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平成３０年４月羽島市教育委員会定例会会議録 

 

○日  時 平成３０年４月２６日（木曜日）午後１時２７分から午後３時３７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３０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 ３  報第 ９ 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  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２１号 羽島市立学校における学校運営協議会委員の委嘱について 

日程第 ６  議第２２号  羽島市教育支援委員会委員の委嘱について 

日程第 ７  議第２３号 羽島市いじめ防止専門委員会委員の委嘱について 

日程第 ８  議第２４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 ９  議第２５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１０  議第２６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１１ 議第２７号 羽島市社会教育委員の委嘱について 

日程第１２  議第２８号 羽島市青少年問題協議会委員の委嘱ついて 

日程第１３ 議第２９号 羽島市学校給食用物資選定委員会における選定委員の委嘱

又は任命について 

日程第１４  議第３０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１５ 議第３１号 羽島市立図書館協議会委員の委嘱について 

日程第１６ 議第３２号 羽島市議会提出議案（平成３０年度羽島市一般会計補正予

算（第１号））に同意することについて 

日程第１７ 議第３３号 平成３０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１８          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 
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○説明のために出席した者 

      事 務 局 長        山 内 勝 宣 

教育総務課長          稲 葉 佳 樹 

      学校教育課長        横 山 政 司 

      生涯学習課長        酒 井   茂 

      スポーツ推進課長      箕 浦 勝 博 

            図 書 館 長                諏 訪 公 彦 

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２７分 開会】 

△開会 

◎教育長 皆様、こんにちは。 

 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３０年度、最初の定例教育委員会会議ということになります。 

 さて、平成３０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。 

 平成３０年度は、３月の定例教育委員会でも申し上げましたように、ここ数年にわたり

取り組んでまいりました様々な改革、新しい取組の中身を充実させ、実のあるものにする

年度であると考えております。 

 ４月４日の校長会では、コミュニティ・スクールの充実、小中一貫教育の充実、確か学

力の定着、生徒指導の充実、いじめ・不登校対策、部活動の適正化、市内外の各種施設や

教材の有効活用、羽島市の事業や地域行事等との密接な連携、教職員の働き方改革、ＰＴ

Ａ活動の活性化と適正化等につきまして、改めまして確認をしたところでございます。 

 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。 

 ただ、４月２２日の図書館駐輪場における不審物の発見、また、４月２４日から２５日

にかけての雨によります不二竹鼻町屋ギャラリー床部の水の染み出し等、急遽対応しなけ

ればならない事案もございました。 

 図書館の事案につきましては、防犯カメラの設置等の検討、また、不二竹鼻町屋ギャラ

リーの事案につきましては、早急な原因究明と対策を講じなければならないと考えており

ます。 

 では、本年度第１回目の定例教育委員会、よろしくお願いいたします。 

 本日の会議は、追加議案を含め議題は、報告案件が３件、議案が１３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３件、議案が１３件です。 

 



 3 

△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、今井

田委員さんにお願いいたします。 

 

△日程第２  報第８号 平成３０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、日程第２ 報第８号 平成３０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。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９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９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。 

（2018子ども夏の自然体験活動（18ふくい夏のさとやまキャンプ）） 

（第 27回美濃竹鼻まつり・ふじまつり） 

（第 15回はしまサマーフェスティバル 2018） 

（伝統文化羽島こども囲碁教室） 

（スコーレ家庭教育振興協会 人生学講座） 

（第 11回「家族のきずな」エッセイ事業） 

（第 55回教育者研究会(本巣会場)） 

（スコーレ家庭教育振興協会 家庭教育セミナー） 

（岐阜県立羽島高等学校第 15回定期演奏会） 

 

◎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 47回日本男子ソフトボール東日本リーグ第 2節 岐阜県羽島市大会） 

（羽島市チャレンジデー2018） 
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◎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 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 以下の後援事業の申請者、目的、事業開催内容等を説明報告する。 

（第 10回立志教育支援フォーラム in岐阜） 

 

◎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。 

（平成 30年度羽島市長杯市民ゴルフ大会） 

（Hashima jr Soccer Festival） 

 

△日程第５ 議第２１号 羽島市立学校における学校運営協議会委員の委嘱について 

◎教育長 次に、日程第５ 議第２１号 羽島市立学校における学校運営協議会委員の委

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 この議案は、３月の定例会時点で役員が決まっていなかった方の追加に

伴う、新たな委嘱でございます。 

よろしくお願いします。 

   

◎教育長 ご意見等ございますか。 

 

【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６ 議第２２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６ 議第２２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 この議案は、任期満了に伴います、新たな委嘱でございます。 
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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７ 議第２３号 羽島市いじめ防止専門委員会委員の委嘱について 

◎教育長 次に、日程第７ 議第２３号 羽島市いじめ防止専門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 この議案は、任期満了に伴います、新たな委嘱でございます。 

よろしくお願いします。 

   

◎教育長 ご意見等ございますか。 

 

【意見なし】 

 

◎教育長 それでは、議第２３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２３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２４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８ 議第２４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 この議案は、任期満了に伴います、新たな委嘱でございます。 

よろしくお願いします。 

   

◎教育長 ご意見等ございますか。 
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【意見なし】 

 

◎教育長 それでは、議第２４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２４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２５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９ 議第２５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 この議案は、任期満了に伴います、新たな委嘱でございます。 

よろしくお願いします。 

   

◎教育長 ご意見等ございますか。 

 

【意見なし】 

 

◎教育長 それでは、議第２５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２５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２６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１０ 議第２６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 この議案は、任期満了に伴います、新たな委嘱でございます。 

よろしくお願いします。 

   

◎教育長 ご意見等ございますか。 

 

【意見なし】 
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◎教育長 それでは、議第２６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２６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２７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２７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 この議案は、任期中の委員変更に伴い、残任期間について委嘱する必要

によるものでございます。 

よろしくお願いします。 

   

◎教育長 ご意見等ございますか。 

 

【意見なし】 

 

◎教育長 それでは、議第２７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２７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２８号 羽島市青少年問題協議会委員の委嘱ついて 

◎教育長 次に、日程第１２ 議第２８号 羽島市青少年問題協議会委員の委嘱ついてを

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、任期満了に伴います、新たな委嘱でございます。 

よろしくお願いします。 

   

◎教育長 ご意見等ございますか。 

 

【意見なし】 

 

◎教育長 それでは、議第２８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。 
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 （「異議なし」との声あり。） 

 

◎教育長 ご異議なしと認め、議第２８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２９号 羽島市学校給食用物資選定委員会における選定委員の委嘱又  

は任命について 

◎教育長 次に、日程第１３ 議第２９号 羽島市学校給食用物資選定委員会における選

定委員の委嘱又は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。 

 

◎給食センター所長 この議案は、新たに選定委員を委嘱又は任命する必要によるもので

ございます。 

よろしくお願いします。 

   

◎教育長 ご意見等ございますか。 

 

【意見なし】 

 

◎教育長 それでは、議第２９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２９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３０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、日程第１４ 議第３０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。 

 

◎給食センター所長 この議案は、任期中の委員変更に伴い、残任期間について委嘱する

必要によるものでございます。 

よろしくお願いします。 

   

◎教育長 ご意見等ございますか。 

 

【意見なし】 

 

◎教育長 それでは、議第３０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。） 
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◎教育長 ご異議なしと認め、議第３０号は原案のとおり可決することといたします。 

 

△日程第１５ 議第３１号 羽島市立図書館協議会委員の委嘱について 

◎教育長 次に、日程第１５ 議第３１号 羽島市立図書館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。 

 

◎図書館長 この議案は、任期満了に伴います、新たな委嘱でございます。 

よろしくお願いします。 

   

◎教育長 ご意見等ございますか。 

 

【意見なし】 

 

◎教育長 それでは、議第３１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３１号は原案のとおり可決することといたします。 

 

△日程第１６ 議第３２号 羽島市議会提出議案（平成３０年度羽島市一般会計補正予算 

                   （第１号））に同意することについて 

◎教育長 次に、日程第１６ 議第３２号 羽島市議会提出議案（平成３０年度羽島市一

般会計補正予算（第１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 この議案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、平成３０年５月臨時議会に提出する議案について、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。 

 では、歳入からご説明させていただきます。 

 １３款３項５目２節 国庫支出金の保健体育費委託金 補正額２,６５０万７千円でござ

います。 

こちらはスポーツ庁が平成３０年３月１６日付けで、羽島市防災ステーションをテコ

ンドー競技のナショナルトレーニングセンター競技別強化拠点施設に指定したことを受

け、強化支援事業を羽島市に委託するための委託金ございます。 

次に、１４款２項７目１節 県支出金の中学校費補助金 県産材需要拡大施設等整備
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事業が 補正額 マイナス５００万円、木の香る快適な公共施設等整備事業 補正額４

６７万円でございます。 

こちらは、今年度、新築予定の竹鼻中学校武道場の床及び内壁の一部を木質化し、県

産材を活用するための補助事業のメニューを県の意向により変更するものでございます。 

両事業の交付単価は同じですが、対象面積が予算策定時より、３３㎡減ったことによ

り３３万円の減額になったものでございます。 

  次に、１７款２項１目４節 繰入金のスポーツ振興基金繰入金 補正額４６０万円で

ございます。 

こちらは、一般財団法人国際クラブ様から平成２７年度から頂いている寄附金を積み

立てている基金を繰り入れ、テコンドー競技のスポーツ競技会開催補助金に充てるため

のものでございます。 

続きまして、歳出をご説明させていただきます。 

  １０款２項１目 小学校施設管理費は、補正額７２０万５千円で、名鉄竹鼻線廃線跡

地利用の一環で、隣接する中島小学校の駐車場が慢性的に不足しているため駐車場用地

として１，２４６㎡の土地を購入するためのものでございます。 

  次に、１０款３項１目 竹鼻中学校武道場整備事業は、補正額０円で、歳入の補助事

業及び金額の減額により、財源を振替えるものでございます。 

  次に、１０款７項１目 ＮＴＣ強化拠点施設事業は、補正額２６５０万７千円で、羽

島市防災ステーションが、テコンドー競技のナショナルトレーニングセンター競技別強

化施設に指定されたことに伴い、必要な練習環境を整備するためのものでございます。 

 次に、トップアスリート育成支援事業は、補正額４６０万円で、羽島市防災ステーショ

ンにて、テコンドー競技の選手強化合宿が年間２３回開催を予定されたことに伴い、ス

ポーツ競技会開催補助金の増額を補正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。 

よろしくお願いします。 

   

◎教育長 ご意見等ございますか。 

 

◎今枝委員 ナショナルトレーニングセンター競技別強化施設は、何か基準を満たして認

定されたんですか。 

 

◎スポーツ推進課長 テコンドー競技施設の要件として、テコンドーマット１０ｍ×１０

ｍを２面できるスペースがあること、テコンドーマットを１面分以上保有していること

が挙げれています。 

  また、附帯要件として、２０名以上が利用できる会議室があること、ケアや休憩に利

用可能な部屋を有していること、１００㎡以上のトレーニング施設を有していることと

いった要件をクリアしたうえでスポーツ庁から認定を受けました。 

  ナショナルトレーニングセンターは、ＪＯＣ加盟団体及びトップレベルの競技者が利

用する施設で、東京にありますが、全国に代替地として活用できる拠点施設を募集され
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ており、冬季競技、海洋・水辺系競技、屋外競技、高地トレーニング施設等既に２８施

設が指定されており、県内では高山市にある飛騨・御岳高原高地トレーニングエリアと

各務原市にある岐阜県グリーンスタジアム（ホッケー競技）が認定されております。 

 

◎向井委員 テコンドー競技については、東京オリンピック後も支援される予定ですか。 

 

◎スポーツ推進課長 継続的に支援を行います。 

 

◎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３２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３２号は原案のとおり同意することといたします。 

 

△日程第１７ 議第３３号 平成３０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 日程第１７ 議第３３号 平成３０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 この議案の関係につきましては、教科書採択に関わってお願いいたしま

す。 

  平成３０年度は、中学校の道徳の教科用図書の採択年度でございます。 

  平成３０年度教科用図書の採択に当たっては、「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、「平成３０年度岐阜県教

科用図書岐阜地区採択協議会」を設置し、採択に係る協議をすることになっています。 

   つきましては、「平成３０年度岐阜地区採択協議会」を設置する議決をいただきますよ

うお願いいたします。 

本日議決いただきましたら、４月２６日付けで議決書を作成し、岐阜地区教育長会長

あて提出いたします。 

よろしくお願いします。 

   

◎教育長 ご意見等ございますか。 

 

【意見なし】 

 



 12 

◎教育長 それでは、議第３３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３３号は原案のとおり可決することといたします。 

   

△日程第１８ その他 各課の事業進捗状況について 

◎教育長 次に、日程第１８ 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、教育総務課から説明させて頂きます。 

  お手元に平成３０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、委員の皆様にご出席をお願いする行事ですが、現在までに

確認できてい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、出席をご依頼する際には、事前

に案内文書にてご連絡させていただきますので、よろしくお願いいたします。 

 次に、教育総務課所管の主要事業の年間スケジュールについて、ご報告させていただ

きます。 

竹鼻中学校の武道場整備については、５月に業者指名審査委員会及び入札公告、６月

に仮契約と議決後に本契約を行い、３月に工事完成を予定しています。 

小学校及び中学校のトイレ改修については、正木小学校・中央小学校・羽島中学校・

竹鼻中学校で平成３０年度工事を予定しており、９月までの完成に向けて事務手続き等

を進めてまいりたいと考えております。 

また、足近小学校・小熊小学校・福寿小学校・中島小学校・中島中学校の実施設計に

ついても平成３０年度に予定しております。 

  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。 

平成２９年度のまとめですが、いじめの報告は、小学校が２１件、中学校が１０件で、

前年度と比べ小学校で増加、中学校で減少しています。 

仲間意識が芽生える小学校の中学年から指導を十分に行い、魅力ある学校づくりで取

り組んだことを今年度も大切にして未然防止に努めたいと思います。 

また、認知漏れがないよう取り組み、重大な状況になることを防げるよう、早期に対

応を行いたいと思います。 

再発する事案は平成２９年度に２件あり、今後再発していないか全職員で注意して見

守っていく必要を感じています。 

平成２９年度の不登校につきましては、小学校が１８件、中学校が６５件で、その内

新規が小学校が８件、中学校が３１件でした。 
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新規不登校数でみると、昨年度と比べ小学校で減少、中学校で増加している状況です。 

状況に応じ、これまで以上に第３者機関との連携に力を入れたいと考えています。 

次に、平成２９年度の児童生徒の交通事故については５１件でした。 

軽微なものがほとんどですが、昨年度までと比べ件数は増加しており、自転車事故が

大半です。 

食物アレルギーについては、平成２９年度に救急搬送が３件あり、給食後に運動した

際に多く発生しています。 

各学校でアドレナリン自己注射薬（エピペン）を所持する児童生徒が増加しており、

多くの学校で実技研修を実施しています。 

平成２９年度の不審者情報は、２９件ありました。 

学校教育課からは、以上でございます。 

 

◎向井委員 日が長くなってきて、休日のスポーツ少年団からの帰りが６時以降になる日

があるのが気になります、何か事故が起きてからでは遅いので、指導いただくことはで

きませんか。 

 

◎スポーツ推進課長 先日、スポーツ少年団の総会が行なわれた際に活動時間の指針を配

布しました。 

育成部長の方々には、帰宅時間についてもお話をし、指導者の方に周知するよう要請

をしました。 

   

◎生涯学習課長 生涯学習課から報告させていただきます。 

冒頭にもお話があった、不二竹鼻町屋ギャラリーについてですが、オープンから４月

２５日までに３４６名の来場がありました。 

内訳は、大人２８８名・子供２３名・歴史民俗資料館との共通券利用が３５名でした。 

現在、休館の状態で、開館の目途は立っていませんが、早期開館に向けて、今後、調

査及び補修工事を行っていく予定です。 

各種団体におかれましては、数多くの総会が行われました。 

放課後児童教室についてもたくさんの申し込みがある状況です。 

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。 

お配りしたチャレンジデー２０１８のチラシを広報はしま５月号に折込をさせていた

だきますので、ご参照ください。 

６月７日から１０日にかけて、岐阜メモリアルセンター長良川競技場にて第１８回ア

ジアジュニア陸上競技選手権大会が、日本で初めて行われます。 

次期オリンピックの登竜門という位置付けで、最大４５の国・地域から選手が参加さ

れますが、岐阜県としては、この大会の関心を高めるために、１校１国応援事業という

ものを行います。 
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羽島市はスリランカを担当し、足近小・小熊小・正木小・福寿小・羽島中・竹鼻中が

参加する予定です。 

以上でございます。 

 

◎図書館長 図書館の事業進捗状況をご報告いたします。 

  冒頭でもお話のあった、不審物の騒ぎが４月２２日に起きました。 

  図書館の取り組みとしては、春休み期間中、通常より開館時間を１時間早め、９時か

らの開館を行いました。 

  お話広場や赤ちゃんタイムといったイベントも行われ、４月２３日から５月１２日ま

での子ども読書週間中の４月３０日にもイベントを行なう予定です。 

  図書館からは以上です。 

 

◎今枝委員 個人的には、不審に思うようなものがあれば、関係機関にすぐ報告すれば良

いと思います。 

  中の出入口にカメラはあると思いますが、駐車場側はどうなっていますか。 

 

◎図書館長 現状ありませんが、今後、設置を検討したいと思います。 

 

◎事務局長 今年度もタウンミーティングが開催されますが、今年度から日曜日にも開催

日を設けましので、是非ご参加ください。 

  以上でございます。 

 

◎教育長 各課等から話題に上がらなかったことにつきまして、報告をさせていただきま

す。 

  ４月１７日には、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、及び理科でございま

す。 

  文部科学省では、調査の結果をその後の指導に生かせるようにするために、昨年度よ

りは早く結果を出して教育委員会及び学校に送付するとのことでございます。 

  ４月２５日には、羽島市美術協会創立５０周年の記念式典が開催されまして、翌２６ 

日から５月６日まで、記念展が不二羽島文化センターで開催されております。 

  以上でございます。 

 

△閉会 

 

◎教育長 以上をもちまして、平成３０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、５月２４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。 
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【午後３時３７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   今井田 眞千子 


