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平成３０年６月羽島市教育委員会定例会会議録 

 

○日  時 平成３０年６月２８日（木曜日）午後１時３０分から午後３時３６分まで 

 

○場  所 羽島市立図書館 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１３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１４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 ２ 号 臨時代理の報告並びにその承認について（臨時代理第２号

羽島市議会提出議案（工事請負契約の締結）に同意するこ

とについて） 

日程第 ５  承第 ３ 号 臨時代理の報告並びにその承認について（臨時代理第３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３号）に同意することについて ） 

日程第 ６  議第４１号  羽島市指定文化財の指定解除について 

日程第 ７  議第４２号 羽島市指定文化財の指定について 

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        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 
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【午後１時 30分 開会】 

 

△開会 

◎教育長 皆様、こんにちは。 

 ６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。 

 前回の定例教育委員会で、それまでの一連の教育委員会関係のトラブルについてご報告

申し上げましたが、その後も６月１８日には、羽島中学校の給食に針金状の金属片の混入、

６月２５日には、南部学校給食センターの嘱託員が器物破損の疑いによる現行犯逮捕、そ

して本日、６月２８日には、北部学校給食センターでカレーの調理中にプラスチック片の

混入でカレーの提供中止といったトラブル・不祥事が続発しております。 

 特に、こうしたトラブル、不祥事は、教育委員会に対する信頼を大きく損なうものであ

り、教育長としまして深くお詫びを申し上げます。 

 誠に申し訳ございませんでした。 

 改めまして、チェック体制を強化するとともに、再発防止、信頼回復に全力で取り組ん

でまいります。 

 また、不祥事ではありませんが、６月１８日に発生した大阪北部地震に関連して、基準

からはずれたブロック塀等が問題となっています。 

市内９校下の通学路の点検を緊急に行ったところ、１１１箇所の危険箇所が報告されま

した。 

その内、１０７箇所については、該当箇所の道の反対側を通る等の対応をしました。 

１箇所については、通学路の変更をしました。 

残りの３箇所については、通学路を変更すると安全性や不審者の問題があるので、現在

協議中でございます。 

羽島市議会６月定例会は、６月８日が初日で、本日６月２８日が、最終日でございまし

た。 

 一般質問では、１１名の登壇者のうち、８名の議員からご質問をいただき、内容としま

しては、竹鼻町屋ギャラリー、教育環境の改善、登下校の安全対策、柔剣道道場の使用、

羽島市手で語ろう手話言語条例、学習指導要領の改訂、市立学校のＡＥＤ、スポーツ振興

とスポーツ施設の充実、学校教育のＩＣＴ化、障がい者スポーツ・福祉、市立学校の固定

遊具等についてでございました。 

 また、前回の定例教育委員会以降に行なわれたイベントにつきましては、５月３０日に

は、チャレンジデー２０１８、６月２日・３日にかけましては、日本男子ソフトボール東

日本リーグ、６月７日から１１日にかけましては、第１８回アジアジュニア陸上競技選手

権大会と羽島市のスリランカホストタウン関連行事、６月１６日には、わたしの主張２０

１８等が開催されました。 

 では、本日の６月定例教育委員会、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２件、承認案件が２件、議案が２件

です。 
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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、承認案件が２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、今枝

委員さんにお願いいたします。 

 

△日程第２  報第１３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１３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１４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１４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。 

（火災予防ポスター作品展） 

 

◎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。 

（ものづくりワークショップ⑩「飛行機」のワークショップ） 

（和太鼓夏まつり“夏打！DON！”） 

（フェスタ・夏 2018） 

（「大仏寺能楽・竹鼻祭囃子教室および発表会」事業） 
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（フロイデ室内管弦楽団 第 15回定期演奏会） 

（夏休み子ども映画会「怪盗グルーのミニオン大脱走」） 

（羽島女声コーラスの「うたまつり」） 

 

◎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。 

（国民体育大会第 39回東海ブロック大会） 

 

◎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２号 臨時代理の報告並びにその承認について（臨時代理第２号羽島市

議会提出議案（工事請負契約の締結）に同意することについて） 

◎教育長 次に、日程第４ 承第２号 臨時代理の報告並びにその承認について（臨時代

理第２号羽島市議会提出議案（工事請負契約の締結）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 羽島市教育長に対する事務委任規則第４条の規定により、６月２８日付

で臨時代理させていただきましたので、同規則第５条の規定により報告し、その承認を

求めるものでございます。 

  臨時代理いたしましたのは、羽島市議会提出議案（工事請負契約の締結）に同意する

ことについてでございます。 

  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。 

 また、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処分に関

する条例の規定により、予定価格１億５千万円以上の契約については、議会の議決が必

要なことから、羽島市議会６月定例会にて、工事請負契約の締結について、教育長が同

意する旨、臨時に代理したものでございます。 

 契約の目的は、竹鼻中学校武道場新築工事で、工事場所は、竹鼻町字下堤外３１７６

番 他５１筆、契約の方法は、一般競争入札でございます。 

  契約の金額は、１億９，９５８万４千円でございます。 

  契約の相手方は、株式会社 田中建設 代表取締役 佐藤 良平 様です。 

  以上でございます。 

   

◎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、承第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、承第２号は原案のとおり可決することといたします。 

 

△日程第５ 承第３号 臨時代理の報告並びにその承認について（臨時代理第３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３号）に同意する

ことについて ） 

◎教育長 次に、日程第５ 承第３号 臨時代理の報告並びにその承認について（臨時代

理第３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３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、先ほどの案件と同様に羽島市教育長に対する

事務委任規則第４条の規定により、６月２８日付で臨時代理させていただきましたので、

同規則第５条の規定により報告し、その承認を求めるものでございます。 

 臨時代理いたしましたのは、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３号））に同意することについてでございます。 

 この補正予算は、６月２８日の６月議会最終日において、追加議案として、議会に提

出しましたことから、教育委員会として同日付にて同意する旨、教育長が臨時代理させ

ていただいたものでございますのでよろしくお願いいたします。 

 内容としましては、６月１８日に発生した大阪府北部を震源とする地震により、大阪

府高槻市内の小学校にてプールのブロック塀が倒壊し、その塀に挟まれた女子児童が亡

くなる事故が発生したことから、市内の市立学校をはじめ、教育委員会所管施設を調査

したところ、教育センターを含め６施設８箇所のブロック塀撤去等の対応が必要になっ

たため、補正をするものでございます。 

 それでは、歳出についてご説明いたします。 

  １０款１項 教育総務費 ２目の事務局費 教育センター施設管理費は、１９万７千

円の増額で、教育センター敷地内のブロック塀２箇所の撤去を行うものでございます。 

 次に、２項 小学校費 １目の小学校施設改修事業は、７９万９千円の増額で、足近

小学校・竹鼻小学校・中央小学校敷地内のブロック塀３箇所の撤去等を行うものでござ

います。 

 次に、３項 中学校費 １目の中学校施設改修事業は、６万２千円の増額で、羽島中

学校敷地内のブロック塀１箇所の撤去等を行うものでございます。 

 次に、４項 義務教育学校費 １目の義務教育学校施設改修事業は、１８万１千円の

増額で、桑原学園敷地内のブロック塀２箇所の撤去等を行うものでございます。 

  以上、簡単ではありますが、説明とさせていただきます。 

  よろしくお願いいたします。 
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◎教育長 ご意見等ございますか。 

 

◎向井委員 市立学校のブロック塀を撤去した所は、フェンスか何かを設置するんですか。 

 

◎教育総務課長 竹鼻小学校以外のブロック塀を撤去する予定の学校は、焼却炉の囲いと

してブロック塀が利用されているものなので、撤去するのみです 

  竹鼻小学校におきましては、正門の近くにあるＰＣＢ保管庫の囲いとして、ブロック

塀が利用されていますが、撤去の後、トタンで囲って、手前に子どもが入れないように

扉を設ける予定です。 

 

◎今枝委員 工事は、夏休みに行なう予定ですか。 

 

◎教育総務課長 工事は、あまり近づかないよう措置する必要はありますが、狭い場所で

も行えますので、土曜日、日曜日等を利用して、早急に行なう予定です。 

 

◎向井委員 土曜日、日曜日に学校に出入りするスポーツ少年団等にも連絡をお願いしま

す。 

  あと、６月２２日に急に学校から連絡があって、竹鼻小学校校下でも急遽、通学路の

点検を行うことになりました。 

  集団下校で、先生も連れ添って上級生を中心に通学路を確認しながら下校しました。 

  保護者が同伴したわけではありませんが、子供たちの帰宅時間が少し遅くなりました。 

  大事なことなので、やるべきことだと思いますが、その時は事前にメール連絡がもら

えなかったので、事前にお知らせいただくと、ありがたいです。 

 

◎今枝委員 すべてのお宅がメールを受信できる状態にあるんですか。 

 

◎学校教育課長 登録してくれない保護者がいるので、登録を促しています。 

  受信できる媒体を持っていない人がいれば、電話連絡するということになります。 

 

◎向井委員 学校のブロック塀のチェックは、専門の方が行ったんですか。 

 

◎教育総務課長 専門の方が入ったわけでなく、基準に基づいて先生方がチェックして、

教育委員会の職員が確認をしました。 

 

◎今枝委員 ブロック塀だけでなく、廃屋等も倒壊の恐れがあるものもあるので、通学路

の変更は難しいけれど大切なことですね。 

 

◎学校教育課長 今後は、地震や火事及び不審者対応等、命を守る訓練に力を入れたいと

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、承第３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、承第３号は原案のとおり同意することといたします。 

 

△日程第６ 議第４１号  羽島市指定文化財の指定解除について 

△日程第７ 議第４２号  羽島市指定文化財の指定について 

◎教育長 次に、日程第６ 議第４１号  羽島市指定文化財の指定解除について及び日程

第７ 議第４２号  羽島市指定文化財の指定については、関連がありますので併せて議

題といたします。事務局より説明願います。 

 

◎生涯学習課長 議第４１号及び４２号について、ご説明いたします。 

平成３０年３月２９日開催の羽島市教育委員会定例会において議決をいただき、小熊

町西小熊の一乗寺にあります「天明地蔵菩薩」を同日付で史跡として指定させていただ

きました。 

その報告を岐阜県の環境生活部県民文化局文化伝承課にしたところ、指定区分が史跡

より有形文化財の方が適当であるとの指導を受けました。 

羽島市の文化財の保護に関する条例上、有形文化財に指定しても問題はないため、指

導に従い、史跡としての指定を解除し、改めて有形文化財として指定をお願いするもの

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４１号及び議第４２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４１号及び議第４２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 それでは、教育総務課から説明させて頂きます。 

  本日、竹鼻中学校武道場新築工事に係る工事請負契約の締結について、議会の承認が

得られましたので、今後、契約が６月２８日、着工が６月２９日、完成期限が３月５日

の工期２５０日間の契約で工事が進捗していくこととなります。 

正木小学校・中央小学校のトイレ改修工事につきましては、契約が６月１９日、着工

が６月２０日、完成期限が９月１７日で、夏休みを中心に工事を進めていきます。 

羽島中学校・竹鼻中学校のトイレ改修工事及び中央中学校のランチルームにおける非

構造部材耐震化工事につきましては、契約が６月２０日、着工日６月２１日、完成期限

が９月１８日で、小学校同様に夏休みを中心に工事を進めていきます。 

また、今後検討すべき課題として、羽島市立学校防犯カメラ設置の研究に係る検討部

会設置要綱を策定しました。 

これにつきましては、教育委員会事務局長をリーダーとして、教育委員会事務局とし

ては、教育総務課長、学校教育課長をメンバーとし、市長部局では個人情報を所管する

課として総務部総務課長、そして小中教頭会長と副会長をメンバーとして、防犯カメラ

設置に係る調査及び研究を行い、今年度中に教育委員会としての方針を定めていきたい

と考えております。 

委員の皆さんにもご意見をいただけるとありがたいです。 

  教育総務課からは、以上でございます。 

 

◎向井委員 無用心な事件が多いので、竹鼻小学校に行くと、いつも入口が施錠していな

いのが気になります。 

  幼稚園は、施錠してあって、用がある時はインターホンで知らせると空けてくれるふ

うですが、他の学校はどうですか。 

 

◎今枝委員 正門以外の門は、登校時間は先生が付いていて、他の時間は施錠するのが一

般的ですが、実際のところ、悪意があればどれだけでも入れるので、あくまで未然防止・

抑止力にしかならないので、どういうものが良いか検討していただければ良いと思いま

す。 

  ただ、最近は何が起きてもおかしくないので、自分の身を守れるように小学校の小さ

なうちから、身に付けるような取組が必要だと思います。 

 

◎学校教育課長 学校教育課から報告させていただきます。 

この期間中にあった、小学校及び義務教育学校の前期課程で６件、中学校及び義務教

育学校の後期課程で６件の報告がありました。 

５月の不登校につきましては、小学校及び義務教育学校の前期課程で１５件、中学校
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及び義務教育学校の後期課程で４３件でした。 

無気力や不安及び家庭の状況によるケースが増えており、状況によって学校だけでな

くスクールソーシャルワーカーの方や市役所の子育て・健幸課、中央子ども相談センタ

ーと連携して対応しています。 

次に、期間中の児童生徒の交通事故については７件でした。 

学校事故については、２件の報告がありました。 

学校教育課からは、以上でございます。 

 

◎生涯学習課長 生涯学習課から説明させていただきます。 

まず、不二竹鼻町屋ギャラリーについてですが、５月より行っておりました防水修繕

工事は、６月２４日に完了しました。 

今後、展示室１及び廊下の床にシートを設置する工事と多目的トイレにベビーシート

を設置する工事を７月末まで行ってまいります 

その後、換気や空気清浄機による有害物資の吸着・除去を行う環境対策を行なう予定

です。 

１ヶ月ごとに環境調査を行ない、絵画等美術品に対する影響を確認したうえで、再オ

ープンの時期を見極めたいと考えております。 

次に、６月１６日にわたしの主張２０１８羽島市大会を行いました。 

優秀賞を受賞した２名の方を県大会出場者選考委員会に推薦しました。 

最後に、はしま活き活き講座が６月２７日より始まりました。 

１回目は認知証や脳卒中の予防について、２回目は指ヨガ、３回目はハーバリウムづ

くりです。 

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３０日に開催したチャレンジデー２０１８には、大勢の皆様にご参加、ご協力い

ただきました。 

結果は、参加者数が３９，７５７人、参加率は５８．３パーセントで、残念ながら対

戦相手の秋田県鹿角市の参加率を下回り敗戦しました。 

６月２日・３日にかけて、日本ソフトボール協会主催による日本男子ソフトボール東

日本リーグ戦第２節が、FUKUJUスポーツパークと木曽川堤外正木運動場にて開催されま

した。 

６月７日から１０日にかけましてアジア陸上競技連盟主催による第１８回アジアジュ

ニア陸上競技選手権大会が岐阜メモリアルセンター長良川競技場にて開催されました。 

大会期間中は、ホストタウンであるスリランカを応援し、金メダルが３個、銀メダル

が４個、銅メダルが２個の成績でした。 

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

らの開館を行います。 

１０月６日から１０日にかけてのキッズウィーク期間中も同様の取り組みを行います。 

  図書館からは以上です。 

 

◎事務局長 竹鼻町屋ギャラリーの第三者機関による設計・施工の診断結果の概要をお伝

えします。 

  実地調査及び設計・施工業者への聞き取り調査については、一般社団法人建築診断協

会の一級建築士及び建築物調査資格者の２名の方により、５月９日に行われました。 

その結果、雨水の染み出しの要因と思われる指摘事項は３件、仕上げに関すること・

今後危ないと思われる事項は８件、合計１１件について、それぞれ対処方法と併せて、

ご提案いただきました。 

それに基いた、設計及び施工業者による修繕工事を６月２４日までに完了しました。

総括といたしましては、雨水の漏水については設計者の配慮不足、仕上げ等について

は施工業者の配慮不足で、設計・施工業者ともに配慮が不足していて、とくに防水対

策が不足していたという診断でした。 

以上でございます。 

 

◎教育長 これまでの報告で、何かご意見・ご質問はありますか。 

 

◎今枝委員 何点かお願いがあります。 

  １点目は、学校の危機管理や不審情報等の話がありましたが、今後なんでも起こりえ

るので、子供たちに対応方法の指導をお願いします。 

  ２点目は、教員も多忙ですが、色んな家庭事情の子がいるので、その子たちの声に耳

を傾けてあげて、健やかに育つように尽力していただくようお願いします。 

  ３点目は、夏休みに先生方もしっかり休んでもらって、リフレッシュしてもらいたい

です。 

  よろしくお願いします。 

 

◎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。 

  羽島ブロック中学校総合体育大会、いわゆる中体連の大会がございます。 

  ６月２４日には、長良川多目的運動場で、陸上競技が開催され、今後、土曜日、日曜

日を使いまして、各競技が開催されます。 

  子どもたちが頑張っておりますので、ご参観いただければ幸いでございます。 

 以上でございます。 

 

△閉会 
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◎教育長 以上をもちまして、平成３０年６月定例教育委員会を閉会いたします。 

次回の定例会は、７月２６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３時３６分 閉会】



 12 

 

       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 


