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平成３０年２月羽島市教育委員会定例会会議録 

 

○日  時 平成３０年２月２２日（木曜日）午後１時２８分から午後４時１０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 ３ 号 平成２９年度及び平成３０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 ４ 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 １ 号 羽島市学校歯科医の委嘱について 

日程第 ５  議第 ２ 号 羽島市学校薬剤師の委嘱について 

日程第 ６  議第 ３ 号 羽島市文化振興施設防犯カメラ設置要綱の一部を改正する 

告示について 

日程第 ７  議第 ４ 号 羽島市議会提出議案（平成３０年度羽島市一般会計予算） 

に同意することについて 

日程第 ８  議第 ５ 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８号））に同意することについて 

日程第 ９  議第 ６ 号 羽島市子ども読書活動推進計画（第二次）の策定について 

日程第 １０ 議第 ７ 号 羽島市立学校管理規則の一部を改正する規則について 

日程第 １１ 議第 ８ 号 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の 

一部を改正する規則について 

日程第 １２ 議第 ９ 号 羽島市学校給食用物資選定委員会要綱について 

日程第 １３       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 

      学校教育課長        増 田 恭 司 

      生涯学習課長        豊 島   博 
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      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 

教育総務課長補佐      山 田 哲 生 

 

【午後１時２８分 開会】 

△開会 

◎教育長 皆様、こんにちは。 

  本日は、ご多用の中、また寒い中、お集まりをいただきましてありがとうございます。 

  また、１月後半から２月にかけましては、教育委員の皆様方にご出席いただかなければ

ならない会議が集中しまして、大変お世話をおかけしております。 

  重ねてお礼申し上げます。 

  １月２９日に、県教育委員会から、郡上特別支援学校の講師の自死事案に係る関係者へ

の処分につきまして発表がありました。 

  平成２５年の自死事案発生時の学校関係者及び県教育委員会の関係者の処分とともに、

平成２７年の公務災害任命権者意見等の対応、さらには、その後の個人情報開示請求への

対応、調査対応に関わる県教育委員会の関係者の処分ということで、かなり大規模な処分

でございました。 

  今回の郡上特別支援学校の講師の自死事案に関わりまして、教職員の働き方改革という

ことが大きく取り上げられているわけでございますが、羽島市におきましては、産業医の

導入、メンタルヘルスのチェック体制の充実、タイムレコーダーや留守番電話の導入など

に取り組んでまいりました。 

  今回の処分内容をしっかり分析させていただき、羽島市におきましても、更なる教職員

の働き方改革を進めていかねばならないと考えております。 

  間もなく３月議会が始まるわけでございますが、３月議会の重要な内容としましては、

新年度予算の審議がございます。 

  本日の議題の中にも羽島市議会提出議案（平成３０年度羽島市一般会計予算）が取り上

げられておりますが、教育費は、２，２７４，３４７ 千円ということで、本年度に比べま

すと、５７６，７０１ 千円の増、対本年度伸び率は ３４．０ ％、予算全体に対します構

成比も、本年度の ８．２ ％から １０．７ ％と、大幅な伸びでございます。 

  これは、竹鼻中学校の武道場や給食費の公会計化が大きく影響しているわけでございま

すが、平成３０年度の主な新規・拡充事業が市全体で１３事業、挙げられているわけです

が、そのうち、７つが教育委員会の関係分でございます。 

  予算が増え、新規・拡充事業が多いということは、それだけ仕事も増えるということで

あります。 

  平成３０年度も大変多忙な年度になりそうであります。 

  次に、市内の学校におきますインフルエンザによる学級閉鎖の状況報告させていただき

ます。 

  １月の下旬から急激に流行が拡大しておりまして、昨日までに、３１学級が学級閉鎖を
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実施しております。 

  本日現在、学級閉鎖を実施しています学級はございません。 

  今後とも、うがい、手洗い、換気等の具体的な対応を徹底してまいりたいと考えており

ます。 

  年度末を迎えておりまして、中学校・義務教育学校の卒業式は、３月６日、小学校の卒

業式は、３月２３日でございます。 

  教育委員さん方にも分担してご出席いただきます。 

  よろしくお願いいたします。 

  では、本日の２月定例教育委員会、よろしくお願い申し上げます。 

本日の会議は、追加議案を含め議題は、報告案件が２件、議案が９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９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３号 平成２９年度及び平成３０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３号 平成２９年度及び平成３０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４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４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。 
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◎学校教育課長 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。 

（第 26回授業実践フォーラム） 

（白川 GO!GO!キャンプ） 

 

◎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 以下の後援事業の申請者、目的、事業開催内容等を説明報告する。 

（第 9回中日本ワープロ練成大会） 

（フェスタ・春・2018） 

（羽島の歴史講演会 尾張藩家老 駒塚の石河氏Ⅳ（まとめ）） 

 

◎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 以下の後援事業の申請者、目的、事業開催内容等を説明報告する。 

（第 1回桜堤サブセンターグラウンド・ゴルフ大会） 

（第 114回羽島市卓球選手権大会） 

（平成 29年度羽島ブロック小学生卓球大会） 

（はしま南部スポーツ村 10周年記念バスケットボールスーパー実技教室） 

 

◎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１号 羽島市学校歯科医の委嘱について 

◎教育長 次に、日程第４ 議第１号 羽島市学校歯科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 この議案は、任期中の学校歯科医の辞職に伴い、残任期間について羽島市

学校歯科医を２名委嘱する必要によるものです。 

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１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１号は原案のとおり可決することといたします。 
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△日程第５ 議第２号 羽島市学校薬剤師の委嘱について 

◎教育長 次に、日程第５ 議第２号 羽島市学校薬剤師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 この議案は、任期中の学校薬剤師の辞職に伴い、残任期間について羽島市

学校薬剤師を１名委嘱する必要によるものです。 

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２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２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３号 羽島市文化振興施設防犯カメラ設置要綱について 

◎教育長 次に、日程第６ 議第３号 羽島市文化振興施設防犯カメラ設置要綱についてを

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、４月に開館する羽島市竹鼻町屋ギャラリーに防犯カメラを設

置するために、要綱の改正をするものです。 

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３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３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４号 羽島市議会提出議案（平成３０年度羽島市一般会計予算）に同意す

ることについて 
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◎教育長 次に、日程第７ 議第４号 羽島市議会提出議案（平成３０年度羽島市一般会計

予算）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。 

 

◎教育総務課長補佐 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「地方公共団体の長は、歳入歳出予算のうち教育に関する事務に係

る部分その他特に教育に関する事務について定める議会の議決を経るべき事件の議案を作

成する場合においては、教育委員会の意見をきかなければならない。」とされております。 

 そうしたことから、３月議会定例会に提出する議案について、市長から意見を求められ

たものですので、よろしくお願いいたします。 

 では、歳出から説明させていただきます。 

  参考として平成３０年度羽島市一般会計予算の総額は２１１億５千万円で、平成２９年

度当初予算２０７億円と比較し、４億５千万円の増、２．２％の増でございます。 

  その内、教育委員会関係は、１０款に該当し、平成３０年度当初予算の総額は、前年度

の１６億９，７６４万６千円と比較し、５億７，６７０万１千円の増、３４％の増でござ

います。 

 歳出の増額の大きな要因は、２項の中学校費のうち竹鼻中学校武道場整備事業の約２億

１,６００万円の増額と、７項の保健体育費では、給食の公会計化に伴う給食材料費が一般

会計にて計上することに伴う約３億１,５００万円の増額によるものでございます。 

 それでは、１項 教育総務費から説明申し上げます。 

  １項 教育総務費は、平成２９年度 ２億９，５５８万６千円で、前年度と比較し４,３

３４万５千円の増、１４．７％の増でございます。 

  増額の理由は、２目 事務局費では、避難所ＷｉＦｉ設置工事費及び教育用ネットワー

クに係る費用の増額、 ３目 教育研修費では、英語指導及び国際交流業務嘱託員の新規

雇用及びＡＬＴの報酬見直しに伴う増額でございます。 

  ２項 小学校費は、平成２９年度 ２億４，６３１万８千円で、前年度と比較し２,２８

９万５千円の減、９．３％の減でございます。 

  減額の理由は、１目の学校管理費の減額によるもので、空調機器の導入による光熱水費

が想定していたよりは安価で進めることができそうなため減額したことと施設改修事業費

の減額によるものです。  

  ３項 中学校費は、平成２９年度 １億４，２８５万５千円で、前年度と比較し２億２，

０７２万４千円の増、１５４．５％の増でございます。 

  増額の理由は、光熱水費は減額しているものの竹鼻中学校武道場整備事業が建築に伴い

２億円以上の増額するためのものです。 

  ４項 義務教育学校費は、平成２９年度３,５５９万４千円で、前年度と比較し３３５万

１千円の増、９．４％の増でございます。 

  増額の理由は、光熱水費は減額しているものの体育館の屋上防水工事を行うため増額す

るものです。 

  ５項 幼稚園費は、平成２９年度 ６，０２６万８千円で、前年度と比較し２４４万８

千円、４．１％の増であります。 
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  増額の理由は、職員の人件費と、子ども生活支援員を１名増員するための増額でござい

ます。 

  ６項 社会教育費は、平成２９年度 ４億６，５７６万９千円で、前年度と比較し７５

９万７千円の増、１．６％の増でございます。 

増額の理由は、１目 社会教育総務費のギャラリー運営に伴う、職員人件費の増額、１

０目文化センター費の工事請負費の増額のためでございます。 

  ７項 保健体育費は、平成２９年度 ４億５，１２５万６千円で、前年度と比較し３億

２,２１３万１千円の増、７１．４％の増でございます。 

この増額の理由は、冒頭でもお話ししました、５目 給食センター費の増で、学校給食

費の公会計化による賄材料費の計上のためのものでございます。 

  続きまして、歳入を説明させて頂きます。 

  まず、１１款１項３目 教育費負担金は、３億２,８２３万６千円の増で、これは先ほど

も申し上げました給食公会計化に伴う、保護者からの給食費でございます。 

 １２款１項６目 教育使用料は、１節、２節、３節は学校敷地における電柱等の使用料、

４節の幼稚園使用料は、西部幼稚園の幼児の保育料等でございます。 

  ５節の保健体育使用料は、学校施設等の夜間開放における使用料と、防災ステーション

にて行うトレーニングジムにかかる使用料等でございます。 

  ６節の社会教育使用料は、竹鼻町屋ｷﾞｬﾗﾘｰの入館料等でございます。 

 １３款２項７目 教育費国庫補助金は、前年度と比較し、３,５４３万７千円の増額で、

これは、３節 中学校費では、竹鼻中学校武道場整備にかかわる補助金の増によるもので

す。 

  １４款２項７目の教育費県補助金は、前年度と比較し、６７８万２千円の増ですが、こ

れは、１節中学校補助金５００万円は竹鼻中学校武道場に県産材を使用することによる補

助金でございます。２節 社会教育費補助金は、文化財保護費補助金にかかわる補助金の

増で新年度は、八神毛利歴代のお墓の修復工事を実施することに伴う補助金の増です。 

  ３節 保健体育費補助金は、特別支援学校給食費交付金の増額でございます。 

 １４款３項５目の教育費委託員は、１節の教育総務費が前年度までのいじめ不登校未然

防止推進とふるさと体験に係るものがなくなり、森と木と水の環境教育に係る委託金１５

万８千円が生じたもので、１０９万５千円の減、２節の社会教育費委託金は、新たに人権

を考える会に関する委託金が２０万円生じたものです。 

 １５款１項１目の財産貸付収入は、指定管理施設であります文化センターや運動公園、

柔剣道道場における事務所等の貸付料でございます。 

 １７款２項１目の基金繰入金は、１０３万円の増で、スポーツ振興基金繰入金が１１０

万９千円の増でございます。 

 １９款５項２目の雑入は、１５０万８千円の増額でございます。 

  内容としては、文化センター及び運動公園についての命名権、いわゆるネーミングライ

ツなどで、新聞でも掲載されました竹鼻町屋ｷﾞｬﾗﾘｰについてもネーミングライツを活用し、

不二商事さんと契約いたしましたが、その関係に伴う増額でございます。 

 次に、２０款１項５目の教育債は、皆増でありますが、１節中学校債は、竹鼻中学校武



 8 

道場整備事業等に伴う市債でございます。 

  以上、平成３０年度羽島市一般会計予算の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。 

 

◎黒田委員 学校施設のＷｉＦｉ整備については、全学校いっぺんにやるんですか。 

 

◎学校教育課長 元々は、体育館等の避難所になるところの整備のためのものですが、ごく

わずかな非常の時だけのためのものだともったいないですし、平時に学校等で使えるよう

にするのは対象になるので、避難所のＷｉＦｉと学校の一部のＷｉＦｉを整備するもので

す。 

 

◎向井委員 予算の編成については、要望もたくさんあると思いますが、順位付けはどのよ

うにされているんですか。 

 

◎事務局次長 各学校からの要望を聞いて、元々ある事業と組み合わせて素案を作成します。 

  各課それぞれ編成したものを教育委員会内で調製して、財務課へ提出し、数回のヒアリ

ングを経て編成されます。 

 

◎専門官 金額が大きい、給食センターの建設やエアコンの整備等、１０億円規模のものは

数ヶ年の計画で動いています。 

  その他の維持修繕的なものは、数千万円の中で、各学校から要望を聞いて調整していま

す。 

  生涯学習課や学校教育課のソフト面は、年次計画で動いています。 

  一番重要視されるのは、第６次総合計画上の位置付けで、施設の維持修繕等は、一定の

予算内で行なっています。 

 

◎向井委員 柔剣道場が、かなり老朽化していますが、安全が１番で、衛生が２番というよ

うに順位付けして頂くと分かりやすいです。 

 

◎今枝委員 新規事業を行うには、新たに予算が必要です。 

  現場が動きやすいように、予算を確保頂けたらと思います。 

 

◎教育長 本来、このような議論は、予算編成が始まる８月頃にすべきなので、今後皆さん

の意見を取り入れて、平成３１年度予算は策定していきたいと思います。 

  他にご意見はございますか。 

 

【意見なし】 
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◎教育長 それでは、議第４号について、原案のとおり同意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４号は原案のとおり同意することといたします。 

 

△日程第８ 議第５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８

号））に同意することについて 

 

◎教育長 次に、日程第８ 議第５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８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。 

 

◎教育総務課長補佐 こちらも、先程の議案同様、平成２９年度羽島市一般会計補正予算（第

８号）について、市長から意見を求められたものでございますので、よろしくお願いいた

します。 

  では、歳入からご説明させていただきます。 

  １３款２項６目２節 教育費国庫補助金中学校費補助金 補正額１,１０５万８千円で

ございます。こちらは竹鼻中学校トイレ改修に伴う国からの補助である学校施設環境改善

交付金でございます。 

１６款１項７目 教育費寄附金 補正額４１２万６千円でございます。 

  １節保健体育費寄附金４０７万円は、一般財団法人国際クラブ様より、羽島市のスポー

ツ振興を目的とした寄附金４００万円と、同じく国際クラブ様から羽島市運動公園にあり

ます健幸の泉の維持管理費にかかる寄附金７万円でございます。 

  ２節 教育総務費寄附金は５万６千円で、青山馥氏からの修学助成事業寄附金です。 

 ２０款１項６目２節 中学校債 補正額２,２１０万円でございます。こちらについても

竹鼻中学校トイレ改修工事に伴う市債でございます。 

続きまして、歳出をご説明させていただきます。 

  １０款１項３目 教育研修費は、補正額５万６千円で、先程の青山氏から頂いた寄附金

５万６千円を、修学助成事業基金に積み立てるもので、例年修学助成に充てている基金の

費用５００万円の不足分を補うためのものでございます。 

  次に、１０款３項１目 中学校費は、補正額３,３１７万６千円で、竹鼻中学校トイレ改

修工事を実施するものでございます。 

次に、１０款７項１目 保健体育総務費のうち、保健体育事務経費は、補正額１３６万

５千円で、先程の国際クラブ様から頂いた寄附金４００万円のうち１３６万５千円を、羽

島市スポーツ振興基金に積み立てるものでございます。 

  また、トップアスリート育成支援事業は、補正額０万円で、こちらにつきましては、寄

付金の残り２６３万５千円の財源の振り替えをするものでございます。 

  ３目 屋外運動場費のうち屋外運動場施設管理費も、補正額０円で、こちらにつきまし
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ても、国際クラブ様からの寄附金 ７万円を充て、その財源を振り替えるものでございま

す。 

  新たに繰越明許費として、小学校施設改修事業と中学校施設改修を挙げさせていただい

ております。 

  まず、上段の小学校施設改修事業の１億８８３万６千円は、９月補正をした正木小学校・

中央小学校のトイレ改修事業について、今年度に事業が完了いたしませんことから、繰り

越しをするものでございます。 

  下段の中学校施設改修事業の７，４４５万円は、９月補正をした羽島中学校及び今回補

正をする竹鼻中学校のトイレ改修事業について、今年度に事業が完了いたしませんことか

ら、繰り越しをするものでございます。 

  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。 

 

【意見なし】 

 

◎教育長 それでは、議第５号について、原案のとおり同意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５号は原案のとおり同意することといたします。 

 

△日程第９ 議第６号 羽島市子ども読書活動推進計画（第二次）の策定について 

 

◎教育長 次に、日程第９ 議第６号 羽島市子ども読書活動推進計画（第二次）の策定に

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 羽島市子ども読書活動推進計画は、平成２５年度から平成２９年度までが

第１次の計画で、第２次計画は平成３０年度から平成３４年度までの５年間の期間となり

ます。 

  １０年を大きな一括りと考えているので、後期の５年という位置付けです。 

  基本方針は、読書で豊かな心を育み、自ら学ぶ力を育てる。 

  すべての子供たちが本に出会い、本から学ぶというもので第１次計画から変更していま

せん。 

  大きな変更点は、３点で、１点目は、子どもの発達段階ごとに分けて、対策を記述した

ことです。 

  ２点目は、関係機関と連携を築くにはセンター機能が必要ですが、市立図書館を中心的

な役割を担うこととしました。 

  ３点目は、アプリ・ＳＮＳ等の活用といった、ＩＣＴ技術への対応を記述しました。 
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  ご審議お願いいたします。 

   

◎教育長 ご意見等ございますか。 

 

◎今枝委員 現状、コミセンの業務を増やすのは困難ですが、記述の中に各コミセンと市立

図書館の連携というものがありますが、どういうことを想定していますか。 

 

◎生涯学習課長 コミセンの行事の際に必要に応じ、読み聞かせを行ったり、希望に合わせ

て、図書館の本を貸し出すことを想定していますが、具体的には、これから検討を行いま

す。 

 

◎向井委員 それぞれ、学校に図書館があって、そこで子どもたちは本に触れていますが、

色んな本を学校間や図書館で共有して、バランス良く平等に触れる機会を羽島市でも設け

れたら良いと思います。 

 

【意見なし】 

 

◎教育長 他にご意見等ございますか。 

 

◎教育長 それでは、議第６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６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７号 羽島市立学校管理規則の一部を改正する規則について 

 

◎教育長 次に、日程第１０ 議第７号 羽島市立学校管理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。 

 

◎学校教育課長 大きく３点の変更点がございます。 

  １点目は、学校教育法施行令の改正により、体験的学習活動休業日いわゆるキッズウィ

ークの設定ができるようになりましたが、羽島市では１０月の休業日をこれに充てること

を考えており、学校が休業日に設定するための変更です。 

  ２点目は、宿泊を伴う活動の報告を修学旅行以外のものでも使用するための変更。 

  ３点目は、特別支援教育コーディネーターが手当ての対象となるため、学校に設置すべ

き役職を変更しました。 

  以上でございます。 
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◎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７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７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８号 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の一部

を改正する規則について 

 

◎教育長 次に、日程第１１ 議第８号 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。 

 

◎学校教育課長 学校運営協議会の委員の増員が必要な地区に対応するため、規則を改正す

るものです。 

  ご審議お願いいたします。 

   

◎教育長 ご意見等ございますか。 

 

◎今枝委員 先日あった会議で、コミュニュティセンター協議会長が協議会に入っていなか

ったので、入る要請が教育委員会からあったと市民協働課から説明したところ、一部の人

から館長が入っているので、同じコミセンから複数の人を入れる必要が無いので落とした

という経緯が過去にあったという意見がありました。 

  中央校区でも、小中同じ校区ですが、江吉良舟橋以外も竹鼻の一部と上中の一部があっ

て、３町それぞれの協議会長と館長がいるので、それだけで６名になってしまう、他でも

中島小と中島中のように、小中校区が違うと、合同で協議ができないので大変です。 

  コミュニュティセンターが４月１日から指定管理制度になって、組織的に新しく発足し

たが、これまでと同じく地域を動かしているのは自治会長、館長が各種団体を束ねるとい

う実態は変わっていません。 

  市長からまちづくりも協議会長が中心となってやっいくと説明があったが、浸透できて

いない。 

  学校も協議会長の位置付けを理解できていない。 

  地域性もありますが、人選を広げてもらうことを説明する必要があると思います。 

 

◎教育長 定数に幅を持たせたので、地域の実情に合わせて良いものになるように検討して

欲しいと考えています。 
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◎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８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８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９号 羽島市学校給食用物資選定委員会要綱について 

 

◎教育長 次に、日程第１２ 議第９号 羽島市学校給食用物資選定委員会要綱についてを

議題といたします。事務局より説明願います。 

 

◎給食センター所長 この要綱は、給食用物資の購入にあたり、これまでの入札方法から、

より食品の安全性を確保するため、学校衛生管理基準に基づき制定するものです。 

  委員会は、１０名以内の選定委員で組織し、物資の選定及び購入相手については、価格

のみならず品質の良否等、食材に適しているかどうかについても判断のうえ選定を行いま

す。 

  以上でございます。 

   

◎教育長 ご意見等ございますか。 

 

◎今井田委員 ほとんどの食材が第８条の選定によらない食材に当たりますが、どの食材が

対象になりますか。 

 

◎給食センター所長 冷凍食品等です。 

 

◎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９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９号は原案のとおり可決することといたします。 
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△日程第１３ その他 各課の事業進捗状況について 

◎教育長 次に、日程第１３ 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。 

  学校施設の長寿命化計画につきましては、文部科学省が全国の教育委員会に対し平成３

２年度までの策定を求めているもので、当市においても平成２８年３月に策定された羽島

市公共施設等総合管理計画に基づく個別計画として今年度中の策定の準備を進めています。 

  現在のところ１月１５日から２月１４日までのパブリックコメントの募集期間を終えて、

庁内合議を図っている段階です。 

  ３月中の策定を予定しておりますので、今後、委員様方にも説明していきたいと考えて

おりますので、よろしくお願いいたします。 

 続いて、お手元にお配りした羽島市の行事予定の資料ですが、現在把握している市の行

事の予定が掲載してあります。 

地域の方々の日程調整等のために広く配布するよう市民協働課からもお話がありました

ので活用いただけたらと思います。。 

 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。 

１月１６日から２月１５日までの期間、いじめの報告は、ありませんでした。 

次に、不登校につきましては、小学校で減少、中学校で増加している状況です。 

ただし、小学校でも病気等の児童の中に不登校傾向が見られるケースがあり、単純に不

登校が減少したとは言えず、その多くが中学校になると不登校になってしまう状況です。 

次に、児童生徒の交通事故については、今年度大変多く、自転車事故がほとんどです。 

幸いにも、大きな事故に至っておりませんが、これまで以上に交通安全を呼びかけて事

故防止の啓発を図っていきたいと考えています。 

学校事故については、１件の報告がありましたが、大事には至っておりません。 

インフルエンザについては、１月末から２月上旬がピークで、現在、収束に向かってい

ます。 

向井委員さんが、総合教育会議用に作成されたアンケートでは、学校や教育委員会がや

ろうとしていることが、なかなか伝わっていないという結果が出ました。 

今後、情報発信や啓発に取り組んで行きたいと思います。 

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。 

市美展の少年の部が２月１日から４日まで、青年の部が２月１５日から１８日までの日

程で行なわれ、盛況でした。 

来年は、青年の部と一般の部を合同で開催します。 

不二竹鼻町屋ギャラリーは、２月９日に完成検査を終え、建物は完成しました。 
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現在、事務用品の搬入等を行なっており、４月中下旬のオープンに向け準備しています。 

人権施策推進指針については、パブリックコメントの募集を終え、策定を進めています。 

３月議会で報告し、今後活用を図って行きます。 

生涯学習課からは、以上でございます。 

 

◎スポーツ推進課長 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。 

２月３日に防災ステーションにおいてシドニー五輪テコンドー競技女子６７ｋｇ階級、

銅メダリストの岡本 依子さんを招いて市内の小学生約１３０名を対象にテコンドー体験

教室が開催されました。 

また、２月１８日には、かんぽの宿岐阜羽島において全国少年少女選抜テコンドー選手

権大会が行われ、熱戦が繰り広げられました。 

ソフトボール競技では、２月１２日に桑原学園体育館において、シドニー五輪銀メダリ

ストで、淑徳大学ソフトボール部監督の増淵 まりこさんを講師に招いて、ソフトボール

教室が開催されました。 

２月１１日には、羽島若獅子駅伝競走大会が行なわれましたが、市民の多くの方に運営

にご協力頂き、事故も無く大会を終えることができました。 

以上でございます。 

 

◎教育長 年度末を迎え、本年度の取組に対する様々な表彰が行われております。 

  岐阜地区学校図書館表彰では、桑原学園が優秀賞を受賞しております。 

  また、人権教育の取組であります「ひびきあいの日」の表彰校としては、小熊小学校、

竹鼻小学校、中央小学校、中島中学校が「ひびきあい賞」を受賞しておりますので、報告

させて頂きます。 

 

△閉会 

 

◎教育長 以上をもちまして、平成３０年２月定例教育委員会を閉会いたします。 

次回の定例会は、３月２９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４時１０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   今 枝   甫 


