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兼南部学校給食センター所長
【午後１時 22 分 開会】
△開会
◎教育長

皆様、今日は。

先ずは、教育委員さん方におかれましては、３月５日の中学校及び義務教育学校、３月
２５日の小学校の卒業式にご臨席いただきまして、ありがとうございました。
大きなトラブルもなく、厳粛な雰囲気の中で、子どもたちは巣立っていきました。
子どもたちにとって卒業式は人生の大きな節目であると思いますし、今後も大きな節目
として大事にしていかねばならないと思っております。
さて、平成３０年度も、あっという間に後３日、３０日・３１日は、土曜日・日曜日と
なりますので、実質、後１日となってしまいました。
人事異動につきましては、すでに県も市も新聞発表済みでございまして、昨日あたりか
ら事務引継たのめ、新旧の職員が出入りしまして、慌ただしい状況になっております。
異動されます皆様方におかれましては、
新たな職務での今後のご活躍をお祈りするとと
もに、来年度もお世話になります皆様方には、今後ともお世話になりますが、何卒よろし
くお願い申し上げます。
そして、３月２０日の羽島市議会３月定例会の最終日に追加議案としまして、教育長の
選任同意案が提出され、新しい教育長として、森 嘉長さん、現在、岐阜大学附属中学校
の副校長を務められ、その前は、岐阜教育事務所長等を歴任された、行政経験豊富な足近
町直道に在住の方でございますが、選任同意案が可決されました。
とてもすばらしい方で、私も、平成１５年度に、当時の岐阜教育振興事務所で、１年
間でございますが、一緒に勤務させていただきました。
私は、１１年という長きにわたり、羽島市教育長という重責を伴います職務を務めさせ
ていただき、３期目の任期満了ということで、この度、退任をさせていただくことになり
ました。
この間、教育委員の皆様方や教育委員会事務局の皆様方には、いろいろとお世話にな
りまして、誠にありがとうございました。
厚くお礼申し上げます。
来年度は、年号も新しくなり、時代の大きな節目を迎えることになります。
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新しい時代とともに、
羽島市教育委員会がますます発展されますことを心からお祈り申
し上げますとともに、改めまして、お世話になりました皆様方にお礼を申し上げます。
本当にありがとうございました。
では、平成３０年度最後の定例教育委員会会議となりますが、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、議案が１２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、黒田

委員さんにお願いいたします。
△日程第２
◎教育長

報第５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
次に、日程第２

報第５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
◎教育長

報第６号 羽島市教育委員会の後援等承認の報告について
次に、日程第３

報第６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。
（桃園グループ書画展）
（第 41 回少年の主張岐阜県大会～わたしの主張 2019～）
（2019 岐阜国際音楽祭 フェスティバルコンサート）
（第 31 回中部日本個人・重奏コンテスト本大会）
（羽島市邦楽連盟設立 40 周年記念「邦楽芸能を楽しむ会」
）
（第 33 回定期演奏会「子供の日コンサート」）
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（2019 子ども夏の自然体験（19 ふくい夏のさとやまキャンプ）
）
（講演会「園や学校における場面緘黙の理解と支援」）
◎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 50 回羽島市グラウンド・ゴルフ大会）
（第 10 回川本杯はしまモアフェンシング大会）
◎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

議第 ６号 羽島市教育委員会の権限に属する事務の委任に関する規則に
ついて

◎教育長

次に、日程第４

議第 ６号 羽島市教育委員会の権限に属する事務の委任に関

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。
◎生涯学習課長

議第６号

羽島市教育委員会の権限に属する事務の委任に関する規則に

ついて、ご説明申し上げます。
社会教育に関することについては、地方自治法において、教育委員会の権限に属する
事務とされていますが、
コミュニティセンターにおける社会教育に関することについて市
長部局に委任するために規則を制定するものです。
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。

◎今枝委員

公民館がコミュニティセンターになってからややこしくなって、社会教育に

関することは、市民協働課に事務を移管するんですか。
◎生涯学習課長

コミュニティセンターの社会教育については、そうです。

◎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。
）

4

◎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５

議第 ７ 号 羽島市学校給食センター運営委員会規則の一部を改正する規則
について

◎教育長

次に、日程第５

議第 ７ 号 羽島市学校給食センター運営委員会規則の一部

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。
◎給食センター所長

それでは、議第７号

羽島市学校給食センター運営委員会規則の一

部を改正する規則について、ご説明申し上げます。
学校給食が公会計化されたことに伴い、羽島市学校給食センター運営委員会の監査が
不要になり、今後は市の監査委員による監査となるため、改正を行うものです。
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】
◎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６

議第 ８ 号 羽島市立学校屋外運動場照明施設設置及び管理に関する条例施
行規則の一部を改正する規則について

◎教育長

次に、議第８号

羽島市立学校屋外運動場照明施設設置及び管理に関する条例

施行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。
◎スポーツ推進課長

この議案は、羽島市立学校屋外運動場照明施設設置及び管理に関す

る条例の改正に伴い、羽島市立学校屋外運動場照明施設設置及び管理に関する条例施行
規則の改正を行うものです。
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、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
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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７

議第 ９ 号 羽島市屋外運動場設置及び管理に関する条例施行規則の一部を
改正する規則について

◎教育長

次に、議第９号

羽島市屋外運動場設置及び管理に関する条例施行規則の一部

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。
◎スポーツ推進課長

この議案は、羽島市屋外運動場設置及び管理に関する条例の改正に

伴い、羽島市屋外運動場設置及び管理に関する条例施行規則の改正を行うものです。
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、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。
△日程第８

議第 １０ 号

羽島市立学校体育施設の開放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、議第１０号

羽島市立学校体育施設の開放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。
◎スポーツ推進課長

この議案は、羽島市屋外運動場設置及び管理に関する条例施行規則

の改正に伴い、羽島市立学校体育施設の開放に関する規則の改正を行うものです。
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】
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◎教育長 それでは、議第１０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１０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１１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９

議第１１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に関し、交付対象及び

給付金額の変更をするため、羽島市要保護及び準要保護児童生徒援助費支給要綱の全部
を改正するものでございます。
交付対象については、卒業アルバム代等を国からの通知により追加し、ヘルメット購
入費及び自転車損害賠償保険費を４月１日の条例施行に伴い追加いたします。
よろしくお願いします。
◎教育長

ご意見等ございますか。

◎向井委員

ヘルメットについて、中学生が通学に使うために必要なのはよく分かります

が、小学生がみんなよく被っている従来の黄色のシェルメットがどうなるのかよく分か
りません。
◎学校教育課長

小学生が被っている黄色のシェルメットは、安全基準を満たしておりま

せん。
中学生の通学利用については、ヘルメットでないと許可がおりませんが、普段使いに
ついては、努力義務で強制ではないので、周知することも難しいです。
強制ではないので、保護者の方の考えということになります。
◎今枝委員

新しく、負担を強いるのは大変ですね。

◎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１１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１１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１２号

羽島市文化財保護事業費補助金交付要綱の一部を改正する
告示について

◎教育長

次に、日程第１０

議第１２号

羽島市文化財保護事業費補助金交付要綱の一

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。
◎生涯学習課長

この議案は、岐阜県文化財保護費補助金交付要綱の改正に伴い、羽島市文化

財保護事業費補助金交付要綱の一部を改正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１２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１２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１３号
◎教育長

羽島市学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の委嘱について

次に、議第１３号

羽島市学校医、学校歯科医及び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、任期満了に伴い、新たに羽島市学校医、学校歯科医及び学校薬

剤師を委嘱する必要によるでございます。

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１３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１３号は原案のとおり可決することといたします。

羽島市立学校における学校運営協議会の委員の委嘱につ
いて
◎教育長 次に、議第１４号 羽島市立学校における学校運営協議会の委員の委嘱に
ついてを議題といたします。事務局より説明願います。
△日程第１２ 議第１４号

◎学校教育課長

この議案は、任期満了に伴い、羽島市立学校における学校運営協議会の委員

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１４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１４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１５号
◎教育長

羽島市スポーツ推進委員の委嘱について

次に、議第１５号

羽島市スポーツ推進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、任期満了等に伴い、新たに羽島市スポーツ推進委員を委

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１５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１５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１６号
◎教育長

羽島市学校体育施設開放運営委員会委員の委嘱について

次に、議第１６号

羽島市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。
◎スポーツ推進課長

この議案は、任期満了等に伴い、新たに羽島市学校体育施設開

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１６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１６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１７号
◎教育長

羽島市教育委員会事務局等職員の人事異動について

次に、議第１７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

この議案は、教育委員会事務局等職員の人事異動に伴う任免について決定す

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１７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１７号は原案のとおり可決することといたします。
△日程第１６ その他 各課の事業進捗状況について
◎教育長

次に、日程第１６

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

先月、教育委員の皆様には竹鼻中学校武道場をご視察いただいたとろで

ございますが、３月２２日に完工式を執り行い無事完了いたしましたことをご報告申し
上げます。
この件につきましては、広報はしま５月号にも掲載を予定しておりますので、ご覧いた
だければと存じます。
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。

この期間中にあった、いじめの報告は、小学校で２件、中学校で２件の報告がありま
した。
２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３４件、中学校
及び義務教育学校の後期課程で５６件でした。
２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５１件、中学校及び義務教育学校の後期課程で８２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１件でした。
不審者情報につきましては、この期間、ありませんでした。
学校教育課からは、以上でございます。
◎向井委員

ＳＮＳ上のゲームのトラブルからのイジメがあると聞いています。

見知らぬ人としゃべりながらゲームができるので、何かあったら怖いです。
◎学校教育課長

家庭の話の中に学校教育が関わっていくのは難しいですが、こういう事

に気を付けましょうという啓発を継続して行っていきたいと思います。
◎生涯学習課長

成人式については、２０２３年に１８・１９・２０歳になる人の意見を

聞きながら、どのような方針にするか決定したいと思います。
ご心配頂いた、竹鼻町屋ギャラリーは、ふじまつりのオープニングに合わせて、４月
２０日に再オープンいたします。
青少年育成につきましても、今後ご協力を願います。
生涯学習課からは、以上でございます。

11

◎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。

ＦＣ岐阜によるサッカー指導が、３月１０日に桑原学園、３月２４日に中央中学校で
行われました。
完成しました竹鼻中学校武道場につきましては、５月１日より学校開放が行われます
ので、広報等で市民の方にもお知らせをします。
３月３０日から４月７日までの間、第４回背割堤さくらまつりinはしまが、桜堤サブ
センターにて行われますので、時間がありましたら、お立ち寄りください。
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。

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。
△閉会
◎教育長 以上をもちまして、平成３１年３月定例教育委員会を閉会いたします。
次回の定例会は、４月２４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５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

黒田

員

淳
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