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明

【午後１時３０分 開会】
△開会
◎教育長

皆様、今日は。

新年度がスタートして１ヶ月が経過しました。
市内の幼稚園、小中学校、義務教育学校においては、入園式、入学式、始業式以降、順
調に動き出しを図っていただいております。
しかしながら、総数５，６００人を超える子どもたちの中には、通学や学校生活に馴染
めない子がいることも事実です。
幼稚園・学校は、子どもに寄り添ったり、保護者と連携したりして、一人ひとりを大切
にした指導がなされ、安心・安全な学校作りをし、保護者との信頼関係を築いており、こ
れらは、学校教育に限らず、すべての教育の根幹をなすものと考えております。
行事としましては、４月３日に、羽島市への転入職員・新規採用職員の宣誓式を開催し
ました。
委員の皆様にも出席いただき、ありがとうございました。
先週には、学校の新規採用職員６名を対象にした研修会があり、自分の目標や願いを語
ってくれました。
働き方改革の推進もあり、学校と連携して、新規採用職員を大切に育て、彼らの誇りと
自信に繋げたいと思います。
文化振興や青少年育成、スポーツ・レクリエーションの推進に関わっても、年度当初の
組織作りや体制作り、事業の計画が立案されつつあります。
後ほど、関係課からも報告がありますが、４月２０日には、「不二竹鼻町屋ギャラリー」
の再オープンもあり、本当に素晴らしい作品の展示がされています。
また、今後開催される竹鼻まつりの山車や竹鼻別院のふじなど、先人が築き大切にして
きた羽島の豊かな歴史や文化、自然などの資源を再認識し、親しみや誇りを実感できる取
組につなげていきたいと考えおります。
では、新年度初めの定例教育委員会会議となりますが、よろしくお願いいたします。
◎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４件、議案が７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、今井

田委員さんにお願いいたします。

△日程第２

報第７号 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
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△日程第３

報第８号 平成３１年度要保護・準要保護児童生徒の継続認定の報告に
ついて

◎教育長

次に、日程第２

について及び日程第３

報第７号

報第８号

平成３１年度準要保護児童生徒の追加認定の報告

平成３１年度要保護・準要保護児童生徒の継続認定

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４
◎教育長

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
次に、日程第４

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。順に説明願います。
◎教育総務課長

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 28 回美濃竹鼻ふじまつり・竹鼻まつり）
（ふじまつり応援まちかどコンサート）

◎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 11 回立志教育支援フォーラム in 岐阜）

◎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。
（スコーレ家庭教育講座）
（ぎふ児童合唱団

第 48 回定期演奏会）

（伝統文化羽島こども囲碁教室）
（第 91 回定期演奏会～第 24 回岐阜県民文化祭協賛事業）
（みんなで折ろう！折り紙教室）
◎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。

（羽島市チャレンジデー2019）
◎向井委員

ホストタウンであるスリランカでテロ事件が起きて、犠牲者もたくさん出ま
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したが、支援する活動は予定されていますか。
◎スポーツ推進課長

国内でも安全確認等をしたうえで、活動が出てくると思われます。

羽島市においてもそのような話があると思われますが、所管が市民協働課なので、そ
ちらで検討することと思われます。
△日程第５

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５

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。スポーツ推進課より説明願います。
◎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 48 回日本男子ソフトボールリーグ第 2 節岐阜県羽島市大会）
（第 6 回スポーツウェルネス吹矢羽島オープン大会）
◎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６
◎教育長

議第１８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
次に、日程第６

議第１８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

羽島市学校給食センター設置及び管理に関する条例第５条第２項の

規定に基づき、任期中の委員変更に伴う、残任期間についての委嘱するものです。
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。

【意見なし】
◎教育長

それでは、議第１８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１８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１９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７

議第１９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。
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◎給食センター所長

羽島市学校給食用物資選定委員会要綱第３条の規定により、任期満

了に伴う、新たな委員を委嘱する必要によるものです。
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】
◎教育長

それでは、議第１９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１９号は原案のとおり可決することといたします。
△日程第８
◎教育長

議第２０号 羽島市特別支援教育連携協議会委員の委嘱ついて
次に、日程第８

議第２０号 羽島市特別支援教育連携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

羽島市特別支援教育連携協議会規則第３条第２項の規定に基づき、任期

満了に伴う新たな委員委嘱をするものです。
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。

【意見なし】
◎教育長

それでは、議第２０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２０号は原案のとおり可決することといたします。
△日程第９
◎教育長

議第２１ 号

羽島市教育支援委員会委員の委嘱について

次に、議第２１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

羽島市教育支援委員会規則第３条第２項の規定に基づき、任期満了に伴
5

う新たな委員委嘱をするものです。
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。

【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１０ 議第２２号
◎教育長

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

次に、議第２２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

羽島市立学校における学校運営協議会設置等に関する規則第８条の規定

に基づき、任期満了に伴う新たな委員委嘱をするものですが、３月の定例会で委嘱でき
なかった方たちの追加の委嘱となります。
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、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１１ 議第２３ 号
◎教育長

次に、議第２３号

羽島市社会教育委員の委嘱について
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

社会教育法第１５条第２項及び羽島市社会教育委員条例第２条第２項の
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規定に基づき、任期満了に伴う新たな委員委嘱をするものです。
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１２

議第２４号

平成３１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

次に、日程第１２

議第２４号

平成３１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３２年度使用教科用図書採択の協議をするに
あたり、平成３１年度岐阜県教科用図書岐阜地区採択協議会を設置する議決が必要なも
のでございます。
今年度は、来年度、学習指導要領が改訂となる小学校は全教科、平成３３年度に学習
指導要領が改訂となる中学校は道徳以外の全教科が採択年度となります、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１３ その他 各課の事業進捗状況について
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◎教育長

次に、日程第１３

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

教育総務課より今年度の学校施設における工事概要をご報告いたします。

平成３０年度から３年間で市内１３校を随時進めておりますトイレの改修工事について
は、前年度に正木小、中央小、羽島中、竹鼻中の４校を完了し、今年度に足近小、小熊
小、福寿小、中島小、中島中の５校を予定しています。
来年度工事予定の竹鼻小、堀津小、中央中、桑原学園の４校についても設計を今年度実
施する予定でございます。
また、各校において高圧受電設備高圧ケーブルの交換を予定しています。
さらに、中央小学校において特別支援学級のクラス増への対応として、流し台の設置を
行う他、福寿小学校における来年度の学級増のための改修工事を予定しています。
教育総務課からのご報告は以上となります、よろしくお願いいたします。
◎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３０年度の、いじめの認知件数は、小学生で４６件、中学生で２２件の報告があ
りました。
前年度から件数は大幅に増加していますが、いじめの要素が隠れていないか疑いを持
って指導を進めたことで、より多くのいじめの認知に至ったものと考えております。
平成３１年度においても、いじめはどの学校においても発生する認識に立ち、認知漏
れがないよう取り組み、重大な状況にならないよう早期の対応を行っていきたいと思い
ます。
平成３０年度の、不登校につきましては、小学生で３０人、中学生で６７人でした。
累計３０日以上欠席した児童生徒数につきましては、小学生が６７人、中学生が８８
人で、前年度に比べ大幅に増加しています。
ネット依存になっているケースや養育面に問題があるケース、集団への不適応のケー
ス等、様々な要因が考えられますが、今年度はスクールソーシャルワーカー２名も雇用
しますので、関係機関と連携を深め、より充実した支援活動を図っていきたいと思いま
す。
平成３０年度の児童生徒の交通事故については合計５０件でした。
ほとんどが、自転車に関する事故で、中学生は登下校時、小学生は放課後や休日に多
く発生しています。
前回の教育委員会から報告のあった学校事故は２件でした。
その中で、エピペンの所有者の児童に関わるものが１件ありましたが、エピペンにつ
いては、すべての学校で実技研修を行なっています。
学校教育課からは、以上でございます。
◎生涯学習課長

青少年育成の関係につきましては、推進委員や育成委員の研修等が行な

われています。
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不二竹鼻町屋ギャラリーについては、ご案内のとおり４月２０日に再オープンをし、
４月２３日現在で、１６０人の方がいらっしゃいました。
５月２６日には、美濃縞織とのコラボイベントも計画しています。
教育委員の皆様にも次回の定例教育委員会終了後に鑑賞いただく機会を設けましたの
で、お時間がある方は是非ご覧ください。
子ども会育成の関係の仕事も始まっております。
特に、ＰＴＡの関係につきましては、時代にそぐわず改善が必要になってきた案件も
ございます。
昨年度以来、事業の見直しを進めてまいりましたが、今年度も引き続き事業の改善や
意義の見出せない事業の廃止・縮小を進めていきたいと思います。
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。

小学生を対象とした陸上教室が、５月１２日に行われます。
講師には、ホストタウン事業でもお世話になっている、岐阜県陸上競技協会副会長で
メキシコオリンピックにも出場した小倉 新司氏をお迎えし、１００名程度の参加を見
込んでいます。
５月１８・１９日には、日本男子ソフトボールリーグ第２節羽島市大会が行われ、ト
ップアスリート育成支援事業の対象となっている日本エコシステムも参加されます。
また、５月２９日には、チャレンジデー２０１９が行われ、市内各地でスポーツイベ
ントが催されますので、皆さんご参加ください。
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。

４月２３日から５月１２日にかけて、今年度の読書週間を行います。
期間中、子どもたちに本に親しんでもらえるような機会を設けるために、
「図書館に行
こう」というイベントを実施します。
具体的には、図書館探検ツアー、子ども秘書体験、ブックカバー体験、親子で楽しむ
工作教室等が行われますが、例年応募多数で抽選を実施しています。
図書館からは以上です。
◎事務局長

今年度も年３回に分けて、タウンミーティングが開催されます。

２回目のテーマには、地域とともにある学校づくりというテーマもありますので、お
時間がある際に、参加願います。
以上で、ございます。
◎教育長
◎今枝委員

各課からの報告等について、ご意見等ございますか。
学校教育課からの報告で、長期欠席者が増加していると報告がありましたが、
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その中で母子家庭の子たちや様々な家庭事情の子たちがいると思いますが、そのような
ことも学校で把握したうえで、対応はされていますか。
◎学校教育課長

なかなか保護者から聞き出すのは、難しいですが、福祉課等の関係課と

も連携して、その子どもごとの対応を調整して、進めています。
負の連鎖が起きないよう、義務教育の前は、福祉課で対応して進めています。
◎向井委員

竹鼻のまち中では、子ども会単位で新入生が１人のところもありますが、子

ども会がないところは、集団登校はどうなるんですか。
◎学校教育課長

学校と子ども会は、直接の接点がありませんが、集団登下校は校外生活

委員会のような組織で、ある程度まとめて通学路を設定してもらっています。
◎黒田委員

桑原では、子どもの数がかなり減って、そのうち車で送迎しなくてはいけな

くなる家もあると聞いています。
◎向井委員

学童の子たちも増えていて、１人で帰らないといけない子たちが出てきてい

るので、下校は難しいですね。
◎学校教育課長

下校の見守りについては、特に地域の方の力を借りなくてはならないと

考えています。
△閉会
◎教育長 以上をもちまして、平成３１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３０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

森

委

今井田 眞千子

員

嘉長
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