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平成３０年５月羽島市教育委員会定例会会議録 

 

○日  時 平成３０年５月２４日（木曜日）午後１時３０分から午後３時３３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１１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１２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  承第 １ 号 臨時代理の報告並びにその承認について（臨時代理第１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 ５  議第３４号 羽島市社会人権教育推進協議会委員の委嘱について 

日程第 ６  議第３５号  羽島市歴史民俗資料館運営協議会委員の委嘱について 

日程第 ７ 議第３６号 羽島市文化財審議会委員の委嘱について 

日程第 ８ 議第３７号 羽島市スポーツ推進審議会委員の委嘱について 

日程第 ９ 議第３８号 羽島市立学校通学区域審議会委員の委嘱について 

日程第１０ 議第３９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２号））に同意することについて 

日程第１１ 議第４０号 市長の権限に属する事務の委任の変更の協議について 

日程第１２        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 

      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 

南部学校給食ｾﾝﾀｰ所長補佐  亀 山 佳 枝 
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【午後１時３０分 開会】 

△開会 

◎教育長 皆様、こんにちは。 

   ５月定例教育委員会ということで、ご多用の中お集まりをいただきまして、ありがと

うございます。 

  本年度第１回目の定例教育委員会は、４月２６日でございまして、図書館の不審物の

置き去りや「不二竹鼻町屋ギャラリー」内における雨水の染み出しにつきましては、す

でにご報告しましたが、その後、４月２７日には、羽島特別支援学校の給食に約２ｍｍ

×８ｍｍのプラスティック片が混入した事案、５月１日に南部学校給食センターに野鳥

が侵入して５月１日と翌２日の給食調理・配送を取りやめた事案、さらに５月１０日に

は、中島中学校の給食に長さが約２５ｍｍのボルトが混入した事案が、立て続けに発生

いたしました。 

  その都度、教育委員さん方には、電話で一報を入れさせていただきましたが、教育委

員会としましては、再発防止及び事後対応に全力で取り組んでいるところでございます。 

  教育委員会関係の施設・設備の再点検を行うとともに、西部幼稚園長及び各学校長あ

てに、５月２日付けで「学校施設・設備の点検及びリスク管理等の強化について」の文

書を発出いたしました。 

  「不二竹鼻町屋ギャラリー」の雨水の染み出しの件につきましては、第三者評価機関

の評価・指摘を受けまして、現在、雨水染み出し防止や管内の環境改善の工事を進めて

いるところでございます。 

  美術作品の安全を確保した上で、可能な限り早い時期での開館を目指して取り組んで

まいります。 

  市内の幼稚園及び小中学校、義務教育学校は、比較的順調に平成３０年度のスタート

を切っていただいております。 

  ５月２６日には、足近小、小熊小、竹鼻小、中島小で運動会が実施されることになっ

ています。 

  また、来週の月曜日、５月２８日から、本年度の羽島市教育委員会学校訪問が始まり

まして、最初は福寿小学校になっています。 

  教育委員さん方には分担してご出席いただきますが、よろしくお願いいたします。 

  さらに、５月３０日には、「チャレンジデー２０１８」が実施されます。 

  その日に、１５分間以上運動をした市民の割合を競うイベントでございますが、今年

の対戦相手は、秋田県の鹿角市でございます。 

  昨年は、大分県の豊後大野市に勝つことができましたが、鹿角市の昨年の参加率は羽 

島市を超えておりまして、また、人口も羽島市の約半分ということで、強敵でございま

す。 

  少しでも多くの市民の皆様方にご参加いただいて、勝利したいと願っております 

  では、本日の定例教育委員会、よろしく願いいたします。 
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◎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、承認案件が１件、議案が

２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１１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１１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１２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１２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 59回岐阜地区ふれあい教育展） 

（MOA美術館羽島児童作品展） 

 

◎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。 

（会話が視える！ＵＤトーク講習会） 

（みんなで折ろう！折り紙教室） 

（ぎふ羽島吹奏楽団第 17回定期演奏会） 

（「原爆と人間」展） 
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◎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 9回羽島市レディスグラウンド・ゴルフ大会） 

（スポーツ吹矢大会第 5回羽島オープン） 

（第 21回連盟杯卓球大会） 

 

◎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 承第１号 臨時代理の報告並びにその承認について（臨時代理第１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４ 承第１号 臨時代理の報告並びにその承認について（臨時代

理第１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 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

規定に基づき、平成３０年５月１日付け人事異動について教育長が臨時代理をしました

ので、報告させて頂き承認を願うものです。 

  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、承第１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、議第１号は原案のとおり承認することといたします。 

 

△日程第５ 議第３４号  羽島市社会人権教育推進協議会委員の委嘱について 

◎教育長 次に、日程第５ 議第３４号  羽島市社会人権教育推進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。 

 

◎生涯学習課長 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３４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３４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３５号  羽島市歴史民俗資料館運営協議会委員の委嘱について 

◎教育長 次に、日程第６ 議第３５号  羽島市歴史民俗資料館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、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３５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３５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３６号 羽島市文化財審議会委員の委嘱について 

◎教育長 次に、議第３６号 羽島市文化財審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３６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３６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３７号 羽島市スポーツ推進審議会委員の委嘱について 

◎教育長 次に、日程第８  議第３７号 羽島市スポーツ推進審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。 

 

◎スポーツ推進課長 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３７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３７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３８号 羽島市立学校通学区域審議会委員の委嘱について 

◎教育長 次に、日程第９ 議第３８号 羽島市立学校通学区域審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。 

 

◎教育総務課長 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３８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３８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３９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２号））に同意することについて 

◎教育長 次に、日程第１０ 議第３９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２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、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６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 

  １４款３項５目１節 教育総務費委託金 補正額５０万円でございます。こちらは岐

阜県が、カリキュラム・マネジメントの研究・開発・実践し、その成果を県内学校に普及

させることにより教育の充実を図る「学校におけるカリキュラム・マネジメント充実事業」

を羽島市の桑原学園に委託するための委託金ございます。 

次に、１６款１項６目１節 保健体育費寄附金が 補正額 １００万円でございます。 

こちらは、岐阜羽島セントラルライオンズクラブより、市内市立学校に卓球台購入の目的

のために寄附の申し出があったものでございます。 

  次に、１６款１項６目２節 社会教育費寄附金が 補正額 ２，０００万円でござい

ます。 

こちらは、不二商事株式会社より、竹鼻町屋ギャラリーの維持・管理・運営の目的のた

めに寄附の申し出があったものでございます。 

続きまして、歳出をご説明させていただきます。 

  １０款１項３目 学校におけるカリキュラム・マネジメント充実事業は、補正額５０

万円で、岐阜県から桑原学園が受託を受ける事業を実施するためのものでございます。 

  次に、１０款６項１目 社会教育推進事業は、補正額２，０００万円で、寄附金を生

涯学習振興基金に積み立てるためのものでございます。 

  次に、１０款６項３目 竹鼻町屋ギャラリー施設管理費は、補正額２３３万６千円で、

現在休館中の竹鼻町屋ギャラリーの展示室１と廊下部床材シート張り及び多目的トイレ

へのベビーシート設置を行うためのものでございます。 

次に、１０款７項１目 学校体育施設管理費は、補正額１００万円で、寄附金を利用

し、市内市立学校に卓球台等を購入するためのものでございます。 
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  次に、給食センター施設管理費は、補正額１，６３８万３千円で、現在雨漏れが生じ

ている南部学校給食センターの調理場の屋根の改修工事を行うためのものでございます。 

  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 修繕に予算を要するものが多いですが、他の施設は大丈夫ですか。 

 

◎教育総務課長 そのほかの施設で、緊急に補正予算で対応する必要があるものは把握し

ておりません。 

 

◎今枝委員 財務上、建替えは困難なので、補修で対応せざるを得ないので、施設数も多

くて大変ですね。 

 

◎生涯学習課長 竹鼻町屋ギャラリーの状況について補足させていただきます。 

  第三者機関による原因調査を実施し、併せて設計業者・建設業者の双方から意見聴取

を行いました。 

  正式な報告書の提出は、まだありませんが、口頭で指摘を受けながら、これから工事

が始まるところです。 

  それとは別で、美術品の影響を考慮したところ、展示室１及び廊下がコンクリート張

りになっていましたが、湿気を帯びると、アンモニア等が揮発する恐れがあるので、展

示室２と同様にシートで覆った方が良いという、第三者機関からの指摘があったため、

シートで覆う工事を追加します。 

  この件については、設計業者に瑕疵はないので、こちらの予算で工事を追加するもで

す。 

  また多目的トイレのベビーシートについても併せて追加いたします。 

 

◎今枝委員 雨漏れの原因は、施工業者が悪かったんですか。 

 

◎生涯学習課長 雨漏れについては、天井からの雨漏れではなく、床面から壁がボンと立

っているので、隙間から湿気が染み出していたもので、一般の家だと上に床が張られる

ので、土間がそのままということは、まずありませんが、そのような状態なので、水が

入ってしまって、その設計及び施工が問題とされています。 

  まず、水が入らないようにする必要があります。 

  また、壁にヒビが入っていて、そこからも水が入っているので、それも直す必要があ

ります。 
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◎向井委員 大切なものを信頼して、飾ってもらえるようにしないといけませんね。 

 

◎今井田委員 楽しみにしている方が多いので、適切にお願いします。 

 

◎向井委員 いいものがしっかり見せれるようにお願いします。 

 

◎学校教育課長 カリキュラム・マネジメント充実事業について、補足させていただきま

す。 

  岐阜地区の中で１校、桑原学園が取組ます。 

  ９年間を通して、学習指導要領に捉われない、新しい教科の樹立が目的ですが、具体

的には、学識経験者の講演料及び旅費、視察費用等の予算を見込んでいます。 

 

◎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３９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３９号は原案のとおり同意することといたします。 

 

△日程第１１ 議第４０号 市長の権限に属する事務の委任の変更の協議について 

◎教育長 次に、日程第１１ 議第４０号 市長の権限に属する事務の委任の変更の協議

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 市長の権限に属する事務の委任及び補助執行に関する規則において、委

任及び補助執行する事項を定めることにより、例規上、市長がすることになっている事

務等を教育委員会等の外部機関がその事務等を行なうことができるようになります。 

現行、教育委員会に関わる案件でも契約については、すべて市長の権限に属する事務

とされていますが、今回、学校給食用食材の購入事務について教育委員会への事務委任

を行い、事務の効率化を図るものです。   

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４０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４０号は原案のとおり同意することといたします。 

   

△日程第１２ その他 各課の事業進捗状況について 

◎教育長 次に、日程第１２ 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。 

  平成３０年度に建築予定の竹鼻中学校の武道場については、６月中旬に仮契約を行い、

議決後に本契約を経て、７月上旬には着手し、３月に工事完成を予定しています。 

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。 

いじめについては、５月１８日までに小学校及び義務教育学校の前期課程で１件、中

学校及び義務教育学校の後期課程で１件の報告がありました。 

指導後、３ヶ月は継続して見守り、いじめの行為が停止しているか確認を行っていま

す。 

４月の７日以上不登校を理由に欠席した児童生徒数につきましては、小学校及び義務

教育学校の前期課程で１０人、中学校及び義務教育学校の後期課程で３０人でした。 

昨年度に比べ大幅に増加していますが、これまで欠席理由を病気やその他としていた

児童生徒を見直し、不登校を理由に変更したものが多くあることが要因です。 

昨年度、年間３０日以上不登校を理由に欠席した児童生徒６１人のうち３０人は、４

月の欠席日数が７日未満でした。 

これは、新年度に向けて丁寧な連携と支援を行ったことの成果と受け止めています。 

また、長期間、不登校で欠席していた児童生徒が適応指導教室へ通室する数も増加し

ています。 

この期間に交通事故が１件、学校事故が修学旅行中に１件ありました。 

５月には、小学校５校で運動会が予定されているため、熱中症の予防に努めたいと考

えております。 

学校教育課からは、以上でございます。 

 

◎向井委員 竹鼻小学校では、水筒の中身を午前中で捨てることになっているので、その

後の水分補給がなかなかできません。 

  捨てるのであれば、水分補給ができるようにして欲しいと思います。 

 

◎黒田委員 今は、細菌が繁殖しないような水筒もあると思いますが、一律に全員が持つ
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ことも難しいでしょうね。 

   

◎向井委員 ウォータークーラーもすごく並ばないと飲めないみたいです。 

 

◎学校教育課長 一般の水道であれば、毎日検査も行っていますし、ウォータークーラー

でなくても飲み水に活用できると思います。 

 

◎向井委員 ちゃんと水分補給をするように指導をお願いしたいです。 

 

◎教育長 水を飲む時間も確保するようにさせます。 

 

◎今枝委員 不審者についての話ですが、対応について、地域で確認した方が良いと思い

ます。 

  登下校も行きはまとまっていますが、帰りは最後１人になってしまうので、何かあっ

た時の対応は、指導が必要だと思います。 

 

◎今井田委員 登校の時は、まとまっていますが、下校の時は、みんなだらだらしている

ので、見ていても危ないと思うときがあります。 

 

◎学校教育課長 年配の方たちには、畑仕事や犬の散歩もできるだけ下校の時間くらいに

していただいて、見守ってもらうことを呼びかけています。 

 

◎向井委員 不審者も心配ですが、交通事故も心配で、小さい子たちだけの時だと、見て

いて心配です。 

 

◎今枝委員 心配事が多いので、地域で確認をした方が良いと思います。 

 

◎学校教育課長 地域の皆さんのたくさんの目で見守っていただけるように声がけをして

いきたいと思います。 

 

◎生涯学習課長 次に生涯学習課から報告させていただきます。 

生涯学習関係については、４月３０日に青少年育成員の委嘱式ならびに研修会を行い、

多くの育成員の参加をいただき、地区ごとの打合せも有意義に行うことができました。 

５月１０日には、青少年育成市民会議運営委員会を行い、昨年度の事業報告、決算報

告、今年度の運動方針、事業計画、予算について審議していただきました。 

５月１１日には、社会教育推進審議会を行い、生涯学習課、図書館、スポーツ推進課

から事業計画について説明を行い、委員の皆様からご意見を伺いました。 

５月２２日には、生涯学習都市推進会議を行い、今年度のテーマを「つなげる」とし、

生涯学習課、図書館、スポーツ推進課より事業計画を提案し、可決いただきました。 
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また、切れ目のない子育て支援について、子育て・健幸課から説明してもらいました。 

来週以降、放課後子ども教室推進事業連絡会、社会人権教育推進協議会、文芸祭実行

委員会、市美展一般の部実行委員会を行い、放課後子ども教室も５つの学校で始まる予定

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。 

５月２１日に５月３０日開催のチャレンジデー２０１８で対戦する秋田県の鹿角市長

さんと羽島市長の間で健闘を誓い合うエール交換が行われました。 

開催当日は、市内各所で様々なイベントが行われますので、ご参加いただけると幸い

です。 

以上でございます。 

 

◎南部学校給食ｾﾝﾀｰ所長補佐 給食センターの関係について、ご報告いたします。 

  冒頭でもお話のあった、学校給食へのプラスチック片及びボルトの混入、施設への鳥

の侵入等について、ご心配を掛け、誠に申し訳ありませんでした。 

  今後、業務基準や連絡体制を見直し、安全安心な給食が提供できるよう努めてまいり

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す。 

 

◎図書館長 図書館の事業進捗状況をご報告いたします。 

  春の子ども読書週間中の４月３０日に、お子さん向けの図書館体験、司書体験、工作

教室等のイベントが行なわれました。 

  ５月１２日には、本の再利用を図るブックリユースを行いました。 

約１，６００冊の不要な本が集まりましたが、５５名の方が８００冊ほど引き取られ

ました。 

定期的に開催している赤ちゃんタイムやおはなし広場についても行われました。 

図書館からは以上です。 

 

◎教育長 各課等からの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。 

 今後の主な行事としましては、６月２日・３日にかけまして、FUKUJU スポーツパークで

日本男子ソフトボール東日本リーグが開催されます。 

  また、６月３日には、羽島市民会館で、歯と口の健康フェスティバルが、そして、６

月９日には、不二羽島文化センターで、第２６回授業実践フォーラムが開催されます。 

 ６月７日から６月１０日にかけましては、第１８回アジアジュニア陸上競技選手権大会

が長良川競技場で開催されまして、羽島市の子どもたちも１校１国応援ということで、

羽島市ホストタウンのスリランカを観戦や横断幕、応援メッセージで応援します。 

  また、今年度のタウンミーティングはすでに始まっていますが、３シリーズ目の１１ 
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月から１２月にかけてのタウンミーティングでは、「『地域とともにある学校』として

のコミュニティ・スクール（学校運営協議会設置学校）のあり方」というテーマで、コ

ミュニティ・スクールとしての取組を報告させていただき、市民の皆様方からご意見を

いただきたいと思っています。 

  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５月定例教育委員会を閉会いたします。 

次回の定例会は、６月２８日（木）１３時３０分から、羽島市立図書館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３３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 


