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平成３１年２月羽島市教育委員会定例会会議録 

 

○日  時 平成３１年２月２８日（木曜日）午後１時２５分から午後３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３０年度及び平成３１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 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  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

羽島市議会提出議案(平成３０年度羽島市一般会計補正予

算（第９号）)に同意することについて)   

日程第 ５  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(平成３１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 ６  議第 １ 号 羽島市スクールソーシャルワーカー相談事業実施要綱につ

いて 

日程第 ７  議第 ２ 号 羽島市竹鼻町屋ギャラリー美術作品取扱要綱について 

日程第 ８  議第 ３ 号 羽島市要保護及び準要保護児童生徒援助費支給要綱の全部

を改正する告示について 

日程第 ９   議第 ４ 号 平成３１年度羽島市の教育のめざす姿について 

日程第１０  議第 ５ 号 羽島市立学校体育施設開放運営委員会委員の委嘱について 

日程第１１         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 
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【午後１時 25分 開会】 

 

△開会 

◎教育長 皆様、今日は。 

 本日は、２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。 

 あっという間に、２月も月末でございますが、この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、大変お世話に

なりました。 

 また、この１月から２月にかけましては、千葉県野田市の小学校４年の女子児童虐待の

報道が連日のように続いております。 

 他人事として捉えるのではなく、子どもの発するサインをしっかりしたアンテナで受け

止め、大人としての責任を果たさなければならないことを改めて痛感しております。 

 さらに、この野田市の報道とともに、２月６日の新聞に、兵庫県加古川市の小学校３年

生の女子児童が、母親からビンタを受けたということで、１１０番通報し、母親が逮捕さ

れたという記事が掲載されていました。 

 母親は、ビンタの理由を、「学校に行きたがらなかったから。」と言っているそうです。 

 短い記事で、詳しい内容は分かりませんが、この記事も野田市の事案とは、また違った

意味で、衝撃を受けました。 

 こうした家庭状況の中で、学校は、何をどこまでできるのか、何をどこまでやらなけれ

ばならないのか、本当に難しい時代になってしまったと思っております。 

 さて、２６日からは、羽島市議会３月定例会が始まっております。 

 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。 

 本日の日程の中にも「羽島市議会提出議案（平成３１年度羽島市一般会計予算に 

同意することについて）」が取り上げられておりますが、教育費は、2,105,739 千円とい

うことで、本年度に比べますと、168,608 千円の減、対本年度伸び率は －7.4 ％、予算

全体に対します構成比も、本年度の 10.7 ％から 8.9 ％と、縮減しておりますが、これ

は、竹鼻中学校の武道場工事完了等が影響しております。 

 また、一般質問の要旨の通告があり、新年度予算及び事業、成人式、不登校・置き勉・

スマートフォン対応、インフルエンザ対策、文化財、アクティブ・チャイルド・プログラ

ム、照明のＬＥＤ化等についてのご質問がございます。 

 この中で、新年度予算及び事業と文化財に関わりまして、２名の議員さんから、竹鼻町

屋ギャラリーについてのご質問がございます。 

 昨年、４月１８日にオープン、そして、４月２５日から雨水染み出しにより休館となっ

ているわけでございますが、この間、雨水染み出し防止の工事とともにギャラリーとして

よりよい環境にするため、コンクリート廊下にシートを貼る工事、窓等の改良工事、さら

には、木製品をシールするための塗装、薫蒸処理、空気清浄機や空気中の有害物質の吸着

シートの活用等行ってまいりました。 
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 同時に、酸やアルカリ、小動物の有無等の環境調査を続けてまいりました。 

 この結果、１月になり、今までクリアできていなかった酸の値が、文化庁より示されて

おります「常設展示室での展示で要求される展示空間における最低限度の値」といわれま

す推奨値を下まわることができるようになりました。 

 こうした状況を踏まえまして、現在、４月２０日の「ふじまつり」の日の再オープンを

目指して準備をしているところでございます。 

 現在、答弁書の作成に取りかかっておりますが、こうした内容で答弁させていただくこ

とになりますので、教育委員の皆様方には、前もってお知らせをいたします。 

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

だきます。 

 前回の定例教育委員会でも報告させていただきましたが、その後、２月１４日の竹鼻小

学校５年２組の学級閉鎖を最後に学級閉鎖等は実施しておりません。 

 これまで、市内すべての小・中・義務教育学校、西部幼稚園で学級閉鎖等を実施し、学

級閉鎖の延べ学級数は、３４学級に至っております。 

 昨年は３２学級でございましたので、ほぼ同数の学級閉鎖ということになります。 

 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５日の火曜日、小

学校の卒業式は、３月２５日の月曜日でございます。 

 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。 

 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、報告案件が２件、承認案件が２件、議案が５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３０年度及び平成３１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３号 平成３０年度及び平成３１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） 
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◎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。 

 

◎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２７回授業実践フォーラム） 

 

◎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４７回市民いけばな芸術展） 

 

◎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年度羽島ブロック小学生卓球大会） 

（第１１５回羽島市卓球選手権大会会） 

 

◎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 

市議会提出議案(平成３０年度羽島市一般会計補正予算（第９ 

号）)に同意することについて) 

◎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号羽島市議会提出議案(平成３０年度羽島市一般会計補正予算（第９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 承第１号、臨時代理の報告並びにその承認について、ご説明申し上げま

す。 

  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、下記の件について２月２６

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
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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９号））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。 

 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、歳入からご説明させていただきます。 

  １３款２項７目 教育費国庫補助金につきましては、４，６３３万６千円を増額させ

ていただくものでございます。 

これにつきましては、２節 小学校費補助金として、足近小学校、小熊小学校、福寿小

学校、中島小学校トイレ改修事業に対する学校施設環境改善交付金 ３，３０１万８千円 

３節 中学校費補助金として、中島中学校トイレ改修事業に対する学校施設環境改善交付

金 １,３３１万８千円でございます。 

１４款３項５目 教育費委託金につきましては、３２万４千円を増額させていただくも

のでございます。 

  これにつきましては、統合型校務支援システム導入に係る設定変更委託金でございま

す。 

１６款１項６目 教育費寄附金につきましては、７万円を増額させていただくものでご

ざいます。 

これにつきましては、ＦＵＫＵＪＵスポーツパークの維持管理費にかかる寄附金でござ

います。 

 ２０款１項５目 教育債につきましては、１億４，７１０万円を増額させていただくも

のでございます。 

  これにつきましては、１節 中学校債として、中島中学校トイレ改修事業に対する学

校教育施設等整備事業債２，６６０万円及び中央中学校ランチルーム非構造部材耐震化に

伴う工事費の増額分に対する緊急防災・減災事業債３７０万円、２節 小学校債として、

足近小学校、小熊小学校、福寿小学校、中島小学校トイレ改修事業に対する学校教育施設

等整備事業債 ６，６００万円及び小熊小学校南舎、中島小学校屋内運動場及び中央小学

校屋内運動場に係る屋上防水等改修工事費に対する公共施設等適正管理推進事業債４，４

２０万円、３節 義務教育学校債として、桑原学園後期課程屋内運動場屋上防水工事費に

対する公共施設等適正管理推進事業債３３０万円でございます。 

５節 社会教育債として、図書館照明器具取替工事費に係る地域活性化事業債３３０万

円でございます。 

続きまして、歳出をご説明させていただきます。 

  １０款１項５目 教育支援センター費につきましては、３２万４千円を増額させてい

ただくものでございます。 
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これにつきましては、県が導入を進める統合型校務支援システムを利用するためのシス

テム設定変更費でございます。 

  次に、１０款２項１目 学校管理費につきましては、９，９２０万６千円を増額する

ものでございます。 

これにつきましては、足近小学校、小熊小学校、福寿小学校、中島小学校トイレ改修事

業について、国の補正予算に伴いを実施するものでございます。 

次に、１０款３項１目 学校管理費につきましては、３，９９５万８千円を増額するも

のでございます。 

これにつきましては、中島中学校トイレ改修事業について、国の補正予算に伴い実施す

るものでございます。 

  続きまして、 繰越明許費でございます。 

今回の補正に係る小学校施設改修事業、中学校施設改修事業のトイレ改修事業につきま

して、今年度中に事業が完了いたしませんので繰越明許をお願い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。 

  よろしくお願いいたします。 

   

◎教育長 ご意見等ございますか。 

 

◎今枝委員 校務支援システムはどのようなものですか。 

 

◎学校教育課長 今回県として導入されますが、羽島市においては５年前から文溪堂と共

同して導入しており、働き方改革の一環として、事務の効率化を図っています。 

 

◎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、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、承第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 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(平成３１年度羽島市一般会計予算)に同意する 

ことについて) 

◎教育長 次に、日程第５ 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(平成３１年度羽島市一般会計予算)に同意することにつ
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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 それでは、私から一括で説明させて頂きます。 

  承第２号、臨時代理の報告並びにその承認について、ご説明申し上げます。 

  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、下記の件について２月２６

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３１年度羽島市一般会計予算）

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。 

 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。 

平成３１年度 羽島市一般会計予算の総額は２３６億２千万円、平成３０年度当初予算

２１１億５千万円と比較し、２４億７千万円の増、１１．７％の増でございます。 

  その内、教育委員会所管は、１０款に該当し、平成３０年度当初予算の総額は２１億

５７３万９千円、前年度の２２億７，４３４万７千円と比較し、１億６，８６０万８千円

の減、７．４％の減でございます。 

 歳出減の大きな要因は、２項 中学校費のうち竹鼻中学校武道場整備事業の完了による

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。 

  時間の都合もありますので、主要な部分を掻い摘んで説明をさせて頂きますので、あ

らかじめご了承願います。 

１項 教育総務費 平成３１年度当初予算３億４，９１６万８千円、前年度比１,０２

３万７千円の増、３．０％の増でございます。 

  増額の理由は、５目 教育支援センター費でスクールソーシャルワーカー２人を新たに

雇用したことによるもの。また事務処理の複雑化を解消するため、小学校費、中学校費、

義務教育学校費、それぞれで予算化していたパソコン教育推進事業と情報教育推進事業を

統合したことに伴う増額によるものでございます。 

２項 小学校費 平成３１年度当初予算２億４２７万２千円、前年度比１,９１５万１

千円の減、８．６％の減でございます。 

  減額の理由は、２目 教育振興費の減額によるもので、先ほどお話した、小学校費、中

学校費、義務教育学校費、それぞれで予算化していたパソコン教育推進事業と情報教育推

進事業を教育支援センター費に統合したことによるものでございます。  

３項 中学校費 平成３１年度当初予算１億９１５万７千円、前年度比２億５，４４２

万２千円の減、７０．０％の減でございます。 
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 減額の理由は、先ほどお話した竹鼻中学校武道場事業の完了によるものでございます。 

４項 義務教育学校費 平成３１年度当初予算４,８３１万円、前年度比９３６万５千

円の増、２４．０％の増でございます。 

  増額の理由は、桑原学園後期課程屋内運動場防水改修工事による工事請負費の増によ

るものでございます。 

５項 幼稚園費 平成３１年度当初予算６，４６２万円、前年度比１９０万４千円の増、

３．０％の増でございます。 

  増額の理由は、職員の人件費と長寿命化計画の策定に伴う委託料の増によるものでご

ざいます。 

６項 社会教育費 平成３１年度当初予算４億４，４２１万６千円、前年度比２，９１

５万円の減、６．２％の減でございます。 

減額の理由は、１０目 文化センター費の工事請負費の減によるものでございます。 

７項 保健体育費 平成３１年度当初予算８億８，５９９万６千円、前年度比１億１,

２６０万９千円の増、１４．６％の増でございます。 

増額の理由は、１目 保健体育費で、ＮＴＣ強化拠点施設事業を新規事業として計上し

たことによるもの、及び５目 給食センター費で旧北部学校給食センター解体に伴う工事

請負費の増によるものでございます。。 

  では、続きまして、歳入を説明させて頂きます。 

１２款１項３目 教育費負担金 平成３１年度当初予算３億４，５８９万円、前年度比

１,７６５万４千円の増でございます。 

これにつきましては、市立学校における保護者からの学校給食費でございます。 

１３款１項６目 教育使用料 平成３１年度当初予算６８５万９千円、前年度比２０２

万３千円の減で、主な減の理由は、１０月からの保育料無償化によるものでございます。 

１４款２項６目 教育費国庫補助金 平成３１年度当初予算４５７万４千円、前年度比

３,２８１万３千円の減で、主な減の理由は、３節 中学校費で、竹鼻中学校武道場整備

に係る補助金の減によるものでございます。 

  １４款３項５目 教育費委託金 平成３１年度当初予算３，８９３万７千円、前年度

比３,８９３万７千円の増で、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

強化拠点施設活用事業委託金によるものでございます。 

１５款２項７目 教育費県補助金 平成３１年度当初予算９９０万７千円、前年度比５

８６万７千円の減で、主な減の理由は、１節 中学校補助金で、竹鼻中学校武道場整備に

おいて県産材活用による補助金の採択を受けていたものの事業が完了したことによるも

のでございます。 

  １５款３項５目 教育費委託員 平成３１年度当初予算３０万７千円、前年度比５万

１千円の減で、主な減の理由は、人権を考える会に関する委託金が無くなったことによる

ものでございます。 

１８款２項１目 基金繰入金 平成３１年度当初予算１，６１３万２千円、前年度比８

６５万９千円の増で、主な増の理由は、６節教育振興基金繰入金で学校図書購入に係る繰

入金５００万円、９節スポーツ振興基金繰入金が前年度比３５４万１千円増によるもので
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ございます。 

２０款４項２目 雑入 平成３１年度当初予算１，６０８万１千円、前年度比７３９万

３千円の増で、主な増の理由は、長良川多目的運動場の整備工事に伴う日本スポーツ振興

センター助成金 ７９７万６千円に伴う増額でございます。 

２１款１項６目 教育債 平成３１年度当初予算６，５９０万円、前年度比１億２，９

３０万円の減で、主な減の理由は、平成３０年度の竹鼻中学校武道場整備事業完了に伴う

市債の減額によるものでございます。 

  以上、簡単ではありますが、平成３１年度羽島市一般会計予算の説明とさせていただ

きます。 

  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、承第２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２号は原案のとおり承認することといたします。 

 

△日程第６ 議第１号 羽島市スクールソーシャルワーカー相談事業実施要綱について 

◎教育長 次に、議第１号 羽島市スクールソーシャルワーカー相談事業実施要綱につい

てを議題といたします。事務局より説明願います。 

 

◎学校教育課長 いじめ、不登校、暴力行為、児童虐待、その他の生徒指導上の課題に対

し、その改善を図るため実施する羽島市スクールソーシャルワーカー相談事業に関し、

必要な事項を定めるため、羽島市スクールソーシャルワーカー相談事業実施要綱を制定

す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。 

 

◎向井委員 来年度は、何人雇用される予定ですか。 

 

◎学校教育課長 来年度は、２人雇用の見込みで、効果を検証し、将来的に増員していき

たいと考えています。 
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◎向井委員 悩んでいる子たちの助けになればと、期待しています。 

 

◎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。 

 

△日程第７  議第２号 羽島市竹鼻町屋ギャラリー美術作品取扱要綱について 

◎教育長 次に、日程第７  議第２号 羽島市竹鼻町屋ギャラリー美術作品取扱要綱につ

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、教育委員会に美術作品の貸付け希望があった場合、又は展

示時に他の所有者から美術作品を借用したい場合に関し、必要な事項を定めるため、羽

島市竹鼻町屋ギャラリー美術作品取扱要綱を制定す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８  議第３号 羽島市要保護及び準要保護児童生徒援助費支給要綱の全部を改 

正する告示について 

◎教育長 次に、日程第８  議第３号 羽島市要保護及び準要保護児童生徒援助費支給要

綱の全部を改正する告示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、要保護及び準要保護児童生徒援助費関し、給付金額の明示をす
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るため、羽島市要保護及び準要保護児童生徒援助費支給要綱に別表を加えるものでございま

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９ 議第４号 平成３１年度羽島市の教育のめざす姿について 

◎教育長 次に、議第４号 平成３１年度羽島市の教育のめざす姿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、平成３１年度の羽島市教育委員会の方針及び重点項目等を定め

るため、平成３１年度羽島市の教育のめざす姿を策定す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。 

 

◎今井田委員 幼児の教育についてはどうなっていますか。 

 

◎学校教育課長 羽島市として切らしているわけではありませんが、所管が教育委員会で

ないので記述はありません。 

 

◎今枝委員 方針なので、総体的な記述が多いですが、施設面や地域等の１つ１つの内容

を細かく見てみると、とても難しい問題ばかりで、具体的には実態を踏まえて、先を見

据えて調整し、羽島市として何を進めていくか現場で対応していかないといけないので

大変だと思います。 

 

◎教育長 他に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４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４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５号 羽島市立学校体育施設開放運営委員会委員の委嘱につい

て 

◎教育長 次に、議第５号 羽島市立学校体育施設開放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、任期中の委員の死亡に伴い、新たに羽島市立学校体育施設開放

運営委員会委員を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５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５号は原案のとおり可決することといたします。 

 

△日程第１１ その他 各課の事業進捗状況について 

◎教育長 次に、日程第１１ 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 昨年の６月２９日から着工しております竹鼻中学校武道場につきまして

は、３月の５日が完成期限となっておりますが、現場はすでに完了しており、請負業者

からの完成届の提出を受けまして、完成検査を待つのみとなっております。 

工事中につきましては、事故等のトラブルもなく、安全第一で完成が迎えられそうであ

り、大変ありがたく思っております。 

３月２２日 金曜日には、完工式を執り行う予定で現在準備を進めております。 

 教育総務課からは、以上でございます。 
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◎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、いじめの報告は、小学校で２件の報告がありました。 

１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３３件、中学校

及び義務教育学校の後期課程で５４件でした。 

１月末現在で、累計３０日以上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５０件、中学校及び義務教育学校の後期課程で７７件でした。 

期間中の児童生徒の交通事故については１件、学校事故については２件でした。 

インフルエンザの流行の状況につきましては、これまでに３４学級で学級閉鎖措置を

行いましたが、収束の傾向です。 

学校教育課からは、以上でございます。 

 

◎生涯学習課長 ３月３日開催の和太鼓ライブで、今年度のイベントも終了します。 

これから考えないといけないのは、成年年齢の引き下げに伴う成人式の在り方につい

てです。 

２月１日までに、２０歳での成人式の継続を全国の６市が表明されています。 

事務局としては、「羽島市成人式～二十歳の集い～」として２０歳での実施を継続した

いと考えていますが、委員の皆さんはどのようにお考えですか。 

生涯学習課からは、以上でございます。 

 

◎今枝委員 他市の様子を見て、判断した方が良いと思いますが、１８歳で実施するリス

クは大きいと思います。 

 

◎生涯学習課長 それでは、羽島市としては、２０歳での実施を継続する方向で考えてい

きたいと思いますので、お願いします。 

 

◎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。 

この期間中は、２月３日にスポーツ少年団のＡＣＰ研修会が行われました。 

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。 

２月２５日から２８日までの間、システム改修のため臨時休館をしました。 

春休みの期間中は、これまで通り１時間早めて開館します。 

  図書館からは以上です。 

 

◎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。 

  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して、前回も報告

をさせていただきましたが、付け加えまして、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、正木小学校、中島中学校が「ひびきあい賞」を
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受賞しています。 

  また、「チャレンジスポーツ inぎふ」では、福寿小学校、正木小学校、堀津小学校が

入賞しました。 

  さらに、創造アイデアロボットコンテスト全国中学生大会では、羽島中学校のチーム

が「活用部門」で準優勝及び「全日本中学校技術・家庭科研究会長賞」を受賞しました。 

  中島中学校の生徒は、同様の全国中学生創造ものづくりフェア「あなたのためのおべ

んとうコンクール」に県代表として出場しました。 

   以上でございます。 

 

△閉会 

◎教育長 以上をもちまして、平成３１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２８日午後１時３０分から、羽島市教育センター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 


