の委嘱についてです。任期中の学校医の辞職に伴い、残任期

間について、羽島市学校医を委嘱す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１７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１７号は原案のとおり可決することといたします。 

 

△日程第１０ 議第１８号 羽島市学校結核対策委員会委員の委嘱について 

◎教育長 次に、日程第１０ 議第１８号 羽島市学校結核対策委員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。 

 

◎学校教育課長 羽島市学校結核対策委員会の委嘱についてです。こちらにつきましても任

期満了に伴う、新たな委嘱でございます、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１８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
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か。 

 

 （「異議なし」との声あり。） 

 

◎教育長 ご異議なしと認め、議第１８号は原案のとおり可決することといたします。 

 

△日程第１１ 議第１９号 羽島市社会教育委員の委嘱について 

◎教育長 次に、日程第１１ 議第１９号 羽島市社会教育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 羽島市社会教育委員の委嘱についてです。任期満了に伴う、新たな委嘱で

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１９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１９号は原案のとおり可決することといたします。 

 

△日程第１２ 議第２０号 羽島市立図書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１２ 議第２０号 羽島市立図書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 羽島市立図書館条例施行規則の一部を改正するものについて、説明させて

いただきます。市立図書館を利用して頂いている方の利便性向上を図るため、今まで祝日

の翌日が土曜日であった場合、また月末が土曜日であった場合、土曜日は休館をしており

ましたが、土・日曜日に当たる場合は、休館をしないで来館者の方に利用して頂くために

規則を改正するものです。よろしくお願いします。 

 

◎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２０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
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か。 

 

 （「異議なし」との声あり。） 

◎教育長 ご異議なしと認め、議第２０号は原案のとおり可決することといたします。 

 

△日程第１３ 議第２１号 平成２９年度岐阜県教科用図書岐阜地区採択協議会の設置 

について 

◎教育長 次に、日程第１３ 議第２１号 平成２９年度岐阜県教科用図書岐阜地区採択協

議会の設置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 平成２９年度は、小学校の道徳の教科書用図書の採択年度でございます。

採択に当たりましては、義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律及び教科用

図書採択地区の設定に基づき協議会を設置し、採択に関わる協議をすることとなっており

ます。つきましては、平成２９年度岐阜県教科用図書岐阜地区採択協議会を設置する議決

を頂きますようお願いします。なお、本日議決をいただきましたら、本日付けで議決書を

作成し、岐阜地区協議会の会長あてに提出いたしますので、よろしくお願いいたします。 

 

◎教育長 今年度以降の教科書の採択の見込みはどうなっていますか。 

 

◎学校教育課長 平成２９年度は、小学校の道徳の教科書、平成３０年度は、中学校の道徳

の教科書、平成３１年度は、小学校の教科書全般、平成３２年度は、中学校の教科書全般

の採択が行われる予定です。１０年に１度変更される学習指導要領に基いて教科書の編集

が行われ、今のところ８社の道徳の教科書が国の検定に合格しています。岐阜地区として

６学年分どの教科書を採択するか検討することとなりますが、守秘義務もあり、かなりハ

ードな作業になるかと思います。 

 

◎向井委員 学年によって教科書が変わることはないですね。 

 

◎学校教育課長 基本的に、変わることはないはずです。今まで、副読本の様な物はありま

したが、教科書ではありませんでした。今後は、道徳の教科書として使っていくことにな

ります。 

 

◎今枝委員 学習指導要領に準拠した物を実態に合わせて選定する作業なので、それほど大

げさなものではないかと思います。 

 

◎学校教育課長 教育委員会で教科書を見て頂く機会もありますし、図書館で教科書の展示

も行います。今後協議会を立ち上げて、研究を進め岐阜地区して、どの教科書にするかと

いう採択の案を各教育委員会に提出し、提出された案を教育委員会で協議のうえ議決をし

て、全ての地区が同じ教科書を使うということになれば、８月３１日までに県に報告する
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ことになっています。 

 

◎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２１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２１号は原案のとおり可決することといたします。 

 

△日程第１４ 議第２２号 羽島市立学校における学校運営協議会委員の任命について 

◎教育長 次に、日程第１４ 議第２２号 羽島市立学校における学校運営協議会委員の任

命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 羽島市立学校における学校運営協議会委員の任命についてです。羽島市立

学校における学校運営協議会設置等に関する規則第８条の規定により、羽島市立学校にお

ける学校運営協議会委員を各学校ごとに新たに任命するものです。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２２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２２号は原案のとおり可決することといたします。 

 

△日程第１５ その他 各課の事業進捗状況について 

◎教育長 次に、日程第１５ 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、お手元に平成２９年度 

教育委員会委員 行事出席予定日程表を配布させていただきました。 

  教育委員会関係の行事で、委員さんに出席をお願いする行事ですが、現在までに分かってい



 11 

る範囲での予定でございます。 

  まだ、日程等が定まっていない行事もございますが、出席をお願いする際には、事前にご案

内文を差し上げますので、よろしくお願いいたします。 

  また、定例教育委員会の関係でありますが、昨年度のこの定例協議の場でお示ししておりま

すとおり、来月は、５月２４日（水）、場所につきましては、先程来、話のありましたとおり、

教育センター２階の研修室において、開催をお願いしたいと思います。 

  また、例年のとおり、図書館や給食学校給食センター等、教育委員会所管施設で行いたいと

考えておりますので、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。平成２８年度のいじめの認知件

数につきましては、小学校が１３件、中学校が１７件です。増加傾向ですが、中学１年生

の案件が多いので、小中の情報共有を図ることが、私たちに求められているという状況で

ございます。スクールカウンセラーや専門員の方の力を借りながら対応していくことを平

成２９年度も大切にして取り組んでいきたいと思っております。 

次に、不登校につきましては、３月の前年度比で、小学校は増加、中学校については減

少傾向でございます。 

不登校により３０日以上欠席した児童生徒数は、３月末時点で小学校においては新規の

児童が増加傾向で、中学校は減少傾向です。国の事業として取り組んでいただいた竹鼻中

学校の未然防止の取り組みを全校区に広げていくというのが今年度の大きな課題です。 

次に、児童生徒の交通事故等について、２件の報告がありました。年度初めには、新た

に教育委員会から各学校に対し、交通安全の通知を行い、事故の未然防止とともに児童が

加害者になる場合もあるので、そのような時の対応も学校の方で指導をお願いいたしまし

た。 

学校事故については、５月に５校の小学校が運動会を行う予定ですが、まだ体が慣れて

いない時期での運動会の開催なので過去には、熱中症等も発生しておりますので、その辺

りも十分注意するように、お願いをしているところでございます。食物アレルギーについ

ては、平成２８年度は、救急搬送が１件でした。ＡＥＤについては、バッテリーが消耗し

ているものについて交換を行いました。 

また、教育委員会の学校訪問については、県の学校人事管理訪問と兼ねて行う予定のと

ころもございますが、５月１２日から順次、行う予定でございますので、よろしくお願い

いたします。学校教育課からは、以上でございます。 

 

◎生涯学習課長 青少年育成につきましては、青少年育成推進員の方々の委嘱及び研修会を

４月１０日に、育成員の方々の委嘱及び研修会を４月１５日に開催いたしました。 

  ＰＴＡにつきましては、理事会を４月１４日に、代議員会を４月２１日に開催いたしま

した。各学校においても、それぞれ総会が進んでおり、５月中旬までには、全ての学校の

総会が終わる予定です。 

  子ども会活動につきましては、協議会の総会が、４月１６日に行われました。 

  それぞれの会議で、年間の活動計画等が採択されましたので、意味のある１年にしてい
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ければと思っております。 

  ４月１９日には、家庭教育学級の説明会を行いました。この説明会を基に各学校で意味

のある家庭教育学級が行えればと思っております。 

  ４月２９日、３０日には、市立図書館で春の図書館祭りが行われます。そちらの方にも、

お時間があれば足を運んでいただけたらと思います。生涯学習課からは、以上でございま

す。 

 

◎スポーツ推進課長 まず、チャレンジデー２０１７についてです。５月３１日水曜日にス

ポーツ推進員の方々の協力を得て、各小学校でのイベントを予定しておりますので、近所

の方等にお声がけいただけたらと思います。 

また、今年度のトップアスリート育成支援事業の一環として、テコンドー競技等の普及

活動を考えております。それに伴う事業の展開を今年度考えておりますので、よろしくお

願いします。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  

  新北部学校給食センターの関係につきまして報告させていただきます。新年度におきま

して、厨房機器、食器類等の予算をお認めいただきました。４月１８日に入札の指名通知

を行い、本日４月２７日には、開札が行われました。その結果、岐阜アイホー調理器株式

会社が落札し、明日４月２８日に仮契約を締結する予定です。地方自治法及び羽島市議会

の議決に付すべき契約及び財産の取得又は財産の処分に関する条例第３条の規定により、

予定価格２，０００万円以上の動産の買い入れには、市議会の議決を要します。 

５月に臨時議会の招集があれば、臨時議会にて、臨時議会の招集が無ければ、６月議会

にて議決をいただく予定です。議会への議案提出前には、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、市長より動産の取得についての意見を求められます。

仮に、臨時議会の招集の場合は、教育長が臨時に代理をさせていただきますので、よろし

くお願いいたします。給食センターからは、以上でございます。 

 

◎専門官 給食センターにつきましては、場内整備についても近々、発注の予定です。教育

総務課関係については、市立学校のエアコンのリース、竹鼻中学校の武道場の設計を、生

涯学習課関係については、旧菱田邸の工事を順次、進めてまいります。 

  文化庁からの伝統文化の補助金についてですが、要望８００万円に対し、内示を頂いた

のが６１９万円ほどでした。そのため山車の修理の一部を次年度以降に送ることになりま

したが、一団体の山車の大幕の修繕と地域の活性化に充てさせていただき、竹鼻小学校の

総合学習活動の道具も購入したいと考えております。 

  また、竹鼻中学校を卒業された同窓生の方々から竹鼻中学校に対して、１０万円の寄付

をいただきましたので、報告させていただきます。 

  市全体といたしましては、５月８日からは、年４回、１１ケ所のコミュニュティセンタ

ーで、市の重要課題や市民生活に及ぼす影響が大きい事柄について市民の方に説明し、話

し合うタウンミーティングが始まります。今回のテーマは、水道事業の課題と下水道整備
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区域の見直し、市民病院の医療の現状の２つです。また、９月に行われる予定の事業仕分

けについても、仕分け人になっていただく２０名の方の抽出等の事務が、そろそろ始まる

ところです。私からは以上です。 

 

◎教育長 ４月１８日（火）には、本年度の全国学力・学習状況調査が実施されました。 

 学年は、小学校６年と中学校３年、教科は、国語と算数・数学でございます。夏の終わりから

秋にかけましてその結果が出てまいりますので、ご報告をさせていただきます。 

  ４月２２日（土）には、羽島青年会議所主催の「首長・中学生討論会」が不二羽島文化セン

ターで開催されました。 

  土曜授業を実施しました中島中、桑原学園を除きます羽島中、竹鼻中、中央中、笠松中、岐

南中の生徒と羽島市長さん、笠松町長さん、岐南町長さんとの討論会でありまして、祭り・郷

土の歴史・行政の３つのテーマで討論が行われました。 

  本年度は、小学校の道徳の教科書の採択の年度に当たっているわけでございますが、公正・

厳正に進めてまいりたいと考えておりますので、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。 

 

【意見なし】 

 

△閉会 

 

◎教育長 以上をもちまして、平成２９年４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５月２４日（水）午後１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 枝   甫 


